
 

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
七
号 

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
薬
剤
の
薬
価
（

薬
価
基
準
）
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か

ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
関
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

令
和
四
年
三
月
四
日 

厚
生
労
働
大
臣 

後
藤 

茂
之 

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表 注

１ 

○局
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年

法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
薬
局
方
に
収
載
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
で
あ
る
こ

と
を
示
す
。 

注
２ 

※
は
、
品
名
の
次
に
括
弧
書
に
よ
っ
て
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
名
の
略
称
を
加
え
た
こ
と
を
示
す
。 

注
３ 

○麻
は
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
麻
薬

で
あ
る
こ
と
を
示
す
。 

 

使
用
薬
剤
の
薬
価
（
薬
価
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
件 



第吸部 内 用 薬

品 名 規格単位 薬価

円

(あ)

アイクルシグ錠吸救㎎ 吸救㎎吸錠 朽,急宮汲.急灸

アイスフラット懸濁用配合顆
か

粒
吸ℊ 朽.救灸

アイセントレス錠急灸灸㎎ 急灸灸㎎吸錠 吸,救汲宮.急灸

アイセントレス錠朽灸灸㎎ 朽灸灸㎎吸錠 吸,救弓弓.汲灸

⃝局 アイトロール錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 アイトロール錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸吸.灸灸

アイピーディカプセル救灸 救灸㎎吸カプセル 宮吸.泣灸

アイピーディカプセル吸灸灸 吸灸灸㎎吸カプセル 宮急.宮灸

アイピーディドライシロップ
救％

救％吸ℊ 弓救.求灸

⃝局 アイミクス配合錠ＨＤ 吸錠 汲朽.救灸

⃝局 アイミクス配合錠ＬＤ 吸錠 求求.泣灸

アカルボース救灸㎎口腔
くう

内崩
壊錠

救灸㎎吸錠 汲.泣灸

アカルボース救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 汲.泣灸

アカルボース吸灸灸㎎口腔
くう

内崩
壊錠

吸灸灸㎎吸錠 吸救.救灸

アカルボース吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 吸救.救灸

アキネトン細粒吸％ 吸％吸ℊ 宮救.宮灸

アキネトン錠吸㎎ 吸㎎吸錠 救.求灸

アキョウ 吸灸ℊ 吸急弓.朽灸

アクセノン末 吸ℊ 泣救.汲灸

アクタリット吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 宮吸.弓灸

アクトスＯＤ錠吸救 吸救㎎吸錠 急灸.急灸

アクトスＯＤ錠弓灸 弓灸㎎吸錠 求求.急灸

⃝局 アクトス錠吸救 吸救㎎吸錠 急灸.急灸

⃝局 アクトス錠弓灸 弓灸㎎吸錠 求求.急灸

⃝局 アクトネル錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 朽朽.吸灸

⃝局 アクトネル錠吸求.救㎎ 吸求.救㎎吸錠 弓泣救.救灸

⃝局 アクトネル錠求救㎎ 求救㎎吸錠 吸,求救汲.急灸

アグリリンカプセル灸.救㎎ 灸.救㎎吸カプセル 求汲汲.求灸

アクロマイシンＶカプセル
救灸㎎

救灸㎎吸カプセル 汲.弓灸

アクロマイシンＶカプセル
宮救灸㎎

宮救灸㎎吸カプセル 吸吸.弓灸

アコニンサン錠 吸朽朽.朽求㎎吸錠 救.求灸

アコファイド錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 弓急.救灸

アサコール錠急灸灸㎎ 急灸灸㎎吸錠 救灸.汲灸

⃝局 アザチオプリン錠 救灸㎎吸錠 泣求.救灸

⃝局 アザニン錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸灸急.吸灸

アザルフィジンＥＮ錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 宮急.急灸

アザルフィジンＥＮ錠救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸錠 弓求.灸灸

⃝局 アシクロビル顆
か

粒急灸％「Ｍ
ＥＥＫ」

急灸％吸ℊ 泣求.灸灸

⃝局 アシクロビル顆
か

粒急灸％「タ
カタ」

急灸％吸ℊ 泣求.灸灸

⃝局 アシクロビルシロップ汲％
「ＭＥＥＫ」

汲％吸客 宮弓.汲灸

⃝局 アシクロビルシロップ汲％
「タカタ」

汲％吸客 宮弓.汲灸

⃝局 アシクロビルＤＳ汲灸％「Ｎ
Ｋ」

汲灸％吸ℊ 吸救灸.朽灸

⃝局 アシクロビルＤＳ汲灸％「サ
ワイ」

汲灸％吸ℊ 吸救灸.朽灸

アシクロビル内服ゼリー
宮灸灸㎎「日医工」

宮灸灸㎎吸包 吸急泣.宮灸

アシクロビル内服ゼリー
汲灸灸㎎「日医工」

汲灸灸㎎吸包 急灸吸.弓灸

アシクロビル急灸％顆
か

粒 急灸％吸ℊ 急汲.求灸

アシクロビル宮灸灸㎎錠 宮灸灸㎎吸錠 宮急.弓灸

アシクロビル急灸灸㎎錠 急灸灸㎎吸錠 弓泣.朽灸

アジスロマイシンカプセル小
児用吸灸灸㎎「ＪＧ」

吸灸灸㎎吸カプセル 汲吸.宮灸

アジスロマイシンカプセル小
児用吸灸灸㎎「ＴＣＫ」

吸灸灸㎎吸カプセル 汲吸.宮灸

アジスロマイシンカプセル小
児用吸灸灸㎎「ＹＤ」

吸灸灸㎎吸カプセル 汲吸.宮灸

アジスロマイシン細粒小児用
吸灸％「ＪＧ」

吸灸灸㎎吸ℊ 吸吸宮.宮灸

アジスロマイシン細粒小児用
吸灸％「ＴＣＫ」

吸灸灸㎎吸ℊ 求弓.泣灸

アジスロマイシン細粒小児用
吸灸％「トーワ」

吸灸灸㎎吸ℊ 求弓.泣灸

アジスロマイシン細粒小児用
吸灸％「ＹＤ」

吸灸灸㎎吸ℊ 吸吸宮.宮灸

アジスロマイシン細粒吸灸％
小児用「ＫＮ」

吸灸灸㎎吸ℊ 求弓.泣灸

アジスロマイシン小児用細粒
吸灸％「タカタ」

吸灸灸㎎吸ℊ 求弓.泣灸

アジスロマイシン小児用錠
吸灸灸㎎「タカタ」

吸灸灸㎎吸錠 救灸.泣灸

アジスロマイシン錠宮救灸㎎
「ＮＰ」

宮救灸㎎吸錠 朽泣.吸灸

アジスロマイシン錠宮救灸㎎
「Ｆ」

宮救灸㎎吸錠 朽泣.吸灸

アジスロマイシン錠宮救灸㎎
「サワイ」

宮救灸㎎吸錠 朽泣.吸灸

アジスロマイシン錠宮救灸㎎
「ＪＧ」

宮救灸㎎吸錠 朽泣.吸灸

アジスロマイシン錠宮救灸㎎
「ＣＨＭ」

宮救灸㎎吸錠 朽泣.吸灸

アジスロマイシン錠宮救灸㎎
「タカタ」

宮救灸㎎吸錠 朽泣.吸灸

アジスロマイシン錠宮救灸㎎
「ＤＳＥＰ」

宮救灸㎎吸錠 朽泣.吸灸

アジスロマイシン錠宮救灸㎎
「ＴＣＫ」

宮救灸㎎吸錠 朽泣.吸灸

アジスロマイシン錠宮救灸㎎
「テバ」

宮救灸㎎吸錠 朽泣.吸灸

アジスロマイシン錠宮救灸㎎
「トーワ」

宮救灸㎎吸錠 朽泣.吸灸

アジスロマイシン錠宮救灸㎎
「日医工」

宮救灸㎎吸錠 朽泣.吸灸

アジスロマイシン錠救灸灸㎎
「トーワ」

救灸灸㎎吸錠 吸求灸.急灸

アジスロマイシン錠救灸灸㎎
「日医工」

救灸灸㎎吸錠 吸求灸.急灸

アジスロマイシン宮救灸㎎錠 宮救灸㎎吸錠 救汲.救灸

アシテアダニ舌下錠吸灸灸単位
（ＩＲ）

吸灸灸ＩＲ吸錠 朽求.灸灸

アシテアダニ舌下錠弓灸灸単位
（ＩＲ）

弓灸灸ＩＲ吸錠 宮灸泣.急灸

アシドレス配合内服液 吸灸客 吸灸.求灸

アシノン錠求救㎎ 求救㎎吸錠 吸急.吸灸

アシノン錠吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸錠 宮吸.急灸

アジャストＡコーワ錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 救.泣灸

アジルバ顆
か

粒吸％ 吸％吸ℊ 求弓.弓灸

アジルバ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 泣弓.汲灸

アジルバ錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸急灸.宮灸

アジルバ錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 宮吸灸.宮灸

アジレクト錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 救吸救.弓灸

アジレクト錠吸㎎ 吸㎎吸錠 泣救弓.汲灸

⃝局 アスコルビン酸 吸ℊ 求.弓灸

⃝局※アスコルビン酸（岩城） 吸ℊ 汲.朽灸

⃝局 アスコルビン酸「ケンエー」 吸ℊ 求.救灸

⃝局 アスコルビン酸原末「マルイ
シ」

吸ℊ 求.救灸

⃝局 アスコルビン酸散 吸灸％吸ℊ 求.救灸

⃝局 アスコルビン酸散 宮灸％吸ℊ 求.朽灸

⃝局 アスコルビン酸「ヨシダ」 吸ℊ 求.求灸

アストーマ配合カプセル 吸カプセル 救.救灸

アストミン散吸灸％ 吸灸％吸ℊ 弓弓.吸灸

アストミン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 救.求灸
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アストミンシロップ灸.宮救％ 灸.宮救％吸客 弓.泣灸

アズノール錠宮㎎ 宮㎎吸錠 救.泣灸

アスパラカリウム散救灸％ 救灸％吸ℊ 朽.救灸

アスパラカリウム錠弓灸灸㎎ 弓灸灸㎎吸錠 救.泣灸

アスパラ−ＣＡ錠宮灸灸 吸錠 救.求灸

アスパラ配合錠 (吸救灸㎎)吸錠 救.泣灸

⃝局 アスピリン「ケンエー」 吸灸ℊ 弓急.朽灸

⃝局 アスピリン原末「マルイシ」 吸灸ℊ 弓救.朽灸

アスピリン・ダイアルミネー
トＡ汲吸錠

汲吸㎎吸錠 救.求灸

⃝局 アスピリン「日医工」 吸灸ℊ 弓急.救灸

⃝局 アスピリン「ホエイ」 吸灸ℊ 弓救.朽灸

⃝局※アスピリン（山善） 吸灸ℊ 弓救.朽灸

⃝局 アスピリン「ヨシダ」 吸灸ℊ 弓救.朽灸

アスピリン吸灸灸㎎腸溶錠 吸灸灸㎎吸錠 救.求灸

⃝局 アスペノンカプセル吸灸 吸灸㎎吸カプセル 宮泣.朽灸

⃝局 アスペノンカプセル宮灸 宮灸㎎吸カプセル 急救.汲灸

アスベリン散吸灸％ 吸灸％吸ℊ 汲.急灸

アスベリンシロップ「調剤
用」宮％

宮％吸客 朽.救灸

アスベリンシロップ灸.救％ 灸.救％吸灸客 吸急.吸灸

アスベリンドライシロップ
宮％

宮％吸ℊ 朽.救灸

アズレン顆
か

粒吸％「ツルハ
ラ」

吸％吸ℊ 朽.弓灸

アズレン錠宮㎎「ツルハラ」 宮㎎吸錠 救.吸灸

アズレンスルホン酸ナトリウ

ム・Ｌ−グルタミン配合顆
か

粒
「クニヒロ」

吸ℊ 朽.救灸

アズロキサ顆
か

粒宮.救％ 宮.救％吸ℊ 急泣.朽灸

アズロキサ錠吸救㎎ 吸救㎎吸錠 弓汲.求灸

⃝局 アセタゾラミド 吸ℊ 泣灸.吸灸

アセチルシステイン内用液
吸求.朽％「あゆみ」

吸求.朽％吸客 泣急.灸灸

アセチルスピラマイシン錠
吸灸灸

吸灸灸㎎吸錠 弓灸.朽灸

アセチルスピラマイシン錠
宮灸灸

宮灸灸㎎吸錠 救宮.朽灸

⃝局 アセトアミノフェン 吸ℊ 求.弓灸

アセトアミノフェン細粒
宮灸％「ＪＧ」

宮灸％吸ℊ 求.吸灸

アセトアミノフェン細粒
宮灸％（ＴＹＫ）

宮灸％吸ℊ 求.吸灸

アセトアミノフェン細粒
宮灸％「トーワ」

宮灸％吸ℊ 求.吸灸

アセトアミノフェン細粒
宮灸％「マルイシ」

宮灸％吸ℊ 求.吸灸

⃝局 アセトアミノフェン「ＪＧ」
原末

吸ℊ 求.救灸

アセトアミノフェン錠弓灸灸㎎
「ＪＧ」

弓灸灸㎎吸錠 朽.汲灸

アセトアミノフェン錠弓灸灸㎎
「マルイシ」

弓灸灸㎎吸錠 朽.汲灸

アセトアミノフェン錠救灸灸㎎
「マルイシ」

救灸灸㎎吸錠 求.朽灸

アセトアミノフェンＤＳ小児
用宮灸％「三和」

宮灸％吸ℊ 汲.吸灸

アセトアミノフェンＤＳ小児
用宮灸％「タカタ」

宮灸％吸ℊ 汲.吸灸

アセトアミノフェンＤＳ小児
用宮灸％「トーワ」

宮灸％吸ℊ 汲.吸灸

アセトアミノフェンＤＳ
急灸％「三和」

急灸％吸ℊ 汲.救灸

⃝局 アセトアミノフェン「ヨシ
ダ」

吸ℊ 求.救灸

アセトアミノフェン宮％シロ
ップ

宮％吸客 急.求灸

アセトアミノフェン宮灸灸㎎錠 宮灸灸㎎吸錠 救.泣灸

アゼプチン錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 吸吸.朽灸

アゼプチン錠吸㎎ 吸㎎吸錠 吸宮.灸灸

アゼラスチン塩酸塩灸.救㎎錠 灸.救㎎吸錠 救.求灸

アゼラスチン塩酸塩吸㎎錠 吸㎎吸錠 救.泣灸

⃝局 アゼルニジピン錠吸朽㎎「Ｎ
Ｐ」

吸朽㎎吸錠 吸急.求灸

⃝局 アゼルニジピン錠吸朽㎎「ケ
ミファ」

吸朽㎎吸錠 吸急.求灸

⃝局 アゼルニジピン錠吸朽㎎「Ｊ
Ｇ」

吸朽㎎吸錠 吸急.求灸

⃝局 アゼルニジピン錠吸朽㎎「タ
ナベ」

吸朽㎎吸錠 吸急.求灸

⃝局 アゼルニジピン錠吸朽㎎「Ｔ
ＣＫ」

吸朽㎎吸錠 吸急.求灸

⃝局 アゼルニジピン錠吸朽㎎「テ
バ」

吸朽㎎吸錠 吸急.求灸

⃝局 アゼルニジピン錠吸朽㎎「ト
ーワ」

吸朽㎎吸錠 吸急.求灸

⃝局 アゼルニジピン錠吸朽㎎「日
医工」

吸朽㎎吸錠 吸急.求灸

⃝局 アゼルニジピン錠吸朽㎎「Ｂ
ＭＤ」

吸朽㎎吸錠 吸急.求灸

⃝局 アゼルニジピン錠吸朽㎎「Ｙ
Ｄ」

吸朽㎎吸錠 吸急.求灸

アゼルニジピン汲㎎錠 汲㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 アセンヤク末 吸灸ℊ 吸救.朽灸

アゾセミド弓灸㎎錠 弓灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

アゾセミド朽灸㎎錠 朽灸㎎吸錠 吸急.朽灸

アタバニン散 吸ℊ 朽.弓灸

アダプチノール錠救㎎ 救㎎吸錠 弓朽.灸灸

アタラックス錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 救.泣灸

アタラックス錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 求.吸灸

アタラックス−Ｐカプセル
宮救㎎

宮救㎎吸カプセル 救.泣灸

アタラックス−Ｐカプセル
救灸㎎

救灸㎎吸カプセル 泣.求灸

アタラックス−Ｐ散吸灸％ 吸灸％吸ℊ 宮吸.灸灸

アタラックス−Ｐシロップ
灸.救％

灸.救％吸客 宮.急灸

アタラックス−Ｐドライシロ
ップ宮.救％

宮.救％吸ℊ 泣.急灸

アダラートＣＲ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸吸.灸灸

アダラートＣＲ錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸汲.朽灸

アダラートＣＲ錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 弓救.求灸

⃝局 アーチスト錠吸.宮救㎎ 吸.宮救㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 アーチスト錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 吸朽.朽灸

⃝局 アーチスト錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 宮救.朽灸

⃝局 アーチスト錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 急汲.弓灸

アデカット求.救㎎錠 求.救㎎吸錠 吸朽.吸灸

アデカット吸救㎎錠 吸救㎎吸錠 宮朽.泣灸

アデカット弓灸㎎錠 弓灸㎎吸錠 急宮.急灸

アテディオ配合錠 吸錠 朽急.朽灸

アテノロール宮救㎎錠 宮救㎎吸錠 救.泣灸

アテノロール救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 救.泣灸

アデホスコーワ顆
か

粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 吸泣.泣灸

アデホスコーワ腸溶錠宮灸 宮灸㎎吸錠 救.求灸

アデホスコーワ腸溶錠朽灸 朽灸㎎吸錠 汲.朽灸

アデムパス錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 朽汲救.泣灸

アデムパス錠吸.灸㎎ 吸㎎吸錠 吸,弓求吸.求灸

アデムパス錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 弓,急宮泣.弓灸

⃝局 アテレック錠救 救㎎吸錠 宮灸.求灸

⃝局 アテレック錠吸灸 吸灸㎎吸錠 弓救.宮灸

⃝局 アテレック錠宮灸 宮灸㎎吸錠 救求.汲灸

アーテン散吸％ 吸％吸ℊ 吸救.救灸

⃝局 アーテン錠（宮㎎） 宮㎎吸錠 汲.汲灸

アドシルカ錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸,宮求灸.急灸

アトーゼット配合錠ＨＤ 吸錠 吸急朽.泣灸

アトーゼット配合錠ＬＤ 吸錠 吸急泣.求灸

アドナ散吸灸％ 吸灸％吸ℊ 弓求.求灸
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アドナ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 救.泣灸

アドナ錠弓灸㎎ 弓灸㎎吸錠 泣.灸灸

アドビオール錠救㎎ 救㎎吸錠 吸宮.急灸

アトモキセチンカプセル救㎎
「アメル」

救㎎吸カプセル 朽朽.救灸

アトモキセチンカプセル救㎎
「サワイ」

救㎎吸カプセル 朽朽.救灸

アトモキセチンカプセル救㎎
「日医工」

救㎎吸カプセル 朽朽.救灸

アトモキセチンカプセル救㎎
「ファイザー」

救㎎吸カプセル 朽朽.救灸

アトモキセチンカプセル
吸灸㎎「アメル」

吸灸㎎吸カプセル 求朽.汲灸

アトモキセチンカプセル
吸灸㎎「サワイ」

吸灸㎎吸カプセル 求朽.汲灸

アトモキセチンカプセル
吸灸㎎「日医工」

吸灸㎎吸カプセル 求朽.汲灸

アトモキセチンカプセル
吸灸㎎「ファイザー」

吸灸㎎吸カプセル 求朽.汲灸

アトモキセチンカプセル
宮救㎎「アメル」

宮救㎎吸カプセル 泣朽.救灸

アトモキセチンカプセル
宮救㎎「サワイ」

宮救㎎吸カプセル 泣朽.救灸

アトモキセチンカプセル
宮救㎎「日医工」

宮救㎎吸カプセル 泣朽.救灸

アトモキセチンカプセル
宮救㎎「ファイザー」

宮救㎎吸カプセル 泣朽.救灸

アトモキセチンカプセル
急灸㎎「アメル」

急灸㎎吸カプセル 吸灸急.灸灸

アトモキセチンカプセル
急灸㎎「サワイ」

急灸㎎吸カプセル 吸灸急.灸灸

アトモキセチンカプセル
急灸㎎「日医工」

急灸㎎吸カプセル 吸灸急.灸灸

アトモキセチンカプセル
急灸㎎「ファイザー」

急灸㎎吸カプセル 吸灸急.灸灸

アトモキセチン錠救㎎「Ｊ
Ｇ」

救㎎吸錠 朽朽.救灸

アトモキセチン錠救㎎「タカ
タ」

救㎎吸錠 朽朽.救灸

アトモキセチン錠救㎎「ＤＳ
ＥＰ」

救㎎吸錠 朽朽.救灸

アトモキセチン錠救㎎「トー
ワ」

救㎎吸錠 朽朽.救灸

アトモキセチン錠救㎎「ニプ
ロ」

救㎎吸錠 朽朽.救灸

アトモキセチン錠吸灸㎎「Ｊ
Ｇ」

吸灸㎎吸錠 求朽.汲灸

アトモキセチン錠吸灸㎎「タ
カタ」

吸灸㎎吸錠 求朽.汲灸

アトモキセチン錠吸灸㎎「Ｄ
ＳＥＰ」

吸灸㎎吸錠 求朽.汲灸

アトモキセチン錠吸灸㎎「ト
ーワ」

吸灸㎎吸錠 求朽.汲灸

アトモキセチン錠吸灸㎎「ニ
プロ」

吸灸㎎吸錠 求朽.汲灸

アトモキセチン錠宮救㎎「Ｊ
Ｇ」

宮救㎎吸錠 泣朽.救灸

アトモキセチン錠宮救㎎「タ
カタ」

宮救㎎吸錠 泣朽.救灸

アトモキセチン錠宮救㎎「Ｄ
ＳＥＰ」

宮救㎎吸錠 泣朽.救灸

アトモキセチン錠宮救㎎「ト
ーワ」

宮救㎎吸錠 泣朽.救灸

アトモキセチン錠宮救㎎「ニ
プロ」

宮救㎎吸錠 泣朽.救灸

アトモキセチン錠急灸㎎「Ｊ
Ｇ」

急灸㎎吸錠 吸灸急.灸灸

アトモキセチン錠急灸㎎「タ
カタ」

急灸㎎吸錠 吸灸急.灸灸

アトモキセチン錠急灸㎎「Ｄ
ＳＥＰ」

急灸㎎吸錠 吸灸急.灸灸

アトモキセチン錠急灸㎎「ト
ーワ」

急灸㎎吸錠 吸灸急.灸灸

アトモキセチン錠急灸㎎「ニ
プロ」

急灸㎎吸錠 吸灸急.灸灸

アトモキセチン内用液灸.急％
「ＪＧ」

灸.急％吸客 救救.吸灸

アトモキセチン内用液灸.急％
「トーワ」

灸.急％吸客 救救.吸灸

アトモキセチン内用液灸.急％
「ニプロ」

灸.急％吸客 救救.吸灸

アトルバスタチンＯＤ錠救㎎
「トーワ」

救㎎吸錠 吸灸.朽灸

アトルバスタチンＯＤ錠
吸灸㎎「トーワ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.求灸

アトルバスタチンカルシウム
救㎎錠

救㎎吸錠 吸灸.吸灸

アトルバスタチンカルシウム
吸灸㎎錠

吸灸㎎吸錠 吸急.汲灸

⃝局 アトルバスタチン錠救㎎「ア
メル」

救㎎吸錠 吸灸.朽灸

⃝局 アトルバスタチン錠救㎎「Ｅ
Ｅ」

救㎎吸錠 吸灸.朽灸

⃝局 アトルバスタチン錠救㎎「Ｎ
Ｓ」

救㎎吸錠 吸灸.朽灸

⃝局 アトルバスタチン錠救㎎「Ｍ
ｅ」

救㎎吸錠 吸灸.朽灸

⃝局 アトルバスタチン錠救㎎「杏
きよう

林」
救㎎吸錠 吸灸.朽灸

⃝局 アトルバスタチン錠救㎎「ケ
ミファ」

救㎎吸錠 吸灸.朽灸

⃝局 アトルバスタチン錠救㎎「サ
ワイ」

救㎎吸錠 吸灸.朽灸

⃝局 アトルバスタチン錠救㎎「サ
ンド」

救㎎吸錠 吸灸.朽灸

⃝局 アトルバスタチン錠救㎎「Ｊ
Ｇ」

救㎎吸錠 吸救.灸灸

⃝局 アトルバスタチン錠救㎎「Ｚ
Ｅ」

救㎎吸錠 吸灸.朽灸

⃝局 アトルバスタチン錠救㎎「Ｄ
ＳＥＰ」

救㎎吸錠 吸灸.朽灸

⃝局 アトルバスタチン錠救㎎「Ｔ
ＹＫ」

救㎎吸錠 吸救.灸灸

⃝局 アトルバスタチン錠救㎎「ト
ーワ」

救㎎吸錠 吸灸.朽灸

⃝局 アトルバスタチン錠吸灸㎎
「アメル」

吸灸㎎吸錠 宮灸.求灸

⃝局 アトルバスタチン錠吸灸㎎
「ＥＥ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.求灸

⃝局 アトルバスタチン錠吸灸㎎
「ＮＳ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.求灸

⃝局 アトルバスタチン錠吸灸㎎
「Ｍｅ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.求灸

⃝局 アトルバスタチン錠吸灸㎎

「杏
きよう

林」

吸灸㎎吸錠 宮灸.求灸

⃝局 アトルバスタチン錠吸灸㎎
「ＫＮ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.求灸

⃝局 アトルバスタチン錠吸灸㎎
「ケミファ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.求灸

⃝局 アトルバスタチン錠吸灸㎎
「サワイ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.求灸

⃝局 アトルバスタチン錠吸灸㎎
「ＪＧ」

吸灸㎎吸錠 宮汲.救灸

⃝局 アトルバスタチン錠吸灸㎎
「ＺＥ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.求灸

⃝局 アトルバスタチン錠吸灸㎎
「ＤＳＥＰ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.求灸

⃝局 アトルバスタチン錠吸灸㎎
「ＴＳＵ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.求灸

⃝局 アトルバスタチン錠吸灸㎎
「ＴＹＫ」

吸灸㎎吸錠 宮汲.救灸

⃝局 アトルバスタチン錠吸灸㎎
「トーワ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.求灸

⃝局 アトルバスタチン錠宮灸㎎
「日医工」

宮灸㎎吸錠 急急.弓灸

アナストロゾール錠吸㎎「Ｎ
Ｋ」

吸㎎吸錠 汲汲.求灸

アナストロゾール錠吸㎎「Ｎ
Ｐ」

吸㎎吸錠 汲汲.求灸
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アナストロゾール錠吸㎎
「Ｆ」

吸㎎吸錠 汲汲.求灸

アナストロゾール錠吸㎎「ケ
ミファ」

吸㎎吸錠 汲汲.求灸

アナストロゾール錠吸㎎「サ
ワイ」

吸㎎吸錠 汲汲.求灸

アナストロゾール錠吸㎎「Ｊ
Ｇ」

吸㎎吸錠 吸汲灸.救灸

アナストロゾール錠吸㎎「Ｄ
ＳＥＰ」

吸㎎吸錠 汲汲.求灸

アナストロゾール錠吸㎎「テ
バ」

吸㎎吸錠 汲汲.求灸

アナストロゾール錠吸㎎「ト
ーワ」

吸㎎吸錠 汲汲.求灸

アナストロゾール錠吸㎎「日
医工」

吸㎎吸錠 汲汲.求灸

アナストロゾール錠吸㎎「明
治」

吸㎎吸錠 汲汲.求灸

アナストロゾール吸㎎錠 吸㎎吸錠 救急.泣灸

⃝局 アナフラニール錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 泣.朽灸

⃝局 アナフラニール錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 吸救.求灸

⃝局 アバプロ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 弓泣.求灸

⃝局 アバプロ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 求朽.灸灸

⃝局 アバプロ錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 吸吸吸.救灸

アフィニトール錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 救,急宮朽.求灸

アフィニトール錠救㎎ 救㎎吸錠 吸灸,宮吸救.救灸

アフィニトール分散錠宮㎎ 宮㎎吸錠 急,弓宮求.泣灸

アフィニトール分散錠弓㎎ 弓㎎吸錠 朽,弓弓弓.救灸

⃝麻 アブストラル舌下錠吸灸灸㎍ 吸灸灸㎍吸錠 救急泣.灸灸

⃝麻 アブストラル舌下錠宮灸灸㎍ 宮灸灸㎍吸錠 求求弓.泣灸

⃝麻 アブストラル舌下錠急灸灸㎍ 急灸灸㎍吸錠 吸,灸灸泣.救灸

アプリンジン塩酸塩吸灸㎎カ
プセル

吸灸㎎吸カプセル 吸急.吸灸

アプリンジン塩酸塩宮灸㎎カ
プセル

宮灸㎎吸カプセル 宮吸.汲灸

⃝局 アプレース細粒宮灸％ 宮灸％吸ℊ 吸求.汲灸

⃝局 アプレース錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

アプレピタントカプセルセッ
ト「ＮＫ」

吸セット 弓,弓汲救.急灸

アプレピタントカプセルセッ
ト「サワイ」

吸セット 弓,弓汲救.急灸

アプレピタントカプセル
汲灸㎎「ＮＫ」

汲灸㎎吸カプセル 泣朽汲.求灸

アプレピタントカプセル
汲灸㎎「サワイ」

汲灸㎎吸カプセル 泣朽汲.求灸

アプレピタントカプセル
吸宮救㎎「ＮＫ」

吸宮救㎎吸カプセル 吸,急急汲.灸灸

アプレピタントカプセル
吸宮救㎎「サワイ」

吸宮救㎎吸カプセル 吸,急急汲.灸灸

アフロクアロン宮灸㎎錠 宮灸㎎吸錠 朽.急灸

アベロックス錠急灸灸㎎ 急灸灸㎎吸錠 宮泣吸.弓灸

⃝局⃝麻アヘンアルカロイド塩酸塩 吸ℊ 吸,吸汲救.灸灸

⃝局⃝麻アヘン散 吸灸％吸ℊ 宮朽汲.汲灸

⃝局⃝麻アヘンチンキ 吸灸％吸客 吸泣汲.吸灸

⃝局⃝麻アヘン・トコン散 吸ℊ 宮急朽.急灸

⃝局⃝麻アヘン末 吸ℊ 吸,吸吸汲.汲灸

アボルブカプセル灸.救㎎ 灸.救㎎吸カプセル 吸吸朽.宮灸

アマージ錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 急求灸.灸灸

⃝局 アマチャ 吸灸ℊ 急朽.泣灸

⃝局 アマチャ末 吸灸ℊ 急朽.弓灸

⃝局 アマリール灸.救㎎錠 灸.救㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 アマリール吸㎎錠 吸㎎吸錠 吸弓.吸灸

⃝局 アマリール弓㎎錠 弓㎎吸錠 宮朽.灸灸

アマルエット配合錠吸番「Ｅ
Ｅ」

吸錠 吸朽.吸灸

アマルエット配合錠吸番「Ｋ
Ｎ」

吸錠 吸朽.吸灸

アマルエット配合錠吸番「ケ
ミファ」

吸錠 吸朽.吸灸

アマルエット配合錠吸番「サ
ワイ」

吸錠 吸朽.吸灸

アマルエット配合錠吸番「サ
ンド」

吸錠 吸朽.吸灸

アマルエット配合錠吸番「Ｄ
ＳＥＰ」

吸錠 吸朽.吸灸

アマルエット配合錠吸番「Ｔ
ＣＫ」

吸錠 弓灸.救灸

アマルエット配合錠吸番「ト
ーワ」

吸錠 吸朽.吸灸

アマルエット配合錠吸番「日
医工」

吸錠 吸朽.吸灸

アマルエット配合錠吸番「ニ
プロ」

吸錠 吸朽.吸灸

アマルエット配合錠宮番「Ｅ
Ｅ」

吸錠 宮救.求灸

アマルエット配合錠宮番「Ｋ
Ｎ」

吸錠 宮救.求灸

アマルエット配合錠宮番「ケ
ミファ」

吸錠 宮救.求灸

アマルエット配合錠宮番「サ
ワイ」

吸錠 宮救.求灸

アマルエット配合錠宮番「サ
ンド」

吸錠 宮救.求灸

アマルエット配合錠宮番「Ｄ
ＳＥＰ」

吸錠 宮救.求灸

アマルエット配合錠宮番「Ｔ
ＣＫ」

吸錠 宮救.求灸

アマルエット配合錠宮番「ト
ーワ」

吸錠 宮救.求灸

アマルエット配合錠宮番「日
医工」

吸錠 宮救.求灸

アマルエット配合錠宮番「ニ
プロ」

吸錠 宮救.求灸

アマルエット配合錠弓番「ケ
ミファ」

吸錠 宮灸.宮灸

アマルエット配合錠弓番「サ
ワイ」

吸錠 宮灸.宮灸

アマルエット配合錠弓番「サ
ンド」

吸錠 宮灸.宮灸

アマルエット配合錠弓番「Ｄ
ＳＥＰ」

吸錠 宮灸.宮灸

アマルエット配合錠弓番「Ｔ
ＣＫ」

吸錠 弓泣.宮灸

アマルエット配合錠弓番「ト
ーワ」

吸錠 宮灸.宮灸

アマルエット配合錠弓番「日
医工」

吸錠 宮灸.宮灸

アマルエット配合錠急番「ケ
ミファ」

吸錠 宮泣.救灸

アマルエット配合錠急番「サ
ワイ」

吸錠 宮泣.救灸

アマルエット配合錠急番「サ
ンド」

吸錠 宮泣.救灸

アマルエット配合錠急番「Ｄ
ＳＥＰ」

吸錠 宮泣.救灸

アマルエット配合錠急番「Ｔ
ＣＫ」

吸錠 救汲.汲灸

アマルエット配合錠急番「ト
ーワ」

吸錠 宮泣.救灸

アマルエット配合錠急番「日
医工」

吸錠 宮泣.救灸

アマンタジン塩酸塩吸灸％細
粒

吸灸％吸ℊ 朽.救灸

アマンタジン塩酸塩救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 救.泣灸

アマンタジン塩酸塩吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 救.泣灸

アミオダロン塩酸塩救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 救泣.吸灸

アミオダロン塩酸塩吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 泣汲.灸灸

アミティーザカプセル吸宮㎍ 吸宮㎍吸カプセル 救救.急灸

アミティーザカプセル宮急㎍ 宮急㎍吸カプセル 吸吸灸.宮灸

⃝局 アミトリプチリン塩酸塩錠 吸灸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 アミトリプチリン塩酸塩錠 宮救㎎吸錠 泣.汲灸
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⃝局 アミノ安息香酸エチル 吸ℊ 汲.灸灸

⃝局 アミノフィリン水和物 吸ℊ 吸灸.求灸

アミノレバンＥＮ配合散 吸灸ℊ 求朽.灸灸

アミユー配合顆
か

粒 宮.救ℊ吸包 朽宮.泣灸

アムノレイク錠宮㎎ 宮㎎吸錠 宮,泣救宮.灸灸

アムバロ配合ＯＤ錠「トー
ワ」

吸錠 宮宮.灸灸

アムバロ配合ＯＤ錠「日医
工」

吸錠 宮宮.灸灸

アムバロ配合錠「ＦＦＰ」 吸錠 宮急.急灸

アムバロ配合錠「科研」 吸錠 宮急.急灸

アムバロ配合錠「ケミファ」 吸錠 宮宮.灸灸

アムバロ配合錠「サワイ」 吸錠 宮宮.灸灸

アムバロ配合錠「サンド」 吸錠 宮宮.灸灸

アムバロ配合錠「ＤＳＥＰ」 吸錠 宮宮.灸灸

アムバロ配合錠「ＴＣＫ」 吸錠 宮宮.灸灸

アムバロ配合錠「トーワ」 吸錠 宮宮.灸灸

アムバロ配合錠「ＹＤ」 吸錠 宮宮.灸灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠救㎎「あ
すか」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠救㎎「ア
メル」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠救㎎「Ｅ
ＭＥＣ」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠救㎎「Ｎ
Ｓ」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠救㎎「Ｎ
Ｐ」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠救㎎「科
研」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠救㎎「杏
きよう

林」
救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠救㎎「Ｋ
Ｎ」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠救㎎「ケ
ミファ」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠救㎎「サ
ワイ」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠救㎎「サ
ンド」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠救㎎「Ｊ
Ｇ」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠救㎎「Ｃ
Ｈ」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠救㎎「Ｚ
Ｅ」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠救㎎「タ
カタ」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠救㎎「武
田テバ」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠救㎎「Ｔ
ＣＫ」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠救㎎「ト
ーワ」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠救㎎「日
医工」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠救㎎「フ
ソー」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠救㎎「明
治」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠吸灸㎎
「あすか」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠吸灸㎎
「アメル」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠吸灸㎎
「ＥＭＥＣ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠吸灸㎎
「イセイ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠吸灸㎎
「ＮＳ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠吸灸㎎
「ＮＰ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠吸灸㎎
「科研」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠吸灸㎎

「杏
きよう

林」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠吸灸㎎
「ＫＮ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠吸灸㎎
「ケミファ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠吸灸㎎
「サワイ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠吸灸㎎
「サンド」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠吸灸㎎
「ＪＧ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠吸灸㎎
「ＣＨ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠吸灸㎎
「ＺＥ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠吸灸㎎
「タカタ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠吸灸㎎
「武田テバ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠吸灸㎎
「ＴＣＫ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠吸灸㎎
「トーワ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠吸灸㎎
「日医工」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠吸灸㎎
「フソー」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠吸灸㎎
「明治」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピンＯＤ錠吸灸㎎
「ＹＤ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

アムロジピンＯＤフィルム
宮.救㎎「ＱＱ」

宮.救㎎吸錠 吸灸.吸灸

アムロジピンＯＤフィルム
救㎎「ＱＱ」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピン錠救㎎「あす
か」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピン錠救㎎「アメ
ル」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピン錠救㎎「ＥＭＥ
Ｃ」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピン錠救㎎「ＮＳ」 救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピン錠救㎎「ＮＰ」 救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピン錠救㎎「オーハ
ラ」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピン錠救㎎「科研」 救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピン錠救㎎「ＱＱ」 救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピン錠救㎎「杏
きよう

林」 救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピン錠救㎎「ＫＮ」 救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピン錠救㎎「ケミフ
ァ」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピン錠救㎎「サワ
イ」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピン錠救㎎「ＪＧ」 救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピン錠救㎎「ＣＨ」 救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピン錠救㎎「タイヨ
ー」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピン錠救㎎「タカ
タ」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピン錠救㎎「タナ
ベ」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピン錠救㎎「ツルハ
ラ」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピン錠救㎎「ＤＳＥ
Ｐ」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピン錠救㎎「ＴＣ
Ｋ」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピン錠救㎎「ＴＹ
Ｋ」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸
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⃝局 アムロジピン錠救㎎「トー
ワ」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピン錠救㎎「日医
工」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピン錠救㎎「フソ
ー」

救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピン錠救㎎「明治」 救㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「あす
か」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「アメ
ル」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「ＥＭ
ＥＣ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「イセ
イ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「ＮＳ」 吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「ＮＰ」 吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「科研」 吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「ＱＱ」 吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「杏
きよう

林」 吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「ＫＮ」 吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「ケミ
ファ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「サワ
イ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「ＪＧ」 吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「ＣＨ」 吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「タイ
ヨー」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「タカ
タ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「タナ
ベ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「ツル
ハラ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「ＤＳ
ＥＰ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「ＴＣ
Ｋ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「ＴＹ
Ｋ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「トー
ワ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「日医
工」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「フソ
ー」

吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「明治」 吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

⃝局 アムロジピン錠吸灸㎎「ＹＤ」 吸灸㎎吸錠 吸汲.求灸

アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム弓
番錠

吸錠 吸泣.宮灸

アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム急
番錠

吸錠 宮求.泣灸

アムロジピンベシル酸塩

宮.救㎎口腔
くう

内崩壊錠

宮.救㎎吸錠 吸灸.吸灸

アムロジピンベシル酸塩
宮.救㎎錠

宮.救㎎吸錠 吸灸.吸灸

アムロジピンベシル酸塩救㎎

口腔
くう

内崩壊錠

救㎎吸錠 吸灸.吸灸

アムロジピンベシル酸塩救㎎
錠

救㎎吸錠 吸灸.吸灸

アムロジピンベシル酸塩

吸灸㎎口腔
くう

内崩壊錠

吸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

アムロジピンベシル酸塩
吸灸㎎錠

吸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 アムロジンＯＤ錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 吸求.宮灸

⃝局 アムロジンＯＤ錠救㎎ 救㎎吸錠 宮吸.急灸

⃝局 アムロジンＯＤ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 弓急.急灸

⃝局 アムロジン錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 吸求.宮灸

⃝局 アムロジン錠救㎎ 救㎎吸錠 宮吸.急灸

⃝局 アムロジン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 弓急.急灸

アメジニウムメチル硫酸塩
吸灸㎎錠

吸灸㎎吸錠 求.急灸

アメナリーフ錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 吸,宮求宮.吸灸

アメパロモカプセル宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸カプセル 急急救.急灸

アモキサンカプセル吸灸㎎ 吸灸㎎吸カプセル 救.泣灸

アモキサンカプセル宮救㎎ 宮救㎎吸カプセル 吸灸.弓灸

アモキサンカプセル救灸㎎ 救灸㎎吸カプセル 吸朽.急灸

アモキサン細粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 宮汲.急灸

アモキシシリン吸灸灸㎎細粒 吸灸灸㎎吸ℊ 朽.求灸

アモキシシリン吸宮救㎎カプセ
ル

吸宮救㎎吸カプセル 吸灸.吸灸

アモキシシリン宮灸灸㎎細粒 宮灸灸㎎吸ℊ 吸吸.朽灸

アモキシシリン宮救灸㎎カプセ
ル

宮救灸㎎吸カプセル 吸灸.吸灸

⃝局 アモバルビタール 吸ℊ 急灸.救灸

アモバン錠求.救 求.救㎎吸錠 吸弓.朽灸

アモバン錠吸灸 吸灸㎎吸錠 吸救.弓灸

アラグリオ顆
か

粒剤分包吸.救ℊ 吸.救ℊ吸包 求救,泣汲救.泣灸

アラセプリル吸宮.救㎎錠 吸宮.救㎎吸錠 泣.吸灸

アラセプリル宮救㎎錠 宮救㎎吸錠 泣.汲灸

アラセプリル救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 泣.汲灸

アラバ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸吸求.急灸

アラバ錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 宮灸宮.求灸

アラバ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 汲朽汲.朽灸

アラベル内用剤吸.救ℊ 吸.救ℊ吸瓶 泣宮,灸救吸.救灸

⃝局 アリセプト細粒灸.救％ 灸.救％吸ℊ 吸急朽.弓灸

⃝局 アリセプト錠弓㎎ 弓㎎吸錠 泣泣.灸灸

⃝局 アリセプト錠救㎎ 救㎎吸錠 吸急弓.灸灸

⃝局 アリセプト錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 宮急汲.朽灸

アリセプトＤ錠弓㎎ 弓㎎吸錠 泣泣.灸灸

アリセプトＤ錠救㎎ 救㎎吸錠 吸急弓.灸灸

アリセプトＤ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 宮急汲.朽灸

アリセプトドライシロップ
吸％

吸％吸ℊ 弓急汲.泣灸

アリセプト内服ゼリー弓㎎ 弓㎎吸個 吸弓宮.急灸

アリセプト内服ゼリー救㎎ 救㎎吸個 吸泣弓.汲灸

アリセプト内服ゼリー吸灸㎎ 吸灸㎎吸個 弓急救.朽灸

アーリーダ錠朽灸㎎ 朽灸㎎吸錠 宮,宮泣灸.吸灸

アリチア配合錠 吸錠 救.求灸

アリピプラゾールＯＤ錠弓㎎
「ＪＧ」

弓㎎吸錠 吸朽.吸灸

アリピプラゾールＯＤ錠弓㎎
「明治」

弓㎎吸錠 吸朽.吸灸

アリピプラゾールＯＤ錠朽㎎
「ＪＧ」

朽㎎吸錠 弓灸.泣灸

アリピプラゾールＯＤ錠朽㎎
「明治」

朽㎎吸錠 弓灸.泣灸

アリピプラゾールＯＤ錠
吸宮㎎「ＪＧ」

吸宮㎎吸錠 救泣.宮灸

アリピプラゾールＯＤ錠
吸宮㎎「明治」

吸宮㎎吸錠 救泣.宮灸

アリピプラゾール散吸％「オ
ーハラ」

吸％吸ℊ 弓宮.泣灸

アリピプラゾール散吸％「ト
ーワ」

吸％吸ℊ 弓宮.泣灸

アリピプラゾール散吸％「明
治」

吸％吸ℊ 弓宮.泣灸

アリピプラゾール錠弓㎎「Ｊ
Ｇ」

弓㎎吸錠 吸朽.吸灸

アリピプラゾール錠弓㎎「明
治」

弓㎎吸錠 吸朽.吸灸

アリピプラゾール錠朽㎎「Ｊ
Ｇ」

朽㎎吸錠 弓灸.泣灸

アリピプラゾール錠朽㎎「タ
カタ」

朽㎎吸錠 弓灸.泣灸

アリピプラゾール錠朽㎎「明
治」

朽㎎吸錠 弓灸.泣灸
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アリピプラゾール錠吸宮㎎
「明治」

吸宮㎎吸錠 救泣.宮灸

アリピプラゾール内用液分包
弓㎎「武田テバ」

灸.吸％弓客吸包 急吸.吸灸

アリピプラゾール内用液分包
弓㎎「ニプロ」

灸.吸％弓客吸包 急吸.吸灸

アリピプラゾール内用液分包
弓㎎「明治」

灸.吸％弓客吸包 急吸.吸灸

アリピプラゾール内用液分包
朽㎎「武田テバ」

灸.吸％朽客吸包 求泣.救灸

アリピプラゾール内用液分包
朽㎎「ニプロ」

灸.吸％朽客吸包 求泣.救灸

アリピプラゾール内用液分包
朽㎎「明治」

灸.吸％朽客吸包 求泣.救灸

アリピプラゾール内用液分包
吸宮㎎「武田テバ」

灸.吸％吸宮客吸包 吸朽朽.吸灸

アリピプラゾール内用液分包
吸宮㎎「ニプロ」

灸.吸％吸宮客吸包 吸朽朽.吸灸

アリピプラゾール内用液分包
吸宮㎎「明治」

灸.吸％吸宮客吸包 吸朽朽.吸灸

アリピプラゾール内用液弓㎎
分包「サワイ」

灸.吸％弓客吸包 急吸.吸灸

アリピプラゾール内用液弓㎎
分包「タカタ」

灸.吸％弓客吸包 急吸.吸灸

アリピプラゾール内用液弓㎎
分包「トーワ」

灸.吸％弓客吸包 急吸.吸灸

アリピプラゾール内用液朽㎎
分包「サワイ」

灸.吸％朽客吸包 求泣.救灸

アリピプラゾール内用液朽㎎
分包「タカタ」

灸.吸％朽客吸包 求泣.救灸

アリピプラゾール内用液朽㎎
分包「トーワ」

灸.吸％朽客吸包 求泣.救灸

アリピプラゾール内用液
吸宮㎎分包「サワイ」

灸.吸％吸宮客吸包 吸朽朽.吸灸

アリピプラゾール内用液
吸宮㎎分包「タカタ」

灸.吸％吸宮客吸包 吸朽朽.吸灸

アリピプラゾール内用液
吸宮㎎分包「トーワ」

灸.吸％吸宮客吸包 吸朽朽.吸灸

アリピプラゾール吸％細粒 吸％吸ℊ 宮弓.吸灸

アリピプラゾール吸％散 吸％吸ℊ 宮弓.吸灸

アリピプラゾール弓㎎口腔
くう

内
崩壊錠

弓㎎吸錠 汲.宮灸

アリピプラゾール弓㎎錠 弓㎎吸錠 汲.宮灸

アリピプラゾール朽㎎口腔
くう

内
崩壊錠

朽㎎吸錠 吸救.灸灸

アリピプラゾール朽㎎錠 朽㎎吸錠 吸救.灸灸

アリピプラゾール吸宮㎎口腔
くう

内崩壊錠
吸宮㎎吸錠 宮汲.汲灸

アリピプラゾール吸宮㎎錠 吸宮㎎吸錠 宮汲.汲灸

アリピプラゾール宮急㎎口腔
くう

内崩壊錠
宮急㎎吸錠 救泣.朽灸

アリピプラゾール宮急㎎錠 宮急㎎吸錠 救泣.朽灸

アリミデックス錠吸㎎ 吸㎎吸錠 宮求急.朽灸

アリメジンシロップ灸.灸救％ 灸.灸救％吸灸客 吸泣.朽灸

⃝局 亜硫酸水素ナトリウム 吸灸ℊ 泣.吸灸

アルギＵ配合顆
か

粒 吸ℊ 急灸.汲灸

アルケラン錠宮㎎ 宮㎎吸錠 吸急朽.朽灸

アルサルミン細粒泣灸％ 泣灸％吸ℊ 朽.救灸

アルサルミン内用液吸灸％ 吸灸％吸客 宮.急灸

⃝局 アルジオキサ顆
か

粒吸灸％「ト
ーワ」

吸灸％吸ℊ 救.求灸

⃝局 アルジオキサ顆
か

粒宮灸％「日
医工」

宮灸％吸ℊ 朽.弓灸

⃝局 アルジオキサ顆
か

粒救灸％「あ
すか」

救灸％吸ℊ 吸宮.宮灸

⃝局 アルジオキサ顆
か

粒救灸％「ツ
ルハラ」

救灸％吸ℊ 朽.弓灸

アルジオキサ宮救％顆
か

粒 宮救％吸ℊ 求.救灸

アルジオキサ吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 救.求灸

アルダクトンＡ細粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 朽泣.救灸

⃝局 アルダクトンＡ錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 吸朽.汲灸

⃝局 アルダクトンＡ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 弓朽.灸灸

⃝局 アルタットカプセル弓求.救㎎ 弓求.救㎎吸カプセル 吸求.救灸

⃝局 アルタットカプセル求救㎎ 求救㎎吸カプセル 宮汲.灸灸

アルタット細粒宮灸％ 宮灸％吸ℊ 汲求.宮灸

アルファカルシドールカプセ
ル吸.灸㎍「あすか」

吸㎍吸カプセル 弓宮.吸灸

アルファカルシドールカプセ
ル弓.灸㎍「あすか」

弓㎍吸カプセル 求宮.宮灸

アルファカルシドール
灸.宮救㎍カプセル

灸.宮救㎍吸カプセル 救.泣灸

アルファカルシドール
灸.宮救㎍錠

灸.宮救㎍吸錠 救.泣灸

アルファカルシドール灸.救㎍
カプセル

灸.救㎍吸カプセル 救.泣灸

アルファカルシドール灸.救㎍
錠

灸.救㎍吸錠 救.泣灸

アルファカルシドール吸㎍カ
プセル

吸㎍吸カプセル 朽.急灸

アルファカルシドール吸㎍錠 吸㎍吸錠 朽.急灸

アルファカルシドール弓㎍カ
プセル

弓㎍吸カプセル 吸朽.求灸

アルファロールカプセル
灸.宮救㎍

灸.宮救㎍吸カプセル 吸灸.救灸

アルファロールカプセル
灸.救㎍

灸.救㎍吸カプセル 吸灸.朽灸

アルファロールカプセル吸㎍ 吸㎍吸カプセル 宮求.汲灸

アルファロールカプセル弓㎍ 弓㎍吸カプセル 朽朽.弓灸

アルファロール散吸㎍／ℊ 吸㎍吸ℊ 救救.朽灸

アルファロール内用液灸.救㎍
／客

灸.救㎍吸客 急救.弓灸

アルプラゾラム灸.急㎎錠 灸.急㎎吸錠 救.求灸

アルプラゾラム灸.汲㎎錠 灸.汲㎎吸錠 救.泣灸

アルボ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸汲.弓灸

アルボ錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 宮弓.弓灸

アルミノニッパスカルシウム

顆
か

粒泣泣％

吸ℊ 弓宮.汲灸

アルロイドＧ顆
か

粒溶解用
朽求％

吸ℊ 吸汲.求灸

アルロイドＧ内用液救％ 吸灸客 吸弓.朽灸

アルンブリグ錠弓灸㎎ 弓灸㎎吸錠 急,吸汲救.宮灸

アルンブリグ錠泣灸㎎ 泣灸㎎吸錠 吸吸,救泣汲.灸灸

⃝局 アレギサール錠救㎎ 救㎎吸錠 宮泣.灸灸

⃝局 アレギサール錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 救泣.吸灸

⃝局 アレギサールドライシロップ
灸.救％

灸.救％吸ℊ 救弓.泣灸

⃝局 アレグラ錠弓灸㎎ 弓灸㎎吸錠 弓宮.求灸

⃝局 アレグラ錠朽灸㎎ 朽灸㎎吸錠 急吸.朽灸

アレグラドライシロップ救％ 救％吸ℊ 汲汲.宮灸

アレジオン錠吸灸 吸灸㎎吸錠 弓急.灸灸

アレジオン錠宮灸 宮灸㎎吸錠 急急.宮灸

アレジオンドライシロップ
吸％

吸％吸ℊ 急弓.汲灸

アレセンサカプセル吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸カプセル 朽,求弓求.吸灸

⃝局 アレビアチン錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 吸宮.吸灸

⃝局 アレビアチン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸宮.泣灸

⃝局 アレルギン散吸％ 吸％吸ℊ 求.救灸

アレロックＯＤ錠宮.救 宮.救㎎吸錠 宮救.汲灸

アレロックＯＤ錠救 救㎎吸錠 弓宮.救灸

アレロック顆
か

粒灸.救％ 灸.救％吸ℊ 急急.灸灸

⃝局 アレロック錠宮.救 宮.救㎎吸錠 宮救.汲灸

⃝局 アレロック錠救 救㎎吸錠 弓宮.救灸

⃝局 アレンドロン酸錠救㎎「Ｓ
Ｎ」

救㎎吸錠 弓弓.灸灸

⃝局 アレンドロン酸錠救㎎「Ｆ」 救㎎吸錠 弓弓.灸灸

⃝局 アレンドロン酸錠救㎎「Ｊ
Ｇ」

救㎎吸錠 弓弓.灸灸

⃝局 アレンドロン酸錠救㎎「Ｄ
Ｋ」

救㎎吸錠 弓弓.灸灸
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⃝局 アレンドロン酸錠救㎎「Ｙ
Ｄ」

救㎎吸錠 弓弓.灸灸

⃝局 アレンドロン酸錠弓救㎎「ア
メル」

弓救㎎吸錠 吸宮急.灸灸

⃝局 アレンドロン酸錠弓救㎎「Ｒ
ＴＯ」

弓救㎎吸錠 吸宮急.灸灸

⃝局 アレンドロン酸錠弓救㎎「Ｓ
Ｎ」

弓救㎎吸錠 宮灸朽.弓灸

⃝局 アレンドロン酸錠弓救㎎「Ｎ
ＩＧ」

弓救㎎吸錠 吸宮急.灸灸

⃝局 アレンドロン酸錠弓救㎎「Ｆ」 弓救㎎吸錠 宮灸朽.弓灸

⃝局 アレンドロン酸錠弓救㎎「サ
ワイ」

弓救㎎吸錠 吸宮急.灸灸

⃝局 アレンドロン酸錠弓救㎎「Ｊ
Ｇ」

弓救㎎吸錠 吸宮急.灸灸

⃝局 アレンドロン酸錠弓救㎎「Ｄ
Ｋ」

弓救㎎吸錠 宮灸朽.弓灸

⃝局 アレンドロン酸錠弓救㎎「Ｔ
ＣＫ」

弓救㎎吸錠 吸宮急.灸灸

⃝局 アレンドロン酸錠弓救㎎「テ
バ」

弓救㎎吸錠 吸宮急.灸灸

⃝局 アレンドロン酸錠弓救㎎「ト
ーワ」

弓救㎎吸錠 吸宮急.灸灸

⃝局 アレンドロン酸錠弓救㎎「日
医工」

弓救㎎吸錠 吸宮急.灸灸

⃝局 アレンドロン酸錠弓救㎎「フ
ァイザー」

弓救㎎吸錠 吸宮急.灸灸

⃝局 アレンドロン酸錠弓救㎎「Ｙ
Ｄ」

弓救㎎吸錠 吸宮急.灸灸

アレンドロン酸ナトリウム
救㎎錠

救㎎吸錠 宮灸.求灸

⃝局 アロエ末 吸灸ℊ 急吸.灸灸

アローゼン顆
か

粒 吸ℊ 朽.救灸

アロチノロール塩酸塩錠救㎎
「ＤＳＰ」

救㎎吸錠 吸宮.弓灸

アロチノロール塩酸塩錠
吸灸㎎「ＤＳＰ」

吸灸㎎吸錠 吸汲.吸灸

アロチノロール塩酸塩救㎎錠 救㎎吸錠 救.泣灸

アロチノロール塩酸塩吸灸㎎
錠

吸灸㎎吸錠 汲.朽灸

アロフト錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 アロプリノール錠救灸㎎「ア
メル」

救灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 アロプリノール錠救灸㎎「あ
ゆみ」

救灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 アロプリノール錠救灸㎎「杏
きよう

林」
救灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 アロプリノール錠救灸㎎「ケ
ミファ」

救灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 アロプリノール錠救灸㎎「タ
カタ」

救灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 アロプリノール錠救灸㎎「タ
ナベ」

救灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 アロプリノール錠救灸㎎「Ｄ
ＳＰ」

救灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 アロプリノール錠救灸㎎「テ
バ」

救灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 アロプリノール錠救灸㎎「日
新」

救灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 アロプリノール錠救灸㎎「フ
ァイザー」

救灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 アロプリノール錠吸灸灸㎎「タ
ナベ」

吸灸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 アロプリノール錠吸灸灸㎎「Ｄ
ＳＰ」

吸灸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

アロプリノール救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 朽.吸灸

アロプリノール吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 求.汲灸

アロマシン錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 宮救弓.急灸

⃝局 アンカロン錠吸灸灸 吸灸灸㎎吸錠 吸急求.灸灸

アンコチル錠救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸錠 宮宮急.泣灸

⃝局 安息香酸 吸灸ℊ 吸朽.汲灸

⃝局 安息香酸ナトリウム 吸灸ℊ 宮灸.急灸

⃝局 安息香酸ナトリウムカフェイ
ン

吸ℊ 求.弓灸

⃝局 安息香酸ナトリウムカフェイ
ン原末「マルイシ」

吸ℊ 汲.朽灸

⃝局※安息香酸ナトリウム（小堺
ざかい

） 吸灸ℊ 宮宮.朽灸

⃝局 アンソッコウ 吸灸ℊ 吸宮.弓灸

⃝局 アンプラーグ細粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 泣汲.求灸

⃝局 アンプラーグ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 急求.弓灸

⃝局 アンプラーグ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 求朽.求灸

アンブリセンタン錠宮.救㎎
「ＫＭＰ」

宮.救㎎吸錠 吸,求救求.宮灸

アンブリセンタン錠宮.救㎎
「サワイ」

宮.救㎎吸錠 吸,求救求.宮灸

アンプリット錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 救.泣灸

アンプリット錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 吸急.灸灸

アンブロキソール塩酸塩ＤＳ
弓％「タカタ」

弓％吸ℊ 宮急.救灸

アンブロキソール塩酸塩
灸.弓％液

灸.弓％吸客 汲.灸灸

アンブロキソール塩酸塩
灸.弓％シロップ

灸.弓％吸客 救.宮灸

アンブロキソール塩酸塩
灸.求救％液

灸.求救％吸客 急.吸灸

アンブロキソール塩酸塩
吸.救％シロップ用

吸.救％吸ℊ 宮朽.灸灸

アンブロキソール塩酸塩
吸救㎎錠

吸救㎎吸錠 救.求灸

アンブロキソール塩酸塩
急救㎎徐放カプセル

急救㎎吸カプセル 吸朽.吸灸

アンブロキソール塩酸塩

急救㎎徐放性口腔
くう

内崩壊錠

急救㎎吸錠 吸朽.吸灸

⃝局 アンモニア・ウイキョウ精 吸灸客 宮朽.泣灸

(い)

ＥＥエスワン配合錠Ｔ宮灸 宮灸㎎吸錠(テガフール
相当量)

吸朽泣.急灸

ＥＥエスワン配合錠Ｔ宮救 宮救㎎吸錠(テガフール
相当量)

宮灸灸.急灸

ＥＳポリタミン配合顆
か

粒 吸ℊ 宮救.宮灸

イグザレルトＯＤ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 弓朽宮.求灸

イグザレルトＯＤ錠吸救㎎ 吸救㎎吸錠 救吸弓.救灸

イグザレルト細粒分包吸灸㎎ 吸灸㎎吸包 弓泣朽.泣灸

イグザレルト細粒分包吸救㎎ 吸救㎎吸包 救救弓.宮灸

イグザレルト錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 弓朽宮.求灸

イグザレルト錠吸救㎎ 吸救㎎吸錠 救灸急.灸灸

イグザレルトドライシロップ
小児用救吸.求㎎

救吸.求㎎吸瓶 救,弓灸汲.弓灸

イグザレルトドライシロップ
小児用吸灸弓.急㎎

吸灸弓.急㎎吸瓶 泣,灸急朽.宮灸

イクスタンジ錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 宮,弓泣吸.朽灸

イクスタンジ錠汲灸㎎ 汲灸㎎吸錠 急,朽弓朽.吸灸

イグラチモド錠宮救㎎「サワ
イ」

宮救㎎吸錠 救朽.吸灸

イーケプラ錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 泣宮.弓灸

イーケプラ錠救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸錠 吸救灸.救灸

イーケプラドライシロップ
救灸％

救灸％吸ℊ 吸求急.吸灸

イコサペント酸エチル顆
か

粒状
カプセル朽灸灸㎎「ＭＪＴ」

朽灸灸㎎吸包 宮急.朽灸

イコサペント酸エチル顆
か

粒状
カプセル泣灸灸㎎「ＭＪＴ」

泣灸灸㎎吸包 弓急.弓灸

⃝局 イコサペント酸エチル粒状カ

プセル弓灸灸㎎「杏
きよう

林」

弓灸灸㎎吸包 吸弓.吸灸

⃝局 イコサペント酸エチル粒状カ
プセル弓灸灸㎎「サワイ」

弓灸灸㎎吸包 吸弓.吸灸

⃝局 イコサペント酸エチル粒状カ
プセル弓灸灸㎎「ＴＣ」

弓灸灸㎎吸包 吸弓.吸灸

⃝局 イコサペント酸エチル粒状カ
プセル弓灸灸㎎「ＴＣＫ」

弓灸灸㎎吸包 吸弓.吸灸

⃝局 イコサペント酸エチル粒状カ
プセル弓灸灸㎎「日医工」

弓灸灸㎎吸包 吸弓.吸灸
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⃝局 イコサペント酸エチル粒状カ
プセル弓灸灸㎎「日本臓器」

弓灸灸㎎吸包 吸弓.吸灸

イコサペント酸エチル弓灸灸㎎
カプセル

弓灸灸㎎吸カプセル 吸弓.朽灸

イコサペント酸エチル弓灸灸㎎
粒状カプセル

弓灸灸㎎吸包 吸灸.吸灸

イコサペント酸エチル朽灸灸㎎
粒状カプセル

朽灸灸㎎吸包 宮急.朽灸

イコサペント酸エチル泣灸灸㎎
粒状カプセル

泣灸灸㎎吸包 弓急.弓灸

イーシー・ドパール配合錠 吸錠 宮吸.求灸

イスツリサ錠吸㎎ 吸㎎吸錠 弓,弓弓救.泣灸

イスツリサ錠救㎎ 救㎎吸錠 吸弓,宮急泣.灸灸

イソソルビド内用液求灸％分
包弓灸客「ＣＥＯ」

求灸％弓灸客吸包 吸宮吸.吸灸

イソソルビド求灸％液 求灸％吸客 弓.弓灸

イソソルビド求灸％宮灸ℊゼリ
ー

求灸％宮灸ℊ吸個 汲急.汲灸

イソソルビド求灸％弓灸ℊゼリ
ー

求灸％弓灸ℊ吸個 吸宮吸.吸灸

イソソルビド求灸％急灸客液 求灸％急灸客吸包 吸救急.灸灸

⃝局 イソニアジド 吸ℊ 汲.求灸

⃝局 イソニアジド錠 吸灸灸㎎吸錠 泣.汲灸

イソニアジド救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 泣.汲灸

イソバイドシロップ求灸％ 求灸％吸客 弓.救灸

イソバイドシロップ求灸％分
包宮灸客

求灸％宮灸客吸包 求急.吸灸

イソバイドシロップ求灸％分
包宮弓客

求灸％宮弓客吸包 汲灸.求灸

イソバイドシロップ求灸％分
包弓灸客

求灸％弓灸客吸包 吸灸救.泣灸

イソプリノシン錠急灸灸㎎ 急灸灸㎎吸錠 吸求吸.弓灸

⃝局 イソプロピルアンチピリン 吸ℊ 吸宮.弓灸

イソメニールカプセル求.救㎎ 求.救㎎吸カプセル 吸灸.灸灸

イソロイシン・ロイシン・バ

リン急.救ℊ顆
か

粒

急.救ℊ吸包 汲宮.吸灸

イソロイシン・ロイシン・バ

リン急.求急ℊ顆
か

粒

急.求急ℊ吸包 朽弓.灸灸

一硝酸イソソルビド吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 救.求灸

一硝酸イソソルビド宮灸㎎錠 宮灸㎎吸錠 求.求灸

イトプリド塩酸塩救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 求.灸灸

イトラコナゾール内用液吸％
「ファイザー」

吸％吸客 宮泣.救灸

イトラコナゾール救灸㎎カプ
セル

救灸㎎吸カプセル 泣灸.吸灸

イトラコナゾール救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 泣灸.吸灸

イトラコナゾール吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 吸求求.泣灸

イトリゾールカプセル救灸 救灸㎎吸カプセル 吸汲泣.宮灸

イトリゾール内用液吸％ 吸％吸客 救急.吸灸

イニシンク配合錠 吸錠 吸急汲.急灸

イノベロン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 汲弓.弓灸

イノベロン錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 吸弓朽.宮灸

イノラス配合経腸用液 吸灸客 吸救.宮灸

イノリン散吸％ 吸％吸ℊ 宮急.求灸

イノリン錠弓㎎ 弓㎎吸錠 吸宮.灸灸

イノリンシロップ灸.吸％ 灸.吸％吸客 求.宮灸

Ｅ
イー

Ｐ
ピー

Ｌ
エル

カプセル宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸カプセル 求.吸灸

イフェクサーＳＲカプセル
弓求.救㎎

弓求.救㎎吸カプセル 吸宮宮.灸灸

イフェクサーＳＲカプセル
求救㎎

求救㎎吸カプセル 宮灸宮.汲灸

⃝麻 イーフェンバッカル錠救灸㎍ 救灸㎍吸錠 急泣吸.求灸

⃝麻 イーフェンバッカル錠吸灸灸㎍ 吸灸灸㎍吸錠 朽汲弓.救灸

⃝麻 イーフェンバッカル錠宮灸灸㎍ 宮灸灸㎍吸錠 泣弓求.弓灸

⃝麻 イーフェンバッカル錠急灸灸㎍ 急灸灸㎍吸錠 吸,弓朽吸.救灸

⃝麻 イーフェンバッカル錠朽灸灸㎍ 朽灸灸㎍吸錠 吸,救急求.泣灸

⃝麻 イーフェンバッカル錠汲灸灸㎍ 汲灸灸㎍吸錠 吸,汲急汲.弓灸

イフェンプロジル酒石酸塩
吸灸㎎錠

吸灸㎎吸錠 救.求灸

イフェンプロジル酒石酸塩
宮灸㎎錠

宮灸㎎吸錠 救.泣灸

イブプロフェン宮灸％顆
か

粒 宮灸％吸ℊ 朽.弓灸

イブプロフェン吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 救.吸灸

イブプロフェン宮灸灸㎎錠 宮灸灸㎎吸錠 救.泣灸

イブランスカプセル宮救㎎ 宮救㎎吸カプセル 救,朽求泣.求灸

イブランスカプセル吸宮救㎎ 吸宮救㎎吸カプセル 宮宮,泣求汲.吸灸

イブランス錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 救,朽求泣.求灸

イブランス錠吸宮救㎎ 吸宮救㎎吸錠 宮宮,泣求汲.吸灸

イプリフラボン宮灸灸㎎錠 宮灸灸㎎吸錠 泣.求灸

イマチニブ錠吸灸灸㎎「ＥＥ」 吸灸灸㎎吸錠 急吸吸.灸灸

イマチニブ錠吸灸灸㎎「ＮＫ」 吸灸灸㎎吸錠 朽灸泣.泣灸

イマチニブ錠吸灸灸㎎「ＫＮ」 吸灸灸㎎吸錠 急吸吸.灸灸

イマチニブ錠吸灸灸㎎「ＫＭ
Ｐ」

吸灸灸㎎吸錠 朽灸泣.泣灸

イマチニブ錠吸灸灸㎎「ケミフ
ァ」

吸灸灸㎎吸錠 朽灸泣.泣灸

イマチニブ錠吸灸灸㎎「サワ
イ」

吸灸灸㎎吸錠 急吸吸.灸灸

イマチニブ錠吸灸灸㎎「ＪＧ」 吸灸灸㎎吸錠 朽灸泣.泣灸

イマチニブ錠吸灸灸㎎「ＤＳＥ
Ｐ」

吸灸灸㎎吸錠 朽灸泣.泣灸

イマチニブ錠吸灸灸㎎「テバ」 吸灸灸㎎吸錠 朽灸泣.泣灸

イマチニブ錠吸灸灸㎎「トー
ワ」

吸灸灸㎎吸錠 朽灸泣.泣灸

イマチニブ錠吸灸灸㎎「日医
工」

吸灸灸㎎吸錠 朽灸泣.泣灸

イマチニブ錠吸灸灸㎎「ニプ
ロ」

吸灸灸㎎吸錠 急吸吸.灸灸

イマチニブ錠吸灸灸㎎「明治」 吸灸灸㎎吸錠 朽灸泣.泣灸

イマチニブ錠吸灸灸㎎「ヤクル
ト」

吸灸灸㎎吸錠 急吸吸.灸灸

イマチニブ錠宮灸灸㎎「サワ
イ」

宮灸灸㎎吸錠 吸,弓灸灸.急灸

イマチニブ錠宮灸灸㎎「トー
ワ」

宮灸灸㎎吸錠 吸,弓灸灸.急灸

イマチニブ錠宮灸灸㎎「日医
工」

宮灸灸㎎吸錠 吸,弓灸灸.急灸

イマチニブ錠宮灸灸㎎「ニプ
ロ」

宮灸灸㎎吸錠 吸,弓灸灸.急灸

イマチニブ錠宮灸灸㎎「明治」 宮灸灸㎎吸錠 吸,弓灸灸.急灸

イマチニブ錠宮灸灸㎎「ヤクル
ト」

宮灸灸㎎吸錠 吸,弓灸灸.急灸

イマチニブメシル酸塩吸灸灸㎎
錠

吸灸灸㎎吸錠 宮急求.宮灸

イミグラン錠救灸 救灸㎎吸錠 急泣灸.吸灸

イミダフェナシンＯＤ錠

灸.吸㎎「杏
きよう

林」

灸.吸㎎吸錠 宮弓.求灸

イミダフェナシンＯＤ錠
灸.吸㎎「サワイ」

灸.吸㎎吸錠 宮弓.求灸

イミダフェナシンＯＤ錠
灸.吸㎎「ＪＧ」

灸.吸㎎吸錠 宮弓.求灸

イミダフェナシンＯＤ錠
灸.吸㎎「ツルハラ」

灸.吸㎎吸錠 宮弓.求灸

イミダフェナシンＯＤ錠
灸.吸㎎「ＴＣＫ」

灸.吸㎎吸錠 宮弓.求灸

イミダフェナシンＯＤ錠
灸.吸㎎「トーワ」

灸.吸㎎吸錠 宮弓.求灸

イミダフェナシンＯＤ錠
灸.吸㎎「ＹＤ」

灸.吸㎎吸錠 宮弓.求灸

イミダフェナシン錠灸.吸㎎

「杏
きよう

林」

灸.吸㎎吸錠 宮弓.求灸

イミダフェナシン錠灸.吸㎎
「サワイ」

灸.吸㎎吸錠 宮弓.求灸

イミダフェナシン錠灸.吸㎎
「ＪＧ」

灸.吸㎎吸錠 宮弓.求灸

イミダフェナシン錠灸.吸㎎
「ＹＤ」

灸.吸㎎吸錠 宮弓.求灸
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イミダプリル塩酸塩宮.救㎎錠 宮.救㎎吸錠 吸灸.急灸

イミダプリル塩酸塩救㎎錠 救㎎吸錠 吸汲.朽灸

イミダプリル塩酸塩吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 弓求.汲灸

⃝局 イミプラミン塩酸塩錠 吸灸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 イミプラミン塩酸塩錠 宮救㎎吸錠 吸灸.吸灸

イムセラカプセル灸.救㎎ 灸.救㎎吸カプセル 汲,吸朽朽.泣灸

イムブルビカカプセル吸急灸㎎ 吸急灸㎎吸カプセル 吸灸,急灸泣.救灸

イメンドカプセルセット 吸セット 求,急朽朽.汲灸

イメンドカプセル汲灸㎎ 汲灸㎎吸カプセル 宮,吸弓求.求灸

イメンドカプセル吸宮救㎎ 吸宮救㎎吸カプセル 弓,吸泣吸.急灸

イリボーＯＤ錠宮.救㎍ 宮.救㎍吸錠 汲救.泣灸

イリボーＯＤ錠救㎍ 救㎍吸錠 吸急灸.救灸

イリボー錠宮.救㎍ 宮.救㎍吸錠 汲救.泣灸

イリボー錠救㎍ 救㎍吸錠 吸急灸.救灸

⃝局 イルアミクス配合錠ＨＤ「オ
ーハラ」

吸錠 弓吸.宮灸

⃝局 イルアミクス配合錠ＨＤ「ケ
ミファ」

吸錠 弓吸.宮灸

⃝局 イルアミクス配合錠ＨＤ「サ
ワイ」

吸錠 弓吸.宮灸

⃝局 イルアミクス配合錠ＨＤ「Ｊ
Ｇ」

吸錠 弓吸.宮灸

⃝局 イルアミクス配合錠ＨＤ「武
田テバ」

吸錠 弓吸.宮灸

⃝局 イルアミクス配合錠ＨＤ「Ｄ
ＳＰＢ」

吸錠 弓吸.宮灸

⃝局 イルアミクス配合錠ＨＤ「Ｔ
ＣＫ」

吸錠 弓吸.宮灸

⃝局 イルアミクス配合錠ＨＤ「ト
ーワ」

吸錠 弓吸.宮灸

⃝局 イルアミクス配合錠ＨＤ「フ
ァイザー」

吸錠 弓吸.宮灸

⃝局 イルアミクス配合錠ＬＤ「オ
ーハラ」

吸錠 宮求.灸灸

⃝局 イルアミクス配合錠ＬＤ「ケ
ミファ」

吸錠 宮求.灸灸

⃝局 イルアミクス配合錠ＬＤ「サ
ワイ」

吸錠 宮求.灸灸

⃝局 イルアミクス配合錠ＬＤ「三
和」

吸錠 宮求.灸灸

⃝局 イルアミクス配合錠ＬＤ「Ｊ
Ｇ」

吸錠 宮求.灸灸

⃝局 イルアミクス配合錠ＬＤ「武
田テバ」

吸錠 宮求.灸灸

⃝局 イルアミクス配合錠ＬＤ「Ｄ
ＳＰＢ」

吸錠 宮求.灸灸

⃝局 イルアミクス配合錠ＬＤ「Ｔ
ＣＫ」

吸錠 宮求.灸灸

⃝局 イルアミクス配合錠ＬＤ「ト
ーワ」

吸錠 宮求.灸灸

イルソグラジンマレイン酸塩
灸.汲％細粒

灸.汲％吸ℊ 吸急.泣灸

イルソグラジンマレイン酸塩
宮㎎錠

宮㎎吸錠 泣.泣灸

イルソグラジンマレイン酸塩
急㎎錠

急㎎吸錠 吸灸.吸灸

イルトラ配合錠ＨＤ 吸錠 吸宮汲.泣灸

イルトラ配合錠ＬＤ 吸錠 汲汲.救灸

イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩ＨＤ錠

吸錠 吸泣.求灸

イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩ＬＤ錠

吸錠 吸汲.宮灸

イルベサルタンＯＤ錠救灸㎎
「ＪＧ」

救灸㎎吸錠 宮朽.求灸

イルベサルタンＯＤ錠救灸㎎
「トーワ」

救灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

イルベサルタンＯＤ錠吸灸灸㎎
「オーハラ」

吸灸灸㎎吸錠 宮朽.泣灸

イルベサルタンＯＤ錠吸灸灸㎎
「ＪＧ」

吸灸灸㎎吸錠 救灸.求灸

イルベサルタンＯＤ錠吸灸灸㎎
「トーワ」

吸灸灸㎎吸錠 宮朽.泣灸

イルベサルタンＯＤ錠宮灸灸㎎
「オーハラ」

宮灸灸㎎吸錠 急吸.救灸

イルベサルタンＯＤ錠宮灸灸㎎
「ＪＧ」

宮灸灸㎎吸錠 求求.吸灸

イルベサルタンＯＤ錠宮灸灸㎎
「トーワ」

宮灸灸㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 イルベサルタン錠救灸㎎「共
創未来」

救灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 イルベサルタン錠救灸㎎「ケ
ミファ」

救灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 イルベサルタン錠救灸㎎「サ
ワイ」

救灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 イルベサルタン錠救灸㎎「Ｊ
Ｇ」

救灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 イルベサルタン錠救灸㎎「Ｄ
ＳＰＢ」

救灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 イルベサルタン錠救灸㎎「ト
ーワ」

救灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 イルベサルタン錠救灸㎎「日
医工」

救灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 イルベサルタン錠吸灸灸㎎「オ
ーハラ」

吸灸灸㎎吸錠 宮朽.泣灸

⃝局 イルベサルタン錠吸灸灸㎎「共
創未来」

吸灸灸㎎吸錠 宮朽.泣灸

⃝局 イルベサルタン錠吸灸灸㎎「ケ
ミファ」

吸灸灸㎎吸錠 宮朽.泣灸

⃝局 イルベサルタン錠吸灸灸㎎「サ
ワイ」

吸灸灸㎎吸錠 宮朽.泣灸

⃝局 イルベサルタン錠吸灸灸㎎「Ｊ
Ｇ」

吸灸灸㎎吸錠 宮朽.泣灸

⃝局 イルベサルタン錠吸灸灸㎎「Ｄ
ＳＰＢ」

吸灸灸㎎吸錠 宮朽.泣灸

⃝局 イルベサルタン錠吸灸灸㎎「ト
ーワ」

吸灸灸㎎吸錠 宮朽.泣灸

⃝局 イルベサルタン錠宮灸灸㎎「共
創未来」

宮灸灸㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 イルベサルタン錠宮灸灸㎎「ケ
ミファ」

宮灸灸㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 イルベサルタン錠宮灸灸㎎「サ
ワイ」

宮灸灸㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 イルベサルタン錠宮灸灸㎎「Ｊ
Ｇ」

宮灸灸㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 イルベサルタン錠宮灸灸㎎「Ｄ
ＳＰＢ」

宮灸灸㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 イルベサルタン錠宮灸灸㎎「ト
ーワ」

宮灸灸㎎吸錠 急吸.救灸

イルベサルタン救灸㎎口腔
くう

内
崩壊錠

救灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

イルベサルタン救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

イルベサルタン吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 吸朽.灸灸

イルベサルタン宮灸灸㎎錠 宮灸灸㎎吸錠 宮宮.朽灸

⃝局 イルベタン錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 弓泣.急灸

⃝局 イルベタン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 求弓.灸灸

⃝局 イルベタン錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 吸灸求.急灸

⃝局 イレイセン 吸灸ℊ 吸求.急灸

イレッサ錠宮救灸 宮救灸㎎吸錠 弓,求救救.灸灸

インヴェガ錠弓㎎ 弓㎎吸錠 宮救救.吸灸

インヴェガ錠朽㎎ 朽㎎吸錠 急朽泣.灸灸

インヴェガ錠泣㎎ 泣㎎吸錠 救泣救.急灸

インクレミンシロップ救％ 吸客 朽.宮灸

インチュニブ錠吸㎎ 吸㎎吸錠 急灸救.救灸

インチュニブ錠弓㎎ 弓㎎吸錠 救弓朽.宮灸

⃝局 インチンコウ 吸灸ℊ 宮救.求灸

⃝局 インデラル錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸灸.汲灸

インテレンス錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 朽急汲.宮灸

⃝局 インドメタシンカプセル 宮救㎎吸カプセル 泣.汲灸

インフリーＳカプセル宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸カプセル 宮急.急灸

インフリーカプセル吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸カプセル 吸急.求灸

インライタ錠吸㎎ 吸㎎吸錠 吸,朽救吸.灸灸

インライタ錠救㎎ 救㎎吸錠 求,急朽宮.吸灸
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(う)

ヴァイトラックビカプセル
宮救㎎

宮救㎎吸カプセル 急,灸急宮.救灸

ヴァイトラックビカプセル
吸灸灸㎎

吸灸灸㎎吸カプセル 吸急,救急宮.泣灸

ヴァイトラックビ内用液
宮灸㎎／客

宮％吸客 宮,泣灸汲.朽灸

ヴァンフリタ錠吸求.求㎎ 吸求.求㎎吸錠 宮灸,灸救泣.朽灸

ヴァンフリタ錠宮朽.救㎎ 宮朽.救㎎吸錠 宮求,灸求急.急灸

⃝局 ウイキョウ 吸灸ℊ 吸汲.弓灸

⃝局 ウイキョウ油 吸客 救朽.吸灸

ウインタミン細粒（吸灸％） 吸灸％吸ℊ 朽.救灸

ウェールナラ配合錠 吸錠 吸弓泣.急灸

ヴォトリエント錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 急,吸泣求.救灸

ヴォリブリス錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 弓,求急急.求灸

⃝局 ウコン 吸灸ℊ 泣.泣灸

ウズ 吸灸ℊ 吸宮弓.泣灸

⃝局 ウチダのイレイセンＭ 吸灸ℊ 吸泣.吸灸

⃝局 ウチダのインチンコウＭ 吸灸ℊ 宮求.泣灸

ウチダの烏
う

頭 吸灸ℊ 吸弓求.朽灸

⃝局 ウチダのオウギＭ 吸灸ℊ 宮朽.灸灸

⃝局 ウチダのガジュツＭ 吸灸ℊ 吸吸.急灸

⃝局 ウチダのキジツＭ 吸灸ℊ 吸急.急灸

ウチダのキッピＭ 吸灸ℊ 吸弓.灸灸

⃝局 ウチダのコウジンＭ 吸ℊ 吸弓.灸灸

ウチダのコウジン末Ｍ 吸ℊ 吸朽.朽灸

⃝局 ウチダのコウボク末Ｍ 吸灸ℊ 宮吸.急灸

ウチダのコウホンＭ 吸灸ℊ 弓灸.吸灸

⃝局 ウチダのサフランＭ 吸ℊ 弓泣宮.急灸

⃝局 ウチダのサンヤクＭ 吸灸ℊ 宮灸.灸灸

⃝局 ウチダの修治ブシＭ 吸灸ℊ 吸弓救.求灸

⃝局 ウチダのシュクシャＭ 吸灸ℊ 急朽.弓灸

⃝局 ウチダのシンイＭ 吸灸ℊ 救汲.急灸

⃝局 ウチダのチモＭ 吸灸ℊ 吸求.吸灸

⃝局 ウチダのテンマＭ 吸ℊ 宮弓.求灸

⃝局 ウチダのトウガシＭ 吸灸ℊ 吸救.朽灸

⃝局 ウチダのトウキＭ 吸灸ℊ 弓急.灸灸

⃝局 ウチダのドクカツＭ 吸灸ℊ 吸弓.弓灸

ウチダの八味丸Ｍ 吸灸丸 吸灸.救灸

⃝局 ウチダのビャクジュツＭ 吸灸ℊ 弓宮.弓灸

⃝局 ウチダの附子 吸灸ℊ 吸朽朽.朽灸

⃝局 ウチダの炮
ほう

附子 吸灸ℊ 泣求.泣灸

⃝局 ウチダのヤクチＭ 吸灸ℊ 宮朽.弓灸

⃝局 ウテメリン錠救㎎ 救㎎吸錠 救弓.急灸

ウバイ 吸灸ℊ 宮宮.吸灸

ウプトラビ錠灸.宮㎎ 灸.宮㎎吸錠 吸,急朽灸.弓灸

ウプトラビ錠灸.急㎎ 灸.急㎎吸錠 宮,泣灸宮.汲灸

⃝局 ウブレチド錠救㎎ 救㎎吸錠 吸救.汲灸

⃝局 ウヤク 吸灸ℊ 吸朽.宮灸

ウラリット配合錠 吸錠 汲.宮灸

ウラリット−Ｕ配合散 吸ℊ 吸急.弓灸

ウリアデック錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸朽.汲灸

ウリアデック錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 弓灸.救灸

ウリアデック錠朽灸㎎ 朽灸㎎吸錠 急救.吸灸

ウリトスＯＤ錠灸.吸㎎ 灸.吸㎎吸錠 救朽.弓灸

ウリトス錠灸.吸㎎ 灸.吸㎎吸錠 救朽.弓灸

ウルグートカプセル宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸カプセル 吸弓.求灸

⃝局 ウルソ顆
か

粒救％ 救％吸ℊ 求.救灸

⃝局 ウルソ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 泣.灸灸

⃝局 ウルソ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

ウルソデオキシコール酸
救灸㎎錠

救灸㎎吸錠 朽.吸灸

ウルソデオキシコール酸
吸灸灸㎎錠

吸灸灸㎎吸錠 朽.朽灸

ウロカルン錠宮宮救㎎ 宮宮救㎎吸錠 求.灸灸

⃝局 ウワウルシ 吸灸ℊ 吸汲.泣灸

(え)

⃝局 エイジツ 吸灸ℊ 吸灸.急灸

⃝局 エイジツ末 吸灸ℊ 吸弓.灸灸

ＨＭ散 吸ℊ 救.求灸

ＡＴＰ腸溶錠宮灸㎎「ＡＦＰ」 宮灸㎎吸錠 救.求灸

ＡＴＰ腸溶錠宮灸㎎「日医工」 宮灸㎎吸錠 救.救灸

⃝局 エカード配合錠ＨＤ 吸錠 求求.汲灸

⃝局 エカード配合錠ＬＤ 吸錠 急宮.求灸

エカベトナトリウム朽朽.求％

顆
か

粒

朽朽.求％吸ℊ 泣.求灸

エキセメスタン錠宮救㎎「Ｎ
Ｋ」

宮救㎎吸錠 吸救汲.求灸

エキセメスタン錠宮救㎎「テ
バ」

宮救㎎吸錠 吸救汲.求灸

エキセメスタン錠宮救㎎「マ
イラン」

宮救㎎吸錠 吸救汲.求灸

エクア錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 朽救.救灸

エクセグラン散宮灸％ 宮灸％吸ℊ 急吸.宮灸

⃝局 エクセグラン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 宮吸.吸灸

エクセラーゼ配合錠 吸錠 救.求灸

エクフィナ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 泣弓灸.泣灸

エクメット配合錠ＨＤ 吸錠 朽灸.宮灸

エクメット配合錠ＬＤ 吸錠 朽灸.汲灸

エサンブトール錠吸宮救㎎ 吸宮救㎎吸錠 朽.救灸

エサンブトール錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 吸弓.救灸

エジュラント錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 宮,吸宮汲.救灸

Ｓ・Ｍ配合散 吸ℊ 朽.弓灸

エスエーワン配合ＯＤ錠Ｔ
宮灸

宮灸㎎吸錠(テガフール
相当量)

吸朽泣.急灸

エスエーワン配合カプセルＴ
宮灸

宮灸㎎吸カプセル(テガ
フール相当量)

吸朽泣.急灸

エスカゾール錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 弓急急.汲灸

⃝局 エースコール錠吸㎎ 吸㎎吸錠 宮救.求灸

⃝局 エースコール錠宮㎎ 宮㎎吸錠 急汲.宮灸

⃝局 エースコール錠急㎎ 急㎎吸錠 泣救.朽灸

ＳＧ配合顆
か

粒 吸ℊ 泣.急灸

エスゾピクロン錠吸㎎「アメ
ル」

吸㎎吸錠 吸弓.弓灸

エスゾピクロン錠吸㎎「ＮＰ
Ｉ」

吸㎎吸錠 吸弓.弓灸

エスゾピクロン錠吸㎎「杏
きよう

林」
吸㎎吸錠 吸弓.弓灸

エスゾピクロン錠吸㎎「ＫＭ
Ｐ」

吸㎎吸錠 吸弓.弓灸

エスゾピクロン錠吸㎎「ケミ
ファ」

吸㎎吸錠 吸弓.弓灸

エスゾピクロン錠吸㎎「サワ
イ」

吸㎎吸錠 吸弓.弓灸

エスゾピクロン錠吸㎎「ＤＳ
ＥＰ」

吸㎎吸錠 吸弓.弓灸

エスゾピクロン錠吸㎎「ＴＣ
Ｋ」

吸㎎吸錠 吸弓.弓灸

エスゾピクロン錠吸㎎「トー
ワ」

吸㎎吸錠 吸弓.弓灸

エスゾピクロン錠吸㎎「日医
工」

吸㎎吸錠 吸弓.弓灸

エスゾピクロン錠吸㎎「日
新」

吸㎎吸錠 吸弓.弓灸

エスゾピクロン錠吸㎎「ニプ
ロ」

吸㎎吸錠 吸弓.弓灸

エスゾピクロン錠吸㎎「明
治」

吸㎎吸錠 吸弓.弓灸

エスゾピクロン錠宮㎎「ＮＰ
Ｉ」

宮㎎吸錠 宮吸.宮灸

エスゾピクロン錠宮㎎「杏
きよう

林」
宮㎎吸錠 宮吸.宮灸

エスゾピクロン錠宮㎎「ＫＭ
Ｐ」

宮㎎吸錠 宮吸.宮灸
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エスゾピクロン錠宮㎎「ケミ
ファ」

宮㎎吸錠 宮吸.宮灸

エスゾピクロン錠宮㎎「サワ
イ」

宮㎎吸錠 宮吸.宮灸

エスゾピクロン錠宮㎎「ＤＳ
ＥＰ」

宮㎎吸錠 宮吸.宮灸

エスゾピクロン錠宮㎎「ＴＣ
Ｋ」

宮㎎吸錠 宮吸.宮灸

エスゾピクロン錠宮㎎「トー
ワ」

宮㎎吸錠 宮吸.宮灸

エスゾピクロン錠宮㎎「日医
工」

宮㎎吸錠 宮吸.宮灸

エスゾピクロン錠宮㎎「日
新」

宮㎎吸錠 宮吸.宮灸

エスゾピクロン錠宮㎎「ニプ
ロ」

宮㎎吸錠 宮吸.宮灸

エスゾピクロン錠宮㎎「明
治」

宮㎎吸錠 宮吸.宮灸

エスゾピクロン錠弓㎎「アメ
ル」

弓㎎吸錠 宮求.急灸

エスゾピクロン錠弓㎎「ＮＰ
Ｉ」

弓㎎吸錠 宮求.急灸

エスゾピクロン錠弓㎎「杏
きよう

林」
弓㎎吸錠 宮求.急灸

エスゾピクロン錠弓㎎「ＫＭ
Ｐ」

弓㎎吸錠 宮求.急灸

エスゾピクロン錠弓㎎「ケミ
ファ」

弓㎎吸錠 宮求.急灸

エスゾピクロン錠弓㎎「サワ
イ」

弓㎎吸錠 宮求.急灸

エスゾピクロン錠弓㎎「ＤＳ
ＥＰ」

弓㎎吸錠 宮求.急灸

エスゾピクロン錠弓㎎「ＴＣ
Ｋ」

弓㎎吸錠 宮求.急灸

エスゾピクロン錠弓㎎「トー
ワ」

弓㎎吸錠 宮求.急灸

エスゾピクロン錠弓㎎「日医
工」

弓㎎吸錠 宮求.急灸

エスゾピクロン錠弓㎎「日
新」

弓㎎吸錠 宮求.急灸

エスゾピクロン錠弓㎎「ニプ
ロ」

弓㎎吸錠 宮求.急灸

エスゾピクロン錠弓㎎「明
治」

弓㎎吸錠 宮求.急灸

エスゾピクロン錠弓㎎「Ｙ
Ｄ」

弓㎎吸錠 宮求.急灸

エスゾピクロン吸㎎錠 吸㎎吸錠 吸吸.汲灸

エスゾピクロン宮㎎錠 宮㎎吸錠 吸汲.弓灸

エスタゾラム吸㎎錠 吸㎎吸錠 救.泣灸

エスタゾラム宮㎎錠 宮㎎吸錠 汲.急灸

エストラサイトカプセル
吸救朽.求㎎

吸救朽.求㎎吸カプセル 宮救灸.求灸

⃝局 エストリオール錠 灸.吸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 エストリオール錠 灸.救㎎吸錠 吸宮.救灸

⃝局 エストリオール錠 吸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局※エストリール錠吸㎎（持田） 吸㎎吸錠 吸弓.灸灸

エスワンケーケー配合錠Ｔ
宮灸

宮灸㎎吸錠(テガフール
相当量)

吸朽泣.急灸

エスワンケーケー配合錠Ｔ
宮救

宮救㎎吸錠(テガフール
相当量)

宮灸灸.急灸

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠
Ｔ宮灸

宮灸㎎吸錠(テガフール
相当量)

吸朽泣.急灸

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠
Ｔ宮救

宮救㎎吸錠(テガフール
相当量)

宮救吸.宮灸

エゼチミブＯＤ錠吸灸㎎「ト
ーワ」

吸灸㎎吸錠 急弓.宮灸

エゼチミブ錠吸灸㎎「ＫＭＰ」 吸灸㎎吸錠 急弓.宮灸

エゼチミブ錠吸灸㎎「ＴＥ」 吸灸㎎吸錠 急弓.宮灸

エゼチミブ錠吸灸㎎「ＤＳＥ
Ｐ」

吸灸㎎吸錠 急弓.宮灸

エゼチミブ錠吸灸㎎「ＴＣＫ」 吸灸㎎吸錠 急弓.宮灸

エゼチミブ錠吸灸㎎「トーワ」 吸灸㎎吸錠 急弓.宮灸

エゼチミブ錠吸灸㎎「ニプロ」 吸灸㎎吸錠 急弓.宮灸

エゼチミブ錠吸灸㎎「フェル
ゼン」

吸灸㎎吸錠 急弓.宮灸

エゼチミブ錠吸灸㎎「明治」 吸灸㎎吸錠 急弓.宮灸

エゼチミブ吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 弓吸.朽灸

⃝局 エチゾラム錠吸㎎「アメル」 吸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 エチゾラム錠吸㎎「ＥＭＥ
Ｃ」

吸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 エチゾラム錠吸㎎「ＳＷ」 吸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 エチゾラム錠吸㎎「ＮＰ」 吸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 エチゾラム錠吸㎎「オーハ
ラ」

吸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 エチゾラム錠吸㎎「クニヒ
ロ」

吸㎎吸錠 朽.救灸

⃝局 エチゾラム錠吸㎎「ＪＧ」 吸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 エチゾラム錠吸㎎「武田テ
バ」

吸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 エチゾラム錠吸㎎「ツルハ
ラ」

吸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 エチゾラム錠吸㎎「ＴＣＫ」 吸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 エチゾラム錠吸㎎「トーワ」 吸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 エチゾラム錠吸㎎「日医工」 吸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 エチゾラム錠吸㎎「日新」 吸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 エチゾラム錠吸㎎「フジナ
ガ」

吸㎎吸錠 泣.汲灸

エチゾラム灸.宮救㎎錠 灸.宮救㎎吸錠 救.泣灸

エチゾラム灸.救㎎錠 灸.救㎎吸錠 朽.急灸

エチゾラム吸％細粒 吸％吸ℊ 宮吸.弓灸

⃝局 エチニルエストラジオール錠 灸.救㎎吸錠 宮泣.弓灸

⃝局⃝麻エチルモルヒネ塩酸塩水和物 吸ℊ 汲,宮泣救.泣灸

⃝局 エチレフリン塩酸塩錠 救㎎吸錠 泣.急灸

エックスフォージ配合ＯＤ錠 吸錠 急朽.救灸

エックスフォージ配合錠 吸錠 急朽.救灸

エディロールカプセル灸.救㎍ 灸.救㎍吸カプセル 急灸.弓灸

エディロールカプセル
灸.求救㎍

灸.求救㎍吸カプセル 救朽.泣灸

⃝局 エテンザミド 吸ℊ 求.汲灸

エトドラク吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 朽.急灸

エトドラク宮灸灸㎎錠 宮灸灸㎎吸錠 汲.求灸

エドルミズ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 宮急救.求灸

エナラプリルマレイン酸塩細
粒吸％「アメル」

吸％吸ℊ 朽吸.弓灸

⃝局 エナラプリルマレイン酸塩錠
吸灸㎎「アメル」

吸灸㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 エナラプリルマレイン酸塩錠
吸灸㎎「ＥＭＥＣ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 エナラプリルマレイン酸塩錠
吸灸㎎「ＮｉｋＰ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 エナラプリルマレイン酸塩錠
吸灸㎎「ＭＥＥＫ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 エナラプリルマレイン酸塩錠
吸灸㎎「ＭＥＤ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 エナラプリルマレイン酸塩錠
吸灸㎎「オーハラ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 エナラプリルマレイン酸塩錠

吸灸㎎「杏
きよう

林」

吸灸㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 エナラプリルマレイン酸塩錠
吸灸㎎「ケミファ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 エナラプリルマレイン酸塩錠
吸灸㎎「サワイ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 エナラプリルマレイン酸塩錠
吸灸㎎「ＪＧ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 エナラプリルマレイン酸塩錠
吸灸㎎「タイヨー」

吸灸㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 エナラプリルマレイン酸塩錠
吸灸㎎「トーワ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 エナラプリルマレイン酸塩錠
吸灸㎎「日新」

吸灸㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 エナラプリルマレイン酸塩錠
吸灸㎎「ファイザー」

吸灸㎎吸錠 吸弓.急灸
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⃝局 エナラプリルマレイン酸塩錠
吸灸㎎「フソー」

吸灸㎎吸錠 吸弓.急灸

エナラプリルマレイン酸塩
宮.救㎎錠

宮.救㎎吸錠 吸灸.吸灸

エナラプリルマレイン酸塩
救㎎錠

救㎎吸錠 吸灸.吸灸

エナラプリルマレイン酸塩
吸灸㎎錠

吸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

エナロイ錠宮㎎ 宮㎎吸錠 宮求灸.救灸

エナロイ錠急㎎ 急㎎吸錠 急求求.泣灸

ＮＩＭ配合散 吸ℊ 救.求灸

エヌケーエスワン配合ＯＤ錠
Ｔ宮灸

宮灸㎎吸錠(テガフール
相当量)

吸朽泣.急灸

エヌケーエスワン配合カプセ
ルＴ宮灸

宮灸㎎吸カプセル(テガ
フール相当量)

吸朽泣.急灸

エヌケーエスワン配合顆
か

粒Ｔ
宮灸

宮灸㎎吸包(テガフール
相当量)

吸朽求.朽灸

エネーボ配合経腸用液 吸灸客 求.宮灸

エバスチン救㎎口腔
くう

内崩壊錠 救㎎吸錠 宮宮.吸灸

エバスチン救㎎錠 救㎎吸錠 宮宮.吸灸

エバスチン吸灸㎎口腔
くう

内崩壊
錠

吸灸㎎吸錠 宮汲.吸灸

エバスチン吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 宮汲.吸灸

⃝局 エバステルＯＤ錠救㎎ 救㎎吸錠 急求.汲灸

⃝局 エバステルＯＤ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 朽急.宮灸

⃝局 エバステル錠救㎎ 救㎎吸錠 急求.汲灸

⃝局 エバステル錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 朽急.宮灸

⃝局 エパデールＳ弓灸灸 弓灸灸㎎吸包 宮朽.泣灸

⃝局 エパデールＳ朽灸灸 朽灸灸㎎吸包 急朽.救灸

⃝局 エパデールＳ泣灸灸 泣灸灸㎎吸包 朽宮.求灸

⃝局 エパデールカプセル弓灸灸 弓灸灸㎎吸カプセル 宮求.急灸

エバミール錠吸.灸 吸㎎吸錠 吸救.救灸

⃝局 エパルレスタット錠救灸「Ｅ
Ｋ」

救灸㎎吸錠 宮求.灸灸

⃝局 エパルレスタット錠救灸㎎
「アメル」

救灸㎎吸錠 宮求.灸灸

⃝局 エパルレスタット錠救灸㎎

「杏
きよう

林」

救灸㎎吸錠 宮求.灸灸

⃝局 エパルレスタット錠救灸㎎
「ケミファ」

救灸㎎吸錠 宮求.灸灸

⃝局 エパルレスタット錠救灸㎎
「サワイ」

救灸㎎吸錠 宮求.灸灸

⃝局 エパルレスタット錠救灸㎎
「ＪＧ」

救灸㎎吸錠 宮求.灸灸

⃝局 エパルレスタット錠救灸㎎
「タカタ」

救灸㎎吸錠 宮求.灸灸

⃝局 エパルレスタット錠救灸㎎
「武田テバ」

救灸㎎吸錠 宮求.灸灸

⃝局 エパルレスタット錠救灸㎎
「ＤＳＥＰ」

救灸㎎吸錠 宮求.灸灸

⃝局 エパルレスタット錠救灸㎎
「ＴＣＫ」

救灸㎎吸錠 宮求.灸灸

⃝局 エパルレスタット錠救灸㎎
「トーワ」

救灸㎎吸錠 宮求.灸灸

⃝局 エパルレスタット錠救灸㎎
「日医工」

救灸㎎吸錠 宮求.灸灸

⃝局 エパルレスタット錠救灸㎎
「フソー」

救灸㎎吸錠 宮求.灸灸

⃝局 エパルレスタット錠救灸㎎
「ＹＤ」

救灸㎎吸錠 宮求.灸灸

エパルレスタット救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 吸泣.灸灸

⃝局 エパロース粒状カプセル
弓灸灸㎎

弓灸灸㎎吸包 吸弓.吸灸

エピカルス配合錠 吸錠 救.泣灸

エビスタ錠朽灸㎎ 朽灸㎎吸錠 求弓.急灸

エピナスチン塩酸塩錠吸灸㎎
「イワキ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.吸灸

エピナスチン塩酸塩錠吸灸㎎
「ケミファ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.吸灸

エピナスチン塩酸塩錠吸灸㎎
「サワイ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.吸灸

エピナスチン塩酸塩錠吸灸㎎
「ＣＥＯ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.吸灸

エピナスチン塩酸塩錠吸灸㎎
「トーワ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.吸灸

エピナスチン塩酸塩錠吸灸㎎
「日医工」

吸灸㎎吸錠 吸泣.吸灸

エピナスチン塩酸塩錠宮灸㎎
「イワキ」

宮灸㎎吸錠 宮急.吸灸

エピナスチン塩酸塩錠宮灸㎎
「ＳＮ」

宮灸㎎吸錠 宮急.吸灸

エピナスチン塩酸塩錠宮灸㎎

「杏
きよう

林」

宮灸㎎吸錠 宮急.吸灸

エピナスチン塩酸塩錠宮灸㎎
「ケミファ」

宮灸㎎吸錠 宮急.吸灸

エピナスチン塩酸塩錠宮灸㎎
「サワイ」

宮灸㎎吸錠 宮急.吸灸

エピナスチン塩酸塩錠宮灸㎎
「ＣＥＯ」

宮灸㎎吸錠 宮急.吸灸

エピナスチン塩酸塩錠宮灸㎎
「トーワ」

宮灸㎎吸錠 宮急.吸灸

エピナスチン塩酸塩錠宮灸㎎
「日医工」

宮灸㎎吸錠 宮急.吸灸

エピナスチン塩酸塩錠宮灸㎎
「日新」

宮灸㎎吸錠 宮急.吸灸

エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児
用吸％「サワイ」

吸％吸ℊ 吸求.救灸

エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児
用吸％「トーワ」

吸％吸ℊ 宮泣.急灸

エピナスチン塩酸塩ＤＳ吸％
小児用「日医工」

吸％吸ℊ 吸求.救灸

エピナスチン塩酸塩内用液
灸.宮％「タイヨー」

灸.宮％吸客 吸求.急灸

エピナスチン塩酸塩吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 吸弓.吸灸

エピナスチン塩酸塩宮灸㎎錠 宮灸㎎吸錠 吸汲.泣灸

エピビル錠吸救灸 吸救灸㎎吸錠 朽求求.弓灸

エピビル錠弓灸灸 弓灸灸㎎吸錠 吸,弓吸急.宮灸

エビプロスタット配合錠ＤＢ 吸錠 弓宮.泣灸

エビリファイＯＤ錠弓㎎ 弓㎎吸錠 救灸.灸灸

エビリファイＯＤ錠朽㎎ 朽㎎吸錠 泣救.救灸

エビリファイＯＤ錠吸宮㎎ 吸宮㎎吸錠 吸求泣.吸灸

エビリファイＯＤ錠宮急㎎ 宮急㎎吸錠 弓求吸.弓灸

エビリファイ散吸％ 吸％吸ℊ 吸灸宮.弓灸

エビリファイ錠吸㎎ 吸㎎吸錠 宮宮.朽灸

エビリファイ錠弓㎎ 弓㎎吸錠 救灸.灸灸

エビリファイ錠朽㎎ 朽㎎吸錠 泣救.救灸

エビリファイ錠吸宮㎎ 吸宮㎎吸錠 吸求泣.吸灸

エビリファイ内用液灸.吸％ 灸.吸％吸客 急汲.泣灸

エピレオプチマル散救灸％ 救灸％吸ℊ 弓宮.求灸

エフィエントＯＤ錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸,灸汲朽.弓灸

エフィエント錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 吸泣吸.吸灸

エフィエント錠弓.求救㎎ 弓.求救㎎吸錠 宮朽汲.灸灸

エフィエント錠救㎎ 救㎎吸錠 弓急急.灸灸

ＦＡＤ錠救㎎「ツルハラ」 救㎎吸錠 救.求灸

ＦＡＤ錠吸灸㎎「ツルハラ」 吸灸㎎吸錠 救.求灸

ＦＡＤシロップ灸.弓％「ツル
ハラ」

灸.弓％吸客 宮.求灸

ＦＡＤ腸溶錠救㎎「わかも
と」

救㎎吸錠 救.求灸

ＦＡＤ腸溶錠吸灸㎎「わかも
と」

吸灸㎎吸錠 救.求灸

⃝局 エフェドリン塩酸塩 吸ℊ 吸灸求.救灸

⃝局 エフェドリン塩酸塩錠 宮救㎎吸錠 泣.汲灸

エプクルーサ配合錠 吸錠 朽吸,吸救求.汲灸

ＦＫ配合散 吸ℊ 朽.弓灸

エプジコム配合錠 吸錠 宮,急弓弓.泣灸

エブトール吸宮救㎎錠 吸宮救㎎吸錠 汲.弓灸

エブトール宮救灸㎎錠 宮救灸㎎吸錠 吸朽.求灸

エフピーＯＤ錠宮.救 宮.救㎎吸錠 宮汲弓.求灸
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エフメノカプセル吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸カプセル 宮宮泣.弓灸

エブランチルカプセル吸救㎎ 吸救㎎吸カプセル 吸急.吸灸

エブランチルカプセル弓灸㎎ 弓灸㎎吸カプセル 宮朽.吸灸

エブリスディドライシロップ
朽灸㎎

朽灸㎎吸瓶泣求急,急朽弓.求灸

エペリゾン塩酸塩救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 救.泣灸

エベレンゾ錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 弓朽求.求灸

エベレンゾ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 求求求.弓灸

エベレンゾ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸,弓求灸.救灸

エボザックカプセル弓灸㎎ 弓灸㎎吸カプセル 汲泣.求灸

エミレース錠弓㎎ 弓㎎吸錠 吸朽.弓灸

エミレース錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 急泣.求灸

⃝麻 ＭＳコンチン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 宮急救.朽灸

⃝麻 ＭＳコンチン錠弓灸㎎ 弓灸㎎吸錠 求吸弓.救灸

⃝麻 ＭＳコンチン錠朽灸㎎ 朽灸㎎吸錠 吸,宮汲汲.吸灸

⃝麻 ＭＳツワイスロンカプセル
吸灸㎎

吸灸㎎吸カプセル 宮急救.朽灸

⃝麻 ＭＳツワイスロンカプセル
弓灸㎎

弓灸㎎吸カプセル 朽泣宮.急灸

⃝麻 ＭＳツワイスロンカプセル
朽灸㎎

朽灸㎎吸カプセル 吸,宮救灸.灸灸

ＭＭＤ配合散 吸ℊ 朽.弓灸

Ｍ・Ｍ配合散 吸ℊ 朽.弓灸

ＭＤＳコーワ錠吸救灸 吸救灸㎎吸錠 救.泣灸

ＭＤＳコーワ錠弓灸灸 弓灸灸㎎吸錠 求.汲灸

エムトリバカプセル宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸カプセル 吸,吸吸吸.朽灸

エメダスチンフマル酸塩吸㎎
徐放カプセル

吸㎎吸カプセル 宮弓.吸灸

エメダスチンフマル酸塩宮㎎
徐放カプセル

宮㎎吸カプセル 宮汲.宮灸

エラスチーム錠吸汲灸灸 吸,汲灸灸単位吸錠 吸吸.救灸

エリキュース錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 吸宮救.朽灸

エリキュース錠救㎎ 救㎎吸錠 宮宮求.救灸

⃝局 エリスパン錠灸.宮救㎎ 灸.宮救㎎吸錠 求.吸灸

エリスロシン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 朽.求灸

エリスロシン錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 吸吸.求灸

エリスロシンＷ顆
か

粒宮灸％ 宮灸灸㎎吸ℊ 宮弓.灸灸

エリスロシンドライシロップ
Ｗ宮灸％

宮灸灸㎎吸ℊ 宮吸.弓灸

エリスロシンドライシロップ
吸灸％

吸灸灸㎎吸ℊ 吸宮.朽灸

⃝局 エリスロマイシン錠宮灸灸㎎
「サワイ」

宮灸灸㎎吸錠 汲.汲灸

Ｌ−アスパラギン酸Ｋ錠
弓灸灸㎎「アメル」

弓灸灸㎎吸錠 救.泣灸

Ｌ−アスパラギン酸Ca錠
宮灸灸㎎「サワイ」

吸錠 救.求灸

Ｌ−アスパラギン酸Ca錠
宮灸灸㎎「トーワ」

吸錠 救.求灸

エルカルチンＦＦ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 汲灸.求灸

エルカルチンＦＦ錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 宮弓求.救灸

エルカルチンＦＦ内用液
吸灸％

吸灸％吸客 朽吸.吸灸

エルカルチンＦＦ内用液
吸灸％分包救客

吸灸％救客吸包 弓吸宮.急灸

エルカルチンＦＦ内用液
吸灸％分包吸灸客

吸灸％吸灸客吸包 朽灸泣.朽灸

Ｌ−カルボシステイン救％シ
ロップ

救％吸客 宮.朽灸

Ｌ−カルボシステイン救灸％
シロップ用

救灸％吸ℊ 汲.泣灸

Ｌ−カルボシステイン宮救灸㎎
錠

宮救灸㎎吸錠 救.求灸

Ｌ−カルボシステイン救灸灸㎎
錠

救灸灸㎎吸錠 朽.泣灸

Ｌ−グルタミン顆
か

粒泣泣％
「ＮＰ」

泣泣％吸ℊ 朽.救灸

⃝局 Ｌ−ケフラール顆
か

粒 弓求救㎎吸包 吸灸救.急灸

⃝局 Ｌ−ケフレックス顆
か

粒 救灸灸㎎吸ℊ 汲灸.泣灸

⃝局 Ｌ−ケフレックス小児用顆
か

粒 宮灸灸㎎吸ℊ 求吸.急灸

⃝局 エルゴメトリンマレイン酸塩
錠

灸.救㎎吸錠 泣.汲灸

エルサメットＳ配合錠 吸錠 救.泣灸

エルサメット配合錠 吸錠 救.泣灸

エルデカルシトールカプセル
灸.救㎍「サワイ」

灸.救㎍吸カプセル 吸汲.灸灸

エルデカルシトールカプセル
灸.救㎍「トーワ」

灸.救㎍吸カプセル 吸汲.灸灸

エルデカルシトールカプセル
灸.救㎍「日医工」

灸.救㎍吸カプセル 吸汲.灸灸

エルデカルシトールカプセル
灸.求救㎍「サワイ」

灸.求救㎍吸カプセル 宮救.朽灸

エルデカルシトールカプセル
灸.求救㎍「トーワ」

灸.求救㎍吸カプセル 宮救.朽灸

エルデカルシトールカプセル
灸.求救㎍「日医工」

灸.求救㎍吸カプセル 宮救.朽灸

⃝局 l −メントール 吸ℊ 吸朽.泣灸

⃝局 l −メントール「ケンエー」 吸ℊ 宮急.急灸

⃝局 l −メントール「コザカイ・
Ｍ」

吸ℊ 宮灸.急灸

⃝局 l −メントール「日医工」 吸ℊ 宮吸.宮灸

⃝局 l −メントール「ホエイ」 吸ℊ 宮汲.急灸

エレトリプタンＯＤ錠宮灸㎎
「アメル」

宮灸㎎吸錠 吸汲弓.急灸

エレトリプタン錠宮灸㎎「サ
ンド」

宮灸㎎吸錠 吸汲弓.急灸

エレトリプタン錠宮灸㎎「Ｄ
ＳＥＰ」

宮灸㎎吸錠 吸汲弓.急灸

エレトリプタン錠宮灸㎎「Ｔ
ＣＫ」

宮灸㎎吸錠 吸汲弓.急灸

エレトリプタン錠宮灸㎎「ト
ーワ」

宮灸㎎吸錠 吸汲弓.急灸

エレトリプタン錠宮灸㎎「日
医工」

宮灸㎎吸錠 吸汲弓.急灸

エレトリプタン錠宮灸㎎「日
新」

宮灸㎎吸錠 吸汲弓.急灸

エレトリプタン錠宮灸㎎「フ
ァイザー」

宮灸㎎吸錠 吸汲弓.急灸

エレトリプタン錠宮灸㎎「Ｙ
Ｄ」

宮灸㎎吸錠 吸汲弓.急灸

エレンタール配合内用剤 吸灸ℊ 救汲.朽灸

エレンタールＰ乳幼児用配合
内用剤

吸灸ℊ 求求.朽灸

⃝局 塩化カリウム 吸灸ℊ 汲.灸灸

塩化カリウム徐放錠朽灸灸㎎
「Ｓｔ」

朽灸灸㎎吸錠 朽.宮灸

⃝局 塩化カリウム「フソー」 吸灸ℊ 泣.汲灸

⃝局 塩化カルシウム水和物 吸灸ℊ 吸求.吸灸

⃝局 エンゴサク 吸灸ℊ 急泣.急灸

※ 塩酸バンコマイシン散灸.救ℊ
（ＯＫ）

救灸灸㎎吸瓶 泣灸泣.朽灸

塩酸プロカルバジンカプセル
救灸㎎「ＴＹＰ」

救灸㎎吸カプセル 急救灸.吸灸

⃝局 塩酸プロピベリン錠宮灸㎎
「アメル」

宮灸㎎吸錠 弓吸.求灸

⃝局 塩酸プロピベリン錠宮灸㎎
「ＳＷ」

宮灸㎎吸錠 弓吸.求灸

エンシュア・Ｈ 吸灸客 泣.宮灸

エンシュア・リキッド 吸灸客 救.泣灸

⃝局 エンタカポン錠吸灸灸㎎「Ｋ
Ｎ」

吸灸灸㎎吸錠 急吸.求灸

⃝局 エンタカポン錠吸灸灸㎎「トー
ワ」

吸灸灸㎎吸錠 急吸.求灸

エンタカポン吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 弓急.泣灸

エンテカビル錠灸.救㎎「タカ
タ」

灸.救㎎吸錠 宮宮泣.求灸

エンテカビル灸.救㎎口腔
くう

内崩
壊錠

灸.救㎎吸錠 吸灸朽.汲灸

エンテカビル灸.救㎎錠 灸.救㎎吸錠 吸灸朽.汲灸

エンテロノン−Ｒ散 吸ℊ 朽.弓灸
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⃝局 エンドキサン錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 宮救.泣灸

エンペラシン配合錠 吸錠 救.求灸

エンメイソウ 吸灸ℊ 吸求.泣灸

エンレスト錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 朽救.宮灸

エンレスト錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸吸急.急灸

エンレスト錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 宮灸吸.弓灸

(お)

オイグルコン錠吸.宮救㎎ 吸.宮救㎎吸錠 救.泣灸

オイグルコン錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 泣.泣灸

⃝局 オウギ 吸灸ℊ 宮弓.弓灸

⃝局 オウギダイコーＭ 吸灸ℊ 宮朽.灸灸

オウギ末 吸灸ℊ 宮求.泣灸

⃝局 オウゴン 吸灸ℊ 宮灸.灸灸

⃝局 オウゴン末 吸灸ℊ 宮宮.汲灸

⃝局 オウバク 吸灸ℊ 宮求.弓灸

⃝局 オウバク末 吸灸ℊ 弓吸.灸灸

⃝局 オウヒ 吸灸ℊ 吸灸.求灸

⃝局 オウレン 吸灸ℊ 泣灸.弓灸

⃝局 オウレン末 吸灸ℊ 吸朽求.朽灸

オキサトミド錠弓灸㎎「ＥＭ
ＥＣ」

弓灸㎎吸錠 吸急.弓灸

オキサトミド錠弓灸㎎「ケミ
ファ」

弓灸㎎吸錠 吸急.弓灸

オキサトミドシロップ小児用
灸.宮％「ファイザー」

灸.宮％吸客 求.灸灸

オキサトミドＤＳ小児用宮％
「サワイ」

宮％吸ℊ 求.宮灸

オキサトミドドライシロップ
小児用宮％「ツルハラ」

宮％吸ℊ 求.宮灸

オキサトミドドライシロップ
小児用宮％「日医工」

宮％吸ℊ 求.宮灸

オキサトミド弓灸㎎錠 弓灸㎎吸錠 救.泣灸

⃝麻 オキシコドン錠宮.救㎎ＮＸ
「第一三共」

宮.救㎎吸錠 救吸.求灸

⃝麻 オキシコドン錠宮.救㎎「第一
三共」

宮.救㎎吸錠 救吸.求灸

⃝麻 オキシコドン錠救㎎ＮＸ「第
一三共」

救㎎吸錠 泣急.求灸

⃝麻 オキシコドン錠救㎎「第一三
共」

救㎎吸錠 泣急.求灸

⃝麻 オキシコドン錠吸灸㎎ＮＸ
「第一三共」

吸灸㎎吸錠 吸求急.灸灸

⃝麻 オキシコドン錠吸灸㎎「第一
三共」

吸灸㎎吸錠 吸求急.灸灸

⃝麻 オキシコドン錠宮灸㎎ＮＸ
「第一三共」

宮灸㎎吸錠 弓宮弓.灸灸

⃝麻 オキシコドン錠宮灸㎎「第一
三共」

宮灸㎎吸錠 弓宮弓.灸灸

⃝麻 オキシコドン徐放カプセル
救㎎「テルモ」

救㎎吸カプセル 泣急.救灸

⃝麻 オキシコドン徐放カプセル
吸灸㎎「テルモ」

吸灸㎎吸カプセル 吸求救.吸灸

⃝麻 オキシコドン徐放カプセル
宮灸㎎「テルモ」

宮灸㎎吸カプセル 弓吸汲.救灸

⃝麻 オキシコドン徐放カプセル
急灸㎎「テルモ」

急灸㎎吸カプセル 救求救.吸灸

⃝麻 オキシコドン徐放錠救㎎ＮＸ
「第一三共」

救㎎吸錠 泣急.救灸

⃝麻 オキシコドン徐放錠吸灸㎎Ｎ
Ｘ「第一三共」

吸灸㎎吸錠 吸求救.吸灸

⃝麻 オキシコドン徐放錠宮灸㎎Ｎ
Ｘ「第一三共」

宮灸㎎吸錠 弓吸汲.救灸

⃝麻 オキシコドン徐放錠急灸㎎Ｎ
Ｘ「第一三共」

急灸㎎吸錠 救求救.吸灸

⃝麻 オキシコドン内服液宮.救㎎
「日本臓器」

宮.救㎎宮.救客吸包 汲泣.宮灸

⃝麻 オキシコドン内服液救㎎「日
本臓器」

救㎎宮.救客吸包 吸救救.吸灸

⃝麻 オキシコドン内服液吸灸㎎
「日本臓器」

吸灸㎎救客吸包 宮泣汲.弓灸

⃝麻 オキシコドン内服液宮灸㎎
「日本臓器」

宮灸㎎救客吸包 救急救.救灸

⃝麻 オキシコンチンＴＲ錠救㎎ 救㎎吸錠 吸宮急.救灸

⃝麻 オキシコンチンＴＲ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 宮弓弓.朽灸

⃝麻 オキシコンチンＴＲ錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 急弓弓.求灸

⃝麻 オキシコンチンＴＲ錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 求泣泣.吸灸

オキシブチニン塩酸塩吸㎎錠 吸㎎吸錠 救.求灸

オキシブチニン塩酸塩宮㎎錠 宮㎎吸錠 救.泣灸

オキシブチニン塩酸塩弓㎎錠 弓㎎吸錠 救.泣灸

⃝麻 オキノーム散宮.救㎎ 宮.救㎎吸包 救救.宮灸

⃝麻 オキノーム散救㎎ 救㎎吸包 吸吸吸.宮灸

⃝麻 オキノーム散吸灸㎎ 吸灸㎎吸包 宮宮灸.求灸

⃝麻 オキノーム散宮灸㎎ 宮灸㎎吸包 急救求.救灸

オクソラレン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 求灸.朽灸

オーグメンチン配合錠吸宮救Ｓ
Ｓ

(吸汲求.救㎎)吸錠 弓吸.汲灸

オーグメンチン配合錠宮救灸Ｒ
Ｓ

(弓求救㎎)吸錠 急救.求灸

オークル錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 急急.求灸

オザグレル塩酸塩吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 宮汲.朽灸

オザグレル塩酸塩宮灸灸㎎錠 宮灸灸㎎吸錠 急朽.朽灸

オースギ安中散料エキスＧ 吸ℊ 吸吸.泣灸

オースギ安中散料エキスＴ錠 吸錠 救.求灸

オースギ茵
いん

課
ちん

蒿
こう

湯エキスＧ 吸ℊ 吸急.汲灸

オースギ温清飲エキスＧ 吸ℊ 吸灸.弓灸

オースギ黄連解毒湯エキスＧ 吸ℊ 吸弓.泣灸

オースギ黄連解毒湯エキスＴ
錠

吸錠 救.泣灸

オースギ乙字湯エキスＧ 吸ℊ 吸吸.吸灸

⃝局 オースギ加工ブシ末 吸ℊ 吸灸.吸灸

オースギ 根湯エキスＧ 吸ℊ 朽.急灸

オースギ 根湯エキスＴ錠 吸錠 急.灸灸

オースギ 根湯加川芎
きゆう

辛夷
い

エ
キスＧ

吸ℊ 朽.泣灸

オースギ加味帰脾
ひ

湯エキスＧ 吸ℊ 吸吸.救灸

オースギ加味逍
しよう

遙
よう

散エキスＧ 吸ℊ 吸吸.灸灸

オースギ甘麦大棗
そう

湯エキスＴ
Ｇ

吸ℊ 朽.弓灸

オースギ荊
けい

芥
がい

連翹
ぎよう

湯エキスＧ 吸ℊ 求.泣灸

オースギ桂
けい

枝加芍
しやく

薬湯エキス
Ｇ

吸ℊ 朽.弓灸

オースギ桂
けい

枝加竜骨牡
ぼ

蛎
れい

湯エ
キスＧ

吸ℊ 朽.救灸

オースギ桂
けい

枝加苓
りよう

朮
じゆつ

附湯エキ
スＧ

吸ℊ 朽.宮灸

オースギ桂
けい

枝湯エキスＧ 吸ℊ 朽.弓灸

オースギ桂
けい

枝茯
ぶく

苓
りよう

丸料エキス
Ｇ

吸ℊ 吸吸.灸灸

オースギ五虎湯エキス錠 吸錠 急.汲灸

オースギ柴
さい

胡
こ

加竜骨牡
ぼ

蛎
れい

湯エ
キスＧ

吸ℊ 吸急.救灸

オースギ柴
さい

胡
こ

桂
けい

枝湯エキスＧ 吸ℊ 吸急.求灸

オースギ三黄瀉
しや

心湯エキスＧ 吸ℊ 宮弓.弓灸

オースギ酸棗
そう

仁湯エキスＧ 吸ℊ 汲.朽灸

オースギ四君子湯エキス錠 吸錠 求.宮灸

オースギ七物降下湯エキスＧ 吸ℊ 朽.急灸

オースギ十全大補湯エキスＧ 吸ℊ 求.汲灸

オースギ十味敗毒湯エキスＧ 吸ℊ 吸吸.救灸

オースギ小建中湯エキスＧ 吸ℊ 急.灸灸

オースギ小柴
さい

胡
こ

湯エキスＧ 吸ℊ 宮灸.弓灸

オースギ小柴
さい

胡
こ

湯エキスＴ錠 吸錠 汲.救灸

オースギ小青竜湯エキスＧ 吸ℊ 泣.宮灸

オースギ小青竜湯エキスＴ錠 吸錠 救.求灸

オースギ小半夏加茯
ぶく

苓
りよう

湯エキ
スＧ

吸ℊ 吸泣.弓灸

オースギ消風散エキスＧ 吸ℊ 求.泣灸

オースギ四苓
れい

湯細粒（調剤
用）

吸ℊ 吸灸.汲灸
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オースギ辛夷
い

清肺湯エキスＧ 吸ℊ 朽.泣灸

オースギ神秘湯エキスＧ 吸ℊ 吸弓.泣灸

オースギ清上防風湯エキスＧ 吸ℊ 汲.急灸

オースギ川芎
きゆう

茶調散料エキス
ＴＧ

吸ℊ 朽.救灸

オースギ疎経活血湯エキスＧ 吸ℊ 朽.吸灸

オースギ大黄甘草湯エキスＧ 吸ℊ 吸灸.灸灸

オースギ大黄甘草湯エキスＴ
錠

吸錠 救.求灸

オースギ大柴
さい

胡
こ

湯エキスＧ 吸ℊ 吸救.朽灸

オースギ大柴
さい

胡
こ

湯エキスＴ錠 吸錠 求.弓灸

オースギ猪
ちよ

苓
れい

湯エキスＧ 吸ℊ 吸吸.弓灸

オースギ桃核承気湯エキスＧ 吸ℊ 吸吸.弓灸

オースギ当帰四逆加呉茱
しゆ

萸
ゆ

生

姜
きよう

湯エキスＧ

吸ℊ 求.汲灸

オースギ当帰F
しやく

薬散料エキス
Ｇ

吸ℊ 求.灸灸

オースギ当帰F
しやく

薬散料エキス
Ｔ錠

吸錠 弓.救灸

オースギ人参湯エキスＧ 吸ℊ 吸吸.求灸

オースギ人参養栄湯エキスＧ 吸ℊ 泣.灸灸

オースギ八味地黄丸料エキス
Ｇ

吸ℊ 朽.汲灸

オースギ八味地黄丸料エキス
Ｔ錠

吸錠 急.灸灸

オースギ半夏厚朴湯エキスＧ 吸ℊ 宮吸.泣灸

オースギ半夏厚朴湯エキスＴ
錠

吸錠 救.求灸

オースギ半夏瀉
しや

心湯エキスＧ 吸ℊ 吸救.急灸

オースギ平胃散料エキスＧ 吸ℊ 救.急灸

オースギ防已
い

黄耆
ぎ

湯エキスＧ 吸ℊ 朽.救灸

オースギ防風通聖散エキスＧ 吸ℊ 朽.弓灸

オースギ補中益気湯エキスＧ 吸ℊ 吸灸.灸灸

オースギ麻杏
きよう

甘石湯エキスＧ 吸ℊ 求.宮灸

オースギ麻杏
きよう

薏
よく

甘湯エキスＧ 吸ℊ 泣.泣灸

オースギ麻子仁丸料エキスＧ 吸ℊ 汲.宮灸

オースギ薏
よく

苡
い

仁湯エキスＴＧ 吸ℊ 朽.弓灸

オースギ抑肝散料エキスＴＧ 吸ℊ 汲.灸灸

オースギ六君子湯エキスＧ 吸ℊ 吸弓.灸灸

オースギ苓
りよう

桂
けい

朮
じゆつ

甘湯エキスＴ
Ｇ

吸ℊ 朽.求灸

オステラック錠吸灸灸 吸灸灸㎎吸錠 吸弓.急灸

オステラック錠宮灸灸 宮灸灸㎎吸錠 吸汲.弓灸

オスポロット錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 救.泣灸

オスポロット錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 吸泣.朽灸

オゼックス細粒小児用吸救％ 吸救灸㎎吸ℊ 弓救汲.泣灸

⃝局 オゼックス錠小児用朽灸㎎ 朽灸㎎吸錠 吸吸朽.宮灸

⃝局 オゼックス錠求救 求救㎎吸錠 救吸.急灸

⃝局 オゼックス錠吸救灸 吸救灸㎎吸錠 朽灸.急灸

オセルタミビルカプセル
求救㎎「サワイ」

求救㎎吸カプセル 吸吸急.急灸

オセルタミビルＤＳ弓％「サ
ワイ」

弓％吸ℊ 汲救.灸灸

オダイン錠吸宮救㎎ 吸宮救㎎吸錠 吸求吸.急灸

オテズラ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 弓宮泣.泣灸

オテズラ錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 朽救泣.求灸

オテズラ錠弓灸㎎ 弓灸㎎吸錠 泣汲泣.朽灸

オデフシィ配合錠 吸錠 朽,吸救宮.救灸

オドリック錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 宮救.汲灸

オドリック錠吸㎎ 吸㎎吸錠 弓朽.急灸

オーネスＳＴ配合錠 吸錠 救.求灸

オーネスＳＰ配合カプセル 吸カプセル 救.求灸

オーネスＮ配合顆
か

粒 吸ℊ 吸汲.吸灸

オノンカプセル吸吸宮.救㎎ 吸吸宮.救㎎吸カプセル 弓急.急灸

オノンドライシロップ吸灸％ 吸灸％吸ℊ 急泣.救灸

オパイリン錠吸宮救㎎ 吸宮救㎎吸錠 汲.弓灸

オパイリン錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 吸宮.灸灸

オパルモン錠救㎍ 救㎍吸錠 弓宮.灸灸

オピセゾールＡ液 吸灸客 吸救.求灸

※ オピセゾールコデイン液（日
医工）

吸客 弓.弓灸

オーファディンカプセル宮㎎ 宮㎎吸カプセル 急,灸弓弓.弓灸

オーファディンカプセル救㎎ 救㎎吸カプセル 汲,汲灸泣.宮灸

オーファディンカプセル
吸灸㎎

吸灸㎎吸カプセル 吸朽,灸朽灸.宮灸

オフェブカプセル吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸カプセル 弓,泣汲宮.急灸

オフェブカプセル吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸カプセル 救,泣朽朽.急灸

オプスミット錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸弓,弓求急.朽灸

⃝麻 オプソ内服液救㎎ 救㎎宮.救客吸包 吸吸急.救灸

⃝麻 オプソ内服液吸灸㎎ 吸灸㎎救客吸包 宮吸吸.泣灸

オフタルムＫ配合錠 吸錠 吸急.灸灸

オフロキサシン錠吸灸灸㎎「サ
ワイ」

吸灸灸㎎吸錠 汲宮.汲灸

オフロキサシン錠吸灸灸㎎「ツ
ルハラ」

吸灸灸㎎吸錠 朽救.泣灸

オフロキサシン吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 急汲.汲灸

オペプリム 救灸灸㎎吸カプセル 求宮泣.宮灸

オメプラゾール吸灸㎎腸溶錠 吸灸㎎吸錠 吸汲.弓灸

オメプラゾール宮灸㎎腸溶錠 宮灸㎎吸錠 宮汲.宮灸

⃝局 オメプラゾン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 弓朽.朽灸

⃝局 オメプラゾン錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 救朽.急灸

⃝局 オメプラール錠吸灸 吸灸㎎吸錠 弓求.宮灸

⃝局 オメプラール錠宮灸 宮灸㎎吸錠 救求.弓灸

⃝局 オラスポア小児用ドライシロ
ップ吸灸％

吸灸灸㎎吸ℊ 弓吸.朽灸

オラセフ錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 朽宮.灸灸

オラデオカプセル吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸カプセル 求急,宮宮汲.宮灸

⃝局 オーラノフィン錠弓㎎「サワ
イ」

弓㎎吸錠 宮汲.泣灸

オラペネム小児用細粒吸灸％ 吸灸灸㎎吸ℊ 救泣朽.急灸

オランザピンＯＤ錠吸.宮救㎎
「アメル」

吸.宮救㎎吸錠 求.宮灸

オランザピンＯＤ錠宮.救㎎
「明治」

宮.救㎎吸錠 宮吸.弓灸

オランザピン細粒吸％「タカ
タ」

吸％吸ℊ 求泣.弓灸

オランザピン細粒吸％「トー
ワ」

吸％吸ℊ 求泣.弓灸

オランザピン細粒吸％「明
治」

吸％吸ℊ 求泣.弓灸

オランザピン細粒吸％「ヨシ
トミ」

吸％吸ℊ 求泣.弓灸

オランザピン錠吸.宮救㎎「ア
メル」

吸.宮救㎎吸錠 求.宮灸

オランザピン錠宮.救㎎「三
和」

宮.救㎎吸錠 宮吸.弓灸

オランザピン錠宮.救㎎「トー
ワ」

宮.救㎎吸錠 宮吸.弓灸

オランザピン錠宮.救㎎「明
治」

宮.救㎎吸錠 宮吸.弓灸

オランザピン錠吸灸㎎「明治」 吸灸㎎吸錠 求汲.吸灸

オランザピン錠宮灸㎎「アメ
ル」

宮灸㎎吸錠 救泣.朽灸

オランザピン錠宮灸㎎「ＥＥ」 宮灸㎎吸錠 救泣.朽灸

オランザピン錠宮灸㎎「ＫＮ」 宮灸㎎吸錠 救泣.朽灸

オランザピン吸％細粒 吸％吸ℊ 急泣.汲灸

オランザピン宮.救㎎口腔
くう

内崩
壊錠

宮.救㎎吸錠 吸吸.急灸

オランザピン宮.救㎎錠 宮.救㎎吸錠 吸吸.急灸

オランザピン救㎎口腔
くう

内崩壊
錠

救㎎吸錠 宮急.吸灸

オランザピン救㎎錠 救㎎吸錠 宮急.吸灸

オランザピン吸灸㎎口腔
くう

内崩
壊錠

吸灸㎎吸錠 急宮.灸灸

オランザピン吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 急宮.灸灸
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オルケディア錠吸㎎ 吸㎎吸錠 宮求吸.泣灸

オルケディア錠宮㎎ 宮㎎吸錠 弓泣泣.灸灸

オルミエント錠宮㎎ 宮㎎吸錠 宮,求灸救.泣灸

オルミエント錠急㎎ 急㎎吸錠 救,宮求急.泣灸

オルメサルタンＯＤ錠吸灸㎎
「オーハラ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

オルメサルタンＯＤ錠吸灸㎎
「ＪＧ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

オルメサルタンＯＤ錠吸灸㎎
「ＤＳＥＰ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

オルメサルタンＯＤ錠吸灸㎎
「トーワ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

オルメサルタンＯＤ錠宮灸㎎
「オーハラ」

宮灸㎎吸錠 宮朽.灸灸

オルメサルタンＯＤ錠宮灸㎎
「ＪＧ」

宮灸㎎吸錠 宮泣.朽灸

オルメサルタンＯＤ錠宮灸㎎
「ＤＳＥＰ」

宮灸㎎吸錠 宮朽.灸灸

オルメサルタンＯＤ錠宮灸㎎
「トーワ」

宮灸㎎吸錠 宮朽.灸灸

オルメサルタンＯＤ錠急灸㎎
「ＪＧ」

急灸㎎吸錠 弓求.救灸

オルメサルタンＯＤ錠急灸㎎
「ＤＳＥＰ」

急灸㎎吸錠 弓求.救灸

オルメサルタンＯＤ錠急灸㎎
「トーワ」

急灸㎎吸錠 弓求.救灸

⃝局 オルメサルタン錠吸灸㎎「ケ
ミファ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 オルメサルタン錠吸灸㎎「Ｊ
Ｇ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 オルメサルタン錠吸灸㎎「Ｔ
ＣＫ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 オルメサルタン錠宮灸㎎「Ｊ
Ｇ」

宮灸㎎吸錠 宮泣.朽灸

⃝局 オルメサルタン錠宮灸㎎「ツ
ルハラ」

宮灸㎎吸錠 宮朽.灸灸

⃝局 オルメサルタン錠急灸㎎「Ｊ
Ｇ」

急灸㎎吸錠 弓求.救灸

オルメサルタンメドキソミル

救㎎口腔
くう

内崩壊錠

救㎎吸錠 吸灸.吸灸

オルメサルタンメドキソミル
救㎎錠

救㎎吸錠 吸灸.吸灸

オルメサルタンメドキソミル

吸灸㎎口腔
くう

内崩壊錠

吸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

オルメサルタンメドキソミル
吸灸㎎錠

吸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

オルメサルタンメドキソミル

宮灸㎎口腔
くう

内崩壊錠

宮灸㎎吸錠 吸弓.吸灸

オルメサルタンメドキソミル
宮灸㎎錠

宮灸㎎吸錠 吸弓.吸灸

オルメサルタンメドキソミル

急灸㎎口腔
くう

内崩壊錠

急灸㎎吸錠 吸汲.朽灸

オルメサルタンメドキソミル
急灸㎎錠

急灸㎎吸錠 吸汲.朽灸

オルメテックＯＤ錠救㎎ 救㎎吸錠 宮吸.吸灸

オルメテックＯＤ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 弓宮.弓灸

オルメテックＯＤ錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 救汲.汲灸

オルメテックＯＤ錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 汲急.急灸

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠
救㎎「ＡＡ」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠
救㎎「ＭＥＥＫ」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠

救㎎「杏
きよう

林」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠
救㎎「ケミファ」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠
救㎎「サワイ」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠
救㎎「ＪＧ」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠
救㎎「タカタ」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠
救㎎「テバ」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠
救㎎「トーワ」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠
救㎎「ファイザー」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠
救㎎「明治」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

オロパタジン塩酸塩ＯＤフィ
ルム救㎎「マルホ」

救㎎吸錠 吸朽.求灸

オロパタジン塩酸塩顆
か

粒
灸.救％「ＭＥＥＫ」

灸.救％吸ℊ 吸朽.朽灸

オロパタジン塩酸塩顆
か

粒
灸.救％「トーワ」

灸.救％吸ℊ 宮急.吸灸

⃝局 オロパタジン塩酸塩錠宮.救㎎
「ケミファ」

宮.救㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 オロパタジン塩酸塩錠救㎎
「アメル」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

⃝局 オロパタジン塩酸塩錠救㎎
「ＥＥ」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

⃝局 オロパタジン塩酸塩錠救㎎
「ＡＡ」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

⃝局 オロパタジン塩酸塩錠救㎎
「ＮＰＩ」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

⃝局 オロパタジン塩酸塩錠救㎎
「ＭＥＥＫ」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

⃝局 オロパタジン塩酸塩錠救㎎
「オーハラ」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

⃝局 オロパタジン塩酸塩錠救㎎

「杏
きよう

林」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

⃝局 オロパタジン塩酸塩錠救㎎
「ケミファ」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

⃝局 オロパタジン塩酸塩錠救㎎
「サワイ」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

⃝局 オロパタジン塩酸塩錠救㎎
「サンド」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

⃝局 オロパタジン塩酸塩錠救㎎
「ＪＧ」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

⃝局 オロパタジン塩酸塩錠救㎎
「ＺＥ」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

⃝局 オロパタジン塩酸塩錠救㎎
「タカタ」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

⃝局 オロパタジン塩酸塩錠救㎎
「トーワ」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

⃝局 オロパタジン塩酸塩錠救㎎
「ＢＭＤ」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

⃝局 オロパタジン塩酸塩錠救㎎
「ファイザー」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

⃝局 オロパタジン塩酸塩錠救㎎
「明治」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

⃝局 オロパタジン塩酸塩錠救㎎
「ＹＤ」

救㎎吸錠 吸灸.救灸

オロパタジン塩酸塩ドライシ
ロップ吸％「日本臓器」

吸％吸ℊ 救求.泣灸

オロパタジン塩酸塩宮.救㎎口

腔
くう

内崩壊錠

宮.救㎎吸錠 吸灸.吸灸

オロパタジン塩酸塩宮.救㎎錠 宮.救㎎吸錠 吸灸.吸灸

オロパタジン塩酸塩救㎎口腔
くう

内崩壊錠
救㎎吸錠 吸灸.吸灸

オロパタジン塩酸塩救㎎錠 救㎎吸錠 吸灸.吸灸

オングリザ錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 朽救.泣灸

オングリザ錠救㎎ 救㎎吸錠 泣汲.汲灸

⃝局 オンジ 吸灸ℊ 急灸.急灸

オンジェンティス錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 泣救求.急灸

⃝局 オンジ末 吸灸ℊ 弓宮.吸灸

オンダンセトロンＯＤフィル
ム宮㎎「ＧＦＰ」

宮㎎吸錠 弓宮汲.汲灸

オンダンセトロンＯＤフィル
ム急㎎「ＧＦＰ」

急㎎吸錠 急宮求.吸灸

(か)

カイカ 吸灸ℊ 吸急.急灸
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カイトリル細粒灸.急％ 宮㎎吸包 汲灸救.吸灸

カイトリル錠吸㎎ 吸㎎吸錠 弓泣弓.救灸

カイトリル錠宮㎎ 宮㎎吸錠 汲灸急.弓灸

⃝局 ガイヨウ 吸灸ℊ 宮救.救灸

カイロック細粒急灸％ 急灸％吸ℊ 吸弓.宮灸

⃝局 加香ヒマシ油 吸灸客 吸弓.灸灸

⃝局 加工ブシ末「三和生薬」 吸ℊ 吸吸.急灸

⃝局 カゴソウ 吸灸ℊ 吸求.汲灸

カシ 吸灸ℊ 吸吸.灸灸

⃝局 カシュウ 吸灸ℊ 宮救.救灸

⃝局 ガジュツ 吸灸ℊ 吸灸.救灸

ガジュツ末 吸灸ℊ 吸汲.朽灸

※ カスカラサグラダ流エキス
（司生堂）

吸灸客 吸弓.灸灸

ガスコン散吸灸％ 吸灸％吸ℊ 朽.汲灸

ガスコン錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 救.求灸

ガスコン錠汲灸㎎ 汲灸㎎吸錠 救.泣灸

ガスコンドロップ内用液宮％ 宮％吸客 弓.救灸

ガスサール錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 救.求灸

⃝局 ガスター散宮％ 宮％吸ℊ 宮朽.灸灸

⃝局 ガスター散吸灸％ 吸灸％吸ℊ 吸吸宮.朽灸

⃝局 ガスター錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸求.宮灸

⃝局 ガスター錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 宮灸.宮灸

ガスターＤ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸求.宮灸

ガスターＤ錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 宮灸.宮灸

ガスチーム散急万単位／ℊ 宮灸,灸灸灸単位 吸灸救.宮灸

ガストログラフイン経口・注
腸用

吸客 吸宮.泣灸

⃝局 ガストローム顆
か

粒朽朽.求％ 朽朽.求％吸ℊ 吸急.救灸

⃝局 ガスモチン散吸％ 吸％吸ℊ 宮救.朽灸

⃝局 ガスモチン錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 ガスモチン錠救㎎ 救㎎吸錠 吸宮.救灸

ガスロンＮ・ＯＤ錠宮㎎ 宮㎎吸錠 吸朽.泣灸

ガスロンＮ・ＯＤ錠急㎎ 急㎎吸錠 吸汲.弓灸

⃝局 ガスロンＮ細粒灸.汲％ 灸.汲％吸ℊ 弓吸.弓灸

⃝局 ガスロンＮ錠宮㎎ 宮㎎吸錠 吸朽.泣灸

⃝局 ガスロンＮ錠急㎎ 急㎎吸錠 吸汲.弓灸

カソデックスＯＤ錠汲灸㎎ 汲灸㎎吸錠 弓宮求.汲灸

カソデックス錠汲灸㎎ 汲灸㎎吸錠 弓宮求.汲灸

カタプレス錠求救㎍ 灸.灸求救㎎吸錠 救.泣灸

カタプレス錠吸救灸㎍ 灸.吸救㎎吸錠 朽.朽灸

カチーフＮ散吸灸㎎／ℊ 吸％吸ℊ 弓吸.弓灸

カチーフＮ錠救㎎ 救㎎吸錠 吸救.弓灸

⃝局 カッコウ 吸灸ℊ 吸急.急灸

⃝局 カッコン 吸灸ℊ 吸求.吸灸

⃝局 カッセキ 吸灸ℊ 吸救.汲灸

⃝局 カデチア配合錠ＨＤ「あす
か」

吸錠 弓弓.泣灸

⃝局 カデチア配合錠ＨＤ「テバ」 吸錠 弓弓.泣灸

⃝局 カデチア配合錠ＬＤ「あす
か」

吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 カデチア配合錠ＬＤ「テバ」 吸錠 吸汲.宮灸

カデュエット配合錠吸番 吸錠 急泣.急灸

カデュエット配合錠宮番 吸錠 求泣.吸灸

カデュエット配合錠弓番 吸錠 朽急.求灸

カデュエット配合錠急番 吸錠 泣急.灸灸

⃝局 果糖 吸ℊ 泣.急灸

カナグル錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸朽泣.吸灸

ガナトン錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸宮.宮灸

カナマイシンカプセル宮救灸㎎
「明治」

宮救灸㎎吸カプセル 急灸.灸灸

カナマイシンシロップ救％
「明治」

救灸㎎吸客 朽.求灸

カナリア配合錠 吸錠 宮急朽.灸灸

⃝局 カノコソウ 吸灸ℊ 急朽.灸灸

⃝局 カノコソウ末 吸灸ℊ 救灸.朽灸

カーバグル分散錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 吸朽,救泣朽.泣灸

カバサール錠灸.宮救㎎ 灸.宮救㎎吸錠 救吸.吸灸

カバサール錠吸.灸㎎ 吸㎎吸錠 吸朽宮.泣灸

ガバペン錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 宮求.朽灸

ガバペン錠弓灸灸㎎ 弓灸灸㎎吸錠 弓朽.急灸

ガバペン錠急灸灸㎎ 急灸灸㎎吸錠 急救.宮灸

ガバペンシロップ救％ 救％吸客 吸求.宮灸

⃝局 カフェイン水和物 吸ℊ 求.救灸

⃝局 カフェイン水和物原末「マル
イシ」

吸ℊ 泣.求灸

⃝局 カフェイン水和物「ファイザ
ー」原末

吸ℊ 泣.求灸

カフコデＮ配合錠 吸錠 救.泣灸

⃝局 カプセル 吸灸個 吸救.汲灸

カプトプリル救％細粒 救％吸ℊ 吸灸.泣灸

カプトプリル吸宮.救㎎錠 吸宮.救㎎吸錠 救.求灸

カプトプリル宮救㎎錠 宮救㎎吸錠 救.泣灸

カプトリル−Ｒカプセル
吸汲.求救㎎

吸汲.求救㎎吸カプセル 宮求.吸灸

カプトリル細粒救％ 救％吸ℊ 宮宮.泣灸

カプトリル錠吸宮.救㎎ 吸宮.救㎎吸錠 吸吸.急灸

カプトリル錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 吸宮.急灸

カプレルサ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 求,泣灸宮.宮灸

カペシタビン錠弓灸灸㎎「Ｎ
Ｋ」

弓灸灸㎎吸錠 求泣.汲灸

カペシタビン錠弓灸灸㎎「サワ
イ」

弓灸灸㎎吸錠 求泣.汲灸

カペシタビン錠弓灸灸㎎「Ｊ
Ｇ」

弓灸灸㎎吸錠 求泣.汲灸

カペシタビン錠弓灸灸㎎「トー
ワ」

弓灸灸㎎吸錠 求泣.汲灸

カペシタビン錠弓灸灸㎎「日医
工」

弓灸灸㎎吸錠 求泣.汲灸

カペシタビン錠弓灸灸㎎「ヤク
ルト」

弓灸灸㎎吸錠 求泣.汲灸

カベルゴリン灸.宮救㎎錠 灸.宮救㎎吸錠 弓吸.弓灸

カベルゴリン吸㎎錠 吸㎎吸錠 吸灸灸.求灸

カボメティクス錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 汲,灸灸求.朽灸

カボメティクス錠朽灸㎎ 朽灸㎎吸錠 宮宮,弓弓弓.灸灸

カマラ 吸灸ℊ 弓弓朽.汲灸

⃝局 カムシア配合錠ＨＤ「あす
か」

吸錠 宮泣.急灸

⃝局 カムシア配合錠ＨＤ「サン
ド」

吸錠 宮泣.急灸

⃝局 カムシア配合錠ＨＤ「武田テ
バ」

吸錠 宮泣.急灸

⃝局 カムシア配合錠ＨＤ「トー
ワ」

吸錠 宮泣.急灸

⃝局 カムシア配合錠ＨＤ「日新」 吸錠 宮泣.急灸

⃝局 カムシア配合錠ＨＤ「ニプ
ロ」

吸錠 宮泣.急灸

⃝局 カムシア配合錠ＬＤ「あす
か」

吸錠 宮泣.汲灸

⃝局 カムシア配合錠ＬＤ「サン
ド」

吸錠 宮泣.汲灸

⃝局 カムシア配合錠ＬＤ「武田テ
バ」

吸錠 宮泣.汲灸

⃝局 カムシア配合錠ＬＤ「トー
ワ」

吸錠 宮泣.汲灸

⃝局 カムシア配合錠ＬＤ「日新」 吸錠 宮泣.汲灸

⃝局 カムシア配合錠ＬＤ「ニプ
ロ」

吸錠 宮泣.汲灸

カモスタットメシル酸塩
吸灸灸㎎錠

吸灸灸㎎吸錠 求.救灸

ガラフォルドカプセル吸宮弓㎎ 吸宮弓㎎吸カプセル吸急救,弓灸急.灸灸

ガランターゼ散救灸％ 救灸％吸ℊ 弓灸.求灸

ガランタミンＯＤ錠急㎎「ア
メル」

急㎎吸錠 宮求.朽灸
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ガランタミンＯＤ錠急㎎「サ
ワイ」

急㎎吸錠 宮求.朽灸

ガランタミンＯＤ錠急㎎「Ｊ
Ｇ」

急㎎吸錠 宮求.朽灸

ガランタミンＯＤ錠急㎎「武
田テバ」

急㎎吸錠 宮求.朽灸

ガランタミンＯＤ錠急㎎「Ｄ
ＳＥＰ」

急㎎吸錠 宮求.朽灸

ガランタミンＯＤ錠急㎎「ト
ーワ」

急㎎吸錠 弓救.泣灸

ガランタミンＯＤ錠急㎎「日
医工」

急㎎吸錠 宮求.朽灸

ガランタミンＯＤ錠急㎎「ニ
プロ」

急㎎吸錠 宮求.朽灸

ガランタミンＯＤ錠急㎎「Ｙ
Ｄ」

急㎎吸錠 宮求.朽灸

ガランタミンＯＤ錠汲㎎「サ
ワイ」

汲㎎吸錠 急弓.朽灸

ガランタミンＯＤ錠汲㎎「Ｊ
Ｇ」

汲㎎吸錠 急弓.朽灸

ガランタミンＯＤ錠汲㎎「武
田テバ」

汲㎎吸錠 急弓.朽灸

ガランタミンＯＤ錠汲㎎「Ｄ
ＳＥＰ」

汲㎎吸錠 急弓.朽灸

ガランタミンＯＤ錠汲㎎「ト
ーワ」

汲㎎吸錠 急弓.朽灸

ガランタミンＯＤ錠汲㎎「日
医工」

汲㎎吸錠 急弓.朽灸

ガランタミンＯＤ錠汲㎎「ニ
プロ」

汲㎎吸錠 急弓.朽灸

ガランタミンＯＤ錠汲㎎「Ｙ
Ｄ」

汲㎎吸錠 急弓.朽灸

ガランタミンＯＤ錠吸宮㎎
「アメル」

吸宮㎎吸錠 救急.弓灸

ガランタミンＯＤ錠吸宮㎎
「サワイ」

吸宮㎎吸錠 救急.弓灸

ガランタミンＯＤ錠吸宮㎎
「ＪＧ」

吸宮㎎吸錠 救急.弓灸

ガランタミンＯＤ錠吸宮㎎
「武田テバ」

吸宮㎎吸錠 救急.弓灸

ガランタミンＯＤ錠吸宮㎎
「ＤＳＥＰ」

吸宮㎎吸錠 救急.弓灸

ガランタミンＯＤ錠吸宮㎎
「トーワ」

吸宮㎎吸錠 救急.弓灸

ガランタミンＯＤ錠吸宮㎎
「日医工」

吸宮㎎吸錠 救急.弓灸

ガランタミンＯＤ錠吸宮㎎
「ニプロ」

吸宮㎎吸錠 救急.弓灸

ガランタミンＯＤ錠吸宮㎎
「ＹＤ」

吸宮㎎吸錠 救急.弓灸

ガランタミン臭化水素酸塩

汲㎎口腔
くう

内崩壊錠

汲㎎吸錠 弓汲.弓灸

⃝局 カリエード散 吸ℊ 吸弓.救灸

カリジノゲナーゼカプセル
宮救単位「日医工」

宮救単位吸カプセル 救.泣灸

カリジノゲナーゼ錠救灸単位
「フジモト」

救灸単位吸錠 吸宮.灸灸

カリジノゲナーゼ宮救単位錠 宮救単位吸錠 救.泣灸

カリジノゲナーゼ救灸単位錠 救灸単位吸錠 救.泣灸

カリメート経口液宮灸％ 宮灸％宮救ℊ吸包 朽朽.吸灸

カリメートドライシロップ
泣宮.救泣％

泣宮.救泣％吸ℊ 吸宮.吸灸

カルグート細粒救％ 救％吸ℊ 宮宮汲.弓灸

カルグート錠救 救㎎吸錠 宮救.汲灸

カルグート錠吸灸 吸灸㎎吸錠 急弓.泣灸

カルケンスカプセル吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸カプセル 吸救,宮灸宮.宮灸

カルシトリオール灸.宮救㎍カ
プセル

灸.宮救㎍吸カプセル 朽.弓灸

カルシトリオール灸.救㎍カプ
セル

灸.救㎍吸カプセル 泣.宮灸

⃝局 カルスロット錠救 救㎎吸錠 吸朽.宮灸

⃝局 カルスロット錠吸灸 吸灸㎎吸錠 宮吸.弓灸

⃝局 カルスロット錠宮灸 宮灸㎎吸錠 弓朽.灸灸

カルタンＯＤ錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 救.泣灸

カルタンＯＤ錠救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸錠 朽.急灸

⃝局 カルタン細粒汲弓％ 汲弓％吸ℊ 求.救灸

⃝局 カルタン錠宮救灸 宮救灸㎎吸錠 救.泣灸

⃝局 カルタン錠救灸灸 救灸灸㎎吸錠 朽.急灸

⃝局 カルチコール末 吸ℊ 汲.宮灸

カルテオロール塩酸塩救㎎錠 救㎎吸錠 救.泣灸

カルデナリンＯＤ錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 吸弓.吸灸

カルデナリンＯＤ錠吸㎎ 吸㎎吸錠 宮灸.灸灸

カルデナリンＯＤ錠宮㎎ 宮㎎吸錠 宮救.急灸

カルデナリンＯＤ錠急㎎ 急㎎吸錠 救灸.急灸

⃝局 カルデナリン錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 吸弓.吸灸

⃝局 カルデナリン錠吸㎎ 吸㎎吸錠 宮灸.灸灸

⃝局 カルデナリン錠宮㎎ 宮㎎吸錠 宮救.急灸

⃝局 カルデナリン錠急㎎ 急㎎吸錠 救灸.急灸

カルナクリンカプセル宮救 宮救単位吸カプセル 汲.求灸

カルナクリン錠宮救 宮救単位吸錠 汲.求灸

カルナクリン錠救灸 救灸単位吸錠 吸救.灸灸

カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム錠吸灸㎎「日医工」

吸灸㎎吸錠 救.吸灸

カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム吸灸％細粒

吸灸％吸ℊ 汲.急灸

カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム吸灸％散

吸灸％吸ℊ 汲.急灸

カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム弓灸㎎錠

弓灸㎎吸錠 救.泣灸

カルバマゼピン細粒救灸％
「アメル」

救灸％吸ℊ 吸弓.急灸

カルバマゼピン細粒救灸％
「フジナガ」

救灸％吸ℊ 吸弓.急灸

カルバマゼピン吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 救.求灸

カルバマゼピン宮灸灸㎎錠 宮灸灸㎎吸錠 救.泣灸

カルバン錠宮救 宮救㎎吸錠 宮灸.宮灸

カルバン錠救灸 救灸㎎吸錠 弓急.泣灸

カルバン錠吸灸灸 吸灸灸㎎吸錠 救急.汲灸

カルビスケン錠救㎎ 救㎎吸錠 吸吸.救灸

⃝局 カルブロック錠汲㎎ 汲㎎吸錠 宮吸.急灸

⃝局 カルブロック錠吸朽㎎ 吸朽㎎吸錠 弓泣.灸灸

⃝局 カルベジロール錠宮灸㎎「ア
メル」

宮灸㎎吸錠 宮急.救灸

⃝局 カルベジロール錠宮灸㎎「サ
ワイ」

宮灸㎎吸錠 宮急.救灸

⃝局 カルベジロール錠宮灸㎎「タ
ナベ」

宮灸㎎吸錠 宮急.救灸

⃝局 カルベジロール錠宮灸㎎「Ｔ
ＣＫ」

宮灸㎎吸錠 宮急.救灸

⃝局 カルベジロール錠宮灸㎎「ト
ーワ」

宮灸㎎吸錠 宮急.救灸

⃝局 カルベジロール錠宮灸㎎「フ
ァイザー」

宮灸㎎吸錠 宮急.救灸

カルベジロール吸.宮救㎎錠 吸.宮救㎎吸錠 吸灸.吸灸

カルベジロール宮.救㎎錠 宮.救㎎吸錠 吸灸.吸灸

カルベジロール吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 吸宮.宮灸

カルベジロール宮灸㎎錠 宮灸㎎吸錠 吸弓.泣灸

カルボシステイン細粒救灸％
「ツルハラ」

救灸％吸ℊ 朽.救灸

⃝局 カルボシステイン錠救灸灸㎎
「サワイ」

救灸灸㎎吸錠 求.泣灸

⃝局 カルボシステイン錠救灸灸㎎
「ツルハラ」

救灸灸㎎吸錠 求.泣灸

⃝局 カルボシステイン錠救灸灸㎎
「テバ」

救灸灸㎎吸錠 求.泣灸

⃝局 カルボシステイン錠救灸灸㎎
「トーワ」

救灸灸㎎吸錠 求.泣灸

⃝局 カルメロースナトリウム 吸ℊ 求.弓灸

カレトラ配合錠 吸錠 弓灸汲.灸灸

カレトラ配合内用液 吸客 吸急急.救灸
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⃝局 カロコン 吸灸ℊ 吸求.弓灸

カロナール細粒宮灸％ 宮灸％吸ℊ 求.吸灸

カロナール細粒救灸％ 救灸％吸ℊ 汲.弓灸

カロナール錠弓灸灸 弓灸灸㎎吸錠 朽.汲灸

カロナール錠救灸灸 救灸灸㎎吸錠 求.朽灸

カロニン 吸灸ℊ 宮泣.汲灸

⃝局 カンキョウ 吸灸ℊ 吸朽.宮灸

⃝局 カンゾウ 吸灸ℊ 宮吸.弓灸

⃝局 カンゾウエキス 吸ℊ 泣.弓灸

⃝局 乾燥甲状腺 吸ℊ 朽弓.灸灸

⃝局 乾燥酵母 吸灸ℊ 宮弓.求灸

⃝局 乾燥酵母エビオス 吸灸ℊ 弓救.汲灸

⃝局 乾燥酵母「ファイザー」原末 吸灸ℊ 弓宮.弓灸

⃝局 乾燥水酸化アルミニウムゲル 吸ℊ 求.弓灸

⃝局 乾燥水酸化アルミニウムゲル
細粒

吸ℊ 求.灸灸

⃝局 カンゾウ末 吸灸ℊ 弓宮.灸灸

カンタリス 吸灸ℊ 宮吸宮.宮灸

カンデサルタンＯＤ錠吸宮㎎
「ＥＥ」

吸宮㎎吸錠 急救.弓灸

カンデサルタンＯＤ錠吸宮㎎
「ＫＮ」

吸宮㎎吸錠 救吸.汲灸

カンデサルタンＯＤ錠吸宮㎎
「サワイ」

吸宮㎎吸錠 急救.弓灸

カンデサルタンＯＤ錠吸宮㎎
「トーワ」

吸宮㎎吸錠 急救.弓灸

⃝局 カンデサルタン錠急㎎「あす
か」

急㎎吸錠 宮吸.弓灸

⃝局 カンデサルタン錠急㎎「科
研」

急㎎吸錠 宮灸.吸灸

⃝局 カンデサルタン錠急㎎「ツル
ハラ」

急㎎吸錠 宮吸.弓灸

⃝局 カンデサルタン錠汲㎎「あす
か」

汲㎎吸錠 弓泣.求灸

⃝局 カンデサルタン錠汲㎎「科
研」

汲㎎吸錠 弓泣.求灸

⃝局 カンデサルタン錠汲㎎「ケミ
ファ」

汲㎎吸錠 弓泣.求灸

⃝局 カンデサルタン錠吸宮㎎「あ
すか」

吸宮㎎吸錠 急救.弓灸

⃝局 カンデサルタン錠吸宮㎎「科
研」

吸宮㎎吸錠 急救.弓灸

⃝局 カンデサルタン錠吸宮㎎「ケ
ミファ」

吸宮㎎吸錠 急救.弓灸

⃝局 カンデサルタン錠吸宮㎎「Ｄ
ＳＥＰ」

吸宮㎎吸錠 急救.弓灸

カンデサルタンシレキセチル

宮㎎口腔
くう

内崩壊錠

宮㎎吸錠 吸灸.吸灸

カンデサルタンシレキセチル
宮㎎錠

宮㎎吸錠 吸灸.吸灸

カンデサルタンシレキセチル

急㎎口腔
くう

内崩壊錠

急㎎吸錠 吸灸.吸灸

カンデサルタンシレキセチル
急㎎錠

急㎎吸錠 吸灸.吸灸

カンデサルタンシレキセチル

汲㎎口腔
くう

内崩壊錠

汲㎎吸錠 吸急.求灸

カンデサルタンシレキセチル
汲㎎錠

汲㎎吸錠 吸急.求灸

カンデサルタンシレキセチル
吸宮㎎錠

吸宮㎎吸錠 吸泣.泣灸

⃝局 カンテン末 吸灸ℊ 救吸.吸灸

⃝局 含糖ペプシン 吸灸ℊ 吸泣.朽灸

ガンマオリザノール宮灸％細
粒

宮灸％吸ℊ 朽.弓灸

ガンマオリザノール救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 救.求灸

ガンマロン錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 救.泣灸

⃝局 肝油 吸灸ℊ 宮朽.吸灸

(き)

⃝局 希塩酸 吸灸客 泣.灸灸

⃝局 キキョウ 吸灸ℊ 宮汲.宮灸

⃝局 キキョウ末 吸灸ℊ 宮救.泣灸

⃝局 キクカ 吸灸ℊ 弓弓.朽灸

⃝局 キササゲ 吸灸ℊ 吸泣.急灸

⃝局 キジツ 吸灸ℊ 吸宮.求灸

キシロカインビスカス宮％ 宮％吸客 救.弓灸

キックリンカプセル宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸カプセル 宮急.急灸

キックリン顆
か

粒汲朽.宮％ 汲朽.宮％吸ℊ 汲宮.宮灸

キッピ 吸灸ℊ 吸宮.急灸

キナ 吸灸ℊ 吸朽.汲灸

キナ末 吸灸ℊ 吸宮.急灸

キニジン硫酸塩錠吸灸灸㎎「フ
ァイザー」

吸灸灸㎎吸錠 汲.急灸

⃝局 キニジン硫酸塩水和物 吸ℊ 吸宮救.吸灸

⃝局 キニーネエチル炭酸エステル 吸ℊ 吸宮急.泣灸

⃝局 キニーネ塩酸塩水和物 吸ℊ 吸弓吸.朽灸

⃝局 キニーネ硫酸塩水和物 吸ℊ 吸吸汲.吸灸

⃝局 キネダック錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 救灸.求灸

キプレスＯＤ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸吸宮.弓灸

⃝局 キプレス細粒急㎎ 急㎎吸包 吸宮宮.急灸

⃝局 キプレス錠救㎎ 救㎎吸錠 泣急.灸灸

⃝局 キプレス錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸吸宮.弓灸

⃝局 キプレスチュアブル錠救㎎ 救㎎吸錠 吸吸泣.泣灸

キャブピリン配合錠 吸錠 吸灸朽.求灸

キャベジンＵコーワ錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 救.求灸

キャベジンＵコーワ配合散 吸ℊ 朽.吸灸

球形吸着炭細粒 吸ℊ 急朽.汲灸

球形吸着炭宮灸灸㎎カプセル 宮灸灸㎎吸カプセル 吸吸.灸灸

球形吸着炭宮汲朽㎎カプセル 宮汲朽㎎吸カプセル 吸救.求灸

⃝局 キョウカツ 吸灸ℊ 朽灸.吸灸

⃝局 キョウニン 吸灸ℊ 吸救.泣灸

⃝局 キョウニン水 吸灸客 吸朽.朽灸

⃝局 キョウニン水「ＪＧ」 吸灸客 吸求.弓灸

⃝局 キョウニン水 シオエ 吸灸客 吸求.弓灸

⃝局 キョウニン水「マルイシ」 吸灸客 吸求.弓灸

⃝局※キョウニン水（山善） 吸灸客 吸求.弓灸

キョウベリン錠吸灸灸 吸灸灸㎎吸錠 汲.吸灸

キョーリンＡＰ宮配合顆
か

粒 吸ℊ 吸吸.灸灸

キンギンカ 吸灸ℊ 朽救.宮灸

(く)

クアゼパム錠吸救㎎「ＭＮＰ」 吸救㎎吸錠 弓急.汲灸

クアゼパム錠吸救㎎「トーワ」 吸救㎎吸錠 弓急.汲灸

クアゼパム錠吸救㎎「日医工」 吸救㎎吸錠 弓急.汲灸

クアゼパム錠宮灸㎎「ＭＮＰ」 宮灸㎎吸錠 急吸.弓灸

クアゼパム錠宮灸㎎「トーワ」 宮灸㎎吸錠 急吸.弓灸

クアゼパム錠宮灸㎎「日医工」 宮灸㎎吸錠 急吸.弓灸

クアゼパム吸救㎎錠 吸救㎎吸錠 宮朽.泣灸

クアゼパム宮灸㎎錠 宮灸㎎吸錠 弓弓.急灸

グアヤク脂 吸灸ℊ 宮朽.救灸

クエストラン粉末急急.急％ 急急.急％吸ℊ 吸灸.灸灸

⃝局 クエチアピン細粒吸灸％「ア
メル」

吸灸％吸ℊ 急灸.急灸

⃝局 クエチアピン細粒救灸％「ア
メル」

救灸％吸ℊ 吸救救.灸灸

⃝局 クエチアピン細粒救灸％「Ｅ
Ｅ」

救灸％吸ℊ 吸救救.灸灸

⃝局 クエチアピン細粒救灸％「Ｍ
ＥＥＫ」

救灸％吸ℊ 吸救救.灸灸

⃝局 クエチアピン細粒救灸％「サ
ワイ」

救灸％吸ℊ 吸救救.灸灸

⃝局 クエチアピン細粒救灸％「三
和」

救灸％吸ℊ 吸救救.灸灸

⃝局 クエチアピン細粒救灸％「テ
バ」

救灸％吸ℊ 吸救救.灸灸
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⃝局 クエチアピン細粒救灸％「ト
ーワ」

救灸％吸ℊ 吸救救.灸灸

⃝局 クエチアピン細粒救灸％「明
治」

救灸％吸ℊ 吸救救.灸灸

⃝局 クエチアピン細粒救灸％「ヨ
シトミ」

救灸％吸ℊ 吸救救.灸灸

⃝局 クエチアピン錠救灸㎎「アメ
ル」

救灸㎎吸錠 吸救.救灸

⃝局 クエチアピン錠救灸㎎「ＥＥ」 救灸㎎吸錠 吸救.救灸

⃝局 クエチアピン錠救灸㎎「ＭＥ
ＥＫ」

救灸㎎吸錠 吸救.救灸

⃝局 クエチアピン錠救灸㎎「サワ
イ」

救灸㎎吸錠 吸救.救灸

⃝局 クエチアピン錠救灸㎎「明治」 救灸㎎吸錠 吸救.救灸

⃝局 クエチアピン錠吸灸灸㎎「Ｅ
Ｅ」

吸灸灸㎎吸錠 宮汲.泣灸

⃝局 クエチアピン錠吸灸灸㎎「ＦＦ
Ｐ」

吸灸灸㎎吸錠 宮汲.泣灸

⃝局 クエチアピン錠吸灸灸㎎「サワ
イ」

吸灸灸㎎吸錠 宮汲.泣灸

⃝局 クエチアピン錠吸灸灸㎎「三
和」

吸灸灸㎎吸錠 宮汲.泣灸

⃝局 クエチアピン錠吸灸灸㎎「Ｊ
Ｇ」

吸灸灸㎎吸錠 弓弓.朽灸

⃝局 クエチアピン錠吸灸灸㎎「ＤＳ
ＥＰ」

吸灸灸㎎吸錠 宮汲.泣灸

⃝局 クエチアピン錠吸灸灸㎎「日
新」

吸灸灸㎎吸錠 宮汲.泣灸

⃝局 クエチアピン錠吸灸灸㎎「明
治」

吸灸灸㎎吸錠 宮汲.泣灸

⃝局 クエチアピン錠吸灸灸㎎「ヨシ
トミ」

吸灸灸㎎吸錠 宮汲.泣灸

⃝局 クエチアピン錠宮灸灸㎎「Ｅ
Ｅ」

宮灸灸㎎吸錠 救弓.朽灸

⃝局 クエチアピン錠宮灸灸㎎「ＭＥ
ＥＫ」

宮灸灸㎎吸錠 救弓.朽灸

⃝局 クエチアピン錠宮灸灸㎎「サワ
イ」

宮灸灸㎎吸錠 救弓.朽灸

⃝局 クエチアピン錠宮灸灸㎎「三
和」

宮灸灸㎎吸錠 救弓.朽灸

⃝局 クエチアピン錠宮灸灸㎎「Ｊ
Ｇ」

宮灸灸㎎吸錠 朽弓.宮灸

⃝局 クエチアピン錠宮灸灸㎎「ＤＳ
ＥＰ」

宮灸灸㎎吸錠 救弓.朽灸

⃝局 クエチアピン錠宮灸灸㎎「トー
ワ」

宮灸灸㎎吸錠 救弓.朽灸

⃝局 クエチアピン錠宮灸灸㎎「日
新」

宮灸灸㎎吸錠 救弓.朽灸

⃝局 クエチアピン錠宮灸灸㎎「明
治」

宮灸灸㎎吸錠 救弓.朽灸

⃝局 クエチアピン錠宮灸灸㎎「ヨシ
トミ」

宮灸灸㎎吸錠 救弓.朽灸

クエチアピンフマル酸塩
吸宮.救㎎錠

吸宮.救㎎吸錠 吸灸.吸灸

クエチアピンフマル酸塩
宮救㎎錠

宮救㎎吸錠 吸灸.吸灸

クエチアピンフマル酸塩
吸灸灸㎎錠

吸灸灸㎎吸錠 宮吸.汲灸

クエチアピンフマル酸塩
宮灸灸㎎錠

宮灸灸㎎吸錠 弓求.救灸

クエン酸カリウム・クエン酸
ナトリウム散

吸ℊ 朽.汲灸

クエン酸カリウム・クエン酸
ナトリウム錠

吸錠 救.泣灸

⃝局 クエン酸「ケンエー」 吸灸ℊ 吸救.朽灸

⃝局 クエン酸「コザカイ・Ｍ」 吸灸ℊ 吸急.宮灸

⃝局 クエン酸水和物 吸灸ℊ 吸宮.吸灸

⃝局 クエン酸水和物原末「ニッコ
ー」

吸灸ℊ 吸急.宮灸

クエン酸第一鉄ナトリウム顆
か

粒
吸ℊ 朽.救灸

クエン酸第一鉄ナトリウム鉄
救灸㎎錠

鉄救灸㎎吸錠 救.求灸

⃝局 クエン酸「日医工」 吸灸ℊ 吸弓.宮灸

⃝局※クエン酸（山善） 吸灸ℊ 吸救.朽灸

⃝局 クコシ 吸灸ℊ 宮汲.汲灸

クコヨウ 吸灸ℊ 吸急.灸灸

⃝局 クジン 吸灸ℊ 吸急.弓灸

⃝局 クジン末 吸灸ℊ 吸求.吸灸

グーフィス錠救㎎ 救㎎吸錠 泣急.宮灸

⃝局 苦味チンキ 吸灸客 吸朽.急灸

⃝局 苦味チンキ「ニッコー」 吸灸客 吸求.宮灸

⃝局 グラクティブ錠吸宮.救㎎ 吸宮.救㎎吸錠 救弓.吸灸

⃝局 グラクティブ錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 朽救.灸灸

⃝局 グラクティブ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸宮灸.灸灸

⃝局 グラクティブ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸求朽.朽灸

グラケーカプセル吸救㎎ 吸救㎎吸カプセル 宮吸.朽灸

クラシエ安中散料エキス細粒 吸ℊ 汲.吸灸

クラシエ茵
いん

課
ちん

蒿
こう

湯エキス細粒 吸ℊ 汲.急灸

クラシエ温清飲エキス細粒 吸ℊ 吸急.泣灸

クラシエ黄連解毒湯エキス細
粒

吸ℊ 吸弓.救灸

クラシエ黄連解毒湯エキス錠 吸錠 救.求灸

クラシエ乙字湯エキス細粒 吸ℊ 吸求.急灸

クラシエ 根湯エキス細粒 吸ℊ 朽.汲灸

クラシエ 根湯エキス錠Ｔ 吸錠 弓.汲灸

クラシエ 根湯加川芎
きゆう

辛夷
い

エ
キス細粒

吸ℊ 汲.朽灸

クラシエ 根湯加川芎
きゆう

辛夷
い

エ
キス錠

吸錠 救.灸灸

クラシエ加味帰脾
ひ

湯エキス細
粒

吸ℊ 宮急.救灸

クラシエ加味帰脾
ひ

湯エキス錠 吸錠 朽.急灸

クラシエ加味逍
しよう

遙
よう

散料エキス
細粒

吸ℊ 吸汲.朽灸

クラシエ甘草湯エキス細粒 吸ℊ 朽.灸灸

クラシエ桂
けい

枝加F
しやく

薬湯エキス
細粒

吸ℊ 汲.救灸

クラシエ桂
けい

枝加芍
しやく

薬湯エキス
錠

吸錠 弓.急灸

クラシエ桂
けい

枝加竜骨牡
ぼ

蛎
れい

湯エ
キス細粒

吸ℊ 汲.灸灸

クラシエ桂
けい

枝加苓
りよう

朮
じゆつ

附湯エキ
ス細粒

吸ℊ 朽.救灸

クラシエ桂
けい

枝加苓
りよう

朮
じゆつ

附湯エキ
ス錠

吸錠 弓.吸灸

クラシエ桂
けい

枝人参湯エキス細
粒

吸ℊ 吸弓.急灸

クラシエ桂
けい

枝茯
ぶく

苓
りよう

丸料エキス
細粒

吸ℊ 泣.汲灸

クラシエ桂
けい

枝茯
ぶく

苓
りよう

丸料エキス
錠

吸錠 急.急灸

クラシエ五虎湯エキス細粒 吸ℊ 朽.急灸

クラシエ五苓
れい

散料エキス細粒 吸ℊ 吸弓.宮灸

クラシエ五苓
れい

散料エキス錠 吸錠 救.求灸

クラシエ柴
さい

胡
こ

加竜骨牡
ぼ

蛎
れい

湯エ
キス細粒

吸ℊ 宮吸.汲灸

クラシエ柴
さい

胡
こ

加竜骨牡
ぼ

蛎
れい

湯エ
キス錠

吸錠 求.救灸

クラシエ柴
さい

胡
こ

桂
けい

枝湯エキス細
粒

吸ℊ 宮吸.弓灸

クラシエ柴
さい

胡
こ

桂
けい

枝湯エキス錠 吸錠 汲.吸灸

クラシエ柴
さい

朴湯エキス細粒 吸ℊ 弓灸.急灸

クラシエ柴
さい

苓
れい

湯エキス細粒 吸ℊ 急求.求灸

クラシエ三黄瀉
しや

心湯エキス細
粒

吸ℊ 吸急.宮灸

クラシエ四物湯エキス細粒 吸ℊ 汲.汲灸

クラシエ四物湯エキス錠 吸錠 急.吸灸

クラシエF
しやく

薬甘草湯エキス細
粒

吸ℊ 求.泣灸

クラシエ十全大補湯エキス細
粒

吸ℊ 吸急.求灸
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クラシエ十味敗毒湯エキス細
粒

吸ℊ 吸弓.弓灸

クラシエ十味敗毒湯エキス錠 吸錠 救.泣灸

クラシエ小柴
さい

胡
こ

湯エキス細粒 吸ℊ 弓灸.汲灸

クラシエ小柴
さい

胡
こ

湯エキス錠 吸錠 吸宮.灸灸

クラシエ小青竜湯エキス細粒 吸ℊ 吸汲.宮灸

クラシエ小青竜湯エキス錠 吸錠 朽.弓灸

クラシエ小半夏加茯
ぶく

苓
りよう

湯エキ
ス細粒

吸ℊ 吸宮.泣灸

クラシエ辛夷
い

清肺湯エキス細
粒

吸ℊ 吸宮.急灸

クラシエ神秘湯エキス細粒 吸ℊ 吸救.弓灸

クラシエ大柴
さい

胡
こ

湯エキス細粒 吸ℊ 宮宮.汲灸

クラシエ大柴
さい

胡
こ

湯エキス錠 吸錠 求.汲灸

クラシエ猪
ちよ

苓
れい

湯エキス細粒 吸ℊ 吸急.救灸

クラシエ桃核承気湯エキス細
粒

吸ℊ 汲.泣灸

クラシエ桃核承気湯エキス錠 吸錠 弓.弓灸

クラシエ当帰四逆加呉茱
しゆ

萸
ゆ

生

姜
きよう

湯エキス細粒

吸ℊ 泣.急灸

クラシエ当帰F
しやく

薬散料エキス
細粒

吸ℊ 吸灸.弓灸

クラシエ人参湯エキス細粒 吸ℊ 吸吸.朽灸

クラシエ人参養栄湯エキス細
粒

吸ℊ 宮宮.求灸

クラシエ八味地黄丸料エキス
細粒

吸ℊ 吸灸.弓灸

クラシエ八味地黄丸料エキス
錠

吸錠 急.泣灸

クラシエ半夏厚朴湯エキス細
粒

吸ℊ 吸吸.灸灸

クラシエ半夏厚朴湯エキス錠 吸錠 救.求灸

クラシエ半夏瀉
しや

心湯エキス細
粒

吸ℊ 宮灸.泣灸

クラシエ半夏瀉
しや

心湯エキス錠 吸錠 朽.求灸

クラシエ半夏白朮
じゆつ

天麻湯エキ
ス細粒

吸ℊ 宮吸.朽灸

クラシエ白虎加人参湯エキス
細粒

吸ℊ 宮救.朽灸

クラシエ白虎加人参湯エキス
錠

吸錠 吸宮.急灸

クラシエ防已
い

黄耆
ぎ

湯エキス細
粒

吸ℊ 求.急灸

クラシエ防已
い

黄耆
ぎ

湯エキス錠 吸錠 急.弓灸

クラシエ防風通聖散エキス錠 吸錠 宮.救灸

クラシエ防風通聖散料エキス
細粒

吸ℊ 朽.求灸

クラシエ補中益気湯エキス細
粒

吸ℊ 宮灸.汲灸

クラシエ麻黄湯エキス細粒 吸ℊ 汲.泣灸

クラシエ麻杏
きよう

薏
よく

甘湯エキス細
粒

吸ℊ 求.求灸

クラシエ薏
よく

苡
い

仁湯エキス細粒 吸ℊ 汲.求灸

クラシエ薏
よく

苡
い

仁湯エキス錠 吸錠 弓.泣灸

クラシエ抑肝散加陳皮半夏エ
キス細粒

吸ℊ 吸弓.急灸

クラシエ六君子湯エキス細粒 吸ℊ 吸泣.灸灸

クラシエ苓
りよう

桂
けい

朮
じゆつ

甘湯エキス細
粒

吸ℊ 求.弓灸

クラシエ六味丸料エキス細粒 吸ℊ 求.汲灸

グラセプターカプセル灸.救㎎ 灸.救㎎吸カプセル 急宮汲.吸灸

グラセプターカプセル吸㎎ 吸㎎吸カプセル 求救求.救灸

グラセプターカプセル救㎎ 救㎎吸カプセル 宮,汲弓汲.宮灸

グラニセトロン内服ゼリー
吸㎎「ケミファ」

吸㎎吸包 弓朽朽.吸灸

グラニセトロン内服ゼリー
宮㎎「ケミファ」

宮㎎吸包 朽吸泣.弓灸

クラバモックス小児用配合ド
ライシロップ

(朽弓朽.救㎎)吸ℊ 吸宮泣.急灸

⃝局 クラビット細粒吸灸％ 吸灸灸㎎吸ℊ(レボフロ
キサシンとして)

求灸.吸灸

⃝局 クラビット錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

吸灸急.救灸

⃝局 クラビット錠救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

吸泣泣.汲灸

グラマリール細粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 宮朽.求灸

⃝局 グラマリール錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 吸救.汲灸

⃝局 グラマリール錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 宮灸.吸灸

⃝局 クラリシッド錠救灸㎎小児用 救灸㎎吸錠 宮泣.急灸

⃝局 クラリシッド錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 急弓.救灸

⃝局 クラリシッド・ドライシロッ
プ吸灸％小児用

吸灸灸㎎吸ℊ 朽吸.泣灸

⃝局 クラリス錠救灸小児用 救灸㎎吸錠 宮泣.急灸

⃝局 クラリス錠宮灸灸 宮灸灸㎎吸錠 急弓.救灸

⃝局 クラリスドライシロップ
吸灸％小児用

吸灸灸㎎吸ℊ 救求.弓灸

⃝局 クラリスロマイシンＤＳ小児
用吸灸％「科研」

吸灸灸㎎吸ℊ 弓弓.救灸

⃝局 クラリスロマイシンＤＳ小児
用吸灸％「タカタ」

吸灸灸㎎吸ℊ 弓弓.救灸

⃝局 クラリスロマイシンＤＳ小児
用吸灸％「トーワ」

吸灸灸㎎吸ℊ 弓弓.救灸

⃝局 クラリスロマイシンＤＳ
吸灸％小児用「ＥＭＥＣ」

吸灸灸㎎吸ℊ 弓弓.救灸

⃝局 クラリスロマイシンＤＳ
吸灸％小児用「ＭＥＥＫ」

吸灸灸㎎吸ℊ 弓弓.救灸

⃝局 クラリスロマイシンドライシ
ロップ吸灸％小児用「タイヨ
ー」

吸灸灸㎎吸ℊ 弓弓.救灸

クラリスロマイシン救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 吸急.灸灸

クラリスロマイシン吸灸灸㎎シ
ロップ用

吸灸灸㎎吸ℊ 宮弓.朽灸

クラリスロマイシン宮灸灸㎎錠 宮灸灸㎎吸錠 宮灸.求灸

クラリチン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 救灸.宮灸

クラリチンドライシロップ
吸％

吸％吸ℊ 吸灸救.汲灸

クラリチンレディタブ錠
吸灸㎎

吸灸㎎吸錠 救灸.宮灸

グランダキシン細粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 吸急.救灸

グランダキシン錠救灸 救灸㎎吸錠 吸吸.宮灸

クランポール錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 宮灸.急灸

クランポール末 吸ℊ 朽灸.弓灸

⃝局 クリアナール錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

クリアナール内用液汲％ 汲％吸客 汲.朽灸

クリアミン配合錠Ａ吸.灸 吸錠 吸灸.朽灸

クリアミン配合錠Ｓ灸.救 吸錠 朽.汲灸

グリクラジド錠宮灸㎎「サワ
イ」

宮灸㎎吸錠 救.泣灸

グリクラジド宮灸㎎錠 宮灸㎎吸錠 救.求灸

グリクラジド急灸㎎錠 急灸㎎吸錠 救.泣灸

⃝局 グリコラン錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 泣.汲灸

グリチロン配合錠 吸錠 救.求灸

クリノリル錠救灸 救灸㎎吸錠 汲.泣灸

クリノリル錠吸灸灸 吸灸灸㎎吸錠 吸吸.救灸

グリベック錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸,泣宮汲.吸灸

グリベンクラミド吸.宮救㎎錠 吸.宮救㎎吸錠 救.求灸

グリベンクラミド宮.救㎎錠 宮.救㎎吸錠 救.求灸

グリミクロンＨＡ錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸灸.弓灸

グリミクロン錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 吸宮.吸灸

グリメピリドＯＤ錠弓㎎「ケ
ミファ」

弓㎎吸錠 吸朽.朽灸

⃝局 グリメピリド錠弓㎎「ケミフ
ァ」

弓㎎吸錠 吸朽.朽灸

グリメピリド灸.救㎎口腔
くう

内崩
壊錠

灸.救㎎吸錠 泣.汲灸

グリメピリド灸.救㎎錠 灸.救㎎吸錠 泣.汲灸

グリメピリド吸㎎口腔
くう

内崩壊
錠

吸㎎吸錠 吸灸.吸灸

グリメピリド吸㎎錠 吸㎎吸錠 吸灸.吸灸
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グリメピリド弓㎎口腔
くう

内崩壊
錠

弓㎎吸錠 吸灸.吸灸

グリメピリド弓㎎錠 弓㎎吸錠 吸灸.吸灸

グルコバイＯＤ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸急.救灸

グルコバイＯＤ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 宮救.朽灸

グルコバイ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸急.救灸

グルコバイ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 宮救.朽灸

⃝局 グルコン酸カルシウム水和物 吸ℊ 求.救灸

グルコンサンＫ細粒急mEq
／ℊ

カリウム急mEq吸ℊ 求.求灸

グルコンサンＫ錠宮.救mEq カリウム宮.救mEq吸
錠

救.泣灸

グルコンサンＫ錠救mEq カリウム救mEq吸錠 汲.弓灸

グルタチオン錠吸灸灸㎎「ツル
ハラ」

吸灸灸㎎吸錠 求.急灸

グルファストＯＤ錠救㎎ 救㎎吸錠 吸求.弓灸

グルファストＯＤ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 弓灸.救灸

⃝局 グルファスト錠救㎎ 救㎎吸錠 吸求.弓灸

⃝局 グルファスト錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 弓灸.救灸

グルベス配合ＯＤ錠 吸錠 弓急.救灸

グルベス配合錠 吸錠 弓急.救灸

クレストールＯＤ錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 弓宮.弓灸

クレストールＯＤ錠救㎎ 救㎎吸錠 救求.求灸

クレストール錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 弓宮.弓灸

クレストール錠救㎎ 救㎎吸錠 救求.求灸

グレースビット細粒吸灸％ 吸灸灸㎎吸ℊ 弓泣求.弓灸

グレースビット錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸弓灸.吸灸

クレマスチンＤＳ灸.吸％「タ
カタ」

灸.吸％吸ℊ 求.泣灸

クレマスチンドライシロップ
灸.吸％「あゆみ」

灸.吸％吸ℊ 求.泣灸

クレマスチンドライシロップ
灸.吸％「日医工」

灸.吸％吸ℊ 求.泣灸

クレマスチンフマル酸塩
灸.灸吸％シロップ

灸.灸吸％吸灸客 吸弓.急灸

クレマスチンフマル酸塩吸㎎
錠

吸㎎吸錠 救.吸灸

クレミン顆
か

粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 吸宮吸.泣灸

クレミン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸急.吸灸

クレミン錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 弓宮.弓灸

クレミン錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 朽弓.宮灸

クレメジンカプセル宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸カプセル 吸弓.救灸

クレメジン細粒分包宮ℊ 吸ℊ 朽弓.汲灸

クレメジン速崩錠救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸錠 弓宮.吸灸

クレンブテロール塩酸塩
吸灸㎍錠

吸灸㎍吸錠 救.汲灸

クロザリル錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 汲泣.弓灸

クロザリル錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 弓吸急.泣灸

クロダミンシロップ灸.灸救％ 灸.灸救％吸灸客 求.求灸

クロチアゼパム救㎎錠 救㎎吸錠 救.求灸

クロチアゼパム吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 汲.弓灸

⃝局 クロピドグレル錠宮救㎎「Ｓ
ＡＮＩＫ」

宮救㎎吸錠 吸泣.朽灸

⃝局 クロピドグレル錠宮救㎎「Ｆ
ＦＰ」

宮救㎎吸錠 吸泣.朽灸

⃝局 クロピドグレル錠宮救㎎「科
研」

宮救㎎吸錠 吸泣.朽灸

⃝局 クロピドグレル錠宮救㎎「ケ
ミファ」

宮救㎎吸錠 吸泣.朽灸

⃝局 クロピドグレル錠宮救㎎「サ
ワイ」

宮救㎎吸錠 吸泣.朽灸

⃝局 クロピドグレル錠宮救㎎「サ
ンド」

宮救㎎吸錠 吸泣.朽灸

⃝局 クロピドグレル錠宮救㎎「Ｊ
Ｇ」

宮救㎎吸錠 吸泣.朽灸

⃝局 クロピドグレル錠宮救㎎「タ
ナベ」

宮救㎎吸錠 吸泣.朽灸

⃝局 クロピドグレル錠宮救㎎「Ｔ
ＣＫ」

宮救㎎吸錠 吸泣.朽灸

⃝局 クロピドグレル錠宮救㎎「ト
ーワ」

宮救㎎吸錠 吸泣.朽灸

⃝局 クロピドグレル錠宮救㎎「明
治」

宮救㎎吸錠 吸泣.朽灸

⃝局 クロピドグレル錠宮救㎎「モ
チダ」

宮救㎎吸錠 吸泣.朽灸

⃝局 クロピドグレル錠救灸㎎「Ｅ
Ｅ」

救灸㎎吸錠 宮弓.泣灸

⃝局 クロピドグレル錠救灸㎎「Ｋ
Ｎ」

救灸㎎吸錠 宮弓.泣灸

⃝局 クロピドグレル錠救灸㎎「サ
ワイ」

救灸㎎吸錠 宮弓.泣灸

⃝局 クロピドグレル錠救灸㎎「タ
ナベ」

救灸㎎吸錠 宮弓.泣灸

⃝局 クロピドグレル錠救灸㎎「Ｔ
ＣＫ」

救灸㎎吸錠 宮弓.泣灸

⃝局 クロピドグレル錠救灸㎎「明
治」

救灸㎎吸錠 宮弓.泣灸

⃝局 クロピドグレル錠求救㎎「Ｓ
ＡＮＩＫ」

求救㎎吸錠 急救.求灸

⃝局 クロピドグレル錠求救㎎「Ｆ
ＦＰ」

求救㎎吸錠 急救.求灸

⃝局 クロピドグレル錠求救㎎「科
研」

求救㎎吸錠 急救.求灸

⃝局 クロピドグレル錠求救㎎「ケ
ミファ」

求救㎎吸錠 急救.求灸

⃝局 クロピドグレル錠求救㎎「サ
ワイ」

求救㎎吸錠 急救.求灸

⃝局 クロピドグレル錠求救㎎「サ
ンド」

求救㎎吸錠 急救.求灸

⃝局 クロピドグレル錠求救㎎「Ｊ
Ｇ」

求救㎎吸錠 急救.求灸

⃝局 クロピドグレル錠求救㎎「タ
ナベ」

求救㎎吸錠 急救.求灸

⃝局 クロピドグレル錠求救㎎「Ｔ
ＣＫ」

求救㎎吸錠 急救.求灸

⃝局 クロピドグレル錠求救㎎「テ
バ」

求救㎎吸錠 急救.求灸

⃝局 クロピドグレル錠求救㎎「ト
ーワ」

求救㎎吸錠 急救.求灸

⃝局 クロピドグレル錠求救㎎「明
治」

求救㎎吸錠 急救.求灸

クロピドグレル硫酸塩宮救㎎
錠

宮救㎎吸錠 吸灸.急灸

クロピドグレル硫酸塩求救㎎
錠

求救㎎吸錠 宮朽.灸灸

⃝局 クロフィブラートカプセル 宮救灸㎎吸カプセル 汲.求灸

⃝局 クロフィブラートカプセル 救灸灸㎎吸カプセル 泣.汲灸

クロフェクトン顆
か

粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 朽汲.泣灸

クロフェクトン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 汲.求灸

クロフェクトン錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 宮灸.吸灸

クロフェクトン錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 弓汲.求灸

クロフェドリンＳ配合錠 吸錠 救.救灸

クロフェドリンＳ配合シロッ
プ

吸客 弓.朽灸

⃝局 クロミフェンクエン酸塩錠 救灸㎎吸錠 泣朽.急灸

⃝局 クロルジアゼポキシド散 吸％吸ℊ 求.弓灸

⃝局 クロルジアゼポキシド散 吸灸％吸ℊ 弓朽.宮灸

⃝局 クロルジアゼポキシド錠 救㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 クロルジアゼポキシド錠 吸灸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 クロルフェニラミンマレイン
酸塩

吸ℊ 宮泣.求灸

⃝局 クロルフェニラミンマレイン
酸塩散

吸％吸ℊ 求.灸灸

⃝局 クロルフェニラミンマレイン
酸塩散吸％「日医工」

吸％吸ℊ 求.弓灸

⃝局 クロルフェニラミンマレイン
酸塩錠

宮㎎吸錠 汲.求灸

⃝局 クロルフェニラミンマレイン
酸塩錠

急㎎吸錠 汲.求灸

クロルフェニラミンマレイン
酸塩シロップ灸.灸救％「ＮＰ」

灸.灸救％吸灸客 朽.求灸

023



クロルフェネシンカルバミン
酸エステル吸宮救㎎錠

吸宮救㎎吸錠 朽.弓灸

クロルフェネシンカルバミン
酸エステル宮救灸㎎錠

宮救灸㎎吸錠 朽.弓灸

⃝局 クロルプロパミド錠 宮救灸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 クロルプロマジン塩酸塩錠 吸宮.救㎎吸錠 泣.急灸

⃝局 クロルプロマジン塩酸塩錠 宮救㎎吸錠 泣.急灸

⃝局 クロルプロマジン塩酸塩錠 救灸㎎吸錠 泣.急灸

⃝局 クロルプロマジン塩酸塩錠 吸灸灸㎎吸錠 泣.急灸

クロルマジノン酢酸エステル
錠宮救㎎「日新」

宮救㎎吸錠 急泣.吸灸

クロルマジノン酢酸エステル
宮救㎎錠

宮救㎎吸錠 泣.汲灸

クロロマイセチン錠救灸 救灸㎎吸錠 泣.弓灸

クロロマイセチン錠宮救灸 宮救灸㎎吸錠 宮急.朽灸

(け)

ケアラム錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 吸宮吸.吸灸

ケアロードＬＡ錠朽灸㎍ 朽灸㎍吸錠 宮宮汲.汲灸

ＫＭ散 吸ℊ 朽.弓灸

⃝局 ケイガイ 吸灸ℊ 吸求.救灸

⃝局 ケイキサレート散 吸ℊ 吸宮.泣灸

ケイキサレートドライシロッ
プ求朽％

求朽％吸ℊ 吸吸.求灸

経口用エンドキサン原末
吸灸灸㎎

吸灸灸㎎吸瓶 吸朽灸.弓灸

経口用トロンビン細粒救千単
位

救,灸灸灸単位灸.救ℊ吸包 汲急救.急灸

経口用トロンビン細粒灸.救万
単位「サワイ」

救,灸灸灸単位灸.救ℊ吸包 弓救急.灸灸

経口用トロンビン細粒吸万単
位

吸灸,灸灸灸単位吸ℊ吸包 吸,灸求灸.汲灸

経口用トロンビン細粒吸万単
位「サワイ」

吸灸,灸灸灸単位吸ℊ吸包 急吸汲.求灸

⃝局 ケイ酸マグネシウム 吸灸ℊ 求.灸灸

Ｋ
ケー

．Ｃ
シー

．Ｌ
エル

．エリキシル
（吸灸w／ v％）

吸灸％吸灸客 吸朽.泣灸

ケイツーカプセル救㎎ 救㎎吸カプセル 吸汲.弓灸

ケイツーシロップ灸.宮％ 灸.宮％吸客 宮救.弓灸

⃝局 ケイヒ 吸灸ℊ 吸朽.宮灸

⃝局 ケイヒ末 吸灸ℊ 宮吸.泣灸

⃝局 ケイヒ油 吸客 吸灸.求灸

ケイラーゼＳＡ配合顆
か

粒 吸ℊ 泣.汲灸

ケタスカプセル吸灸㎎ 吸灸㎎吸カプセル 吸求.弓灸

⃝局 ケツメイシ 吸灸ℊ 朽.弓灸

ケトチフェンシロップ
灸.灸宮％「日医工」

灸.灸宮％吸客 吸朽.求灸

ケトチフェンフマル酸塩
灸.灸宮％シロップ

灸.灸宮％吸客 朽.救灸

ケトチフェンフマル酸塩
灸.吸％シロップ用

灸.吸％吸ℊ 朽.救灸

ケトチフェンフマル酸塩吸㎎
カプセル

吸㎎吸カプセル 救.泣灸

ゲフィチニブ錠宮救灸㎎「Ｎ
Ｋ」

宮救灸㎎吸錠 吸,求灸求.求灸

ゲフィチニブ錠宮救灸㎎「サワ
イ」

宮救灸㎎吸錠 吸,求灸求.求灸

ゲフィチニブ錠宮救灸㎎「サン
ド」

宮救灸㎎吸錠 吸,求灸求.求灸

ゲフィチニブ錠宮救灸㎎「Ｊ
Ｇ」

宮救灸㎎吸錠 宮,吸吸宮.泣灸

ゲフィチニブ錠宮救灸㎎「ＤＳ
ＥＰ」

宮救灸㎎吸錠 吸,求灸求.求灸

ゲフィチニブ錠宮救灸㎎「日医
工」

宮救灸㎎吸錠 吸,求灸求.求灸

ゲフィチニブ錠宮救灸㎎「ヤク
ルト」

宮救灸㎎吸錠 吸,求灸求.求灸

⃝局 ケフラールカプセル宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸カプセル 救急.求灸

⃝局 ケフラール細粒小児用吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸ℊ 急急.弓灸

⃝局 ケフレックスカプセル宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸カプセル 弓吸.救灸

⃝局 ケフレックスシロップ用細粒
吸灸灸

吸灸灸㎎吸ℊ 宮急.宮灸

⃝局 ケフレックスシロップ用細粒
宮灸灸

宮灸灸㎎吸ℊ 弓汲.吸灸

ケルロング錠救㎎ 救㎎吸錠 弓吸.弓灸

ケルロング錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 救急.汲灸

ケーワン錠救㎎ 救㎎吸錠 吸吸.救灸

健胃散「スズ」 吸ℊ 朽.弓灸

健胃配合錠「ＹＤ」 吸錠 救.泣灸

健栄の健胃散 吸ℊ 朽.弓灸

⃝局 ケンゴシ 吸灸ℊ 泣.求灸

ゲンジン 吸灸ℊ 吸救.急灸

⃝局 ゲンチアナ 吸灸ℊ 宮灸.急灸

⃝局 ゲンチアナ末 吸灸ℊ 弓宮.朽灸

⃝局 ゲンチアナ末Ｎ 吸灸ℊ 弓急.朽灸

⃝局 ゲンチアナ末「ケンエー」 吸灸ℊ 弓弓.吸灸

⃝局 ゲンチアナ末「ＪＧ」 吸灸ℊ 弓急.朽灸

⃝局 ゲンノショウコ 吸灸ℊ 吸泣.急灸

⃝局 ゲンノショウコ末 吸灸ℊ 吸泣.急灸

ゲンボイヤ配合錠 吸錠 求,灸急灸.救灸

(こ)

⃝局 コウイ 吸灸ℊ 宮弓.泣灸

⃝局 コウカ 吸灸ℊ 急泣.弓灸

⃝局 コウジン 吸ℊ 吸吸.泣灸

コウジン末鈴 吸ℊ 吸弓.宮灸

⃝局 合成ケイ酸アルミニウム 吸灸ℊ 吸泣.急灸

⃝局 合成ケイ酸アルミニウム原末
「マルイシ」

吸灸ℊ 宮弓.救灸

⃝局 コウブシ 吸灸ℊ 吸宮.朽灸

⃝局 コウブシ末 吸灸ℊ 吸弓.宮灸

⃝局 コウベイ 吸灸ℊ 吸急.急灸

⃝局 コウボク 吸灸ℊ 吸汲.宮灸

⃝局 コウボク末 吸灸ℊ 吸泣.弓灸

コウホン 吸灸ℊ 宮汲.泣灸

⃝局 ゴシツ 吸灸ℊ 吸泣.吸灸

⃝局 小島山薬Ｍ 吸灸ℊ 吸泣.汲灸

⃝局 小島当帰Ｍ 吸灸ℊ 弓宮.泣灸

救灸㎎アリナミンＦ糖衣錠 救灸㎎吸錠 汲.弓灸

⃝局 ゴシュユ 吸灸ℊ 弓弓.泣灸

⃝局 コスパノンカプセル急灸㎎ 急灸㎎吸カプセル 泣.宮灸

コスパノン錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 救.泣灸

コスパノン錠汲灸㎎ 汲灸㎎吸錠 泣.弓灸

コタロー安中散エキスカプセ
ル

吸カプセル 求.泣灸

コタロー安中散エキス細粒 吸ℊ 求.救灸

コタロー茵
いん

課
ちん

蒿
こう

湯エキスカプ
セル

吸カプセル 汲.泣灸

コタロー茵
いん

課
ちん

蒿
こう

湯エキス細粒 吸ℊ 汲.吸灸

⃝局 小太郎漢方の炮
ほう

附子末 吸ℊ 吸灸.汲灸

コタロー温経湯エキス細粒 吸ℊ 吸弓.灸灸

コタロー温清飲エキス細粒 吸ℊ 求.灸灸

コタロー越婢
び

加朮
じゆつ

湯エキス細
粒

吸ℊ 朽.救灸

コタロー黄連解毒湯エキスカ
プセル

吸カプセル 吸救.吸灸

コタロー黄連解毒湯エキス細
粒

吸ℊ 吸弓.救灸

コタロー黄連湯エキス細粒 吸ℊ 宮汲.吸灸

コタロー乙字湯エキス細粒 吸ℊ 吸吸.救灸

コタロー 根湯エキス細粒 吸ℊ 朽.救灸

コタロー 根湯加辛夷
い

川芎
きゆう

エ
キス細粒

吸ℊ 朽.求灸

コタロー加味逍
しよう

遙
よう

散エキス細
粒

吸ℊ 吸宮.弓灸

コタロー甘麦大棗
そう

湯エキス細
粒

吸ℊ 朽.救灸

コタロー桔
き

梗
きよう

石膏
こう

エキス細粒 吸ℊ 汲.吸灸
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コタロー芎
きゆう

帰膠
きよう

艾
がい

湯エキス細
粒

吸ℊ 朽.吸灸

コタロー九味檳
びん

�
ろう

湯エキス細
粒

吸ℊ 吸急.求灸

コタロー桂
けい

枝加F
しやく

薬湯エキス
細粒

吸ℊ 朽.救灸

コタロー桂
けい

枝加朮
じゆつ

附湯エキス
細粒

吸ℊ 朽.朽灸

コタロー桂
けい

枝加竜骨牡
ぼ

蛎
れい

湯エ
キス細粒

吸ℊ 求.吸灸

コタロー桂
けい

枝湯エキス細粒 吸ℊ 汲.急灸

コタロー桂
けい

枝茯
ぶく

苓
りよう

丸料エキス
細粒

吸ℊ 汲.弓灸

コタロー香蘇
そ

散エキス細粒 吸ℊ 求.吸灸

コタロー五積散エキス細粒 吸ℊ 朽.急灸

コタロー呉茱
しゆ

萸
ゆ

湯エキス細粒 吸ℊ 泣.宮灸

コタロー五苓
れい

散料エキス細粒 吸ℊ 吸宮.吸灸

コタロー柴
さい

陥湯エキス細粒 吸ℊ 弓灸.灸灸

コタロー柴
さい

胡
こ

加竜骨牡
ぼ

蛎
れい

湯エ
キス細粒

吸ℊ 吸朽.汲灸

コタロー柴
さい

胡
こ

桂
けい

枝乾姜
きよう

湯エキ
ス細粒

吸ℊ 吸汲.急灸

コタロー柴
さい

胡
こ

桂
けい

枝湯エキス細
粒

吸ℊ 宮吸.汲灸

コタロー柴
さい

胡
こ

清肝湯エキス細
粒

吸ℊ 吸宮.救灸

コタロー三黄瀉
しや

心湯エキスカ
プセル

吸カプセル 宮求.求灸

コタロー三黄瀉
しや

心湯エキス細
粒

吸ℊ 吸弓.灸灸

コタロー梔
し

子柏
はく

皮湯エキス細
粒

吸ℊ 汲.灸灸

コタロー四物湯エキス細粒 吸ℊ 汲.宮灸

コタロー炙
しや

甘草湯エキス細粒 吸ℊ 泣.汲灸

コタローF
しやく

薬甘草湯エキス細
粒

吸ℊ 朽.汲灸

コタロー十全大補湯エキス細
粒

吸ℊ 求.灸灸

コタロー十味敗毒湯エキス細
粒

吸ℊ 吸弓.朽灸

コタロー小建中湯エキス細粒 吸ℊ 急.急灸

コタロー小柴
さい

胡
こ

湯エキス細粒 吸ℊ 宮弓.宮灸

コタロー小青竜湯エキス細粒 吸ℊ 吸宮.灸灸

コタロー小半夏加茯
ぶく

苓
りよう

湯エキ
ス細粒

吸ℊ 吸宮.汲灸

コタロー消風散エキス細粒 吸ℊ 求.救灸

コタロー辛夷
い

清肺湯エキス細
粒

吸ℊ 汲.救灸

コタロー神秘湯エキス細粒 吸ℊ 吸救.弓灸

コタロー真武湯エキス細粒 吸ℊ 求.救灸

コタロー大黄牡
ぼ

丹皮湯エキス
細粒

吸ℊ 求.灸灸

コタロー大建中湯エキス細粒 吸ℊ 救.泣灸

コタロー大柴
さい

胡
こ

湯エキス細粒 吸ℊ 吸急.求灸

コタロー大柴
さい

胡
こ

湯去大黄エキ
ス細粒

吸ℊ 吸朽.宮灸

コタロー大承気湯エキス細粒 吸ℊ 求.急灸

コタロー腸癰
よう

湯エキス細粒 吸ℊ 汲.泣灸

コタロー猪
ちよ

苓
れい

湯エキス細粒 吸ℊ 吸弓.朽灸

コタロー通導散エキス細粒 吸ℊ 救.泣灸

コタロー桃核承気湯エキス細
粒

吸ℊ 汲.救灸

コタロー当帰四逆加呉茱
しゆ

萸
ゆ

生

姜
きよう

湯エキス細粒

吸ℊ 求.汲灸

コタロー当帰F
しやく

薬散料エキス
細粒

吸ℊ 朽.弓灸

コタロー人参湯エキス細粒 吸ℊ 吸宮.泣灸

コタロー人参養栄湯エキス細
粒

吸ℊ 吸吸.弓灸

コタロー排膿
のう

散及湯エキス細
粒

吸ℊ 朽.急灸

コタロー麦門冬湯エキス細粒 吸ℊ 求.灸灸

コタロー八味丸料エキス細粒 吸ℊ 朽.弓灸

コタロー半夏厚朴湯エキス細
粒

吸ℊ 吸吸.灸灸

コタロー半夏瀉
しや

心湯エキス細
粒

吸ℊ 吸朽.求灸

コタロー半夏白朮
じゆつ

天麻湯エキ
ス細粒

吸ℊ 吸弓.求灸

コタロー白虎加人参湯エキス
細粒

吸ℊ 泣.吸灸

コタロー茯
ぶく

苓
りよう

飲エキス細粒 吸ℊ 吸汲.朽灸

コタロー平胃散エキス細粒 吸ℊ 朽.求灸

コタロー防已
い

黄耆
ぎ

湯エキス細
粒

吸ℊ 朽.泣灸

コタロー防風通聖散エキス細
粒

吸ℊ 朽.急灸

コタロー補中益気湯エキス細
粒

吸ℊ 吸吸.吸灸

コタロー麻黄湯エキス細粒 吸ℊ 汲.灸灸

コタロー麻黄附子細辛湯エキ
スカプセル

吸カプセル 宮宮.急灸

コタロー麻杏
きよう

甘石湯エキス細
粒

吸ℊ 汲.急灸

コタロー麻杏
きよう

薏
よく

甘湯エキス細
粒

吸ℊ 汲.救灸

コタロー麻子仁丸料エキス細
粒

吸ℊ 汲.朽灸

コタロー木防已
い

湯エキス細粒 吸ℊ 吸急.宮灸

コタロー抑肝散加陳皮半夏エ
キス細粒

吸ℊ 泣.救灸

コタロー六君子湯エキス細粒 吸ℊ 吸灸.泣灸

コタロー竜胆瀉
しや

肝湯エキス細
粒

吸ℊ 求.弓灸

コタロー苓
れい

甘姜
きよう

味辛夏仁湯エ
キス細粒

吸ℊ 吸朽.泣灸

コタロー苓
りよう

姜
きよう

朮
じゆつ

甘湯エキス
細粒

吸ℊ 泣.泣灸

コタロー苓
りよう

桂
けい

朮
じゆつ

甘湯エキス細
粒

吸ℊ 汲.急灸

⃝局 コディオ配合錠ＥＸ 吸錠 急汲.急灸

⃝局 コディオ配合錠ＭＤ 吸錠 急求.灸灸

⃝局 コデインリン酸塩散吸％ 吸％吸ℊ 求.救灸

⃝局 コデインリン酸塩散吸％「シ
オエ」

吸％吸ℊ 汲.弓灸

⃝局 コデインリン酸塩散吸％「メ
タル」

吸％吸ℊ 泣.汲灸

⃝局⃝麻コデインリン酸塩散吸灸％ 吸灸％吸ℊ 吸急泣.汲灸

⃝局 コデインリン酸塩錠 救㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局⃝麻コデインリン酸塩錠 宮灸㎎吸錠 求泣.救灸

⃝局⃝麻コデインリン酸塩水和物 吸ℊ 吸,宮急弓.救灸

コートリル錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 求.急灸

コートン錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 コニール錠宮 宮㎎吸錠 吸求.汲灸

⃝局 コニール錠急 急㎎吸錠 宮朽.弓灸

⃝局 コニール錠汲 汲㎎吸錠 救宮.求灸

コバシル錠宮㎎ 宮㎎吸錠 急弓.灸灸

コバシル錠急㎎ 急㎎吸錠 求救.朽灸

⃝局 ゴボウシ 吸灸ℊ 吸泣.朽灸

⃝局 ゴマ 吸灸ℊ 吸泣.急灸

⃝局 ゴミシ 吸灸ℊ 吸宮救.弓灸

救㎎アリナミンＦ糖衣錠 救㎎吸錠 救.泣灸

⃝局 救㎎セルシン錠 救㎎吸錠 泣.急灸

⃝局 コムギデンプン 吸灸ℊ 汲.弓灸

⃝局 コムタン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸宮朽.灸灸

コメデンプン 吸灸ℊ 汲.弓灸

コメリアンコーワ錠救灸 救灸㎎吸錠 求.求灸

コメリアンコーワ錠吸灸灸 吸灸灸㎎吸錠 吸吸.宮灸

コララン錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 汲宮.泣灸
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コララン錠救㎎ 救㎎吸錠 吸急救.急灸

コララン錠求.救㎎ 求.救㎎吸錠 宮灸吸.泣灸

コランチル配合顆
か

粒 吸ℊ 朽.弓灸

コリオパンカプセル救㎎ 救㎎吸カプセル 求.救灸

コリオパン顆
か

粒宮％ 宮％吸ℊ 宮弓.救灸

コリオパン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸宮.汲灸

コリマイシン散宮灸灸万単位
／ℊ

宮灸灸万単位吸ℊ 急弓.灸灸

コルドリン顆
か

粒急.吸求％ 急.吸求％吸ℊ 宮弓.急灸

コルドリン錠吸宮.救㎎ 吸宮.救㎎吸錠 朽.汲灸

コルヒチン錠灸.救㎎「タカ
タ」

灸.救㎎吸錠 朽.汲灸

コレアジン錠吸宮.救㎎ 吸宮.救㎎吸錠 急灸宮.吸灸

⃝局 コレバイン錠救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸錠 宮弓.宮灸

⃝局 コレバインミニ汲弓％ 汲弓％吸ℊ 弓泣.宮灸

コレミナール細粒吸％ 吸％吸ℊ 吸宮.急灸

コレミナール錠急㎎ 急㎎吸錠 求.弓灸

コロネル細粒汲弓.弓％ 汲弓.弓％吸ℊ 吸汲.吸灸

コロネル錠救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸錠 吸吸.泣灸

コロンフォート内用懸濁液
宮救％

宮救％弓宮客吸瓶 救灸吸.灸灸

⃝局 コロンボ 吸灸ℊ 吸宮.弓灸

⃝局 コロンボ末 吸灸ℊ 吸救.急灸

コンサータ錠吸汲㎎ 吸汲㎎吸錠 弓急急.吸灸

コンサータ錠宮求㎎ 宮求㎎吸錠 弓汲吸.宮灸

コンサータ錠弓朽㎎ 弓朽㎎吸錠 急吸灸.吸灸

コンスタン灸.急㎎錠 灸.急㎎吸錠 朽.急灸

コンスタン灸.汲㎎錠 灸.汲㎎吸錠 吸灸.救灸

⃝局 コンズランゴ 吸灸ℊ 吸宮.急灸

⃝局 コンズランゴ流エキス 吸客 吸求.求灸

⃝局 コントール散吸％ 吸％吸ℊ 求.救灸

コンバントリン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 救弓.宮灸

コンバントリンドライシロッ
プ吸灸灸㎎

吸灸％吸ℊ 求泣.汲灸

コンビビル配合錠 吸錠 吸,宮急汲.朽灸

コンプラビン配合錠 吸錠 吸灸朽.吸灸

(さ)

⃝局 サアミオン散吸％ 吸％吸ℊ 宮求.求灸

⃝局 サアミオン錠救㎎ 救㎎吸錠 吸泣.急灸

ザイアジェン錠弓灸灸㎎ 弓灸灸㎎吸錠 求吸朽.弓灸

サイクロセリンカプセル
宮救灸㎎「明治」

宮救灸㎎吸カプセル 弓急灸.吸灸

⃝局 サイコ 吸灸ℊ 急朽.吸灸

ザイザル錠救㎎ 救㎎吸錠 朽朽.宮灸

ザイザルシロップ灸.灸救％ 灸.灸救％吸客 吸宮.吸灸

⃝局 サイシン 吸灸ℊ 求宮.灸灸

サイスタダン原末 吸ℊ 急救朽.灸灸

ザイティガ錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 弓,求救泣.弓灸

サイトテック錠吸灸灸 吸灸灸㎍吸錠 吸救.救灸

サイトテック錠宮灸灸 宮灸灸㎍吸錠 宮朽.急灸

サイバインコ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 宮,救汲求.急灸

サイバインコ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 救,灸急急.灸灸

サイバインコ錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 求,救朽朽.吸灸

ザイボックス錠朽灸灸㎎ 朽灸灸㎎吸錠 汲,灸汲弓.急灸

サイレース錠吸㎎ 吸㎎吸錠 吸灸.弓灸

サイレース錠宮㎎ 宮㎎吸錠 吸吸.汲灸

⃝局 ザイロリック錠救灸 救灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 ザイロリック錠吸灸灸 吸灸灸㎎吸錠 吸朽.弓灸

サインバルタカプセル宮灸㎎ 宮灸㎎吸カプセル 吸灸救.汲灸

サインバルタカプセル弓灸㎎ 弓灸㎎吸カプセル 吸急灸.宮灸

サクコルチン配合錠 吸錠 救.求灸

酢酸カリウム液「司生堂」 吸灸客 求.汲灸

ザクラス配合錠ＨＤ 吸錠 吸灸弓.灸灸

ザクラス配合錠ＬＤ 吸錠 吸灸宮.求灸

ザクロヒ 吸灸ℊ 朽宮.吸灸

ザーコリカプセル宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸カプセル 泣,弓汲吸.急灸

ザーコリカプセル宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸カプセル 吸吸,朽朽泣.朽灸

ザジテンカプセル吸㎎ 吸㎎吸カプセル 吸吸.急灸

ザジテンシロップ灸.灸宮％ 灸.灸宮％吸客 吸急.求灸

ザジテンドライシロップ
灸.吸％

灸.吸％吸ℊ 吸弓.急灸

サチュロ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 宮宮,宮求求.救灸

⃝局※サッカリンナトリウム（小

堺
ざかい

）

吸ℊ 朽.救灸

⃝局 サッカリンナトリウム水和物 吸ℊ 朽.弓灸

サーティカン錠灸.宮救㎎ 灸.宮救㎎吸錠 急宮灸.汲灸

サーティカン錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 求朽泣.急灸

サーティカン錠灸.求救㎎ 灸.求救㎎吸錠 吸,吸汲灸.急灸

サデルガカプセル吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸カプセル 求汲,弓救灸.救灸

サノレックス錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 吸汲急.汲灸

ザファテック錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 宮救救.灸灸

ザファテック錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 急汲灸.求灸

ザファテック錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 泣灸救.宮灸

⃝局 サフラン 吸ℊ 弓朽灸.朽灸

⃝局 サフラン鈴 吸ℊ 弓泣宮.急灸

⃝局 サフランダイコーＭ 吸ℊ 弓泣宮.急灸

サブリル散分包救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸包 吸,救吸急.救灸

サプレスタカプセル救㎎ 救㎎吸カプセル 宮朽.吸灸

サプレスタカプセル吸灸㎎ 吸灸㎎吸カプセル 急弓.求灸

サプレスタ顆
か

粒宮％ 宮％吸ℊ 汲救.宮灸

サムスカＯＤ錠求.救㎎ 求.救㎎吸錠 吸,灸汲急.求灸

サムスカＯＤ錠吸救㎎ 吸救㎎吸錠 吸,朽救灸.吸灸

サムスカＯＤ錠弓灸㎎ 弓灸㎎吸錠 宮,救灸救.泣灸

サムスカ顆
か

粒吸％ 吸％吸ℊ 吸,朽吸弓.灸灸

サムチレール内用懸濁液
吸救％

求救灸㎎救客吸包 吸,急求吸.吸灸

サラザック配合顆
か

粒 吸ℊ 朽.弓灸

サラジェン顆
か

粒灸.救％ 救㎎吸包 汲急.救灸

⃝局 サラジェン錠救㎎ 救㎎吸錠 汲急.急灸

サラゾスルファピリジン錠
救灸灸㎎「日医工」

救灸灸㎎吸錠 吸灸.泣灸

サラゾスルファピリジン
宮救灸㎎腸溶錠

宮救灸㎎吸錠 吸吸.朽灸

サラゾスルファピリジン
救灸灸㎎錠

救灸灸㎎吸錠 汲.灸灸

サラゾスルファピリジン
救灸灸㎎腸溶錠

救灸灸㎎吸錠 吸求.朽灸

サラゾピリン錠救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸錠 吸宮.求灸

サリグレンカプセル弓灸㎎ 弓灸㎎吸カプセル 汲急.宮灸

サリパラ液 吸灸客 吸救.朽灸

ザルティア錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 求泣.泣灸

ザルティア錠救㎎ 救㎎吸錠 吸救灸.救灸

ザルトプロフェン汲灸㎎錠 汲灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

サルブタモール錠宮㎎「日医
工」

宮㎎吸錠 救.救灸

サルプレップ配合内用液 急汲灸客吸瓶 泣汲弓.救灸

サルポグレラート塩酸塩
救灸㎎錠

救灸㎎吸錠 宮吸.泣灸

サルポグレラート塩酸塩
吸灸灸㎎錠

吸灸灸㎎吸錠 弓救.泣灸

サレドカプセル宮救 宮救㎎吸カプセル 急,汲急救.求灸

サレドカプセル救灸 救灸㎎吸カプセル 救,求求救.弓灸

サレドカプセル吸灸灸 吸灸灸㎎吸カプセル 朽,汲汲弓.弓灸

ザロンチンシロップ救％ 救％吸客 朽.求灸

⃝局 サワシリンカプセル吸宮救 吸宮救㎎吸カプセル 吸灸.汲灸

⃝局 サワシリンカプセル宮救灸 宮救灸㎎吸カプセル 吸灸.救灸

サワシリン細粒吸灸％ 吸灸灸㎎吸ℊ 汲.汲灸

サワシリン錠宮救灸 宮救灸㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 酸化マグネシウム 吸灸ℊ 泣.急灸
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⃝局 酸化マグネシウム「ＮＰ」原
末

吸灸ℊ 吸救.急灸

⃝局 酸化マグネシウム原末「マル
イシ」

吸灸ℊ 吸救.急灸

⃝局 酸化マグネシウム「コザカ
イ・Ｍ」

吸灸ℊ 吸救.急灸

酸化マグネシウム細粒汲弓％
「ケンエー」

汲弓％吸ℊ 泣.汲灸

酸化マグネシウム細粒汲弓％
〈ハチ〉

汲弓％吸ℊ 泣.汲灸

酸化マグネシウム細粒汲弓％
「ヨシダ」

汲弓％吸ℊ 泣.汲灸

⃝局 酸化マグネシウム「ＪＧ」 吸灸ℊ 吸灸.吸灸

酸化マグネシウム錠弓灸灸㎎
「ヨシダ」

弓灸灸㎎吸錠 救.求灸

酸化マグネシウム錠急灸灸㎎
「ヨシダ」

急灸灸㎎吸錠 救.求灸

酸化マグネシウム宮灸灸㎎錠 宮灸灸㎎吸錠 救.求灸

酸化マグネシウム宮救灸㎎錠 宮救灸㎎吸錠 救.求灸

酸化マグネシウム弓弓灸㎎錠 弓弓灸㎎吸錠 救.求灸

酸化マグネシウム救灸灸㎎錠 救灸灸㎎吸錠 救.求灸

⃝局 サンキライ 吸灸ℊ 吸救.灸灸

⃝局 サンキライ末 吸灸ℊ 吸救.灸灸

⃝局 サンザシ 吸灸ℊ 吸汲.泣灸

⃝局 サンシシ 吸灸ℊ 吸救.泣灸

⃝局 サンシシ末 吸灸ℊ 宮灸.汲灸

⃝局 サンシュユ 吸灸ℊ 救朽.泣灸

⃝局 サンショウ 吸灸ℊ 宮朽求.灸灸

⃝局 サンショウ末 吸灸ℊ 吸灸吸.泣灸

サンズコン 吸灸ℊ 吸弓.吸灸

⃝局 サンソウニン 吸灸ℊ 急朽.急灸

サンディミュン内用液吸灸％ 吸灸％吸客 求泣汲.求灸

⃝局 サントニン 吸ℊ 宮救朽.吸灸

⃝局 サンヤク 吸灸ℊ 吸汲.求灸

⃝局 サンリズムカプセル宮救㎎ 宮救㎎吸カプセル 弓宮.灸灸

⃝局 サンリズムカプセル救灸㎎ 救灸㎎吸カプセル 救弓.朽灸

三和黄嘉
ごん

湯エキス細粒 吸ℊ 朽.急灸

三和黄連解毒湯エキス細粒 吸ℊ 吸救.灸灸

三和乙字湯エキス細粒 吸ℊ 吸吸.灸灸

三和 根加朮
じゆつ

附湯エキス細粒 吸ℊ 汲.求灸

三和 根湯エキス細粒 吸ℊ 朽.救灸

三和桂
けい

枝加朮
じゆつ

附湯エキス細粒 吸ℊ 朽.朽灸

三和桂
けい

枝茯
ぶく

苓
りよう

丸料エキス細粒 吸ℊ 吸吸.灸灸

三和桂
けい

F
しやく

知母湯エキス細粒 吸ℊ 泣.宮灸

三和五苓
れい

散料エキス細粒 吸ℊ 吸灸.朽灸

三和柴
さい

胡
こ

桂
けい

枝湯エキス細粒 吸ℊ 吸朽.求灸

三和F
しやく

薬甘草附子湯エキス細
粒

吸ℊ 吸弓.灸灸

三和十全大補湯エキス細粒 吸ℊ 吸宮.灸灸

三和十味敗毒湯エキス細粒 吸ℊ 泣.救灸

三和小柴
さい

胡
こ

湯エキス細粒 吸ℊ 吸汲.求灸

三和小青竜湯エキス細粒 吸ℊ 吸灸.弓灸

三和真武湯エキス細粒 吸ℊ 吸吸.汲灸

三和大柴
さい

胡
こ

去大黄湯エキス細
粒

吸ℊ 吸朽.宮灸

三和大柴
さい

胡
こ

湯エキス細粒 吸ℊ 吸朽.弓灸

三和大防風湯エキス細粒 吸ℊ 吸朽.灸灸

三和猪
ちよ

苓
れい

湯エキス細粒 吸ℊ 吸灸.朽灸

三和当帰F
しやく

薬散加附子エキス
細粒

吸ℊ 吸吸.求灸

三和当帰F
しやく

薬散料エキス細粒 吸ℊ 求.灸灸

三和八味地黄丸料エキス細粒 吸ℊ 汲.急灸

三和半夏厚朴湯エキス細粒 吸ℊ 吸急.朽灸

三和半夏瀉
しや

心湯エキス細粒 吸ℊ 吸救.弓灸

三和半夏白朮
じゆつ

天麻湯エキス細
粒

吸ℊ 吸朽.救灸

三和附子理中湯エキス細粒 吸ℊ 宮宮.救灸

三和防風通聖散料エキス細粒 吸ℊ 朽.急灸

三和補中益気湯エキス細粒 吸ℊ 吸急.弓灸

三和麻黄附子細辛湯エキス細
粒

吸ℊ 宮急.泣灸

三和麻杏
きよう

薏
よく

甘湯エキス細粒 吸ℊ 汲.求灸

三和木防已
い

湯エキス細粒 吸ℊ 宮救.求灸

三和六君子湯エキス細粒 吸ℊ 吸急.救灸

三和竜胆瀉
しや

肝湯エキス細粒 吸ℊ 朽.救灸

三和苓
りよう

姜
きよう

朮
じゆつ

甘湯エキス細粒 吸ℊ 吸急.吸灸

三和苓
りよう

桂
けい

朮
じゆつ

甘湯エキス細粒 吸ℊ 吸吸.宮灸

(し)

ジアイナ配合カプセル 吸カプセル 救.救灸

⃝局 ジアスターゼ 吸灸ℊ 宮弓.急灸

⃝局 ジアスターゼ「ケンエー」 吸灸ℊ 宮朽.吸灸

⃝局 ジアスターゼ原末「マルイ
シ」

吸灸ℊ 宮朽.吸灸

⃝局 ジアスターゼ「コザカイ・
Ｍ」

吸灸ℊ 宮求.急灸

⃝局 ジアスターゼ シオエ 吸灸ℊ 宮朽.吸灸

⃝局 ジアスターゼ「ニッコー」 吸灸ℊ 宮汲.吸灸

⃝局 ジアスターゼ「ホエイ」 吸灸ℊ 宮朽.吸灸

⃝局※ジアスターゼ（山善） 吸灸ℊ 宮求.急灸

ジアゼパム散吸％「アメル」 吸％吸ℊ 朽.弓灸

⃝局 ジアゼパム錠吸灸㎎「ツルハ
ラ」

吸灸㎎吸錠 救.求灸

ジアゼパム宮㎎錠 宮㎎吸錠 救.求灸

ジアゼパム救㎎錠 救㎎吸錠 救.汲灸

ジアゾキシドカプセル宮救㎎
「ＯＰ」

宮救㎎吸カプセル 宮朽吸.求灸

シアナマイド内用液吸％「タ
ナベ」

吸％吸客 朽.弓灸

シアリス錠救㎎ 救㎎吸錠 吸,弓急弓.汲灸

シアリス錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸,急救急.朽灸

シアリス錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸,救宮泣.泣灸

ジェイゾロフトＯＤ錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 朽弓.泣灸

ジェイゾロフトＯＤ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸灸汲.救灸

ジェイゾロフトＯＤ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸求求.宮灸

ジェイゾロフト錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 朽弓.泣灸

ジェイゾロフト錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸灸汲.救灸

ジェイゾロフト錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸求求.宮灸

ＪＰＳ安中散料エキス顆
か

粒
〔調剤用〕

吸ℊ 朽.弓灸

ＪＰＳ越婢
び

加朮
じゆつ

湯エキス顆
か

粒
〔調剤用〕

吸ℊ 求.弓灸

ＪＰＳ黄連解毒湯エキス顆
か

粒
〔調剤用〕

吸ℊ 吸灸.吸灸

ＪＰＳ乙字湯エキス顆
か

粒〔調
剤用〕

吸ℊ 吸宮.吸灸

ＪＰＳ 根湯エキス顆
か

粒〔調
剤用〕

吸ℊ 朽.急灸

ＪＰＳ 根湯加川芎
きゆう

辛夷
い

エキ

ス顆
か

粒〔調剤用〕

吸ℊ 求.弓灸

ＪＰＳ加味逍
しよう

遙
よう

散料エキス顆
か

粒〔調剤用〕
吸ℊ 吸弓.泣灸

ＪＰＳ桂
けい

枝加朮
じゆつ

附湯エキス顆
か

粒〔調剤用〕
吸ℊ 求.吸灸

ＪＰＳ桂
けい

枝湯エキス顆
か

粒〔調
剤用〕

吸ℊ 朽.急灸

ＪＰＳ桂
けい

枝茯
ぶく

苓
りよう

丸料エキス顆
か

粒〔調剤用〕
吸ℊ 求.弓灸

ＪＰＳ五苓
れい

散料エキス顆
か

粒
〔調剤用〕

吸ℊ 吸灸.急灸

ＪＰＳ柴
さい

胡
こ

加竜骨牡
ぼ

蛎
れい

湯エキ

ス顆
か

粒〔調剤用〕

吸ℊ 吸朽.弓灸

ＪＰＳ柴
さい

胡
こ

桂
けい

枝湯エキス顆
か

粒
〔調剤用〕

吸ℊ 吸泣.急灸

ＪＰＳ三黄瀉
しや

心湯エキス顆
か

粒
〔調剤用〕

吸ℊ 宮宮.求灸
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ＪＰＳ十味敗毒湯エキス顆
か

粒
〔調剤用〕

吸ℊ 吸灸.救灸

ＪＰＳ小柴
さい

胡
こ

湯エキス顆
か

粒
〔調剤用〕

吸ℊ 宮灸.弓灸

ＪＰＳ小青竜湯エキス顆
か

粒
〔調剤用〕

吸ℊ 吸宮.弓灸

ＪＰＳ真武湯エキス顆
か

粒〔調
剤用〕

吸ℊ 朽.救灸

ＪＰＳ大柴
さい

胡
こ

湯エキス顆
か

粒
〔調剤用〕

吸ℊ 吸救.朽灸

ＪＰＳ猪
ちよ

苓
れい

湯エキス顆
か

粒〔調
剤用〕

吸ℊ 吸吸.宮灸

ＪＰＳ桃核承気湯エキス顆
か

粒
〔調剤用〕

吸ℊ 朽.汲灸

ＪＰＳ当帰F
しやく

薬散料エキス顆
か

粒〔調剤用〕
吸ℊ 汲.吸灸

ＪＰＳ麦門冬湯エキス顆
か

粒
〔調剤用〕

吸ℊ 吸宮.灸灸

ＪＰＳ八味地黄丸料エキス顆
か

粒〔調剤用〕
吸ℊ 朽.汲灸

ＪＰＳ半夏厚朴湯エキス顆
か

粒
〔調剤用〕

吸ℊ 汲.汲灸

ＪＰＳ半夏瀉
しや

心湯エキス顆
か

粒
〔調剤用〕

吸ℊ 吸求.急灸

ＪＰＳ防已
い

黄耆
ぎ

湯エキス顆
か

粒
〔調剤用〕

吸ℊ 求.求灸

ＪＰＳ防風通聖散料エキス顆
か

粒〔調剤用〕
吸ℊ 求.弓灸

ＪＰＳ補中益気湯エキス顆
か

粒
〔調剤用〕

吸ℊ 吸朽.朽灸

ＪＰＳ麻杏
きよう

薏
よく

甘湯エキス顆
か

粒
〔調剤用〕

吸ℊ 朽.朽灸

ＪＰＳ苓
りよう

桂
けい

朮
じゆつ

甘湯エキス顆
か

粒〔調剤用〕
吸ℊ 朽.弓灸

⃝局 ジエチルカルバマジンクエン
酸塩錠

救灸㎎吸錠 吸灸.宮灸

ジェニナック錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 宮灸救.求灸

ジエノゲストＯＤ錠吸㎎
「Ｆ」

吸㎎吸錠 汲求.泣灸

ジエノゲストＯＤ錠吸㎎「キ
ッセイ」

吸㎎吸錠 汲求.泣灸

ジエノゲストＯＤ錠吸㎎「Ｋ
Ｎ」

吸㎎吸錠 汲求.泣灸

ジエノゲストＯＤ錠吸㎎「ト
ーワ」

吸㎎吸錠 汲求.泣灸

ジエノゲストＯＤ錠吸㎎「モ
チダ」

吸㎎吸錠 汲求.泣灸

ジエノゲスト錠吸㎎「Ｆ」 吸㎎吸錠 汲求.泣灸

ジエノゲスト錠吸㎎「ＭＹ
Ｌ」

吸㎎吸錠 汲求.泣灸

ジエノゲスト錠吸㎎「キッセ
イ」

吸㎎吸錠 汲求.泣灸

ジエノゲスト錠吸㎎「ＫＮ」 吸㎎吸錠 汲求.泣灸

ジエノゲスト錠吸㎎「サワ
イ」

吸㎎吸錠 汲求.泣灸

ジエノゲスト錠吸㎎「ＪＧ」 吸㎎吸錠 吸宮朽.求灸

ジエノゲスト錠吸㎎「トー
ワ」

吸㎎吸錠 汲求.泣灸

ジエノゲスト錠吸㎎「ニプ
ロ」

吸㎎吸錠 汲求.泣灸

ジエノゲスト錠吸㎎「モチ
ダ」

吸㎎吸錠 汲求.泣灸

ジエノゲスト吸㎎錠 吸㎎吸錠 求弓.急灸

ジェミーナ配合錠 吸錠 宮泣宮.弓灸

シーエルセントリ錠吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸錠 宮,弓宮灸.朽灸

⃝局 ジオウ 吸灸ℊ 吸泣.急灸

ジオトリフ錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 急,泣救汲.宮灸

ジオトリフ錠弓灸㎎ 弓灸㎎吸錠 求,宮泣灸.弓灸

ジオトリフ錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 泣,朽吸救.救灸

ジオトリフ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸吸,吸吸汲.求灸

シオン 吸灸ℊ 宮宮.灸灸

ジカディア錠吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸錠 朽,急吸弓.朽灸

シグマート錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 吸灸.急灸

シグマート錠救㎎ 救㎎吸錠 吸吸.宮灸

シグマビタン配合カプセルＢ
宮救

吸カプセル 救.救灸

シクレスト舌下錠救㎎ 救㎎吸錠 宮弓求.灸灸

シクレスト舌下錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 弓救汲.宮灸

シクロスポリンカプセル
吸灸㎎「ＴＣ」

吸灸㎎吸カプセル 急宮.急灸

シクロスポリンカプセル
吸灸㎎「ＢＭＤ」

吸灸㎎吸カプセル 急宮.急灸

シクロスポリンカプセル
吸灸㎎「ファイザー」

吸灸㎎吸カプセル 急宮.急灸

シクロスポリンカプセル
宮救㎎「日医工」

宮救㎎吸カプセル 求宮.吸灸

シクロスポリンカプセル
宮救㎎「ＢＭＤ」

宮救㎎吸カプセル 求宮.吸灸

シクロスポリンカプセル
宮救㎎「ファイザー」

宮救㎎吸カプセル 求宮.吸灸

シクロスポリンカプセル
救灸㎎「ＴＣ」

救灸㎎吸カプセル 吸弓救.朽灸

シクロスポリンカプセル
救灸㎎「ＢＭＤ」

救灸㎎吸カプセル 吸弓救.朽灸

シクロスポリンカプセル
救灸㎎「ファイザー」

救灸㎎吸カプセル 吸弓救.朽灸

シクロスポリン細粒吸求％
「ファイザー」

吸求％吸ℊ 朽灸宮.救灸

シクロスポリン吸灸㎎カプセ
ル

吸灸㎎吸カプセル 宮朽.弓灸

シクロスポリン宮救㎎カプセ
ル

宮救㎎吸カプセル 救求.吸灸

シクロスポリン救灸㎎カプセ
ル

救灸㎎吸カプセル 泣吸.救灸

ジクロフェナクナトリウム
宮救㎎錠

宮救㎎吸錠 救.求灸

ジクロフェナクナトリウム
弓求.救㎎徐放カプセル

弓求.救㎎吸カプセル 救.泣灸

⃝局 ジゴキシン錠 灸.吸宮救㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 ジゴキシン錠 灸.宮救㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 ジゴキシン錠灸.灸朽宮救「ＫＹ
Ｏ」

灸.灸朽宮救㎎吸錠 泣.汲灸

ジゴシンエリキシル灸.灸救㎎
／客

灸.灸灸救％吸灸客 吸求.朽灸

ジゴシン散灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 汲.求灸

⃝局 ジコッピ 吸灸ℊ 宮吸.汲灸

⃝局 シコン 吸灸ℊ 弓吸.汲灸

⃝局 次硝酸ビスマス「ケンエー」 吸ℊ 泣.宮灸

⃝局 次硝酸ビスマス「三恵」 吸ℊ 求.朽灸

⃝局 次硝酸ビスマス シオエ 吸ℊ 泣.宮灸

⃝局 次硝酸ビスマス「東海」 吸ℊ 求.朽灸

⃝局 次硝酸ビスマス「日医工」 吸ℊ 汲.吸灸

⃝局 次硝酸ビスマス「ニッコー」 吸ℊ 泣.汲灸

⃝局 次硝酸ビスマス「メタル」 吸ℊ 泣.宮灸

⃝局 ジスチグミン臭化物錠 救㎎吸錠 吸灸.吸灸

ジスロマックカプセル小児用
吸灸灸㎎

吸灸灸㎎吸カプセル 吸弓救.宮灸

ジスロマック細粒小児用
吸灸％

吸灸灸㎎吸ℊ 吸泣吸.吸灸

ジスロマック錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 宮灸救.朽灸

ジスロマック錠朽灸灸㎎ 朽灸灸㎎吸錠 救朽弓.急灸

ジセタミン錠宮救 宮救㎎吸錠 救.泣灸

ジセレカ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 宮,救吸泣.泣灸

ジセレカ錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 急,汲泣弓.朽灸

シソシ 吸灸ℊ 吸宮.灸灸

ジソピラミド徐放錠吸救灸㎎
「ファイザー」

吸救灸㎎吸錠 宮泣.求灸

ジソピラミド救灸㎎カプセル 救灸㎎吸カプセル 泣.泣灸

ジソピラミド吸灸灸㎎カプセル 吸灸灸㎎吸カプセル 吸救.灸灸

シダキュアスギ花粉舌下錠
宮,灸灸灸ＪＡＵ

宮,灸灸灸ＪＡＵ吸錠 救汲.救灸
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シダキュアスギ花粉舌下錠
救,灸灸灸ＪＡＵ

救,灸灸灸ＪＡＵ吸錠 吸急朽.吸灸

シタフロキサシン錠救灸㎎
「サワイ」

救灸㎎吸錠 求宮.吸灸

⃝局 シツリシ 吸灸ℊ 吸求.汲灸

シテイ 吸灸ℊ 宮泣.急灸

シナール配合顆
か

粒 吸ℊ 朽.弓灸

⃝局 シナール配合錠 吸錠 朽.宮灸

⃝局⃝麻ジヒドロコデインリン酸塩 吸ℊ 吸,吸弓弓.宮灸

⃝局 ジヒドロコデインリン酸塩散
吸％

吸％吸ℊ 求.救灸

⃝局 ジヒドロコデインリン酸塩散
吸％「シオエ」

吸％吸ℊ 汲.弓灸

⃝局 ジヒドロコデインリン酸塩散
吸％「第一三共」

吸％吸ℊ 求.朽灸

⃝局 ジヒドロコデインリン酸塩散
吸％「メタル」

吸％吸ℊ 汲.朽灸

⃝局⃝麻ジヒドロコデインリン酸塩散
吸灸％

吸灸％吸ℊ 吸急灸.灸灸

シーピー配合顆
か

粒 吸ℊ 朽.弓灸

ジピリダモール散吸宮.救％
「ＪＧ」

吸宮.救％吸ℊ 宮灸.弓灸

ジピリダモール吸宮.救㎎錠 吸宮.救㎎吸錠 救.汲灸

ジピリダモール宮救㎎錠 宮救㎎吸錠 救.汲灸

ジピリダモール吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 救.泣灸

ジフェニドール塩酸塩錠
宮救㎎「ＣＨ」

宮救㎎吸錠 救.泣灸

ジフェニドール塩酸塩宮救㎎
錠

宮救㎎吸錠 救.求灸

⃝局 ジフルカンカプセル救灸㎎ 救灸㎎吸カプセル 吸汲汲.吸灸

⃝局 ジフルカンカプセル吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸カプセル 宮泣救.汲灸

ジフルカンドライシロップ
弓救灸㎎

吸灸㎎吸客(懸濁後の内
用液として)

汲求.朽灸

ジフルカンドライシロップ
吸急灸灸㎎

急灸㎎吸客(懸濁後の内
用液として)

弓泣宮.灸灸

ジプレキサザイディス錠
宮.救㎎

宮.救㎎吸錠 朽泣.救灸

ジプレキサザイディス錠救㎎ 救㎎吸錠 吸弓宮.救灸

ジプレキサザイディス錠
吸灸㎎

吸灸㎎吸錠 宮救救.求灸

ジプレキサ細粒吸％ 吸％吸ℊ 宮急求.吸灸

ジプレキサ錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 朽泣.救灸

ジプレキサ錠救㎎ 救㎎吸錠 吸弓宮.救灸

ジプレキサ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 宮救救.求灸

シプロキサン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 弓宮.泣灸

シプロキサン錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 急宮.泣灸

シプロフロキサシン塩酸塩
吸灸灸㎎錠

吸灸灸㎎吸錠 吸灸.弓灸

シプロフロキサシン塩酸塩
宮灸灸㎎錠

宮灸灸㎎吸錠 吸宮.吸灸

シプロフロキサシン錠吸灸灸㎎
「ＳＷ」

吸灸灸㎎吸錠 吸求.灸灸

シプロフロキサシン錠吸灸灸㎎
「トーワ」

吸灸灸㎎吸錠 吸求.灸灸

シプロフロキサシン錠吸灸灸㎎
「日医工」

吸灸灸㎎吸錠 吸求.灸灸

シプロフロキサシン錠宮灸灸㎎
「ＳＷ」

宮灸灸㎎吸錠 宮吸.灸灸

シプロフロキサシン錠宮灸灸㎎
「トーワ」

宮灸灸㎎吸錠 宮吸.灸灸

シプロフロキサシン錠宮灸灸㎎
「日医工」

宮灸灸㎎吸錠 宮吸.灸灸

シプロヘプタジン塩酸塩シロ
ップ灸.灸急％「武田テバ」

灸.灸急％吸灸客 汲.宮灸

シベクトロ錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 宮灸,弓朽朽.弓灸

⃝局 ジベトス錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 シベノール錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 宮急.泣灸

⃝局 シベノール錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 急灸.求灸

シベンゾリンコハク酸塩
救灸㎎錠

救灸㎎吸錠 吸宮.急灸

シベンゾリンコハク酸塩
吸灸灸㎎錠

吸灸灸㎎吸錠 宮灸.求灸

シムツーザ配合錠 吸錠 急,汲弓弓.宮灸

ジメチコン錠汲灸㎎「ホリイ」 汲灸㎎吸錠 救.求灸

ジメチコン内用液宮％「ＦＳ
Ｋ」

宮％吸客 弓.灸灸

ジメチコン内用液宮％「カイ
ゲン」

宮％吸客 弓.灸灸

ジメチコン内用液宮％「ホリ
イ」

宮％吸客 弓.灸灸

ジメチコン急灸㎎錠 急灸㎎吸錠 救.求灸

シメチジン宮灸％細粒 宮灸％吸ℊ 朽.弓灸

シメチジン宮灸灸㎎錠 宮灸灸㎎吸錠 救.求灸

シメチジン急灸灸㎎錠 急灸灸㎎吸錠 救.泣灸

ジメモルファンリン酸塩錠
吸灸㎎「ＴＣＫ」

吸灸㎎吸錠 救.求灸

ジメモルファンリン酸塩シロ
ップ小児用灸.宮救％「ＴＣＫ」

灸.宮救％吸客 宮.泣灸

ジメモルファンリン酸塩ＤＳ
小児用宮.救％「タカタ」

宮.救％吸ℊ 泣.朽灸

ジメモルファンリン酸塩
吸灸％散

吸灸％吸ℊ 弓灸.吸灸

ジメリン錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 吸汲.弓灸

⃝局 ジメンヒドリナート錠 救灸㎎吸錠 吸灸.急灸

ジャカビ錠救㎎ 救㎎吸錠 弓,求朽汲.泣灸

ジャカビ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 求,救吸弓.宮灸

ジャクスタピッドカプセル
救㎎

救㎎吸カプセル 汲吸,吸朽灸.急灸

ジャクスタピッドカプセル
吸灸㎎

吸灸㎎吸カプセル 泣宮,汲吸救.朽灸

ジャクスタピッドカプセル
宮灸㎎

宮灸㎎吸カプセル吸灸救,朽朽灸.泣灸

⃝局 シャクヤク 吸灸ℊ 宮汲.求灸

⃝局 シャクヤク末 吸灸ℊ 宮泣.吸灸

⃝局 ジャショウシ 吸灸ℊ 吸吸.求灸

シャジン 吸灸ℊ 救宮.救灸

⃝局 シャゼンシ 吸灸ℊ 吸宮.弓灸

⃝局 シャゼンソウ 吸灸ℊ 吸弓.急灸

ジャディアンス錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸汲泣.灸灸

ジャディアンス錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 弓宮宮.求灸

ジャドニュ顆
か

粒分包泣灸㎎ 泣灸㎎吸包 汲救宮.汲灸

ジャドニュ顆
か

粒分包弓朽灸㎎ 弓朽灸㎎吸包 弓,弓泣灸.宮灸

⃝局 ジャヌビア錠吸宮.救㎎ 吸宮.救㎎吸錠 救弓.灸灸

⃝局 ジャヌビア錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 朽弓.求灸

⃝局 ジャヌビア錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸吸汲.吸灸

⃝局 ジャヌビア錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸求急.泣灸

ジャルカ配合錠 吸錠 救,弓泣求.弓灸

シュアポスト錠灸.宮救㎎ 灸.宮救㎎吸錠 宮吸.求灸

シュアポスト錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 弓求.救灸

⃝局 臭化カリウム 吸灸ℊ 汲宮.朽灸

⃝局 臭化ナトリウム 吸灸ℊ 汲弓.救灸

⃝局 重カマ「ヨシダ」 吸灸ℊ 吸急.弓灸

重散 吸ℊ 朽.弓灸

⃝局 重質酸化マグネシウム「Ｎｉ
ｋＰ」

吸灸ℊ 吸灸.吸灸

⃝局 重質酸化マグネシウム「ケン
エー」

吸灸ℊ 吸救.急灸

⃝局 重質酸化マグネシウム「三
恵」

吸灸ℊ 泣.救灸

⃝局 重質酸化マグネシウム シオ
エ

吸灸ℊ 吸灸.吸灸

⃝局 重質酸化マグネシウム「東
海」

吸灸ℊ 吸灸.吸灸

⃝局 重質酸化マグネシウム〈ハ
チ〉

吸灸ℊ 吸宮.汲灸

⃝局 重質酸化マグネシウム「ホエ
イ」

吸灸ℊ 泣.救灸

⃝局 重質炭酸マグネシウム「日医
工」

吸灸ℊ 吸吸.急灸
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⃝局 吸灸㎎セルシン錠 吸灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 ジュウヤク 吸灸ℊ 宮弓.求灸

⃝局 シュクシャ 吸灸ℊ 弓朽.急灸

⃝局 シュクシャ末 吸灸ℊ 救救.泣灸

⃝局 酒石酸 吸灸ℊ 宮求.灸灸

⃝局 酒石酸「コザカイ・Ｍ」 吸灸ℊ 宮求.急灸

⃝局 酒石酸「ニッコー」 吸灸ℊ 宮求.急灸

ジュリナ錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 救朽.泣灸

ジュンコウ 温清飲ＦＣエキ
ス細粒 医療用

吸ℊ 吸灸.求灸

ジュンコウ 黄連解毒湯ＦＣ
エキス細粒 医療用

吸ℊ 宮吸.弓灸

ジュンコウ 乙字湯ＦＣエキ
ス細粒 医療用

吸ℊ 吸求.朽灸

ジュンコウ 5根湯ＦＣエキ
ス細粒 医療用

吸ℊ 泣.救灸

ジュンコウ 加味逍
しよう

遙
よう

散ＦＣ
エキス細粒 医療用

吸ℊ 宮灸.救灸

ジュンコウ 帰脾
ひ

湯ＦＣエキ
ス細粒 医療用

吸ℊ 宮灸.弓灸

ジュンコウ 芎
きゆう

帰膠
きよう

艾
がい

湯ＦＣ
エキス細粒 医療用

吸ℊ 泣.灸灸

ジュンコウ 桂
けい

枝加B
しやく

薬湯Ｆ
Ｃエキス細粒 医療用

吸ℊ 求.宮灸

ジュンコウ 桂
けい

枝茯
ぶく

苓
りよう

丸料Ｆ
Ｃエキス細粒 医療用

吸ℊ 吸急.急灸

ジュンコウ 呉茱
しゆ

萸
ゆ

湯ＦＣエ
キス細粒 医療用

吸ℊ 吸灸.泣灸

ジュンコウ 五苓
れい

散料ＦＣエ
キス細粒 医療用

吸ℊ 宮灸.宮灸

ジュンコウ 柴
さい

胡
こ

加龍
りゆう

骨牡
ぼ

蠣
れい

湯ＦＣエキス細粒 医療用
吸ℊ 宮宮.泣灸

ジュンコウ 柴
さい

胡
こ

桂
けい

枝湯ＦＣ
エキス細粒 医療用

吸ℊ 宮泣.汲灸

ジュンコウ 四物湯ＦＣエキ
ス細粒 医療用

吸ℊ 朽.救灸

ジュンコウ B
しやく

薬甘草湯ＦＣ
エキス細粒 医療用

吸ℊ 吸吸.宮灸

ジュンコウ 十全大補湯ＦＣ
エキス細粒 医療用

吸ℊ 吸朽.朽灸

ジュンコウ 小柴
さい

胡
こ

湯ＦＣエ
キス細粒 医療用

吸ℊ 弓求.泣灸

ジュンコウ 清心\
れん

子飲ＦＣ
エキス細粒 医療用

吸ℊ 宮宮.救灸

ジュンコウ 大柴
さい

胡
こ

湯ＦＣエ
キス細粒 医療用

吸ℊ 宮泣.求灸

ジュンコウ 桃核承気湯ＦＣ
エキス細粒 医療用

吸ℊ 泣.救灸

ジュンコウ 当帰B
しやく

薬散料Ｆ
Ｃエキス細粒 医療用

吸ℊ 吸吸.灸灸

ジュンコウ 麦門冬湯ＦＣエ
キス細粒 医療用

吸ℊ 吸泣.救灸

ジュンコウ 半夏厚朴湯ＦＣ
エキス細粒 医療用

吸ℊ 吸急.朽灸

ジュンコウ 半夏瀉
しや

心湯ＦＣ
エキス細粒 医療用

吸ℊ 宮弓.灸灸

ジュンコウ 防已
い

黄耆
ぎ

湯ＦＣ
エキス細粒 医療用

吸ℊ 泣.汲灸

ジュンコウ 補中益気湯ＦＣ
エキス細粒 医療用

吸ℊ 宮弓.求灸

ジュンコウ 補中益気湯ＦＣ
エキス錠 医療用

吸錠 泣.救灸

ジュンコウ 麻黄湯ＦＣエキ
ス細粒 医療用

吸ℊ 吸灸.灸灸

ジュンコウ 麻杏
きよう

甘石湯ＦＣ
エキス細粒 医療用

吸ℊ 汲.求灸

ジュンコウ 薏
よく

苡
い

仁湯ＦＣエ
キス細粒 医療用

吸ℊ 泣.急灸

ジュンコウ 龍
りゆう

胆瀉
しや

肝湯ＦＣ
エキス細粒 医療用

吸ℊ 求.弓灸

ジュンコウ 苓
りよう

桂
けい

朮
じゆつ

甘湯ＦＣ
エキス細粒 医療用

吸ℊ 吸灸.求灸

ジュンコウ 苓
りよう

桂
けい

朮
じゆつ

甘湯ＦＣ
エキス錠 医療用

吸錠 救.泣灸

ジュンコウ 六味地黄丸料Ｆ
Ｃエキス細粒 医療用

吸ℊ 泣.灸灸

⃝局 ショウキョウ 吸灸ℊ 吸救.救灸

⃝局 ショウキョウ末 吸灸ℊ 吸求.弓灸

⃝局 硝酸イソソルビド錠 救㎎吸錠 泣.汲灸

硝酸イソソルビド宮灸㎎徐放
カプセル

宮灸㎎吸カプセル 救.泣灸

硝酸イソソルビド宮灸㎎徐放
錠

宮灸㎎吸錠 救.泣灸

⃝局 ショウズク 吸灸ℊ 吸灸朽.灸灸

ショウズク末 吸灸ℊ 吸吸急.泣灸

小児用バクシダール錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 朽求.吸灸

小児用ペレックス配合顆
か

粒 吸ℊ 朽.弓灸

小児用ミケラン細粒灸.宮％ 灸.宮％吸ℊ 泣.弓灸

小児用ムコソルバンシロップ
灸.弓％

灸.弓％吸客 求.朽灸

小児用ムコソルバンＤＳ
吸.救％

吸.救％吸ℊ 宮泣.泣灸

ショウバク 吸灸ℊ 汲.汲灸

⃝局 ショウマ 吸灸ℊ 吸宮.求灸

ジョサマイシロップ弓％ 弓灸㎎吸客 朽.求灸

⃝局 ジョサマイシン錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 ジョサマイシン錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 吸汲.汲灸

ジョサマイドライシロップ
吸灸％

吸灸灸㎎吸ℊ 吸救.求灸

ジラゼプ塩酸塩救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 救.求灸

ジラゼプ塩酸塩吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 救.泣灸

ジルチアゼム塩酸塩弓灸㎎錠 弓灸㎎吸錠 救.求灸

ジルチアゼム塩酸塩朽灸㎎錠 朽灸㎎吸錠 救.泣灸

ジルチアゼム塩酸塩吸灸灸㎎徐
放カプセル

吸灸灸㎎吸カプセル 吸灸.吸灸

ジルチアゼム塩酸塩宮灸灸㎎徐
放カプセル

宮灸灸㎎吸カプセル 吸泣.急灸

⃝局 ジルテック錠救 救㎎吸錠 弓吸.汲灸

⃝局 ジルテック錠吸灸 吸灸㎎吸錠 弓汲.汲灸

ジルテックドライシロップ
吸.宮救％

吸.宮救％吸ℊ 吸急泣.宮灸

シルニジピン救㎎錠 救㎎吸錠 吸灸.弓灸

シルニジピン吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 吸汲.汲灸

シルニジピン宮灸㎎錠 宮灸㎎吸錠 宮泣.宮灸

ジルムロ配合ＯＤ錠ＨＤ「サ
ワイ」

吸錠 急急.朽灸

ジルムロ配合ＯＤ錠ＨＤ「ト
ーワ」

吸錠 急急.朽灸

ジルムロ配合ＯＤ錠ＨＤ「日
医工」

吸錠 急急.朽灸

ジルムロ配合ＯＤ錠ＬＤ「サ
ワイ」

吸錠 急急.弓灸

ジルムロ配合ＯＤ錠ＬＤ「ト
ーワ」

吸錠 急急.弓灸

ジルムロ配合ＯＤ錠ＬＤ「日
医工」

吸錠 急急.弓灸

ジルムロ配合錠ＨＤ「サワ
イ」

吸錠 急急.朽灸

ジルムロ配合錠ＨＤ「ＪＧ」 吸錠 急急.朽灸

ジルムロ配合錠ＨＤ「武田テ
バ」

吸錠 急急.朽灸

ジルムロ配合錠ＨＤ「ツルハ
ラ」

吸錠 急急.朽灸

ジルムロ配合錠ＨＤ「ＴＣ
Ｋ」

吸錠 急急.朽灸

ジルムロ配合錠ＨＤ「トー
ワ」

吸錠 急急.朽灸

ジルムロ配合錠ＨＤ「ニプ
ロ」

吸錠 急急.朽灸

ジルムロ配合錠ＨＤ「ＹＤ」 吸錠 急急.朽灸

ジルムロ配合錠ＬＤ「サワ
イ」

吸錠 急急.弓灸

ジルムロ配合錠ＬＤ「ＪＧ」 吸錠 急急.弓灸
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ジルムロ配合錠ＬＤ「武田テ
バ」

吸錠 急急.弓灸

ジルムロ配合錠ＬＤ「ツルハ
ラ」

吸錠 急急.弓灸

ジルムロ配合錠ＬＤ「ＴＣ
Ｋ」

吸錠 急急.弓灸

ジルムロ配合錠ＬＤ「トー
ワ」

吸錠 急急.弓灸

ジルムロ配合錠ＬＤ「ニプ
ロ」

吸錠 急急.弓灸

ジルムロ配合錠ＬＤ「ＹＤ」 吸錠 急急.弓灸

ジレニアカプセル灸.救㎎ 灸.救㎎吸カプセル 汲,宮泣泣.朽灸

シロスタゾールＯＤ錠救灸㎎
「ケミファ」

救灸㎎吸錠 宮宮.灸灸

シロスタゾールＯＤ錠救灸㎎
「タカタ」

救灸㎎吸錠 宮宮.灸灸

シロスタゾールＯＤ錠吸灸灸㎎
「ケミファ」

吸灸灸㎎吸錠 弓朽.朽灸

シロスタゾールＯＤ錠吸灸灸㎎
「タカタ」

吸灸灸㎎吸錠 弓朽.朽灸

シロスタゾールＯＤ錠吸灸灸㎎
「マイラン」

吸灸灸㎎吸錠 弓朽.朽灸

⃝局 シロスタゾール錠救灸㎎「ケ
ミファ」

救灸㎎吸錠 宮宮.灸灸

⃝局 シロスタゾール錠吸灸灸㎎「ケ
ミファ」

吸灸灸㎎吸錠 弓朽.朽灸

⃝局 シロスタゾール錠吸灸灸㎎「マ
イラン」

吸灸灸㎎吸錠 弓朽.朽灸

シロスタゾール内服ゼリー
救灸㎎「ＥＥ」

救灸㎎吸包 急朽.泣灸

シロスタゾール内服ゼリー
吸灸灸㎎「ＥＥ」

吸灸灸㎎吸包 救急.弓灸

シロスタゾール救灸㎎口腔
くう

内
崩壊錠

救灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

シロスタゾール救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

シロスタゾール吸灸灸㎎口腔
くう

内
崩壊錠

吸灸灸㎎吸錠 吸求.宮灸

シロスタゾール吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 吸求.宮灸

シロドシンＯＤ錠宮㎎「あす
か」

宮㎎吸錠 吸灸.吸灸

シロドシンＯＤ錠宮㎎「Ｅ
Ｅ」

宮㎎吸錠 吸灸.吸灸

シロドシンＯＤ錠宮㎎「Ｍ
ｅ」

宮㎎吸錠 吸灸.吸灸

シロドシンＯＤ錠宮㎎「杏
きよう

林」
宮㎎吸錠 吸灸.吸灸

シロドシンＯＤ錠宮㎎「Ｋ
Ｎ」

宮㎎吸錠 吸灸.吸灸

シロドシンＯＤ錠宮㎎「ケミ
ファ」

宮㎎吸錠 吸灸.吸灸

シロドシンＯＤ錠宮㎎「Ｊ
Ｇ」

宮㎎吸錠 吸灸.吸灸

シロドシンＯＤ錠宮㎎「ニプ
ロ」

宮㎎吸錠 吸灸.吸灸

シロドシンＯＤ錠宮㎎「Ｙ
Ｄ」

宮㎎吸錠 吸灸.吸灸

シロドシンＯＤ錠急㎎「あす
か」

急㎎吸錠 吸宮.吸灸

シロドシンＯＤ錠急㎎「Ｅ
Ｅ」

急㎎吸錠 吸宮.吸灸

シロドシンＯＤ錠急㎎「Ｍ
ｅ」

急㎎吸錠 吸宮.吸灸

⃝局 シロドシンＯＤ錠急㎎「オー
ハラ」

急㎎吸錠 吸求.求灸

シロドシンＯＤ錠急㎎「杏
きよう

林」
急㎎吸錠 吸求.求灸

シロドシンＯＤ錠急㎎「Ｋ
Ｎ」

急㎎吸錠 吸宮.吸灸

⃝局 シロドシンＯＤ錠急㎎「ＫＭ
Ｐ」

急㎎吸錠 吸求.求灸

シロドシンＯＤ錠急㎎「ケミ
ファ」

急㎎吸錠 吸宮.吸灸

シロドシンＯＤ錠急㎎「Ｊ
Ｇ」

急㎎吸錠 吸求.求灸

⃝局 シロドシンＯＤ錠急㎎「ツル
ハラ」

急㎎吸錠 吸求.求灸

⃝局 シロドシンＯＤ錠急㎎「ＤＳ
ＥＰ」

急㎎吸錠 吸求.求灸

⃝局 シロドシンＯＤ錠急㎎「日
新」

急㎎吸錠 吸求.求灸

シロドシンＯＤ錠急㎎「ニプ
ロ」

急㎎吸錠 吸求.求灸

シロドシンＯＤ錠急㎎「Ｙ
Ｄ」

急㎎吸錠 吸求.求灸

⃝局 シロドシン錠急㎎「オーハ
ラ」

急㎎吸錠 吸求.求灸

⃝局 シロドシン錠急㎎「杏
きよう

林」 急㎎吸錠 吸求.求灸

⃝局 シロドシン錠急㎎「ＫＭＰ」 急㎎吸錠 吸求.求灸

⃝局 シロドシン錠急㎎「ＪＧ」 急㎎吸錠 吸求.求灸

⃝局 シロドシン錠急㎎「ＤＳＥ
Ｐ」

急㎎吸錠 吸求.求灸

⃝局 シロドシン錠急㎎「ＴＣＫ」 急㎎吸錠 吸求.求灸

シロドシン宮㎎口腔
くう

内崩壊錠 宮㎎吸錠 吸灸.吸灸

シロドシン宮㎎錠 宮㎎吸錠 吸灸.吸灸

シロドシン急㎎口腔
くう

内崩壊錠 急㎎吸錠 吸宮.吸灸

シロドシン急㎎錠 急㎎吸錠 吸宮.吸灸

⃝局 シンイ 吸灸ℊ 救宮.朽灸

シングレアＯＤ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸吸宮.弓灸

⃝局 シングレア細粒急㎎ 急㎎吸包 吸宮宮.灸灸

⃝局 シングレア錠救㎎ 救㎎吸錠 泣急.灸灸

⃝局 シングレア錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸吸宮.弓灸

⃝局 シングレアチュアブル錠救㎎ 救㎎吸錠 吸吸求.汲灸

人工カルルス塩「コザカイ・
Ｍ」

吸灸ℊ 朽.救灸

⃝局 シンバスタチン錠救「ＭＥＥ
Ｋ」

救㎎吸錠 宮宮.朽灸

⃝局 シンバスタチン錠救㎎「あす
か」

救㎎吸錠 宮宮.朽灸

⃝局 シンバスタチン錠救㎎「ＥＭ
ＥＣ」

救㎎吸錠 宮宮.朽灸

⃝局 シンバスタチン錠救㎎「Ｓ
Ｗ」

救㎎吸錠 宮宮.朽灸

⃝局 シンバスタチン錠救㎎「ＭＥ
Ｄ」

救㎎吸錠 宮宮.朽灸

⃝局 シンバスタチン錠救㎎「トー
ワ」

救㎎吸錠 宮宮.朽灸

⃝局 シンバスタチン錠救㎎「日医
工」

救㎎吸錠 宮宮.朽灸

⃝局 シンバスタチン錠救㎎「マイ
ラン」

救㎎吸錠 宮宮.朽灸

⃝局 シンバスタチン錠救㎎「Ｙ
Ｄ」

救㎎吸錠 宮宮.朽灸

⃝局 シンバスタチン錠吸灸㎎「あ
すか」

吸灸㎎吸錠 救宮.宮灸

⃝局 シンバスタチン錠吸灸㎎「Ｅ
ＭＥＣ」

吸灸㎎吸錠 救宮.宮灸

⃝局 シンバスタチン錠吸灸㎎「Ｓ
Ｗ」

吸灸㎎吸錠 救宮.宮灸

⃝局 シンバスタチン錠吸灸㎎「Ｍ
ＥＤ」

吸灸㎎吸錠 救宮.宮灸

⃝局 シンバスタチン錠吸灸㎎「武
田テバ」

吸灸㎎吸錠 救宮.宮灸

⃝局 シンバスタチン錠吸灸㎎「ト
ーワ」

吸灸㎎吸錠 救宮.宮灸

⃝局 シンバスタチン錠吸灸㎎「日
医工」

吸灸㎎吸錠 救宮.宮灸

⃝局 シンバスタチン錠宮灸「ＭＥ
ＥＫ」

宮灸㎎吸錠 泣朽.汲灸

⃝局 シンバスタチン錠宮灸㎎「あ
すか」

宮灸㎎吸錠 泣朽.汲灸

⃝局 シンバスタチン錠宮灸㎎「Ｅ
ＭＥＣ」

宮灸㎎吸錠 泣朽.汲灸

⃝局 シンバスタチン錠宮灸㎎「Ｓ
Ｗ」

宮灸㎎吸錠 泣朽.汲灸
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⃝局 シンバスタチン錠宮灸㎎「Ｎ
ｉｋＰ」

宮灸㎎吸錠 泣朽.汲灸

⃝局 シンバスタチン錠宮灸㎎「Ｍ
ＥＤ」

宮灸㎎吸錠 泣朽.汲灸

⃝局 シンバスタチン錠宮灸㎎「オ
ーハラ」

宮灸㎎吸錠 泣朽.汲灸

⃝局 シンバスタチン錠宮灸㎎「武
田テバ」

宮灸㎎吸錠 泣朽.汲灸

⃝局 シンバスタチン錠宮灸㎎「ト
ーワ」

宮灸㎎吸錠 泣朽.汲灸

⃝局 シンバスタチン錠宮灸㎎「日
医工」

宮灸㎎吸錠 泣朽.汲灸

⃝局 シンバスタチン錠宮灸㎎「マ
イラン」

宮灸㎎吸錠 泣朽.汲灸

シンバスタチン救㎎錠 救㎎吸錠 吸急.朽灸

シンバスタチン吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 宮泣.泣灸

シンバスタチン宮灸㎎錠 宮灸㎎吸錠 急灸.汲灸

シンメトレル細粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 吸弓.求灸

シンメトレル錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸吸.急灸

シンメトレル錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸吸.宮灸

⃝局 シンレスタール細粒救灸％ 救灸％吸ℊ 弓宮.吸灸

⃝局 シンレスタール錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 吸急.朽灸

(す)

膵
すい

外分泌機能検査用ＰＦＤ内
服液救灸灸㎎

救％吸灸客吸瓶 求灸急.救灸

スイニー錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 急救.泣灸

スインプロイク錠灸.宮㎎ 灸.宮㎎吸錠 宮求求.吸灸

スオード錠吸灸灸 吸灸灸㎎吸錠(活性本体
として)

求朽.求灸

スーグラ錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 吸宮吸.灸灸

スーグラ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸汲灸.泣灸

スクラルファート細粒泣灸％
「ツルハラ」

泣灸％吸ℊ 朽.弓灸

スクラルファート吸灸％液 吸灸％吸客 宮.灸灸

スクラルファート泣灸％顆
か

粒 泣灸％吸ℊ 朽.弓灸

スージャヌ配合錠 吸錠 宮吸求.朽灸

⃝局 スターシス錠弓灸㎎ 弓灸㎎吸錠 吸宮.宮灸

⃝局 スターシス錠泣灸㎎ 泣灸㎎吸錠 弓吸.急灸

スタラシドカプセル救灸 救灸㎎吸カプセル 弓宮汲.弓灸

スタラシドカプセル吸灸灸 吸灸灸㎎吸カプセル 救求汲.求灸

スタリビルド配合錠 吸錠 求,灸急朽.泣灸

スタレボ配合錠Ｌ救灸 吸錠 吸宮朽.灸灸

スタレボ配合錠Ｌ吸灸灸 吸錠 吸宮朽.灸灸

スチバーガ錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 救,朽汲宮.朽灸

ステーブラＯＤ錠灸.吸㎎ 灸.吸㎎吸錠 朽吸.宮灸

ステーブラ錠灸.吸㎎ 灸.吸㎎吸錠 朽吸.宮灸

スーテントカプセル吸宮.救㎎ 吸宮.救㎎吸カプセル 求,宮汲宮.救灸

ストックリン錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 急求汲.弓灸

ストックリン錠朽灸灸㎎ 朽灸灸㎎吸錠 吸,弓救弓.急灸

ストミンＡ配合錠 吸錠 救.求灸

ストラテラカプセル救㎎ 救㎎吸カプセル 吸救朽.求灸

ストラテラカプセル吸灸㎎ 吸灸㎎吸カプセル 吸汲求.朽灸

ストラテラカプセル宮救㎎ 宮救㎎吸カプセル 宮弓朽.吸灸

ストラテラカプセル急灸㎎ 急灸㎎吸カプセル 宮求急.吸灸

ストラテラ内用液灸.急％ 灸.急％吸客 吸宮灸.朽灸

ストロカイン錠救㎎ 救㎎吸錠 救.汲灸

ストロメクトール錠弓㎎ 弓㎎吸錠 朽弓宮.泣灸

スナイリンドライシロップ
吸％

吸％吸ℊ 宮急.汲灸

スパカール細粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 弓汲.宮灸

スパカール錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 吸朽.救灸

スピラマイシン錠吸救灸万単位
「サノフィ」

吸救灸万国際単位吸錠 宮宮汲.汲灸

⃝局 スピロノラクトン錠宮救㎎
「ＣＨ」

宮救㎎吸錠 吸灸.吸灸

スピロノラクトン宮救㎎錠 宮救㎎吸錠 救.求灸

スピロノラクトン救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 朽.急灸

スピロピタン錠灸.宮救㎎ 灸.宮救㎎吸錠 救.泣灸

スピロピタン錠吸㎎ 吸㎎吸錠 吸救.宮灸

スピロペント錠吸灸㎍ 吸灸㎍吸錠 吸灸.急灸

⃝局 ズファジラン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 泣.吸灸

スプラタストトシル酸塩
救灸㎎カプセル

救灸㎎吸カプセル 吸求.朽灸

スプラタストトシル酸塩
吸灸灸㎎カプセル

吸灸灸㎎吸カプセル 吸求.朽灸

スプリセル錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 急,灸急求.急灸

スプリセル錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 泣,救灸泣.急灸

⃝局 スプレンジール錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 吸弓.宮灸

⃝局 スプレンジール錠救㎎ 救㎎吸錠 宮弓.宮灸

⃝局 スペリア錠宮灸灸 宮灸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

スペリア内用液汲％ 汲％吸客 泣.急灸

スマイラフ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸,朽吸朽.宮灸

スマイラフ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 弓,吸救救.灸灸

スマトリプタンコハク酸塩
救灸㎎錠

救灸㎎吸錠 吸弓救.汲灸

スマトリプタン錠救灸㎎「ア
スペン」

救灸㎎吸錠 吸求求.急灸

スマトリプタン錠救灸㎎「ア
メル」

救灸㎎吸錠 吸求求.急灸

スマトリプタン錠救灸㎎「Ｓ
ＰＫＫ」

救灸㎎吸錠 吸求求.急灸

スマトリプタン錠救灸㎎「Ｆ」 救灸㎎吸錠 吸求求.急灸

スマトリプタン錠救灸㎎「Ｊ
Ｇ」

救灸㎎吸錠 吸求求.急灸

スマトリプタン錠救灸㎎「タ
カタ」

救灸㎎吸錠 吸求求.急灸

スマトリプタン錠救灸㎎「Ｔ
ＣＫ」

救灸㎎吸錠 吸求求.急灸

スマトリプタン錠救灸㎎「ト
ーワ」

救灸㎎吸錠 吸求求.急灸

スマトリプタン錠救灸㎎「日
医工」

救灸㎎吸錠 吸求求.急灸

スマトリプタン錠救灸㎎「Ｙ
Ｄ」

救灸㎎吸錠 吸求求.急灸

スマトリプタン内用液救灸㎎
「タカタ」

救灸㎎宮客吸包 急泣求.弓灸

スルカイン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 救.求灸

スルピリド吸灸％細粒 吸灸％吸ℊ 朽.弓灸

スルピリド救灸％細粒 救灸％吸ℊ 吸急.灸灸

スルピリド救灸㎎カプセル 救灸㎎吸カプセル 朽.急灸

スルピリド救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 朽.急灸

スルピリド吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 朽.急灸

スルピリド宮灸灸㎎錠 宮灸灸㎎吸錠 汲.灸灸

⃝局 スルピリン水和物 吸ℊ 求.救灸

⃝局 スルファメチゾール 吸ℊ 吸急.泣灸

⃝局 スルファメトキサゾール 吸ℊ 吸吸.急灸

スルファメトキサゾール・ト

リメトプリム顆
か

粒

吸ℊ 救急.泣灸

スルファメトキサゾール・ト
リメトプリム錠

吸錠 吸急.朽灸

スルモンチール散吸灸％ 吸灸％吸ℊ 急灸.宮灸

スルモンチール錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 朽.急灸

スルモンチール錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 吸吸.朽灸

(せ)

正官庄
しよう

コウジン末 吸ℊ 弓吸.汲灸

⃝局 精製水 吸灸客 吸.吸灸

⃝局 精製水「ＮｉｋＰ」 吸灸客 吸.朽灸

⃝局※精製水（共栄） 吸灸客 吸.急灸

⃝局 精製水「ケンエー」 吸灸客 吸.朽灸

⃝局※精製水（シオエ） 吸灸客 宮.宮灸

⃝局※精製水（東海製薬） 吸灸客 吸.急灸

⃝局※精製水（東豊） 吸灸客 吸.急灸

⃝局※精製水（日興製薬） 吸灸客 吸.朽灸

⃝局※精製水（山善） 吸灸客 吸.急灸
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⃝局 精製水「ヨシダ」 吸灸客 吸.泣灸

⃝局 精製ゼラチン 吸灸ℊ 吸求.急灸

セイブルＯＤ錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 吸求.灸灸

セイブルＯＤ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 宮汲.求灸

セイブルＯＤ錠求救㎎ 求救㎎吸錠 弓泣.泣灸

⃝局 セイブル錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 吸求.灸灸

⃝局 セイブル錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 宮汲.求灸

⃝局 セイブル錠求救㎎ 求救㎎吸錠 弓泣.泣灸

セキコデ配合シロップ 吸灸客 宮灸.汲灸

セキショウシ 吸灸ℊ 求灸.泣灸

セキソビット錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 弓吸.宮灸

ゼジューラカプセル吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸カプセル 吸灸,弓求灸.宮灸

セスデンカプセル弓灸㎎ 弓灸㎎吸カプセル 吸吸.弓灸

⃝局 ゼストリル錠救 救㎎吸錠 吸汲.朽灸

⃝局 ゼストリル錠吸灸 吸灸㎎吸錠 宮急.灸灸

⃝局 ゼストリル錠宮灸 宮灸㎎吸錠 弓吸.救灸

ゼスラン小児用細粒灸.朽％ 灸.朽％吸ℊ 急朽.吸灸

ゼスラン小児用シロップ
灸.灸弓％

灸.灸弓％吸客 朽.求灸

⃝局 ゼスラン錠弓㎎ 弓㎎吸錠 汲.急灸

⃝局 セタプリル錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 宮灸.吸灸

ゼチーア錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸宮朽.吸灸

セチプチリンマレイン酸塩
吸㎎錠

吸㎎吸錠 救.泣灸

セチリジン塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「サワイ」

救㎎吸錠 吸汲.泣灸

セチリジン塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「サワイ」

吸灸㎎吸錠 宮急.朽灸

⃝局 セチリジン塩酸塩錠救「オー
ハラ」

救㎎吸錠 吸汲.泣灸

⃝局 セチリジン塩酸塩錠救㎎「Ｎ
ＰＩ」

救㎎吸錠 吸汲.泣灸

⃝局 セチリジン塩酸塩錠救㎎「Ｍ
ＮＰ」

救㎎吸錠 吸汲.泣灸

⃝局 セチリジン塩酸塩錠救㎎「科
研」

救㎎吸錠 吸汲.泣灸

⃝局 セチリジン塩酸塩錠救㎎「Ｋ
ＴＢ」

救㎎吸錠 吸汲.泣灸

⃝局 セチリジン塩酸塩錠救㎎「サ
ワイ」

救㎎吸錠 吸汲.泣灸

⃝局 セチリジン塩酸塩錠救㎎「タ
カタ」

救㎎吸錠 吸汲.泣灸

⃝局 セチリジン塩酸塩錠救㎎「タ
ナベ」

救㎎吸錠 吸汲.泣灸

⃝局 セチリジン塩酸塩錠救㎎「ト
ーワ」

救㎎吸錠 吸汲.泣灸

⃝局 セチリジン塩酸塩錠救㎎「日
医工」

救㎎吸錠 吸汲.泣灸

⃝局 セチリジン塩酸塩錠吸灸「オ
ーハラ」

吸灸㎎吸錠 宮急.朽灸

⃝局 セチリジン塩酸塩錠吸灸㎎
「アメル」

吸灸㎎吸錠 宮急.朽灸

⃝局 セチリジン塩酸塩錠吸灸㎎
「ＮＰＩ」

吸灸㎎吸錠 宮急.朽灸

⃝局 セチリジン塩酸塩錠吸灸㎎
「ＭＮＰ」

吸灸㎎吸錠 宮急.朽灸

⃝局 セチリジン塩酸塩錠吸灸㎎
「科研」

吸灸㎎吸錠 宮急.朽灸

⃝局 セチリジン塩酸塩錠吸灸㎎
「ＫＴＢ」

吸灸㎎吸錠 宮急.朽灸

⃝局 セチリジン塩酸塩錠吸灸㎎
「サワイ」

吸灸㎎吸錠 宮急.朽灸

⃝局 セチリジン塩酸塩錠吸灸㎎
「タカタ」

吸灸㎎吸錠 宮急.朽灸

⃝局 セチリジン塩酸塩錠吸灸㎎
「タナベ」

吸灸㎎吸錠 宮急.朽灸

⃝局 セチリジン塩酸塩錠吸灸㎎
「トーワ」

吸灸㎎吸錠 宮急.朽灸

⃝局 セチリジン塩酸塩錠吸灸㎎
「日医工」

吸灸㎎吸錠 宮急.朽灸

セチリジン塩酸塩吸.宮救％シ
ロップ用

吸.宮救％吸ℊ 泣灸.朽灸

セチリジン塩酸塩救㎎錠 救㎎吸錠 吸灸.吸灸

セチリジン塩酸塩吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 吸吸.宮灸

セチロ配合錠 吸錠 救.求灸

⃝局 セッコウ 吸灸ℊ 泣.救灸

セディール錠救㎎ 救㎎吸錠 吸宮.弓灸

セディール錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 宮吸.弓灸

セディール錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 弓求.急灸

⃝局 セドリーナ錠宮㎎ 宮㎎吸錠 汲.汲灸

⃝局 セネガ 吸灸ℊ 吸吸泣.求灸

⃝局 セネガシロップ 吸灸客 吸宮.弓灸

⃝局 セネガシロップ「東海」 吸灸客 吸宮.泣灸

⃝局 セネガシロップ「ニッコー」 吸灸客 吸弓.宮灸

⃝局 セネガシロップ〈ハチ〉 吸灸客 吸弓.灸灸

⃝局※セネガシロップ（山善） 吸灸客 吸弓.宮灸

⃝局 セネガ末 吸灸ℊ 吸宮吸.灸灸

セパゾン散吸％ 吸％吸ℊ 宮灸.泣灸

セパゾン錠吸 吸㎎吸錠 救.求灸

セパゾン錠宮 宮㎎吸錠 救.汲灸

⃝局 セパミット−Ｒカプセル吸灸 吸灸㎎吸カプセル 吸吸.弓灸

⃝局 セパミット−Ｒカプセル宮灸 宮灸㎎吸カプセル 吸吸.汲灸

⃝局 セパミット−Ｒ細粒宮％ 宮％吸ℊ 弓吸.朽灸

⃝局 セパミット細粒吸％ 吸％吸ℊ 吸急.泣灸

⃝局 セファクロルカプセル宮救灸㎎
「ＳＮ」

宮救灸㎎吸カプセル 急泣.弓灸

⃝局 セファクロルカプセル宮救灸㎎
「サワイ」

宮救灸㎎吸カプセル 救急.求灸

⃝局 セファクロルカプセル宮救灸㎎
「ＪＧ」

宮救灸㎎吸カプセル 救急.求灸

⃝局 セファクロルカプセル宮救灸㎎
「ＴＣＫ」

宮救灸㎎吸カプセル 救急.求灸

⃝局 セファクロルカプセル宮救灸㎎
「トーワ」

宮救灸㎎吸カプセル 救急.求灸

セファクロル細粒 吸灸灸㎎吸ℊ 急急.弓灸

⃝局 セファクロル細粒小児用
吸灸％「サワイ」

吸灸灸㎎吸ℊ 急急.弓灸

⃝局 セファクロル細粒吸灸％「日
医工」

吸灸灸㎎吸ℊ 急急.弓灸

⃝局 セファクロル細粒宮灸％「日
医工」

宮灸灸㎎吸ℊ 吸泣.朽灸

セファクロル宮救灸㎎カプセル 宮救灸㎎吸カプセル 急吸.灸灸

セファドール顆
か

粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 弓救.求灸

セファドール錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 泣.宮灸

セファランチン錠吸㎎ 吸㎎吸錠 求.宮灸

セファランチン末吸％ 吸％吸ℊ 救宮.求灸

⃝局 セファレキシンカプセル
宮救灸㎎「トーワ」

宮救灸㎎吸カプセル 弓吸.救灸

セファレキシン錠宮救灸「日医
工」

宮救灸㎎吸錠 弓吸.救灸

⃝局 セファレキシンドライシロッ
プ小児用救灸％「日医工」

救灸灸㎎吸ℊ 吸泣.灸灸

⃝局 セファレキシン複合顆
か

粒
救灸灸㎎「トーワ」

救灸灸㎎吸ℊ 汲灸.泣灸

セファレキシン救灸灸㎎複合顆
か

粒

救灸灸㎎吸ℊ 汲灸.求灸

セフィキシム救灸㎎細粒 救灸㎎吸ℊ 救弓.灸灸

セフィキシム吸灸灸㎎細粒 吸灸灸㎎吸ℊ 救救.救灸

ゼフィックス錠吸灸灸 吸灸灸㎎吸錠 弓汲泣.朽灸

セフカペン ピボキシル塩酸
塩求救㎎錠

求救㎎吸錠 宮急.汲灸

セフカペン ピボキシル塩酸
塩吸灸灸㎎細粒

吸灸灸㎎吸ℊ 汲宮.救灸

セフカペン ピボキシル塩酸
塩吸灸灸㎎錠

吸灸灸㎎吸錠 宮急.朽灸

⃝局 セフジトレンピボキシル細粒
小児用吸灸％「トーワ」

吸灸灸㎎吸ℊ 吸宮汲.救灸

⃝局 セフジトレンピボキシル細粒
吸灸％小児用「日医工」

吸灸灸㎎吸ℊ 吸宮汲.救灸
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⃝局 セフジトレンピボキシル小児
用細粒吸灸％「ＳＷ」

吸灸灸㎎吸ℊ 吸宮汲.救灸

⃝局 セフジトレンピボキシル小児
用細粒吸灸％「ＯＫ」

吸灸灸㎎吸ℊ 吸朽朽.弓灸

⃝局 セフジトレンピボキシル小児
用細粒吸灸％「サワイ」

吸灸灸㎎吸ℊ 吸宮汲.救灸

⃝局 セフジトレンピボキシル錠
吸灸灸㎎「ＯＫ」

吸灸灸㎎吸錠 弓求.求灸

⃝局 セフジトレンピボキシル錠
吸灸灸㎎「サワイ」

吸灸灸㎎吸錠 弓求.求灸

⃝局 セフジトレンピボキシル錠
吸灸灸㎎「ＣＨ」

吸灸灸㎎吸錠 急朽.灸灸

⃝局 セフジトレンピボキシル錠
吸灸灸㎎「トーワ」

吸灸灸㎎吸錠 弓求.求灸

⃝局 セフジトレンピボキシル錠
吸灸灸㎎「日医工」

吸灸灸㎎吸錠 弓求.求灸

セフジトレン ピボキシル
吸灸灸㎎細粒

吸灸灸㎎吸ℊ 吸朽朽.弓灸

⃝局 セフジニルカプセル救灸㎎
「ＪＧ」

救灸㎎吸カプセル 救宮.灸灸

⃝局 セフジニルカプセル救灸㎎
「トーワ」

救灸㎎吸カプセル 急灸.宮灸

⃝局 セフジニルカプセル救灸㎎
「日医工」

救灸㎎吸カプセル 救宮.灸灸

⃝局 セフジニルカプセル救灸㎎
「ＹＤ」

救灸㎎吸カプセル 急灸.宮灸

⃝局 セフジニルカプセル吸灸灸㎎
「ＪＧ」

吸灸灸㎎吸カプセル 救泣.求灸

⃝局 セフジニルカプセル吸灸灸㎎
「トーワ」

吸灸灸㎎吸カプセル 急急.泣灸

⃝局 セフジニルカプセル吸灸灸㎎
「日医工」

吸灸灸㎎吸カプセル 救泣.求灸

⃝局 セフジニルカプセル吸灸灸㎎
「ＹＤ」

吸灸灸㎎吸カプセル 急急.泣灸

⃝局 セフジニル細粒小児用吸灸％
「サワイ」

吸灸灸㎎吸ℊ 急求.求灸

⃝局 セフジニル細粒小児用吸灸％
「トーワ」

吸灸灸㎎吸ℊ 急求.求灸

⃝局 セフジニル細粒小児用吸灸％
「ＹＤ」

吸灸灸㎎吸ℊ 急求.求灸

⃝局 セフジニル細粒吸灸％小児用
「ＴＹＫ」

吸灸灸㎎吸ℊ 急求.求灸

⃝局 セフジニル細粒吸灸％小児用
「日医工」

吸灸灸㎎吸ℊ 急求.求灸

セフジニル錠救灸㎎「サワイ」 救灸㎎吸錠 急灸.宮灸

セフジニル錠吸灸灸㎎「サワ
イ」

吸灸灸㎎吸錠 急急.泣灸

セフジニル救灸㎎カプセル 救灸㎎吸カプセル 宮汲.弓灸

セフジニル吸灸灸㎎カプセル 吸灸灸㎎吸カプセル 宮泣.急灸

セフジニル吸灸灸㎎細粒 吸灸灸㎎吸ℊ 急吸.灸灸

⃝局 セフスパンカプセル救灸㎎ 救灸㎎吸カプセル 朽宮.急灸

⃝局 セフスパンカプセル吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸カプセル 朽泣.朽灸

⃝局 セフスパン細粒救灸㎎ 救灸㎎吸ℊ 救弓.灸灸

⃝局 セフゾンカプセル救灸㎎ 救灸㎎吸カプセル 救宮.灸灸

⃝局 セフゾンカプセル吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸カプセル 救泣.求灸

⃝局 セフゾン細粒小児用吸灸％ 吸灸灸㎎吸ℊ 求朽.泣灸

セフポドキシム プロキセチ
ル救灸㎎シロップ用

救灸㎎吸ℊ 宮救.弓灸

セフポドキシム プロキセチ
ル吸灸灸㎎錠

吸灸灸㎎吸錠 宮泣.汲灸

⃝局 ゼラチン 吸灸ℊ 吸求.急灸

セラピナ配合顆
か

粒 吸ℊ 朽.弓灸

⃝局 セララ錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 弓朽.求灸

⃝局 セララ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 求灸.汲灸

⃝局 セララ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸弓吸.求灸

セリプロロール塩酸塩吸灸灸㎎
錠

吸灸灸㎎吸錠 吸灸.弓灸

セリプロロール塩酸塩宮灸灸㎎
錠

宮灸灸㎎吸錠 宮灸.朽灸

セリンクロ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 弓灸吸.救灸

セルシン散吸％ 吸％吸ℊ 吸宮.求灸

セルシンシロップ灸.吸％ 灸.吸％吸客 吸急.急灸

セルセプトカプセル宮救灸 宮救灸㎎吸カプセル 吸救朽.汲灸

セルセプト懸濁用散弓吸.汲％ 宮灸灸㎎吸客(懸濁後の
内用液として)

吸救泣.吸灸

セルトラリン塩酸塩宮救㎎口

腔
くう

内崩壊錠

宮救㎎吸錠 吸宮.救灸

セルトラリン塩酸塩宮救㎎錠 宮救㎎吸錠 吸宮.救灸

セルトラリン塩酸塩救灸㎎口

腔
くう

内崩壊錠

救灸㎎吸錠 吸泣.汲灸

セルトラリン塩酸塩救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 吸泣.汲灸

セルトラリン塩酸塩吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 弓宮.弓灸

セルトラリンＯＤ錠救灸㎎
「トーワ」

救灸㎎吸錠 弓急.灸灸

セルトラリンＯＤ錠吸灸灸㎎
「トーワ」

吸灸灸㎎吸錠 救汲.灸灸

セルトラリン錠宮救㎎「科研」 宮救㎎吸錠 吸泣.汲灸

セルトラリン錠宮救㎎「ケミ
ファ」

宮救㎎吸錠 吸泣.汲灸

セルトラリン錠宮救㎎「ＪＧ」 宮救㎎吸錠 吸泣.汲灸

セルトラリン錠宮救㎎「タカ
タ」

宮救㎎吸錠 吸泣.汲灸

セルトラリン錠宮救㎎「明治」 宮救㎎吸錠 吸泣.汲灸

セルトラリン錠救灸㎎「ＪＧ」 救灸㎎吸錠 弓急.灸灸

セルトラリン錠救灸㎎「タカ
タ」

救灸㎎吸錠 弓急.灸灸

セルトラリン錠救灸㎎「トー
ワ」

救灸㎎吸錠 弓急.灸灸

セルトラリン錠救灸㎎「明治」 救灸㎎吸錠 弓急.灸灸

セルトラリン錠吸灸灸㎎「科
研」

吸灸灸㎎吸錠 救汲.灸灸

セルトラリン錠吸灸灸㎎「杏
きよう

林」
吸灸灸㎎吸錠 救汲.灸灸

セルトラリン錠吸灸灸㎎「ケミ
ファ」

吸灸灸㎎吸錠 救汲.灸灸

セルトラリン錠吸灸灸㎎「Ｊ
Ｇ」

吸灸灸㎎吸錠 救汲.灸灸

セルトラリン錠吸灸灸㎎「タカ
タ」

吸灸灸㎎吸錠 救汲.灸灸

セルトラリン錠吸灸灸㎎「ＴＣ
Ｋ」

吸灸灸㎎吸錠 救汲.灸灸

セルトラリン錠吸灸灸㎎「トー
ワ」

吸灸灸㎎吸錠 救汲.灸灸

セルトラリン錠吸灸灸㎎「明
治」

吸灸灸㎎吸錠 救汲.灸灸

セルニルトン錠 吸錠 吸朽.灸灸

⃝局 セルベックスカプセル救灸㎎ 救灸㎎吸カプセル 泣.朽灸

セルベックス細粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 吸宮.求灸

ゼルボラフ錠宮急灸㎎ 宮急灸㎎吸錠 救,灸宮朽.泣灸

ゼルヤンツ錠救㎎ 救㎎吸錠 宮,朽救泣.泣灸

セレキノン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸吸.救灸

セレギリン塩酸塩宮.救㎎錠 宮.救㎎吸錠 吸急泣.朽灸

セレクトール錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 宮吸.朽灸

セレクトール錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 急宮.急灸

セレコキシブ錠吸灸灸㎎「オー
ハラ」

吸灸灸㎎吸錠 吸弓.汲灸

セレコキシブ錠吸灸灸㎎「杏
きよう

林」
吸灸灸㎎吸錠 吸弓.汲灸

セレコキシブ錠吸灸灸㎎「ケミ
ファ」

吸灸灸㎎吸錠 吸弓.汲灸

セレコキシブ錠吸灸灸㎎「サワ
イ」

吸灸灸㎎吸錠 吸弓.汲灸

セレコキシブ錠吸灸灸㎎「武田
テバ」

吸灸灸㎎吸錠 吸弓.汲灸

セレコキシブ錠吸灸灸㎎「トー
ワ」

吸灸灸㎎吸錠 吸弓.汲灸

セレコキシブ錠吸灸灸㎎「日
新」

吸灸灸㎎吸錠 吸弓.汲灸

セレコキシブ錠吸灸灸㎎「ファ
イザー」

吸灸灸㎎吸錠 吸弓.汲灸

セレコキシブ錠吸灸灸㎎「フェ
ルゼン」

吸灸灸㎎吸錠 吸弓.汲灸
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セレコキシブ錠吸灸灸㎎「三

笠
かさ

」

吸灸灸㎎吸錠 吸弓.汲灸

セレコキシブ錠吸灸灸㎎「明
治」

吸灸灸㎎吸錠 吸弓.汲灸

セレコキシブ錠宮灸灸㎎「オー
ハラ」

宮灸灸㎎吸錠 宮吸.宮灸

セレコキシブ錠宮灸灸㎎「杏
きよう

林」
宮灸灸㎎吸錠 宮吸.宮灸

セレコキシブ錠宮灸灸㎎「ケミ
ファ」

宮灸灸㎎吸錠 宮吸.宮灸

セレコキシブ錠宮灸灸㎎「サワ
イ」

宮灸灸㎎吸錠 宮吸.宮灸

セレコキシブ錠宮灸灸㎎「Ｊ
Ｇ」

宮灸灸㎎吸錠 宮吸.宮灸

セレコキシブ錠宮灸灸㎎「武田
テバ」

宮灸灸㎎吸錠 宮吸.宮灸

セレコキシブ錠宮灸灸㎎「トー
ワ」

宮灸灸㎎吸錠 宮吸.宮灸

セレコキシブ錠宮灸灸㎎「日
新」

宮灸灸㎎吸錠 宮吸.宮灸

セレコキシブ錠宮灸灸㎎「ファ
イザー」

宮灸灸㎎吸錠 宮吸.宮灸

セレコキシブ錠宮灸灸㎎「フェ
ルゼン」

宮灸灸㎎吸錠 宮吸.宮灸

セレコキシブ錠宮灸灸㎎「三

笠
かさ

」

宮灸灸㎎吸錠 宮吸.宮灸

セレコキシブ錠宮灸灸㎎「明
治」

宮灸灸㎎吸錠 宮吸.宮灸

セレコキシブ吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 汲.救灸

セレコキシブ宮灸灸㎎錠 宮灸灸㎎吸錠 吸弓.宮灸

セレコックス錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 弓汲.泣灸

セレコックス錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 救求.弓灸

⃝局 セレジストＯＤ錠救㎎ 救㎎吸錠 汲吸急.灸灸

⃝局 セレジスト錠救㎎ 救㎎吸錠 汲吸急.灸灸

セレスターナ配合錠 吸錠 救.求灸

セレスタミン配合錠 吸錠 汲.急灸

セレスタミン配合シロップ 吸客 救.弓灸

セレナール散吸灸％ 吸灸％吸ℊ 宮汲.求灸

セレナール錠救 救㎎吸錠 救.求灸

セレナール錠吸灸 吸灸㎎吸錠 救.汲灸

セレニカＲ顆
か

粒急灸％ 急灸％吸ℊ 宮救.朽灸

⃝局 セレニカＲ錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 吸急.朽灸

⃝局 セレニカＲ錠急灸灸㎎ 急灸灸㎎吸錠 宮弓.汲灸

⃝局 セレネース細粒吸％ 吸％吸ℊ 弓求.弓灸

⃝局 セレネース錠灸.求救㎎ 灸.求救㎎吸錠 求.泣灸

⃝局 セレネース錠吸㎎ 吸㎎吸錠 求.泣灸

⃝局 セレネース錠吸.救㎎ 吸.救㎎吸錠 泣.朽灸

⃝局 セレネース錠弓㎎ 弓㎎吸錠 吸灸.吸灸

セレネース内服液灸.宮％ 灸.宮％吸客 吸求.朽灸

⃝局 セロクエル細粒救灸％ 救灸％吸ℊ 弓汲求.救灸

⃝局 セロクエル宮救㎎錠 宮救㎎吸錠 宮救.吸灸

⃝局 セロクエル吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 朽弓.吸灸

⃝局 セロクエル宮灸灸㎎錠 宮灸灸㎎吸錠 吸吸急.灸灸

⃝局 セロクラール錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 汲.求灸

⃝局 セロクラール錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸灸.救灸

セロケンＬ錠吸宮灸㎎ 吸宮灸㎎吸錠 汲朽.急灸

⃝局 セロケン錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

セロシオンカプセル吸灸 吸灸㎎吸カプセル 吸急吸.灸灸

ゼローダ錠弓灸灸 弓灸灸㎎吸錠 吸泣吸.朽灸

⃝局 センキュウ 吸灸ℊ 宮宮.求灸

⃝局 センキュウ末 吸灸ℊ 宮泣.求灸

⃝局 ゼンコ 吸灸ℊ 急急.求灸

⃝局 センコツ 吸灸ℊ 弓救.泣灸

センタイ 吸灸ℊ 求朽.急灸

ゼンタコートカプセル弓㎎ 弓㎎吸カプセル 宮吸汲.朽灸

⃝局 センナ 吸灸ℊ 泣.朽灸

⃝局 センナ末 吸灸ℊ 吸宮.朽灸

センノシド顆
か

粒汲％「日医
工」

汲％吸ℊ 吸吸.急灸

センノシド吸宮㎎錠 吸宮㎎吸錠 救.吸灸

⃝局 センブリ 吸灸ℊ 宮弓弓.朽灸

⃝局 センブリ・重曹散 吸ℊ 求.灸灸

⃝局 センブリ・重曹散「ケンエ
ー」

吸ℊ 求.弓灸

⃝局 センブリ・重曹散「ＪＧ」 吸ℊ 求.救灸

⃝局 センブリ・重曹散 シオエ 吸ℊ 求.救灸

⃝局 センブリ・重曹散「メタル」 吸ℊ 求.救灸

⃝局 センブリ・重曹散「ヨシダ」 吸ℊ 求.救灸

⃝局 センブリ末 吸灸ℊ 宮宮宮.弓灸

(そ)

⃝局 ソウジュツ 吸灸ℊ 宮救.求灸

⃝局 ソウジュツ末 吸灸ℊ 宮弓.急灸

⃝局 ソウハクヒ 吸灸ℊ 吸救.救灸

ゾスパタ錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 吸泣,求救宮.弓灸

ソセゴン錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 弓宮.求灸

ソタコール錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 吸吸汲.灸灸

ソタコール錠汲灸㎎ 汲灸㎎吸錠 宮吸救.救灸

ソタロール塩酸塩錠急灸㎎
「ＴＥ」

急灸㎎吸錠 救朽.宮灸

ソタロール塩酸塩錠汲灸㎎
「ＴＥ」

汲灸㎎吸錠 吸灸救.灸灸

ゾテピン細粒吸灸％「タカタ」 吸灸％吸ℊ 弓朽.吸灸

ゾテピン細粒救灸％「タカタ」 救灸％吸ℊ 吸宮朽.弓灸

ゾテピン錠宮救㎎「タカタ」 宮救㎎吸錠 吸灸.灸灸

ゾテピン錠救灸㎎「タカタ」 救灸㎎吸錠 吸求.灸灸

ゾテピン錠吸灸灸㎎「タカタ」 吸灸灸㎎吸錠 弓弓.救灸

ゾテピン吸灸％細粒 吸灸％吸ℊ 吸泣.宮灸

ゾテピン宮救㎎錠 宮救㎎吸錠 救.泣灸

ゾテピン救灸％細粒 救灸％吸ℊ 汲吸.朽灸

ゾテピン救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 泣.灸灸

ゾテピン吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 吸朽.吸灸

⃝局 ソニアス配合錠ＨＤ 吸錠 求求.急灸

⃝局 ソニアス配合錠ＬＤ 吸錠 急宮.急灸

ゾニサミド宮灸％散 宮灸％吸ℊ 宮求.汲灸

ゾニサミド吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 吸弓.宮灸

ソバルディ錠急灸灸㎎ 急灸灸㎎吸錠 急弓,灸吸急.朽灸

⃝局 ゾピクロン錠求.救㎎「サワ
イ」

求.救㎎吸錠 朽.救灸

⃝局 ゾピクロン錠求.救㎎「トー
ワ」

求.救㎎吸錠 朽.救灸

⃝局 ゾピクロン錠吸灸㎎「サワイ」 吸灸㎎吸錠 求.弓灸

⃝局 ゾピクロン錠吸灸㎎「トーワ」 吸灸㎎吸錠 求.弓灸

ゾピクロン求.救㎎錠 求.救㎎吸錠 朽.吸灸

ゾピクロン吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 朽.汲灸

⃝局 ゾビラックス顆
か

粒急灸％ 急灸％吸ℊ 吸宮弓.朽灸

⃝局 ゾビラックス錠宮灸灸 宮灸灸㎎吸錠 弓朽.救灸

⃝局 ゾビラックス錠急灸灸 急灸灸㎎吸錠 救泣.急灸

ソファルコン細粒宮灸％「サ
ワイ」

宮灸％吸ℊ 吸吸.朽灸

ソファルコン細粒宮灸％「Ｊ
Ｇ」

宮灸％吸ℊ 吸吸.朽灸

ソファルコン細粒宮灸％「Ｔ
ＹＫ」

宮灸％吸ℊ 吸吸.朽灸

ソファルコン吸灸％細粒 吸灸％吸ℊ 汲.灸灸

ソファルコン宮灸％細粒 宮灸％吸ℊ 吸吸.灸灸

ソファルコン救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 救.求灸

ソファルコン吸灸灸㎎カプセル 吸灸灸㎎吸カプセル 求.泣灸

ゾフルーザ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸,救弓救.急灸

ゾフルーザ錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 宮,急弓汲.汲灸

⃝局 ソボク 吸灸ℊ 宮泣.吸灸

ゾーミッグＲＭ錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 救求急.宮灸

ゾーミッグ錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 救求急.宮灸

ソメリン細粒吸％ 吸％吸ℊ 宮弓.汲灸
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ソメリン錠救㎎ 救㎎吸錠 吸救.吸灸

ソメリン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 宮宮.宮灸

⃝局 ソヨウ 吸灸ℊ 宮救.急灸

ソラナックス灸.急㎎錠 灸.急㎎吸錠 朽.弓灸

ソラナックス灸.汲㎎錠 灸.汲㎎吸錠 吸灸.朽灸

⃝局 ソランタール錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 ソランタール錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

ソリタ−Ｔ配合顆
か

粒宮号 急ℊ吸包 弓急.吸灸

ソリタ−Ｔ配合顆
か

粒弓号 急ℊ吸包 弓弓.泣灸

ソリフェナシンコハク酸塩Ｏ
Ｄ錠宮.救㎎「サワイ」

宮.救㎎吸錠 弓灸.求灸

ソリフェナシンコハク酸塩Ｏ
Ｄ錠宮.救㎎「ＪＧ」

宮.救㎎吸錠 弓灸.求灸

ソリフェナシンコハク酸塩Ｏ
Ｄ錠宮.救㎎「トーワ」

宮.救㎎吸錠 弓灸.求灸

ソリフェナシンコハク酸塩Ｏ
Ｄ錠宮.救㎎「日医工」

宮.救㎎吸錠 弓灸.求灸

ソリフェナシンコハク酸塩Ｏ
Ｄ錠宮.救㎎「ニプロ」

宮.救㎎吸錠 弓灸.求灸

ソリフェナシンコハク酸塩Ｏ
Ｄ錠救㎎「サワイ」

救㎎吸錠 救吸.汲灸

ソリフェナシンコハク酸塩Ｏ
Ｄ錠救㎎「ＪＧ」

救㎎吸錠 救吸.汲灸

ソリフェナシンコハク酸塩Ｏ
Ｄ錠救㎎「トーワ」

救㎎吸錠 救吸.汲灸

ソリフェナシンコハク酸塩Ｏ
Ｄ錠救㎎「日医工」

救㎎吸錠 救吸.汲灸

ソリフェナシンコハク酸塩Ｏ
Ｄ錠救㎎「ニプロ」

救㎎吸錠 救吸.汲灸

ソリフェナシンコハク酸塩錠
宮.救㎎「サワイ」

宮.救㎎吸錠 弓灸.求灸

ソリフェナシンコハク酸塩錠
宮.救㎎「ツルハラ」

宮.救㎎吸錠 弓灸.求灸

ソリフェナシンコハク酸塩錠
宮.救㎎「ＴＣＫ」

宮.救㎎吸錠 弓灸.求灸

ソリフェナシンコハク酸塩錠
宮.救㎎「トーワ」

宮.救㎎吸錠 弓灸.求灸

ソリフェナシンコハク酸塩錠
宮.救㎎「日医工」

宮.救㎎吸錠 弓灸.求灸

ソリフェナシンコハク酸塩錠
宮.救㎎「ＹＤ」

宮.救㎎吸錠 弓灸.求灸

ソリフェナシンコハク酸塩錠
救㎎「サワイ」

救㎎吸錠 救吸.汲灸

ソリフェナシンコハク酸塩錠
救㎎「ツルハラ」

救㎎吸錠 救泣.泣灸

ソリフェナシンコハク酸塩錠
救㎎「ＴＣＫ」

救㎎吸錠 救吸.汲灸

ソリフェナシンコハク酸塩錠
救㎎「トーワ」

救㎎吸錠 救吸.汲灸

ソリフェナシンコハク酸塩錠
救㎎「日医工」

救㎎吸錠 救吸.汲灸

ソリフェナシンコハク酸塩錠
救㎎「ＹＤ」

救㎎吸錠 救吸.汲灸

ゾリンザカプセル吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸カプセル 救,求宮弓.灸灸

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「ＥＥ」

吸灸㎎吸錠 吸急.救灸

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「ＫＮ」

吸灸㎎吸錠 吸急.救灸

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「サワイ」

吸灸㎎吸錠 吸急.救灸

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「トーワ」

吸灸㎎吸錠 吸急.救灸

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤフィ
ルム救㎎「モチダ」

救㎎吸錠 吸救.泣灸

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤフィ
ルム吸灸㎎「モチダ」

吸灸㎎吸錠 宮朽.宮灸

⃝局 ゾルピデム酒石酸塩錠吸灸㎎
「ＥＥ」

吸灸㎎吸錠 吸急.救灸

⃝局 ゾルピデム酒石酸塩錠吸灸㎎
「ＮＰＩ」

吸灸㎎吸錠 吸急.救灸

⃝局 ゾルピデム酒石酸塩錠吸灸㎎
「オーハラ」

吸灸㎎吸錠 吸急.救灸

⃝局 ゾルピデム酒石酸塩錠吸灸㎎
「ＫＮ」

吸灸㎎吸錠 吸急.救灸

⃝局 ゾルピデム酒石酸塩錠吸灸㎎
「ＫＭＰ」

吸灸㎎吸錠 吸急.救灸

⃝局 ゾルピデム酒石酸塩錠吸灸㎎
「ケミファ」

吸灸㎎吸錠 吸急.救灸

⃝局 ゾルピデム酒石酸塩錠吸灸㎎
「サワイ」

吸灸㎎吸錠 吸急.救灸

⃝局 ゾルピデム酒石酸塩錠吸灸㎎
「ＺＥ」

吸灸㎎吸錠 吸急.救灸

⃝局 ゾルピデム酒石酸塩錠吸灸㎎
「タカタ」

吸灸㎎吸錠 吸急.救灸

⃝局 ゾルピデム酒石酸塩錠吸灸㎎
「ＤＳＥＰ」

吸灸㎎吸錠 吸急.救灸

⃝局 ゾルピデム酒石酸塩錠吸灸㎎
「ＤＫ」

吸灸㎎吸錠 吸急.救灸

⃝局 ゾルピデム酒石酸塩錠吸灸㎎
「ＴＣＫ」

吸灸㎎吸錠 吸急.救灸

⃝局 ゾルピデム酒石酸塩錠吸灸㎎
「トーワ」

吸灸㎎吸錠 吸急.救灸

⃝局 ゾルピデム酒石酸塩錠吸灸㎎
「日新」

吸灸㎎吸錠 吸急.救灸

⃝局 ゾルピデム酒石酸塩錠吸灸㎎
「明治」

吸灸㎎吸錠 吸急.救灸

⃝局 ゾルピデム酒石酸塩錠吸灸㎎
「ＹＤ」

吸灸㎎吸錠 吸急.救灸

ゾルピデム酒石酸塩内用液
救㎎「タカタ」

救㎎吸客吸包 急灸.救灸

ゾルピデム酒石酸塩内用液
吸灸㎎「タカタ」

吸灸㎎宮客吸包 朽灸.救灸

ゾルピデム酒石酸塩救㎎口腔
くう

内崩壊錠
救㎎吸錠 吸灸.吸灸

ゾルピデム酒石酸塩救㎎錠 救㎎吸錠 吸灸.吸灸

ゾルピデム酒石酸塩吸灸㎎口

腔
くう

内崩壊錠

吸灸㎎吸錠 吸灸.泣灸

ゾルピデム酒石酸塩吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 吸灸.泣灸

ゾルミトリプタンＯＤ錠
宮.救㎎「アメル」

宮.救㎎吸錠 吸汲泣.宮灸

ゾルミトリプタンＯＤ錠
宮.救㎎「ＪＧ」

宮.救㎎吸錠 吸汲泣.宮灸

ゾルミトリプタンＯＤ錠
宮.救㎎「タカタ」

宮.救㎎吸錠 吸汲泣.宮灸

ゾルミトリプタンＯＤ錠
宮.救㎎「トーワ」

宮.救㎎吸錠 吸汲泣.宮灸

ゾルミトリプタンＯＤ錠
宮.救㎎「日医工」

宮.救㎎吸錠 吸汲泣.宮灸

ゾルミトリプタンＯＤ錠
宮.救㎎「日新」

宮.救㎎吸錠 吸汲泣.宮灸

ゾルミトリプタン宮.救㎎口腔
くう

内崩壊錠
宮.救㎎吸錠 吸救宮.救灸

⃝局 ソレトン錠汲灸 汲灸㎎吸錠 吸弓.泣灸

ソロンカプセル吸灸灸 吸灸灸㎎吸カプセル 泣.吸灸

ソロン細粒宮灸％ 宮灸％吸ℊ 吸泣.吸灸

ソロン錠救灸 救灸㎎吸錠 救.泣灸

(た)

⃝局 ダイアート錠弓灸㎎ 弓灸㎎吸錠 吸救.灸灸

⃝局 ダイアート錠朽灸㎎ 朽灸㎎吸錠 宮宮.吸灸

ダイアモックス錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 宮灸.急灸

⃝局 ダイオウ 吸灸ℊ 宮灸.灸灸

⃝局 ダイオウ末 吸灸ℊ 宮急.救灸

タイケルブ錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 吸,朽泣朽.泣灸

太虎堂の黄連解毒湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 吸求.宮灸

太虎堂の黄連湯エキス顆
か

粒 吸ℊ 急弓.宮灸

太虎堂の乙字湯エキス顆
か

粒 吸ℊ 泣.宮灸

太虎堂の 根湯エキス顆
か

粒 吸ℊ 朽.求灸

太虎堂の加味帰脾
ひ

湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 吸朽.宮灸

太虎堂の加味逍
しよう

遙
よう

散エキス顆
か

粒
吸ℊ 吸弓.灸灸
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太虎堂の加味逍
しよう

遙
よう

散エキス散 吸ℊ 吸弓.急灸

太虎堂の芎
きゆう

帰調血飲エキス顆
か

粒
吸ℊ 吸吸.吸灸

太虎堂の荊
けい

芥
がい

連翹
ぎよう

湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 吸救.救灸

太虎堂の桂
けい

枝茯
ぶく

苓
りよう

丸料エキス

顆
か

粒

吸ℊ 朽.朽灸

太虎堂の呉茱
しゆ

萸
ゆ

湯エキス顆
か

粒 吸ℊ 泣.汲灸

太虎堂の五苓
れい

散料エキス顆
か

粒 吸ℊ 吸宮.泣灸

太虎堂の柴
さい

陥湯エキス顆
か

粒 吸ℊ 弓弓.灸灸

太虎堂の柴
さい

胡
こ

加竜骨牡
ぼ

蛎
れい

湯エ

キス顆
か

粒

吸ℊ 吸求.救灸

太虎堂の柴
さい

胡
こ

桂
けい

枝乾姜
きよう

湯エキ

ス顆
か

粒

吸ℊ 吸灸.求灸

太虎堂の柴
さい

胡
こ

桂
けい

枝湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 吸宮.朽灸

太虎堂の三黄瀉
しや

心湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 吸弓.泣灸

太虎堂の四物湯エキス顆
か

粒 吸ℊ 朽.救灸

太虎堂の十味敗毒湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 吸吸.灸灸

太虎堂の潤腸湯エキス顆
か

粒 吸ℊ 泣.宮灸

太虎堂の小柴
さい

胡
こ

湯エキス顆
か

粒 吸ℊ 宮急.弓灸

太虎堂の小青竜湯エキス顆
か

粒 吸ℊ 吸吸.急灸

太虎堂の参蘇
そ

飲エキス顆
か

粒 吸ℊ 吸吸.吸灸

太虎堂の疎経活血湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 泣.汲灸

太虎堂の大柴
さい

胡
こ

湯エキス顆
か

粒 吸ℊ 吸泣.吸灸

太虎堂の猪
ちよ

苓
れい

湯エキス顆
か

粒 吸ℊ 吸吸.弓灸

太虎堂の通導散エキス顆
か

粒 吸ℊ 朽.求灸

太虎堂の当帰F
しやく

薬散料エキス

顆
か

粒

吸ℊ 求.灸灸

太虎堂の当帰F
しやく

薬散料エキス
散

吸ℊ 求.灸灸

太虎堂の人参湯エキス顆
か

粒 吸ℊ 汲.急灸

太虎堂の半夏厚朴湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 吸急.急灸

太虎堂の半夏瀉
しや

心湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 吸救.救灸

太虎堂の防已
い

黄耆
ぎ

湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 朽.救灸

太虎堂の防風通聖散料エキス

顆
か

粒

吸ℊ 朽.急灸

太虎堂の補中益気湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 吸急.急灸

太虎堂の補中益気湯エキス散 吸ℊ 吸汲.泣灸

太虎堂の竜胆瀉
しや

肝湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 朽.朽灸

太虎堂の竜胆瀉
しや

肝湯エキス細
粒

吸ℊ 朽.救灸

太虎堂の竜胆瀉
しや

肝湯エキス散 吸ℊ 朽.救灸

太虎堂の苓
りよう

桂
けい

朮
じゆつ

甘湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 朽.救灸

耐性乳酸菌散吸灸％「トーワ」 吸ℊ 朽.弓灸

⃝局 タイソウ 吸灸ℊ 宮急.汲灸

⃝局 ダイドロネル錠宮灸灸 宮灸灸㎎吸錠 弓吸弓.宮灸

ダイピン錠吸㎎ 吸㎎吸錠 朽.汲灸

ダイフクヒ 吸灸ℊ 宮求.弓灸

ダイメジンスリービー配合カ
プセル宮救

吸カプセル 救.救灸

タイメック配合内用液 吸灸客 吸灸.求灸

タウリン散泣汲％「大正」 泣汲％吸ℊ 吸急.汲灸

⃝局 高砂ガジュツＭ 吸灸ℊ 吸吸.急灸

高砂コウジン末Ｍ 吸ℊ 吸汲.吸灸

⃝局 高砂コウボク末Ｍ 吸灸ℊ 宮吸.急灸

⃝局 高砂シンイＭ 吸灸ℊ 救求.朽灸

高砂テンマ末Ｍ 吸ℊ 宮救.吸灸

⃝局 高砂ヤクチＭ 吸灸ℊ 宮朽.弓灸

タカベンス錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 救.求灸

タガメット細粒宮灸％ 宮灸％吸ℊ 吸宮.急灸

タガメット錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 吸吸.求灸

タガメット錠急灸灸㎎ 急灸灸㎎吸錠 吸吸.朽灸

⃝局 タクシャ 吸灸ℊ 吸求.吸灸

⃝局 タクシャ末 吸灸ℊ 宮弓.吸灸

ダクチル錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 朽.朽灸

タグリッソ錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 吸灸,汲灸朽.朽灸

タグリッソ錠汲灸㎎ 汲灸㎎吸錠 宮灸,求吸泣.急灸

⃝局 タクロリムスカプセル灸.救㎎
「サンド」

灸.救㎎吸カプセル 吸吸急.急灸

⃝局 タクロリムスカプセル灸.救㎎
「ＪＧ」

灸.救㎎吸カプセル 吸救朽.泣灸

⃝局 タクロリムスカプセル灸.救㎎
「ニプロ」

灸.救㎎吸カプセル 吸吸急.急灸

⃝局 タクロリムスカプセル灸.救㎎
「ファイザー」

灸.救㎎吸カプセル 吸吸急.急灸

⃝局 タクロリムスカプセル吸㎎
「サンド」

吸㎎吸カプセル 吸泣泣.汲灸

⃝局 タクロリムスカプセル吸㎎
「ＪＧ」

吸㎎吸カプセル 宮汲宮.灸灸

⃝局 タクロリムスカプセル吸㎎
「ニプロ」

吸㎎吸カプセル 吸泣泣.汲灸

⃝局 タクロリムスカプセル吸㎎
「ファイザー」

吸㎎吸カプセル 吸泣泣.汲灸

⃝局 タクロリムスカプセル救㎎
「サンド」

救㎎吸カプセル 吸,救朽宮.急灸

⃝局 タクロリムスカプセル救㎎
「ＪＧ」

救㎎吸カプセル 吸,救朽宮.急灸

⃝局 タクロリムスカプセル救㎎
「ニプロ」

救㎎吸カプセル 吸,救朽宮.急灸

⃝局 タクロリムスカプセル救㎎
「ファイザー」

救㎎吸カプセル 求宮急.吸灸

タクロリムス錠灸.救㎎「あゆ
み」

灸.救㎎吸錠 吸吸急.急灸

タクロリムス錠灸.救㎎「トー
ワ」

灸.救㎎吸錠 吸吸急.急灸

タクロリムス錠灸.救㎎「日医
工」

灸.救㎎吸錠 吸救朽.泣灸

タクロリムス錠吸㎎「あゆ
み」

吸㎎吸錠 吸泣泣.汲灸

タクロリムス錠吸㎎「トー
ワ」

吸㎎吸錠 吸泣泣.汲灸

タクロリムス錠吸㎎「日医
工」

吸㎎吸錠 宮汲宮.灸灸

タクロリムス錠吸.救㎎「あゆ
み」

吸.救㎎吸錠 弓宮求.泣灸

タクロリムス錠吸.救㎎「トー
ワ」

吸.救㎎吸錠 弓宮求.泣灸

タクロリムス錠宮㎎「あゆ
み」

宮㎎吸錠 弓泣朽.泣灸

タクロリムス錠宮㎎「トー
ワ」

宮㎎吸錠 弓泣朽.泣灸

タクロリムス錠弓㎎「あゆ
み」

弓㎎吸錠 救弓泣.弓灸

タクロリムス錠弓㎎「トー
ワ」

弓㎎吸錠 救弓泣.弓灸

タクロリムス錠救㎎「あゆ
み」

救㎎吸錠 求宮急.吸灸

タクロリムス錠救㎎「トー
ワ」

救㎎吸錠 求宮急.吸灸

タクロリムス錠救㎎「日医
工」

救㎎吸錠 吸,救朽宮.急灸

タケキャブ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸灸救.弓灸

タケキャブ錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸救求.泣灸

⃝局 タケプロンＯＤ錠吸救 吸救㎎吸錠 弓朽.泣灸

⃝局 タケプロンＯＤ錠弓灸 弓灸㎎吸錠 朽弓.弓灸

⃝局 タケプロンカプセル吸救 吸救㎎吸カプセル 弓朽.泣灸

⃝局 タケプロンカプセル弓灸 弓灸㎎吸カプセル 朽弓.弓灸

タケルダ配合錠 吸錠 弓朽.泣灸
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タシグナカプセル救灸㎎ 救灸㎎吸カプセル 吸,弓吸弓.吸灸

タシグナカプセル吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸カプセル 弓,朽救朽.灸灸

タシグナカプセル宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸カプセル 急,汲吸救.泣灸

タズベリク錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 弓,灸灸急.灸灸

タダラフィルＯＤ錠宮.救㎎Ｚ
Ａ「トーワ」

宮.救㎎吸錠 急灸.泣灸

タダラフィルＯＤ錠救㎎ＺＡ
「トーワ」

救㎎吸錠 救汲.泣灸

タダラフィル錠宮.救㎎ＺＡ
「あすか」

宮.救㎎吸錠 宮汲.朽灸

タダラフィル錠宮.救㎎ＺＡ

「杏
きよう

林」

宮.救㎎吸錠 宮汲.朽灸

タダラフィル錠宮.救㎎ＺＡ
「サワイ」

宮.救㎎吸錠 宮汲.朽灸

タダラフィル錠宮.救㎎ＺＡ
「サンド」

宮.救㎎吸錠 宮汲.朽灸

タダラフィル錠宮.救㎎ＺＡ
「ＪＧ」

宮.救㎎吸錠 急灸.泣灸

タダラフィル錠宮.救㎎ＺＡ
「シオエ」

宮.救㎎吸錠 宮汲.朽灸

タダラフィル錠宮.救㎎ＺＡ
「日医工」

宮.救㎎吸錠 宮汲.朽灸

タダラフィル錠宮.救㎎ＺＡ
「ニプロ」

宮.救㎎吸錠 宮汲.朽灸

タダラフィル錠宮.救㎎ＺＡ
「フソー」

宮.救㎎吸錠 宮汲.朽灸

タダラフィル錠救㎎ＺＡ「あ
すか」

救㎎吸錠 救汲.泣灸

タダラフィル錠救㎎ＺＡ「杏
きよう

林」
救㎎吸錠 救汲.泣灸

タダラフィル錠救㎎ＺＡ「サ
ワイ」

救㎎吸錠 救汲.泣灸

タダラフィル錠救㎎ＺＡ「サ
ンド」

救㎎吸錠 救汲.泣灸

タダラフィル錠救㎎ＺＡ「Ｊ
Ｇ」

救㎎吸錠 汲灸.朽灸

タダラフィル錠救㎎ＺＡ「シ
オエ」

救㎎吸錠 救汲.泣灸

タダラフィル錠救㎎ＺＡ「日
医工」

救㎎吸錠 救汲.泣灸

タダラフィル錠救㎎ＺＡ「ニ
プロ」

救㎎吸錠 救汲.泣灸

タダラフィル錠救㎎ＺＡ「フ
ソー」

救㎎吸錠 救汲.泣灸

タダラフィル錠宮灸㎎ＡＤ

「杏
きよう

林」

宮灸㎎吸錠 救汲吸.救灸

タダラフィル錠宮灸㎎ＡＤ
「サワイ」

宮灸㎎吸錠 救汲吸.救灸

タダラフィル錠宮灸㎎ＡＤ
「ＪＧ」

宮灸㎎吸錠 救汲吸.救灸

タダラフィル錠宮灸㎎ＡＤ
「ＴＥ」

宮灸㎎吸錠 救汲吸.救灸

タチオン散宮灸％ 宮灸％吸ℊ 宮汲.急灸

タチオン錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 汲.急灸

タチオン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸急.宮灸

タナドーパ顆
か

粒求救％ 求救％吸ℊ 弓弓泣.汲灸

⃝局 タナトリル錠宮.救 宮.救㎎吸錠 宮弓.泣灸

⃝局 タナトリル錠救 救㎎吸錠 急宮.灸灸

⃝局 タナトリル錠吸灸 吸灸㎎吸錠 汲吸.急灸

タフィンラーカプセル救灸㎎ 救灸㎎吸カプセル 急,泣救灸.朽灸

タフィンラーカプセル求救㎎ 求救㎎吸カプセル 求,宮汲泣.灸灸

ダフクリア錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 急,灸吸宮.汲灸

タフマックＥ配合カプセル 吸カプセル 救.泣灸

タフマックＥ配合顆
か

粒 吸ℊ 泣.求灸

タブレクタ錠吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸錠 救,灸救救.救灸

タブレクタ錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 朽,救求弓.救灸

ダーブロック錠吸㎎ 吸㎎吸錠 吸灸宮.求灸

ダーブロック錠宮㎎ 宮㎎吸錠 吸求泣.求灸

ダーブロック錠急㎎ 急㎎吸錠 弓吸朽.汲灸

ダーブロック錠朽㎎ 朽㎎吸錠 急弓吸.弓灸

タベジール散灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 求.汲灸

タベジール散吸％ 吸％吸ℊ 朽求.宮灸

タベジール錠吸㎎ 吸㎎吸錠 朽.汲灸

タベジールシロップ灸.灸吸％ 灸.灸吸％吸灸客 宮救.吸灸

⃝麻 タペンタ錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 吸吸灸.求灸

⃝麻 タペンタ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 宮吸灸.吸灸

⃝麻 タペンタ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 弓泣泣.灸灸

タミフルカプセル求救 求救㎎吸カプセル 宮急宮.宮灸

タミフルドライシロップ弓％ 弓％吸ℊ 吸朽弓.泣灸

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
灸.吸㎎「あすか」

灸.吸㎎吸錠 吸急.泣灸

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
灸.吸㎎「ＫＮ」

灸.吸㎎吸錠 吸急.泣灸

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
灸.吸㎎「ケミファ」

灸.吸㎎吸錠 吸急.泣灸

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
灸.吸㎎「サワイ」

灸.吸㎎吸錠 吸急.泣灸

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
灸.吸㎎「ＣＨ」

灸.吸㎎吸錠 吸急.泣灸

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
灸.吸㎎「ＴＹＫ」

灸.吸㎎吸錠 吸急.泣灸

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
灸.吸㎎「トーワ」

灸.吸㎎吸錠 吸急.泣灸

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
灸.吸㎎「日医工」

灸.吸㎎吸錠 吸急.泣灸

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
灸.吸㎎「日新」

灸.吸㎎吸錠 吸急.泣灸

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
灸.吸㎎「明治」

灸.吸㎎吸錠 吸急.泣灸

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
灸.宮㎎「あすか」

灸.宮㎎吸錠 宮救.泣灸

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
灸.宮㎎「ＫＮ」

灸.宮㎎吸錠 宮救.泣灸

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
灸.宮㎎「ケミファ」

灸.宮㎎吸錠 宮救.泣灸

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
灸.宮㎎「サワイ」

灸.宮㎎吸錠 宮救.泣灸

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
灸.宮㎎「ＣＨ」

灸.宮㎎吸錠 宮救.泣灸

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
灸.宮㎎「ＴＹＫ」

灸.宮㎎吸錠 宮救.泣灸

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
灸.宮㎎「トーワ」

灸.宮㎎吸錠 宮救.泣灸

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
灸.宮㎎「日医工」

灸.宮㎎吸錠 宮救.泣灸

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠
灸.宮㎎「日新」

灸.宮㎎吸錠 宮救.泣灸

タムスロシン塩酸塩カプセル
灸.吸㎎「ＭＥＤ」

灸.吸㎎吸カプセル 吸急.泣灸

タムスロシン塩酸塩カプセル
灸.吸㎎「ケミファ」

灸.吸㎎吸カプセル 吸急.泣灸

タムスロシン塩酸塩カプセル
灸.吸㎎「サワイ」

灸.吸㎎吸カプセル 吸急.泣灸

タムスロシン塩酸塩カプセル
灸.吸㎎「武田テバ」

灸.吸㎎吸カプセル 吸急.泣灸

タムスロシン塩酸塩カプセル
灸.吸㎎「日医工」

灸.吸㎎吸カプセル 吸急.泣灸

タムスロシン塩酸塩カプセル
灸.宮㎎「ＭＥＤ」

灸.宮㎎吸カプセル 宮救.泣灸

タムスロシン塩酸塩カプセル
灸.宮㎎「ケミファ」

灸.宮㎎吸カプセル 宮救.泣灸

タムスロシン塩酸塩カプセル
灸.宮㎎「サワイ」

灸.宮㎎吸カプセル 宮救.泣灸

タムスロシン塩酸塩カプセル
灸.宮㎎「武田テバ」

灸.宮㎎吸カプセル 宮救.泣灸

タムスロシン塩酸塩カプセル
灸.宮㎎「日医工」

灸.宮㎎吸カプセル 宮救.泣灸

タムスロシン塩酸塩灸.吸㎎口

腔
くう

内崩壊錠

灸.吸㎎吸錠 泣.救灸

タムスロシン塩酸塩灸.宮㎎口

腔
くう

内崩壊錠

灸.宮㎎吸錠 宮吸.急灸
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タモキシフェンクエン酸塩
吸灸㎎錠

吸灸㎎吸錠 宮吸.泣灸

タモキシフェンクエン酸塩
宮灸㎎錠

宮灸㎎吸錠 弓汲.汲灸

タモキシフェン錠吸灸㎎「Ｍ
ＹＬ」

吸灸㎎吸錠 救救.汲灸

タモキシフェン錠吸灸㎎「明
治」

吸灸㎎吸錠 救救.汲灸

タモキシフェン錠宮灸㎎「Ｍ
ＹＬ」

宮灸㎎吸錠 吸灸汲.灸灸

タモキシフェン錠宮灸㎎「明
治」

宮灸㎎吸錠 吸灸汲.灸灸

⃝局 ダラシンカプセル求救㎎ 求救㎎吸カプセル 吸求.朽灸

⃝局 ダラシンカプセル吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸カプセル 宮弓.汲灸

タリオンＯＤ錠救㎎ 救㎎吸錠 宮救.汲灸

タリオンＯＤ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 弓灸.救灸

⃝局 タリオン錠救㎎ 救㎎吸錠 宮救.汲灸

⃝局 タリオン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 弓灸.救灸

タリージェ錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 求宮.泣灸

タリージェ錠救㎎ 救㎎吸錠 吸灸灸.急灸

タリージェ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸弓汲.汲灸

タリージェ錠吸救㎎ 吸救㎎吸錠 吸朽汲.灸灸

タリビッド錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 汲宮.汲灸

タルグレチンカプセル求救㎎ 求救㎎吸カプセル 宮,汲急朽.求灸

タルセバ錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 宮,灸灸弓.吸灸

タルセバ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 求,弓朽泣.求灸

タルセバ錠吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸錠 吸灸,求求求.急灸

⃝局 タルチレリンＯＤ錠救㎎「ア
メル」

救㎎吸錠 宮泣宮.救灸

⃝局 タルチレリンＯＤ錠救㎎「サ
ワイ」

救㎎吸錠 宮泣宮.救灸

⃝局 タルチレリンＯＤ錠救㎎「Ｊ
Ｇ」

救㎎吸錠 宮泣宮.救灸

⃝局 タルチレリンＯＤ錠救㎎「日
医工」

救㎎吸錠 宮泣宮.救灸

⃝局 タルチレリン錠救㎎「アメ
ル」

救㎎吸錠 宮泣宮.救灸

⃝局 タルチレリン錠救㎎「サワ
イ」

救㎎吸錠 宮泣宮.救灸

⃝局 タルチレリン錠救㎎「ＪＧ」 救㎎吸錠 宮泣宮.救灸

ダルメートカプセル吸救 吸救㎎吸カプセル 汲.汲灸

⃝局 炭カル錠「ヨシダ」宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 救.泣灸

⃝局 炭カル錠「ヨシダ」救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸錠 救.泣灸

⃝局 炭カル錠救灸灸㎎「旭
あさひ

化成」 救灸灸㎎吸錠 救.泣灸

⃝局 炭酸水素ナトリウム 吸灸ℊ 求.弓灸

⃝局 炭酸水素ナトリウム シオエ 吸灸ℊ 求.救灸

炭酸水素ナトリウム錠救灸灸㎎
「ファイザー」

救灸灸㎎吸錠 救.求灸

⃝局 炭酸水素ナトリウム〈ハチ〉 吸灸ℊ 求.救灸

⃝局 炭酸水素ナトリウム「ファイ
ザー」原末

吸灸ℊ 求.救灸

⃝局 炭酸マグネシウム「ケンエ
ー」

吸灸ℊ 吸弓.救灸

⃝局 炭酸マグネシウム「ニッコ
ー」

吸灸ℊ 吸吸.泣灸

炭酸ランタンＯＤ錠宮救灸㎎
「イセイ」

宮救灸㎎吸錠 救宮.泣灸

炭酸ランタンＯＤ錠宮救灸㎎
「ＪＧ」

宮救灸㎎吸錠 急求.朽灸

炭酸ランタンＯＤ錠宮救灸㎎
「フソー」

宮救灸㎎吸錠 救宮.泣灸

炭酸ランタンＯＤ錠救灸灸㎎
「イセイ」

救灸灸㎎吸錠 求求.急灸

炭酸ランタンＯＤ錠救灸灸㎎
「ＪＧ」

救灸灸㎎吸錠 求灸.救灸

炭酸ランタンＯＤ錠救灸灸㎎
「フソー」

救灸灸㎎吸錠 求求.急灸

炭酸ランタン顆
か

粒分包宮救灸㎎
「ケミファ」

宮救灸㎎吸包 弓汲.吸灸

炭酸ランタン顆
か

粒分包宮救灸㎎
「サワイ」

宮救灸㎎吸包 弓汲.吸灸

炭酸ランタン顆
か

粒分包宮救灸㎎
「ＪＧ」

宮救灸㎎吸包 弓汲.吸灸

炭酸ランタン顆
か

粒分包宮救灸㎎
「トーワ」

宮救灸㎎吸包 弓汲.吸灸

炭酸ランタン顆
か

粒分包宮救灸㎎
「ニプロ」

宮救灸㎎吸包 弓汲.吸灸

炭酸ランタン顆
か

粒分包宮救灸㎎
「フソー」

宮救灸㎎吸包 救弓.弓灸

炭酸ランタン顆
か

粒分包宮救灸㎎
「ＹＤ」

宮救灸㎎吸包 弓汲.吸灸

炭酸ランタン顆
か

粒分包救灸灸㎎
「ケミファ」

救灸灸㎎吸包 朽吸.宮灸

炭酸ランタン顆
か

粒分包救灸灸㎎
「サワイ」

救灸灸㎎吸包 朽吸.宮灸

炭酸ランタン顆
か

粒分包救灸灸㎎
「ＪＧ」

救灸灸㎎吸包 朽吸.宮灸

炭酸ランタン顆
か

粒分包救灸灸㎎
「トーワ」

救灸灸㎎吸包 朽吸.宮灸

炭酸ランタン顆
か

粒分包救灸灸㎎
「ニプロ」

救灸灸㎎吸包 朽吸.宮灸

炭酸ランタン顆
か

粒分包救灸灸㎎
「フソー」

救灸灸㎎吸包 朽吸.宮灸

炭酸ランタン顆
か

粒分包救灸灸㎎
「ＹＤ」

救灸灸㎎吸包 朽吸.宮灸

炭酸リチウム錠宮灸灸㎎「フジ
ナガ」

宮灸灸㎎吸錠 吸灸.灸灸

炭酸リチウム吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 救.泣灸

炭酸リチウム宮灸灸㎎錠 宮灸灸㎎吸錠 朽.灸灸

⃝局 単シロップ 吸灸客 朽.汲灸

⃝局※単シロップ（ＪＧ） 吸灸客 泣.急灸

⃝局※単シロップ（日興製薬） 吸灸客 泣.急灸

タンドスピロンクエン酸塩
救㎎錠

救㎎吸錠 朽.汲灸

タンドスピロンクエン酸塩
吸灸㎎錠

吸灸㎎吸錠 吸吸.汲灸

タンドスピロンクエン酸塩
宮灸㎎錠

宮灸㎎吸錠 宮宮.求灸

ダントリウムカプセル宮救㎎ 宮救㎎吸カプセル 宮吸.吸灸

⃝局 タンニン酸アルブミン 吸ℊ 求.灸灸

⃝局 タンニン酸アルブミン「ケン
エー」

吸ℊ 求.弓灸

⃝局 タンニン酸アルブミン原末
「マルイシ」

吸ℊ 求.弓灸

⃝局 タンニン酸アルブミン「三
恵」

吸ℊ 求.弓灸

⃝局 タンニン酸アルブミン シオ
エ

吸ℊ 求.救灸

⃝局 タンニン酸アルブミン〈ハ
チ〉

吸ℊ 求.救灸

⃝局※タンニン酸アルブミン（山
善）

吸ℊ 求.弓灸

タンボコール細粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 吸急吸.灸灸

⃝局 タンボコール錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 救泣.急灸

⃝局 タンボコール錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸灸宮.吸灸

(ち)

チアトンカプセル救㎎ 救㎎吸カプセル 朽.泣灸

チアトンカプセル吸灸㎎ 吸灸㎎吸カプセル 吸吸.弓灸

チアプリド塩酸塩吸灸％細粒 吸灸％吸ℊ 吸宮.求灸

チアプリド塩酸塩宮救㎎錠 宮救㎎吸錠 求.泣灸

チアプリド塩酸塩救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 チアマゾール錠 救㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 チアミン塩化物塩酸塩散 灸.吸％吸ℊ 朽.救灸

⃝局 チアミン塩化物塩酸塩散 吸％吸ℊ 求.弓灸

チアミンジスルフィド錠
吸灸㎎「ツルハラ」

吸灸㎎吸錠 救.吸灸

チオデロンカプセル救㎎ 救㎎吸カプセル 求急.朽灸

チオラ錠吸灸灸 吸灸灸㎎吸錠 吸朽.汲灸

チガソンカプセル吸灸 吸灸㎎吸カプセル 弓急弓.求灸

チガソンカプセル宮救 宮救㎎吸カプセル 求泣救.救灸
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チキジウム臭化物顆
か

粒宮％
「ツルハラ」

宮％吸ℊ 泣.救灸

チキジウム臭化物救㎎カプセ
ル

救㎎吸カプセル 救.泣灸

チキジウム臭化物吸灸㎎カプ
セル

吸灸㎎吸カプセル 救.泣灸

チクジョ 吸灸ℊ 吸朽.朽灸

⃝局 チクセツニンジン 吸灸ℊ 吸汲弓.灸灸

⃝局 チクセツニンジン末 吸灸ℊ 吸汲弓.灸灸

チクロピジン塩酸塩吸灸％細
粒

吸灸％吸ℊ 吸朽.灸灸

チクロピジン塩酸塩吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 救.泣灸

チザニジン塩酸塩灸.宮％顆
か

粒 灸.宮％吸ℊ 吸灸.朽灸

チザニジン塩酸塩吸㎎錠 吸㎎吸錠 救.泣灸

チスタニン糖衣錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 求.急灸

チニダゾール錠宮灸灸㎎「Ｆ」 宮灸灸㎎吸錠 急朽.泣灸

チニダゾール錠救灸灸㎎「Ｆ」 救灸灸㎎吸錠 吸宮救.灸灸

チノカプセル吸宮救 吸宮救㎎吸カプセル 宮救.泣灸

チバセン錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 宮灸.灸灸

チバセン錠救㎎ 救㎎吸錠 弓急.求灸

チバセン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 朽急.吸灸

⃝局 チペピジンヒベンズ酸塩錠 吸灸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 チペピジンヒベンズ酸塩錠 宮灸㎎吸錠 泣.汲灸

チミペロン灸.救㎎錠 灸.救㎎吸錠 救.泣灸

チミペロン吸％細粒 吸％吸ℊ 急弓.吸灸

チミペロン吸㎎錠 吸㎎吸錠 救.泣灸

チミペロン弓㎎錠 弓㎎吸錠 吸救.泣灸

チメピジウム臭化物弓灸㎎錠 弓灸㎎吸錠 救.求灸

⃝局 チモ 吸灸ℊ 吸朽.朽灸

⃝局 チモール 吸ℊ 吸汲.吸灸

チャヨウ 吸灸ℊ 吸朽.弓灸

チャンピックス錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 吸弓汲.求灸

チャンピックス錠吸㎎ 吸㎎吸錠 宮急汲.灸灸

調剤用パンビタン末 吸ℊ 朽.弓灸

⃝局 チョウジ 吸灸ℊ 宮汲.汲灸

⃝局 チョウジ末 吸灸ℊ 宮救.朽灸

⃝局 チョウトウコウ 吸灸ℊ 宮救.救灸

チョコラＡ錠吸万単位 吸灸,灸灸灸単位吸錠 泣.朽灸

チョコラＡ滴灸.吸万単位／滴 弓灸,灸灸灸単位吸客 求弓.吸灸

チョコラＡ末吸万単位／ℊ 吸灸,灸灸灸単位吸ℊ 宮吸.吸灸

⃝局 チョレイ 吸灸ℊ 汲灸.急灸

チラーヂンＳ散灸.灸吸％ 灸.灸吸％吸ℊ 救泣.吸灸

⃝局 チラーヂンＳ錠宮救㎍ 宮救㎍吸錠 泣.汲灸

⃝局 チラーヂンＳ錠救灸㎍ 救灸㎍吸錠 泣.汲灸

⃝局 沈降炭酸カルシウム 吸灸ℊ 求.弓灸

⃝局 沈降炭酸カルシウム恵美須 吸灸ℊ 求.救灸

⃝局 沈降炭酸カルシウム「ケンエ
ー」

吸灸ℊ 泣.求灸

⃝局 沈降炭酸カルシウム「コザカ
イ・Ｍ」

吸灸ℊ 求.救灸

⃝局 沈降炭酸カルシウム錠宮救灸㎎
「三和」

宮救灸㎎吸錠 救.求灸

⃝局 沈降炭酸カルシウム錠宮救灸㎎
「武田テバ」

宮救灸㎎吸錠 救.求灸

⃝局 沈降炭酸カルシウム錠救灸灸㎎
「三和」

救灸灸㎎吸錠 救.汲灸

⃝局 沈降炭酸カルシウム錠救灸灸㎎
「武田テバ」

救灸灸㎎吸錠 救.汲灸

⃝局※沈降炭酸カルシウム（山善） 吸灸ℊ 求.救灸

⃝局 沈降炭酸カルシウム「ヨシ
ダ」

吸灸ℊ 泣.求灸

⃝局 チンピ 吸灸ℊ 吸吸.求灸

(つ)

ツイミーグ錠救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸錠 弓急.急灸

ツインラインＮＦ配合経腸用
液

吸灸客(混合調製後の
内用液として)

汲.弓灸

つくしＡ・Ｍ配合散 吸ℊ 朽.弓灸

ツートラム錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 救汲.救灸

ツートラム錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸灸宮.泣灸

ツートラム錠吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸錠 吸急吸.泣灸

ツベルミン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸宮朽.急灸

ツムラ安中散エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 求.宮灸

ツムラ胃苓
れい

湯エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 吸朽.救灸

ツムラ茵
いん

課
ちん

蒿
こう

湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 汲.弓灸

ツムラ茵
いん

課
ちん

五苓
れい

散エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 宮救.求灸

ツムラ温経湯エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 宮宮.救灸

ツムラ温清飲エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 吸救.弓灸

ツムラ越婢
び

加朮
じゆつ

湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 吸灸.求灸

ツムラ黄耆
ぎ

建中湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 救.急灸

ツムラ黄連解毒湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 吸急.宮灸

ツムラ黄連湯エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 弓宮.救灸

ツムラ乙字湯エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 吸救.弓灸

ツムラ 根湯エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 汲.弓灸

ツムラ 根湯加川芎
きゆう

辛夷
い

エキ

ス顆
か

粒（医療用）

吸ℊ 吸灸.宮灸

ツムラ加味帰脾
ひ

湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 宮朽.弓灸

ツムラ加味逍
しよう

遙
よう

散エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 吸朽.吸灸

ツムラ甘麦大棗
そう

湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 求.急灸

ツムラ桔
き

梗
きよう

湯エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 救.汲灸

ツムラ帰脾
ひ

湯エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 宮灸.吸灸

ツムラ芎
きゆう

帰膠
きよう

艾
がい

湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 汲.弓灸

ツムラ荊
けい

芥
がい

連翹
ぎよう

湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 吸汲.汲灸

ツムラ桂
けい

枝加F
しやく

薬大黄湯エキ

ス顆
か

粒（医療用）

吸ℊ 汲.求灸

ツムラ桂
けい

枝加F
しやく

薬湯エキス顆
か

粒（医療用）
吸ℊ 求.朽灸

ツムラ桂
けい

枝加朮
じゆつ

附湯エキス顆
か

粒（医療用）
吸ℊ 泣.泣灸

ツムラ桂
けい

枝加竜骨牡
ぼ

蛎
れい

湯エキ

ス顆
か

粒（医療用）

吸ℊ 汲.急灸

ツムラ桂
けい

枝湯エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 朽.求灸

ツムラ桂
けい

枝人参湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 吸弓.宮灸

ツムラ桂
けい

枝茯
ぶく

苓
りよう

丸エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 汲.救灸

ツムラ桂
けい

枝茯
ぶく

苓
りよう

丸加薏
よく

苡
い

仁エ

キス顆
か

粒（医療用）

吸ℊ 泣.泣灸

ツムラ啓脾
ひ

湯エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 宮灸.求灸

ツムラ香蘇
そ

散エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 求.吸灸

ツムラ五虎湯エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 朽.朽灸

ツムラ五積散エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 汲.泣灸

ツムラ牛車腎気丸エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 吸灸.求灸

ツムラ呉茱
しゆ

萸
ゆ

湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 吸灸.宮灸
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ツムラ五淋
りん

散エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 吸吸.弓灸

ツムラ五苓
れい

散エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 吸弓.汲灸

ツムラ柴
さい

陥湯エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 弓弓.朽灸

ツムラ柴
さい

胡
こ

加竜骨牡
ぼ

蛎
れい

湯エキ

ス顆
か

粒（医療用）

吸ℊ 宮灸.朽灸

ツムラ柴
さい

胡
こ

桂
けい

枝乾姜
きよう

湯エキス

顆
か

粒（医療用）

吸ℊ 吸汲.泣灸

ツムラ柴
さい

胡
こ

桂
けい

枝湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 宮急.急灸

ツムラ柴
さい

胡
こ

清肝湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 宮灸.汲灸

ツムラ柴
さい

朴湯エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 弓急.宮灸

ツムラ柴
さい

苓
れい

湯エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 急救.弓灸

ツムラ三黄瀉
しや

心湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 吸弓.弓灸

ツムラ酸棗
そう

仁湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 吸灸.泣灸

ツムラ三物黄嘉
ごん

湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 求.救灸

ツムラ滋陰降火湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 吸灸.汲灸

ツムラ滋陰至宝湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 吸救.弓灸

ツムラ四逆散エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 吸朽.泣灸

ツムラ四君子湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 吸汲.汲灸

ツムラ七物降下湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 汲.求灸

ツムラ四物湯エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 汲.宮灸

ツムラ炙
しや

甘草湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 吸求.汲灸

ツムラF
しやく

薬甘草湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 朽.泣灸

ツムラ十全大補湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 吸汲.朽灸

ツムラ十味敗毒湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 吸急.弓灸

ツムラ潤腸湯エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 泣.宮灸

ツムラ小建中湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 求.灸灸

ツムラ小柴
さい

胡
こ

湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 宮泣.求灸

ツムラ小柴
さい

胡
こ

湯加桔
き

梗
きよう

石膏
こう

エ

キス顆
か

粒（医療用）

吸ℊ 弓求.救灸

ツムラ小青竜湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 吸弓.灸灸

ツムラ小半夏加茯
ぶく

苓
りよう

湯エキス

顆
か

粒（医療用）

吸ℊ 吸灸.求灸

ツムラ消風散エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 吸宮.宮灸

ツムラ升麻 根湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 朽.弓灸

ツムラ辛夷
い

清肺湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 吸救.求灸

ツムラ参蘇
そ

飲エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 吸宮.汲灸

ツムラ神秘湯エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 吸急.泣灸

ツムラ真武湯エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 汲.求灸

ツムラ清上防風湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 吸宮.救灸

ツムラ清暑益気湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 宮吸.汲灸

ツムラ清心¸
れん

子飲エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 吸泣.弓灸

ツムラ清肺湯エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 吸灸.急灸

ツムラ川芎
きゆう

茶調散エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 汲.灸灸

ツムラ疎経活血湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 泣.汲灸

ツムラ大黄甘草湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 救.急灸

ツムラ大黄牡
ぼ

丹皮湯エキス顆
か

粒（医療用）
吸ℊ 求.泣灸

ツムラ大建中湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 泣.灸灸

ツムラ大柴
さい

胡
こ

湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 宮宮.急灸

ツムラ大承気湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 朽.救灸

ツムラ大防風湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 吸宮.朽灸

ツムラ竹筎
じよ

温胆湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 宮汲.泣灸

ツムラ治打撲一方エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 汲.弓灸

ツムラ治頭瘡
そう

一方エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 求.求灸

ツムラ調胃承気湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 朽.急灸

ツムラ釣藤散エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 宮吸.灸灸

ツムラ猪
ちよ

苓
れい

湯エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 吸弓.汲灸

ツムラ猪
ちよ

苓
れい

湯合四物湯エキス

顆
か

粒（医療用）

吸ℊ 宮弓.灸灸

ツムラ通導散エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 汲.汲灸

ツムラ桃核承気湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 汲.救灸

ツムラ当帰飲子エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 吸宮.求灸

ツムラ当帰建中湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 汲.汲灸

ツムラ当帰四逆加呉茱
しゆ

萸
ゆ

生姜
きよう

湯エキス顆
か

粒（医療用）

吸ℊ 吸灸.朽灸

ツムラ当帰F
しやく

薬散エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 泣.灸灸

ツムラ当帰湯エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 弓吸.宮灸

ツムラ二朮
じゆつ

湯エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 吸吸.救灸

ツムラ二陳湯エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 泣.泣灸

ツムラ女神散エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 宮宮.吸灸

ツムラ人参湯エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 吸急.灸灸

ツムラ人参養栄湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 宮灸.弓灸

⃝局 ツムラの生薬オウギ 吸灸ℊ 宮急.宮灸

⃝局 ツムラの生薬キジツ 吸灸ℊ 吸急.急灸

ツムラの生薬コウジン末（調
剤用）

吸ℊ 弓弓.泣灸

⃝局 ツムラの生薬サンヤク 吸灸ℊ 宮宮.吸灸

⃝局 ツムラの生薬シンイ 吸灸ℊ 救汲.急灸

⃝局 ツムラの生薬テンマ 吸ℊ 宮吸.吸灸

⃝局 ツムラの生薬トウキ 吸灸ℊ 弓急.灸灸

ツムラ排膿
のう

散及湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 汲.吸灸

ツムラ麦門冬湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 吸朽.求灸

ツムラ八味地黄丸エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 泣.泣灸
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ツムラ半夏厚朴湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 泣.朽灸

ツムラ半夏瀉
しや

心湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 宮宮.救灸

ツムラ半夏白朮
じゆつ

天麻湯エキス

顆
か

粒（医療用）

吸ℊ 宮弓.急灸

ツムラ白虎加人参湯エキス顆
か

粒（医療用）
吸ℊ 吸求.汲灸

ツムラ茯
ぶく

苓
りよう

飲エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 吸急.急灸

ツムラ茯
ぶく

苓
りよう

飲合半夏厚朴湯エ

キス顆
か

粒（医療用）

吸ℊ 吸汲.泣灸

ツムラ平胃散エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 求.急灸

ツムラ防已
い

黄耆
ぎ

湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 泣.求灸

ツムラ防風通聖散エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 汲.急灸

ツムラ補中益気湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 宮宮.汲灸

ツムラ麻黄湯エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 求.朽灸

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス

顆
か

粒（医療用）

吸ℊ 吸汲.救灸

ツムラ麻杏
きよう

甘石湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 朽.救灸

ツムラ麻杏
きよう

薏
よく

甘湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 汲.汲灸

ツムラ麻子仁丸エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 朽.朽灸

ツムラ木防已
い

湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 吸弓.弓灸

ツムラ薏
よく

苡
い

仁湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 泣.救灸

ツムラ抑肝散エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 吸灸.求灸

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキ

ス顆
か

粒（医療用）

吸ℊ 吸急.朽灸

ツムラ六君子湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 吸汲.弓灸

ツムラ立効散エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 吸灸.弓灸

ツムラ竜胆瀉
しや

肝湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 吸灸.泣灸

ツムラ苓
れい

甘姜
きよう

味辛夏仁湯エキ

ス顆
か

粒（医療用）

吸ℊ 宮灸.吸灸

ツムラ苓
りよう

姜
きよう

朮
じゆつ

甘湯エキス顆
か

粒（医療用）
吸ℊ 汲.弓灸

ツムラ苓
りよう

桂
けい

朮
じゆつ

甘湯エキス顆
か

粒
（医療用）

吸ℊ 朽.汲灸

ツムラ六味丸エキス顆
か

粒（医
療用）

吸ℊ 汲.急灸

ツルバダ配合錠 吸錠 宮,救灸泣.灸灸

ツロブテロール塩酸塩灸.吸％
シロップ用

灸.吸％吸ℊ 朽.求灸

ツロブテロール塩酸塩吸㎎錠 吸㎎吸錠 救.泣灸

(て)

デアメリンＳ錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 宮求.弓灸

ディアコミットカプセル
宮救灸㎎

宮救灸㎎吸カプセル 救宮泣.吸灸

ディアコミットドライシロッ
プ分包宮救灸㎎

宮救灸㎎吸包 救宮求.急灸

ディアコミットドライシロッ
プ分包救灸灸㎎

救灸灸㎎吸包 吸,灸救弓.汲灸

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ
宮灸

宮灸㎎吸錠(テガフール
相当量)

急灸急.吸灸

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ
宮救

宮救㎎吸錠(テガフール
相当量)

急泣宮.宮灸

ティーエスワン配合カプセル
Ｔ宮灸

宮灸㎎吸カプセル(テガ
フール相当量)

急灸急.吸灸

ティーエスワン配合カプセル
Ｔ宮救

宮救㎎吸カプセル(テガ
フール相当量)

急泣宮.宮灸

ティーエスワン配合顆
か

粒Ｔ
宮灸

宮灸㎎吸包(テガフール
相当量)

救救灸.宮灸

ティーエスワン配合顆
か

粒Ｔ
宮救

宮救㎎吸包(テガフール
相当量)

朽汲急.灸灸

ＴＭ配合散 吸ℊ 朽.弓灸

⃝局 dl−塩酸メチルエフェドリ
ン散吸灸％「メタル」

吸灸％吸ℊ 求.朽灸

⃝局 dl−メチルエフェドリン塩
酸塩散吸灸％

吸灸％吸ℊ 求.灸灸

⃝局 dl−メチルエフェドリン塩
酸塩散吸灸％「マルイシ」

吸灸％吸ℊ 求.弓灸

⃝局 dl−メチルエフェドリン塩
酸塩散吸灸％「メタル」

吸灸％吸ℊ 求.朽灸

ディオバンＯＤ錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 宮灸.灸灸

ディオバンＯＤ錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 宮救.弓灸

ディオバンＯＤ錠汲灸㎎ 汲灸㎎吸錠 急救.朽灸

ディオバンＯＤ錠吸朽灸㎎ 吸朽灸㎎吸錠 朽朽.灸灸

⃝局 ディオバン錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 宮灸.灸灸

⃝局 ディオバン錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 宮救.弓灸

⃝局 ディオバン錠汲灸㎎ 汲灸㎎吸錠 急救.朽灸

⃝局 ディオバン錠吸朽灸㎎ 吸朽灸㎎吸錠 朽朽.灸灸

ディクアノン懸濁用配合顆
か

粒 吸ℊ 朽.救灸

ディクアノン配合内用液 吸灸客 吸灸.求灸

ｄ−クロルフェニラミンマレ
イン酸塩錠宮㎎「武田テバ」

宮㎎吸錠 救.求灸

ｄ−クロルフェニラミンマレ
イン酸塩徐放錠朽㎎「武田テ
バ」

朽㎎吸錠 救.求灸

ｄ−クロルフェニラミンマレ
イン酸塩シロップ灸.灸急％
「ツルハラ」

灸.灸急％吸灸客 泣.泣灸

ｄ−クロルフェニラミンマレ
イン酸塩シロップ灸.灸急％
「トーワ」

灸.灸急％吸灸客 泣.泣灸

ｄ−クロルフェニラミンマレ
イン酸塩シロップ灸.灸急％
「日新」

灸.灸急％吸灸客 泣.泣灸

テイコク安中散エキス顆
か

粒 吸ℊ 救.急灸

テイコク茵
いん

課
ちん

蒿
こう

湯エキス顆
か

粒 吸ℊ 朽.吸灸

テイコク温清飲エキス顆
か

粒 吸ℊ 朽.弓灸

テイコク黄連解毒湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 朽.弓灸

テイコク乙字湯エキス顆
か

粒 吸ℊ 朽.救灸

テイコク 根湯エキス顆
か

粒 吸ℊ 救.泣灸

テイコク 根湯加川芎
きゆう

辛夷
い

エ

キス顆
か

粒

吸ℊ 救.求灸

テイコク加味逍
しよう

遙
よう

散エキス顆
か

粒
吸ℊ 求.朽灸

テイコクó
けい

芥
がい

連翹
ぎよう

湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 求.救灸

テイコク桂
けい

枝加F
しやく

薬湯エキス

顆
か

粒

吸ℊ 朽.弓灸

テイコク桂
けい

枝加朮
じゆつ

附湯エキス

顆
か

粒

吸ℊ 朽.弓灸

テイコク桂
けい

枝加竜骨牡
ぼ

蛎
れい

湯エ

キス顆
か

粒

吸ℊ 救.泣灸

テイコク桂
けい

枝湯エキス顆
か

粒 吸ℊ 救.急灸

テイコク桂
けい

枝茯
ぶく

苓
りよう

丸料エキス

顆
か

粒

吸ℊ 朽.朽灸

⃝局 テイコク紅参（調剤用） 吸ℊ 吸宮.汲灸

テイコク紅参末 吸ℊ 吸朽.泣灸

テイコク香蘇
そ

散エキス顆
か

粒 吸ℊ 急.汲灸

テイコク五積散エキス顆
か

粒 吸ℊ 救.急灸

テイコク五苓
れい

散エキス顆
か

粒 吸ℊ 求.吸灸

テイコク柴
さい

胡
こ

加竜骨牡
ぼ

蛎
れい

湯エ

キス顆
か

粒

吸ℊ 泣.救灸

テイコク柴
さい

胡
こ

桂
けい

枝乾姜
きよう

湯エキ

ス顆
か

粒

吸ℊ 汲.急灸
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テイコク柴
さい

胡
こ

桂
けい

枝湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 吸灸.灸灸

テイコク柴
さい

胡
こ

清肝湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 吸吸.救灸

テイコク三黄瀉
しや

心湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 朽.救灸

テイコク四物湯エキス顆
か

粒 吸ℊ 朽.弓灸

テイコクF
しやく

薬甘草湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 救.弓灸

テイコク十全大補湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 求.汲灸

テイコク十味敗毒湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 朽.救灸

テイコク小柴
さい

胡
こ

湯エキス顆
か

粒 吸ℊ 吸急.救灸

テイコク小青竜湯エキス顆
か

粒 吸ℊ 求.灸灸

テイコク小半夏加茯
ぶく

苓
りよう

湯エキ

ス顆
か

粒

吸ℊ 求.泣灸

テイコク大黄牡
ぼ

丹皮湯エキス

顆
か

粒

吸ℊ 救.弓灸

テイコク大柴
さい

胡
こ

湯エキス顆
か

粒 吸ℊ 汲.吸灸

テイコク猪
ちよ

苓
れい

湯エキス顆
か

粒 吸ℊ 求.求灸

テイコク桃核承気湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 朽.汲灸

テイコク当帰F
しやく

薬散エキス顆
か

粒
吸ℊ 求.灸灸

テイコク人参湯エキス顆
か

粒 吸ℊ 朽.救灸

テイコク麦門冬湯エキス顆
か

粒 吸ℊ 吸灸.弓灸

テイコク八味丸エキス顆
か

粒 吸ℊ 朽.弓灸

テイコク半夏厚朴湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 汲.朽灸

テイコク半夏瀉
しや

心湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 汲.弓灸

テイコク白虎加人参湯エキス

顆
か

粒

吸ℊ 汲.泣灸

テイコク平胃散エキス顆
か

粒 吸ℊ 救.急灸

テイコク防已
い

黄耆
ぎ

湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 朽.弓灸

テイコク防風通聖散エキス顆
か

粒
吸ℊ 朽.弓灸

テイコク補中益気湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 吸吸.急灸

テイコク麻黄湯エキス顆
か

粒 吸ℊ 救.求灸

テイコク麻杏
きよう

甘石湯エキス顆
か

粒
吸ℊ 救.弓灸

テイコク六君子湯エキス顆
か

粒 吸ℊ 汲.朽灸

⃝局 Ｄ−ソルビトール 吸灸ℊ 吸吸.泣灸

⃝局 Ｄ−ソルビトール液 朽救％吸灸客 吸灸.宮灸

⃝局 Ｄ−ソルビトール液 求救％吸灸客 吸灸.宮灸

ディナゲストＯＤ錠吸㎎ 吸㎎吸錠 宮宮吸.朽灸

ディナゲスト錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 吸急急.泣灸

ディナゲスト錠吸㎎ 吸㎎吸錠 宮宮吸.朽灸

ディレグラ配合錠 吸錠 弓汲.弓灸

デエビゴ錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 救救.急灸

デエビゴ錠救㎎ 救㎎吸錠 汲求.泣灸

デエビゴ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸弓吸.求灸

テオドール顆
か

粒宮灸％ 宮灸％吸ℊ 吸朽.宮灸

テオドール錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 救.泣灸

テオドール錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 汲.灸灸

テオドール錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 吸宮.救灸

テオフィリン徐放カプセル
吸灸灸㎎「サンド」

吸灸灸㎎吸カプセル 泣.宮灸

テオフィリン徐放カプセル
宮灸灸㎎「サンド」

宮灸灸㎎吸カプセル 吸弓.求灸

テオフィリン徐放ＤＳ小児用
宮灸％「トーワ」

宮灸％吸ℊ 弓救.急灸

テオフィリン徐放ドライシロ
ップ小児用宮灸％「サワイ」

宮灸％吸ℊ 弓救.急灸

テオフィリンドライシロップ
宮灸％「タカタ」

宮灸％吸ℊ 弓救.急灸

テオフィリン救灸㎎徐放カプ
セル

救灸㎎吸カプセル 救.泣灸

テオフィリン救灸㎎徐放錠 救灸㎎吸錠 救.泣灸

テオフィリン吸灸灸㎎徐放錠 吸灸灸㎎吸錠 救.求灸

テオフィリン吸灸灸㎎徐放Ｕ錠 吸灸灸㎎吸錠 救.求灸

テオフィリン宮灸灸㎎徐放錠 宮灸灸㎎吸錠 救.泣灸

テオフィリン宮灸灸㎎徐放Ｕ錠 宮灸灸㎎吸錠 救.泣灸

テオフィリン急灸灸㎎徐放Ｕ錠 急灸灸㎎吸錠 救.泣灸

テオロング錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 泣.宮灸

テオロング錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 吸弓.求灸

デカドロンエリキシル
灸.灸吸％

灸.灸吸％吸客 急.弓灸

デカドロン錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 救.求灸

デカドロン錠急㎎ 急㎎吸錠 宮汲.求灸

テガフール・ギメラシル・オ

テラシルカリウムＴ宮灸顆
か

粒

宮灸㎎吸包(テガフール
相当量)

吸朽吸.宮灸

テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウムＴ宮救カプ
セル

宮救㎎吸カプセル(テガ
フール相当量)

吸急弓.救灸

テガフール・ギメラシル・オ

テラシルカリウムＴ宮救顆
か

粒

宮救㎎吸包(テガフール
相当量)

吸泣弓.弓灸

テガフール・ギメラシル・オ

テラシルカリウムＴ宮救口腔
くう

内崩壊錠

宮救㎎吸錠(テガフール
相当量)

吸急弓.救灸

デキサメタゾンエリキシル
灸.灸吸％「日新」

灸.灸吸％吸客 吸.求灸

デキストロメトルファン臭化
水素酸塩細粒吸灸％「ツルハ
ラ」

吸灸％吸ℊ 求.弓灸

デキストロメトルファン臭化
水素酸塩散吸灸％「トーワ」

吸灸％吸ℊ 求.弓灸

デキストロメトルファン臭化
水素酸塩散吸灸％「日医工」

吸灸％吸ℊ 求.弓灸

デキストロメトルファン臭化
水素酸塩吸救㎎錠

吸救㎎吸錠 救.求灸

テクフィデラカプセル吸宮灸㎎ 吸宮灸㎎吸カプセル 宮,灸朽吸.求灸

テクフィデラカプセル宮急灸㎎ 宮急灸㎎吸カプセル 急,吸弓宮.灸灸

テグレトール細粒救灸％ 救灸％吸ℊ 吸求.泣灸

テグレトール錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 救.泣灸

テグレトール錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 汲.弓灸

デザレックス錠救㎎ 救㎎吸錠 救吸.求灸

デシコビ配合錠ＨＴ 吸錠 弓,泣泣吸.救灸

デシコビ配合錠ＬＴ 吸錠 宮,求汲吸.吸灸

テシプール錠吸㎎ 吸㎎吸錠 吸吸.救灸

デジレル錠宮救 宮救㎎吸錠 吸宮.急灸

デジレル錠救灸 救灸㎎吸錠 吸泣.救灸

デソパン錠朽灸㎎ 朽灸㎎吸錠 救弓救.救灸

デタントールＲ錠弓㎎ 弓㎎吸錠 弓朽.弓灸

デタントールＲ錠朽㎎ 朽㎎吸錠 求吸.汲灸

デタントール錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 吸吸.急灸

デタントール錠吸㎎ 吸㎎吸錠 吸泣.汲灸

テトラミド錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸宮.弓灸

テトラミド錠弓灸㎎ 弓灸㎎吸錠 弓弓.汲灸

デトルシトールカプセル宮㎎ 宮㎎吸カプセル 朽泣.宮灸

デトルシトールカプセル急㎎ 急㎎吸カプセル 吸吸救.汲灸

⃝局 テナキシル錠吸㎎ 吸㎎吸錠 吸吸.吸灸

⃝局 テナキシル錠宮㎎ 宮㎎吸錠 宮吸.宮灸

テネリアＯＤ錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸宮急.宮灸

テネリアＯＤ錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 吸汲朽.弓灸

テネリア錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸宮急.宮灸

テネリア錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 吸汲朽.弓灸

テノゼット錠弓灸灸㎎ 弓灸灸㎎吸錠 求宮朽.汲灸

デノタスチュアブル配合錠 吸錠 吸急.求灸

デノパミン救㎎錠 救㎎吸錠 吸宮.弓灸

デノパミン吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 宮灸.泣灸
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テノーミン錠宮救 宮救㎎吸錠 吸吸.求灸

テノーミン錠救灸 救灸㎎吸錠 吸宮.朽灸

⃝局 デパケンＲ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 泣.吸灸

⃝局 デパケンＲ錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 吸吸.汲灸

デパケン細粒宮灸％ 宮灸％吸ℊ 吸吸.宮灸

デパケン細粒急灸％ 急灸％吸ℊ 吸求.弓灸

⃝局 デパケン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 デパケン錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 デパケンシロップ救％ 救％吸客 求.求灸

⃝局 デパス細粒吸％ 吸％吸ℊ 急急.求灸

⃝局 デパス錠灸.宮救㎎ 灸.宮救㎎吸錠 泣.宮灸

⃝局 デパス錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 泣.宮灸

⃝局 デパス錠吸㎎ 吸㎎吸錠 吸灸.吸灸

テビケイ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 弓,宮吸泣.朽灸

デフェラシロクス顆
か

粒分包
泣灸㎎「サワイ」

泣灸㎎吸包 急求吸.宮灸

デフェラシロクス顆
か

粒分包
泣灸㎎「サンド」

泣灸㎎吸包 急求吸.宮灸

デフェラシロクス顆
か

粒分包
弓朽灸㎎「サワイ」

弓朽灸㎎吸包 吸,求汲急.宮灸

デフェラシロクス顆
か

粒分包
弓朽灸㎎「サンド」

弓朽灸㎎吸包 吸,求汲急.宮灸

テプミトコ錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 吸急,弓泣泣.灸灸

テプレノン吸灸％細粒 吸灸％吸ℊ 吸灸.弓灸

テプレノン救灸㎎カプセル 救灸㎎吸カプセル 朽.弓灸

⃝局 デプロメール錠宮救 宮救㎎吸錠 宮急.吸灸

⃝局 デプロメール錠救灸 救灸㎎吸錠 急吸.朽灸

⃝局 デプロメール錠求救 求救㎎吸錠 救朽.宮灸

デベルザ錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸求朽.朽灸

デムサーカプセル宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸カプセル 救,泣朽吸.泣灸

⃝局 テモカプリル塩酸塩錠吸㎎
「ＪＧ」

吸㎎吸錠 吸弓.汲灸

⃝局 テモカプリル塩酸塩錠吸㎎
「タカタ」

吸㎎吸錠 吸弓.汲灸

⃝局 テモカプリル塩酸塩錠吸㎎
「タナベ」

吸㎎吸錠 吸弓.汲灸

⃝局 テモカプリル塩酸塩錠吸㎎
「トーワ」

吸㎎吸錠 吸弓.汲灸

テモカプリル塩酸塩吸㎎錠 吸㎎吸錠 吸灸.吸灸

テモカプリル塩酸塩宮㎎錠 宮㎎吸錠 宮吸.急灸

テモカプリル塩酸塩急㎎錠 急㎎吸錠 急宮.汲灸

テモゾロミド錠宮灸㎎「ＮＫ」 宮灸㎎吸錠 吸,灸吸汲.吸灸

テモゾロミド錠吸灸灸㎎「Ｎ
Ｋ」

吸灸灸㎎吸錠 救,灸吸救.求灸

テモダールカプセル宮灸㎎ 宮灸㎎吸カプセル 吸,泣弓宮.急灸

テモダールカプセル吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸カプセル 泣,救求朽.朽灸

デュオドーパ配合経腸用液 吸灸灸客吸カセット 吸救,宮汲宮.宮灸

デュタステリドカプセル
灸.救㎎ＡＶ「ＡＦＰ」

灸.救㎎吸カプセル 弓泣.宮灸

デュタステリドカプセル
灸.救㎎ＡＶ「サワイ」

灸.救㎎吸カプセル 弓泣.宮灸

デュタステリドカプセル
灸.救㎎ＡＶ「ＪＧ」

灸.救㎎吸カプセル 弓泣.宮灸

デュタステリドカプセル
灸.救㎎ＡＶ「武田テバ」

灸.救㎎吸カプセル 弓泣.宮灸

デュタステリドカプセル
灸.救㎎ＡＶ「ＤＳＥＰ」

灸.救㎎吸カプセル 弓泣.宮灸

デュタステリドカプセル
灸.救㎎ＡＶ「ＴＣ」

灸.救㎎吸カプセル 弓泣.宮灸

デュタステリドカプセル
灸.救㎎ＡＶ「トーワ」

灸.救㎎吸カプセル 弓泣.宮灸

デュタステリドカプセル
灸.救㎎ＡＶ「日医工」

灸.救㎎吸カプセル 弓泣.宮灸

デュタステリドカプセル
灸.救㎎ＡＶ「ニプロ」

灸.救㎎吸カプセル 弓泣.宮灸

デュタステリドカプセル
灸.救㎎ＡＶ「ＢＭＤ」

灸.救㎎吸カプセル 弓泣.宮灸

デュタステリド錠灸.救㎎ＡＶ
「ＮＳ」

灸.救㎎吸錠 弓泣.宮灸

デュタステリド錠灸.救㎎ＡＶ
「ＤＳＥＰ」

灸.救㎎吸錠 弓泣.宮灸

デュタステリド錠灸.救㎎ＡＶ
「明治」

灸.救㎎吸錠 弓泣.宮灸

デュタステリド錠灸.救㎎ＡＶ
「ＹＤ」

灸.救㎎吸錠 弓泣.宮灸

デュタステリド灸.救㎎カプセ
ル

灸.救㎎吸カプセル 弓灸.吸灸

⃝局 デュファストン錠救㎎ 救㎎吸錠 弓灸.求灸

デュロキセチンＯＤ錠宮灸㎎
「ニプロ」

宮灸㎎吸錠 弓泣.朽灸

デュロキセチンＯＤ錠宮灸㎎
「明治」

宮灸㎎吸錠 弓泣.朽灸

デュロキセチンＯＤ錠弓灸㎎
「ニプロ」

弓灸㎎吸錠 救弓.急灸

デュロキセチンＯＤ錠弓灸㎎
「明治」

弓灸㎎吸錠 救弓.急灸

デュロキセチンカプセル
宮灸㎎「アメル」

宮灸㎎吸カプセル 弓泣.朽灸

デュロキセチンカプセル
宮灸㎎「オーハラ」

宮灸㎎吸カプセル 弓泣.朽灸

デュロキセチンカプセル
宮灸㎎「ＫＭＰ」

宮灸㎎吸カプセル 弓泣.朽灸

デュロキセチンカプセル
宮灸㎎「サワイ」

宮灸㎎吸カプセル 弓泣.朽灸

デュロキセチンカプセル
宮灸㎎「ＪＧ」

宮灸㎎吸カプセル 弓泣.朽灸

デュロキセチンカプセル
宮灸㎎「タカタ」

宮灸㎎吸カプセル 弓泣.朽灸

デュロキセチンカプセル
宮灸㎎「ＤＳＥＰ」

宮灸㎎吸カプセル 弓泣.朽灸

デュロキセチンカプセル
宮灸㎎「トーワ」

宮灸㎎吸カプセル 弓泣.朽灸

デュロキセチンカプセル
宮灸㎎「日医工Ｇ」

宮灸㎎吸カプセル 弓泣.朽灸

デュロキセチンカプセル
宮灸㎎「日新」

宮灸㎎吸カプセル 弓泣.朽灸

デュロキセチンカプセル
宮灸㎎「ニプロ」

宮灸㎎吸カプセル 弓泣.朽灸

デュロキセチンカプセル
宮灸㎎「フェルゼン」

宮灸㎎吸カプセル 弓泣.朽灸

デュロキセチンカプセル

宮灸㎎「三笠
かさ

」

宮灸㎎吸カプセル 弓泣.朽灸

デュロキセチンカプセル
宮灸㎎「明治」

宮灸㎎吸カプセル 弓泣.朽灸

デュロキセチンカプセル
宮灸㎎「ＹＤ」

宮灸㎎吸カプセル 弓泣.朽灸

デュロキセチンカプセル
弓灸㎎「アメル」

弓灸㎎吸カプセル 救弓.急灸

デュロキセチンカプセル
弓灸㎎「オーハラ」

弓灸㎎吸カプセル 救弓.急灸

デュロキセチンカプセル
弓灸㎎「ＫＭＰ」

弓灸㎎吸カプセル 救弓.急灸

デュロキセチンカプセル
弓灸㎎「サワイ」

弓灸㎎吸カプセル 救弓.急灸

デュロキセチンカプセル
弓灸㎎「ＪＧ」

弓灸㎎吸カプセル 救弓.急灸

デュロキセチンカプセル
弓灸㎎「タカタ」

弓灸㎎吸カプセル 救弓.急灸

デュロキセチンカプセル
弓灸㎎「ＤＳＥＰ」

弓灸㎎吸カプセル 救弓.急灸

デュロキセチンカプセル
弓灸㎎「トーワ」

弓灸㎎吸カプセル 救弓.急灸

デュロキセチンカプセル
弓灸㎎「日医工Ｇ」

弓灸㎎吸カプセル 救弓.急灸

デュロキセチンカプセル
弓灸㎎「日新」

弓灸㎎吸カプセル 救弓.急灸

デュロキセチンカプセル
弓灸㎎「ニプロ」

弓灸㎎吸カプセル 救弓.急灸

デュロキセチンカプセル
弓灸㎎「フェルゼン」

弓灸㎎吸カプセル 救弓.急灸

デュロキセチンカプセル

弓灸㎎「三笠
かさ

」

弓灸㎎吸カプセル 救弓.急灸
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デュロキセチンカプセル
弓灸㎎「明治」

弓灸㎎吸カプセル 救弓.急灸

デュロキセチンカプセル
弓灸㎎「ＹＤ」

弓灸㎎吸カプセル 救弓.急灸

デュロキセチン錠宮灸㎎「ケ
ミファ」

宮灸㎎吸錠 弓泣.朽灸

デュロキセチン錠宮灸㎎「ト
ーワ」

宮灸㎎吸錠 弓泣.朽灸

デュロキセチン錠弓灸㎎「ケ
ミファ」

弓灸㎎吸錠 救弓.急灸

デュロキセチン錠弓灸㎎「ト
ーワ」

弓灸㎎吸錠 救弓.急灸

デラキシー配合顆
か

粒 吸ℊ 朽.弓灸

テラムロ配合錠ＡＰ「ＥＥ」 吸錠 弓灸.吸灸

⃝局 テラムロ配合錠ＡＰ「サワ
イ」

吸錠 弓灸.吸灸

テラムロ配合錠ＡＰ「ＪＧ」 吸錠 弓灸.吸灸

テラムロ配合錠ＡＰ「武田テ
バ」

吸錠 弓灸.吸灸

テラムロ配合錠ＡＰ「ＤＳＥ
Ｐ」

吸錠 弓灸.吸灸

⃝局 テラムロ配合錠ＡＰ「トー
ワ」

吸錠 弓灸.吸灸

テラムロ配合錠ＢＰ「ＥＥ」 吸錠 急救.吸灸

⃝局 テラムロ配合錠ＢＰ「サワ
イ」

吸錠 急救.吸灸

テラムロ配合錠ＢＰ「ＪＧ」 吸錠 急救.吸灸

テラムロ配合錠ＢＰ「武田テ
バ」

吸錠 急救.吸灸

テラムロ配合錠ＢＰ「ＤＳＥ
Ｐ」

吸錠 急救.吸灸

⃝局 テラムロ配合錠ＢＰ「トー
ワ」

吸錠 急救.吸灸

⃝局 テルチア配合錠ＡＰ「サワ
イ」

吸錠 弓吸.朽灸

⃝局 テルチア配合錠ＡＰ「武田テ
バ」

吸錠 弓吸.朽灸

⃝局 テルチア配合錠ＡＰ「ＤＳＥ
Ｐ」

吸錠 弓吸.朽灸

⃝局 テルチア配合錠ＡＰ「トー
ワ」

吸錠 弓吸.朽灸

⃝局 テルチア配合錠ＢＰ「サワ
イ」

吸錠 急救.吸灸

⃝局 テルチア配合錠ＢＰ「武田テ
バ」

吸錠 急救.吸灸

⃝局 テルチア配合錠ＢＰ「ＤＳＥ
Ｐ」

吸錠 急救.吸灸

⃝局 テルチア配合錠ＢＰ「トー
ワ」

吸錠 急救.吸灸

デルティバ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 救,泣泣泣.宮灸

テルネリン顆
か

粒灸.宮％ 灸.宮％吸ℊ 宮宮.弓灸

テルネリン錠吸㎎ 吸㎎吸錠 吸吸.灸灸

デルパント配合顆
か

粒 吸ℊ 朽.灸灸

テルビナフィン塩酸塩吸宮救㎎
錠

吸宮救㎎吸錠 急灸.泣灸

⃝局 テルビナフィン錠吸宮救㎎「イ
ワキ」

吸宮救㎎吸錠 朽求.求灸

⃝局 テルビナフィン錠吸宮救㎎「タ
カタ」

吸宮救㎎吸錠 朽求.求灸

⃝局 テルビナフィン錠吸宮救㎎「Ｔ
ＣＫ」

吸宮救㎎吸錠 朽求.求灸

⃝局 テルビナフィン錠吸宮救㎎「ト
ーワ」

吸宮救㎎吸錠 朽求.求灸

⃝局 テルビナフィン錠吸宮救㎎「日
医工」

吸宮救㎎吸錠 朽求.求灸

テルミサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩ＡＰ錠

吸錠 吸弓.吸灸

テルミサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩ＢＰ錠

吸錠 吸泣.弓灸

テルミサルタンＯＤ錠宮灸㎎
「トーワ」

宮灸㎎吸錠 吸宮.救灸

テルミサルタンＯＤ錠急灸㎎
「トーワ」

急灸㎎吸錠 宮弓.求灸

⃝局 テルミサルタン錠宮灸㎎「ケ
ミファ」

宮灸㎎吸錠 吸宮.救灸

⃝局 テルミサルタン錠宮灸㎎「Ｄ
ＳＥＰ」

宮灸㎎吸錠 吸宮.救灸

⃝局 テルミサルタン錠宮灸㎎「Ｔ
ＣＫ」

宮灸㎎吸錠 吸宮.救灸

⃝局 テルミサルタン錠宮灸㎎「ト
ーワ」

宮灸㎎吸錠 吸宮.救灸

⃝局 テルミサルタン錠宮灸㎎「明
治」

宮灸㎎吸錠 吸宮.救灸

⃝局 テルミサルタン錠急灸㎎「ケ
ミファ」

急灸㎎吸錠 宮弓.求灸

⃝局 テルミサルタン錠急灸㎎「ツ
ルハラ」

急灸㎎吸錠 宮弓.求灸

⃝局 テルミサルタン錠急灸㎎「Ｄ
ＳＥＰ」

急灸㎎吸錠 宮弓.求灸

⃝局 テルミサルタン錠急灸㎎「Ｔ
ＣＫ」

急灸㎎吸錠 宮弓.求灸

⃝局 テルミサルタン錠急灸㎎「ト
ーワ」

急灸㎎吸錠 宮弓.求灸

⃝局 テルミサルタン錠急灸㎎「明
治」

急灸㎎吸錠 宮弓.求灸

⃝局 テルミサルタン錠汲灸㎎「ケ
ミファ」

汲灸㎎吸錠 弓救.急灸

⃝局 テルミサルタン錠汲灸㎎「Ｊ
Ｇ」

汲灸㎎吸錠 弓救.急灸

⃝局 テルミサルタン錠汲灸㎎「Ｄ
ＳＥＰ」

汲灸㎎吸錠 弓救.急灸

⃝局 テルミサルタン錠汲灸㎎「Ｔ
ＣＫ」

汲灸㎎吸錠 弓救.急灸

⃝局 テルミサルタン錠汲灸㎎「ト
ーワ」

汲灸㎎吸錠 弓救.急灸

⃝局 テルミサルタン錠汲灸㎎「明
治」

汲灸㎎吸錠 弓救.急灸

テルミサルタン・ヒドロクロ
ロチアジドＡＰ錠

吸錠 吸宮.求灸

テルミサルタン・ヒドロクロ
ロチアジドＢＰ錠

吸錠 吸朽.朽灸

テルミサルタン宮灸㎎口腔
くう

内
崩壊錠

宮灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

テルミサルタン宮灸㎎錠 宮灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

テルミサルタン急灸㎎口腔
くう

内
崩壊錠

急灸㎎吸錠 吸吸.吸灸

テルミサルタン急灸㎎錠 急灸㎎吸錠 吸吸.吸灸

テルミサルタン汲灸㎎錠 汲灸㎎吸錠 吸朽.灸灸

テンナンショウ 吸灸ℊ 宮弓.急灸

⃝局 天然ケイ酸アルミニウム 吸灸ℊ 汲.救灸

⃝局 テンマ 吸ℊ 宮灸.泣灸

テンマ末 吸ℊ 宮宮.汲灸

⃝局 テンモンドウ 吸灸ℊ 急泣.救灸

(と)

トアラセット配合錠「ＳＮ」 吸錠 吸急.朽灸

トアラセット配合錠「共創未
来」

吸錠 吸急.朽灸

トアラセット配合錠「サワ
イ」

吸錠 吸急.朽灸

トアラセット配合錠「サン
ド」

吸錠 吸急.朽灸

トアラセット配合錠「ＪＧ」 吸錠 吸急.朽灸

トアラセット配合錠「武田テ
バ」

吸錠 吸急.朽灸

トアラセット配合錠「ＴＣ
Ｋ」

吸錠 吸急.朽灸

トアラセット配合錠「トー
ワ」

吸錠 吸急.朽灸

トアラセット配合錠「日本臓
器」

吸錠 吸急.朽灸

トアラセット配合錠「三笠
かさ

」 吸錠 吸急.朽灸

⃝局 トウガシ 吸灸ℊ 吸救.吸灸

⃝局 トウガラシ 吸灸ℊ 吸宮.弓灸

⃝局 トウガラシ末 吸灸ℊ 吸救.急灸
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⃝局 トウキ 吸灸ℊ 弓灸.求灸

⃝局 トウキダイコーＭ 吸灸ℊ 弓宮.泣灸

⃝局 トウキ末 吸灸ℊ 弓泣.汲灸

トウドクカツ 吸灸ℊ 吸宮.灸灸

⃝局 トウニン 吸灸ℊ 救吸.弓灸

⃝局 トウヒ 吸灸ℊ 宮灸.弓灸

⃝局 トウヒシロップ 吸灸客 吸弓.灸灸

⃝局 トウヒチンキ 吸客 救.弓灸

トウヒ末 吸灸ℊ 吸泣.求灸

ドウベイト配合錠 吸錠 急,求泣救.急灸

⃝局 トウモロコシデンプン 吸灸ℊ 求.救灸

⃝局※トウモロコシデンプン（日興
製薬）

吸灸ℊ 汲.灸灸

⃝局 トウモロコシデンプン「ヨシ
ダ」

吸灸ℊ 汲.灸灸

〔東洋〕安中散料エキス細粒 吸ℊ 求.弓灸

〔東洋〕温清飲エキス細粒 吸ℊ 吸急.灸灸

〔東洋〕黄耆
ぎ

建中湯エキス細
粒

吸ℊ 吸急.急灸

〔東洋〕黄連解毒湯エキス細
粒

吸ℊ 吸汲.灸灸

〔東洋〕黄連湯エキス細粒 吸ℊ 弓救.吸灸

〔東洋〕 根湯エキス細粒 吸ℊ 汲.弓灸

〔東洋〕 根湯加川芎
きゆう

辛夷
い

エ
キス細粒

吸ℊ 泣.求灸

〔東洋〕加味帰脾
ひ

湯エキス細
粒

吸ℊ 吸汲.泣灸

〔東洋〕加味逍
しよう

遙
よう

散エキス細
粒

吸ℊ 吸急.朽灸

〔東洋〕桂
けい

枝加黄耆
ぎ

湯エキス
細粒

吸ℊ 吸灸.求灸

〔東洋〕桂
けい

枝加 根湯エキス
細粒

吸ℊ 吸灸.吸灸

〔東洋〕桂
けい

枝加厚朴杏
きよう

仁湯エ
キス細粒

吸ℊ 汲.泣灸

〔東洋〕桂
けい

枝加F
しやく

薬湯エキス
細粒

吸ℊ 求.泣灸

〔東洋〕桂
けい

枝茯
ぶく

苓
りよう

丸料エキス
細粒

吸ℊ 汲.救灸

〔東洋〕啓脾
ひ

湯エキス細粒 吸ℊ 宮灸.泣灸

〔東洋〕桂
けい

麻各半湯エキス細
粒

吸ℊ 吸灸.宮灸

〔東洋〕五淋
りん

散エキス細粒 吸ℊ 吸吸.救灸

〔東洋〕五苓
れい

散料エキス細粒 吸ℊ 吸宮.吸灸

〔東洋〕四君子湯エキス細粒 吸ℊ 宮灸.急灸

〔東洋〕七物降下湯エキス細
粒

吸ℊ 朽.泣灸

〔東洋〕F
しやく

薬甘草湯エキス細
粒

吸ℊ 泣.吸灸

〔東洋〕十全大補湯エキス細
粒

吸ℊ 吸吸.求灸

〔東洋〕十味敗毒湯エキス細
粒

吸ℊ 吸弓.朽灸

〔東洋〕小柴
さい

胡
こ

湯エキス細粒 吸ℊ 吸汲.求灸

〔東洋〕神秘湯エキス細粒 吸ℊ 吸朽.弓灸

〔東洋〕清心連子飲エキス細
粒

吸ℊ 吸泣.急灸

〔東洋〕大柴
さい

胡
こ

湯エキス細粒 吸ℊ 宮宮.吸灸

〔東洋〕猪
ちよ

苓
れい

湯エキス細粒 吸ℊ 吸弓.朽灸

〔東洋〕当帰F
しやく

薬散料エキス
細粒

吸ℊ 求.宮灸

〔東洋〕二陳湯エキス細粒 吸ℊ 吸急.急灸

〔東洋〕人参湯エキス細粒 吸ℊ 吸求.宮灸

〔東洋〕半夏厚朴湯エキス細
粒

吸ℊ 吸吸.灸灸

〔東洋〕半夏瀉
しや

心湯エキス細
粒

吸ℊ 宮弓.灸灸

〔東洋〕防風通聖散料エキス
細粒

吸ℊ 求.弓灸

〔東洋〕補中益気湯エキス細
粒

吸ℊ 吸求.汲灸

〔東洋〕薏
よく

苡
い

仁湯エキス細粒 吸ℊ 朽.泣灸

〔東洋〕六君子湯エキス細粒 吸ℊ 吸汲.汲灸

〔東洋〕龍
りゆう

胆瀉
しや

肝湯エキス細
粒

吸ℊ 求.救灸

〔東洋〕苓
りよう

桂
けい

朮
じゆつ

甘湯エキス細
粒

吸ℊ 求.弓灸

〔東洋〕六味地黄丸料エキス
細粒

吸ℊ 汲.求灸

⃝局 ドキサゾシン錠宮㎎「ＥＭＥ
Ｃ」

宮㎎吸錠 吸吸.弓灸

⃝局 ドキサゾシン錠宮㎎「ＮＳ」 宮㎎吸錠 吸吸.弓灸

⃝局 ドキサゾシン錠宮㎎「ＭＥＥ
Ｋ」

宮㎎吸錠 吸吸.弓灸

⃝局 ドキサゾシン錠宮㎎「ＭＥ
Ｄ」

宮㎎吸錠 吸吸.弓灸

⃝局 ドキサゾシン錠宮㎎「サワ
イ」

宮㎎吸錠 吸吸.弓灸

⃝局 ドキサゾシン錠宮㎎「ＪＧ」 宮㎎吸錠 吸吸.弓灸

⃝局 ドキサゾシン錠宮㎎「テバ」 宮㎎吸錠 吸吸.弓灸

⃝局 ドキサゾシン錠宮㎎「トー
ワ」

宮㎎吸錠 吸吸.弓灸

⃝局 ドキサゾシン錠宮㎎「日医
工」

宮㎎吸錠 吸吸.弓灸

⃝局 ドキサゾシン錠宮㎎「ＹＤ」 宮㎎吸錠 吸吸.弓灸

⃝局 ドキサゾシン錠急㎎「ＥＭＥ
Ｃ」

急㎎吸錠 宮急.弓灸

⃝局 ドキサゾシン錠急㎎「ＮＳ」 急㎎吸錠 宮急.弓灸

⃝局 ドキサゾシン錠急㎎「ＭＥＥ
Ｋ」

急㎎吸錠 宮急.弓灸

⃝局 ドキサゾシン錠急㎎「ＭＥ
Ｄ」

急㎎吸錠 宮急.弓灸

⃝局 ドキサゾシン錠急㎎「サワ
イ」

急㎎吸錠 宮急.弓灸

⃝局 ドキサゾシン錠急㎎「ＪＧ」 急㎎吸錠 宮急.弓灸

⃝局 ドキサゾシン錠急㎎「テバ」 急㎎吸錠 宮急.弓灸

⃝局 ドキサゾシン錠急㎎「トー
ワ」

急㎎吸錠 宮急.弓灸

⃝局 ドキサゾシン錠急㎎「日医
工」

急㎎吸錠 宮急.弓灸

⃝局 ドキサゾシン錠急㎎「ＹＤ」 急㎎吸錠 宮急.弓灸

ドキサゾシンメシル酸塩
灸.救㎎錠

灸.救㎎吸錠 吸灸.吸灸

ドキサゾシンメシル酸塩吸㎎
錠

吸㎎吸錠 吸灸.吸灸

ドキサゾシンメシル酸塩宮㎎
錠

宮㎎吸錠 吸灸.吸灸

ドキサゾシンメシル酸塩急㎎
錠

急㎎吸錠 吸救.汲灸

⃝局 ドクカツ 吸灸ℊ 吸宮.泣灸

⃝局 ドグマチールカプセル救灸㎎ 救灸㎎吸カプセル 吸灸.弓灸

ドグマチール細粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 吸宮.灸灸

ドグマチール細粒救灸％ 救灸％吸ℊ 宮求.汲灸

⃝局 ドグマチール錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸灸.弓灸

⃝局 ドグマチール錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸宮.吸灸

⃝局 ドグマチール錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 吸救.求灸

トコフェロール酢酸エステル

顆
か

粒宮灸％「ツルハラ」

宮灸％吸ℊ 朽.弓灸

トコフェロール酢酸エステル
錠救灸㎎「トーワ」

救灸㎎吸錠 救.求灸

トコフェロール酢酸エステル
錠吸灸灸㎎「ツルハラ」

吸灸灸㎎吸錠 救.求灸

トコフェロール酢酸エステル
吸灸灸㎎カプセル

吸灸灸㎎吸カプセル 救.求灸

トコフェロールニコチン酸エ
ステルカプセル吸灸灸㎎「トー
ワ」

吸灸灸㎎吸カプセル 救.救灸

トコフェロールニコチン酸エ
ステル宮灸灸㎎カプセル

宮灸灸㎎吸カプセル 救.求灸
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⃝局 トコン 吸ℊ 求宮.宮灸

⃝局 トコン末 吸ℊ 求吸.求灸

⃝局 トスキサシン錠求救㎎ 求救㎎吸錠 救泣.朽灸

⃝局 トスキサシン錠吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸錠 朽弓.弓灸

トスフロキサシントシル酸塩
細粒小児用吸救％「タカタ」

吸救灸㎎吸ℊ 吸急急.宮灸

トスフロキサシントシル酸塩
細粒小児用吸救％「ＴＣＫ」

吸救灸㎎吸ℊ 吸急急.宮灸

トスフロキサシントシル酸塩
細粒小児用吸救％「トーワ」

吸救灸㎎吸ℊ 吸急急.宮灸

トスフロキサシントシル酸塩
小児用細粒吸救％「明治」

吸救灸㎎吸ℊ 吸急急.宮灸

トスフロキサシントシル酸塩
求救㎎錠

求救㎎吸錠 宮救.泣灸

トスフロキサシントシル酸塩
吸救灸㎎錠

吸救灸㎎吸錠 宮求.救灸

⃝局 トチモトのイレイセン 吸灸ℊ 吸泣.急灸

⃝局 トチモトのインチンコウ 吸灸ℊ 宮朽.救灸

⃝局 トチモトのウヤク 吸灸ℊ 吸朽.朽灸

⃝局 トチモトのオウギ 吸灸ℊ 宮急.宮灸

⃝局 トチモトのガジュツ 吸灸ℊ 吸吸.急灸

⃝局 トチモトのキジツ 吸灸ℊ 吸急.急灸

トチモトのキッピ 吸灸ℊ 吸弓.灸灸

⃝局 トチモトのコウジン 吸ℊ 吸宮.急灸

トチモトのコウジン末ＡＭ 吸ℊ 吸汲.急灸

⃝局 トチモトのサフラン 吸ℊ 弓泣宮.急灸

⃝局 トチモトのサンシュユ 吸灸ℊ 救泣.灸灸

⃝局 トチモトのサンヤク 吸灸ℊ 宮宮.吸灸

⃝局 トチモトのシツリシ 吸灸ℊ 吸泣.救灸

⃝局 トチモトのシュクシャ 吸灸ℊ 急宮.求灸

⃝局 トチモトのシンイ 吸灸ℊ 救求.朽灸

トチモトのチクジョ 吸灸ℊ 吸求.急灸

トチモトのテンナンショウ 吸灸ℊ 宮救.弓灸

⃝局 トチモトのトウキ 吸灸ℊ 弓宮.泣灸

⃝局 トチモトのトチュウ 吸灸ℊ 弓急.弓灸

⃝局 トチモトのニンドウ 吸灸ℊ 吸宮.灸灸

⃝局 トチモトのビャクゴウ 吸灸ℊ 宮救.救灸

⃝局 トチモトのビワヨウ 吸灸ℊ 吸泣.灸灸

⃝局 トチモトのホウブシ 吸灸ℊ 泣吸.朽灸

⃝局 トチモトのマシニン 吸灸ℊ 吸吸.救灸

トチモトのマンケイシ 吸灸ℊ 吸泣.吸灸

⃝局 トチモトのヤクチ 吸灸ℊ 宮朽.弓灸

⃝局 トチモトのリュウガンニク 吸灸ℊ 弓救.朽灸

⃝局 トチュウ 吸灸ℊ 弓吸.灸灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠弓㎎
「アメル」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠弓㎎
「ＮＰＩ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠弓㎎
「ＦＦＰ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠弓㎎
「オーハラ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠弓㎎
「科研」

弓㎎吸錠 朽汲.吸灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠弓㎎

「杏
きよう

林」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠弓㎎
「ケミファ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠弓㎎
「サワイ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠弓㎎
「ＺＥ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠弓㎎
「タカタ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠弓㎎
「タナベ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠弓㎎
「ＤＳＥＰ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠弓㎎
「ＴＣＫ」

弓㎎吸錠 朽汲.吸灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠弓㎎
「ＴＹＫ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠弓㎎
「テバ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠弓㎎
「トーワ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠弓㎎
「日医工」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠弓㎎
「日新」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠弓㎎
「明治」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠弓㎎
「モチダ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠弓㎎
「ＹＤ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「ＮＰＩ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「ＦＦＰ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「オーハラ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「科研」

救㎎吸錠 吸灸灸.求灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠救㎎

「杏
きよう

林」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「ケミファ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「サワイ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「ＺＥ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「タカタ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「タナベ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「ＤＳＥＰ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「ＴＣＫ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「ＴＹＫ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「テバ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「トーワ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「日新」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「明治」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「モチダ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「ＹＤ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「ＮＰＩ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「ＦＦＰ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「オーハラ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「科研」

吸灸㎎吸錠 吸求朽.求灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠

吸灸㎎「杏
きよう

林」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「ケミファ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「サワイ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「ＺＥ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「タカタ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸
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ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「タナベ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「ＤＳＥＰ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「ＴＣＫ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「ＴＹＫ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「テバ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「トーワ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「日新」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「明治」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「モチダ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「ＹＤ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤフィル
ム弓㎎「ＥＥ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤフィル
ム救㎎「ＥＥ」

救㎎吸錠 吸灸灸.求灸

ドネペジル塩酸塩ＯＤフィル
ム吸灸㎎「ＥＥ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩細粒灸.救％
「アメル」

灸.救％吸ℊ 救汲.救灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩細粒灸.救％
「サワイ」

灸.救％吸ℊ 救汲.救灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩細粒灸.救％
「日医工」

灸.救％吸ℊ 救汲.救灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠弓㎎「ア
メル」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠弓㎎「Ｎ
Ｐ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠弓㎎「Ｆ
ＦＰ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠弓㎎「オ
ーハラ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠弓㎎「科
研」

弓㎎吸錠 朽汲.吸灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠弓㎎「杏
きよう

林」
弓㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠弓㎎「ケ
ミファ」

弓㎎吸錠 朽汲.吸灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠弓㎎「サ
ワイ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠弓㎎「サ
ンド」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠弓㎎「Ｊ
Ｇ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠弓㎎「タ
カタ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠弓㎎「タ
ナベ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠弓㎎「Ｄ
ＳＥＰ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠弓㎎「Ｔ
ＳＵ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠弓㎎「Ｔ
ＣＫ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠弓㎎「Ｔ
ＹＫ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠弓㎎「テ
バ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠弓㎎「ト
ーワ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠弓㎎「日
医工」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠弓㎎「日
新」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠弓㎎「明
治」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠弓㎎「Ｙ
Ｄ」

弓㎎吸錠 急吸.救灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠救㎎「ア
メル」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠救㎎「Ｆ
ＦＰ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠救㎎「オ
ーハラ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠救㎎「科
研」

救㎎吸錠 吸灸灸.求灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠救㎎「杏
きよう

林」
救㎎吸錠 朽吸.求灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠救㎎「ケ
ミファ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠救㎎「サ
ワイ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠救㎎「サ
ンド」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠救㎎「Ｊ
Ｇ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠救㎎「タ
カタ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠救㎎「タ
ナベ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠救㎎「Ｄ
ＳＥＰ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠救㎎「Ｔ
ＣＫ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠救㎎「Ｔ
ＹＫ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠救㎎「テ
バ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠救㎎「ト
ーワ」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠救㎎「日
新」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠救㎎「明
治」

救㎎吸錠 朽吸.求灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠吸灸㎎
「ＦＦＰ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠吸灸㎎
「オーハラ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠吸灸㎎
「科研」

吸灸㎎吸錠 吸求朽.求灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠吸灸㎎

「杏
きよう

林」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠吸灸㎎
「ケミファ」

吸灸㎎吸錠 吸求朽.求灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠吸灸㎎
「サワイ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠吸灸㎎
「ＪＧ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠吸灸㎎
「タカタ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠吸灸㎎
「タナベ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠吸灸㎎
「ＤＳＥＰ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠吸灸㎎
「ＴＣＫ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠吸灸㎎
「ＴＹＫ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠吸灸㎎
「テバ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠吸灸㎎
「トーワ」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠吸灸㎎
「日新」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

⃝局 ドネペジル塩酸塩錠吸灸㎎
「明治」

吸灸㎎吸錠 吸灸朽.泣灸

ドネペジル塩酸塩内服ゼリー
弓㎎「ＮＰ」

弓㎎吸個 汲泣.灸灸

ドネペジル塩酸塩内服ゼリー
弓㎎「日医工」

弓㎎吸個 汲泣.灸灸

ドネペジル塩酸塩内服ゼリー
救㎎「ＮＰ」

救㎎吸個 吸弓汲.弓灸
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ドネペジル塩酸塩内服ゼリー
救㎎「日医工」

救㎎吸個 吸弓汲.弓灸

ドネペジル塩酸塩内服ゼリー
吸灸㎎「ＮＰ」

吸灸㎎吸個 吸急灸.泣灸

ドネペジル塩酸塩内服ゼリー
吸灸㎎「日医工」

吸灸㎎吸個 宮朽吸.吸灸

ドネペジル塩酸塩内用液弓㎎
「タナベ」

弓㎎吸.救客吸包 汲泣.灸灸

ドネペジル塩酸塩内用液弓㎎
「トーワ」

弓㎎吸.救客吸包 急泣.朽灸

ドネペジル塩酸塩内用液救㎎
「タナベ」

救㎎宮.救客吸包 吸弓汲.弓灸

ドネペジル塩酸塩内用液救㎎
「トーワ」

救㎎宮.救客吸包 吸弓汲.弓灸

ドネペジル塩酸塩内用液
吸灸㎎「タナベ」

吸灸㎎救客吸包 吸急灸.泣灸

ドネペジル塩酸塩内用液
吸灸㎎「トーワ」

吸灸㎎救客吸包 吸急灸.泣灸

ドネペジル塩酸塩弓㎎口腔
くう

内
崩壊錠

弓㎎吸錠 宮灸.汲灸

ドネペジル塩酸塩弓㎎錠 弓㎎吸錠 宮灸.汲灸

ドネペジル塩酸塩救㎎口腔
くう

内
崩壊錠

救㎎吸錠 弓汲.吸灸

ドネペジル塩酸塩救㎎錠 救㎎吸錠 弓汲.吸灸

ドネペジル塩酸塩吸灸㎎口腔
くう

内崩壊錠
吸灸㎎吸錠 朽汲.救灸

ドネペジル塩酸塩吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 朽汲.救灸

ドパストンカプセル宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸カプセル 吸汲.弓灸

ドパストン散泣汲.救％ 泣汲.救％吸ℊ 救急.救灸

ドパゾール錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 吸急.朽灸

トビエース錠急㎎ 急㎎吸錠 吸急朽.灸灸

トビエース錠汲㎎ 汲㎎吸錠 宮吸求.求灸

トピナ細粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 吸救灸.朽灸

トピナ錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 弓汲.朽灸

トピナ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 朽求.宮灸

トピナ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸吸灸.急灸

トピラマート錠宮救㎎「アメ
ル」

宮救㎎吸錠 吸弓.求灸

トピラマート錠救灸㎎「アメ
ル」

救灸㎎吸錠 宮急.求灸

トピラマート錠吸灸灸㎎「アメ
ル」

吸灸灸㎎吸錠 弓汲.灸灸

トピロリック錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸朽.求灸

トピロリック錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 弓灸.汲灸

トピロリック錠朽灸㎎ 朽灸㎎吸錠 急急.泣灸

トフィソパム吸灸％細粒 吸灸％吸ℊ 朽.泣灸

トフィソパム救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 救.泣灸

ドプスＯＤ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 急急.泣灸

ドプスＯＤ錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 汲弓.救灸

⃝局 ドプス細粒宮灸％ 宮灸％吸ℊ 泣朽.急灸

ドベッコウ 吸灸ℊ 朽求.弓灸

⃝局 トミロン細粒小児用宮灸％ 宮灸灸㎎吸ℊ 吸汲泣.急灸

⃝局 トミロン錠救灸 救灸㎎吸錠 弓吸.汲灸

⃝局 トミロン錠吸灸灸 吸灸灸㎎吸錠 弓泣.救灸

ドメナン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 弓汲.汲灸

ドメナン錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 求弓.宮灸

トライコア錠救弓.弓㎎ 救弓.弓㎎吸錠 吸泣.朽灸

トライコア錠汲灸㎎ 汲灸㎎吸錠 宮救.汲灸

⃝局 トラガント 吸灸ℊ 朽救.灸灸

⃝局 トラガント末 吸灸ℊ 泣宮.救灸

トラクリア小児用分散錠
弓宮㎎

弓宮㎎吸錠 急,救求朽.宮灸

トラクリア錠朽宮.救㎎ 朽宮.救㎎吸錠 弓,救弓朽.求灸

トラセミドＯＤ錠急㎎「Ｔ
Ｅ」

急㎎吸錠 朽.泣灸

トラセミドＯＤ錠汲㎎「Ｔ
Ｅ」

汲㎎吸錠 吸灸.泣灸

トラセミド錠急㎎「ＫＯ」 急㎎吸錠 朽.泣灸

トラセミド錠汲㎎「ＫＯ」 汲㎎吸錠 吸灸.泣灸

トラゼンタ錠救㎎ 救㎎吸錠 吸弓吸.汲灸

トラゾドン塩酸塩宮救㎎錠 宮救㎎吸錠 救.泣灸

トラゾドン塩酸塩救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 泣.弓灸

トラディアンス配合錠ＡＰ 吸錠 宮救求.求灸

トラディアンス配合錠ＢＰ 吸錠 弓朽灸.朽灸

トラニラスト救％シロップ用 救％吸ℊ 求.泣灸

トラニラスト吸灸灸㎎カプセル 吸灸灸㎎吸カプセル 求.汲灸

トラネキサム酸細粒救灸％
「ツルハラ」

救灸％吸ℊ 朽.泣灸

⃝局 トラネキサム酸錠救灸灸㎎「Ｙ
Ｄ」

救灸灸㎎吸錠 泣.救灸

トラネキサム酸シロップ救％
「テバ」

救％吸客 弓.救灸

トラネキサム酸宮救灸㎎カプセ
ル

宮救灸㎎吸カプセル 吸灸.吸灸

トラネキサム酸宮救灸㎎錠 宮救灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

トラピジル錠吸灸灸㎎「タカ
タ」

吸灸灸㎎吸錠 救.泣灸

トラピジル救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 救.求灸

トラピジル吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 救.求灸

トラベルミン配合錠 吸錠 救.泣灸

トラマドール塩酸塩・アセト
アミノフェン錠

吸錠 泣.汲灸

トラマールＯＤ錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 弓灸.宮灸

トラマールＯＤ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 救弓.吸灸

トラムセット配合錠 吸錠 急吸.求灸

ドラール錠吸救 吸救㎎吸錠 朽宮.弓灸

ドラール錠宮灸 宮灸㎎吸錠 求朽.弓灸

トランコロン錠求.救㎎ 求.救㎎吸錠 救.求灸

トランコロンＰ配合錠 吸錠 救.求灸

⃝局 トランサミンカプセル宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸カプセル 吸灸.吸灸

トランサミン散救灸％ 救灸％吸ℊ 吸弓.求灸

⃝局 トランサミン錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 トランサミン錠救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸錠 吸救.弓灸

トランサミンシロップ救％ 救％吸客 急.急灸

⃝局 トランデート錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸宮.急灸

⃝局 トランデート錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 宮灸.灸灸

トランドラプリル錠灸.救㎎
「サワイ」

灸.救㎎吸錠 吸求.弓灸

トランドラプリル錠灸.救㎎
「トーワ」

灸.救㎎吸錠 吸求.弓灸

トランドラプリル灸.救㎎錠 灸.救㎎吸錠 吸弓.吸灸

トランドラプリル吸㎎錠 吸㎎吸錠 吸汲.宮灸

トリアゾラム灸.吸宮救㎎錠 灸.吸宮救㎎吸錠 救.求灸

トリアゾラム灸.宮救㎎錠 灸.宮救㎎吸錠 救.泣灸

⃝局 トリクロリールシロップ
吸灸％

吸灸％吸客 吸灸.宮灸

⃝局 トリクロルメチアジド錠宮㎎
「イセイ」

宮㎎吸錠 朽.宮灸

⃝局 トリクロルメチアジド錠宮㎎
「ＳＮ」

宮㎎吸錠 朽.宮灸

⃝局 トリクロルメチアジド錠宮㎎
「ＮＰ」

宮㎎吸錠 朽.宮灸

⃝局 トリクロルメチアジド錠宮㎎
「ＪＧ」

宮㎎吸錠 朽.宮灸

⃝局 トリクロルメチアジド錠宮㎎
「タイヨー」

宮㎎吸錠 朽.吸灸

⃝局 トリクロルメチアジド錠宮㎎
「ツルハラ」

宮㎎吸錠 朽.宮灸

⃝局 トリクロルメチアジド錠宮㎎
「ＴＣＫ」

宮㎎吸錠 朽.宮灸

⃝局 トリクロルメチアジド錠宮㎎
「トーワ」

宮㎎吸錠 朽.宮灸

⃝局 トリクロルメチアジド錠宮㎎
「日医工」

宮㎎吸錠 朽.宮灸

トリクロルメチアジド吸㎎錠 吸㎎吸錠 朽.宮灸

トリテレン・カプセル救灸㎎ 救灸㎎吸カプセル 吸汲.求灸

トリノシン顆
か

粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 吸急.朽灸

トリノシン腸溶錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 救.求灸
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トリノシン腸溶錠朽灸㎎ 朽灸㎎吸錠 求.急灸

トリヘキシフェニジル塩酸塩
散吸％「ＣＨ」

吸％吸ℊ 吸朽.宮灸

⃝局 トリヘキシフェニジル塩酸塩
錠

宮㎎吸錠 汲.求灸

⃝局 トリヘキシフェニジル塩酸塩

錠宮㎎「杏
きよう

林」

宮㎎吸錠 汲.汲灸

⃝局 トリヘキシフェニジル塩酸塩
錠宮㎎「ＣＨ」

宮㎎吸錠 汲.汲灸

トリーメク配合錠 吸錠 朽,汲求求.泣灸

トリメブチンマレイン酸塩細
粒宮灸％「ツルハラ」

宮灸％吸ℊ 泣.吸灸

トリメブチンマレイン酸塩
吸灸灸㎎錠

吸灸灸㎎吸錠 救.泣灸

トリモール細粒宮％ 宮％吸ℊ 急吸.吸灸

トリモール錠宮㎎ 宮㎎吸錠 救.泣灸

トリラホン散吸％ 吸％吸ℊ 汲.朽灸

トリンテリックス錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸朽吸.求灸

トリンテリックス錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 宮急宮.救灸

⃝局 ドルナー錠宮灸㎍ 宮灸㎍吸錠 弓吸.救灸

⃝局 トルブタミド 吸ℊ 吸急.吸灸

⃝局 トルブタミド錠 宮救灸㎎吸錠 汲.求灸

⃝局 トルブタミド錠 救灸灸㎎吸錠 泣.汲灸

トレドミン錠吸宮.救㎎ 吸宮.救㎎吸錠 吸灸.泣灸

トレドミン錠吸救㎎ 吸救㎎吸錠 吸急.灸灸

トレドミン錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 吸泣.求灸

トレドミン錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 弓弓.吸灸

トレミフェンクエン酸塩
急灸㎎錠

急灸㎎吸錠 吸灸吸.宮灸

トレミフェンクエン酸塩
朽灸㎎錠

朽灸㎎吸錠 吸救吸.朽灸

トレーランＧ液救灸ℊ 吸救灸客吸瓶 吸朽泣.救灸

トレーランＧ液求救ℊ 宮宮救客吸瓶 宮灸救.宮灸

トレリーフＯＤ錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 泣朽朽.吸灸

トレリーフＯＤ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸,急急泣.吸灸

ドロキシドパ吸灸灸㎎カプセル 吸灸灸㎎吸カプセル 弓救.救灸

ドロキシドパ宮灸灸㎎カプセル 宮灸灸㎎吸カプセル 朽泣.求灸

トロキシピド宮灸％細粒 宮灸％吸ℊ 吸灸.求灸

トロキシピド吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 朽.宮灸

トロペロン細粒吸％ 吸％吸ℊ 泣灸.救灸

トロペロン錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 朽.吸灸

トロペロン錠吸㎎ 吸㎎吸錠 吸吸.弓灸

トロペロン錠弓㎎ 弓㎎吸錠 弓吸.朽灸

トーワチーム配合顆
か

粒 吸ℊ 朽.弓灸

ドンペリドン吸％シロップ用 吸％吸ℊ 朽.救灸

ドンペリドン救㎎錠 救㎎吸錠 救.泣灸

ドンペリドン吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 救.泣灸

(な)

ナイキサン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 朽.吸灸

ナウゼリンＯＤ錠救 救㎎吸錠 求.朽灸

ナウゼリンＯＤ錠吸灸 吸灸㎎吸錠 吸吸.救灸

ナウゼリン錠救 救㎎吸錠 求.朽灸

ナウゼリン錠吸灸 吸灸㎎吸錠 吸吸.救灸

ナウゼリンドライシロップ
吸％

吸％吸ℊ 吸弓.求灸

ナゼアＯＤ錠灸.吸㎎ 灸.吸㎎吸錠 汲急吸.吸灸

ナディック錠弓灸㎎ 弓灸㎎吸錠 急汲.急灸

ナディック錠朽灸㎎ 朽灸㎎吸錠 朽汲.泣灸

⃝局 ナテグリニド錠泣灸㎎「テバ」 泣灸㎎吸錠 宮灸.救灸

⃝局 ナテグリニド錠泣灸㎎「日医
工」

泣灸㎎吸錠 宮灸.救灸

ナテグリニド弓灸㎎錠 弓灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

ナトリウム・カリウム配合散 吸袋 救急宮.泣灸

⃝局 ナトリックス錠吸 吸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 ナトリックス錠宮 宮㎎吸錠 吸求.救灸

⃝局 ナフトピジルＯＤ錠救灸㎎
「ケミファ」

救灸㎎吸錠 吸汲.救灸

⃝局 ナフトピジルＯＤ錠救灸㎎
「ＪＧ」

救灸㎎吸錠 吸汲.救灸

⃝局 ナフトピジルＯＤ錠救灸㎎
「ＤＳＥＰ」

救灸㎎吸錠 吸汲.救灸

⃝局 ナフトピジルＯＤ錠救灸㎎
「テバ」

救灸㎎吸錠 吸汲.救灸

⃝局 ナフトピジルＯＤ錠救灸㎎
「トーワ」

救灸㎎吸錠 吸汲.救灸

⃝局 ナフトピジルＯＤ錠求救㎎
「ケミファ」

求救㎎吸錠 宮求.灸灸

⃝局 ナフトピジルＯＤ錠求救㎎
「ＪＧ」

求救㎎吸錠 宮求.灸灸

⃝局 ナフトピジルＯＤ錠求救㎎
「ＤＳＥＰ」

求救㎎吸錠 宮求.灸灸

⃝局 ナフトピジルＯＤ錠求救㎎
「テバ」

求救㎎吸錠 宮求.灸灸

⃝局 ナフトピジルＯＤ錠求救㎎
「トーワ」

求救㎎吸錠 宮求.灸灸

⃝局 ナフトピジルＯＤ錠求救㎎
「フソー」

求救㎎吸錠 宮求.灸灸

⃝局 ナフトピジル錠救灸㎎「ＪＧ」 救灸㎎吸錠 吸汲.救灸

⃝局 ナフトピジル錠救灸㎎「タカ
タ」

救灸㎎吸錠 吸汲.救灸

⃝局 ナフトピジル錠救灸㎎「トー
ワ」

救灸㎎吸錠 吸汲.救灸

⃝局 ナフトピジル錠求救㎎「あす
か」

求救㎎吸錠 宮求.灸灸

⃝局 ナフトピジル錠求救㎎「ＪＧ」 求救㎎吸錠 宮求.灸灸

⃝局 ナフトピジル錠求救㎎「トー
ワ」

求救㎎吸錠 宮求.灸灸

⃝局 ナフトピジル錠求救㎎「ファ
イザー」

求救㎎吸錠 宮求.灸灸

ナフトピジル宮救㎎口腔
くう

内崩
壊錠

宮救㎎吸錠 吸灸.吸灸

ナフトピジル宮救㎎錠 宮救㎎吸錠 吸灸.吸灸

ナフトピジル救灸㎎口腔
くう

内崩
壊錠

救灸㎎吸錠 吸急.灸灸

ナフトピジル救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 吸急.灸灸

ナフトピジル求救㎎口腔
くう

内崩
壊錠

求救㎎吸錠 宮灸.朽灸

ナフトピジル求救㎎錠 求救㎎吸錠 宮灸.朽灸

ナボールＳＲカプセル弓求.救 弓求.救㎎吸カプセル 吸宮.急灸

ナラトリプタン錠宮.救㎎「Ｋ
Ｏ」

宮.救㎎吸錠 宮弓吸.泣灸

⃝麻 ナルサス錠宮㎎ 宮㎎吸錠 宮灸朽.朽灸

⃝麻 ナルサス錠朽㎎ 朽㎎吸錠 救急灸.灸灸

⃝麻 ナルサス錠吸宮㎎ 吸宮㎎吸錠 泣泣灸.宮灸

⃝麻 ナルサス錠宮急㎎ 宮急㎎吸錠 吸,汲吸救.汲灸

ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠
宮.救㎍「サワイ」

宮.救㎍吸錠 弓弓急.泣灸

ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠
宮.救㎍「フソー」

宮.救㎍吸錠 弓弓急.泣灸

ナルフラフィン塩酸塩ＯＤフ
ィルム宮.救㎍「ニプロ」

宮.救㎍吸錠 弓弓急.泣灸

ナルフラフィン塩酸塩カプセ
ル宮.救㎍「あすか」

宮.救㎍吸カプセル 弓弓急.泣灸

ナルフラフィン塩酸塩カプセ
ル宮.救㎍「キッセイ」

宮.救㎍吸カプセル 弓弓急.泣灸

ナルフラフィン塩酸塩カプセ
ル宮.救㎍「ケミファ」

宮.救㎍吸カプセル 弓弓急.泣灸

ナルフラフィン塩酸塩カプセ
ル宮.救㎍「トーワ」

宮.救㎍吸カプセル 弓弓急.泣灸

ナルフラフィン塩酸塩カプセ
ル宮.救㎍「日医工」

宮.救㎍吸カプセル 弓弓急.泣灸

ナルフラフィン塩酸塩カプセ
ル宮.救㎍「ニプロ」

宮.救㎍吸カプセル 弓弓急.泣灸

ナルフラフィン塩酸塩宮.救㎍
カプセル

宮.救㎍吸カプセル 吸求宮.汲灸

⃝麻 ナルラピド錠吸㎎ 吸㎎吸錠 吸吸宮.朽灸

⃝麻 ナルラピド錠宮㎎ 宮㎎吸錠 宮灸朽.朽灸

⃝麻 ナルラピド錠急㎎ 急㎎吸錠 弓求汲.汲灸
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ナンテンジツ 吸灸ℊ 宮弓.救灸

(に)

⃝局 ニガキ 吸灸ℊ 吸灸.吸灸

⃝局 ニガキ末 吸灸ℊ 吸吸.吸灸

ニカルジピン塩酸塩吸灸％散 吸灸％吸ℊ 吸急.求灸

ニカルジピン塩酸塩吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 救.求灸

ニカルジピン塩酸塩宮灸㎎錠 宮灸㎎吸錠 救.求灸

ニカルジピン塩酸塩宮灸㎎徐
放カプセル

宮灸㎎吸カプセル 救.求灸

ニカルジピン塩酸塩急灸㎎徐
放カプセル

急灸㎎吸カプセル 救.泣灸

⃝局 ニクズク 吸灸ℊ 吸泣.急灸

ニコチン酸アミド散吸灸％
「ゾンネ」

吸灸％吸ℊ 吸灸.求灸

⃝局 ニコモール錠 宮灸灸㎎吸錠 泣.弓灸

ニコランジル宮.救㎎錠 宮.救㎎吸錠 救.求灸

ニコランジル救㎎錠 救㎎吸錠 救.泣灸

ニザチジン求救㎎カプセル 求救㎎吸カプセル 吸灸.吸灸

ニザチジン吸救灸㎎カプセル 吸救灸㎎吸カプセル 吸灸.宮灸

ニザチジン吸救灸㎎錠 吸救灸㎎吸錠 吸灸.宮灸

ニシスタゴンカプセル救灸㎎ 救灸㎎吸カプセル 宮吸汲.泣灸

ニシスタゴンカプセル吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸カプセル 救求弓.救灸

宮救㎎アリナミンＦ糖衣錠 宮救㎎吸錠 救.泣灸

ニセルゴリン吸％細粒 吸％吸ℊ 吸弓.救灸

ニセルゴリン救㎎錠 救㎎吸錠 泣.汲灸

ニチファーゲン配合錠 吸錠 救.吸灸

日粉コウジン末Ｎ 吸ℊ 吸吸.灸灸

⃝局 日粉センブリ・重曹散Ｎ 吸ℊ 求.弓灸

ニトラゼパム細粒吸％「ＴＣ
Ｋ」

吸％吸ℊ 朽.弓灸

ニトラゼパム救㎎錠 救㎎吸錠 救.救灸

ニトラゼパム吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 救.求灸

ニトレンジピン救㎎錠 救㎎吸錠 泣.汲灸

ニトレンジピン吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 ニトログリセリン錠 灸.弓㎎吸錠 吸救.急灸

ニトロペン舌下錠灸.弓㎎ 灸.弓㎎吸錠 吸吸.求灸

ニトロールＲカプセル宮灸㎎ 宮灸㎎吸カプセル 吸吸.救灸

⃝局 ニバジール錠宮㎎ 宮㎎吸錠 吸吸.弓灸

⃝局 ニバジール錠急㎎ 急㎎吸錠 宮吸.吸灸

⃝局 ニフェジピン細粒吸％「ツル
ハラ」

吸％吸ℊ 朽.弓灸

ニフェジピン錠吸灸㎎「ツル
ハラ」

吸灸㎎吸錠 救.求灸

ニフェジピン救㎎カプセル 救㎎吸カプセル 救.求灸

ニフェジピン吸灸㎎カプセル 吸灸㎎吸カプセル 救.求灸

ニフェジピン吸灸㎎徐放Ｌ錠 吸灸㎎吸錠 救.求灸

ニフェジピン吸灸㎎徐放ＣＲ
錠

吸灸㎎吸錠 救.泣灸

ニフェジピン宮灸㎎徐放Ｌ錠 宮灸㎎吸錠 救.泣灸

ニフェジピン宮灸㎎徐放ＣＲ
錠

宮灸㎎吸錠 汲.吸灸

ニフェジピン急灸㎎徐放ＣＲ
錠

急灸㎎吸錠 吸救.救灸

ニフラン錠求救㎎ 求救㎎吸錠 吸灸.吸灸

ニフレック配合内用剤 吸袋 汲救吸.泣灸

ニポラジン小児用細粒灸.朽％ 灸.朽％吸ℊ 急救.急灸

ニポラジン小児用シロップ
灸.灸弓％

灸.灸弓％吸客 朽.求灸

⃝局 ニポラジン錠弓㎎ 弓㎎吸錠 汲.急灸

⃝局 宮㎎セルシン錠 宮㎎吸錠 朽.灸灸

⃝局 乳酸 吸灸ℊ 宮宮.求灸

⃝局 乳酸カルシウム「ケンエー」 吸灸ℊ 弓汲.急灸

⃝局 乳酸カルシウム「コザカイ・
Ｍ」

吸灸ℊ 弓朽.急灸

⃝局 乳酸カルシウム水和物 吸灸ℊ 宮急.吸灸

⃝局 乳酸カルシウム水和物〈ハ
チ〉原末

吸灸ℊ 宮求.汲灸

⃝局 乳酸カルシウム水和物「ヨシ
ダ」

吸灸ℊ 弓宮.救灸

⃝局 乳酸カルシウム「ファイザ
ー」原末

吸灸ℊ 弓汲.急灸

⃝局※乳酸（小堺
ざかい

） 吸灸ℊ 宮弓.汲灸

⃝局※乳糖（三恵） 吸灸ℊ 吸求.求灸

⃝局 乳糖水和物 吸灸ℊ 吸急.求灸

⃝局 乳糖水和物（結晶）「Ｎｉｋ
Ｐ」

吸灸ℊ 吸汲.救灸

⃝局 乳糖水和物「ケンエー」 吸灸ℊ 吸求.灸灸

⃝局 乳糖水和物原末「マルイシ」 吸灸ℊ 吸求.灸灸

⃝局※乳糖水和物（小堺
ざかい

） 吸灸ℊ 吸汲.救灸

⃝局 乳糖水和物「シオエ」 吸灸ℊ 吸求.灸灸

⃝局 乳糖水和物（粉末）「日医工」 吸灸ℊ 吸求.灸灸

⃝局 乳糖水和物「ヨシダ」 吸灸ℊ 吸泣.救灸

⃝局※乳糖（日興製薬） 吸灸ℊ 吸泣.救灸

⃝局 乳糖「ホエイ」 吸灸ℊ 吸求.朽灸

⃝局※乳糖（山善） 吸灸ℊ 吸泣.救灸

ニュベクオ錠弓灸灸㎎ 弓灸灸㎎吸錠 宮,弓灸宮.泣灸

ニューレプチル細粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 急宮.灸灸

ニューレプチル錠救㎎ 救㎎吸錠 救.求灸

ニューレプチル錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 救.泣灸

ニューレプチル錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 吸灸.泣灸

ニューレプチル内服液吸％ 吸％吸客 吸宮.吸灸

⃝局 ニューロタン錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 急宮.灸灸

⃝局 ニューロタン錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 汲吸.急灸

⃝局 ニューロタン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸吸救.宮灸

ニルバジピン宮㎎錠 宮㎎吸錠 泣.汲灸

ニルバジピン急㎎錠 急㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 ニンジン 吸灸ℊ 吸求泣.求灸

⃝局 ニンドウ 吸灸ℊ 吸吸.汲灸

ニンラーロカプセル宮.弓㎎ 宮.弓㎎吸カプセル 泣汲,弓灸朽.急灸

ニンラーロカプセル弓㎎ 弓㎎吸カプセル吸宮救,朽急灸.灸灸

ニンラーロカプセル急㎎ 急㎎吸カプセル吸朽弓,汲朽救.急灸

(ね)

ネイリンカプセル吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸カプセル 汲吸急.泣灸

ネオイスコチン原末 吸ℊ 吸弓.吸灸

ネオイスコチン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 救.汲灸

ネオドパストン配合錠Ｌ吸灸灸 吸錠 吸泣.救灸

ネオドパストン配合錠Ｌ宮救灸 吸錠 急汲.弓灸

ネオドパゾール配合錠 吸錠 宮朽.救灸

ネオバルギンＥＨＤ 泣泣.灸％吸灸ℊ 吸宮.泣灸

ネオバルギンＨＤ 泣汲.朽％吸灸ℊ 吸宮.弓灸

ネオバルギンＵＨＤ 泣汲.救％吸灸ℊ 吸弓.救灸

ネオファーゲンＣ配合錠 吸錠 救.求灸

ネオフィリン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 救.泣灸

ネオーラル内用液吸灸％ 吸灸％吸客 救急朽.求灸

ネオーラル吸灸㎎カプセル 吸灸㎎吸カプセル 朽吸.吸灸

ネオーラル宮救㎎カプセル 宮救㎎吸カプセル 吸弓宮.泣灸

ネオーラル救灸㎎カプセル 救灸㎎吸カプセル 宮宮救.急灸

⃝局 ネオレスタミンコーワ散吸％ 吸％吸ℊ 求.救灸

ネキシウムカプセル吸灸㎎ 吸灸㎎吸カプセル 救求.朽灸

ネキシウムカプセル宮灸㎎ 宮灸㎎吸カプセル 吸灸灸.灸灸

ネキシウム懸濁用顆
か

粒分包
吸灸㎎

吸灸㎎吸包 朽朽.宮灸

ネキシウム懸濁用顆
か

粒分包
宮灸㎎

宮灸㎎吸包 吸吸救.泣灸

ネクサバール錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 急,求朽弓.求灸

ネシーナ錠朽.宮救㎎ 朽.宮救㎎吸錠 急泣.宮灸

ネシーナ錠吸宮.救㎎ 吸宮.救㎎吸錠 泣灸.泣灸

ネシーナ錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 吸朽泣.朽灸

ネルボン散吸％ 吸％吸ℊ 吸弓.急灸

ネルボン錠救㎎ 救㎎吸錠 汲.求灸

ネルボン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸急.宮灸
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(の)

ノアルテン錠（救㎎） 救㎎吸錠 弓急.吸灸

ノイエルカプセル宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸カプセル 吸灸.灸灸

ノイエル細粒急灸％ 急灸％吸ℊ 吸汲.吸灸

ノイキノン錠救㎎ 救㎎吸錠 吸灸.朽灸

ノイキノン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸吸.汲灸

ノイキノン糖衣錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸吸.汲灸

ノイビタ錠「宮救」 宮救㎎吸錠 救.求灸

ノイロトロピン錠急単位 急単位吸錠 宮汲.泣灸

ノイロビタン配合錠 吸錠 救.汲灸

ノウリアスト錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 求泣朽.泣灸

ノクサフィル錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 弓,灸灸弓.汲灸

⃝局 ノスカピン 吸ℊ 宮急吸.救灸

⃝局 ノックビン原末 吸ℊ 朽吸.求灸

ノービア錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 泣急.灸灸

ノベルジン顆
か

粒救％ 救％吸ℊ 急朽灸.汲灸

ノベルジン錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 宮弓灸.急灸

ノベルジン錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 弓朽吸.灸灸

⃝局 ノリトレン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 救.求灸

⃝局 ノリトレン錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 ノルバスクＯＤ錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 吸汲.朽灸

⃝局 ノルバスクＯＤ錠救㎎ 救㎎吸錠 宮宮.吸灸

⃝局 ノルバスクＯＤ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 弓救.急灸

⃝局 ノルバスク錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 吸汲.朽灸

⃝局 ノルバスク錠救㎎ 救㎎吸錠 宮宮.吸灸

⃝局 ノルバスク錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 弓救.急灸

ノルバデックス錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 朽吸.泣灸

ノルバデックス錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸吸吸.吸灸

ノルフロキサシン錠吸灸灸㎎
「ＥＭＥＣ」

吸灸灸㎎吸錠 宮弓.求灸

ノルフロキサシン錠吸灸灸㎎
「サワイ」

吸灸灸㎎吸錠 急灸.泣灸

ノルフロキサシン錠吸灸灸㎎
「ツルハラ」

吸灸灸㎎吸錠 宮弓.求灸

ノルフロキサシン錠吸灸灸㎎
「ＹＤ」

吸灸灸㎎吸錠 宮弓.求灸

ノルフロキサシン錠宮灸灸㎎
「ＥＭＥＣ」

宮灸灸㎎吸錠 弓救.朽灸

ノルフロキサシン錠宮灸灸㎎
「サワイ」

宮灸灸㎎吸錠 朽急.宮灸

ノルフロキサシン錠宮灸灸㎎
「ツルハラ」

宮灸灸㎎吸錠 弓救.朽灸

ノルフロキサシン錠宮灸灸㎎
「ＹＤ」

宮灸灸㎎吸錠 弓救.朽灸

ノルモナール錠吸救㎎ 吸救㎎吸錠 吸急.灸灸

(は)

バイアグラＯＤフィルム
宮救㎎

宮救㎎吸錠 泣泣吸.朽灸

バイアグラＯＤフィルム
救灸㎎

救灸㎎吸錠 吸,急宮急.吸灸

バイアグラ錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 泣救泣.朽灸

バイアグラ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸,弓汲灸.灸灸

⃝局 バイカロン錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 吸灸.吸灸

ハイコバールカプセル救灸灸㎍ 灸.救㎎吸カプセル 吸泣.吸灸

ハイシー顆
か

粒宮救％ 宮救％吸ℊ 朽.弓灸

バイシリンＧ顆
か

粒急灸万単位 急灸万単位吸ℊ 宮宮.急灸

ハイゼット細粒宮灸％ 宮灸％吸ℊ 宮求.宮灸

ハイゼット錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 求.汲灸

ハイゼット錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 汲.弓灸

ハイチオール散弓宮％ 弓宮％吸ℊ 吸灸.朽灸

ハイチオール錠急灸 急灸㎎吸錠 救.求灸

ハイチオール錠汲灸 汲灸㎎吸錠 救.求灸

ハイドレアカプセル救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸カプセル 宮吸宮.吸灸

バイナス錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 朽弓.急灸

バイナス錠求救㎎ 求救㎎吸錠 汲救.弓灸

ハイパジールコーワ錠弓 弓㎎吸錠 宮泣.救灸

ハイパジールコーワ錠朽 朽㎎吸錠 救宮.朽灸

ハイフル配合顆
か

粒 吸ℊ 泣.汲灸

ハイペン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸宮.求灸

ハイペン錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 吸求.泣灸

ハイボン細粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 吸吸.弓灸

ハイボン細粒宮灸％ 宮灸％吸ℊ 吸急.急灸

ハイボン錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 救.求灸

ハイボン錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 救.泣灸

⃝局 バイモ 吸灸ℊ 救弓.弓灸

ハイヤスタ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 宮灸,灸宮汲.急灸

⃝局 バイロテンシン錠救㎎ 救㎎吸錠 吸泣.朽灸

⃝局 バイロテンシン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 宮灸.宮灸

パキシルＣＲ錠朽.宮救㎎ 朽.宮救㎎吸錠 弓宮.求灸

パキシルＣＲ錠吸宮.救㎎ 吸宮.救㎎吸錠 救求.求灸

パキシルＣＲ錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 泣泣.汲灸

⃝局 パキシル錠救㎎ 救㎎吸錠 弓宮.宮灸

⃝局 パキシル錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 救泣.弓灸

⃝局 パキシル錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸灸宮.吸灸

バキソカプセル吸灸 吸灸㎎吸カプセル 求.求灸

バキソカプセル宮灸 宮灸㎎吸カプセル 吸吸.求灸

⃝局 バクガ 吸灸ℊ 吸汲.急灸

バクシダール錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 急灸.泣灸

バクシダール錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 朽急.宮灸

バクタ配合顆
か

粒 吸ℊ 求汲.汲灸

バクタ配合錠 吸錠 朽泣.宮灸

バクタミニ配合錠 吸錠 弓弓.求灸

⃝局 白糖 吸灸ℊ 吸吸.吸灸

バクトラミン配合顆
か

粒 吸ℊ 求汲.汲灸

バクトラミン配合錠 吸錠 急宮.朽灸

⃝局 バクモンドウ 吸灸ℊ 急救.急灸

⃝局 バクロフェン錠 救㎎吸錠 吸弓.灸灸

⃝局 バクロフェン錠 吸灸㎎吸錠 宮宮.吸灸

⃝麻 パシーフカプセル弓灸㎎ 弓灸㎎吸カプセル 求救朽.求灸

⃝麻 パシーフカプセル朽灸㎎ 朽灸㎎吸カプセル 吸,弓急吸.泣灸

⃝麻 パシーフカプセル吸宮灸㎎ 吸宮灸㎎吸カプセル 宮,救朽朽.求灸

⃝局 バスタレルＦ錠弓㎎ 弓㎎吸錠 求.救灸

バゼドキシフェン錠宮灸㎎
「サワイ」

宮灸㎎吸錠 弓求.宮灸

⃝局 パセトシンカプセル吸宮救 吸宮救㎎吸カプセル 吸灸.吸灸

パセトシン細粒吸灸％ 吸灸灸㎎吸ℊ 泣.急灸

バソメット錠灸.宮救㎎ 灸.宮救㎎吸錠 泣.急灸

バソメット錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 吸救.朽灸

バソメット錠吸㎎ 吸㎎吸錠 宮汲.急灸

バソメット錠宮㎎ 宮㎎吸錠 救朽.宮灸

⃝局 ハチミツ 吸灸ℊ 吸灸.朽灸

⃝局 ハッカ 吸灸ℊ 吸汲.求灸

⃝局 ハッカ水 吸灸客 求.救灸

⃝局 ハッカ水「ケンエー」 吸灸客 求.泣灸

⃝局 ハッカ水「日医工」 吸灸客 求.泣灸

⃝局 ハッカ油 吸客 汲.救灸

⃝局 ハッカ油「ケンエー」 吸客 宮灸.吸灸

⃝局 ハッカ油「コザカイ・Ｍ」 吸客 吸朽.吸灸

⃝局 ハッカ油「東海」 吸客 吸宮.弓灸

⃝局 ハッカ油「日医工」 吸客 吸弓.急灸

⃝局 ハッカ油「ニッコー」 吸客 吸急.吸灸

バックス発泡顆
か

粒 吸ℊ 吸吸.朽灸

バップフォー細粒宮％ 宮％吸ℊ 泣救.吸灸

⃝局 バップフォー錠吸灸 吸灸㎎吸錠 弓朽.弓灸

⃝局 バップフォー錠宮灸 宮灸㎎吸錠 朽急.灸灸

⃝局 花扇オウギＫ 吸灸ℊ 宮朽.灸灸

⃝局 花扇加工ブシＫ 吸灸ℊ 求急.宮灸

⃝局 花扇加工ブシ末Ｋ 吸ℊ 吸灸.吸灸
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⃝局 花扇キジツＫ 吸灸ℊ 吸宮.泣灸

花扇コウジン末 吸ℊ 吸吸.救灸

⃝局 花扇サフランＫ 吸ℊ 弓泣宮.急灸

⃝局 花扇サンシュユＫ 吸灸ℊ 朽宮.汲灸

⃝局 花扇テンマ 吸ℊ 宮宮.泣灸

⃝局 花扇トウキＫ 吸灸ℊ 弓急.灸灸

⃝局 花扇ビャクジュツＫ 吸灸ℊ 弓宮.弓灸

パナルジン細粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 弓弓.朽灸

⃝局 パナルジン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸宮.宮灸

⃝局 バナン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 救朽.灸灸

⃝局 バナンドライシロップ救％ 救灸㎎吸ℊ 急汲.灸灸

⃝局 パパベリン塩酸塩 吸ℊ 急吸.汲灸

バフセオ錠吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸錠 宮灸汲.宮灸

バフセオ錠弓灸灸㎎ 弓灸灸㎎吸錠 弓朽朽.灸灸

ハーボニー配合錠 吸錠 救救,急泣吸.求灸

⃝局 ハマボウフウ 吸灸ℊ 救急.急灸

バムスターＳ宮灸灸 宮灸灸％吸灸客 宮汲.宮灸

⃝局 パラアミノサリチル酸カルシ

ウム顆
か

粒

吸ℊ 弓灸.救灸

バラクルード錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 朽宮救.朽灸

バラシクロビル塩酸塩救灸灸㎎
錠

救灸灸㎎吸錠 朽救.朽灸

バラシクロビル顆
か

粒救灸％
「アスペン」

救灸％吸ℊ 吸宮急.吸灸

バラシクロビル顆
か

粒救灸％
「ＳＰＫＫ」

救灸％吸ℊ 吸宮急.吸灸

バラシクロビル顆
か

粒救灸％
「ＭＥＥＫ」

救灸％吸ℊ 吸宮急.吸灸

バラシクロビル顆
か

粒救灸％
「トーワ」

救灸％吸ℊ 吸汲弓.吸灸

バラシクロビル顆
か

粒救灸％
「日医工」

救灸％吸ℊ 吸汲弓.吸灸

バラシクロビル顆
か

粒救灸％
「明治」

救灸％吸ℊ 吸汲弓.吸灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎「ア
スペン」

救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎「ア
メル」

救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎「Ｅ
Ｅ」

救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎「イ
ワキ」

救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎「Ｓ
ＰＫＫ」

救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎「Ｎ
Ｐ」

救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎「Ｎ
ＰＩ」

救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎
「Ｆ」

救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎「Ｆ
ＦＰ」

救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎「Ｍ
ＥＥＫ」

救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎「オ
ーハラ」

救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

バラシクロビル錠救灸灸㎎「科
研」

救灸灸㎎吸錠 吸求汲.救灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎「杏
きよう

林」
救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎「ケ
ミファ」

救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎「サ
トウ」

救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎「サ
ワイ」

救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎「三
和」

救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎「Ｊ
Ｇ」

救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎「ツ
ルハラ」

救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎「Ｄ
ＳＥＰ」

救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎「Ｔ
ＣＫ」

救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎「テ
バ」

救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

バラシクロビル錠救灸灸㎎「ト
ーワ」

救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎「日
医工」

救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎「日
本臓器」

救灸灸㎎吸錠 吸求汲.救灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎「Ｐ
Ｐ」

救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎「明
治」

救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

⃝局 バラシクロビル錠救灸灸㎎「Ｙ
Ｄ」

救灸灸㎎吸錠 泣求.朽灸

バラシクロビル粒状錠救灸灸㎎
「モチダ」

救灸灸㎎吸包 泣求.朽灸

パラプロスト配合カプセル 吸カプセル 求.朽灸

パラミヂンカプセル弓灸灸㎎ 弓灸灸㎎吸カプセル 吸宮.吸灸

バリエース発泡顆
か

粒 吸ℊ 吸弓.朽灸

パリエット錠救㎎ 救㎎吸錠 弓救.求灸

パリエット錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 朽吸.救灸

パリエット錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸吸弓.吸灸

バリキサ錠急救灸㎎ 急救灸㎎吸錠 宮,急灸弓.吸灸

バリキサドライシロップ
救灸灸灸㎎

救灸㎎吸客(懸濁後の内
用液として)

急泣汲.汲灸

バリコンクＭＸ 泣泣.急％吸灸ℊ 吸弓.求灸

バリコンミール 泣泣％吸灸ℊ 吸急.泣灸

⃝局 ハリゾン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 弓吸.吸灸

⃝局 ハリゾンシロップ吸灸灸㎎／客 吸灸灸㎎吸客 救宮.灸灸

バリテスターＡ宮急灸散 泣汲.救％吸灸ℊ 吸弓.朽灸

バリトゲンＨＤ 泣汲.朽％吸灸ℊ 吸急.急灸

バリトゲンＳＨＤ 泣泣.灸％吸灸ℊ 吸急.求灸

バリトゲン−デラックス 泣求.泣汲％吸灸ℊ 吸急.弓灸

バリトップＨＤ 泣泣％吸灸ℊ 吸急.汲灸

バリトップＣＴ 吸.救％弓灸灸客吸瓶 宮求急.汲灸

バリトップゾル吸救灸 吸救灸％吸灸客 宮求.宮灸

バリトップＰ 泣急.朽％吸灸ℊ 吸急.救灸

バリブライトＬＶ 泣泣.救％吸灸ℊ 吸急.宮灸

バリブライトＣＬ 泣泣.吸％吸灸ℊ 吸救.吸灸

バリブライトゾル吸汲灸 吸汲灸％吸灸客 弓急.灸灸

バリブライトＰ 泣汲％吸灸ℊ 吸急.求灸

バルギン発�顆
か

粒 吸ℊ 吸吸.汲灸

バルサルタン・アムロジピン

ベシル酸塩口腔
くう

内崩壊錠

吸錠 吸急.汲灸

バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩錠

吸錠 吸急.汲灸

バルサルタンＯＤ錠汲灸㎎
「ＴＣＫ」

汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

バルサルタンＯＤ錠汲灸㎎
「トーワ」

汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

バルサルタンＯＤ錠汲灸㎎
「日医工」

汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

バルサルタンＯＤ錠汲灸㎎
「ファイザー」

汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

バルサルタンＯＤ錠吸朽灸㎎
「ＴＣＫ」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

バルサルタンＯＤ錠吸朽灸㎎
「トーワ」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

バルサルタンＯＤ錠吸朽灸㎎
「日医工」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

バルサルタンＯＤ錠吸朽灸㎎
「ファイザー」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

⃝局 バルサルタン錠汲灸㎎「アメ
ル」

汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸
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⃝局 バルサルタン錠汲灸㎎「ＥＥ」 汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 バルサルタン錠汲灸㎎「ＦＦ
Ｐ」

汲灸㎎吸錠 宮宮.汲灸

⃝局 バルサルタン錠汲灸㎎「Ｍｅ」 汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 バルサルタン錠汲灸㎎「オー
ハラ」

汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 バルサルタン錠汲灸㎎「科研」 汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 バルサルタン錠汲灸㎎「杏
きよう

林」 汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 バルサルタン錠汲灸㎎「ＫＮ」 汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 バルサルタン錠汲灸㎎「ケミ
ファ」

汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 バルサルタン錠汲灸㎎「サワ
イ」

汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 バルサルタン錠汲灸㎎「サン
ド」

汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 バルサルタン錠汲灸㎎「ＪＧ」 汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 バルサルタン錠汲灸㎎「タカ
タ」

汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 バルサルタン錠汲灸㎎「タナ
ベ」

汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 バルサルタン錠汲灸㎎「ツル
ハラ」

汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 バルサルタン錠汲灸㎎「ＤＳ
ＥＰ」

汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 バルサルタン錠汲灸㎎「ＴＣ
Ｋ」

汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 バルサルタン錠汲灸㎎「トー
ワ」

汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 バルサルタン錠汲灸㎎「日医
工」

汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 バルサルタン錠汲灸㎎「日新」 汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 バルサルタン錠汲灸㎎「ニプ
ロ」

汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 バルサルタン錠汲灸㎎「ＢＭ
Ｄ」

汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 バルサルタン錠汲灸㎎「ファ
イザー」

汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 バルサルタン錠汲灸㎎「モチ
ダ」

汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 バルサルタン錠汲灸㎎「ＹＤ」 汲灸㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 バルサルタン錠吸朽灸㎎「アメ
ル」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

⃝局 バルサルタン錠吸朽灸㎎「Ｅ
Ｅ」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

⃝局 バルサルタン錠吸朽灸㎎「ＦＦ
Ｐ」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

⃝局 バルサルタン錠吸朽灸㎎「Ｍ
ｅ」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

⃝局 バルサルタン錠吸朽灸㎎「オー
ハラ」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

⃝局 バルサルタン錠吸朽灸㎎「科
研」

吸朽灸㎎吸錠 弓泣.汲灸

⃝局 バルサルタン錠吸朽灸㎎「杏
きよう

林」
吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

⃝局 バルサルタン錠吸朽灸㎎「Ｋ
Ｎ」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

⃝局 バルサルタン錠吸朽灸㎎「ケミ
ファ」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

⃝局 バルサルタン錠吸朽灸㎎「サワ
イ」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

⃝局 バルサルタン錠吸朽灸㎎「サン
ド」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

⃝局 バルサルタン錠吸朽灸㎎「Ｊ
Ｇ」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

⃝局 バルサルタン錠吸朽灸㎎「タカ
タ」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

⃝局 バルサルタン錠吸朽灸㎎「タナ
ベ」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

⃝局 バルサルタン錠吸朽灸㎎「ツル
ハラ」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

⃝局 バルサルタン錠吸朽灸㎎「ＤＳ
ＥＰ」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

⃝局 バルサルタン錠吸朽灸㎎「ＴＣ
Ｋ」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

⃝局 バルサルタン錠吸朽灸㎎「トー
ワ」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

⃝局 バルサルタン錠吸朽灸㎎「日医
工」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

⃝局 バルサルタン錠吸朽灸㎎「日
新」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

⃝局 バルサルタン錠吸朽灸㎎「ニプ
ロ」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

⃝局 バルサルタン錠吸朽灸㎎「ＢＭ
Ｄ」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

⃝局 バルサルタン錠吸朽灸㎎「ファ
イザー」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

⃝局 バルサルタン錠吸朽灸㎎「モチ
ダ」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

⃝局 バルサルタン錠吸朽灸㎎「Ｙ
Ｄ」

吸朽灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

バルサルタン宮灸㎎口腔
くう

内崩
壊錠

宮灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

バルサルタン宮灸㎎錠 宮灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

バルサルタン急灸㎎口腔
くう

内崩
壊錠

急灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

バルサルタン急灸㎎錠 急灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

ハルシオン灸.吸宮救㎎錠 灸.吸宮救㎎吸錠 求.吸灸

ハルシオン灸.宮救㎎錠 灸.宮救㎎吸錠 吸灸.求灸

⃝局 パルタンＭ錠灸.吸宮救㎎ 灸.吸宮救㎎吸錠 吸灸.吸灸

バルトレックス顆
か

粒救灸％ 救灸％吸ℊ 宮汲朽.朽灸

⃝局 バルトレックス錠救灸灸 救灸灸㎎吸錠 宮急急.宮灸

ハルナールＤ錠灸.吸㎎ 灸.吸㎎吸錠 宮汲.汲灸

ハルナールＤ錠灸.宮㎎ 灸.宮㎎吸錠 救灸.灸灸

バルネチール細粒救灸％ 救灸％吸ℊ 朽弓.灸灸

バルネチール錠救灸 救灸㎎吸錠 吸宮.灸灸

バルネチール錠吸灸灸 吸灸灸㎎吸錠 吸求.宮灸

バルネチール錠宮灸灸 宮灸灸㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 バルビタール 吸ℊ 吸灸.灸灸

⃝局 バルヒディオ配合錠ＥＸ「サ
ワイ」

吸錠 宮泣.急灸

⃝局 バルヒディオ配合錠ＥＸ「サ
ンド」

吸錠 宮泣.急灸

⃝局 バルヒディオ配合錠ＥＸ「Ｊ
Ｇ」

吸錠 宮泣.急灸

⃝局 バルヒディオ配合錠ＥＸ「タ
ナベ」

吸錠 宮泣.急灸

⃝局 バルヒディオ配合錠ＥＸ「ツ
ルハラ」

吸錠 宮泣.急灸

⃝局 バルヒディオ配合錠ＥＸ「Ｔ
ＣＫ」

吸錠 宮泣.急灸

⃝局 バルヒディオ配合錠ＥＸ「テ
バ」

吸錠 宮泣.急灸

⃝局 バルヒディオ配合錠ＥＸ「ト
ーワ」

吸錠 宮泣.急灸

⃝局 バルヒディオ配合錠ＥＸ「日
医工」

吸錠 宮泣.急灸

⃝局 バルヒディオ配合錠ＭＤ「サ
ワイ」

吸錠 宮汲.汲灸

⃝局 バルヒディオ配合錠ＭＤ「サ
ンド」

吸錠 宮汲.汲灸

⃝局 バルヒディオ配合錠ＭＤ「Ｊ
Ｇ」

吸錠 宮汲.汲灸

⃝局 バルヒディオ配合錠ＭＤ「タ
ナベ」

吸錠 宮汲.汲灸

⃝局 バルヒディオ配合錠ＭＤ「ツ
ルハラ」

吸錠 宮汲.汲灸

⃝局 バルヒディオ配合錠ＭＤ「Ｔ
ＣＫ」

吸錠 宮汲.汲灸

⃝局 バルヒディオ配合錠ＭＤ「テ
バ」

吸錠 宮汲.汲灸

⃝局 バルヒディオ配合錠ＭＤ「ト
ーワ」

吸錠 宮汲.汲灸

⃝局 バルヒディオ配合錠ＭＤ「日
医工」

吸錠 宮汲.汲灸
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バルプロ酸ナトリウム救％シ
ロップ

救％吸客 朽.汲灸

バルプロ酸ナトリウム宮灸％
細粒

宮灸％吸ℊ 吸灸.救灸

バルプロ酸ナトリウム急灸％
細粒

急灸％吸ℊ 吸急.求灸

バルプロ酸ナトリウム急灸％

徐放顆
か

粒

急灸％吸ℊ 宮灸.汲灸

バルプロ酸ナトリウム吸灸灸㎎
錠

吸灸灸㎎吸錠 泣.弓灸

バルプロ酸ナトリウム吸灸灸㎎
徐放錠

吸灸灸㎎吸錠 朽.泣灸

バルプロ酸ナトリウム宮灸灸㎎
錠

宮灸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

バルプロ酸ナトリウム宮灸灸㎎
徐放錠

宮灸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

パルモディア錠灸.吸㎎ 灸.吸㎎吸錠 弓弓.吸灸

⃝局 バレイショデンプン 吸灸ℊ 求.救灸

⃝局 バレイショデンプン原末「マ
ルイシ」

吸灸ℊ 汲.灸灸

⃝局 バレイショデンプン「ヨシ
ダ」

吸灸ℊ 汲.吸灸

バレオンカプセル吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸カプセル 救泣.救灸

バレオン錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 泣汲.宮灸

パロキセチン塩酸塩救㎎錠 救㎎吸錠 吸灸.吸灸

パロキセチン塩酸塩吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 吸救.吸灸

パロキセチン塩酸塩宮灸㎎錠 宮灸㎎吸錠 宮急.汲灸

パロキセチンＯＤ錠救㎎「ト
ーワ」

救㎎吸錠 吸宮.朽灸

パロキセチンＯＤ錠吸灸㎎
「トーワ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.宮灸

パロキセチンＯＤ錠宮灸㎎
「トーワ」

宮灸㎎吸錠 弓朽.救灸

⃝局 パロキセチン錠救㎎「アメ
ル」

救㎎吸錠 吸宮.朽灸

⃝局 パロキセチン錠救㎎「ＥＥ」 救㎎吸錠 吸宮.朽灸

⃝局 パロキセチン錠救㎎「ＡＡ」 救㎎吸錠 吸宮.朽灸

⃝局 パロキセチン錠救㎎「ＮＰ」 救㎎吸錠 吸宮.朽灸

⃝局 パロキセチン錠救㎎「オーハ
ラ」

救㎎吸錠 吸宮.朽灸

⃝局 パロキセチン錠救㎎「科研」 救㎎吸錠 吸宮.朽灸

⃝局 パロキセチン錠救㎎「ケミフ
ァ」

救㎎吸錠 吸宮.朽灸

⃝局 パロキセチン錠救㎎「サワ
イ」

救㎎吸錠 吸宮.朽灸

⃝局 パロキセチン錠救㎎「サン
ド」

救㎎吸錠 吸宮.朽灸

⃝局 パロキセチン錠救㎎「タカ
タ」

救㎎吸錠 吸宮.朽灸

⃝局 パロキセチン錠救㎎「タナ
ベ」

救㎎吸錠 吸宮.朽灸

⃝局 パロキセチン錠救㎎「ＤＳＥ
Ｐ」

救㎎吸錠 吸宮.朽灸

⃝局 パロキセチン錠救㎎「ＴＣ
Ｋ」

救㎎吸錠 吸宮.朽灸

⃝局 パロキセチン錠救㎎「テバ」 救㎎吸錠 吸宮.朽灸

⃝局 パロキセチン錠救㎎「トー
ワ」

救㎎吸錠 吸宮.朽灸

⃝局 パロキセチン錠救㎎「日医
工」

救㎎吸錠 吸宮.朽灸

⃝局 パロキセチン錠救㎎「日新」 救㎎吸錠 吸宮.朽灸

⃝局 パロキセチン錠救㎎「ファイ
ザー」

救㎎吸錠 吸宮.朽灸

⃝局 パロキセチン錠救㎎「明治」 救㎎吸錠 吸宮.朽灸

⃝局 パロキセチン錠救㎎「ＹＤ」 救㎎吸錠 吸宮.朽灸

⃝局 パロキセチン錠吸灸㎎「アス
ペン」

吸灸㎎吸錠 宮灸.宮灸

⃝局 パロキセチン錠吸灸㎎「ＥＥ」 吸灸㎎吸錠 宮灸.宮灸

⃝局 パロキセチン錠吸灸㎎「ＡＡ」 吸灸㎎吸錠 宮灸.宮灸

⃝局 パロキセチン錠吸灸㎎「ＳＰ
ＫＫ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.宮灸

⃝局 パロキセチン錠吸灸㎎「ＮＰ
Ｉ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.宮灸

⃝局 パロキセチン錠吸灸㎎「オー
ハラ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.宮灸

⃝局 パロキセチン錠吸灸㎎「科研」 吸灸㎎吸錠 宮灸.宮灸

⃝局 パロキセチン錠吸灸㎎「ケミ
ファ」

吸灸㎎吸錠 弓宮.吸灸

⃝局 パロキセチン錠吸灸㎎「サワ
イ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.宮灸

⃝局 パロキセチン錠吸灸㎎「サン
ド」

吸灸㎎吸錠 宮灸.宮灸

⃝局 パロキセチン錠吸灸㎎「タカ
タ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.宮灸

⃝局 パロキセチン錠吸灸㎎「ＤＳ
ＥＰ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.宮灸

⃝局 パロキセチン錠吸灸㎎「ＤＫ」 吸灸㎎吸錠 宮灸.宮灸

⃝局 パロキセチン錠吸灸㎎「ＴＣ
Ｋ」

吸灸㎎吸錠 弓宮.吸灸

⃝局 パロキセチン錠吸灸㎎「テバ」 吸灸㎎吸錠 宮灸.宮灸

⃝局 パロキセチン錠吸灸㎎「トー
ワ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.宮灸

⃝局 パロキセチン錠吸灸㎎「日医
工」

吸灸㎎吸錠 宮灸.宮灸

⃝局 パロキセチン錠吸灸㎎「ファ
イザー」

吸灸㎎吸錠 宮灸.宮灸

⃝局 パロキセチン錠吸灸㎎「明治」 吸灸㎎吸錠 宮灸.宮灸

⃝局 パロキセチン錠宮灸㎎「ＥＥ」 宮灸㎎吸錠 弓朽.救灸

⃝局 パロキセチン錠宮灸㎎「ＡＡ」 宮灸㎎吸錠 弓朽.救灸

⃝局 パロキセチン錠宮灸㎎「オー
ハラ」

宮灸㎎吸錠 弓朽.救灸

⃝局 パロキセチン錠宮灸㎎「科研」 宮灸㎎吸錠 弓朽.救灸

⃝局 パロキセチン錠宮灸㎎「ケミ
ファ」

宮灸㎎吸錠 救求.急灸

⃝局 パロキセチン錠宮灸㎎「サワ
イ」

宮灸㎎吸錠 弓朽.救灸

⃝局 パロキセチン錠宮灸㎎「サン
ド」

宮灸㎎吸錠 弓朽.救灸

⃝局 パロキセチン錠宮灸㎎「ＪＧ」 宮灸㎎吸錠 弓朽.救灸

⃝局 パロキセチン錠宮灸㎎「タカ
タ」

宮灸㎎吸錠 弓朽.救灸

⃝局 パロキセチン錠宮灸㎎「タナ
ベ」

宮灸㎎吸錠 弓朽.救灸

⃝局 パロキセチン錠宮灸㎎「ＤＳ
ＥＰ」

宮灸㎎吸錠 弓朽.救灸

⃝局 パロキセチン錠宮灸㎎「ＤＫ」 宮灸㎎吸錠 弓朽.救灸

⃝局 パロキセチン錠宮灸㎎「ＴＣ
Ｋ」

宮灸㎎吸錠 弓朽.救灸

⃝局 パロキセチン錠宮灸㎎「テバ」 宮灸㎎吸錠 弓朽.救灸

⃝局 パロキセチン錠宮灸㎎「トー
ワ」

宮灸㎎吸錠 弓朽.救灸

⃝局 パロキセチン錠宮灸㎎「日医
工」

宮灸㎎吸錠 弓朽.救灸

⃝局 パロキセチン錠宮灸㎎「ファ
イザー」

宮灸㎎吸錠 弓朽.救灸

⃝局 パロキセチン錠宮灸㎎「明治」 宮灸㎎吸錠 弓朽.救灸

バロス発V顆
か

粒 吸ℊ 吸急.汲灸

バロス発V顆
か

粒−Ｓ 吸ℊ 吸弓.朽灸

パーロデル錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 急吸.朽灸

⃝局 ハロペリドール細粒吸％「タ
カタ」

吸％吸ℊ 吸宮.弓灸

⃝局 ハロペリドール細粒吸％「ヨ
シトミ」

吸％吸ℊ 吸宮.弓灸

ハロペリドール灸.求救㎎錠 灸.求救㎎吸錠 朽.灸灸

ハロペリドール吸％細粒 吸％吸ℊ 求.救灸

ハロペリドール吸㎎錠 吸㎎吸錠 朽.吸灸

ハロペリドール吸.救㎎錠 吸.救㎎吸錠 朽.吸灸

ハロペリドール宮㎎錠 宮㎎吸錠 朽.宮灸

ハロペリドール弓㎎錠 弓㎎吸錠 朽.急灸

⃝局 パンクレアチン 吸ℊ 求.弓灸
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⃝局 パンクレアチン「三恵」 吸ℊ 求.救灸

⃝局 パンクレアチン シオエ 吸ℊ 求.救灸

⃝局 パンクレアチン〈ハチ〉 吸ℊ 求.救灸

⃝局 パンクレアチン「ヨシダ」 吸ℊ 泣.吸灸

⃝局 ハンゲ 吸灸ℊ 急救.求灸

バンコマイシン塩酸塩散
灸.救ℊ「タイヨー」

救灸灸㎎吸瓶 泣灸泣.朽灸

バンコマイシン塩酸塩散
灸.救ℊ「明治」

救灸灸㎎吸瓶 泣灸泣.朽灸

バンコマイシン塩酸塩救灸灸㎎
散

救灸灸㎎吸瓶 汲朽灸.汲灸

パンテチン細粒救灸％「ＫＮ」 救灸％吸ℊ 吸灸.求灸

パンテチン散宮灸％「テバ」 宮灸％吸ℊ 朽.弓灸

パンテチン錠弓灸㎎「ツルハ
ラ」

弓灸㎎吸錠 救.求灸

パンテチン錠朽灸㎎「ツルハ
ラ」

朽灸㎎吸錠 救.求灸

パンテチン宮灸％細粒 宮灸％吸ℊ 朽.弓灸

パンテチン吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 救.求灸

パントシン細粒救灸％ 救灸％吸ℊ 宮朽.求灸

パントシン散宮灸％ 宮灸％吸ℊ 吸弓.朽灸

パントシン錠弓灸 弓灸㎎吸錠 救.求灸

パントシン錠朽灸 朽灸㎎吸錠 救.泣灸

パントシン錠吸灸灸 吸灸灸㎎吸錠 求.朽灸

パントシン錠宮灸灸 宮灸灸㎎吸錠 吸急.救灸

⃝局 パントテン酸カルシウム 吸ℊ 求.救灸

(ひ)

ビアサン 吸ℊ 朽.弓灸

ピーエイ配合錠 吸錠 急.求灸

ＰＬ配合顆
か

粒 吸ℊ 朽.救灸

ピオグリタゾン塩酸塩吸救㎎

口腔
くう

内崩壊錠

吸救㎎吸錠 吸宮.灸灸

ピオグリタゾン塩酸塩吸救㎎
錠

吸救㎎吸錠 吸宮.灸灸

ピオグリタゾン塩酸塩弓灸㎎

口腔
くう

内崩壊錠

弓灸㎎吸錠 宮弓.求灸

ピオグリタゾン塩酸塩弓灸㎎
錠

弓灸㎎吸錠 宮弓.求灸

ピオグリタゾンＯＤ錠吸救㎎
「ＮＳ」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

ピオグリタゾンＯＤ錠吸救㎎
「ＦＦＰ」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

ピオグリタゾンＯＤ錠吸救㎎

「杏
きよう

林」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

ピオグリタゾンＯＤ錠吸救㎎
「ケミファ」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

ピオグリタゾンＯＤ錠吸救㎎
「タカタ」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

ピオグリタゾンＯＤ錠吸救㎎
「ＤＳＥＰ」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

ピオグリタゾンＯＤ錠吸救㎎
「トーワ」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

ピオグリタゾンＯＤ錠吸救㎎
「日医工」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

ピオグリタゾンＯＤ錠吸救㎎
「ファイザー」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

ピオグリタゾンＯＤ錠弓灸㎎
「ＮＳ」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

ピオグリタゾンＯＤ錠弓灸㎎
「ＮＰＩ」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

ピオグリタゾンＯＤ錠弓灸㎎
「ＦＦＰ」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

ピオグリタゾンＯＤ錠弓灸㎎
「ＭＥＥＫ」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

ピオグリタゾンＯＤ錠弓灸㎎
「ケミファ」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

ピオグリタゾンＯＤ錠弓灸㎎
「タカタ」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

ピオグリタゾンＯＤ錠弓灸㎎
「ＤＳＥＰ」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

ピオグリタゾンＯＤ錠弓灸㎎
「トーワ」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

ピオグリタゾンＯＤ錠弓灸㎎
「日医工」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

ピオグリタゾンＯＤ錠弓灸㎎
「ファイザー」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

⃝局 ピオグリタゾン錠吸救㎎「ア
メル」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

⃝局 ピオグリタゾン錠吸救㎎「Ｅ
Ｅ」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

⃝局 ピオグリタゾン錠吸救㎎「Ｎ
Ｓ」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

⃝局 ピオグリタゾン錠吸救㎎「Ｆ
ＦＰ」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

⃝局 ピオグリタゾン錠吸救㎎「オ
ーハラ」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

⃝局 ピオグリタゾン錠吸救㎎「杏
きよう

林」
吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

⃝局 ピオグリタゾン錠吸救㎎「ケ
ミファ」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

⃝局 ピオグリタゾン錠吸救㎎「サ
ワイ」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

⃝局 ピオグリタゾン錠吸救㎎「サ
ンド」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

⃝局 ピオグリタゾン錠吸救㎎「Ｊ
Ｇ」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

⃝局 ピオグリタゾン錠吸救㎎「Ｚ
Ｅ」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

⃝局 ピオグリタゾン錠吸救㎎「タ
カタ」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

⃝局 ピオグリタゾン錠吸救㎎「タ
ナベ」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

⃝局 ピオグリタゾン錠吸救㎎「Ｄ
ＳＥＰ」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

⃝局 ピオグリタゾン錠吸救㎎「Ｔ
ＣＫ」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

⃝局 ピオグリタゾン錠吸救㎎「ト
ーワ」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

⃝局 ピオグリタゾン錠吸救㎎「日
医工」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

⃝局 ピオグリタゾン錠吸救㎎「フ
ァイザー」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

⃝局 ピオグリタゾン錠吸救㎎「モ
チダ」

吸救㎎吸錠 吸救.朽灸

⃝局 ピオグリタゾン錠弓灸㎎「ア
メル」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

⃝局 ピオグリタゾン錠弓灸㎎「Ｅ
Ｅ」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

⃝局 ピオグリタゾン錠弓灸㎎「Ｎ
Ｓ」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

⃝局 ピオグリタゾン錠弓灸㎎「Ｆ
ＦＰ」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

⃝局 ピオグリタゾン錠弓灸㎎「Ｍ
ＥＥＫ」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

⃝局 ピオグリタゾン錠弓灸㎎「オ
ーハラ」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

⃝局 ピオグリタゾン錠弓灸㎎「杏
きよう

林」
弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

⃝局 ピオグリタゾン錠弓灸㎎「ケ
ミファ」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

⃝局 ピオグリタゾン錠弓灸㎎「サ
ワイ」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

⃝局 ピオグリタゾン錠弓灸㎎「サ
ンド」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

⃝局 ピオグリタゾン錠弓灸㎎「Ｊ
Ｇ」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

⃝局 ピオグリタゾン錠弓灸㎎「タ
カタ」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

⃝局 ピオグリタゾン錠弓灸㎎「武
田テバ」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

⃝局 ピオグリタゾン錠弓灸㎎「タ
ナベ」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

⃝局 ピオグリタゾン錠弓灸㎎「Ｄ
ＳＥＰ」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸
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⃝局 ピオグリタゾン錠弓灸㎎「Ｔ
ＳＵ」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

⃝局 ピオグリタゾン錠弓灸㎎「Ｔ
ＣＫ」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

⃝局 ピオグリタゾン錠弓灸㎎「ト
ーワ」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

⃝局 ピオグリタゾン錠弓灸㎎「日
医工」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

⃝局 ピオグリタゾン錠弓灸㎎「フ
ァイザー」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

⃝局 ピオグリタゾン錠弓灸㎎「モ
チダ」

弓灸㎎吸錠 宮泣.吸灸

ビオスミン配合散 吸ℊ 朽.弓灸

ビオスリー配合ＯＤ錠 吸錠 救.求灸

ビオスリー配合散 吸ℊ 朽.弓灸

ビオスリー配合錠 吸錠 救.求灸

ビオヂアスミンＦ−宮散 吸ℊ 朽.弓灸

ビオチン散灸.宮％「フソー」 灸.宮％吸ℊ 汲.朽灸

ビオチン散灸.宮％「ホエイ」 灸.宮％吸ℊ 朽.救灸

ビオチン・ドライシロップ
灸.吸％「ホエイ」

灸.吸％吸ℊ 朽.急灸

ビオフェルミンＲ散 吸ℊ 朽.弓灸

ビオフェルミンＲ錠 吸錠 救.泣灸

ビオフェルミン錠剤 吸錠 救.求灸

ビオフェルミン配合散 吸ℊ 朽.弓灸

ビオプテン顆
か

粒宮.救％ 宮.救％灸.急ℊ吸包 弓,求弓朽.吸灸

ビオプテン顆
か

粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ吸包 弓求,弓朽灸.救灸

ビオラクト原末 吸ℊ 朽.弓灸

ビカルタミドＯＤ錠汲灸㎎
「あすか」

汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミドＯＤ錠汲灸㎎
「ＮＫ」

汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミドＯＤ錠汲灸㎎
「ＫＮ」

汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミドＯＤ錠汲灸㎎
「ケミファ」

汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミドＯＤ錠汲灸㎎
「サワイ」

汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミドＯＤ錠汲灸㎎
「ＤＳＥＰ」

汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミドＯＤ錠汲灸㎎
「トーワ」

汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミドＯＤ錠汲灸㎎
「日医工」

汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミドＯＤ錠汲灸㎎
「ニプロ」

汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミドＯＤ錠汲灸㎎
「明治」

汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミド錠汲灸㎎「あす
か」

汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミド錠汲灸㎎「ＳＮ」 汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミド錠汲灸㎎「ＮＫ」 汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミド錠汲灸㎎「ＮＰ」 汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミド錠汲灸㎎「オー
ハラ」

汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミド錠汲灸㎎「ＫＮ」 汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミド錠汲灸㎎「ケミ
ファ」

汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミド錠汲灸㎎「サワ
イ」

汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミド錠汲灸㎎「ＪＧ」 汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミド錠汲灸㎎「ＤＳ
ＥＰ」

汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミド錠汲灸㎎「テバ」 汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミド錠汲灸㎎「トー
ワ」

汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミド錠汲灸㎎「日医
工」

汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミド錠汲灸㎎「ファ
イザー」

汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミド錠汲灸㎎「マイ
ラン」

汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミド錠汲灸㎎「明治」 汲灸㎎吸錠 吸朽朽.泣灸

ビカルタミド汲灸㎎錠 汲灸㎎吸錠 吸吸泣.宮灸

ビクシリンＳ配合錠 (宮救灸㎎)吸錠 宮弓.泣灸

ビクシリンカプセル宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸カプセル 宮吸.灸灸

ビクシリンドライシロップ
吸灸％

吸灸灸㎎吸ℊ 吸宮.弓灸

ビクタルビ配合錠 吸錠 求,灸泣急.吸灸

ピコスルファートナトリウム

顆
か

粒吸％「ゼリア」

吸％吸ℊ 吸求.弓灸

ピコスルファートナトリウム
ドライシロップ吸％「日医
工」

吸％吸ℊ 吸灸.吸灸

ピコスルファートナトリウム
灸.求救％液

灸.求救％吸客 汲.吸灸

ピコスルファートナトリウム
宮.救㎎カプセル

宮.救㎎吸カプセル 救.泣灸

ピコスルファートナトリウム
宮.救㎎錠

宮.救㎎吸錠 救.泣灸

ピコスルファートナトリウム
求.救㎎錠

求.救㎎吸錠 救.泣灸

ピコプレップ配合内用剤 吸包 泣泣急.吸灸

ビジクリア配合錠 吸錠 救弓.救灸

ヒシノミ 吸灸ℊ 宮弓.吸灸

ビ・シフロール錠灸.吸宮救㎎ 灸.吸宮救㎎吸錠 宮泣.泣灸

ビ・シフロール錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 吸灸宮.急灸

ビジンプロ錠吸救㎎ 吸救㎎吸錠 弓,朽求急.吸灸

ビジンプロ錠急救㎎ 急救㎎吸錠 吸灸,宮救救.灸灸

ヒスタブロック配合錠 吸錠 救.求灸

⃝局 ビスミラー散吸％ 吸％吸ℊ 求.救灸

ヒスロンＨ錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 吸求吸.泣灸

ヒスロン錠救 救㎎吸錠 弓灸.弓灸

ピーゼットシー散吸％ 吸％吸ℊ 汲.宮灸

⃝局 ビソプロロールフマル酸塩錠
救㎎「サンド」

救㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 ビソプロロールフマル酸塩錠
救㎎「トーワ」

救㎎吸錠 吸汲.宮灸

ビソプロロールフマル酸塩
灸.朽宮救㎎錠

灸.朽宮救㎎吸錠 吸灸.吸灸

ビソプロロールフマル酸塩
宮.救㎎錠

宮.救㎎吸錠 吸灸.吸灸

ビソプロロールフマル酸塩
救㎎錠

救㎎吸錠 吸灸.吸灸

ビタダン配合錠 吸錠 求.弓灸

ビタノイリンカプセル宮救 吸カプセル 救.泣灸

ビタノイリンカプセル救灸 吸カプセル 吸灸.弓灸

ピタバスタチンカルシウムＯ
Ｄ錠吸㎎「ＫＯＧ」

吸㎎吸錠 吸宮.吸灸

ピタバスタチンカルシウムＯ
Ｄ錠吸㎎「日医工」

吸㎎吸錠 吸宮.吸灸

⃝局 ピタバスタチンカルシウムＯ
Ｄ錠宮㎎「ＫＯＧ」

宮㎎吸錠 宮宮.朽灸

ピタバスタチンカルシウムＯ
Ｄ錠宮㎎「日医工」

宮㎎吸錠 宮宮.朽灸

⃝局 ピタバスタチンカルシウムＯ
Ｄ錠急㎎「ＫＯＧ」

急㎎吸錠 急吸.朽灸

ピタバスタチンカルシウムＯ
Ｄ錠急㎎「日医工」

急㎎吸錠 急吸.朽灸

⃝局 ピタバスタチンカルシウム錠
吸㎎「ＫＯＧ」

吸㎎吸錠 吸宮.吸灸

⃝局 ピタバスタチンカルシウム錠
吸㎎「ＺＥ」

吸㎎吸錠 吸宮.吸灸

ピタバスタチンカルシウム錠
吸㎎「テバ」

吸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 ピタバスタチンカルシウム錠
吸㎎「モチダ」

吸㎎吸錠 吸宮.吸灸

⃝局 ピタバスタチンカルシウム錠
宮㎎「ＫＯＧ」

宮㎎吸錠 宮宮.朽灸
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⃝局 ピタバスタチンカルシウム錠
宮㎎「ＺＥ」

宮㎎吸錠 宮宮.朽灸

ピタバスタチンカルシウム錠
宮㎎「テバ」

宮㎎吸錠 吸求.急灸

⃝局 ピタバスタチンカルシウム錠
宮㎎「モチダ」

宮㎎吸錠 宮宮.朽灸

⃝局 ピタバスタチンカルシウム錠
急㎎「ＫＯＧ」

急㎎吸錠 急吸.朽灸

ピタバスタチンカルシウム錠
急㎎「テバ」

急㎎吸錠 急吸.朽灸

⃝局 ピタバスタチンカルシウム錠
急㎎「日医工」

急㎎吸錠 急吸.朽灸

⃝局 ピタバスタチンカルシウム錠
急㎎「モチダ」

急㎎吸錠 急吸.朽灸

ピタバスタチンカルシウム

吸㎎口腔
くう

内崩壊錠

吸㎎吸錠 吸灸.吸灸

ピタバスタチンカルシウム
吸㎎錠

吸㎎吸錠 吸灸.吸灸

ピタバスタチンカルシウム

宮㎎口腔
くう

内崩壊錠

宮㎎吸錠 吸求.急灸

ピタバスタチンカルシウム
宮㎎錠

宮㎎吸錠 吸求.急灸

ピタバスタチンカルシウム
急㎎錠

急㎎吸錠 弓宮.灸灸

⃝局 ピタバスタチンCa・ＯＤ錠
吸㎎「サワイ」

吸㎎吸錠 吸宮.吸灸

ピタバスタチンCa・ＯＤ錠
吸㎎「ＪＧ」

吸㎎吸錠 吸宮.吸灸

⃝局 ピタバスタチンCa・ＯＤ錠
吸㎎「トーワ」

吸㎎吸錠 吸宮.吸灸

ピタバスタチンCa・ＯＤ錠
吸㎎「明治」

吸㎎吸錠 吸宮.吸灸

⃝局 ピタバスタチンCa・ＯＤ錠
宮㎎「サワイ」

宮㎎吸錠 宮宮.朽灸

ピタバスタチンCa・ＯＤ錠
宮㎎「ＪＧ」

宮㎎吸錠 宮宮.朽灸

⃝局 ピタバスタチンCa・ＯＤ錠
宮㎎「トーワ」

宮㎎吸錠 宮宮.朽灸

ピタバスタチンCa・ＯＤ錠
宮㎎「明治」

宮㎎吸錠 宮宮.朽灸

ピタバスタチンCa・ＯＤ錠

急㎎「杏
きよう

林」

急㎎吸錠 急吸.朽灸

⃝局 ピタバスタチンCa・ＯＤ錠
急㎎「サワイ」

急㎎吸錠 急吸.朽灸

⃝局 ピタバスタチンCa・ＯＤ錠
急㎎「ＪＧ」

急㎎吸錠 急吸.朽灸

⃝局 ピタバスタチンCa・ＯＤ錠
急㎎「トーワ」

急㎎吸錠 急吸.朽灸

ピタバスタチンCa・ＯＤ錠
急㎎「ファイザー」

急㎎吸錠 急吸.朽灸

ピタバスタチンCa・ＯＤ錠
急㎎「明治」

急㎎吸錠 急吸.朽灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠吸㎎
「ＥＥ」

吸㎎吸錠 吸宮.吸灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠吸㎎
「ＦＦＰ」

吸㎎吸錠 吸宮.吸灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠吸㎎
「科研」

吸㎎吸錠 吸宮.吸灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠吸㎎
「ケミファ」

吸㎎吸錠 吸宮.吸灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠吸㎎
「サワイ」

吸㎎吸錠 吸宮.吸灸

ピタバスタチンCa錠吸㎎
「サンド」

吸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠吸㎎
「三和」

吸㎎吸錠 吸宮.吸灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠吸㎎
「ツルハラ」

吸㎎吸錠 吸宮.吸灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠吸㎎
「ＤＫ」

吸㎎吸錠 吸宮.吸灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠吸㎎
「ＴＣＫ」

吸㎎吸錠 吸宮.吸灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠吸㎎
「トーワ」

吸㎎吸錠 吸宮.吸灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠吸㎎
「日新」

吸㎎吸錠 吸宮.吸灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠吸㎎
「明治」

吸㎎吸錠 吸宮.吸灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠宮㎎
「ＥＥ」

宮㎎吸錠 宮宮.朽灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠宮㎎
「ＦＦＰ」

宮㎎吸錠 宮宮.朽灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠宮㎎
「科研」

宮㎎吸錠 宮宮.朽灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠宮㎎
「ケミファ」

宮㎎吸錠 宮宮.朽灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠宮㎎
「サワイ」

宮㎎吸錠 宮宮.朽灸

ピタバスタチンCa錠宮㎎
「サンド」

宮㎎吸錠 吸求.急灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠宮㎎
「三和」

宮㎎吸錠 宮宮.朽灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠宮㎎
「ツルハラ」

宮㎎吸錠 宮宮.朽灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠宮㎎
「ＴＣＫ」

宮㎎吸錠 宮宮.朽灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠宮㎎
「トーワ」

宮㎎吸錠 宮宮.朽灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠宮㎎
「明治」

宮㎎吸錠 宮宮.朽灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠急㎎
「ＥＥ」

急㎎吸錠 急吸.朽灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠急㎎
「ＦＦＰ」

急㎎吸錠 急吸.朽灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠急㎎
「科研」

急㎎吸錠 汲宮.求灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠急㎎

「杏
きよう

林」

急㎎吸錠 急吸.朽灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠急㎎
「ケミファ」

急㎎吸錠 汲宮.求灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠急㎎
「サワイ」

急㎎吸錠 急吸.朽灸

ピタバスタチンCa錠急㎎
「サンド」

急㎎吸錠 急吸.朽灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠急㎎
「三和」

急㎎吸錠 急吸.朽灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠急㎎
「ＪＧ」

急㎎吸錠 急吸.朽灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠急㎎
「タカタ」

急㎎吸錠 急吸.朽灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠急㎎
「トーワ」

急㎎吸錠 急吸.朽灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠急㎎
「日新」

急㎎吸錠 急吸.朽灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠急㎎
「ファイザー」

急㎎吸錠 急吸.朽灸

⃝局 ピタバスタチンCa錠急㎎
「明治」

急㎎吸錠 急吸.朽灸

ビタミンＫ吸錠救㎎「ツルハ
ラ」

救㎎吸錠 救.求灸

ビタミンＢ朽散吸灸％「マルイ
シ」

吸灸％吸ℊ 吸求.吸灸

ビタミンＢ朽錠弓灸㎎「Ｆ」 弓灸㎎吸錠 救.求灸

ビタメジン配合カプセルＢ
宮救

吸カプセル 救.求灸

ビタメジン配合カプセルＢ
救灸

吸カプセル 朽.泣灸

ビタメジン配合散 吸ℊ 宮吸.求灸

ヒダントールＥ配合錠 吸錠 救.汲灸

ヒダントールＦ配合錠 吸錠 救.泣灸

ヒダントールＤ配合錠 吸錠 救.泣灸

ビットサン 吸ℊ 朽.弓灸

ピドキサール錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 救.求灸

ピドキサール錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 救.泣灸

ピドキサール錠弓灸㎎ 弓灸㎎吸錠 求.吸灸

⃝局 ヒドララジン塩酸塩散 吸灸％吸ℊ 泣.汲灸

058



⃝局 ヒドララジン塩酸塩錠 吸灸㎎吸錠 泣.急灸

⃝局 ヒドララジン塩酸塩錠 宮救㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 ヒドララジン塩酸塩錠 救灸㎎吸錠 泣.汲灸

ピートル顆
か

粒分包宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸包 吸救泣.吸灸

ピートル顆
か

粒分包救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸包 宮弓弓.吸灸

ピートルチュアブル錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 吸救泣.急灸

ピートルチュアブル錠救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸錠 宮弓救.灸灸

ヒドロキシジンパモ酸塩錠
宮救㎎「日新」

宮救㎎吸錠 救.求灸

ヒドロクロロチアジドＯＤ錠
吸宮.救㎎「トーワ」

吸宮.救㎎吸錠 救.求灸

ヒドロクロロチアジド錠
吸宮.救㎎「トーワ」

吸宮.救㎎吸錠 救.求灸

ヒドロクロロチアジド錠
宮救㎎「トーワ」

宮救㎎吸錠 救.求灸

ビバンセカプセル宮灸㎎ 宮灸㎎吸カプセル 朽朽吸.吸灸

ビバンセカプセル弓灸㎎ 弓灸㎎吸カプセル 求弓弓.弓灸

ビビアント錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 求朽.宮灸

ビフィスゲン散 宮％吸ℊ 朽.弓灸

ピフェルトロ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 宮,吸急求.汲灸

⃝局 ビブラマイシン錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸宮.救灸

⃝局 ビブラマイシン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 宮宮.灸灸

ビプレッソ徐放錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 朽灸.吸灸

ビプレッソ徐放錠吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸錠 吸救泣.求灸

ビフロキシン配合錠 吸錠 救.泣灸

ピペリジノアセチルアミノ安

息香酸エチル顆
か

粒宮灸％「日
医工」

宮灸％吸ℊ 朽.弓灸

ピペリジノアセチルアミノ安
息香酸エチル錠吸灸灸㎎「日医
工」

吸灸灸㎎吸錠 救.求灸

ビペリデン塩酸塩細粒吸％
「アメル」

吸％吸ℊ 吸急.急灸

ビペリデン塩酸塩散吸％「ヨ
シトミ」

吸％吸ℊ 吸急.急灸

ビペリデン塩酸塩錠宮㎎「サ
ワイ」

宮㎎吸錠 救.求灸

ビペリデン塩酸塩吸㎎錠 吸㎎吸錠 救.求灸

ヒベルナ散吸灸％ 吸灸％吸ℊ 朽.弓灸

ヒベルナ糖衣錠救㎎ 救㎎吸錠 救.求灸

ヒベルナ糖衣錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 救.求灸

ヒポカ救㎎カプセル 救㎎吸カプセル 宮求.救灸

ヒポカ吸灸㎎カプセル 吸灸㎎吸カプセル 急救.宮灸

ヒポカ吸救㎎カプセル 吸救㎎吸カプセル 朽救.朽灸

ピーマーゲン配合散 吸ℊ 朽.弓灸

⃝局 ヒマシ油 吸灸客 吸吸.泣灸

⃝局 ヒマシ油「東海」 吸灸客 吸弓.急灸

⃝局 ヒマシ油「日医工」 吸灸客 吸弓.宮灸

⃝局 ヒマシ油「ニッコー」 吸灸客 吸弓.急灸

⃝局 ヒマシ油「マルイシ」 吸灸客 吸弓.急灸

⃝局※ヒマシ油（山善） 吸灸客 吸急.宮灸

ビーマス配合錠 吸錠 救.求灸

ビムパット錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 宮吸求.泣灸

ビムパット錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 弓救救.朽灸

ビムパットドライシロップ
吸灸％

吸灸％吸ℊ 弓泣吸.吸灸

ピムロ顆
か

粒 吸ℊ 朽.弓灸

ピメノールカプセル救灸㎎ 救灸㎎吸カプセル 救求.弓灸

ピメノールカプセル吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸カプセル 泣汲.朽灸

ピモベンダン錠灸.朽宮救㎎「Ｔ
Ｅ」

灸.朽宮救㎎吸錠 宮救.弓灸

ピモベンダン錠吸.宮救㎎「Ｔ
Ｅ」

吸.宮救㎎吸錠 急急.求灸

ピモベンダン錠宮.救㎎「Ｔ
Ｅ」

宮.救㎎吸錠 汲吸.汲灸

⃝局 ビャクゴウ 吸灸ℊ 宮急.弓灸

⃝局 ビャクシ 吸灸ℊ 宮泣.吸灸

⃝局 ビャクジュツ 吸灸ℊ 宮泣.灸灸

⃝局 ビャクジュツ末 吸灸ℊ 弓朽.宮灸

⃝局 ピラジナミド 吸ℊ 弓灸.求灸

ビラノアＯＤ錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 朽吸.泣灸

ビラノア錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 朽吸.泣灸

ビラフトビカプセル救灸㎎ 救灸㎎吸カプセル 弓,宮弓泣.朽灸

ビラフトビカプセル求救㎎ 求救㎎吸カプセル 急,求朽泣.汲灸

ビラミューン錠宮灸灸 宮灸灸㎎吸錠 求宮汲.宮灸

ビリアード錠弓灸灸㎎ 弓灸灸㎎吸錠 吸,救弓泣.灸灸

ピリドキサール錠宮灸㎎「ツ
ルハラ」

宮灸㎎吸錠 救.求灸

ピリドキサールリン酸エステ
ル吸灸㎎錠

吸灸㎎吸錠 救.求灸

ピリドキサールリン酸エステ
ル弓灸㎎錠

弓灸㎎吸錠 救.求灸

⃝局 ピリドキシン塩酸塩 吸ℊ 弓灸.弓灸

ピルシカイニド塩酸塩宮救㎎
カプセル

宮救㎎吸カプセル 吸救.弓灸

ピルシカイニド塩酸塩救灸㎎
カプセル

救灸㎎吸カプセル 宮朽.灸灸

ビルトリシド錠朽灸灸㎎ 朽灸灸㎎吸錠 吸,宮汲弓.救灸

ヒルナミン細粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 吸吸.汲灸

ヒルナミン散救灸％ 救灸％吸ℊ 救汲.汲灸

ヒルナミン錠（救㎎） 救㎎吸錠 救.求灸

ヒルナミン錠（宮救㎎） 宮救㎎吸錠 救.求灸

ヒルナミン錠（救灸㎎） 救灸㎎吸錠 朽.弓灸

ピルフェニドン錠宮灸灸㎎「日
医工」

宮灸灸㎎吸錠 宮灸泣.朽灸

ピレスパ錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 急汲求.救灸

ピレチア細粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 朽.弓灸

ピレチア錠（救㎎） 救㎎吸錠 救.求灸

ピレチア錠（宮救㎎） 宮救㎎吸錠 救.求灸

ピレンゼピン塩酸塩宮救㎎錠 宮救㎎吸錠 救.求灸

ピロキシカム吸灸㎎カプセル 吸灸㎎吸カプセル 救.求灸

ピロキシカム宮灸㎎カプセル 宮灸㎎吸カプセル 救.求灸

ピロニック錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 宮,吸弓急.宮灸

ヒロポン錠 吸㎎吸錠 弓灸灸.求灸

⃝局 ビワヨウ 吸灸ℊ 吸汲.吸灸

ビンダケルカプセル宮灸㎎ 宮灸㎎吸カプセル 泣,求吸朽.救灸

ピンドロール救㎎錠 救㎎吸錠 救.求灸

ビンマックカプセル朽吸㎎ 朽吸㎎吸カプセル 弓朽,灸宮吸.朽灸

⃝局 ビンロウジ 吸灸ℊ 吸宮.求灸

ビンロウジ末 吸灸ℊ 吸宮.急灸

(ふ)

⃝局 ファスティック錠弓灸 弓灸㎎吸錠 吸宮.汲灸

⃝局 ファスティック錠泣灸 泣灸㎎吸錠 弓宮.救灸

ファムシクロビル錠宮救灸㎎
「共創未来」

宮救灸㎎吸錠 吸灸宮.急灸

ファムシクロビル錠宮救灸㎎
「ＫＮ」

宮救灸㎎吸錠 吸灸宮.急灸

ファムシクロビル錠宮救灸㎎
「サワイ」

宮救灸㎎吸錠 吸灸宮.急灸

ファムシクロビル錠宮救灸㎎
「ＪＧ」

宮救灸㎎吸錠 吸灸宮.急灸

ファムシクロビル錠宮救灸㎎
「タカタ」

宮救灸㎎吸錠 吸灸宮.急灸

ファムシクロビル錠宮救灸㎎
「ＤＳＥＰ」

宮救灸㎎吸錠 吸灸宮.急灸

ファムシクロビル錠宮救灸㎎
「トーワ」

宮救灸㎎吸錠 吸灸宮.急灸

ファムシクロビル錠宮救灸㎎
「日本臓器」

宮救灸㎎吸錠 吸灸宮.急灸

ファムシクロビル錠宮救灸㎎
「ファイザー」

宮救灸㎎吸錠 吸灸宮.急灸

ファムシクロビル錠宮救灸㎎
「ＹＤ」

宮救灸㎎吸錠 吸灸宮.急灸

ファムシクロビル錠救灸灸㎎
「ＫＮ」

救灸灸㎎吸錠 吸急朽.宮灸
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ファムシクロビル錠救灸灸㎎
「ＤＳＥＰ」

救灸灸㎎吸錠 吸急朽.宮灸

ファムシクロビル錠救灸灸㎎
「日本臓器」

救灸灸㎎吸錠 吸急朽.宮灸

ファムシクロビル宮救灸㎎錠 宮救灸㎎吸錠 泣宮.求灸

ファムビル錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 弓宮灸.宮灸

ファモチジン宮％散 宮％吸ℊ 吸弓.灸灸

ファモチジン吸灸％散 吸灸％吸ℊ 救朽.弓灸

ファモチジン吸灸㎎口腔
くう

内崩
壊錠

吸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

ファモチジン吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

ファモチジン宮灸㎎口腔
くう

内崩
壊錠

宮灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

ファモチジン宮灸㎎錠 宮灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

ファリーダックカプセル
吸灸㎎

吸灸㎎吸カプセル 弓求,宮朽吸.急灸

ファリーダックカプセル
吸救㎎

吸救㎎吸カプセル 救救,汲泣宮.灸灸

⃝局 ファロム錠吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸錠 泣吸.汲灸

⃝局 ファロム錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 吸吸朽.灸灸

⃝局 ファロムドライシロップ小児
用吸灸％

吸灸灸㎎吸ℊ 吸灸朽.吸灸

⃝局 ファンギゾンシロップ吸灸灸㎎
／客

吸灸灸㎎吸客 救急.朽灸

フィコンパ細粒吸％ 吸％吸ℊ 吸,灸朽救.求灸

フィコンパ錠宮㎎ 宮㎎吸錠 吸泣救.汲灸

フィコンパ錠急㎎ 急㎎吸錠 弓吸泣.汲灸

⃝局 ブイフェンド錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 救急宮.泣灸

⃝局 ブイフェンド錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 吸,求朽吸.汲灸

ブイフェンドドライシロップ
宮汲灸灸㎎

急灸㎎吸客(懸濁後の内
用液として)

泣吸泣.灸灸

フェアストン錠急灸 急灸㎎吸錠 宮吸宮.救灸

フェアストン錠朽灸 朽灸㎎吸錠 弓吸汲.急灸

フェキソフェナジン塩酸塩Ｏ
Ｄ錠弓灸㎎「ＥＥ」

弓灸㎎吸錠 吸灸.泣灸

フェキソフェナジン塩酸塩Ｏ
Ｄ錠弓灸㎎「ＫＮ」

弓灸㎎吸錠 吸灸.泣灸

フェキソフェナジン塩酸塩Ｏ
Ｄ錠弓灸㎎「サワイ」

弓灸㎎吸錠 吸灸.泣灸

フェキソフェナジン塩酸塩Ｏ
Ｄ錠弓灸㎎「トーワ」

弓灸㎎吸錠 吸灸.泣灸

フェキソフェナジン塩酸塩Ｏ
Ｄ錠朽灸㎎「ＥＥ」

朽灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

フェキソフェナジン塩酸塩Ｏ
Ｄ錠朽灸㎎「ＦＦＰ」

朽灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

フェキソフェナジン塩酸塩Ｏ
Ｄ錠朽灸㎎「ＫＮ」

朽灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

フェキソフェナジン塩酸塩Ｏ
Ｄ錠朽灸㎎「サワイ」

朽灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

フェキソフェナジン塩酸塩Ｏ
Ｄ錠朽灸㎎「トーワ」

朽灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
弓灸㎎「アメル」

弓灸㎎吸錠 吸汲.救灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
弓灸㎎「ＥＥ」

弓灸㎎吸錠 吸灸.泣灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
弓灸㎎「ＳＡＮＩＫ」

弓灸㎎吸錠 吸汲.救灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
弓灸㎎「ＦＦＰ」

弓灸㎎吸錠 吸灸.泣灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠

弓灸㎎「杏
きよう

林」

弓灸㎎吸錠 吸灸.泣灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
弓灸㎎「ＫＮ」

弓灸㎎吸錠 吸灸.泣灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
弓灸㎎「ケミファ」

弓灸㎎吸錠 吸灸.泣灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
弓灸㎎「サワイ」

弓灸㎎吸錠 吸灸.泣灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
弓灸㎎「三和」

弓灸㎎吸錠 吸灸.泣灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
弓灸㎎「ＣＥＯ」

弓灸㎎吸錠 吸灸.泣灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
弓灸㎎「ＪＧ」

弓灸㎎吸錠 吸灸.泣灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
弓灸㎎「ＺＥ」

弓灸㎎吸錠 吸汲.救灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
弓灸㎎「ダイト」

弓灸㎎吸錠 吸汲.救灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
弓灸㎎「タカタ」

弓灸㎎吸錠 吸灸.泣灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
弓灸㎎「ＴＣＫ」

弓灸㎎吸錠 吸汲.救灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
弓灸㎎「トーワ」

弓灸㎎吸錠 吸灸.泣灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
弓灸㎎「日新」

弓灸㎎吸錠 吸灸.泣灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
弓灸㎎「ＢＭＤ」

弓灸㎎吸錠 吸汲.救灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
弓灸㎎「ファイザー」

弓灸㎎吸錠 吸灸.泣灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
弓灸㎎「明治」

弓灸㎎吸錠 吸灸.泣灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
朽灸㎎「アメル」

朽灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
朽灸㎎「ＥＥ」

朽灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
朽灸㎎「ＳＡＮＩＫ」

朽灸㎎吸錠 宮弓.弓灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
朽灸㎎「ＦＦＰ」

朽灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
朽灸㎎「ＫＮ」

朽灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
朽灸㎎「ケミファ」

朽灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
朽灸㎎「サワイ」

朽灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
朽灸㎎「三和」

朽灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
朽灸㎎「ＣＥＯ」

朽灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
朽灸㎎「ＪＧ」

朽灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
朽灸㎎「ＺＥ」

朽灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
朽灸㎎「ダイト」

朽灸㎎吸錠 宮弓.弓灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
朽灸㎎「タカタ」

朽灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
朽灸㎎「ＴＣＫ」

朽灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
朽灸㎎「トーワ」

朽灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
朽灸㎎「日新」

朽灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
朽灸㎎「ＢＭＤ」

朽灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
朽灸㎎「ファイザー」

朽灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 フェキソフェナジン塩酸塩錠
朽灸㎎「明治」

朽灸㎎吸錠 吸弓.朽灸

フェキソフェナジン塩酸塩Ｄ
Ｓ救％「トーワ」

救％吸ℊ 弓急.灸灸

フェキソフェナジン塩酸塩

弓灸㎎口腔
くう

内崩壊錠

弓灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

フェキソフェナジン塩酸塩
弓灸㎎錠

弓灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

フェキソフェナジン塩酸塩

朽灸㎎口腔
くう

内崩壊錠

朽灸㎎吸錠 吸吸.急灸

フェキソフェナジン塩酸塩
朽灸㎎錠

朽灸㎎吸錠 吸吸.急灸

⃝局 フェニトイン散 吸灸％吸ℊ 吸宮.吸灸

⃝局 フェニトイン錠 宮救㎎吸錠 吸吸.泣灸

⃝局 フェニトイン錠 吸灸灸㎎吸錠 吸宮.朽灸

フェニルアラニン除去ミルク
配合散「雪印」

吸ℊ 吸吸.吸灸

フェノテロール臭化水素酸塩
ＤＳ小児用灸.救％「タカタ」

灸.救％吸ℊ 弓朽.吸灸
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フェノバールエリキシル
灸.急％

灸.急％吸客 弓.急灸

⃝局 フェノバール散吸灸％ 吸灸％吸ℊ 求.救灸

⃝局 フェノバール錠弓灸㎎ 弓灸㎎吸錠 求.灸灸

⃝局 フェノバルビタール 吸ℊ 宮朽.求灸

⃝局 フェノバルビタール散吸灸％ 吸灸％吸ℊ 求.弓灸

⃝局 フェノバルビタール散吸灸％
「シオエ」

吸灸％吸ℊ 求.救灸

⃝局 フェノバルビタール散吸灸％
「マルイシ」

吸灸％吸ℊ 求.救灸

フェノフィブラートカプセル
朽求㎎「ＫＴＢ」

朽求㎎吸カプセル 汲.汲灸

フェノフィブラートカプセル
吸灸灸㎎「ＫＴＢ」

吸灸灸㎎吸カプセル 吸吸.朽灸

フェノフィブラート救弓.弓㎎
錠

救弓.弓㎎吸錠 汲.救灸

フェノフィブラート汲灸㎎錠 汲灸㎎吸錠 吸吸.宮灸

フェブリク錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 宮求.灸灸

フェブリク錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 急泣.救灸

フェブリク錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 泣宮.救灸

フェマーラ錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 弓宮吸.吸灸

フェリセルツ散宮灸％ 朽灸灸㎎吸包 汲弓吸.求灸

フェルターゼ配合カプセル 吸カプセル 救.泣灸

フェルムカプセル吸灸灸㎎ 鉄吸灸灸㎎吸カプセル 求.求灸

フェロ・グラデュメット錠
吸灸救㎎

吸錠 求.宮灸

フェロジピン宮.救㎎錠 宮.救㎎吸錠 求.救灸

フェロジピン救㎎錠 救㎎吸錠 吸弓.宮灸

フェロベリン配合錠 吸錠 朽.吸灸

フェロミア顆
か

粒汲.弓％ 吸ℊ 吸宮.弓灸

フェロミア錠救灸㎎ 鉄救灸㎎吸錠 求.求灸

フェンラーゼ配合カプセル 吸カプセル 救.求灸

フオイパン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸救.灸灸

⃝局 フォサマック錠弓救㎎ 弓救㎎吸錠 弓宮泣.救灸

フォシーガ錠救㎎ 救㎎吸錠 吸求泣.灸灸

フォシーガ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 宮朽急.泣灸

フォスブロック錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 吸求.泣灸

フォリアミン散吸灸灸㎎／ℊ 吸灸％吸ℊ 救灸.宮灸

複合アレビアチン配合錠 吸錠 求.吸灸

複方甘草散「スズ」 吸ℊ 朽.灸灸

⃝局 ブクリョウ 吸灸ℊ 宮弓.泣灸

⃝局 ブクリョウ末 吸灸ℊ 宮汲.泣灸

⃝局 ブシ末（調剤用）「ツムラ」 吸ℊ 吸宮.宮灸

ブシラミン救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 吸弓.泣灸

ブシラミン吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

フスコデ配合錠 吸錠 救.求灸

フスコデ配合シロップ 吸客 弓.朽灸

ブスコパン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 救.泣灸

フスコブロン配合シロップ 吸客 弓.朽灸

フスタゾール散吸灸％ 吸灸％吸ℊ 吸求.弓灸

フスタゾール錠小児用宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 救.泣灸

フスタゾール糖衣錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 救.泣灸

プソフェキ配合錠「ＳＡＮＩ
Ｋ」

吸錠 宮灸.救灸

プソフェキ配合錠「サワイ」 吸錠 吸汲.汲灸

ブチルスコポラミン臭化物錠
吸灸㎎「ツルハラ」

吸灸㎎吸錠 救.救灸

⃝局 ブドウ酒 吸灸客 宮吸.弓灸

⃝局 ブドウ糖 吸灸ℊ 求.救灸

⃝局 ブドウ糖「コザカイ・Ｍ」 吸灸ℊ 汲.泣灸

⃝局 ブドウ糖「日医工」 吸灸ℊ 吸吸.宮灸

⃝局 ブドウ糖「ニッコー」 吸灸ℊ 吸弓.宮灸

⃝局※ブドウ糖（扶桑） 吸灸ℊ 汲.急灸

フトラフールカプセル宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸カプセル 吸吸急.求灸

ブフェニール顆
か

粒 泣急％ 泣急％吸ℊ 汲求吸.弓灸

ブフェニール錠 救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸錠 急求灸.朽灸

⃝局 ブホルミン塩酸塩腸溶錠
救灸㎎「ＫＯ」

救灸㎎吸錠 泣.汲灸

ブライアン錠救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸錠 汲弓.汲灸

プラケニル錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 急灸宮.急灸

プラコデ配合シロップ 吸客 弓.朽灸

プラザキサカプセル求救㎎ 求救㎎吸カプセル 吸弓急.求灸

プラザキサカプセル吸吸灸㎎ 吸吸灸㎎吸カプセル 宮弓求.弓灸

⃝局 フラジール内服錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 弓朽.宮灸

ブラダロン錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 吸宮.泣灸

プラデスミン配合錠 吸錠 救.求灸

⃝局 プラノバール配合錠 吸錠 吸弓.汲灸

プラノプロフェン求救㎎カプ
セル

求救㎎吸カプセル 求.吸灸

⃝局 プラバスタチン Na 錠吸灸
「ＫＮ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.弓灸

⃝局 プラバスタチン Na 錠吸灸㎎
「アメル」

吸灸㎎吸錠 吸泣.弓灸

⃝局 プラバスタチン Na 錠吸灸㎎
「ＮＳ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.弓灸

⃝局 プラバスタチン Na 錠吸灸㎎
「ＭＥＤ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.弓灸

⃝局 プラバスタチン Na 錠吸灸㎎
「オーハラ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.弓灸

⃝局 プラバスタチン Na 錠吸灸㎎
「ケミファ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.弓灸

⃝局 プラバスタチン Na 錠吸灸㎎
「サワイ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.弓灸

⃝局 プラバスタチン Na 錠吸灸㎎
「チョーセイ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.弓灸

⃝局 プラバスタチン Na 錠吸灸㎎
「ＴＣＫ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.弓灸

⃝局 プラバスタチン Na 錠吸灸㎎
「テバ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.弓灸

⃝局 プラバスタチン Na 錠吸灸㎎
「トーワ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.弓灸

⃝局 プラバスタチン Na 錠吸灸㎎
「フソー」

吸灸㎎吸錠 吸泣.弓灸

⃝局 プラバスタチンナトリウム錠
吸灸㎎「ツルハラ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.弓灸

⃝局 プラバスタチンナトリウム錠
吸灸㎎「日医工」

吸灸㎎吸錠 吸泣.弓灸

⃝局 プラバスタチンナトリウム錠
吸灸㎎「ＹＤ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.弓灸

プラバスタチンナトリウム
救㎎錠

救㎎吸錠 吸灸.吸灸

プラバスタチンナトリウム
吸灸㎎錠

吸灸㎎吸錠 吸弓.求灸

フラビタン錠救㎎ 救㎎吸錠 救.求灸

フラビタン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 救.泣灸

フラビタンシロップ灸.弓％ 灸.弓％吸客 朽.救灸

⃝局 プラビックス錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 急急.宮灸

⃝局 プラビックス錠求救㎎ 求救㎎吸錠 吸灸朽.吸灸

フラボキサート塩酸塩宮灸灸㎎
錠

宮灸灸㎎吸錠 朽.弓灸

プラミペキソール塩酸塩ＬＡ
錠灸.弓求救㎎ＭＩ「アメル」

灸.弓求救㎎吸錠 宮汲.救灸

プラミペキソール塩酸塩ＬＡ
錠灸.弓求救㎎ＭＩ「ＪＧ」

灸.弓求救㎎吸錠 宮汲.救灸

プラミペキソール塩酸塩ＬＡ
錠灸.弓求救㎎ＭＩ「トーワ」

灸.弓求救㎎吸錠 宮汲.救灸

プラミペキソール塩酸塩ＬＡ
錠吸.救㎎ＭＩ「アメル」

吸.救㎎吸錠 泣急.救灸

プラミペキソール塩酸塩ＬＡ
錠吸.救㎎ＭＩ「サワイ」

吸.救㎎吸錠 泣急.救灸

プラミペキソール塩酸塩ＬＡ
錠吸.救㎎ＭＩ「ＪＧ」

吸.救㎎吸錠 泣急.救灸

プラミペキソール塩酸塩ＬＡ
錠吸.救㎎ＭＩ「ＤＳＥＰ」

吸.救㎎吸錠 泣急.救灸

プラミペキソール塩酸塩ＬＡ
錠吸.救㎎ＭＩ「トーワ」

吸.救㎎吸錠 泣急.救灸

プラミペキソール塩酸塩ＯＤ
錠灸.吸宮救㎎「トーワ」

灸.吸宮救㎎吸錠 吸吸.朽灸
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プラミペキソール塩酸塩ＯＤ
錠灸.救㎎「トーワ」

灸.救㎎吸錠 急吸.救灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.吸宮救㎎「アメル」

灸.吸宮救㎎吸錠 吸吸.朽灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.吸宮救㎎「ＥＥ」

灸.吸宮救㎎吸錠 吸吸.朽灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.吸宮救㎎「ＡＡ」

灸.吸宮救㎎吸錠 吸吸.朽灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.吸宮救㎎「ＦＦＰ」

灸.吸宮救㎎吸錠 吸吸.朽灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.吸宮救㎎「ＭＥＥＫ」

灸.吸宮救㎎吸錠 吸吸.朽灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.吸宮救㎎「サワイ」

灸.吸宮救㎎吸錠 吸吸.朽灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.吸宮救㎎「ＪＧ」

灸.吸宮救㎎吸錠 吸吸.朽灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.吸宮救㎎「タカタ」

灸.吸宮救㎎吸錠 吸吸.朽灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.吸宮救㎎「ＤＳＥＰ」

灸.吸宮救㎎吸錠 吸吸.朽灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.吸宮救㎎「日医工」

灸.吸宮救㎎吸錠 吸吸.朽灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.吸宮救㎎「日新」

灸.吸宮救㎎吸錠 吸吸.朽灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.吸宮救㎎「ファイザー」

灸.吸宮救㎎吸錠 吸吸.朽灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.吸宮救㎎「ＹＤ」

灸.吸宮救㎎吸錠 吸吸.朽灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.救㎎「アメル」

灸.救㎎吸錠 急吸.救灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.救㎎「ＥＥ」

灸.救㎎吸錠 急吸.救灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.救㎎「ＡＡ」

灸.救㎎吸錠 急吸.救灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.救㎎「ＦＦＰ」

灸.救㎎吸錠 急吸.救灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.救㎎「ＭＥＥＫ」

灸.救㎎吸錠 急吸.救灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.救㎎「サワイ」

灸.救㎎吸錠 急吸.救灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.救㎎「ＪＧ」

灸.救㎎吸錠 急吸.救灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.救㎎「タカタ」

灸.救㎎吸錠 急吸.救灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.救㎎「ＤＳＥＰ」

灸.救㎎吸錠 急吸.救灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.救㎎「日医工」

灸.救㎎吸錠 急吸.救灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.救㎎「日新」

灸.救㎎吸錠 急吸.救灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.救㎎「ファイザー」

灸.救㎎吸錠 急吸.救灸

プラミペキソール塩酸塩錠
灸.救㎎「ＹＤ」

灸.救㎎吸錠 急吸.救灸

プラミペキソール塩酸塩
灸.弓求救㎎徐放錠

灸.弓求救㎎吸錠 宮救.汲灸

プラミペキソール塩酸塩
吸.救㎎徐放錠

吸.救㎎吸錠 汲泣.救灸

フランドル錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸吸.求灸

プランルカスト吸灸％シロッ
プ用

吸灸％吸ℊ 宮朽.汲灸

プランルカスト吸吸宮.救㎎カプ
セル

吸吸宮.救㎎吸カプセル 吸求.宮灸

プランルカスト吸吸宮.救㎎錠 吸吸宮.救㎎吸錠 吸求.宮灸

プランルカスト宮宮救㎎カプセ
ル

宮宮救㎎吸カプセル 弓宮.救灸

プランルカスト宮宮救㎎錠 宮宮救㎎吸錠 弓宮.救灸

フリウェル配合錠ＬＤ「あす
か」

吸錠 泣求.吸灸

フリウェル配合錠ＬＤ「サワ
イ」

吸錠 泣求.吸灸

フリウェル配合錠ＬＤ「トー
ワ」

吸錠 泣求.吸灸

フリウェル配合錠ＬＤ「モチ
ダ」

吸錠 泣求.吸灸

フリウェル配合錠ＵＬＤ「あ
すか」

吸錠 泣灸.灸灸

フリウェル配合錠ＵＬＤ「サ
ワイ」

吸錠 泣灸.灸灸

フリウェル配合錠ＵＬＤ「ト
ーワ」

吸錠 泣灸.灸灸

フリウェル配合錠ＵＬＤ「モ
チダ」

吸錠 泣灸.灸灸

ブリカニール錠宮㎎ 宮㎎吸錠 救.泣灸

ブリカニールシロップ灸.救㎎
／客

灸.灸救％吸客 朽.求灸

プリジスタ錠朽灸灸㎎ 朽灸灸㎎吸錠 汲泣吸.吸灸

プリジスタナイーブ錠汲灸灸㎎ 汲灸灸㎎吸錠 吸,泣灸灸.宮灸

⃝局 フリバスＯＤ錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 宮汲.宮灸

⃝局 フリバスＯＤ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 救求.汲灸

⃝局 フリバスＯＤ錠求救㎎ 求救㎎吸錠 求朽.急灸

⃝局 フリバス錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 宮汲.宮灸

⃝局 フリバス錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 救求.汲灸

⃝局 フリバス錠求救㎎ 求救㎎吸錠 求朽.急灸

プリマキン錠吸救㎎「サノフ
ィ」

吸救㎎吸錠 宮,宮救宮.汲灸

プリミドン細粒泣泣.救％「日
医工」

泣泣.救％吸ℊ 宮朽.救灸

プリミドン錠宮救灸㎎「日医
工」

宮救灸㎎吸錠 汲.宮灸

プリモボラン錠救㎎ 救㎎吸錠 吸宮.宮灸

ブリリンタ錠朽灸㎎ 朽灸㎎吸錠 泣汲.求灸

ブリリンタ錠泣灸㎎ 泣灸㎎吸錠 吸弓泣.泣灸

プリンペラン細粒宮％ 宮％吸ℊ 吸宮.汲灸

⃝局 プリンペラン錠救 救㎎吸錠 朽.救灸

プリンペランシロップ灸.吸％ 灸.吸％吸灸客 宮求.吸灸

⃝局 フルイトラン錠吸㎎ 吸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 フルイトラン錠宮㎎ 宮㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 フルカムカプセル吸弓.救㎎ 吸弓.救㎎吸カプセル 弓吸.汲灸

⃝局 フルカムカプセル宮求㎎ 宮求㎎吸カプセル 救灸.急灸

フルコナゾール救灸㎎カプセ
ル

救灸㎎吸カプセル 吸宮救.急灸

フルコナゾール吸灸灸㎎カプセ
ル

吸灸灸㎎吸カプセル 吸泣求.宮灸

フルスタン錠灸.吸救 灸.吸救㎍吸錠 宮吸泣.宮灸

フルスタン錠灸.弓 灸.弓㎍吸錠 弓宮宮.宮灸

フルスルチアミン塩酸塩顆
か

粒
吸灸％「廣貫堂」

吸灸％吸ℊ 朽.救灸

フルスルチアミン錠宮救㎎
「トーワ」

宮救㎎吸錠 救.救灸

プルゼニド錠吸宮㎎ 吸宮㎎吸錠 救.求灸

フルタミド吸宮救㎎錠 吸宮救㎎吸錠 汲吸.朽灸

フルダラ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 弓,汲吸吸.灸灸

⃝局 フルツロンカプセル宮灸灸 宮灸灸㎎吸カプセル 吸泣求.救灸

フルニトラゼパム吸㎎錠 吸㎎吸錠 救.求灸

フルニトラゼパム宮㎎錠 宮㎎吸錠 救.泣灸

フルバスタチンナトリウム
吸灸㎎錠

吸灸㎎吸錠 吸宮.吸灸

フルバスタチンナトリウム
宮灸㎎錠

宮灸㎎吸錠 宮宮.吸灸

フルバスタチンナトリウム
弓灸㎎錠

弓灸㎎吸錠 弓吸.求灸

ブルフェン顆
か

粒宮灸％ 宮灸％吸ℊ 汲.吸灸

ブルフェン錠吸灸灸 吸灸灸㎎吸錠 救.泣灸

ブルフェン錠宮灸灸 宮灸灸㎎吸錠 求.弓灸

⃝局 フルボキサミンマレイン酸塩
錠宮救㎎「タカタ」

宮救㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 フルボキサミンマレイン酸塩
錠宮救㎎「トーワ」

宮救㎎吸錠 吸弓.朽灸

⃝局 フルボキサミンマレイン酸塩
錠救灸㎎「アメル」

救灸㎎吸錠 吸朽.救灸

⃝局 フルボキサミンマレイン酸塩
錠救灸㎎「ＥＭＥＣ」

救灸㎎吸錠 吸朽.救灸
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⃝局 フルボキサミンマレイン酸塩
錠救灸㎎「ＮＰ」

救灸㎎吸錠 吸朽.救灸

⃝局 フルボキサミンマレイン酸塩

錠救灸㎎「杏
きよう

林」

救灸㎎吸錠 吸朽.救灸

⃝局 フルボキサミンマレイン酸塩
錠救灸㎎「サワイ」

救灸㎎吸錠 吸朽.救灸

⃝局 フルボキサミンマレイン酸塩
錠救灸㎎「ＣＨ」

救灸㎎吸錠 吸朽.救灸

⃝局 フルボキサミンマレイン酸塩
錠救灸㎎「タカタ」

救灸㎎吸錠 吸朽.救灸

⃝局 フルボキサミンマレイン酸塩
錠救灸㎎「ＴＹＫ」

救灸㎎吸錠 吸朽.救灸

⃝局 フルボキサミンマレイン酸塩
錠救灸㎎「トーワ」

救灸㎎吸錠 宮弓.汲灸

⃝局 フルボキサミンマレイン酸塩
錠救灸㎎「日医工」

救灸㎎吸錠 吸朽.救灸

⃝局 フルボキサミンマレイン酸塩
錠求救㎎「アメル」

求救㎎吸錠 宮宮.求灸

⃝局 フルボキサミンマレイン酸塩
錠求救㎎「ＥＭＥＣ」

求救㎎吸錠 宮宮.求灸

⃝局 フルボキサミンマレイン酸塩
錠求救㎎「ＮＰ」

求救㎎吸錠 宮宮.求灸

⃝局 フルボキサミンマレイン酸塩

錠求救㎎「杏
きよう

林」

求救㎎吸錠 宮宮.求灸

⃝局 フルボキサミンマレイン酸塩
錠求救㎎「サワイ」

求救㎎吸錠 宮宮.求灸

⃝局 フルボキサミンマレイン酸塩
錠求救㎎「ＣＨ」

求救㎎吸錠 弓弓.求灸

⃝局 フルボキサミンマレイン酸塩
錠求救㎎「タカタ」

求救㎎吸錠 弓弓.求灸

⃝局 フルボキサミンマレイン酸塩
錠求救㎎「ＴＹＫ」

求救㎎吸錠 弓弓.求灸

⃝局 フルボキサミンマレイン酸塩
錠求救㎎「トーワ」

求救㎎吸錠 弓弓.求灸

⃝局 フルボキサミンマレイン酸塩
錠求救㎎「日医工」

求救㎎吸錠 宮宮.求灸

フルボキサミンマレイン酸塩
宮救㎎錠

宮救㎎吸錠 吸灸.吸灸

フルメジン散灸.宮％ 灸.宮％吸ℊ 吸灸.宮灸

フルメジン糖衣錠（灸.宮救） 灸.宮救㎎吸錠 救.求灸

フルメジン糖衣錠（灸.救） 灸.救㎎吸錠 救.求灸

フルメジン糖衣錠（吸） 吸㎎吸錠 朽.救灸

⃝局 フレカイニド酢酸塩錠救灸㎎
「ＫＯ」

救灸㎎吸錠 宮吸.吸灸

⃝局 フレカイニド酢酸塩錠救灸㎎
「ＴＥ」

救灸㎎吸錠 宮吸.吸灸

⃝局 フレカイニド酢酸塩錠救灸㎎
「ファイザー」

救灸㎎吸錠 宮吸.吸灸

⃝局 フレカイニド酢酸塩錠吸灸灸㎎
「ＫＯ」

吸灸灸㎎吸錠 弓朽.弓灸

⃝局 フレカイニド酢酸塩錠吸灸灸㎎
「ＴＥ」

吸灸灸㎎吸錠 弓朽.弓灸

⃝局 フレカイニド酢酸塩錠吸灸灸㎎
「ファイザー」

吸灸灸㎎吸錠 弓朽.弓灸

プレガバリンＯＤ錠宮救㎎
「オーハラ」

宮救㎎吸錠 吸求.朽灸

プレガバリンＯＤ錠宮救㎎
「科研」

宮救㎎吸錠 吸求.朽灸

プレガバリンＯＤ錠宮救㎎

「杏
きよう

林」

宮救㎎吸錠 吸求.朽灸

プレガバリンＯＤ錠宮救㎎
「ＫＮ」

宮救㎎吸錠 吸求.朽灸

プレガバリンＯＤ錠宮救㎎
「ＫＭＰ」

宮救㎎吸錠 吸求.朽灸

プレガバリンＯＤ錠宮救㎎
「ケミファ」

宮救㎎吸錠 吸求.朽灸

プレガバリンＯＤ錠宮救㎎
「サワイ」

宮救㎎吸錠 吸求.朽灸

プレガバリンＯＤ錠宮救㎎
「ＺＥ」

宮救㎎吸錠 吸求.朽灸

プレガバリンＯＤ錠宮救㎎
「ＴＣＫ」

宮救㎎吸錠 吸求.朽灸

プレガバリンＯＤ錠宮救㎎
「トーワ」

宮救㎎吸錠 吸求.朽灸

プレガバリンＯＤ錠宮救㎎
「日医工」

宮救㎎吸錠 吸求.朽灸

プレガバリンＯＤ錠宮救㎎
「ファイザー」

宮救㎎吸錠 吸求.朽灸

プレガバリンＯＤ錠宮救㎎
「フェルゼン」

宮救㎎吸錠 吸求.朽灸

プレガバリンＯＤ錠宮救㎎

「三笠
かさ

」

宮救㎎吸錠 吸求.朽灸

プレガバリンＯＤ錠宮救㎎
「明治」

宮救㎎吸錠 吸求.朽灸

プレガバリンＯＤ錠救灸㎎
「ＫＮ」

救灸㎎吸錠 宮灸.朽灸

プレガバリンＯＤ錠救灸㎎
「武田テバ」

救灸㎎吸錠 宮灸.朽灸

プレガバリンＯＤ錠救灸㎎
「日医工」

救灸㎎吸錠 宮灸.朽灸

プレガバリンＯＤ錠救灸㎎

「三笠
かさ

」

救灸㎎吸錠 宮灸.朽灸

プレガバリンＯＤ錠救灸㎎
「ＹＤ」

救灸㎎吸錠 宮灸.朽灸

プレガバリンＯＤ錠求救㎎
「オーハラ」

求救㎎吸錠 宮汲.泣灸

プレガバリンＯＤ錠求救㎎
「科研」

求救㎎吸錠 宮汲.泣灸

プレガバリンＯＤ錠求救㎎

「杏
きよう

林」

求救㎎吸錠 宮汲.泣灸

プレガバリンＯＤ錠求救㎎
「ＫＮ」

求救㎎吸錠 宮汲.泣灸

プレガバリンＯＤ錠求救㎎
「ＫＭＰ」

求救㎎吸錠 宮汲.泣灸

プレガバリンＯＤ錠求救㎎
「ケミファ」

求救㎎吸錠 宮汲.泣灸

プレガバリンＯＤ錠求救㎎
「サワイ」

求救㎎吸錠 宮汲.泣灸

プレガバリンＯＤ錠求救㎎
「ＺＥ」

求救㎎吸錠 宮汲.泣灸

プレガバリンＯＤ錠求救㎎
「ＤＳＥＰ」

求救㎎吸錠 宮汲.泣灸

プレガバリンＯＤ錠求救㎎
「ＴＣＫ」

求救㎎吸錠 宮汲.泣灸

プレガバリンＯＤ錠求救㎎
「トーワ」

求救㎎吸錠 宮汲.泣灸

プレガバリンＯＤ錠求救㎎
「日医工」

求救㎎吸錠 宮汲.泣灸

プレガバリンＯＤ錠求救㎎
「ファイザー」

求救㎎吸錠 宮汲.泣灸

プレガバリンＯＤ錠求救㎎
「フェルゼン」

求救㎎吸錠 宮汲.泣灸

プレガバリンＯＤ錠求救㎎

「三笠
かさ

」

求救㎎吸錠 宮汲.泣灸

プレガバリンＯＤ錠求救㎎
「明治」

求救㎎吸錠 宮汲.泣灸

プレガバリンＯＤ錠吸救灸㎎
「オーハラ」

吸救灸㎎吸錠 弓泣.朽灸

プレガバリンＯＤ錠吸救灸㎎
「科研」

吸救灸㎎吸錠 弓泣.朽灸

プレガバリンＯＤ錠吸救灸㎎

「杏
きよう

林」

吸救灸㎎吸錠 弓泣.朽灸

プレガバリンＯＤ錠吸救灸㎎
「ＫＮ」

吸救灸㎎吸錠 弓泣.朽灸

プレガバリンＯＤ錠吸救灸㎎
「ＫＭＰ」

吸救灸㎎吸錠 弓泣.朽灸

プレガバリンＯＤ錠吸救灸㎎
「ケミファ」

吸救灸㎎吸錠 弓泣.朽灸

プレガバリンＯＤ錠吸救灸㎎
「サワイ」

吸救灸㎎吸錠 弓泣.朽灸

プレガバリンＯＤ錠吸救灸㎎
「サンド」

吸救灸㎎吸錠 弓泣.朽灸

プレガバリンＯＤ錠吸救灸㎎
「ＺＥ」

吸救灸㎎吸錠 弓泣.朽灸
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プレガバリンＯＤ錠吸救灸㎎
「ＤＳＥＰ」

吸救灸㎎吸錠 弓泣.朽灸

プレガバリンＯＤ錠吸救灸㎎
「ＴＣＫ」

吸救灸㎎吸錠 弓泣.朽灸

プレガバリンＯＤ錠吸救灸㎎
「トーワ」

吸救灸㎎吸錠 弓泣.朽灸

プレガバリンＯＤ錠吸救灸㎎
「日医工」

吸救灸㎎吸錠 弓泣.朽灸

プレガバリンＯＤ錠吸救灸㎎
「ファイザー」

吸救灸㎎吸錠 弓泣.朽灸

プレガバリンＯＤ錠吸救灸㎎
「フェルゼン」

吸救灸㎎吸錠 弓泣.朽灸

プレガバリンＯＤ錠吸救灸㎎

「三笠
かさ

」

吸救灸㎎吸錠 弓泣.朽灸

プレガバリンＯＤ錠吸救灸㎎
「明治」

吸救灸㎎吸錠 弓泣.朽灸

プレガバリンＯＤ錠吸救灸㎎
「ＹＤ」

吸救灸㎎吸錠 弓泣.朽灸

プレガバリンカプセル宮救㎎
「サワイ」

宮救㎎吸カプセル 吸求.朽灸

プレガバリンカプセル宮救㎎
「トーワ」

宮救㎎吸カプセル 吸求.朽灸

プレガバリンカプセル宮救㎎
「日医工」

宮救㎎吸カプセル 吸求.朽灸

プレガバリンカプセル求救㎎
「サワイ」

求救㎎吸カプセル 宮汲.泣灸

プレガバリンカプセル求救㎎
「トーワ」

求救㎎吸カプセル 宮汲.泣灸

プレガバリンカプセル求救㎎
「日医工」

求救㎎吸カプセル 宮汲.泣灸

プレガバリンカプセル吸救灸㎎
「サワイ」

吸救灸㎎吸カプセル 弓泣.朽灸

プレガバリンカプセル吸救灸㎎
「トーワ」

吸救灸㎎吸カプセル 弓泣.朽灸

プレガバリンカプセル吸救灸㎎
「日医工」

吸救灸㎎吸カプセル 弓泣.朽灸

プレガバリン宮救㎎口腔
くう

内崩
壊錠

宮救㎎吸錠 吸宮.求灸

プレガバリン求救㎎口腔
くう

内崩
壊錠

求救㎎吸錠 宮吸.吸灸

プレガバリン吸救灸㎎口腔
くう

内崩
壊錠

吸救灸㎎吸錠 宮汲.急灸

ブレーザベスカプセル吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸カプセル 吸灸,宮朽朽.求灸

プレジコビックス配合錠 吸錠 宮,灸弓泣.泣灸

プレタールＯＤ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 宮求.求灸

プレタールＯＤ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 急泣.灸灸

プレタール散宮灸％ 宮灸％吸ℊ 宮宮求.求灸

ブレディニンＯＤ錠宮救 宮救㎎吸錠 汲泣.宮灸

ブレディニンＯＤ錠救灸 救灸㎎吸錠 吸急朽.救灸

⃝局 ブレディニン錠宮救 宮救㎎吸錠 汲泣.宮灸

⃝局 ブレディニン錠救灸 救灸㎎吸錠 吸急朽.救灸

⃝局 プレドニゾロン 吸ℊ 吸,灸汲宮.泣灸

プレドニゾロン散「タケダ」
吸％

吸％吸ℊ 朽.救灸

⃝局 プレドニゾロン錠 吸㎎吸錠 汲.弓灸

⃝局 プレドニゾロン錠 宮.救㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 プレドニゾロン錠 救㎎吸錠 泣.汲灸

プレバイミス錠宮急灸㎎ 宮急灸㎎吸錠 吸急,朽急救.救灸

プレマリン錠灸.朽宮救㎎ 灸.朽宮救㎎吸錠 吸汲.泣灸

⃝局 プレミネント配合錠ＨＤ 吸錠 吸吸泣.汲灸

⃝局 プレミネント配合錠ＬＤ 吸錠 汲急.急灸

⃝局 プロカインアミド塩酸塩錠 吸宮救㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 プロカインアミド塩酸塩錠 宮救灸㎎吸錠 吸吸.弓灸

プロカテロール塩酸塩
灸.灸灸灸救％シロップ

灸.灸灸灸救％吸客 弓.泣灸

プロカテロール塩酸塩
灸.灸吸％シロップ用

灸.灸吸％吸ℊ 弓泣.灸灸

⃝局 プログラフカプセル灸.救㎎ 灸.救㎎吸カプセル 宮朽朽.汲灸

⃝局 プログラフカプセル吸㎎ 吸㎎吸カプセル 急泣救.弓灸

⃝局 プログラフカプセル救㎎ 救㎎吸カプセル 吸,泣灸吸.救灸

プログラフ顆
か

粒灸.宮㎎ 灸.宮㎎吸包 吸急吸.求灸

プログラフ顆
か

粒吸㎎ 吸㎎吸包 救急急.急灸

⃝局 プロクロルペラジンマレイン
酸塩錠

救㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 プロサイリン錠宮灸 宮灸㎍吸錠 弓吸.救灸

プロスタグランジンＥ宮錠
灸.救㎎「科研」

灸.救㎎吸錠 宮朽急.救灸

プロスタールＬ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 泣宮.宮灸

プロスタール錠宮救 宮救㎎吸錠 急泣.吸灸

フロセミド細粒急％「ＥＭＥ
Ｃ」

急％吸ℊ 朽.救灸

フロセミド吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 朽.吸灸

フロセミド宮灸㎎錠 宮灸㎎吸錠 朽.吸灸

フロセミド急灸㎎錠 急灸㎎吸錠 朽.急灸

プロタノールＳ錠吸救㎎ 吸救㎎吸錠 宮弓.急灸

プロチアデン錠宮救 宮救㎎吸錠 吸灸.急灸

ブロチゾラム灸.宮救㎎口腔
くう

内
崩壊錠

灸.宮救㎎吸錠 吸灸.吸灸

ブロチゾラム灸.宮救㎎錠 灸.宮救㎎吸錠 吸灸.吸灸

プロテカジンＯＤ錠救 救㎎吸錠 吸弓.汲灸

プロテカジンＯＤ錠吸灸 吸灸㎎吸錠 宮吸.求灸

⃝局 プロテカジン錠救 救㎎吸錠 吸弓.汲灸

⃝局 プロテカジン錠吸灸 吸灸㎎吸錠 宮吸.求灸

プロナーゼＭＳ 宮灸,灸灸灸単位 吸宮朽.灸灸

ブロナンセリン散宮％「アメ
ル」

宮％吸ℊ 吸救汲.急灸

ブロナンセリン散宮％「サワ
イ」

宮％吸ℊ 吸救汲.急灸

ブロナンセリン散宮％「ＤＳ
ＰＢ」

宮％吸ℊ 吸救汲.急灸

ブロナンセリン錠宮㎎「サワ
イ」

宮㎎吸錠 吸救.急灸

ブロナンセリン錠宮㎎「タカ
タ」

宮㎎吸錠 吸救.急灸

ブロナンセリン錠宮㎎「ＤＳ
ＥＰ」

宮㎎吸錠 吸救.急灸

ブロナンセリン錠宮㎎「ＤＳ
ＰＢ」

宮㎎吸錠 吸救.急灸

ブロナンセリン錠宮㎎「トー
ワ」

宮㎎吸錠 吸救.急灸

ブロナンセリン錠宮㎎「日医
工」

宮㎎吸錠 吸救.急灸

ブロナンセリン錠宮㎎「ニプ
ロ」

宮㎎吸錠 吸救.急灸

ブロナンセリン錠宮㎎「Ｙ
Ｄ」

宮㎎吸錠 吸救.急灸

ブロナンセリン錠急㎎「タカ
タ」

急㎎吸錠 弓急.宮灸

ブロナンセリン錠汲㎎「タカ
タ」

汲㎎吸錠 救泣.吸灸

ブロナンセリン錠汲㎎「ＤＳ
ＥＰ」

汲㎎吸錠 救泣.吸灸

ブロナンセリン錠汲㎎「ＤＳ
ＰＢ」

汲㎎吸錠 救泣.吸灸

ブロナンセリン錠汲㎎「トー
ワ」

汲㎎吸錠 救泣.吸灸

ブロナンセリン錠汲㎎「ニプ
ロ」

汲㎎吸錠 救泣.吸灸

ブロナンセリン宮㎎錠 宮㎎吸錠 吸吸.弓灸

ブロナンセリン急㎎錠 急㎎吸錠 宮汲.灸灸

ブロナンセリン汲㎎錠 汲㎎吸錠 弓汲.朽灸

ブロニカ顆
か

粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 宮求求.急灸

ブロニカ錠急灸 急灸㎎吸錠 吸宮汲.弓灸

ブロニカ錠汲灸 汲灸㎎吸錠 宮灸朽.急灸

⃝局 プロノン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 弓灸.泣灸

⃝局 プロノン錠吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸錠 弓急.求灸

プロパフェノン塩酸塩吸灸灸㎎
錠

吸灸灸㎎吸錠 吸急.求灸

プロパフェノン塩酸塩吸救灸㎎
錠

吸救灸㎎吸錠 吸朽.救灸
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プロ・バンサイン錠吸救㎎ 吸救㎎吸錠 汲.急灸

プロピタン錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸宮.灸灸

⃝局 プロピベリン塩酸塩錠吸灸㎎
「あすか」

吸灸㎎吸錠 宮宮.救灸

⃝局 プロピベリン塩酸塩錠吸灸㎎
「ＭＥＤ」

吸灸㎎吸錠 宮宮.救灸

⃝局 プロピベリン塩酸塩錠吸灸㎎
「トーワ」

吸灸㎎吸錠 宮宮.救灸

⃝局 プロピベリン塩酸塩錠吸灸㎎
「日医工」

吸灸㎎吸錠 宮宮.救灸

⃝局 プロピベリン塩酸塩錠宮灸㎎
「あすか」

宮灸㎎吸錠 弓吸.求灸

⃝局 プロピベリン塩酸塩錠宮灸㎎
「ＮＩＧ」

宮灸㎎吸錠 弓吸.求灸

⃝局 プロピベリン塩酸塩錠宮灸㎎
「ＮＳ」

宮灸㎎吸錠 弓吸.求灸

⃝局 プロピベリン塩酸塩錠宮灸㎎
「Ｆ」

宮灸㎎吸錠 弓吸.求灸

⃝局 プロピベリン塩酸塩錠宮灸㎎
「ＭＥＤ」

宮灸㎎吸錠 弓吸.求灸

⃝局 プロピベリン塩酸塩錠宮灸㎎
「タカタ」

宮灸㎎吸錠 弓吸.求灸

⃝局 プロピベリン塩酸塩錠宮灸㎎
「武田テバ」

宮灸㎎吸錠 弓吸.求灸

⃝局 プロピベリン塩酸塩錠宮灸㎎
「タナベ」

宮灸㎎吸錠 弓吸.求灸

⃝局 プロピベリン塩酸塩錠宮灸㎎
「トーワ」

宮灸㎎吸錠 弓吸.求灸

⃝局 プロピベリン塩酸塩錠宮灸㎎
「日医工」

宮灸㎎吸錠 弓吸.求灸

⃝局 プロピベリン塩酸塩錠宮灸㎎
「ＹＤ」

宮灸㎎吸錠 弓吸.求灸

プロピベリン塩酸塩吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 吸救.灸灸

プロピベリン塩酸塩宮灸㎎錠 宮灸㎎吸錠 宮吸.急灸

⃝局 プロピルチオウラシル錠 救灸㎎吸錠 泣.汲灸

プロブコール宮救灸㎎錠 宮救灸㎎吸錠 求.朽灸

プロプラノロール塩酸塩徐放
カプセル朽灸㎎「サワイ」

朽灸㎎吸カプセル 宮弓.泣灸

プロプラノロール塩酸塩
吸灸㎎錠

吸灸㎎吸錠 朽.急灸

⃝局 ブロプレス錠宮 宮㎎吸錠 宮急.朽灸

⃝局 ブロプレス錠急 急㎎吸錠 急吸.急灸

⃝局 ブロプレス錠汲 汲㎎吸錠 求朽.急灸

⃝局 ブロプレス錠吸宮 吸宮㎎吸錠 吸灸灸.泣灸

⃝局 プロベネシド錠 宮救灸㎎吸錠 泣.汲灸

プロベラ錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 宮吸.救灸

フロベン顆
か

粒汲％ 汲％吸ℊ 宮救.吸灸

フロベン錠急灸 急灸㎎吸錠 吸救.求灸

ブロマゼパム吸％細粒 吸％吸ℊ 吸汲.救灸

ブロマゼパム吸㎎錠 吸㎎吸錠 救.求灸

ブロマゼパム宮㎎錠 宮㎎吸錠 救.求灸

ブロマゼパム弓㎎錠 弓㎎吸錠 救.泣灸

ブロマゼパム救㎎錠 救㎎吸錠 救.泣灸

⃝局 プロマック顆
か

粒吸救％ 吸救％吸ℊ 急宮.急灸

プロマックＤ錠求救 求救㎎吸錠 宮吸.泣灸

ブロムヘキシン塩酸塩シロッ
プ灸.灸汲％「トーワ」

灸.灸汲％吸客 吸.灸灸

ブロムヘキシン塩酸塩急㎎錠 急㎎吸錠 救.吸灸

ブロムペリドール細粒吸％
「アメル」

吸％吸ℊ 宮泣.救灸

ブロムペリドール細粒吸％
「サワイ」

吸％吸ℊ 宮泣.救灸

ブロムペリドール錠弓㎎「ア
メル」

弓㎎吸錠 汲.灸灸

ブロムペリドール錠弓㎎「サ
ワイ」

弓㎎吸錠 汲.灸灸

ブロムペリドール錠朽㎎「ア
メル」

朽㎎吸錠 吸救.救灸

ブロムペリドール錠朽㎎「サ
ワイ」

朽㎎吸錠 吸救.救灸

ブロムペリドール吸㎎錠 吸㎎吸錠 救.求灸

⃝局 ブロムワレリル尿素「ＪＧ」 吸ℊ 汲.弓灸

ブロモクリプチン錠宮.救㎎
「ＫＯ」

宮.救㎎吸錠 急吸.弓灸

ブロモクリプチン錠宮.救㎎
「フソー」

宮.救㎎吸錠 急吸.弓灸

ブロモクリプチンメシル酸塩
宮.救㎎錠

宮.救㎎吸錠 吸急.吸灸

⃝局 フロモックス小児用細粒
吸灸灸㎎

吸灸灸㎎吸ℊ 吸吸救.急灸

⃝局 フロモックス錠求救㎎ 求救㎎吸錠 弓朽.弓灸

⃝局 フロモックス錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 急吸.吸灸

⃝局 ブロモバレリル尿素 吸ℊ 求.求灸

フロリードゲル経口用宮％ 宮％吸ℊ 泣汲.宮灸

フロリネフ錠灸.吸㎎ 灸.吸㎎吸錠 宮求救.急灸

プロレナール錠救㎍ 救㎍吸錠 弓宮.灸灸

(へ)

ベイスンＯＤ錠灸.宮 灸.宮㎎吸錠 宮灸.泣灸

ベイスンＯＤ錠灸.弓 灸.弓㎎吸錠 宮急.急灸

⃝局 ベイスン錠灸.宮 灸.宮㎎吸錠 宮灸.泣灸

⃝局 ベイスン錠灸.弓 灸.弓㎎吸錠 宮急.急灸

ベオーバ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸朽泣.灸灸

⃝局 ペオン錠汲灸 汲灸㎎吸錠 吸弓.弓灸

ベサコリン散救％ 救％吸ℊ 吸灸.泣灸

⃝局 ベザトールＳＲ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸救.汲灸

⃝局 ベザトールＳＲ錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 吸泣.朽灸

ベサノイドカプセル吸灸㎎ 吸灸㎎吸カプセル 朽宮救.急灸

ベザフィブラート吸灸灸㎎徐放
錠

吸灸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

ベザフィブラート宮灸灸㎎徐放
錠

宮灸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

ベシケアＯＤ錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 朽泣.灸灸

ベシケアＯＤ錠救㎎ 救㎎吸錠 吸吸求.弓灸

ベシケア錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 朽泣.灸灸

ベシケア錠救㎎ 救㎎吸錠 吸吸求.弓灸

ベージニオ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 弓,弓吸泣.灸灸

ベージニオ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 朽,灸救泣.急灸

ベージニオ錠吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸錠 汲,朽吸朽.汲灸

⃝局 ベスタチンカプセル吸灸㎎ 吸灸㎎吸カプセル 救救急.救灸

⃝局 ベスタチンカプセル弓灸㎎ 弓灸㎎吸カプセル 泣急泣.宮灸

ベストン糖衣錠（宮救㎎） 宮救㎎吸錠 救.泣灸

β−ガラクトシダーゼ（アス
ペルギルス）救灸％散

救灸％吸ℊ 吸朽.灸灸

ベタキソロール塩酸塩錠
吸灸㎎「サワイ」

吸灸㎎吸錠 弓吸.灸灸

ベタキソロール塩酸塩錠
吸灸㎎「トーワ」

吸灸㎎吸錠 弓吸.灸灸

ベタキソロール塩酸塩救㎎錠 救㎎吸錠 吸急.泣灸

ベタキソロール塩酸塩吸灸㎎
錠

吸灸㎎吸錠 吸救.汲灸

ベタセレミン配合錠 吸錠 救.求灸

ベタナミン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 泣.吸灸

ベタナミン錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 吸泣.汲灸

ベタナミン錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 急吸.吸灸

ベタニス錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 泣急.泣灸

ベタニス錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸朽灸.宮灸

ベタヒスチンメシル酸塩朽㎎
錠

朽㎎吸錠 朽.吸灸

ベタヒスチンメシル酸塩
吸宮㎎錠

吸宮㎎吸錠 朽.急灸

ベタメタゾン散灸.吸％「フソ
ー」

灸.吸％吸ℊ 吸泣.宮灸

⃝局 ベタメタゾン錠灸.救㎎「サワ
イ」

灸.救㎎吸錠 朽.急灸

⃝局⃝麻ペチジン塩酸塩 吸ℊ 弓,汲灸朽.灸灸

ベックカプセル救㎎ 救㎎吸カプセル 宮吸.急灸

ベックカプセル吸灸㎎ 吸灸㎎吸カプセル 宮救.弓灸
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ベック顆
か

粒宮％ 宮％吸ℊ 救弓.汲灸

ベナゼプリル塩酸塩宮.救㎎錠 宮.救㎎吸錠 泣.救灸

ベナゼプリル塩酸塩救㎎錠 救㎎吸錠 吸朽.救灸

ベナゼプリル塩酸塩吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 弓灸.救灸

ベニジピン塩酸塩宮㎎錠 宮㎎吸錠 吸灸.吸灸

ベニジピン塩酸塩急㎎錠 急㎎吸錠 吸宮.救灸

ベニジピン塩酸塩汲㎎錠 汲㎎吸錠 宮救.吸灸

ベネクレクスタ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 汲求宮.汲灸

ベネクレクスタ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 弓,泣救朽.朽灸

ベネクレクスタ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 求,救汲救.泣灸

⃝局 ベネット錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 朽朽.吸灸

⃝局 ベネット錠吸求.救㎎ 吸求.救㎎吸錠 急急宮.弓灸

⃝局 ベネット錠求救㎎ 求救㎎吸錠 吸,泣汲吸.求灸

ベネトリンシロップ灸.灸急％ 灸.灸急％吸客 救.朽灸

ベハイド錠急㎎ 急㎎吸錠 救.救灸

ヘパンＥＤ配合内用剤 吸灸ℊ 朽弓.吸灸

ベプシドカプセル宮救㎎ 宮救㎎吸カプセル 救朽弓.宮灸

ベプシドカプセル救灸㎎ 救灸㎎吸カプセル 吸,灸汲弓.朽灸

ヘプセラ錠吸灸 吸灸㎎吸錠 求泣朽.汲灸

ベプリコール錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 救灸.吸灸

ベプリコール錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 泣救.宮灸

ヘプロニカート錠吸灸灸㎎「Ｃ
Ｈ」

吸灸灸㎎吸錠 救.泣灸

ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ
錠救㎎「ＫＮ」

救㎎吸錠 吸吸.朽灸

ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ
錠救㎎「サワイ」

救㎎吸錠 吸吸.朽灸

ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ
錠救㎎「タナベ」

救㎎吸錠 吸吸.朽灸

ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ
錠救㎎「トーワ」

救㎎吸錠 吸吸.朽灸

ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ
錠救㎎「日医工」

救㎎吸錠 吸吸.朽灸

ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ
錠吸灸㎎「ＫＮ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.汲灸

ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ
錠吸灸㎎「サワイ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.汲灸

ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ
錠吸灸㎎「タナベ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.汲灸

ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ
錠吸灸㎎「トーワ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.汲灸

ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ
錠吸灸㎎「日医工」

吸灸㎎吸錠 吸弓.汲灸

⃝局 ベポタスチンベシル酸塩錠
救㎎「ＳＮ」

救㎎吸錠 吸吸.朽灸

⃝局 ベポタスチンベシル酸塩錠
救㎎「ＫＮ」

救㎎吸錠 吸吸.朽灸

⃝局 ベポタスチンベシル酸塩錠
救㎎「サワイ」

救㎎吸錠 吸吸.朽灸

⃝局 ベポタスチンベシル酸塩錠
救㎎「ＪＧ」

救㎎吸錠 吸救.吸灸

⃝局 ベポタスチンベシル酸塩錠
救㎎「タナベ」

救㎎吸錠 吸吸.朽灸

⃝局 ベポタスチンベシル酸塩錠
救㎎「ＤＫ」

救㎎吸錠 吸吸.朽灸

⃝局 ベポタスチンベシル酸塩錠
救㎎「トーワ」

救㎎吸錠 吸吸.朽灸

⃝局 ベポタスチンベシル酸塩錠
救㎎「日医工」

救㎎吸錠 吸吸.朽灸

⃝局 ベポタスチンベシル酸塩錠
吸灸㎎「ＳＮ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.汲灸

⃝局 ベポタスチンベシル酸塩錠
吸灸㎎「ＫＮ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.汲灸

⃝局 ベポタスチンベシル酸塩錠
吸灸㎎「サワイ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.汲灸

⃝局 ベポタスチンベシル酸塩錠
吸灸㎎「ＪＧ」

吸灸㎎吸錠 吸求.求灸

⃝局 ベポタスチンベシル酸塩錠
吸灸㎎「タナベ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.汲灸

⃝局 ベポタスチンベシル酸塩錠
吸灸㎎「ＤＫ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.汲灸

⃝局 ベポタスチンベシル酸塩錠
吸灸㎎「トーワ」

吸灸㎎吸錠 吸弓.汲灸

ベポタスチンベシル酸塩
吸灸㎎錠

吸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

ペマジール錠急.救㎎ 急.救㎎吸錠 宮救,朽弓吸.宮灸

ヘマンジオルシロップ小児用
灸.弓求救％

灸.弓求救％吸客 宮朽弓.朽灸

⃝局 ペミラストン錠救㎎ 救㎎吸錠 吸汲.急灸

⃝局 ペミラストン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 弓宮.泣灸

⃝局 ペミラストンドライシロップ
灸.救％

灸.救％吸ℊ 弓弓.救灸

ペミロラストカリウム灸.救％
シロップ用

灸.救％吸ℊ 宮求.泣灸

ペミロラストカリウム救㎎錠 救㎎吸錠 吸弓.汲灸

⃝局 ペミロラストＫ錠吸灸㎎「武
田テバ」

吸灸㎎吸錠 宮汲.救灸

⃝局 ペミロラストＫ錠吸灸㎎「ト
ーワ」

吸灸㎎吸錠 宮汲.救灸

⃝局 ペミロラストＫ錠吸灸㎎「マ
イラン」

吸灸㎎吸錠 宮汲.救灸

ベムリディ錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 泣急朽.救灸

ヘモクロンカプセル宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸カプセル 宮灸.宮灸

ヘモナーゼ配合錠 吸錠 吸吸.救灸

ヘモリンガル舌下錠灸.吸汲㎎ 吸錠 宮灸.宮灸

ベラサスＬＡ錠朽灸㎍ 朽灸㎍吸錠 宮弓泣.求灸

ペラゾリン細粒急灸灸㎎ 急灸灸㎎吸包 吸,急吸汲.朽灸

ペラゾリン細粒汲灸灸㎎ 汲灸灸㎎吸包 宮,急吸救.求灸

ベラチン錠吸㎎ 吸㎎吸錠 吸宮.急灸

ベラチンドライシロップ小児
用灸.吸％

灸.吸％吸ℊ 吸急.吸灸

ベラパミル塩酸塩急灸㎎錠 急灸㎎吸錠 朽.急灸

ベラプロストナトリウム
宮灸㎍錠

宮灸㎍吸錠 吸救.灸灸

ベラプロストナトリウム
急灸㎍錠

急灸㎍吸錠 急灸.汲灸

ペリアクチン散吸％ 吸％吸ℊ 朽.救灸

ペリアクチン錠急㎎ 急㎎吸錠 救.汲灸

ペリアクチンシロップ
灸.灸急％

灸.灸急％吸灸客 吸朽.灸灸

ベリキューボ錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 吸弓吸.救灸

ベリキューボ錠救㎎ 救㎎吸錠 宮弓灸.宮灸

ベリキューボ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 急灸宮.宮灸

ペリシット錠吸宮救㎎ 吸宮救㎎吸錠 朽.宮灸

ペリシット錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 吸灸.救灸

ベリチーム配合顆
か

粒 吸ℊ 吸灸.急灸

ペリンドプリルエルブミン
宮㎎錠

宮㎎吸錠 宮吸.宮灸

ペリンドプリルエルブミン
急㎎錠

急㎎吸錠 弓朽.泣灸

ペルゴリド顆
か

粒灸.灸宮救％「日
医工」

灸.灸宮救％吸ℊ 泣救.求灸

ペルゴリドメシル酸塩救灸㎍
錠

救灸㎍吸錠 吸朽.朽灸

ペルゴリドメシル酸塩宮救灸㎍
錠

宮救灸㎍吸錠 朽汲.救灸

ベルサン 吸ℊ 朽.弓灸

ペルサンチン錠吸宮.救㎎ 吸宮.救㎎吸錠 救.泣灸

ペルサンチン錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 朽.吸灸

ペルサンチン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸灸.泣灸

ペルジピンＬＡカプセル
宮灸㎎

宮灸㎎吸カプセル 吸吸.宮灸

ペルジピンＬＡカプセル
急灸㎎

急灸㎎吸カプセル 吸吸.求灸

ペルジピン散吸灸％ 吸灸％吸ℊ 弓灸.泣灸

ペルジピン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 求.汲灸

ペルジピン錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸吸.宮灸

ベルソムラ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 朽泣.弓灸

ベルソムラ錠吸救㎎ 吸救㎎吸錠 泣灸.汲灸
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ベルソムラ錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸灸泣.泣灸

⃝局 ペルフェナジン錠 宮㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 ペルフェナジン錠 急㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 ペルフェナジン錠 汲㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 ペルフェナジンマレイン酸塩
錠

宮㎎吸錠 泣.急灸

⃝局 ペルフェナジンマレイン酸塩
錠

急㎎吸錠 泣.急灸

⃝局 ペルフェナジンマレイン酸塩
錠

汲㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 ヘルベッサーＲカプセル
吸灸灸㎎

吸灸灸㎎吸カプセル 宮吸.宮灸

⃝局 ヘルベッサーＲカプセル
宮灸灸㎎

宮灸灸㎎吸カプセル 急灸.求灸

ヘルベッサー錠弓灸 弓灸㎎吸錠 泣.救灸

ヘルベッサー錠朽灸 朽灸㎎吸錠 吸宮.急灸

ペルマックス錠救灸㎍ 救灸㎍吸錠 弓灸.朽灸

ペルマックス錠宮救灸㎍ 宮救灸㎍吸錠 吸宮宮.求灸

ベレキシブル錠汲灸㎎ 汲灸㎎吸錠 救,灸朽求.急灸

ペレックス配合顆
か

粒 吸ℊ 朽.弓灸

ペロスピロン塩酸塩錠急㎎
「アメル」

急㎎吸錠 朽.汲灸

ペロスピロン塩酸塩錠汲㎎
「アメル」

汲㎎吸錠 吸弓.灸灸

ペロスピロン塩酸塩錠吸朽㎎
「アメル」

吸朽㎎吸錠 宮宮.吸灸

ペングッド錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 吸吸.泣灸

ベンコール配合錠 吸錠 救.求灸

ベンザリン細粒吸％ 吸％吸ℊ 吸救.吸灸

ベンザリン錠宮 宮㎎吸錠 救.泣灸

ベンザリン錠救 救㎎吸錠 泣.吸灸

ベンザリン錠吸灸 吸灸㎎吸錠 吸急.宮灸

ベンズブロマロン細粒吸灸％
「ＫＯ」

吸灸％吸ℊ 弓宮.泣灸

ベンズブロマロン錠宮救㎎
「ＮＭ」

宮救㎎吸錠 求.灸灸

ベンズブロマロン錠救灸㎎
「ＮＭ」

救灸㎎吸錠 吸吸.吸灸

ベンズブロマロン宮救㎎錠 宮救㎎吸錠 救.泣灸

ベンズブロマロン救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 救.泣灸

ペンタサ顆
か

粒泣急％ 泣急％吸ℊ 吸宮吸.灸灸

⃝局 ペンタサ錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 弓急.灸灸

⃝局 ペンタサ錠救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸錠 朽吸.求灸

ペントキシベリンクエン酸塩
錠吸救㎎「ツルハラ」

吸救㎎吸錠 救.救灸

ペントナ散吸％ 吸％吸ℊ 急灸.宮灸

ペントナ錠急㎎ 急㎎吸錠 吸朽.汲灸

ベンフォチアミン錠宮救㎎
「トーワ」

宮救㎎吸錠 救.求灸

(ほ)

⃝局 ボウイ 吸灸ℊ 吸求.宮灸

※ 芳香散（鈴粉末） 吸ℊ 急.急灸

⃝局 ボウコン 吸灸ℊ 吸急.求灸

⃝局 抱水クロラール 吸ℊ 弓朽.泣灸

⃝局 ボウフウ 吸灸ℊ 急灸.宮灸

⃝局 ボクソク 吸灸ℊ 宮宮.灸灸

ホクナリン錠吸㎎ 吸㎎吸錠 吸宮.吸灸

ホクナリンドライシロップ
灸.吸％小児用

灸.吸％吸ℊ 吸急.吸灸

ボグリボース灸.宮㎎口腔
くう

内崩
壊錠

灸.宮㎎吸錠 吸灸.吸灸

ボグリボース灸.宮㎎錠 灸.宮㎎吸錠 吸灸.吸灸

ボグリボース灸.弓㎎口腔
くう

内崩
壊錠

灸.弓㎎吸錠 吸灸.泣灸

ボグリボース灸.弓㎎錠 灸.弓㎎吸錠 吸灸.泣灸

ボシュリフ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 弓,汲朽吸.宮灸

ボースデル内用液吸灸 吸灸㎎宮救灸客吸袋 汲汲宮.吸灸

ホスホマイシンカルシウムカ
プセル宮救灸㎎「日医工」

宮救灸㎎吸カプセル 急灸.宮灸

ホスホマイシンカルシウムカ
プセル救灸灸㎎「日医工」

救灸灸㎎吸カプセル 朽急.吸灸

⃝局 ホスホマイシンカルシウムド
ライシロップ急灸％「日医工」

急灸灸㎎吸ℊ 汲朽.宮灸

ホスミシン錠宮救灸 宮救灸㎎吸錠 急灸.宮灸

ホスミシン錠救灸灸 救灸灸㎎吸錠 朽急.吸灸

⃝局 ホスミシンドライシロップ
宮灸灸

宮灸灸㎎吸ℊ 救救.求灸

⃝局 ホスミシンドライシロップ
急灸灸

急灸灸㎎吸ℊ 汲朽.宮灸

ホスリボン配合顆
か

粒 吸灸灸㎎吸包(リンとし
て)

求吸.宮灸

ホスレノールＯＤ錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 吸灸救.弓灸

ホスレノールＯＤ錠救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸錠 吸救弓.泣灸

ホスレノール顆
か

粒分包宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸包 吸灸急.泣灸

ホスレノール顆
か

粒分包救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸包 吸救弓.朽灸

ホスレノールチュアブル錠
宮救灸㎎

宮救灸㎎吸錠 吸弓灸.汲灸

ホスレノールチュアブル錠
救灸灸㎎

救灸灸㎎吸錠 吸泣宮.宮灸

ボセンタン成人用ＤＳ
朽.宮救％「モチダ」

朽.宮救％吸ℊ 汲泣朽.急灸

ボセンタン朽宮.救㎎錠 朽宮.救㎎吸錠 求宮灸.求灸

⃝局 ボタンピ 吸灸ℊ 弓弓.朽灸

⃝局 ボタンピ末 吸灸ℊ 宮弓.救灸

ボナロン経口ゼリー弓救㎎ 弓救㎎吸包 汲灸弓.弓灸

⃝局 ボナロン錠救㎎ 救㎎吸錠 救急.汲灸

⃝局 ボナロン錠弓救㎎ 弓救㎎吸錠 弓宮泣.救灸

ホーネル錠灸.吸救 灸.吸救㎍吸錠 宮宮救.汲灸

ホーネル錠灸.弓 灸.弓㎍吸錠 弓救宮.泣灸

ボノサップパック急灸灸 吸シート 救救吸.急灸

ボノサップパック汲灸灸 吸シート 朽求泣.弓灸

ボノテオ錠吸㎎ 吸㎎吸錠 求朽.泣灸

ボノテオ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 宮,吸灸弓.泣灸

ボノピオンパック 吸シート 急泣急.泣灸

ポマリストカプセル吸㎎ 吸㎎吸カプセル 弓朽,泣灸宮.灸灸

ポマリストカプセル宮㎎ 宮㎎吸カプセル 急弓,泣汲吸.急灸

ポマリストカプセル弓㎎ 弓㎎吸カプセル 急汲,求弓朽.救灸

ポマリストカプセル急㎎ 急㎎吸カプセル 救宮,急吸汲.泣灸

⃝局 ホミカエキス 吸ℊ 汲.弓灸

⃝局 ホミカエキス散 吸ℊ 求.弓灸

⃝局 ホミカエキス散「ニッコー」 吸ℊ 求.救灸

⃝局 ホミカチンキ 吸灸客 急弓.灸灸

ホモクロルシクリジン塩酸塩
錠吸灸㎎「ツルハラ」

吸灸㎎吸錠 救.救灸

ポラキス錠吸 吸㎎吸錠 吸吸.救灸

ポラキス錠宮 宮㎎吸錠 吸宮.宮灸

ポラキス錠弓 弓㎎吸錠 吸宮.宮灸

ポラプレジンク顆
か

粒吸救％
「タイヨー」

吸救％吸ℊ 弓弓.救灸

ポラプレジンク吸救％顆
か

粒 吸救％吸ℊ 弓弓.救灸

ポラプレジンク求救㎎口腔
くう

内
崩壊錠

求救㎎吸錠 吸吸.宮灸

ポララミン散吸％ 吸％吸ℊ 吸吸.求灸

ポララミン錠宮㎎ 宮㎎吸錠 救.求灸

ポララミンシロップ灸.灸急％ 灸.灸急％吸灸客 吸朽.吸灸

ポララミンドライシロップ
灸.宮％

灸.宮％吸ℊ 救.汲灸

ポリカルボフィルカルシウム
汲弓.弓％細粒

汲弓.弓％吸ℊ 吸救.宮灸

⃝局 ボリコナゾール錠救灸㎎「ア
メル」

救灸㎎吸錠 宮灸救.汲灸

⃝局 ボリコナゾール錠救灸㎎「Ｊ
Ｇ」

救灸㎎吸錠 宮灸救.汲灸

⃝局 ボリコナゾール錠救灸㎎「タ
カタ」

救灸㎎吸錠 宮灸救.汲灸

⃝局 ボリコナゾール錠救灸㎎「武
田テバ」

救灸㎎吸錠 宮灸救.汲灸
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⃝局 ボリコナゾール錠救灸㎎「Ｄ
ＳＥＰ」

救灸㎎吸錠 宮灸救.汲灸

⃝局 ボリコナゾール錠救灸㎎「ト
ーワ」

救灸㎎吸錠 宮灸救.汲灸

⃝局 ボリコナゾール錠救灸㎎「日
医工」

救灸㎎吸錠 宮灸救.汲灸

⃝局 ボリコナゾール錠吸灸灸㎎「ア
メル」

吸灸灸㎎吸錠 弓灸灸.宮灸

⃝局 ボリコナゾール錠吸灸灸㎎「Ｊ
Ｇ」

吸灸灸㎎吸錠 弓灸灸.宮灸

⃝局 ボリコナゾール錠宮灸灸㎎「ア
メル」

宮灸灸㎎吸錠 朽救救.救灸

⃝局 ボリコナゾール錠宮灸灸㎎「Ｊ
Ｇ」

宮灸灸㎎吸錠 朽救救.救灸

⃝局 ボリコナゾール錠宮灸灸㎎「タ
カタ」

宮灸灸㎎吸錠 朽救救.救灸

⃝局 ボリコナゾール錠宮灸灸㎎「武
田テバ」

宮灸灸㎎吸錠 朽救救.救灸

⃝局 ボリコナゾール錠宮灸灸㎎「Ｄ
ＳＥＰ」

宮灸灸㎎吸錠 朽救救.救灸

⃝局 ボリコナゾール錠宮灸灸㎎「ト
ーワ」

宮灸灸㎎吸錠 朽救救.救灸

⃝局 ボリコナゾール錠宮灸灸㎎「日
医工」

宮灸灸㎎吸錠 朽救救.救灸

⃝局 ポリスチレンスルホン酸カル
シウム

吸ℊ 吸吸.朽灸

ポリスチレンスルホン酸Ca

顆
か

粒汲泣.宮泣％分包救.朽ℊ「三

和」

汲泣.宮泣％吸ℊ 泣.汲灸

ポリスチレンスルホン酸Ca
経口ゼリー宮灸％分包宮救ℊ
「三和」

宮灸％宮救ℊ吸個 朽吸.急灸

ポリスチレンスルホン酸Ca
散泣朽.求％分包救.吸求ℊ〈ハ
チ〉

泣朽.求％吸ℊ 吸灸.朽灸

⃝局 ポリスチレンスルホン酸Ca
「フソー」原末

吸ℊ 吸弓.弓灸

ポリスチレンスルホン酸ナト
リウム

吸ℊ 吸吸.灸灸

ホリゾン散吸％ 吸％吸ℊ 吸宮.汲灸

⃝局 ホリゾン錠宮㎎ 宮㎎吸錠 朽.灸灸

⃝局 ホリゾン錠救㎎ 救㎎吸錠 泣.急灸

ホーリット散吸灸％ 吸灸％吸ℊ 救弓.弓灸

ホーリット錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸吸.泣灸

ホーリット錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 宮宮.灸灸

ホリナート錠宮救㎎「ＮＩＧ」 宮救㎎吸錠 救汲朽.弓灸

ホリナート錠宮救㎎「ＮＫ」 宮救㎎吸錠 救汲朽.弓灸

ホリナート錠宮救㎎「オーハ
ラ」

宮救㎎吸錠 救汲朽.弓灸

ホリナート錠宮救㎎「ＫＣＣ」 宮救㎎吸錠 救汲朽.弓灸

ホリナート錠宮救㎎「サワイ」 宮救㎎吸錠 救汲朽.弓灸

ホリナート錠宮救㎎「ＪＧ」 宮救㎎吸錠 救汲朽.弓灸

ホリナート錠宮救㎎「タイホ
ウ」

宮救㎎吸錠 救汲朽.弓灸

ホリナート錠宮救㎎「武田テ
バ」

宮救㎎吸錠 救汲朽.弓灸

ホリナート錠宮救㎎「ＤＳＥ
Ｐ」

宮救㎎吸錠 救汲朽.弓灸

ホリナート錠宮救㎎「トーワ」 宮救㎎吸錠 救汲朽.弓灸

ポリフル細粒汲弓.弓％ 汲弓.弓％吸ℊ 吸泣.吸灸

ポリフル錠救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸錠 吸宮.弓灸

⃝局 ホーリン錠吸㎎ 吸㎎吸錠 吸弓.求灸

ボルタレンＳＲカプセル
弓求.救㎎

弓求.救㎎吸カプセル 吸吸.朽灸

ボルタレン錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 泣.宮灸

ボルトミー配合錠 吸錠 救.救灸

ポルトラック原末 吸ℊ 朽.救灸

⃝局 ボレイ 吸灸ℊ 泣.急灸

⃝局 ボレイ末 吸灸ℊ 吸灸.宮灸

本草安中散料エキス顆
か

粒−Ｍ 吸ℊ 救.急灸

本草温清飲エキス顆
か

粒−Ｍ 吸ℊ 朽.救灸

本草黄連解毒湯エキス顆
か

粒−
Ｍ

吸ℊ 求.灸灸

本草乙字湯エキス顆
か

粒−Ｍ 吸ℊ 朽.救灸

⃝局 本草加工ブシ末 吸ℊ 吸灸.灸灸

本草 根湯エキス顆
か

粒−Ｍ 吸ℊ 救.泣灸

本草 根湯加川芎
きゆう

辛夷
い

エキス

顆
か

粒−Ｍ

吸ℊ 朽.弓灸

本草加味逍
しよう

遙
よう

散エキス顆
か

粒−
Ｍ

吸ℊ 求.求灸

本草桂
けい

枝加F
しやく

薬湯エキス顆
か

粒
−Ｍ

吸ℊ 救.灸灸

本草桂
けい

枝湯エキス顆
か

粒−Ｓ 吸ℊ 救.急灸

本草桂
けい

枝茯
ぶく

苓
りよう

丸料エキス顆
か

粒
−Ｍ

吸ℊ 朽.朽灸

ホンゾウコウジン末 吸ℊ 吸吸.灸灸

本草五苓
れい

散顆
か

粒−Ｒ 吸ℊ 宮.急灸

本草柴
さい

胡
こ

加竜骨牡
ぼ

蛎
れい

湯エキス

顆
か

粒−Ｍ

吸ℊ 汲.汲灸

本草柴
さい

胡
こ

桂
けい

枝乾姜
きよう

湯エキス顆
か

粒−Ｍ
吸ℊ 汲.求灸

本草三黄瀉
しや

心湯エキス顆
か

粒−
Ｍ

吸ℊ 朽.救灸

本草四物湯エキス顆
か

粒−Ｍ 吸ℊ 救.宮灸

本草芍
しやく

薬甘草湯エキス顆
か

粒−
Ｍ

吸ℊ 救.弓灸

本草十全大補湯エキス顆
か

粒−
Ｍ

吸ℊ 求.汲灸

本草十味敗毒湯エキス顆
か

粒−
Ｍ

吸ℊ 朽.弓灸

本草小柴
さい

胡
こ

湯エキス顆
か

粒−Ｍ 吸ℊ 吸宮.吸灸

本草小青龍
りゆう

湯エキス顆
か

粒−Ｍ 吸ℊ 朽.泣灸

本草小半夏加茯
ぶく

苓
りよう

湯エキス顆
か

粒−Ｍ
吸ℊ 朽.朽灸

本草神秘湯エキス顆
か

粒−Ｍ 吸ℊ 汲.求灸

本草大柴
さい

胡
こ

湯エキス顆
か

粒−Ｍ 吸ℊ 泣.求灸

本草猪
ちよ

苓
れい

湯エキス顆
か

粒−Ｍ 吸ℊ 朽.救灸

本草桃核承気湯エキス顆
か

粒−
Ｍ

吸ℊ 朽.汲灸

本草当帰芍
しやく

薬散料エキス顆
か

粒
−Ｍ

吸ℊ 求.灸灸

本草人参湯エキス細粒 吸ℊ 朽.弓灸

本草八味丸料エキス顆
か

粒−Ｍ 吸ℊ 救.汲灸

本草半夏厚朴湯エキス顆
か

粒−
Ｍ

吸ℊ 汲.朽灸

本草半夏瀉
しや

心湯エキス顆
か

粒−
Ｍ

吸ℊ 泣.吸灸

本草平胃散料エキス顆
か

粒−Ｍ 吸ℊ 急.弓灸

本草防已
い

黄耆
ぎ

湯エキス顆
か

粒−
Ｍ

吸ℊ 朽.弓灸

本草防風通聖散エキス顆
か

粒−
Ｍ

吸ℊ 救.急灸

本草補中益気湯エキス顆
か

粒−
Ｍ

吸ℊ 吸灸.吸灸

本草麻黄湯エキス顆
か

粒−Ｓ 吸ℊ 救.求灸

本草麻杏
きよう

甘石湯エキス顆
か

粒−
Ｍ

吸ℊ 急.灸灸

本草薏
よく

苡
い

仁湯エキス顆
か

粒−Ｍ 吸ℊ 朽.灸灸

本草六君子湯エキス顆
か

粒−Ｍ 吸ℊ 汲.宮灸

本草苓
りよう

姜
きよう

朮
じゆつ

甘湯エキス顆
か

粒
−Ｍ

吸ℊ 朽.急灸

本草苓
りよう

桂
けい

朮
じゆつ

甘湯エキス顆
か

粒−
Ｍ

吸ℊ 救.吸灸

ボンゾール錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸急汲.灸灸

ボンゾール錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 弓吸救.灸灸

ポンタールカプセル宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸カプセル 求.汲灸

ポンタール細粒泣汲.救％ 泣汲.救％吸ℊ 吸泣.朽灸

ポンタール散救灸％ 救灸％吸ℊ 吸弓.救灸
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ポンタールシロップ弓.宮救％ 弓.宮救％吸客 朽.救灸

ボンビバ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 宮,吸灸急.弓灸

(ま)

マイスタン細粒吸％ 吸％吸ℊ 宮汲.弓灸

マイスタン錠救㎎ 救㎎吸錠 吸汲.吸灸

マイスタン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 弓吸.求灸

⃝局 マイスリー錠救㎎ 救㎎吸錠 宮求.弓灸

⃝局 マイスリー錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 急急.泣灸

マイテラーゼ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸求.弓灸

マヴィレット配合錠 吸錠 吸汲,宮急泣.泣灸

⃝局 マオウ 吸灸ℊ 吸宮.救灸

マグコロール散朽汲％分包
救灸ℊ

朽汲％救灸ℊ吸包 弓求泣.宮灸

マグコロール散朽汲％分包
吸灸灸ℊ

朽汲％吸灸灸ℊ吸包 求朽泣.吸灸

マグコロール内用液吸弓.朽％
分包宮救灸客

吸弓.朽％宮救灸客吸包 弓泣朽.急灸

マクサルトＲＰＤ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 救宮弓.灸灸

マクサルト錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 救吸汲.汲灸

マグテクト配合内服液 吸灸客 吸灸.求灸

マグミット細粒汲弓％ 汲弓％吸ℊ 泣.汲灸

⃝局 マシニン 吸灸ℊ 吸吸.灸灸

マスーレッド錠救㎎ 救㎎吸錠 急急.灸灸

マスーレッド錠吸宮.救㎎ 吸宮.救㎎吸錠 泣宮.泣灸

マスーレッド錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 吸朽弓.汲灸

マスーレッド錠求救㎎ 求救㎎吸錠 急灸弓.朽灸

マーズレンＳ配合顆
か

粒 吸ℊ 吸宮.吸灸

マーズレン配合錠灸.弓求救ＥＳ 吸錠 朽.汲灸

マーズレン配合錠灸.救ＥＳ 吸錠 汲.求灸

マーズレン配合錠吸.灸ＥＳ 吸錠 吸弓.朽灸

マックターゼ配合錠 吸錠 救.求灸

マックメット懸濁用配合ＤＳ 吸ℊ 朽.救灸

マドパー配合錠 吸錠 宮宮.宮灸

マナミンＧＡ配合顆
か

粒 吸ℊ 朽.救灸

マナミンＴＭ散 吸ℊ 朽.弓灸

マニジピン塩酸塩救㎎錠 救㎎吸錠 吸灸.吸灸

マニジピン塩酸塩吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

マニジピン塩酸塩宮灸㎎錠 宮灸㎎吸錠 吸朽.救灸

マブリン散吸％ 吸％吸ℊ 吸灸泣.吸灸

マプロチリン塩酸塩吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 救.泣灸

マプロチリン塩酸塩宮救㎎錠 宮救㎎吸錠 吸灸.汲灸

マプロチリン塩酸塩救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 宮弓.灸灸

マラロン小児用配合錠 吸錠 宮急朽.汲灸

マラロン配合錠 吸錠 救灸求.弓灸

マリキナ配合顆
か

粒 吸ℊ 朽.弓灸

マリゼブ錠吸宮.救㎎ 吸宮.救㎎吸錠 急宮吸.急灸

マリゼブ錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 求泣宮.灸灸

※ マルツエキス分包（高田） 吸ℊ 朽.弓灸

マルファ懸濁用配合顆
か

粒 吸ℊ 吸弓.灸灸

マーレッジ懸濁用配合ＤＳ 吸ℊ 朽.救灸

マーロックス懸濁用配合顆
か

粒 吸ℊ 吸弓.灸灸

マンケイシ 吸灸ℊ 吸汲.宮灸

(み)

ミオカーム内服液 弓弓.弓％ 弓弓.弓％吸客 宮朽.救灸

ミオナール顆
か

粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 弓急.宮灸

ミオナール錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸吸.朽灸

ミカトリオ配合錠 吸錠 吸吸急.求灸

ミカムロ配合錠ＡＰ 吸錠 求灸.泣灸

ミカムロ配合錠ＢＰ 吸錠 吸灸朽.泣灸

⃝局 ミカルディス錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 弓泣.泣灸

⃝局 ミカルディス錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 求救.汲灸

⃝局 ミカルディス錠汲灸㎎ 汲灸㎎吸錠 吸灸汲.泣灸

ミグシス錠救㎎ 救㎎吸錠 宮吸.汲灸

ミグリステン錠宮灸 宮灸㎎吸錠 吸灸.汲灸

ミグリトールＯＤ錠救灸㎎
「サワイ」

救灸㎎吸錠 吸灸.汲灸

ミグリトールＯＤ錠救灸㎎
「トーワ」

救灸㎎吸錠 吸灸.汲灸

ミグリトールＯＤ錠求救㎎
「サワイ」

求救㎎吸錠 吸弓.求灸

ミグリトールＯＤ錠求救㎎
「トーワ」

求救㎎吸錠 吸弓.求灸

ミグリトール錠宮救㎎「ＪＧ」 宮救㎎吸錠 朽.泣灸

⃝局 ミグリトール錠宮救㎎「トー
ワ」

宮救㎎吸錠 朽.泣灸

ミグリトール錠救灸㎎「ＪＧ」 救灸㎎吸錠 吸灸.汲灸

⃝局 ミグリトール錠救灸㎎「トー
ワ」

救灸㎎吸錠 吸灸.汲灸

ミグリトール錠求救㎎「ＪＧ」 求救㎎吸錠 吸弓.求灸

⃝局 ミグリトール錠求救㎎「トー
ワ」

求救㎎吸錠 吸弓.求灸

ミグリトール宮救㎎口腔
くう

内崩
壊錠

宮救㎎吸錠 朽.泣灸

⃝局 ミグレニン 吸ℊ 求.求灸

ミケランＬＡカプセル吸救㎎ 吸救㎎吸カプセル 救救.救灸

ミケラン細粒吸％ 吸％吸ℊ 宮朽.吸灸

ミケラン錠救㎎ 救㎎吸錠 吸吸.泣灸

ミコフェノール酸モフェチル
カプセル宮救灸㎎「テバ」

宮救灸㎎吸カプセル 朽救.宮灸

ミコフェノール酸モフェチル
カプセル宮救灸㎎「ファイザ
ー」

宮救灸㎎吸カプセル 朽救.宮灸

ミコブティンカプセル吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸カプセル 求朽急.弓灸

⃝局 ミコンビ配合錠ＡＰ 吸錠 汲弓.急灸

⃝局 ミコンビ配合錠ＢＰ 吸錠 吸吸求.宮灸

⃝局 ミゾリビン錠宮救㎎「サワイ」 宮救㎎吸錠 急汲.救灸

⃝局 ミゾリビン錠救灸㎎「サワイ」 救灸㎎吸錠 求宮.弓灸

ミチグリニドCa・ＯＤ錠
救㎎「ＳＮ」

救㎎吸錠 朽.求灸

ミチグリニドCa・ＯＤ錠
救㎎「三和」

救㎎吸錠 朽.求灸

ミチグリニドCa・ＯＤ錠
救㎎「ＪＧ」

救㎎吸錠 朽.求灸

ミチグリニドCa・ＯＤ錠
救㎎「ＴＣＫ」

救㎎吸錠 朽.求灸

ミチグリニドCa・ＯＤ錠
救㎎「フソー」

救㎎吸錠 朽.求灸

ミチグリニドCa・ＯＤ錠
吸灸㎎「ＳＮ」

吸灸㎎吸錠 吸吸.救灸

ミチグリニドCa・ＯＤ錠
吸灸㎎「三和」

吸灸㎎吸錠 吸吸.救灸

ミチグリニドCa・ＯＤ錠
吸灸㎎「ＪＧ」

吸灸㎎吸錠 吸吸.救灸

ミチグリニドCa・ＯＤ錠
吸灸㎎「ＴＣＫ」

吸灸㎎吸錠 吸吸.救灸

ミチグリニドCa・ＯＤ錠
吸灸㎎「フソー」

吸灸㎎吸錠 吸吸.救灸

ミティキュアダニ舌下錠
弓,弓灸灸ＪＡＵ

弓,弓灸灸ＪＡＵ吸錠 朽朽.救灸

ミティキュアダニ舌下錠
吸灸,灸灸灸ＪＡＵ

吸灸,灸灸灸ＪＡＵ吸錠 宮灸灸.汲灸

ミドドリン塩酸塩錠宮㎎「オ
ーハラ」

宮㎎吸錠 吸灸.弓灸

ミドドリン塩酸塩錠宮㎎「サ
ワイ」

宮㎎吸錠 吸灸.弓灸

ミドドリン塩酸塩錠宮㎎「Ｊ
Ｇ」

宮㎎吸錠 吸灸.弓灸

ミドドリン塩酸塩錠宮㎎「ト
ーワ」

宮㎎吸錠 吸灸.弓灸

ミドドリン塩酸塩宮㎎錠 宮㎎吸錠 求.宮灸

ミニプレス錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 救.泣灸

ミニプレス錠吸㎎ 吸㎎吸錠 吸灸.救灸

ミニリンメルトＯＤ錠宮救㎍ 宮救㎍吸錠 救宮.灸灸

ミニリンメルトＯＤ錠救灸㎍ 救灸㎍吸錠 汲汲.灸灸

ミニリンメルトＯＤ錠朽灸㎍ 朽灸㎍吸錠 泣弓.灸灸
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ミニリンメルトＯＤ錠吸宮灸㎍ 吸宮灸㎍吸錠 吸朽灸.朽灸

ミニリンメルトＯＤ錠宮急灸㎍ 宮急灸㎍吸錠 宮朽求.急灸

ミネブロ錠吸.宮救㎎ 吸.宮救㎎吸錠 急求.汲灸

ミネブロ錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 泣吸.朽灸

ミネブロ錠救㎎ 救㎎吸錠 吸弓求.急灸

ミノアレ散朽朽.求％ 朽朽.求％吸ℊ 吸求.宮灸

⃝局 ミノサイクリン塩酸塩顆
か

粒
宮％「サワイ」

宮灸㎎吸ℊ 宮灸.灸灸

ミノサイクリン塩酸塩救灸㎎
錠

救灸㎎吸錠 吸吸.汲灸

ミノサイクリン塩酸塩吸灸灸㎎
カプセル

吸灸灸㎎吸カプセル 宮宮.灸灸

ミノサイクリン塩酸塩吸灸灸㎎
錠

吸灸灸㎎吸錠 宮宮.灸灸

ミノドロン酸錠吸㎎「あゆ
み」

吸㎎吸錠 宮朽.急灸

ミノドロン酸錠吸㎎「ＮＩ
Ｇ」

吸㎎吸錠 宮朽.急灸

ミノドロン酸錠吸㎎「サワ
イ」

吸㎎吸錠 宮朽.急灸

ミノドロン酸錠吸㎎「ＪＧ」 吸㎎吸錠 急宮.宮灸

ミノドロン酸錠吸㎎「武田テ
バ」

吸㎎吸錠 宮朽.急灸

ミノドロン酸錠吸㎎「トー
ワ」

吸㎎吸錠 宮朽.急灸

ミノドロン酸錠吸㎎「日医
工」

吸㎎吸錠 宮朽.急灸

ミノドロン酸錠吸㎎「ニプ
ロ」

吸㎎吸錠 宮朽.急灸

ミノドロン酸錠吸㎎「三笠
かさ

」 吸㎎吸錠 宮朽.急灸

ミノドロン酸錠吸㎎「ＹＤ」 吸㎎吸錠 宮朽.急灸

ミノドロン酸錠救灸㎎「あゆ
み」

救灸㎎吸錠 朽泣汲.吸灸

ミノドロン酸錠救灸㎎「サワ
イ」

救灸㎎吸錠 朽泣汲.吸灸

ミノドロン酸錠救灸㎎「ＪＧ」 救灸㎎吸錠 朽泣汲.吸灸

ミノドロン酸錠救灸㎎「トー
ワ」

救灸㎎吸錠 朽泣汲.吸灸

ミノドロン酸錠救灸㎎「ニプ
ロ」

救灸㎎吸錠 朽泣汲.吸灸

ミノドロン酸錠救灸㎎「三笠
かさ

」 救灸㎎吸錠 朽泣汲.吸灸

ミノドロン酸錠救灸㎎「ＹＤ」 救灸㎎吸錠 朽泣汲.吸灸

ミノドロン酸救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 朽宮求.宮灸

ミノマイシンカプセル救灸㎎ 救灸㎎吸カプセル 吸朽.救灸

ミノマイシンカプセル吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸カプセル 弓弓.朽灸

⃝局 ミノマイシン顆
か

粒宮％ 宮灸㎎吸ℊ 宮灸.灸灸

⃝局 ミノマイシン錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸朽.救灸

ミヤＢＭ細粒 吸ℊ 朽.弓灸

ミヤＢＭ錠 吸錠 救.求灸

ミラペックスＬＡ錠灸.弓求救㎎ 灸.弓求救㎎吸錠 汲求.吸灸

ミラペックスＬＡ錠吸.救㎎ 吸.救㎎吸錠 宮泣汲.汲灸

ミリダシン錠泣灸㎎ 泣灸㎎吸錠 泣.朽灸

ミルタザピンＯＤ錠吸救㎎
「アメル」

吸救㎎吸錠 弓宮.宮灸

ミルタザピンＯＤ錠吸救㎎
「サワイ」

吸救㎎吸錠 宮救.救灸

ミルタザピンＯＤ錠吸救㎎
「ＤＳＥＰ」

吸救㎎吸錠 弓宮.宮灸

ミルタザピンＯＤ錠吸救㎎
「トーワ」

吸救㎎吸錠 宮救.救灸

ミルタザピンＯＤ錠弓灸㎎
「アメル」

弓灸㎎吸錠 救宮.求灸

ミルタザピンＯＤ錠弓灸㎎
「サワイ」

弓灸㎎吸錠 急弓.汲灸

ミルタザピンＯＤ錠弓灸㎎
「ＤＳＥＰ」

弓灸㎎吸錠 救宮.求灸

ミルタザピンＯＤ錠弓灸㎎
「トーワ」

弓灸㎎吸錠 急弓.汲灸

ミルタザピン錠吸救㎎「共創
未来」

吸救㎎吸錠 弓宮.宮灸

ミルタザピン錠吸救㎎「サワ
イ」

吸救㎎吸錠 宮救.救灸

ミルタザピン錠吸救㎎「ＪＧ」 吸救㎎吸錠 弓宮.宮灸

ミルタザピン錠吸救㎎「武田
テバ」

吸救㎎吸錠 宮救.救灸

ミルタザピン錠吸救㎎「トー
ワ」

吸救㎎吸錠 宮救.救灸

ミルタザピン錠吸救㎎「フェ
ルゼン」

吸救㎎吸錠 弓宮.宮灸

ミルタザピン錠吸救㎎「明治」 吸救㎎吸錠 宮救.救灸

ミルタザピン錠弓灸㎎「共創
未来」

弓灸㎎吸錠 救宮.求灸

ミルタザピン錠弓灸㎎「サワ
イ」

弓灸㎎吸錠 急弓.汲灸

ミルタザピン錠弓灸㎎「ＪＧ」 弓灸㎎吸錠 救宮.求灸

ミルタザピン錠弓灸㎎「武田
テバ」

弓灸㎎吸錠 急弓.汲灸

ミルタザピン錠弓灸㎎「ＴＣ
Ｋ」

弓灸㎎吸錠 救宮.求灸

ミルタザピン錠弓灸㎎「トー
ワ」

弓灸㎎吸錠 急弓.汲灸

ミルタザピン錠弓灸㎎「フェ
ルゼン」

弓灸㎎吸錠 救宮.求灸

ミルタザピン錠弓灸㎎「明治」 弓灸㎎吸錠 急弓.汲灸

ミルタザピン吸救㎎口腔
くう

内崩
壊錠

吸救㎎吸錠 吸泣.弓灸

ミルタザピン吸救㎎錠 吸救㎎吸錠 吸泣.弓灸

ミルタザピン弓灸㎎口腔
くう

内崩
壊錠

弓灸㎎吸錠 弓救.宮灸

ミルタザピン弓灸㎎錠 弓灸㎎吸錠 弓救.宮灸

ミルナシプラン塩酸塩錠
宮救㎎「アメル」

宮救㎎吸錠 吸宮.朽灸

ミルナシプラン塩酸塩錠
宮救㎎「サワイ」

宮救㎎吸錠 吸宮.朽灸

ミルナシプラン塩酸塩錠
宮救㎎「トーワ」

宮救㎎吸錠 吸宮.朽灸

ミルナシプラン塩酸塩錠
宮救㎎「日医工」

宮救㎎吸錠 吸宮.朽灸

ミルナシプラン塩酸塩
吸宮.救㎎錠

吸宮.救㎎吸錠 汲.急灸

ミルナシプラン塩酸塩吸救㎎
錠

吸救㎎吸錠 泣.灸灸

ミルナシプラン塩酸塩宮救㎎
錠

宮救㎎吸錠 泣.弓灸

ミルナシプラン塩酸塩救灸㎎
錠

救灸㎎吸錠 宮灸.泣灸

ミルマグ錠弓救灸㎎ 弓救灸㎎吸錠 救.求灸

ミルマグ内用懸濁液求.宮％ 求.宮％吸灸客 吸朽.宮灸

ミルラクト細粒救灸％ 救灸％吸ℊ 救朽.朽灸

ミンクリア内用散布液灸.汲％ 宮灸客吸筒 汲急救.吸灸

(む)

ムコサール錠吸救㎎ 吸救㎎吸錠 救.泣灸

ムコスタ顆
か

粒宮灸％ 宮灸％吸ℊ 吸汲.泣灸

⃝局 ムコスタ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

ムコソルバンＬ錠急救㎎ 急救㎎吸錠 弓弓.汲灸

ムコソルバン錠吸救㎎ 吸救㎎吸錠 吸吸.急灸

ムコソルバン内用液灸.求救％ 灸.求救％吸客 朽.宮灸

⃝局 ムコダイン錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 汲.救灸

⃝局 ムコダイン錠救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸錠 吸吸.宮灸

ムコダインシロップ救％ 救％吸客 朽.吸灸

ムコダインＤＳ救灸％ 救灸％吸ℊ 吸泣.求灸

ムコブロチン配合シロップ 吸客 弓.朽灸

⃝局 無水カフェイン 吸ℊ 泣.求灸

⃝局 無水クエン酸 吸灸ℊ 吸吸.汲灸

ムーベン配合内用液 救灸灸客吸瓶 救急灸.弓灸

ムルプレタ錠弓㎎ 弓㎎吸錠 吸救,弓宮急.朽灸

ムンデシンカプセル吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸カプセル 宮,朽朽朽.吸灸

070



(め)

⃝局 メイアクトＭＳ小児用細粒
吸灸％

吸灸灸㎎吸ℊ 吸朽朽.弓灸

⃝局 メイアクトＭＳ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 急朽.灸灸

メイラックス細粒吸％ 吸％吸ℊ 吸救汲.急灸

⃝局 メイラックス錠吸㎎ 吸㎎吸錠 吸宮.急灸

メイラックス錠宮㎎ 宮㎎吸錠 吸泣.救灸

⃝局 メインテート錠灸.朽宮救㎎ 灸.朽宮救㎎吸錠 吸急.宮灸

⃝局 メインテート錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 吸泣.求灸

⃝局 メインテート錠救㎎ 救㎎吸錠 宮急.吸灸

メキシチールカプセル救灸㎎ 救灸㎎吸カプセル 吸宮.救灸

メキシチールカプセル吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸カプセル 吸汲.朽灸

メキシレチン塩酸塩錠救灸㎎
「ＫＣＣ」

救灸㎎吸錠 吸灸.救灸

メキシレチン塩酸塩錠吸灸灸㎎
「ＫＣＣ」

吸灸灸㎎吸錠 吸汲.朽灸

メキシレチン塩酸塩救灸㎎カ
プセル

救灸㎎吸カプセル 救.泣灸

メキシレチン塩酸塩救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 救.泣灸

メキシレチン塩酸塩吸灸灸㎎カ
プセル

吸灸灸㎎吸カプセル 求.救灸

メキシレチン塩酸塩吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 求.救灸

メキタジン弓㎎錠 弓㎎吸錠 救.求灸

メキニスト錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 求,汲求急.泣灸

メキニスト錠宮㎎ 宮㎎吸錠 宮泣,救救汲.急灸

メクトビ錠吸救㎎ 吸救㎎吸錠 急,泣宮朽.急灸

メコバラミンカプセル宮救灸㎍
「日新」

灸.宮救㎎吸カプセル 救.求灸

メコバラミン灸.宮救㎎錠 灸.宮救㎎吸錠 救.求灸

メコバラミン灸.救㎎錠 灸.救㎎吸錠 救.求灸

⃝麻 メサペイン錠救㎎ 救㎎吸錠 吸汲急.汲灸

⃝麻 メサペイン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 弓救吸.宮灸

メサラジン顆
か

粒救灸％「ＡＫ
Ｐ」

救灸％吸ℊ 急弓.宮灸

⃝局 メサラジン錠宮救灸㎎「ＡＫ
Ｐ」

宮救灸㎎吸錠 吸救.汲灸

⃝局 メサラジン錠宮救灸㎎「ＮＰ」 宮救灸㎎吸錠 吸救.汲灸

⃝局 メサラジン錠宮救灸㎎「Ｆ」 宮救灸㎎吸錠 吸救.汲灸

⃝局 メサラジン錠宮救灸㎎「ケミフ
ァ」

宮救灸㎎吸錠 吸救.汲灸

⃝局 メサラジン錠宮救灸㎎「サワ
イ」

宮救灸㎎吸錠 吸救.汲灸

⃝局 メサラジン錠宮救灸㎎「トー
ワ」

宮救灸㎎吸錠 吸汲.灸灸

⃝局 メサラジン錠宮救灸㎎「日医
工」

宮救灸㎎吸錠 吸救.汲灸

⃝局 メサラジン錠救灸灸㎎「ＡＫ
Ｐ」

救灸灸㎎吸錠 弓宮.朽灸

⃝局 メサラジン錠救灸灸㎎「ＮＰ」 救灸灸㎎吸錠 弓宮.朽灸

⃝局 メサラジン錠救灸灸㎎「Ｆ」 救灸灸㎎吸錠 弓宮.朽灸

⃝局 メサラジン錠救灸灸㎎「ケミフ
ァ」

救灸灸㎎吸錠 弓宮.朽灸

⃝局 メサラジン錠救灸灸㎎「サワ
イ」

救灸灸㎎吸錠 弓宮.朽灸

⃝局 メサラジン錠救灸灸㎎「トー
ワ」

救灸灸㎎吸錠 弓宮.朽灸

⃝局 メサラジン錠救灸灸㎎「日医
工」

救灸灸㎎吸錠 弓宮.朽灸

⃝局 メサラジン徐放錠宮救灸㎎「Ｊ
Ｇ」

宮救灸㎎吸錠 吸汲.灸灸

⃝局 メサラジン徐放錠宮救灸㎎「日
医工Ｐ」

宮救灸㎎吸錠 吸汲.灸灸

⃝局 メサラジン徐放錠救灸灸㎎「Ｊ
Ｇ」

救灸灸㎎吸錠 弓宮.朽灸

⃝局 メサラジン徐放錠救灸灸㎎「日
医工Ｐ」

救灸灸㎎吸錠 弓宮.朽灸

メサラジン腸溶錠急灸灸㎎「あ
すか」

急灸灸㎎吸錠 宮弓.汲灸

メサラジン腸溶錠急灸灸㎎
「Ｆ」

急灸灸㎎吸錠 宮弓.汲灸

メサラジン腸溶錠急灸灸㎎「Ｋ
Ｎ」

急灸灸㎎吸錠 宮弓.汲灸

メサラジン腸溶錠急灸灸㎎「サ
ワイ」

急灸灸㎎吸錠 宮弓.汲灸

メサラジン腸溶錠急灸灸㎎「フ
ァイザー」

急灸灸㎎吸錠 宮弓.汲灸

メジコン散吸灸％ 吸灸％吸ℊ 宮灸.汲灸

メジコン錠吸救㎎ 吸救㎎吸錠 救.求灸

メジコン配合シロップ 吸灸客 吸泣.救灸

メスチノン錠朽灸㎎ 朽灸㎎吸錠 吸泣.求灸

メーゼント錠灸.宮救㎎ 灸.宮救㎎吸錠 吸,灸汲弓.救灸

メーゼント錠宮㎎ 宮㎎吸錠 汲,朽朽汲.灸灸

⃝局 メソトレキセート錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 宮泣.灸灸

⃝局 メタクト配合錠ＨＤ 吸錠 求求.急灸

⃝局 メタクト配合錠ＬＤ 吸錠 急汲.救灸

メタコリマイシンカプセル
弓灸灸万単位

弓灸灸万単位吸カプセル 救汲.求灸

メタコリマイシン顆
か

粒宮灸灸万
単位／ℊ

宮灸灸万単位吸ℊ 急吸.急灸

メダゼパム錠宮（ツルハラ） 宮㎎吸錠 救.求灸

メダゼパム錠救（ツルハラ） 救㎎吸錠 救.求灸

⃝局 メタライト宮救灸カプセル 宮救灸㎎吸カプセル 宮泣弓.弓灸

メタルカプターゼカプセル
救灸㎎

救灸㎎吸カプセル 宮朽.灸灸

メタルカプターゼカプセル
吸灸灸㎎

吸灸灸㎎吸カプセル 急救.求灸

メタルカプターゼカプセル
宮灸灸㎎

宮灸灸㎎吸カプセル 汲弓.朽灸

⃝局 メチエフ散吸灸％ 吸灸％吸ℊ 求.救灸

メチコバール細粒灸.吸％ 灸.吸％救灸灸㎎吸包 吸汲.吸灸

⃝局 メチコバール錠宮救灸㎍ 灸.宮救㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 メチコバール錠救灸灸㎍ 灸.救㎎吸錠 吸宮.宮灸

⃝局 メチルエフェドリン散吸灸％
「フソー」

吸灸％吸ℊ 求.救灸

⃝局 メチルエルゴメトリン錠
灸.吸宮救㎎「あすか」

灸.吸宮救㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 メチルエルゴメトリンマレイ
ン酸塩錠

灸.吸宮救㎎吸錠 泣.汲灸

メチルジゴキシン灸.吸㎎錠 灸.吸㎎吸錠 救.泣灸

メチルジゴキシン灸.灸救㎎錠 灸.灸救㎎吸錠 救.求灸

⃝局 メチルテストステロン錠 吸灸㎎吸錠 吸求.朽灸

⃝局 メチルテストステロン錠 宮救㎎吸錠 救宮.灸灸

⃝局 メチルドパ錠 吸宮救㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 メチルドパ錠 宮救灸㎎吸錠 吸吸.汲灸

⃝麻 メテバニール錠宮㎎ 宮㎎吸錠 泣急.吸灸

メトアナ配合錠ＨＤ 吸錠 急汲.救灸

メトアナ配合錠ＬＤ 吸錠 急汲.朽灸

⃝局 メトグルコ錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 メトグルコ錠救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸錠 吸吸.朽灸

メトクロプラミド細粒宮％
「ツルハラ」

宮％吸ℊ 朽.弓灸

⃝局 メトクロプラミド錠吸灸㎎
「あすか」

吸灸㎎吸錠 朽.吸灸

メトクロプラミド救㎎錠 救㎎吸錠 救.求灸

⃝局 メトトレキサートカプセル
宮㎎「サンド」

宮㎎吸カプセル 吸灸泣.求灸

⃝局 メトトレキサートカプセル
宮㎎「トーワ」

宮㎎吸カプセル 吸灸泣.求灸

メトトレキサート錠宮㎎「あ
ゆみ」

宮㎎吸錠 吸灸泣.求灸

メトトレキサート錠宮㎎「タ
ナベ」

宮㎎吸錠 吸灸泣.求灸

メトトレキサート宮㎎カプセ
ル

宮㎎吸カプセル 朽求.汲灸

メトトレキサート宮㎎錠 宮㎎吸錠 朽求.汲灸

メトピロンカプセル宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸カプセル 急吸灸.泣灸

メトプロロール酒石酸塩
宮灸㎎錠

宮灸㎎吸錠 求.急灸
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メトプロロール酒石酸塩
急灸㎎錠

急灸㎎吸錠 求.救灸

メトホルミン塩酸塩宮救灸㎎Ｍ
Ｔ錠

宮救灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

メトホルミン塩酸塩宮救灸㎎Ｇ
Ｌ錠

宮救灸㎎吸錠 泣.汲灸

メトホルミン塩酸塩救灸灸㎎Ｍ
Ｔ錠

救灸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

メトリジン錠宮㎎ 宮㎎吸錠 宮灸.求灸

メトリジンＤ錠宮㎎ 宮㎎吸錠 宮灸.求灸

メドロキシプロゲステロン酢
酸エステル錠宮.救㎎「Ｆ」

宮.救㎎吸錠 吸朽.弓灸

メドロキシプロゲステロン酢
酸エステル錠宮.救㎎「トー
ワ」

宮.救㎎吸錠 求.宮灸

メドロキシプロゲステロン酢
酸エステル錠救㎎「Ｆ」

救㎎吸錠 吸求.灸灸

メドロキシプロゲステロン酢
酸エステル宮灸灸㎎錠

宮灸灸㎎吸錠 汲朽.汲灸

メドロール錠宮㎎ 宮㎎吸錠 求.吸灸

メドロール錠急㎎ 急㎎吸錠 吸弓.救灸

メナテトレノンカプセル
吸救㎎「科研」

吸救㎎吸カプセル 吸宮.汲灸

メナテトレノンカプセル
吸救㎎「ＣＨ」

吸救㎎吸カプセル 吸宮.汲灸

メナテトレノンカプセル
吸救㎎「ＴＹＫ」

吸救㎎吸カプセル 吸宮.汲灸

メナテトレノンカプセル
吸救㎎「トーワ」

吸救㎎吸カプセル 吸宮.汲灸

メナテトレノンカプセル
吸救㎎「日医工」

吸救㎎吸カプセル 吸宮.汲灸

メナテトレノンカプセル
吸救㎎「ＹＤ」

吸救㎎吸カプセル 吸宮.汲灸

メナテトレノン吸救㎎カプセ
ル

吸救㎎吸カプセル 泣.救灸

メネシット配合錠吸灸灸 吸錠 吸求.救灸

メネシット配合錠宮救灸 吸錠 急宮.求灸

⃝局 メバレクト錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸泣.弓灸

⃝局 メバロチン細粒灸.救％ 灸.救％吸ℊ 弓朽.弓灸

⃝局 メバロチン細粒吸％ 吸％吸ℊ 朽急.宮灸

⃝局 メバロチン錠救 救㎎吸錠 宮灸.宮灸

⃝局 メバロチン錠吸灸 吸灸㎎吸錠 弓求.灸灸

メファキン「ヒサミツ」錠
宮求救

宮求救㎎吸錠 求汲急.急灸

メプチン顆
か

粒灸.灸吸％ 灸.灸吸％吸ℊ 弓泣.吸灸

メプチン錠救灸㎍ 灸.灸救㎎吸錠 吸吸.泣灸

メプチンシロップ救㎍／客 灸.灸灸灸救％吸客 朽.求灸

メプチンドライシロップ
灸.灸灸救％

灸.灸灸救％吸ℊ 急朽.朽灸

メプチンミニ錠宮救㎍ 灸.灸宮救㎎吸錠 吸吸.急灸

⃝局 メフルシド錠宮救㎎「日医工」 宮救㎎吸錠 朽.吸灸

メペンゾラート臭化物錠
求.救㎎「ツルハラ」

求.救㎎吸錠 救.求灸

※ メベンダゾール錠吸灸灸（ヤン
センファーマ）

吸灸灸㎎吸錠 弓朽朽.急灸

メマリーＯＤ錠救㎎ 救㎎吸錠 吸吸灸.泣灸

メマリーＯＤ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸泣汲.弓灸

メマリーＯＤ錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 弓救救.朽灸

メマリー錠救㎎ 救㎎吸錠 吸吸灸.泣灸

メマリー錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸泣汲.弓灸

メマリー錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 弓救救.朽灸

メマリードライシロップ宮％ 宮％吸ℊ 弓急吸.灸灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「クラシエ」

救㎎吸錠 弓急.汲灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「ＫＭＰ」

救㎎吸錠 弓急.汲灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「サワイ」

救㎎吸錠 弓急.汲灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「ＪＧ」

救㎎吸錠 弓急.汲灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「タカタ」

救㎎吸錠 弓急.汲灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「ＤＳＥＰ」

救㎎吸錠 弓急.汲灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「ＴＣＫ」

救㎎吸錠 弓急.汲灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「トーワ」

救㎎吸錠 弓急.汲灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「日新」

救㎎吸錠 弓急.汲灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「フェルゼン」

救㎎吸錠 弓急.汲灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠救㎎
「明治」

救㎎吸錠 弓急.汲灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「クラシエ」

吸灸㎎吸錠 朽宮.灸灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「ＫＭＰ」

吸灸㎎吸錠 朽宮.灸灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「ＪＧ」

吸灸㎎吸錠 朽宮.灸灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「タカタ」

吸灸㎎吸錠 朽宮.灸灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「ＤＳＥＰ」

吸灸㎎吸錠 朽宮.灸灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「ＴＣＫ」

吸灸㎎吸錠 朽宮.灸灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「トーワ」

吸灸㎎吸錠 朽宮.灸灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「フェルゼン」

吸灸㎎吸錠 朽宮.灸灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠
吸灸㎎「明治」

吸灸㎎吸錠 朽宮.灸灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠
吸救㎎「クラシエ」

吸救㎎吸錠 求救.弓灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠
吸救㎎「ケミファ」

吸救㎎吸錠 求救.弓灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠
吸救㎎「サンド」

吸救㎎吸錠 求救.弓灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠
吸救㎎「ＴＣＫ」

吸救㎎吸錠 求救.弓灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠
吸救㎎「日新」

吸救㎎吸錠 求救.弓灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠
宮灸㎎「クラシエ」

宮灸㎎吸錠 吸吸灸.汲灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠
宮灸㎎「ＫＭＰ」

宮灸㎎吸錠 吸吸灸.汲灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠
宮灸㎎「ＪＧ」

宮灸㎎吸錠 吸吸灸.汲灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠
宮灸㎎「タカタ」

宮灸㎎吸錠 吸吸灸.汲灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠
宮灸㎎「ＤＳＥＰ」

宮灸㎎吸錠 吸吸灸.汲灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠
宮灸㎎「ＴＣＫ」

宮灸㎎吸錠 吸吸灸.汲灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠
宮灸㎎「トーワ」

宮灸㎎吸錠 吸吸灸.汲灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠
宮灸㎎「日新」

宮灸㎎吸錠 吸吸灸.汲灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠
宮灸㎎「フェルゼン」

宮灸㎎吸錠 吸吸灸.汲灸

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠
宮灸㎎「明治」

宮灸㎎吸錠 吸吸灸.汲灸

メマンチン塩酸塩錠救㎎「Ｋ
ＭＰ」

救㎎吸錠 弓急.汲灸

メマンチン塩酸塩錠救㎎「サ
ワイ」

救㎎吸錠 弓急.汲灸

メマンチン塩酸塩錠救㎎「Ｄ
ＳＥＰ」

救㎎吸錠 弓急.汲灸

メマンチン塩酸塩錠救㎎「ト
ーワ」

救㎎吸錠 弓急.汲灸

メマンチン塩酸塩錠救㎎「明
治」

救㎎吸錠 弓急.汲灸

メマンチン塩酸塩錠吸灸㎎
「ＫＭＰ」

吸灸㎎吸錠 朽宮.灸灸

072



メマンチン塩酸塩錠吸灸㎎
「ＤＳＥＰ」

吸灸㎎吸錠 朽宮.灸灸

メマンチン塩酸塩錠吸灸㎎
「トーワ」

吸灸㎎吸錠 朽宮.灸灸

メマンチン塩酸塩錠吸灸㎎
「明治」

吸灸㎎吸錠 朽宮.灸灸

メマンチン塩酸塩錠宮灸㎎
「ＫＭＰ」

宮灸㎎吸錠 吸吸灸.汲灸

メマンチン塩酸塩錠宮灸㎎
「ＤＳＥＰ」

宮灸㎎吸錠 吸吸灸.汲灸

メマンチン塩酸塩錠宮灸㎎
「トーワ」

宮灸㎎吸錠 吸吸灸.汲灸

メマンチン塩酸塩錠宮灸㎎
「明治」

宮灸㎎吸錠 吸吸灸.汲灸

メマンチン塩酸塩ＤＳ宮％
「サワイ」

宮％吸ℊ 吸急泣.急灸

メマンチン塩酸塩ドライシロ
ップ宮％「ＤＳＥＰ」

宮％吸ℊ 吸急泣.急灸

メマンチン塩酸塩救㎎口腔
くう

内
崩壊錠

救㎎吸錠 宮吸.弓灸

メマンチン塩酸塩救㎎錠 救㎎吸錠 宮吸.弓灸

メマンチン塩酸塩吸灸㎎口腔
くう

内崩壊錠
吸灸㎎吸錠 急弓.宮灸

メマンチン塩酸塩吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 急弓.宮灸

メマンチン塩酸塩宮灸㎎口腔
くう

内崩壊錠
宮灸㎎吸錠 求朽.急灸

メマンチン塩酸塩宮灸㎎錠 宮灸㎎吸錠 求朽.急灸

メラトベル顆
か

粒小児用灸.宮％ 灸.宮％吸ℊ 宮灸求.求灸

⃝局 メリスロン錠朽㎎ 朽㎎吸錠 汲.求灸

⃝局 メリスロン錠吸宮㎎ 吸宮㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 メルカゾール錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 泣.汲灸

メレックス細粒灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 吸宮.吸灸

メレックス錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 救.泣灸

メレックス錠吸㎎ 吸㎎吸錠 吸灸.急灸

メロキシカム錠救㎎「アメ
ル」

救㎎吸錠 吸急.宮灸

メロキシカム錠救㎎「ＥＭＥ
Ｃ」

救㎎吸錠 吸急.宮灸

メロキシカム錠救㎎「科研」 救㎎吸錠 吸急.宮灸

メロキシカム錠救㎎「ケミフ
ァ」

救㎎吸錠 吸急.宮灸

メロキシカム錠救㎎「サワ
イ」

救㎎吸錠 吸急.宮灸

メロキシカム錠救㎎「タカ
タ」

救㎎吸錠 吸急.宮灸

メロキシカム錠救㎎「タナ
ベ」

救㎎吸錠 吸急.宮灸

メロキシカム錠救㎎「日医
工」

救㎎吸錠 吸急.宮灸

メロキシカム錠吸灸㎎「ＥＭ
ＥＣ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.弓灸

メロキシカム錠吸灸㎎「科研」 吸灸㎎吸錠 宮灸.弓灸

メロキシカム錠吸灸㎎「ケミ
ファ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.弓灸

メロキシカム錠吸灸㎎「サワ
イ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.弓灸

メロキシカム錠吸灸㎎「タカ
タ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.弓灸

メロキシカム錠吸灸㎎「タナ
ベ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.弓灸

メロキシカム錠吸灸㎎「ＴＹ
Ｋ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.弓灸

メロキシカム錠吸灸㎎「トー
ワ」

吸灸㎎吸錠 宮灸.弓灸

メロキシカム救㎎錠 救㎎吸錠 吸灸.救灸

メロキシカム吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 吸急.吸灸

⃝局 メンドンカプセル求.救㎎ 求.救㎎吸カプセル 吸灸.吸灸

(も)

⃝局 モクツウ 吸灸ℊ 吸急.宮灸

⃝局 モサプリドクエン酸塩散吸％
「日医工」

吸％吸ℊ 吸吸.弓灸

モサプリドクエン酸塩宮.救㎎
錠

宮.救㎎吸錠 泣.汲灸

モサプリドクエン酸塩救㎎錠 救㎎吸錠 吸灸.吸灸

モッカ 吸灸ℊ 宮灸.灸灸

⃝局 モッコウ 吸灸ℊ 吸汲.弓灸

モッコウ末 吸灸ℊ 宮灸.汲灸

モディオダール錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 弓急急.吸灸

モニラック原末 吸ℊ 朽.救灸

モニラック・シロップ朽救％ 朽救％吸客 朽.救灸

モノフィリン原末 吸ℊ 吸弓.汲灸

モノフィリン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 救.求灸

モーバー錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 急急.求灸

モビコール配合内用剤ＨＤ 吸弓.求灸急朽ℊ吸包 吸弓吸.朽灸

モビコール配合内用剤ＬＤ 朽.汲救宮弓ℊ吸包 求救.弓灸

モービック錠救㎎ 救㎎吸錠 宮弓.弓灸

モービック錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 弓朽.救灸

モビプレップ配合内用剤 吸袋 吸,汲弓泣.急灸

⃝局⃝麻モルヒネ塩酸塩錠 吸灸㎎吸錠 吸宮汲.吸灸

⃝局⃝麻モルヒネ塩酸塩水和物 吸ℊ 宮,宮急弓.汲灸

⃝麻 モルヒネ硫酸塩水和物徐放細
粒分包吸灸㎎「フジモト」

吸灸㎎吸包 宮灸灸.吸灸

⃝麻 モルヒネ硫酸塩水和物徐放細
粒分包弓灸㎎「フジモト」

弓灸㎎吸包 救宮汲.弓灸

⃝麻 モルペス細粒宮％ 宮％吸ℊ 急灸灸.吸灸

⃝麻 モルペス細粒朽％ 朽％吸ℊ 吸,灸救宮.宮灸

モンテルカストＯＤ錠救㎎
「ＥＥ」

救㎎吸錠 急灸.汲灸

モンテルカストＯＤ錠救㎎
「サワイ」

救㎎吸錠 急灸.汲灸

モンテルカストＯＤ錠救㎎
「タカタ」

救㎎吸錠 急灸.汲灸

モンテルカストＯＤ錠救㎎
「武田テバ」

救㎎吸錠 急灸.汲灸

モンテルカストＯＤ錠救㎎
「トーワ」

救㎎吸錠 急灸.汲灸

モンテルカストＯＤ錠救㎎
「明治」

救㎎吸錠 急灸.汲灸

モンテルカストＯＤ錠吸灸㎎
「サワイ」

吸灸㎎吸錠 救宮.救灸

モンテルカストＯＤ錠吸灸㎎
「武田テバ」

吸灸㎎吸錠 救宮.救灸

モンテルカストＯＤ錠吸灸㎎
「トーワ」

吸灸㎎吸錠 救宮.救灸

モンテルカストＯＤ錠吸灸㎎
「明治」

吸灸㎎吸錠 救朽.泣灸

⃝局 モンテルカスト細粒急㎎「科
研」

急㎎吸包 急灸.朽灸

⃝局 モンテルカスト細粒急㎎「Ｊ
Ｇ」

急㎎吸包 急灸.朽灸

⃝局 モンテルカスト細粒急㎎「タ
カタ」

急㎎吸包 急灸.朽灸

⃝局 モンテルカスト細粒急㎎「武
田テバ」

急㎎吸包 急灸.朽灸

⃝局 モンテルカスト細粒急㎎「ツ
ルハラ」

急㎎吸包 急灸.朽灸

⃝局 モンテルカスト細粒急㎎「明
治」

急㎎吸包 急灸.朽灸

⃝局 モンテルカスト錠救㎎「Ａ
Ａ」

救㎎吸錠 急灸.汲灸

⃝局 モンテルカスト錠救㎎「Ｓ
Ｎ」

救㎎吸錠 急灸.汲灸

⃝局 モンテルカスト錠救㎎「オー
ハラ」

救㎎吸錠 急灸.汲灸

⃝局 モンテルカスト錠救㎎「科
研」

救㎎吸錠 急灸.汲灸

⃝局 モンテルカスト錠救㎎「Ｋ
Ｍ」

救㎎吸錠 急灸.汲灸

⃝局 モンテルカスト錠救㎎「三
和」

救㎎吸錠 急灸.汲灸

⃝局 モンテルカスト錠救㎎「ＣＥ
Ｏ」

救㎎吸錠 急灸.汲灸

073



⃝局 モンテルカスト錠救㎎「Ｊ
Ｇ」

救㎎吸錠 急灸.汲灸

⃝局 モンテルカスト錠救㎎「ＣＭ
Ｘ」

救㎎吸錠 急灸.汲灸

⃝局 モンテルカスト錠救㎎「ゼリ
ア」

救㎎吸錠 急灸.汲灸

⃝局 モンテルカスト錠救㎎「武田
テバ」

救㎎吸錠 急灸.汲灸

⃝局 モンテルカスト錠救㎎「ＤＳ
ＥＰ」

救㎎吸錠 急灸.汲灸

⃝局 モンテルカスト錠救㎎「ＴＣ
Ｋ」

救㎎吸錠 急灸.汲灸

⃝局 モンテルカスト錠救㎎「トー
ワ」

救㎎吸錠 急灸.汲灸

⃝局 モンテルカスト錠救㎎「ニッ
トー」

救㎎吸錠 急灸.汲灸

⃝局 モンテルカスト錠吸灸㎎「Ａ
Ａ」

吸灸㎎吸錠 救朽.泣灸

⃝局 モンテルカスト錠吸灸㎎「Ｓ
Ｎ」

吸灸㎎吸錠 救宮.救灸

⃝局 モンテルカスト錠吸灸㎎「オ
ーハラ」

吸灸㎎吸錠 救宮.救灸

⃝局 モンテルカスト錠吸灸㎎「科
研」

吸灸㎎吸錠 救宮.救灸

⃝局 モンテルカスト錠吸灸㎎「Ｋ
Ｍ」

吸灸㎎吸錠 救宮.救灸

⃝局 モンテルカスト錠吸灸㎎「ケ
ミファ」

吸灸㎎吸錠 救宮.救灸

⃝局 モンテルカスト錠吸灸㎎「Ｃ
ＥＯ」

吸灸㎎吸錠 救宮.救灸

⃝局 モンテルカスト錠吸灸㎎「Ｊ
Ｇ」

吸灸㎎吸錠 救宮.救灸

⃝局 モンテルカスト錠吸灸㎎「ゼ
リア」

吸灸㎎吸錠 救宮.救灸

⃝局 モンテルカスト錠吸灸㎎「武
田テバ」

吸灸㎎吸錠 救宮.救灸

⃝局 モンテルカスト錠吸灸㎎「Ｔ
ＣＫ」

吸灸㎎吸錠 救宮.救灸

⃝局 モンテルカスト錠吸灸㎎「ト
ーワ」

吸灸㎎吸錠 救宮.救灸

⃝局 モンテルカスト錠吸灸㎎「ニ
ットー」

吸灸㎎吸錠 救宮.救灸

⃝局 モンテルカストチュアブル錠
救㎎「科研」

救㎎吸錠 弓泣.吸灸

⃝局 モンテルカストチュアブル錠
救㎎「ＪＧ」

救㎎吸錠 弓泣.吸灸

⃝局 モンテルカストチュアブル錠
救㎎「武田テバ」

救㎎吸錠 弓泣.吸灸

⃝局 モンテルカストナトリウム錠
救㎎「日本臓器」

救㎎吸錠 救急.灸灸

⃝局 モンテルカストナトリウム錠
吸灸㎎「日本臓器」

吸灸㎎吸錠 救宮.救灸

モンテルカストナトリウム
急㎎細粒

急㎎吸包 宮急.汲灸

モンテルカストナトリウム

救㎎口腔
くう

内崩壊錠

救㎎吸錠 吸救.求灸

モンテルカストナトリウム
救㎎錠

救㎎吸錠 吸救.求灸

モンテルカストナトリウム
救㎎チュアブル錠

救㎎吸錠 宮救.吸灸

モンテルカストナトリウム

吸灸㎎口腔
くう

内崩壊錠

吸灸㎎吸錠 吸泣.泣灸

モンテルカストナトリウム
吸灸㎎錠

吸灸㎎吸錠 吸泣.泣灸

(や)

薬師印のコウジン末 吸ℊ 吸宮.吸灸

⃝局 ヤクチ 吸灸ℊ 宮急.宮灸

⃝局 ヤクモソウ 吸灸ℊ 宮灸.灸灸

⃝局 薬用炭 吸ℊ 汲.救灸

ヤーズ配合錠 吸シート 朽,弓宮汲.救灸

ヤーズフレックス配合錠 吸錠 宮汲灸.吸灸

⃝局 「山善」第二リン灰 吸灸ℊ 吸救.汲灸

(ゆ)

ユーエフティＥ配合顆
か

粒Ｔ
吸灸灸

吸灸灸㎎吸包(テガフー
ル相当量)

宮吸急.救灸

ユーエフティＥ配合顆
か

粒Ｔ
吸救灸

吸救灸㎎吸包(テガフー
ル相当量)

弓吸泣.吸灸

ユーエフティＥ配合顆
か

粒Ｔ
宮灸灸

宮灸灸㎎吸包(テガフー
ル相当量)

急吸弓.灸灸

ユーエフティ配合カプセルＴ
吸灸灸

吸灸灸㎎吸カプセル(テ
ガフール相当量)

吸求吸.朽灸

ユーゼル錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 吸,宮灸灸.灸灸

ユナシン細粒小児用吸灸％ 吸灸灸㎎吸ℊ 求朽.吸灸

⃝局 ユナシン錠弓求救㎎ 弓求救㎎吸錠 朽灸.灸灸

ユニコン錠吸灸灸 吸灸灸㎎吸錠 求.朽灸

ユニコン錠宮灸灸 宮灸灸㎎吸錠 吸宮.急灸

ユニコン錠急灸灸 急灸灸㎎吸錠 吸宮.急灸

⃝局 ユニシア配合錠ＨＤ 吸錠 求朽.急灸

⃝局 ユニシア配合錠ＬＤ 吸錠 求朽.急灸

ユニフィルＬＡ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 泣.宮灸

ユニフィルＬＡ錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 吸吸.急灸

ユニフィルＬＡ錠急灸灸㎎ 急灸灸㎎吸錠 吸宮.宮灸

ユービット錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 宮,朽救弓.救灸

ユビデカレノン顆
か

粒吸％「ツ
ルハラ」

吸％吸ℊ 朽.急灸

ユビデカレノン救㎎カプセル 救㎎吸カプセル 救.泣灸

ユビデカレノン救㎎錠 救㎎吸錠 救.泣灸

ユビデカレノン吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 救.泣灸

ユベラＮカプセル吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸カプセル 救.泣灸

ユベラＮソフトカプセル
宮灸灸㎎

宮灸灸㎎吸カプセル 汲.救灸

ユベラ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 救.求灸

ユリス錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 宮泣.宮灸

ユリス錠吸㎎ 吸㎎吸錠 救弓.弓灸

ユリス錠宮㎎ 宮㎎吸錠 泣求.弓灸

ユリノーム錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 吸灸.救灸

ユリノーム錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸急.灸灸

⃝局 ユリーフＯＤ錠宮㎎ 宮㎎吸錠 宮求.宮灸

⃝局 ユリーフＯＤ錠急㎎ 急㎎吸錠 救吸.汲灸

⃝局 ユリーフ錠宮㎎ 宮㎎吸錠 宮求.宮灸

⃝局 ユリーフ錠急㎎ 急㎎吸錠 救吸.汲灸

ユーロジン散吸％ 吸％吸ℊ 急急.朽灸

ユーロジン吸㎎錠 吸㎎吸錠 朽.求灸

ユーロジン宮㎎錠 宮㎎吸錠 吸灸.汲灸

(よ)

⃝局 ヨウ化カリウム 吸ℊ 求.弓灸

ヨウ化カリウム丸救灸㎎「日
医工」

救灸㎎吸丸 救.求灸

⃝局 ヨウ化カリウム「コザカイ・
Ｍ」

吸ℊ 汲.吸灸

⃝局 ヨウ化カリウム「日医工」 吸ℊ 泣.救灸

⃝局 ヨウ化カリウム「ニッコー」 吸ℊ 汲.吸灸

⃝局※ヨウ化カリウム（山善） 吸ℊ 汲.吸灸

⃝局 ヨウ化ナトリウム（吸弓吸Ｉ）カ
プセル

弓.求MBq吸カプセル 吸,灸泣求.急灸

⃝局 ヨウ化ナトリウム（吸弓吸Ｉ）カ
プセル

弓求MBq吸カプセル 急,宮泣灸.灸灸

⃝局 ヨウ化ナトリウム（吸弓吸Ｉ）カ
プセル

吸吸吸MBq吸カプセル 汲,救汲灸.灸灸

⃝局 ヨウ化ナトリウム（吸弓吸Ｉ）カ
プセル

吸汲救MBq吸カプセル 泣,朽汲弓.救灸

⃝局 ヨウ化ナトリウム（吸弓吸Ｉ）カ
プセル

吸,吸吸灸MBq吸カプセ
ル

急朽,宮灸灸.灸灸

⃝局 ヨウ化ナトリウム（吸弓吸Ｉ）カ
プセル

吸,汲救灸MBq吸カプセ
ル

朽泣,弓灸灸.灸灸

⃝局 葉酸錠 救㎎吸錠 泣.汲灸

幼児用ＰＬ配合顆
か

粒 吸ℊ 朽.救灸

ヨウバイヒ 吸灸ℊ 吸急.宮灸

ヨウバイヒ末 吸灸ℊ 吸朽.汲灸

ヨウレチン散灸.灸宮％ 宮灸灸㎍吸ℊ 泣.求灸
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ヨウレチン錠「救灸」 救灸㎍吸錠 朽.灸灸

ヨウレチン錠「吸灸灸」 吸灸灸㎍吸錠 朽.救灸

⃝局 ヨクイニン 吸灸ℊ 泣.灸灸

ヨクイニンエキス散「コタロ
ー」

吸ℊ 吸朽.宮灸

ヨクイニンエキス錠「コタロ
ー」

吸錠 救.泣灸

⃝局 ヨクイニン末 吸灸ℊ 吸宮.救灸

ヨーデルＳ糖衣錠−汲灸 汲灸㎎吸錠 救.泣灸

⃝局 ヨードカプセル−吸宮弓 弓.求MBq吸カプセル 弓,急朽朽.求灸

(ら)

ライトゲン配合シロップ 吸客 急.吸灸

ラキソベロン錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 朽.朽灸

ラキソベロン内用液灸.求救％ 灸.求救％吸客 吸汲.救灸

ラクツロース・シロップ
朽灸％「コーワ」

朽灸％吸客 救.泣灸

ラクツロース・シロップ
朽灸％分包吸灸客「コーワ」

朽灸％吸灸客吸包 急急.弓灸

ラクツロース・シロップ
朽灸％分包吸救客「コーワ」

朽灸％吸救客吸包 朽灸.弓灸

ラクツロース急灸.急泣朽％ゼリ
ー

急灸.急泣朽％吸ℊ 宮.朽灸

ラクツロース救急.吸朽求％吸宮ℊ
ゼリー

救急.吸朽求％吸宮ℊ吸包 急宮.救灸

ラクツロース朽救％シロップ 朽救％吸客 急.泣灸

ラクトミン散「イセイ」 吸ℊ 朽.弓灸

ラクトミン末「マルイシ」 吸ℊ 朽.弓灸

ラコールＮＦ配合経腸用液 吸灸客 朽.求灸

ラコールＮＦ配合経腸用半固
形剤

吸灸ℊ 泣.求灸

⃝局 ラシックス錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 泣.弓灸

⃝局 ラシックス錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 ラシックス錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 吸宮.宮灸

ラジレス錠吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸錠 吸吸灸.弓灸

ラステットＳカプセル宮救㎎ 宮救㎎吸カプセル 救求救.吸灸

ラステットＳカプセル救灸㎎ 救灸㎎吸カプセル 吸,灸弓急.灸灸

ラスビック錠求救㎎ 求救㎎吸錠 弓弓急.救灸

ラックビーＲ散 吸ℊ 朽.弓灸

ラックビー錠 吸錠 救.泣灸

ラックビー微粒Ｎ 吸％吸ℊ 朽.弓灸

ラツーダ錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸求急.宮灸

ラツーダ錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 弓宮吸.吸灸

ラツーダ錠朽灸㎎ 朽灸㎎吸錠 急救泣.救灸

ラツーダ錠汲灸㎎ 汲灸㎎吸錠 急求灸.求灸

ラニラピッド錠灸.灸救㎎ 灸.灸救㎎吸錠 救.求灸

ラニラピッド錠灸.吸㎎ 灸.吸㎎吸錠 朽.朽灸

ラバミコム配合錠「アメル」 吸錠 泣汲求.宮灸

ラパリムス錠吸㎎ 吸㎎吸錠 吸,弓灸汲.汲灸

⃝局 ラフチジン錠吸灸㎎「ＡＡ」 吸灸㎎吸錠 吸宮.宮灸

⃝局 ラフチジン錠吸灸㎎「サワイ」 吸灸㎎吸錠 吸宮.宮灸

⃝局 ラフチジン錠吸灸㎎「ＪＧ」 吸灸㎎吸錠 吸宮.宮灸

⃝局 ラフチジン錠吸灸㎎「ＴＣＫ」 吸灸㎎吸錠 吸宮.宮灸

⃝局 ラフチジン錠吸灸㎎「テバ」 吸灸㎎吸錠 吸宮.宮灸

⃝局 ラフチジン錠吸灸㎎「トーワ」 吸灸㎎吸錠 吸宮.宮灸

⃝局 ラフチジン錠吸灸㎎「日医工」 吸灸㎎吸錠 吸宮.宮灸

⃝局 ラフチジン錠吸灸㎎「ファイ
ザー」

吸灸㎎吸錠 吸宮.宮灸

⃝局 ラフチジン錠吸灸㎎「ＹＤ」 吸灸㎎吸錠 吸灸.救灸

ラフチジン救㎎錠 救㎎吸錠 吸灸.吸灸

ラベキュアパック急灸灸 吸シート 弓求汲.急灸

ラベキュアパック汲灸灸 吸シート 救灸吸.灸灸

ラベタロール塩酸塩救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 朽.宮灸

ラベタロール塩酸塩吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 泣.汲灸

ラベファインパック 吸シート 弓灸求.弓灸

ラベプラゾール Na 塩錠救㎎
「オーハラ」

救㎎吸錠 吸泣.弓灸

ラベプラゾール Na 塩錠救㎎
「明治」

救㎎吸錠 吸泣.弓灸

ラベプラゾール Na 塩錠
吸灸㎎「オーハラ」

吸灸㎎吸錠 弓急.急灸

ラベプラゾール Na 塩錠
吸灸㎎「明治」

吸灸㎎吸錠 弓急.急灸

ラベプラゾール Na 塩錠
宮灸㎎「オーハラ」

宮灸㎎吸錠 朽汲.灸灸

ラベプラゾール Na 塩錠
宮灸㎎「明治」

宮灸㎎吸錠 朽汲.灸灸

ラベプラゾール Na 錠救㎎
「ＡＡ」

救㎎吸錠 吸泣.弓灸

ラベプラゾール Na 錠救㎎

「杏
きよう

林」

救㎎吸錠 吸泣.弓灸

ラベプラゾール Na 錠救㎎
「サワイ」

救㎎吸錠 吸泣.弓灸

ラベプラゾール Na 錠救㎎
「ＪＧ」

救㎎吸錠 吸朽.宮灸

ラベプラゾール Na 錠救㎎
「武田テバ」

救㎎吸錠 吸泣.弓灸

ラベプラゾール Na 錠救㎎
「トーワ」

救㎎吸錠 吸泣.弓灸

ラベプラゾール Na 錠救㎎
「日新」

救㎎吸錠 吸泣.弓灸

ラベプラゾール Na 錠救㎎
「ファイザー」

救㎎吸錠 吸泣.弓灸

ラベプラゾール Na 錠救㎎
「ＹＤ」

救㎎吸錠 泣.求灸

ラベプラゾール Na 錠吸灸㎎
「ＡＡ」

吸灸㎎吸錠 弓急.急灸

ラベプラゾール Na 錠吸灸㎎
「ＡＦＰ」

吸灸㎎吸錠 弓急.急灸

ラベプラゾール Na 錠吸灸㎎

「杏
きよう

林」

吸灸㎎吸錠 弓急.急灸

ラベプラゾール Na 錠吸灸㎎
「サワイ」

吸灸㎎吸錠 弓急.急灸

ラベプラゾール Na 錠吸灸㎎
「ＪＧ」

吸灸㎎吸錠 宮急.救灸

ラベプラゾール Na 錠吸灸㎎
「武田テバ」

吸灸㎎吸錠 弓急.急灸

ラベプラゾール Na 錠吸灸㎎
「トーワ」

吸灸㎎吸錠 弓急.急灸

ラベプラゾール Na 錠吸灸㎎
「日新」

吸灸㎎吸錠 弓急.急灸

ラベプラゾール Na 錠吸灸㎎
「ニプロ」

吸灸㎎吸錠 弓急.急灸

ラベプラゾール Na 錠吸灸㎎
「ファイザー」

吸灸㎎吸錠 弓急.急灸

ラベプラゾール Na 錠吸灸㎎
「ＹＤ」

吸灸㎎吸錠 宮急.救灸

ラベプラゾール Na 錠宮灸㎎
「ＡＡ」

宮灸㎎吸錠 朽汲.灸灸

ラベプラゾール Na 錠宮灸㎎

「杏
きよう

林」

宮灸㎎吸錠 救灸.泣灸

ラベプラゾール Na 錠宮灸㎎
「サワイ」

宮灸㎎吸錠 朽汲.灸灸

ラベプラゾール Na 錠宮灸㎎
「ＪＧ」

宮灸㎎吸錠 救灸.泣灸

ラベプラゾール Na 錠宮灸㎎
「武田テバ」

宮灸㎎吸錠 朽汲.灸灸

ラベプラゾール Na 錠宮灸㎎
「トーワ」

宮灸㎎吸錠 朽汲.灸灸

ラベプラゾール Na 錠宮灸㎎
「日新」

宮灸㎎吸錠 朽汲.灸灸

ラベプラゾール Na 錠宮灸㎎
「ニプロ」

宮灸㎎吸錠 朽汲.灸灸

ラベプラゾール Na 錠宮灸㎎
「ファイザー」

宮灸㎎吸錠 朽汲.灸灸

ラベプラゾールナトリウム錠
救㎎「科研」

救㎎吸錠 吸泣.弓灸

ラベプラゾールナトリウム錠
救㎎「ケミファ」

救㎎吸錠 吸朽.宮灸
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ラベプラゾールナトリウム錠
救㎎「サンド」

救㎎吸錠 吸朽.宮灸

ラベプラゾールナトリウム錠
救㎎「ＴＣＫ」

救㎎吸錠 吸泣.弓灸

ラベプラゾールナトリウム錠
救㎎「日医工」

救㎎吸錠 吸朽.宮灸

ラベプラゾールナトリウム錠
吸灸㎎「科研」

吸灸㎎吸錠 弓急.急灸

ラベプラゾールナトリウム錠
吸灸㎎「ケミファ」

吸灸㎎吸錠 弓急.急灸

ラベプラゾールナトリウム錠
吸灸㎎「サンド」

吸灸㎎吸錠 宮急.救灸

ラベプラゾールナトリウム錠
吸灸㎎「ＴＣＫ」

吸灸㎎吸錠 弓急.急灸

ラベプラゾールナトリウム錠
吸灸㎎「日医工」

吸灸㎎吸錠 宮急.救灸

ラベプラゾールナトリウム錠
宮灸㎎「科研」

宮灸㎎吸錠 朽汲.灸灸

ラベプラゾールナトリウム錠
宮灸㎎「ケミファ」

宮灸㎎吸錠 朽汲.灸灸

ラベプラゾールナトリウム錠
宮灸㎎「サンド」

宮灸㎎吸錠 救灸.泣灸

ラベプラゾールナトリウム錠
宮灸㎎「ＴＣＫ」

宮灸㎎吸錠 朽汲.灸灸

ラベプラゾールナトリウム錠
宮灸㎎「日医工」

宮灸㎎吸錠 救灸.泣灸

ラベプラゾールナトリウム
救㎎錠

救㎎吸錠 求.弓灸

ラベプラゾールナトリウム
吸灸㎎錠

吸灸㎎吸錠 吸弓.汲灸

ラベプラゾールナトリウム
宮灸㎎錠

宮灸㎎吸錠 宮弓.急灸

⃝局 ラボナ錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 汲.泣灸

ラマトロバン錠救灸㎎「ＫＯ」 救灸㎎吸錠 宮求.弓灸

ラマトロバン錠求救㎎「ＫＯ」 求救㎎吸錠 弓弓.求灸

ラミクタール錠小児用宮㎎ 宮㎎吸錠 求.泣灸

ラミクタール錠小児用救㎎ 救㎎吸錠 吸救.救灸

ラミクタール錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 急泣.吸灸

ラミクタール錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸宮汲.宮灸

⃝局 ラミシール錠吸宮救㎎ 吸宮救㎎吸錠 吸灸灸.泣灸

ラモトリギン錠小児用救㎎
「アメル」

救㎎吸錠 朽.泣灸

ラモトリギン錠小児用救㎎
「サワイ」

救㎎吸錠 朽.泣灸

ラモトリギン錠小児用救㎎
「ＪＧ」

救㎎吸錠 求.汲灸

ラモトリギン錠小児用救㎎
「トーワ」

救㎎吸錠 朽.泣灸

ラモトリギン錠小児用救㎎
「日医工」

救㎎吸錠 朽.泣灸

ラモトリギン錠宮救㎎「アメ
ル」

宮救㎎吸錠 吸求.灸灸

ラモトリギン錠宮救㎎「サワ
イ」

宮救㎎吸錠 吸求.灸灸

ラモトリギン錠宮救㎎「ＪＧ」 宮救㎎吸錠 弓灸.救灸

ラモトリギン錠宮救㎎「トー
ワ」

宮救㎎吸錠 吸求.灸灸

ラモトリギン錠吸灸灸㎎「アメ
ル」

吸灸灸㎎吸錠 急急.弓灸

ラモトリギン錠吸灸灸㎎「サワ
イ」

吸灸灸㎎吸錠 急急.弓灸

ラモトリギン錠吸灸灸㎎「Ｊ
Ｇ」

吸灸灸㎎吸錠 汲灸.朽灸

ラモトリギン錠吸灸灸㎎「トー
ワ」

吸灸灸㎎吸錠 急急.弓灸

ラモトリギン錠吸灸灸㎎「日医
工」

吸灸灸㎎吸錠 急急.弓灸

ラモトリギン宮㎎錠 宮㎎吸錠 救.泣灸

ラモトリギン宮救㎎錠 宮救㎎吸錠 吸急.救灸

ラリキシン錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 弓吸.救灸

⃝局 ラリキシンドライシロップ小
児用吸灸％

吸灸灸㎎吸ℊ 宮急.宮灸

⃝局 ラリキシンドライシロップ小
児用宮灸％

宮灸灸㎎吸ℊ 弓汲.吸灸

ラロキシフェン塩酸塩錠
朽灸㎎「あゆみ」

朽灸㎎吸錠 宮泣.救灸

ラロキシフェン塩酸塩錠
朽灸㎎「ＥＥ」

朽灸㎎吸錠 宮泣.救灸

ラロキシフェン塩酸塩錠
朽灸㎎「ＫＮ」

朽灸㎎吸錠 宮泣.救灸

ラロキシフェン塩酸塩錠
朽灸㎎「サワイ」

朽灸㎎吸錠 宮泣.救灸

ラロキシフェン塩酸塩錠
朽灸㎎「ＤＫ」

朽灸㎎吸錠 宮泣.救灸

ラロキシフェン塩酸塩錠
朽灸㎎「テバ」

朽灸㎎吸錠 宮泣.救灸

ラロキシフェン塩酸塩錠
朽灸㎎「トーワ」

朽灸㎎吸錠 宮泣.救灸

ラロキシフェン塩酸塩錠
朽灸㎎「日医工」

朽灸㎎吸錠 宮泣.救灸

ラロキシフェン塩酸塩錠
朽灸㎎「日新」

朽灸㎎吸錠 宮泣.救灸

ランソプラゾール吸救㎎腸溶
カプセル

吸救㎎吸カプセル 吸朽.急灸

ランソプラゾール吸救㎎腸溶

性口腔
くう

内崩壊錠

吸救㎎吸錠 吸朽.急灸

ランソプラゾール弓灸㎎腸溶
カプセル

弓灸㎎吸カプセル 宮汲.宮灸

ランソプラゾール弓灸㎎腸溶

性口腔
くう

内崩壊錠

弓灸㎎吸錠 宮汲.宮灸

⃝局 ランツジールコーワ錠弓灸㎎ 弓灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

ランデル錠吸灸 吸灸㎎吸錠 吸救.救灸

ランデル錠宮灸 宮灸㎎吸錠 宮朽.吸灸

ランデル錠急灸 急灸㎎吸錠 急汲.求灸

⃝局 ランドセン細粒灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 吸灸.汲灸

⃝局 ランドセン細粒灸.救％ 灸.救％吸ℊ 急吸.朽灸

⃝局 ランドセン錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 泣.弓灸

⃝局 ランドセン錠吸㎎ 吸㎎吸錠 吸吸.宮灸

⃝局 ランドセン錠宮㎎ 宮㎎吸錠 吸泣.弓灸

ランプレンカプセル救灸㎎ 救灸㎎吸カプセル 吸泣宮.急灸

(り)

リアメット配合錠 吸錠 宮急朽.汲灸

リアルダ錠吸宮灸灸㎎ 吸,宮灸灸㎎吸錠 吸求救.灸灸

⃝局 リウマトレックスカプセル
宮㎎

宮㎎吸カプセル 吸朽救.朽灸

⃝局 リオチロニンナトリウム錠 救㎍吸錠 泣.汲灸

⃝局 リオチロニンナトリウム錠 宮救㎍吸錠 吸灸.吸灸

リオナ錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 求朽.灸灸

リオベル配合錠ＨＤ 吸錠 吸泣弓.灸灸

リオベル配合錠ＬＤ 吸錠 吸救汲.灸灸

リカルボン錠吸㎎ 吸㎎吸錠 汲灸.求灸

リカルボン錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 宮,吸灸弓.求灸

リクシアナＯＤ錠吸救㎎ 吸救㎎吸錠 宮宮急.求灸

リクシアナＯＤ錠弓灸㎎ 弓灸㎎吸錠 急吸吸.弓灸

リクシアナＯＤ錠朽灸㎎ 朽灸㎎吸錠 急吸朽.汲灸

リクシアナ錠吸救㎎ 吸救㎎吸錠 宮宮急.求灸

リクシアナ錠弓灸㎎ 弓灸㎎吸錠 急吸吸.弓灸

リクシアナ錠朽灸㎎ 朽灸㎎吸錠 急吸朽.汲灸

リザトリプタン安息香酸塩

吸灸㎎口腔
くう

内崩壊錠

吸灸㎎吸錠 吸吸泣.宮灸

リザトリプタンＯＤ錠吸灸㎎
「アメル」

吸灸㎎吸錠 吸朽弓.灸灸

リザトリプタンＯＤ錠吸灸㎎
「ＴＣＫ」

吸灸㎎吸錠 吸朽弓.灸灸

リザトリプタンＯＤ錠吸灸㎎
「トーワ」

吸灸㎎吸錠 吸朽弓.灸灸

⃝局 リザベンカプセル吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸カプセル 吸急.弓灸

⃝局 リザベン細粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 吸急.弓灸

⃝局 リザベンドライシロップ救％ 救％吸ℊ 吸救.灸灸
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⃝局 リシノプリル錠吸灸㎎「サワ
イ」

吸灸㎎吸錠 吸急.吸灸

⃝局 リシノプリル錠宮灸㎎「ＮＩ
Ｇ」

宮灸㎎吸錠 吸救.泣灸

⃝局 リシノプリル錠宮灸㎎「オー
ハラ」

宮灸㎎吸錠 吸救.泣灸

⃝局 リシノプリル錠宮灸㎎「タイ
ヨー」

宮灸㎎吸錠 吸救.泣灸

⃝局 リシノプリル錠宮灸㎎「トー
ワ」

宮灸㎎吸錠 吸救.泣灸

⃝局 リシノプリル錠宮灸㎎「日医
工」

宮灸㎎吸錠 吸救.泣灸

リシノプリル救㎎錠 救㎎吸錠 吸灸.吸灸

リシノプリル吸灸㎎錠 吸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

リシノプリル宮灸㎎錠 宮灸㎎吸錠 吸宮.汲灸

リスパダールＯＤ錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 吸灸.弓灸

リスパダールＯＤ錠吸㎎ 吸㎎吸錠 吸汲.汲灸

リスパダールＯＤ錠宮㎎ 宮㎎吸錠 宮泣.弓灸

⃝局 リスパダール細粒吸％ 吸％吸ℊ 吸急吸.吸灸

⃝局 リスパダール錠吸㎎ 吸㎎吸錠 吸汲.汲灸

⃝局 リスパダール錠宮㎎ 宮㎎吸錠 宮泣.弓灸

⃝局 リスパダール錠弓㎎ 弓㎎吸錠 急灸.求灸

⃝局 リスパダール内用液吸㎎／客 灸.吸％吸客 救吸.灸灸

リスペリドンＯＤ錠宮㎎「サ
ワイ」

宮㎎吸錠 吸朽.朽灸

リスペリドンＯＤ錠宮㎎「ヨ
シトミ」

宮㎎吸錠 吸朽.朽灸

リスペリドンＯＤ錠弓㎎「サ
ワイ」

弓㎎吸錠 宮急.泣灸

リスペリドンＯＤ錠弓㎎「ト
ーワ」

弓㎎吸錠 宮急.泣灸

リスペリドンＯＤ錠弓㎎「ヨ
シトミ」

弓㎎吸錠 宮急.泣灸

⃝局 リスペリドン細粒吸％「Ｎ
Ｐ」

吸％吸ℊ 汲救.求灸

⃝局 リスペリドン細粒吸％「ＭＥ
ＥＫ」

吸％吸ℊ 汲救.求灸

⃝局 リスペリドン細粒吸％「サワ
イ」

吸％吸ℊ 汲救.求灸

⃝局 リスペリドン細粒吸％「日医
工」

吸％吸ℊ 汲救.求灸

⃝局 リスペリドン細粒吸％「ヨシ
トミ」

吸％吸ℊ 汲救.求灸

⃝局 リスペリドン錠宮「ＭＥＥ
Ｋ」

宮㎎吸錠 吸朽.朽灸

⃝局 リスペリドン錠宮㎎「サワ
イ」

宮㎎吸錠 吸朽.朽灸

⃝局 リスペリドン錠宮㎎「ヨシト
ミ」

宮㎎吸錠 吸朽.朽灸

⃝局 リスペリドン錠弓「ＭＥＥ
Ｋ」

弓㎎吸錠 宮急.泣灸

⃝局 リスペリドン錠弓「オーハ
ラ」

弓㎎吸錠 宮急.泣灸

⃝局 リスペリドン錠弓㎎「ＮＰ」 弓㎎吸錠 宮急.泣灸

⃝局 リスペリドン錠弓㎎「サワ
イ」

弓㎎吸錠 宮急.泣灸

⃝局 リスペリドン錠弓㎎「トー
ワ」

弓㎎吸錠 宮急.泣灸

⃝局 リスペリドン錠弓㎎「ヨシト
ミ」

弓㎎吸錠 宮急.泣灸

⃝局 リスペリドン内用液吸㎎／客
「トーワ」

灸.吸％吸客 弓朽.宮灸

⃝局 リスペリドン内用液吸㎎／客
「ヨシトミ」

灸.吸％吸客 弓朽.宮灸

リスペリドン灸.吸％液 灸.吸％吸客 宮朽.急灸

リスペリドン灸.吸％灸.救客液 灸.吸％灸.救客吸包 吸求.求灸

リスペリドン灸.吸％吸客液 灸.吸％吸客吸包 弓求.吸灸

リスペリドン灸.吸％宮客液 灸.吸％宮客吸包 急救.泣灸

リスペリドン灸.吸％弓客液 灸.吸％弓客吸包 朽朽.宮灸

リスペリドン灸.救㎎口腔
くう

内崩
壊錠

灸.救㎎吸錠 吸灸.吸灸

リスペリドン灸.救㎎錠 灸.救㎎吸錠 吸灸.吸灸

リスペリドン吸％細粒 吸％吸ℊ 救宮.救灸

リスペリドン吸㎎口腔
くう

内崩壊
錠

吸㎎吸錠 吸灸.吸灸

リスペリドン吸㎎錠 吸㎎吸錠 吸灸.吸灸

リスペリドン宮㎎口腔
くう

内崩壊
錠

宮㎎吸錠 吸灸.吸灸

リスペリドン宮㎎錠 宮㎎吸錠 吸灸.吸灸

リスペリドン弓㎎口腔
くう

内崩壊
錠

弓㎎吸錠 吸弓.泣灸

リスペリドン弓㎎錠 弓㎎吸錠 吸弓.泣灸

リスミー錠吸㎎ 吸㎎吸錠 吸弓.吸灸

リスミー錠宮㎎ 宮㎎吸錠 宮吸.宮灸

リズミック錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸救.救灸

リスモダンＲ錠吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸錠 弓急.汲灸

リスモダンカプセル救灸㎎ 救灸㎎吸カプセル 宮灸.汲灸

リスモダンカプセル吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸カプセル 弓吸.救灸

リーゼ顆
か

粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 汲求.宮灸

⃝局 リーゼ錠救㎎ 救㎎吸錠 朽.急灸

⃝局 リーゼ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 リセドロン酸 Na 塩錠宮.救㎎
「タナベ」

宮.救㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 リセドロン酸 Na 塩錠
吸求.救㎎「タナベ」

吸求.救㎎吸錠 吸急灸.弓灸

⃝局 リセドロン酸 Na 錠宮.救㎎
「ＮＰ」

宮.救㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 リセドロン酸 Na 錠宮.救㎎
「Ｆ」

宮.救㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 リセドロン酸 Na 錠宮.救㎎
「ＦＦＰ」

宮.救㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 リセドロン酸 Na 錠宮.救㎎

「杏
きよう

林」

宮.救㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 リセドロン酸 Na 錠宮.救㎎
「サワイ」

宮.救㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 リセドロン酸 Na 錠宮.救㎎
「サンド」

宮.救㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 リセドロン酸 Na 錠宮.救㎎
「ＪＧ」

宮.救㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 リセドロン酸 Na 錠宮.救㎎
「ＺＥ」

宮.救㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 リセドロン酸 Na 錠宮.救㎎
「タカタ」

宮.救㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 リセドロン酸 Na 錠宮.救㎎
「トーワ」

宮.救㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 リセドロン酸 Na 錠宮.救㎎
「日医工」

宮.救㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 リセドロン酸 Na 錠宮.救㎎
「日新」

宮.救㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 リセドロン酸 Na 錠宮.救㎎
「ファイザー」

宮.救㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 リセドロン酸 Na 錠宮.救㎎
「明治」

宮.救㎎吸錠 急吸.吸灸

⃝局 リセドロン酸 Na 錠吸求.救㎎
「Ｆ」

吸求.救㎎吸錠 吸急灸.弓灸

⃝局 リセドロン酸 Na 錠吸求.救㎎
「ＦＦＰ」

吸求.救㎎吸錠 吸急灸.弓灸

⃝局 リセドロン酸 Na 錠吸求.救㎎

「杏
きよう

林」

吸求.救㎎吸錠 吸急灸.弓灸

⃝局 リセドロン酸 Na 錠吸求.救㎎
「サワイ」

吸求.救㎎吸錠 吸宮救.宮灸

⃝局 リセドロン酸 Na 錠吸求.救㎎
「サンド」

吸求.救㎎吸錠 吸宮救.宮灸

⃝局 リセドロン酸 Na 錠吸求.救㎎
「ＪＧ」

吸求.救㎎吸錠 吸急灸.弓灸

⃝局 リセドロン酸 Na 錠吸求.救㎎
「ＺＥ」

吸求.救㎎吸錠 吸急灸.弓灸

⃝局 リセドロン酸 Na 錠吸求.救㎎
「タカタ」

吸求.救㎎吸錠 吸急灸.弓灸

⃝局 リセドロン酸 Na 錠吸求.救㎎
「トーワ」

吸求.救㎎吸錠 吸急灸.弓灸
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⃝局 リセドロン酸 Na 錠吸求.救㎎
「日医工」

吸求.救㎎吸錠 吸急灸.弓灸

⃝局 リセドロン酸 Na 錠吸求.救㎎
「日新」

吸求.救㎎吸錠 吸急灸.弓灸

⃝局 リセドロン酸 Na 錠吸求.救㎎
「明治」

吸求.救㎎吸錠 吸急灸.弓灸

⃝局 リセドロン酸ナトリウム錠
宮.救㎎「ケミファ」

宮.救㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 リセドロン酸ナトリウム錠
吸求.救㎎「ケミファ」

吸求.救㎎吸錠 吸急灸.弓灸

リセドロン酸ナトリウム
吸求.救㎎錠

吸求.救㎎吸錠 吸灸朽.宮灸

リセドロン酸ナトリウム
求救㎎錠

求救㎎吸錠 急求朽.泣灸

リーダイ配合錠 吸錠 救.求灸

リタリン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 求.救灸

リタロクス懸濁用配合顆
か

粒 吸ℊ 朽.救灸

リドカイン塩酸塩ビスカス
宮％「ＫＮ」

宮％吸客 急.吸灸

リドカイン塩酸塩ビスカス
宮％「日新」

宮％吸客 急.吸灸

⃝局 リトドリン塩酸塩錠救㎎「あ
すか」

救㎎吸錠 救急.朽灸

リトドリン塩酸塩救㎎錠 救㎎吸錠 吸宮.泣灸

リネゾリド錠朽灸灸㎎「サワ
イ」

朽灸灸㎎吸錠 急,泣求灸.弓灸

リネゾリド錠朽灸灸㎎「明治」 朽灸灸㎎吸錠 急,泣求灸.弓灸

リバオール散吸灸％ 吸灸％吸ℊ 吸泣.求灸

リバオール錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 救.泣灸

⃝局 リーバクト配合顆
か

粒 急.吸救ℊ吸包 吸宮吸.汲灸

リーバクト配合経口ゼリー 宮灸ℊ吸個 吸救求.朽灸

リパクレオンカプセル吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸カプセル 弓宮.吸灸

リパクレオン顆
か

粒弓灸灸㎎分包 弓灸灸㎎吸包 救泣.泣灸

リバロＯＤ錠吸㎎ 吸㎎吸錠 弓求.汲灸

リバロＯＤ錠宮㎎ 宮㎎吸錠 求灸.弓灸

リバロＯＤ錠急㎎ 急㎎吸錠 吸宮朽.求灸

⃝局 リバロ錠吸㎎ 吸㎎吸錠 弓求.汲灸

⃝局 リバロ錠宮㎎ 宮㎎吸錠 求灸.弓灸

⃝局 リバロ錠急㎎ 急㎎吸錠 吸宮朽.求灸

リピディル錠救弓.弓㎎ 救弓.弓㎎吸錠 吸泣.朽灸

リピディル錠汲灸㎎ 汲灸㎎吸錠 宮救.汲灸

⃝局 リピトール錠救㎎ 救㎎吸錠 宮求.灸灸

⃝局 リピトール錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 急泣.宮灸

⃝局 リファジンカプセル吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸カプセル 吸泣.汲灸

リファンピシン吸救灸㎎カプセ
ル

吸救灸㎎吸カプセル 吸宮.吸灸

リフキシマ錠宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸錠 宮灸急.急灸

リフレックス錠吸救㎎ 吸救㎎吸錠 吸灸灸.灸灸

リフレックス錠弓灸㎎ 弓灸㎎吸錠 吸朽急.吸灸

リベルサス錠弓㎎ 弓㎎吸錠 吸急弓.宮灸

リベルサス錠求㎎ 求㎎吸錠 弓弓急.宮灸

リベルサス錠吸急㎎ 吸急㎎吸錠 救灸吸.弓灸

⃝局 リボトリール細粒灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 吸灸.求灸

⃝局 リボトリール細粒灸.救％ 灸.救％吸ℊ 急吸.汲灸

⃝局 リボトリール錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 泣.弓灸

⃝局 リボトリール錠吸㎎ 吸㎎吸錠 吸灸.朽灸

⃝局 リボトリール錠宮㎎ 宮㎎吸錠 吸汲.宮灸

⃝局 リポバス錠救 救㎎吸錠 急弓.灸灸

⃝局 リポバス錠吸灸 吸灸㎎吸錠 汲求.泣灸

⃝局 リポバス錠宮灸 宮灸㎎吸錠 吸汲吸.朽灸

リボフラビン酪酸エステル細
粒吸灸％「ツルハラ」

吸灸％吸ℊ 朽.弓灸

リボフラビン酪酸エステル
宮灸㎎錠

宮灸㎎吸錠 救.救灸

リーマス錠吸灸灸 吸灸灸㎎吸錠 泣.泣灸

リーマス錠宮灸灸 宮灸灸㎎吸錠 吸救.急灸

⃝局 リマチル錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 宮汲.宮灸

⃝局 リマチル錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 急灸.弓灸

リマプロスト アルファデク
ス救㎍錠

救㎍吸錠 吸弓.泣灸

リムパーザ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 弓,急泣宮.朽灸

リムパーザ錠吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸錠 救,吸汲救.吸灸

⃝局 リュウガンニク 吸灸ℊ 弓弓.灸灸

⃝局 リュウコツ 吸灸ℊ 宮吸.吸灸

⃝局 硫酸アトロピン「ホエイ」 吸ℊ 吸,求救吸.朽灸

⃝局 硫酸カリウム 吸灸ℊ 吸宮.吸灸

⃝局 硫酸バリウム 吸灸ℊ 吸求.弓灸

硫酸バリウム散泣求.救％「ホ
リイ」

泣求.救％吸灸ℊ 吸急.汲灸

硫酸バリウム散泣汲.汲％「ホ
リイ」

泣汲.汲％吸灸ℊ 吸急.宮灸

硫酸バリウム散泣泣.吸％「共
成」

泣泣.吸％吸灸ℊ 吸弓.灸灸

硫酸バリウム散泣泣.救％「Ｆ
ＳＫ」

泣泣.救％吸灸ℊ 吸急.吸灸

硫酸ポリミキシンＢ錠宮救万
単位「ファイザー」

宮救万単位吸錠 汲宮.宮灸

硫酸ポリミキシンＢ錠吸灸灸万
単位「ファイザー」

吸灸灸万単位吸錠 宮朽救.急灸

⃝局 硫酸マグネシウム「Ｎｉｋ
Ｐ」

吸灸ℊ 求.汲灸

⃝局 硫酸マグネシウム水和物 吸灸ℊ 求.弓灸

⃝局※硫酸マグネシウム（山善） 吸灸ℊ 求.汲灸

⃝局 リュウタン 吸灸ℊ 弓弓.汲灸

⃝局 リュウタン末 吸灸ℊ 弓泣.救灸

⃝局 リョウキョウ 吸灸ℊ 吸弓.吸灸

リリカＯＤ錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 急救.宮灸

リリカＯＤ錠求救㎎ 求救㎎吸錠 求救.灸灸

リリカＯＤ錠吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸錠 吸灸宮.朽灸

リリカカプセル宮救㎎ 宮救㎎吸カプセル 急救.宮灸

リリカカプセル求救㎎ 求救㎎吸カプセル 求救.灸灸

リリカカプセル吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸カプセル 吸灸宮.朽灸

リルゾール錠救灸㎎「ＡＡ」 救灸㎎吸錠 救弓朽.宮灸

リルゾール錠救灸㎎「タナベ」 救灸㎎吸錠 救弓朽.宮灸

リルテック錠救灸 救灸㎎吸錠 吸,弓吸救.弓灸

リルマザホン塩酸塩吸㎎錠 吸㎎吸錠 求.求灸

リルマザホン塩酸塩宮㎎錠 宮㎎吸錠 吸宮.弓灸

リンヴォック錠求.救㎎ 求.救㎎吸錠 宮,救泣急.朽灸

リンヴォック錠吸救㎎ 吸救㎎吸錠 救,灸汲泣.宮灸

リンヴォック錠弓灸㎎ 弓灸㎎吸錠 求,弓救吸.汲灸

リンコシンカプセル宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸カプセル 吸泣.救灸

⃝局 リン酸コデイン散吸％「イワ
キ」

吸％吸ℊ 求.汲灸

⃝局 リン酸コデイン散吸％「メタ
ル」

吸％吸ℊ 泣.汲灸

リン酸ジソピラミド吸救灸㎎徐
放錠

吸救灸㎎吸錠 吸弓.灸灸

⃝局 リン酸ジヒドロコデイン散
吸％「メタル」

吸％吸ℊ 汲.朽灸

⃝局 リン酸水素カルシウム「エビ
ス」

吸灸ℊ 吸急.救灸

⃝局 リン酸水素カルシウム水和物 吸灸ℊ 吸弓.汲灸

リンゼス錠灸.宮救㎎ 灸.宮救㎎吸錠 求汲.求灸

リンデロン散灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 宮朽.吸灸

⃝局 リンデロン錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 吸宮.灸灸

リンデロンシロップ灸.灸吸％ 灸.灸吸％吸客 朽.求灸

⃝局 リンラキサー錠吸宮救㎎ 吸宮救㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 リンラキサー錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 吸吸.弓灸

(る)

ルジオミール錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 汲.宮灸

ルジオミール錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 吸朽.急灸

ルシドリール錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 汲.泣灸

ルセフィ錠宮.救㎎ 宮.救㎎吸錠 吸朽吸.宮灸

ルセフィ錠救㎎ 救㎎吸錠 宮急灸.灸灸
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ルトラール錠宮㎎ 宮㎎吸錠 宮急.急灸

ルナベル配合錠ＬＤ 吸錠 宮灸急.灸灸

ルナベル配合錠ＵＬＤ 吸錠 宮吸弓.吸灸

ルネスタ錠吸㎎ 吸㎎吸錠 弓泣.急灸

ルネスタ錠宮㎎ 宮㎎吸錠 朽弓.灸灸

ルネスタ錠弓㎎ 弓㎎吸錠 求求.弓灸

ルパフィン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 救急.泣灸

ルプラック錠急㎎ 急㎎吸錠 吸汲.急灸

ルプラック錠汲㎎ 汲㎎吸錠 宮泣.急灸

⃝局 ルボックス錠宮救 宮救㎎吸錠 宮宮.吸灸

⃝局 ルボックス錠救灸 救灸㎎吸錠 弓朽.朽灸

⃝局 ルボックス錠求救 求救㎎吸錠 急求.宮灸

ルーラン錠急㎎ 急㎎吸錠 吸弓.灸灸

ルーラン錠汲㎎ 汲㎎吸錠 宮急.朽灸

ルーラン錠吸朽㎎ 吸朽㎎吸錠 急弓.泣灸

⃝局 ルリッド錠吸救灸 吸救灸㎎吸錠 弓求.弓灸

(れ)

レイアタッツカプセル吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸カプセル 弓汲急.泣灸

レイアタッツカプセル宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸カプセル 朽吸急.弓灸

レキサルティＯＤ錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 吸弓吸.灸灸

レキサルティＯＤ錠吸㎎ 吸㎎吸錠 宮急泣.弓灸

レキサルティＯＤ錠宮㎎ 宮㎎吸錠 急求救.求灸

レキサルティ錠吸㎎ 吸㎎吸錠 宮急泣.弓灸

レキサルティ錠宮㎎ 宮㎎吸錠 急求救.求灸

レキソタン細粒吸％ 吸％吸ℊ 吸泣.宮灸

レキソタン錠吸 吸㎎吸錠 救.求灸

レキソタン錠宮 宮㎎吸錠 救.泣灸

レキソタン錠救 救㎎吸錠 泣.汲灸

レキップＣＲ錠宮㎎ 宮㎎吸錠 吸朽泣.宮灸

レキップＣＲ錠汲㎎ 汲㎎吸錠 救求灸.宮灸

レキップ錠灸.宮救㎎ 灸.宮救㎎吸錠 弓吸.泣灸

レキップ錠吸㎎ 吸㎎吸錠 吸吸灸.求灸

レキップ錠宮㎎ 宮㎎吸錠 吸泣急.泣灸

レクサプロ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 吸朽泣.泣灸

レクサプロ錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 宮救弓.弓灸

レクシヴァ錠求灸灸 求灸灸㎎吸錠 救急泣.汲灸

レクチゾール錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 求朽.弓灸

レグテクト錠弓弓弓㎎ 弓弓弓㎎吸錠 急弓.救灸

レグナイト錠弓灸灸㎎ 弓灸灸㎎吸錠 汲灸.求灸

レグパラ錠吸宮.救㎎ 吸宮.救㎎吸錠 弓求宮.急灸

レグパラ錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 救急救.求灸

レグパラ錠求救㎎ 求救㎎吸錠 吸,灸灸汲.求灸

レザルタス配合錠ＨＤ 吸錠 求汲.宮灸

レザルタス配合錠ＬＤ 吸錠 急宮.宮灸

⃝局 レスタス錠宮㎎ 宮㎎吸錠 吸朽.急灸

レスタミンコーワ錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 救.泣灸

レスプレン錠救㎎ 救㎎吸錠 救.泣灸

レスプレン錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 救.泣灸

レスプレン錠弓灸㎎ 弓灸㎎吸錠 救.泣灸

レスポリックス配合顆
か

粒 吸ℊ 朽.灸灸

レスミット錠宮 宮㎎吸錠 救.求灸

レスミット錠救 救㎎吸錠 救.求灸

レスリン錠宮救 宮救㎎吸錠 吸灸.求灸

レスリン錠救灸 救灸㎎吸錠 吸汲.汲灸

⃝局 レセルピン散灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 求.救灸

⃝局 レセルピン錠 灸.宮救㎎吸錠 泣.汲灸

レダコート錠急㎎ 急㎎吸錠 吸急.弓灸

レダマイシンカプセル吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸カプセル 吸求.灸灸

レットヴィモカプセル急灸㎎ 急灸㎎吸カプセル 弓,朽汲灸.灸灸

レットヴィモカプセル汲灸㎎ 汲灸㎎吸カプセル 朽,泣汲急.救灸

レトロゾール錠宮.救㎎「ケミ
ファ」

宮.救㎎吸錠 吸灸泣.灸灸

レトロゾール錠宮.救㎎「Ｊ
Ｇ」

宮.救㎎吸錠 宮吸泣.汲灸

レトロゾール錠宮.救㎎「トー
ワ」

宮.救㎎吸錠 吸灸泣.灸灸

レトロゾール錠宮.救㎎「明
治」

宮.救㎎吸錠 吸灸泣.灸灸

レトロゾール宮.救㎎錠 宮.救㎎吸錠 汲朽.汲灸

レトロビルカプセル吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸カプセル 宮朽朽.弓灸

レナジェル錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 吸求.求灸

レナデックス錠急㎎ 急㎎吸錠 吸朽求.汲灸

レナルチン腸溶錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 救.求灸

⃝局 レニベース錠宮.救 宮.救㎎吸錠 吸求.弓灸

⃝局 レニベース錠救 救㎎吸錠 宮灸.宮灸

⃝局 レニベース錠吸灸 吸灸㎎吸錠 宮朽.汲灸

レパグリニド錠灸.宮救㎎「サ
ワイ」

灸.宮救㎎吸錠 吸灸.灸灸

レパグリニド錠灸.救㎎「サワ
イ」

灸.救㎎吸錠 吸求.朽灸

レバチオＯＤフィルム宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸,宮吸吸.宮灸

レバチオ懸濁用ドライシロッ
プ泣灸灸㎎

吸灸㎎吸客(懸濁後の内
用液として)

朽救求.吸灸

レバチオ錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸,宮吸吸.宮灸

レバミピド顆
か

粒宮灸％「タカ
タ」

宮灸％吸ℊ 吸朽.救灸

レバミピド宮灸％顆
か

粒 宮灸％吸ℊ 吸救.求灸

レバミピド吸灸灸㎎口腔
くう

内崩壊
錠

吸灸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

レバミピド吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

レブラミドカプセル宮.救㎎ 宮.救㎎吸カプセル 朽,求汲弓.泣灸

レブラミドカプセル救㎎ 救㎎吸カプセル 汲,灸汲救.弓灸

レベチラセタム錠宮救灸㎎「ア
メル」

宮救灸㎎吸錠 弓朽.救灸

レベチラセタム錠宮救灸㎎「杏
きよう

林」
宮救灸㎎吸錠 弓朽.救灸

レベチラセタム錠宮救灸㎎「サ
ワイ」

宮救灸㎎吸錠 弓朽.救灸

レベチラセタム錠宮救灸㎎「Ｊ
Ｇ」

宮救灸㎎吸錠 弓朽.救灸

レベチラセタム錠宮救灸㎎「タ
カタ」

宮救灸㎎吸錠 弓朽.救灸

レベチラセタム錠宮救灸㎎「ト
ーワ」

宮救灸㎎吸錠 弓朽.救灸

レベチラセタム錠宮救灸㎎「日
医工」

宮救灸㎎吸錠 弓朽.救灸

レベチラセタム錠宮救灸㎎「日
新」

宮救灸㎎吸錠 弓朽.救灸

レベチラセタム錠宮救灸㎎「Ｖ
ＴＲＳ」

宮救灸㎎吸錠 弓朽.救灸

レベチラセタム錠宮救灸㎎「フ
ェルゼン」

宮救灸㎎吸錠 弓朽.救灸

レベチラセタム錠宮救灸㎎「明
治」

宮救灸㎎吸錠 弓朽.救灸

レベチラセタム錠救灸灸㎎「ア
メル」

救灸灸㎎吸錠 救泣.救灸

レベチラセタム錠救灸灸㎎「杏
きよう

林」
救灸灸㎎吸錠 救泣.救灸

レベチラセタム錠救灸灸㎎「サ
ワイ」

救灸灸㎎吸錠 救泣.救灸

レベチラセタム錠救灸灸㎎「Ｊ
Ｇ」

救灸灸㎎吸錠 救泣.救灸

レベチラセタム錠救灸灸㎎「タ
カタ」

救灸灸㎎吸錠 救泣.救灸

レベチラセタム錠救灸灸㎎「ト
ーワ」

救灸灸㎎吸錠 救泣.救灸

レベチラセタム錠救灸灸㎎「日
医工」

救灸灸㎎吸錠 救泣.救灸

レベチラセタム錠救灸灸㎎「日
新」

救灸灸㎎吸錠 救泣.救灸

レベチラセタム錠救灸灸㎎「Ｖ
ＴＲＳ」

救灸灸㎎吸錠 救泣.救灸

レベチラセタム錠救灸灸㎎「フ
ェルゼン」

救灸灸㎎吸錠 救泣.救灸
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レベチラセタム錠救灸灸㎎「明
治」

救灸灸㎎吸錠 救泣.救灸

レベチラセタムＤＳ救灸％

「杏
きよう

林」

救灸％吸ℊ 汲求.吸灸

レベチラセタムＤＳ救灸％
「サワイ」

救灸％吸ℊ 汲吸.救灸

レベチラセタムＤＳ救灸％
「タカタ」

救灸％吸ℊ 汲求.吸灸

レベチラセタムＤＳ救灸％
「トーワ」

救灸％吸ℊ 汲求.吸灸

レベチラセタムドライシロッ
プ救灸％「ＪＧ」

救灸％吸ℊ 汲求.吸灸

レベチラセタムドライシロッ
プ救灸％「日医工」

救灸％吸ℊ 汲吸.救灸

レベチラセタムドライシロッ
プ救灸％「日新」

救灸％吸ℊ 汲求.吸灸

レベチラセタムドライシロッ
プ救灸％「明治」

救灸％吸ℊ 汲求.吸灸

レベチラセタムドライシロッ
プ救灸％「ＹＤ」

救灸％吸ℊ 汲求.吸灸

レベチラセタム粒状錠宮救灸㎎
「サワイ」

宮救灸㎎吸包 弓朽.救灸

レベチラセタム粒状錠救灸灸㎎
「サワイ」

救灸灸㎎吸包 救泣.救灸

⃝局 レベトールカプセル宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸カプセル 弓朽朽.吸灸

レベニンＳ配合散 吸ℊ 朽.弓灸

レベニンＳ配合錠 吸錠 朽.弓灸

レベニン散 吸ℊ 朽.弓灸

レベニン錠 吸錠 救.泣灸

レボカルニチン塩化物錠
吸灸灸㎎「イセイ」

吸灸灸㎎吸錠 宮救.朽灸

レボカルニチン塩化物錠
吸灸灸㎎「日医工」

吸灸灸㎎吸錠 宮救.朽灸

レボカルニチン塩化物錠
吸灸灸㎎「フソー」

吸灸灸㎎吸錠 宮救.朽灸

レボカルニチン塩化物錠
吸灸灸㎎「ＹＤ」

吸灸灸㎎吸錠 宮救.朽灸

レボカルニチン塩化物錠
弓灸灸㎎「イセイ」

弓灸灸㎎吸錠 求宮.泣灸

レボカルニチン塩化物錠
弓灸灸㎎「日医工」

弓灸灸㎎吸錠 求宮.泣灸

レボカルニチン塩化物錠
弓灸灸㎎「フソー」

弓灸灸㎎吸錠 求宮.泣灸

レボカルニチン塩化物錠
弓灸灸㎎「ＹＤ」

弓灸灸㎎吸錠 求宮.泣灸

レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠
宮.救㎎「タカタ」

宮.救㎎吸錠 吸朽.汲灸

レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠
宮.救㎎「日新」

宮.救㎎吸錠 吸朽.汲灸

レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠
宮.救㎎「ＹＤ」

宮.救㎎吸錠 吸朽.汲灸

レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠
救㎎「サワイ」

救㎎吸錠 宮宮.弓灸

レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠
救㎎「タカタ」

救㎎吸錠 宮宮.弓灸

レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠
救㎎「日新」

救㎎吸錠 宮宮.弓灸

レボセチリジン塩酸塩錠
宮.救㎎「ＣＥＯ」

宮.救㎎吸錠 吸朽.汲灸

レボセチリジン塩酸塩錠
宮.救㎎「タカタ」

宮.救㎎吸錠 吸朽.汲灸

レボセチリジン塩酸塩錠
宮.救㎎「ニプロ」

宮.救㎎吸錠 吸朽.汲灸

レボセチリジン塩酸塩錠
宮.救㎎「日本臓器」

宮.救㎎吸錠 吸朽.汲灸

レボセチリジン塩酸塩錠
宮.救㎎「ＹＤ」

宮.救㎎吸錠 吸朽.汲灸

レボセチリジン塩酸塩錠救㎎
「ＫＭＰ」

救㎎吸錠 宮宮.弓灸

レボセチリジン塩酸塩錠救㎎
「サワイ」

救㎎吸錠 宮宮.弓灸

レボセチリジン塩酸塩錠救㎎
「サンド」

救㎎吸錠 宮宮.弓灸

レボセチリジン塩酸塩錠救㎎
「ＣＥＯ」

救㎎吸錠 宮宮.弓灸

レボセチリジン塩酸塩錠救㎎
「タカタ」

救㎎吸錠 宮宮.弓灸

レボセチリジン塩酸塩錠救㎎
「武田テバ」

救㎎吸錠 宮宮.弓灸

レボセチリジン塩酸塩錠救㎎
「ＴＣＫ」

救㎎吸錠 宮宮.弓灸

レボセチリジン塩酸塩錠救㎎
「トーワ」

救㎎吸錠 宮宮.弓灸

レボセチリジン塩酸塩錠救㎎
「ニプロ」

救㎎吸錠 宮宮.弓灸

レボセチリジン塩酸塩錠救㎎
「日本臓器」

救㎎吸錠 宮宮.弓灸

レボセチリジン塩酸塩錠救㎎
「フェルゼン」

救㎎吸錠 宮宮.弓灸

レボセチリジン塩酸塩錠救㎎
「明治」

救㎎吸錠 宮宮.弓灸

レボセチリジン塩酸塩シロッ
プ灸.灸救％「ＫＮ」

灸.灸救％吸客 求.救灸

レボセチリジン塩酸塩ＤＳ

灸.救％「杏
きよう

林」

灸.救％吸ℊ 朽弓.灸灸

レボセチリジン塩酸塩ＤＳ
灸.救％「タカタ」

灸.救％吸ℊ 朽弓.灸灸

レボセチリジン塩酸塩ＤＳ
灸.救％「ＴＣＫ」

灸.救％吸ℊ 朽弓.灸灸

レボセチリジン塩酸塩ドライ
シロップ灸.救％「日本臓器」

灸.救％吸ℊ 朽弓.灸灸

レボセチリジン塩酸塩ドライ
シロップ灸.救％「ＹＤ」

灸.救％吸ℊ 朽弓.灸灸

レボセチリジン塩酸塩
灸.灸救％シロップ

灸.灸救％吸客 朽.求灸

レボセチリジン塩酸塩宮.救㎎
錠

宮.救㎎吸錠 吸弓.宮灸

レボセチリジン塩酸塩救㎎口

腔
くう

内崩壊錠

救㎎吸錠 吸朽.灸灸

レボセチリジン塩酸塩救㎎錠 救㎎吸錠 吸朽.灸灸

⃝局 レボチロキシンナトリウム錠 吸宮.救㎍吸錠 泣.汲灸

⃝局 レボチロキシンナトリウム錠 求救㎍吸錠 泣.汲灸

⃝局 レボチロキシンナトリウム錠 吸灸灸㎍吸錠 吸吸.朽灸

レボチロキシンナトリウム
宮救㎍錠

宮救㎍吸錠 泣.汲灸

レボチロキシンナトリウム
救灸㎍錠

救灸㎍吸錠 泣.汲灸

レボドパ・カルビドパＬ救灸
錠

吸錠 救.泣灸

レボドパ・カルビドパＬ吸灸灸
錠

吸錠 泣.急灸

レボドパ・カルビドパＬ宮救灸
錠

吸錠 宮弓.灸灸

レボトミン顆
か

粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 吸灸.汲灸

レボトミン散吸灸％ 吸灸％吸ℊ 吸灸.灸灸

レボトミン散救灸％ 救灸％吸ℊ 朽弓.救灸

レボトミン錠救㎎ 救㎎吸錠 救.求灸

レボトミン錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 救.求灸

レボトミン錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 救.泣灸

レボフロキサシンＯＤ錠
宮救灸㎎「トーワ」

宮救灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

救急.宮灸

レボフロキサシンＯＤ錠
救灸灸㎎「トーワ」

救灸灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

汲求.宮灸

⃝局 レボフロキサシン細粒吸灸％
「ＤＳＥＰ」

吸灸灸㎎吸ℊ(レボフロ
キサシンとして)

弓救.灸灸

⃝局 レボフロキサシン錠宮救灸㎎
「Ｆ」

宮救灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

急宮.泣灸

⃝局 レボフロキサシン錠宮救灸㎎
「オーハラ」

宮救灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

救急.宮灸

⃝局 レボフロキサシン錠宮救灸㎎
「科研」

宮救灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

救急.宮灸

⃝局 レボフロキサシン錠宮救灸㎎
「ケミファ」

宮救灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

救急.宮灸

⃝局 レボフロキサシン錠宮救灸㎎
「サワイ」

宮救灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

急宮.泣灸

⃝局 レボフロキサシン錠宮救灸㎎
「ＣＥＯ」

宮救灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

救急.宮灸

080



⃝局 レボフロキサシン錠宮救灸㎎
「ＣＨ」

宮救灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

急宮.泣灸

⃝局 レボフロキサシン錠宮救灸㎎
「ＺＥ」

宮救灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

急宮.泣灸

⃝局 レボフロキサシン錠宮救灸㎎
「ＤＳＥＰ」

宮救灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

急宮.泣灸

⃝局 レボフロキサシン錠宮救灸㎎
「トーワ」

宮救灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

救急.宮灸

⃝局 レボフロキサシン錠宮救灸㎎
「日医工」

宮救灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

急宮.泣灸

⃝局 レボフロキサシン錠救灸灸㎎
「オーハラ」

救灸灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

汲求.宮灸

⃝局 レボフロキサシン錠救灸灸㎎
「科研」

救灸灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

汲求.宮灸

⃝局 レボフロキサシン錠救灸灸㎎
「ケミファ」

救灸灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

汲求.宮灸

⃝局 レボフロキサシン錠救灸灸㎎
「サワイ」

救灸灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

汲求.宮灸

⃝局 レボフロキサシン錠救灸灸㎎
「ＣＥＯ」

救灸灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

汲求.宮灸

⃝局 レボフロキサシン錠救灸灸㎎
「ＣＨ」

救灸灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

汲求.宮灸

⃝局 レボフロキサシン錠救灸灸㎎
「ＤＳＥＰ」

救灸灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

汲求.宮灸

⃝局 レボフロキサシン錠救灸灸㎎
「ＴＣＫ」

救灸灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

汲求.宮灸

⃝局 レボフロキサシン錠救灸灸㎎
「トーワ」

救灸灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

汲求.宮灸

⃝局 レボフロキサシン錠救灸灸㎎
「日医工」

救灸灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

汲求.宮灸

⃝局 レボフロキサシン錠救灸灸㎎
「日医工Ｐ」

救灸灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

汲求.宮灸

レボフロキサシン内用液
宮救灸㎎「トーワ」

宮救灸㎎吸灸客吸包(レボ
フロキサシンとし

て)

吸吸吸.朽灸

レボフロキサシン粒状錠
宮救灸㎎「モチダ」

宮救灸㎎吸包(レボフロ
キサシンとして)

急宮.泣灸

レボフロキサシン宮救灸㎎錠 宮救灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

弓宮.灸灸

レボフロキサシン救灸灸㎎錠 救灸灸㎎吸錠(レボフロ
キサシンとして)

救求.灸灸

レボフロキサシン救灸灸㎎粒状
錠

救灸灸㎎吸包(レボフロ
キサシンとして)

救求.灸灸

レボメプロマジン錠宮救㎎
「ツルハラ」

宮救㎎吸錠 救.求灸

レボレード錠吸宮.救㎎ 吸宮.救㎎吸錠 宮,宮吸吸.急灸

レボレード錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 急,弓救朽.救灸

⃝局 レミカットカプセル吸㎎ 吸㎎吸カプセル 宮急.吸灸

⃝局 レミカットカプセル宮㎎ 宮㎎吸カプセル 弓吸.灸灸

レミッチＯＤ錠宮.救㎍ 宮.救㎍吸錠 汲吸宮.汲灸

レミッチカプセル宮.救㎍ 宮.救㎍吸カプセル 汲吸宮.汲灸

レミニールＯＤ錠急㎎ 急㎎吸錠 求吸.急灸

レミニールＯＤ錠汲㎎ 汲㎎吸錠 吸宮汲.吸灸

レミニールＯＤ錠吸宮㎎ 吸宮㎎吸錠 吸救求.汲灸

レミニール錠急㎎ 急㎎吸錠 求吸.急灸

レミニール錠汲㎎ 汲㎎吸錠 吸宮汲.吸灸

レミニール錠吸宮㎎ 吸宮㎎吸錠 吸救求.汲灸

レミニール内用液急㎎／客 灸.急％吸客 朽汲.弓灸

レメロン錠吸救㎎ 吸救㎎吸錠 泣救.泣灸

レメロン錠弓灸㎎ 弓灸㎎吸錠 吸救泣.汲灸

⃝局 レリフェン錠急灸灸㎎ 急灸灸㎎吸錠 宮朽.弓灸

レルパックス錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 救急弓.求灸

レルミナ錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 汲泣弓.急灸

⃝局 レンギョウ 吸灸ℊ 弓弓.汲灸

⃝局 レンドルミン錠灸.宮救㎎ 灸.宮救㎎吸錠 吸朽.汲灸

レンドルミンＤ錠灸.宮救㎎ 灸.宮救㎎吸錠 吸朽.汲灸

⃝局 レンニク 吸灸ℊ 宮灸.汲灸

レンビマカプセル急㎎ 急㎎吸カプセル 急,灸宮救.救灸

レンビマカプセル吸灸㎎ 吸灸㎎吸カプセル 泣,救吸求.朽灸

(ろ)

ロイケリン散吸灸％ 吸灸％吸ℊ 吸灸宮.宮灸

ロイコボリン錠救㎎ 救㎎吸錠 朽吸吸.弓灸

ロイコボリン錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 吸,弓朽弓.灸灸

ロイコン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 救.求灸

ロイシン・イソロイシン・バ
リン除去ミルク配合散「雪
印」

吸ℊ 吸吸.吸灸

ロカルトロールカプセル
灸.宮救

灸.宮救㎍吸カプセル 吸弓.宮灸

ロカルトロールカプセル灸.救 灸.救㎍吸カプセル 吸泣.弓灸

⃝局 ローガン錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 宮吸.朽灸

ロキサチジン酢酸エステル塩
酸塩弓求.救㎎徐放カプセル

弓求.救㎎吸カプセル 吸灸.宮灸

ロキサチジン酢酸エステル塩
酸塩求救㎎徐放カプセル

求救㎎吸カプセル 吸朽.急灸

⃝局 ロキシスロマイシン錠吸救灸㎎
「トーワ」

吸救灸㎎吸錠 宮朽.吸灸

ロキシスロマイシン吸救灸㎎錠 吸救灸㎎吸錠 吸朽.吸灸

ロキソニン細粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 宮灸.灸灸

⃝局 ロキソニン錠朽灸㎎ 朽灸㎎吸錠 吸吸.灸灸

⃝局 ロキソプロフェン Na 錠
朽灸㎎「あすか」

朽灸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 ロキソプロフェン Na 錠
朽灸㎎「アメル」

朽灸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 ロキソプロフェン Na 錠
朽灸㎎「ＮＰＩ」

朽灸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 ロキソプロフェン Na 錠
朽灸㎎「ＯＨＡ」

朽灸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 ロキソプロフェン Na 錠
朽灸㎎「ＫＮ」

朽灸㎎吸錠 求.泣灸

⃝局 ロキソプロフェン Na 錠
朽灸㎎「ＫＯ」

朽灸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 ロキソプロフェン Na 錠
朽灸㎎「サワイ」

朽灸㎎吸錠 求.泣灸

⃝局 ロキソプロフェン Na 錠
朽灸㎎「三恵」

朽灸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 ロキソプロフェン Na 錠
朽灸㎎「三和」

朽灸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 ロキソプロフェン Na 錠
朽灸㎎「武田テバ」

朽灸㎎吸錠 求.泣灸

⃝局 ロキソプロフェン Na 錠
朽灸㎎「ツルハラ」

朽灸㎎吸錠 求.泣灸

⃝局 ロキソプロフェン Na 錠
朽灸㎎「ＴＣＫ」

朽灸㎎吸錠 求.泣灸

⃝局 ロキソプロフェン Na 錠
朽灸㎎「トーワ」

朽灸㎎吸錠 求.泣灸

⃝局 ロキソプロフェン Na 錠
朽灸㎎「日新」

朽灸㎎吸錠 求.泣灸

⃝局 ロキソプロフェン Na 錠
朽灸㎎「ＹＤ」

朽灸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 ロキソプロフェン錠朽灸㎎
「ＥＭＥＣ」

朽灸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 ロキソプロフェンナトリウム
錠朽灸㎎「ＣＨ」

朽灸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 ロキソプロフェンナトリウム
錠朽灸㎎「日医工」

朽灸㎎吸錠 泣.汲灸

ロキソプロフェンナトリウム
内服液朽灸㎎「日医工」

灸.朽％吸客 吸.汲灸

ロキソプロフェンナトリウム
吸灸％細粒

吸灸％吸ℊ 吸灸.灸灸

ロキソプロフェンナトリウム
朽灸㎎錠

朽灸㎎吸錠 救.求灸

ロケルマ懸濁用散分包救ℊ 救ℊ吸包 吸,灸朽泣.弓灸

ロケルマ懸濁用散分包吸灸ℊ 吸灸ℊ吸包 吸,救朽求.灸灸

ローコール錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 宮急.求灸

ローコール錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 急急.求灸

ローコール錠弓灸㎎ 弓灸㎎吸錠 朽吸.灸灸

ロコルナール細粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 宮急.灸灸

ロコルナール錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸灸.弓灸

ロコルナール錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 吸吸.朽灸
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⃝局 ロサルタンカリウム錠宮救㎎
「ＡＡ」

宮救㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠宮救㎎
「ＦＦＰ」

宮救㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠宮救㎎

「杏
きよう

林」

宮救㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠宮救㎎
「ケミファ」

宮救㎎吸錠 宮宮.灸灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠宮救㎎
「サワイ」

宮救㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠宮救㎎
「ＪＧ」

宮救㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠宮救㎎
「ＺＥ」

宮救㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠宮救㎎
「ＴＣＫ」

宮救㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠救灸㎎
「ＡＡ」

救灸㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠救灸㎎
「ＦＦＰ」

救灸㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠救灸㎎

「杏
きよう

林」

救灸㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠救灸㎎
「ケミファ」

救灸㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠救灸㎎
「サワイ」

救灸㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠救灸㎎
「ＪＧ」

救灸㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠救灸㎎
「ＺＥ」

救灸㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠救灸㎎
「ＤＫ」

救灸㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠救灸㎎
「ＴＣＫ」

救灸㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠吸灸灸㎎
「ＡＡ」

吸灸灸㎎吸錠 弓汲.救灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠吸灸灸㎎
「ＮＰ」

吸灸灸㎎吸錠 弓汲.救灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠吸灸灸㎎
「ＮＰＩ」

吸灸灸㎎吸錠 弓汲.救灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠吸灸灸㎎
「ＦＦＰ」

吸灸灸㎎吸錠 弓汲.救灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠吸灸灸㎎

「杏
きよう

林」

吸灸灸㎎吸錠 汲求.吸灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠吸灸灸㎎
「ケミファ」

吸灸灸㎎吸錠 弓汲.救灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠吸灸灸㎎
「サワイ」

吸灸灸㎎吸錠 弓汲.救灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠吸灸灸㎎
「ＤＫ」

吸灸灸㎎吸錠 弓汲.救灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠吸灸灸㎎
「ＴＣＫ」

吸灸灸㎎吸錠 汲求.吸灸

⃝局 ロサルタンカリウム錠吸灸灸㎎
「日医工」

吸灸灸㎎吸錠 弓汲.救灸

ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジドＨＤ錠

吸錠 弓灸.弓灸

ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジドＬＤ錠

吸錠 宮吸.弓灸

ロサルタンカリウム宮救㎎錠 宮救㎎吸錠 吸灸.宮灸

ロサルタンカリウム救灸㎎錠 救灸㎎吸錠 吸汲.求灸

ロサルタンカリウム吸灸灸㎎錠 吸灸灸㎎吸錠 弓宮.灸灸

⃝局 ロサルタンＫ錠宮救㎎「ＥＥ」 宮救㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 ロサルタンＫ錠宮救㎎「科研」 宮救㎎吸錠 宮宮.灸灸

⃝局 ロサルタンＫ錠宮救㎎「タカ
タ」

宮救㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 ロサルタンＫ錠宮救㎎「ＤＳ
ＥＰ」

宮救㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 ロサルタンＫ錠宮救㎎「トー
ワ」

宮救㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 ロサルタンＫ錠宮救㎎「明治」 宮救㎎吸錠 吸弓.急灸

⃝局 ロサルタンＫ錠救灸㎎「ＥＥ」 救灸㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 ロサルタンＫ錠救灸㎎「科研」 救灸㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 ロサルタンＫ錠救灸㎎「タカ
タ」

救灸㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 ロサルタンＫ錠救灸㎎「ＤＳ
ＥＰ」

救灸㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 ロサルタンＫ錠救灸㎎「トー
ワ」

救灸㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 ロサルタンＫ錠救灸㎎「ファ
イザー」

救灸㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 ロサルタンＫ錠救灸㎎「明治」 救灸㎎吸錠 宮朽.吸灸

⃝局 ロサルタンＫ錠吸灸灸㎎「Ｅ
Ｅ」

吸灸灸㎎吸錠 弓汲.救灸

⃝局 ロサルタンＫ錠吸灸灸㎎「科
研」

吸灸灸㎎吸錠 弓汲.救灸

⃝局 ロサルタンＫ錠吸灸灸㎎「タカ
タ」

吸灸灸㎎吸錠 弓汲.救灸

⃝局 ロサルタンＫ錠吸灸灸㎎「ＤＳ
ＥＰ」

吸灸灸㎎吸錠 弓汲.救灸

⃝局 ロサルタンＫ錠吸灸灸㎎「トー
ワ」

吸灸灸㎎吸錠 弓汲.救灸

⃝局 ロサルタンＫ錠吸灸灸㎎「日
新」

吸灸灸㎎吸錠 弓汲.救灸

⃝局 ロサルタンＫ錠吸灸灸㎎「明
治」

吸灸灸㎎吸錠 弓汲.救灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「アメ
ル」

吸錠 急灸.求灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「Ｅ
Ｅ」

吸錠 急灸.求灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「Ｅ
Ｐ」

吸錠 急灸.求灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＮＰ
Ｉ」

吸錠 急灸.求灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＦＦ
Ｐ」

吸錠 急灸.求灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「科
研」

吸錠 急灸.求灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「Ｋ
Ｎ」

吸錠 急灸.求灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ケミ
ファ」

吸錠 急灸.求灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「サワ
イ」

吸錠 急灸.求灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「三
和」

吸錠 急灸.求灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「タカ
タ」

吸錠 急灸.求灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「タナ
ベ」

吸錠 急灸.求灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＴＣ
Ｋ」

吸錠 急灸.求灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「テ
バ」

吸錠 急灸.求灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「トー
ワ」

吸錠 急灸.求灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「日医
工」

吸錠 急灸.求灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「日
新」

吸錠 急灸.求灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ファ
イザー」

吸錠 急灸.求灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「明
治」

吸錠 急灸.求灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「モチ
ダ」

吸錠 急灸.求灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「Ｅ
Ｅ」

吸錠 宮汲.汲灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＦＦ
Ｐ」

吸錠 宮汲.汲灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「科
研」

吸錠 宮汲.汲灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ケミ
ファ」

吸錠 宮汲.汲灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＴＣ
Ｋ」

吸錠 宮汲.汲灸
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⃝局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「テ
バ」

吸錠 宮汲.汲灸

⃝局 ロサルヒド配合錠ＬＤ「明
治」

吸錠 宮汲.汲灸

ロスーゼット配合錠ＨＤ 吸錠 吸急汲.宮灸

ロスーゼット配合錠ＬＤ 吸錠 吸救吸.宮灸

ロスバスタチンＯＤ錠宮.救㎎
「科研」

宮.救㎎吸錠 吸急.弓灸

ロスバスタチンＯＤ錠宮.救㎎
「共創未来」

宮.救㎎吸錠 吸急.弓灸

ロスバスタチンＯＤ錠宮.救㎎
「ケミファ」

宮.救㎎吸錠 吸急.弓灸

ロスバスタチンＯＤ錠宮.救㎎
「ＪＧ」

宮.救㎎吸錠 吸汲.吸灸

ロスバスタチンＯＤ錠宮.救㎎
「タカタ」

宮.救㎎吸錠 吸急.弓灸

ロスバスタチンＯＤ錠宮.救㎎
「ＤＳＥＰ」

宮.救㎎吸錠 吸急.弓灸

ロスバスタチンＯＤ錠宮.救㎎
「ＴＣＫ」

宮.救㎎吸錠 吸急.弓灸

ロスバスタチンＯＤ錠宮.救㎎
「トーワ」

宮.救㎎吸錠 吸急.弓灸

ロスバスタチンＯＤ錠救㎎
「科研」

救㎎吸錠 宮朽.急灸

ロスバスタチンＯＤ錠救㎎
「共創未来」

救㎎吸錠 宮朽.急灸

ロスバスタチンＯＤ錠救㎎
「ケミファ」

救㎎吸錠 宮朽.急灸

ロスバスタチンＯＤ錠救㎎
「ＪＧ」

救㎎吸錠 弓急.朽灸

ロスバスタチンＯＤ錠救㎎
「タカタ」

救㎎吸錠 宮朽.急灸

ロスバスタチンＯＤ錠救㎎
「ＤＳＥＰ」

救㎎吸錠 宮朽.急灸

ロスバスタチンＯＤ錠救㎎
「ＴＣＫ」

救㎎吸錠 宮朽.急灸

ロスバスタチンＯＤ錠救㎎
「トーワ」

救㎎吸錠 宮朽.急灸

ロスバスタチンＯＤ錠救㎎
「ＹＤ」

救㎎吸錠 宮朽.急灸

ロスバスタチンＯＤ錠吸灸㎎
「トーワ」

吸灸㎎吸錠 宮朽.宮灸

ロスバスタチンカルシウム

宮.救㎎口腔
くう

内崩壊錠

宮.救㎎吸錠 汲.朽灸

ロスバスタチンカルシウム
宮.救㎎錠

宮.救㎎吸錠 汲.朽灸

ロスバスタチンカルシウム

救㎎口腔
くう

内崩壊錠

救㎎吸錠 吸弓.灸灸

ロスバスタチンカルシウム
救㎎錠

救㎎吸錠 吸弓.灸灸

ロスバスタチン錠宮.救㎎「ア
メル」

宮.救㎎吸錠 汲.朽灸

ロスバスタチン錠宮.救㎎「Ｅ
Ｅ」

宮.救㎎吸錠 汲.朽灸

ロスバスタチン錠宮.救㎎「科
研」

宮.救㎎吸錠 吸急.弓灸

ロスバスタチン錠宮.救㎎「共
創未来」

宮.救㎎吸錠 吸急.弓灸

ロスバスタチン錠宮.救㎎「杏
きよう

林」
宮.救㎎吸錠 汲.朽灸

ロスバスタチン錠宮.救㎎「ケ
ミファ」

宮.救㎎吸錠 吸急.弓灸

ロスバスタチン錠宮.救㎎「サ
ンド」

宮.救㎎吸錠 汲.朽灸

ロスバスタチン錠宮.救㎎「Ｊ
Ｇ」

宮.救㎎吸錠 吸汲.吸灸

ロスバスタチン錠宮.救㎎「ゼ
リア」

宮.救㎎吸錠 汲.朽灸

ロスバスタチン錠宮.救㎎「タ
カタ」

宮.救㎎吸錠 吸急.弓灸

ロスバスタチン錠宮.救㎎「武
田テバ」

宮.救㎎吸錠 汲.朽灸

ロスバスタチン錠宮.救㎎「Ｄ
ＳＥＰ」

宮.救㎎吸錠 吸急.弓灸

ロスバスタチン錠宮.救㎎「Ｔ
ＣＫ」

宮.救㎎吸錠 吸急.弓灸

⃝局 ロスバスタチン錠宮.救㎎「ト
ーワ」

宮.救㎎吸錠 吸急.弓灸

ロスバスタチン錠宮.救㎎「日
医工」

宮.救㎎吸錠 汲.朽灸

ロスバスタチン錠宮.救㎎「ニ
プロ」

宮.救㎎吸錠 汲.朽灸

ロスバスタチン錠宮.救㎎「フ
ァイザー」

宮.救㎎吸錠 汲.朽灸

ロスバスタチン錠宮.救㎎「フ
ェルゼン」

宮.救㎎吸錠 汲.朽灸

ロスバスタチン錠宮.救㎎「Ｙ
Ｄ」

宮.救㎎吸錠 汲.朽灸

ロスバスタチン錠救㎎「アメ
ル」

救㎎吸錠 吸弓.灸灸

ロスバスタチン錠救㎎「Ｅ
Ｅ」

救㎎吸錠 吸弓.灸灸

ロスバスタチン錠救㎎「科
研」

救㎎吸錠 宮朽.急灸

ロスバスタチン錠救㎎「共創
未来」

救㎎吸錠 宮朽.急灸

ロスバスタチン錠救㎎「杏
きよう

林」
救㎎吸錠 吸弓.灸灸

ロスバスタチン錠救㎎「ケミ
ファ」

救㎎吸錠 宮朽.急灸

ロスバスタチン錠救㎎「サン
ド」

救㎎吸錠 吸弓.灸灸

ロスバスタチン錠救㎎「三
和」

救㎎吸錠 吸弓.灸灸

ロスバスタチン錠救㎎「Ｊ
Ｇ」

救㎎吸錠 弓急.朽灸

ロスバスタチン錠救㎎「ゼリ
ア」

救㎎吸錠 吸弓.灸灸

ロスバスタチン錠救㎎「タカ
タ」

救㎎吸錠 宮朽.急灸

ロスバスタチン錠救㎎「武田
テバ」

救㎎吸錠 吸弓.灸灸

ロスバスタチン錠救㎎「ＤＳ
ＥＰ」

救㎎吸錠 宮朽.急灸

ロスバスタチン錠救㎎「ＴＣ
Ｋ」

救㎎吸錠 宮朽.急灸

⃝局 ロスバスタチン錠救㎎「トー
ワ」

救㎎吸錠 宮朽.急灸

ロスバスタチン錠救㎎「日医
工」

救㎎吸錠 吸弓.灸灸

ロスバスタチン錠救㎎「ニプ
ロ」

救㎎吸錠 吸弓.灸灸

ロスバスタチン錠救㎎「ファ
イザー」

救㎎吸錠 吸弓.灸灸

ロスバスタチン錠救㎎「フェ
ルゼン」

救㎎吸錠 吸弓.灸灸

ロスバスタチン錠救㎎「Ｙ
Ｄ」

救㎎吸錠 吸弓.灸灸

ロスバスタチン錠吸灸㎎「タ
カタ」

吸灸㎎吸錠 宮朽.宮灸

⃝局 ロスバスタチン錠吸灸㎎「ト
ーワ」

吸灸㎎吸錠 宮朽.宮灸

ロズリートレクカプセル
吸灸灸㎎

吸灸灸㎎吸カプセル 救,弓吸灸.汲灸

ロズリートレクカプセル
宮灸灸㎎

宮灸灸㎎吸カプセル 吸灸,灸求弓.灸灸

ロゼレム錠汲㎎ 汲㎎吸錠 汲救.泣灸

⃝局 ロートエキス散 吸ℊ 求.灸灸

⃝局 ロートエキス散「ケンエー」 吸ℊ 求.弓灸

⃝局 ロートエキス散「ＪＧ」 吸ℊ 求.朽灸

⃝局 ロートエキス散「ニッコー」 吸ℊ 求.弓灸

⃝局 ロートエキス散〈ハチ〉 吸ℊ 泣.求灸

⃝局 ロートエキス散「ホエイ」 吸ℊ 求.弓灸

⃝局 ロートコン 吸灸ℊ 吸求.求灸

ロドピン細粒吸灸％ 吸灸％吸ℊ 急汲.弓灸

ロドピン細粒救灸％ 救灸％吸ℊ 宮灸汲.泣灸
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ロドピン錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 吸宮.泣灸

ロドピン錠救灸㎎ 救灸㎎吸錠 宮宮.弓灸

ロドピン錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 急吸.急灸

ロトリガ粒状カプセル宮ℊ 宮ℊ吸包 宮吸泣.急灸

ロナセン散宮％ 宮％吸ℊ 救吸急.汲灸

ロナセン錠宮㎎ 宮㎎吸錠 救朽.吸灸

ロナセン錠急㎎ 急㎎吸錠 吸灸急.泣灸

ロナセン錠汲㎎ 汲㎎吸錠 吸泣弓.急灸

ロバキシン顆
か

粒泣灸％ 泣灸％吸ℊ 吸急.泣灸

ロピニロールＯＤ錠灸.宮救㎎
「アメル」

灸.宮救㎎吸錠 吸吸.灸灸

ロピニロールＯＤ錠吸㎎「ア
メル」

吸㎎吸錠 弓救.救灸

ロピニロールＯＤ錠宮㎎「ア
メル」

宮㎎吸錠 朽宮.求灸

ロピニロール錠灸.宮救㎎「Ｊ
Ｇ」

灸.宮救㎎吸錠 吸吸.灸灸

ロピニロール錠吸㎎「ＪＧ」 吸㎎吸錠 弓救.救灸

ロピニロール錠宮㎎「ＪＧ」 宮㎎吸錠 朽宮.求灸

ロピニロール徐放錠宮㎎「共
創未来」

宮㎎吸錠 朽求.救灸

ロピニロール徐放錠宮㎎「サ
ワイ」

宮㎎吸錠 朽求.救灸

ロピニロール徐放錠宮㎎「ト
ーワ」

宮㎎吸錠 朽求.救灸

ロピニロール徐放錠汲㎎「共
創未来」

汲㎎吸錠 宮弓灸.救灸

ロピニロール徐放錠汲㎎「サ
ワイ」

汲㎎吸錠 宮弓灸.救灸

ロピニロール徐放錠汲㎎「ト
ーワ」

汲㎎吸錠 宮弓灸.救灸

ロフラゼプ酸エチル錠吸㎎
「日医工」

吸㎎吸錠 救.泣灸

⃝局 ロフラゼプ酸エチル錠宮㎎
「ＳＮ」

宮㎎吸錠 泣.弓灸

⃝局 ロフラゼプ酸エチル錠宮㎎
「サワイ」

宮㎎吸錠 泣.弓灸

⃝局 ロフラゼプ酸エチル錠宮㎎
「トーワ」

宮㎎吸錠 泣.弓灸

ロフラゼプ酸エチル吸㎎錠 吸㎎吸錠 救.泣灸

ロフラゼプ酸エチル宮㎎錠 宮㎎吸錠 汲.求灸

ロプレソールＳＲ錠吸宮灸㎎ 吸宮灸㎎吸錠 汲救.灸灸

⃝局 ロプレソール錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 吸灸.吸灸

⃝局 ロプレソール錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 吸救.宮灸

ローブレナ錠宮救㎎ 宮救㎎吸錠 求,弓救灸.灸灸

ローブレナ錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 宮朽,急急吸.汲灸

ロペミンカプセル吸㎎ 吸㎎吸カプセル 吸朽.灸灸

ロペミン細粒灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 吸泣.急灸

ロペミン小児用細粒灸.灸救％ 灸.灸救％吸ℊ 宮吸.汲灸

ロペラミド塩酸塩灸.灸救％細
粒

灸.灸救％吸ℊ 吸灸.泣灸

ロペラミド塩酸塩吸㎎カプセ
ル

吸㎎吸カプセル 朽.宮灸

ロペラミド塩酸塩吸㎎錠 吸㎎吸錠 朽.宮灸

ロラゼパム灸.救㎎錠 灸.救㎎吸錠 救.吸灸

ロラゼパム吸㎎錠 吸㎎吸錠 救.求灸

ロラタジンＯＤ錠吸灸㎎「ア
メル」

吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジンＯＤ錠吸灸㎎「Ｅ
Ｅ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジンＯＤ錠吸灸㎎「Ａ
Ａ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジンＯＤ錠吸灸㎎「Ｎ
Ｐ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジンＯＤ錠吸灸㎎「Ｆ
ＦＰ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジンＯＤ錠吸灸㎎「杏
きよう

林」
吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジンＯＤ錠吸灸㎎「ケ
ミファ」

吸灸㎎吸錠 弓吸.灸灸

ロラタジンＯＤ錠吸灸㎎「サ
ワイ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジンＯＤ錠吸灸㎎「Ｊ
Ｇ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジンＯＤ錠吸灸㎎「Ｔ
ＹＫ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジンＯＤ錠吸灸㎎「ト
ーワ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジンＯＤ錠吸灸㎎「日
医工」

吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジンＯＤ錠吸灸㎎「日
新」

吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジンＯＤ錠吸灸㎎「フ
ァイザー」

吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジンＯＤ錠吸灸㎎「Ｙ
Ｄ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジンＯＤフィルム
吸灸㎎「モチダ」

吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジン錠吸灸㎎「アメル」 吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジン錠吸灸㎎「ＥＥ」 吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジン錠吸灸㎎「ＡＡ」 吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジン錠吸灸㎎「ＮＰ」 吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジン錠吸灸㎎「ＦＦＰ」 吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジン錠吸灸㎎「ＫＮ」 吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジン錠吸灸㎎「ケミフ
ァ」

吸灸㎎吸錠 弓吸.灸灸

ロラタジン錠吸灸㎎「サワイ」 吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジン錠吸灸㎎「ＪＧ」 吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジン錠吸灸㎎「ＴＣＫ」 吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジン錠吸灸㎎「日医工」 吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジン錠吸灸㎎「日新」 吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジン錠吸灸㎎「ファイ
ザー」

吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジン錠吸灸㎎「ＹＤ」 吸灸㎎吸錠 吸泣.宮灸

ロラタジンＤＳ吸％「サワ
イ」

吸％吸ℊ 急宮.弓灸

ロラタジンＤＳ吸％「ＪＧ」 吸％吸ℊ 急宮.弓灸

ロラタジンＤＳ吸％「トー
ワ」

吸％吸ℊ 急宮.弓灸

ロラタジンドライシロップ
吸％「ＮＰ」

吸％吸ℊ 急宮.弓灸

ロラタジンドライシロップ
吸％「日医工」

吸％吸ℊ 急宮.弓灸

ロラメット錠吸.灸 吸㎎吸錠 吸朽.汲灸

ロルカム錠宮㎎ 宮㎎吸錠 吸吸.泣灸

ロルカム錠急㎎ 急㎎吸錠 吸朽.吸灸

ロルノキシカム錠宮㎎「Ｋ
Ｏ」

宮㎎吸錠 救.泣灸

ロルノキシカム錠急㎎「Ｋ
Ｏ」

急㎎吸錠 朽.弓灸

ロレアス配合錠「ＳＡＮＩ
Ｋ」

吸錠 泣汲.朽灸

ロレアス配合錠「ＮＳ」 吸錠 泣汲.朽灸

ロレアス配合錠「杏
きよう

林」 吸錠 泣汲.朽灸

⃝局 ロレルコ錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 吸急.求灸

⃝局 ロンゲス錠救㎎ 救㎎吸錠 宮灸.宮灸

⃝局 ロンゲス錠吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 宮急.救灸

⃝局 ロンゲス錠宮灸㎎ 宮灸㎎吸錠 弓吸.救灸

ロンサーフ配合錠Ｔ吸救 吸救㎎吸錠(トリフルリ
ジン相当量)

宮,救吸吸.弓灸

ロンサーフ配合錠Ｔ宮灸 宮灸㎎吸錠(トリフルリ
ジン相当量)

弓,弓朽泣.宮灸

(わ)

ＹＭ散「イセイ」 吸ℊ 朽.弓灸

ワイテンス錠宮㎎ 宮㎎吸錠 吸弓.弓灸

ワイパックス錠灸.救 灸.救㎎吸錠 救.泣灸

ワイパックス錠吸.灸 吸㎎吸錠 求.汲灸

ワキョウカツ 吸灸ℊ 弓救.灸灸

ワコウホン 吸灸ℊ 弓救.弓灸
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ワゴスチグミン散（灸.救％） 灸.救％吸ℊ 吸救.宮灸

⃝局 ワソラン錠急灸㎎ 急灸㎎吸錠 求.宮灸

ワーファリン顆
か

粒灸.宮％ 灸.宮％吸ℊ 朽.汲灸

⃝局 ワルファリンカリウム錠 灸.救㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 ワルファリンカリウム錠 吸㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 ワルファリンカリウム錠 宮㎎吸錠 泣.汲灸

⃝局 ワルファリンカリウム錠 救㎎吸錠 吸灸.吸灸

ワルファリンＫ細粒灸.宮％
「ＮＳ」

灸.宮％吸ℊ 求.灸灸

ワンアルファ錠灸.宮救㎍ 灸.宮救㎍吸錠 吸吸.救灸

ワンアルファ錠灸.救㎍ 灸.救㎍吸錠 吸吸.救灸

ワンアルファ錠吸.灸㎍ 吸㎍吸錠 弓吸.救灸

ワントラム錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 泣弓.朽灸

第宮部 注 射 薬

品 名 規格単位 薬価

円

(あ)

アイソボリン点滴静注用
宮救㎎

宮救㎎吸瓶 求汲救

アイソボリン点滴静注用
吸灸灸㎎

吸灸灸㎎吸瓶 宮,朽朽吸

アイモビーグ皮下注求灸㎎ペ
ン

求灸㎎吸客吸キット 急吸,灸救吸

アイリーア硝子体内注射液
急灸㎎／客

宮㎎灸.灸救客吸瓶 吸弓汲,泣汲朽

アイリーア硝子体内注射用キ
ット急灸㎎／客

宮㎎灸.灸救客吸筒 吸弓求,宮泣宮

アウドラザイム点滴静注液
宮.泣㎎

宮.泣㎎救客吸瓶 吸灸灸,急救急

アガルシダーゼ ベータＢＳ
点滴静注救㎎「ＪＣＲ」

救㎎吸瓶 求朽,汲宮急

アガルシダーゼ ベータＢＳ
点滴静注弓救㎎「ＪＣＲ」

弓救㎎吸瓶 急宮朽,急朽灸

アキネトン注射液救㎎ 灸.救％吸客吸管 救泣

アキャルックス点滴静注
宮救灸㎎

宮救灸㎎救灸客吸瓶 吸,灸宮朽,汲宮救

アクチット輸液 宮灸灸客吸袋 吸汲求

アクチット輸液 救灸灸客吸袋 宮宮求

アクチバシン注朽灸灸万 朽灸灸万国際単位吸瓶
(溶解液付)

弓泣,灸求泣

アクチバシン注吸宮灸灸万 吸,宮灸灸万国際単位吸瓶
(溶解液付)

汲宮,宮汲求

アクチバシン注宮急灸灸万 宮,急灸灸万国際単位吸瓶
(溶解液付)

吸朽急,泣宮求

アクテムラ点滴静注用汲灸㎎ 汲灸㎎急客吸瓶 吸吸,宮汲救

アクテムラ点滴静注用宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸灸客吸瓶 宮朽,朽求汲

アクテムラ点滴静注用急灸灸㎎ 急灸灸㎎宮灸客吸瓶 救朽,灸求弓

アクテムラ皮下注吸朽宮㎎オー
トインジェクター

吸朽宮㎎灸.泣客吸キット 弓宮,朽灸汲

アクテムラ皮下注吸朽宮㎎シリ
ンジ

吸朽宮㎎灸.泣客吸筒 弓宮,急汲救

アクトシン注射用弓灸灸㎎ 弓灸灸㎎吸管(溶解液付) 吸,吸宮弓

アクプラ静注用吸灸㎎ 吸灸㎎吸瓶 急,弓急宮

アクプラ静注用救灸㎎ 救灸㎎吸瓶 吸泣,救吸求

アクプラ静注用吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸瓶 弓汲,宮泣宮

アクマルト輸液 宮灸灸客吸袋 吸汲求

アクマルト輸液 救灸灸客吸袋 宮宮求

アクメインＤ輸液 救灸灸客吸瓶 吸泣求

アクメインＤ輸液 宮灸灸客吸袋 吸求弓

アクメインＤ輸液 救灸灸客吸袋 吸泣求

アクラシノン注射用宮灸㎎ 宮灸㎎吸瓶 宮,朽汲弓

アコアラン静注用朽灸灸 朽灸灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

弓吸,急泣宮

アコアラン静注用吸汲灸灸 吸,汲灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

汲吸,汲灸宮

⃝局 アザクタム注射用灸.救ℊ 救灸灸㎎吸瓶 汲吸求

⃝局 アザクタム注射用吸ℊ 吸ℊ吸瓶 吸,宮吸朽

アシアロシンチ注 吸灸MBq 汲急吸

⃝局 アシクロビル点滴静注液
宮救灸㎎バッグ吸灸灸客「アイロ
ム」

宮救灸㎎吸灸灸客吸袋 朽救灸

アシクロビル吸宮救㎎注射液 吸宮救㎎吸管 救宮吸

アシクロビル宮救灸㎎注射液 宮救灸㎎吸管 急吸求

アシクロビル宮救灸㎎注射用 宮救灸㎎吸瓶 急吸求

アジョビ皮下注宮宮救㎎シリン
ジ

宮宮救㎎吸.救客吸筒 急吸,吸朽求

⃝局 アスコルビン酸注射液 吸灸灸㎎吸管 汲急

⃝局 アスコルビン酸注射液 宮灸灸㎎吸管 汲急

⃝局 アスコルビン酸注射液 救灸灸㎎吸管 汲急

⃝局 アスコルビン酸注射液 吸ℊ吸管 汲急

⃝局 アスコルビン酸注射液 宮ℊ吸管 汲急

⃝局 アスコルビン酸注救灸灸㎎ＰＢ
「日新」

救灸灸㎎吸管 救求

アステマリン弓号ＭＧ輸液 救灸灸客吸瓶 吸汲弓

アスパラカリウム注吸灸mEq 吸求.吸宮％吸灸客吸管 朽灸

アスパラギン酸カリウム注
吸灸mEqキット「テルモ」

吸求.吸宮％吸灸客吸キット 吸朽汲

アスパラ注射液 (吸灸％)吸灸客吸管 救泣

アセテート維持液弓Ｇ「Ｈ
Ｋ」

宮灸灸客吸袋 吸朽弓

アセテート維持液弓Ｇ「Ｈ
Ｋ」

救灸灸客吸袋 吸泣救

アセトキープ弓Ｇ注 救灸灸客吸瓶 吸泣救

アセトキープ弓Ｇ注 宮灸灸客吸袋 吸朽弓

アセトキープ弓Ｇ注 救灸灸客吸袋 吸泣救

アセリオ静注液吸灸灸灸㎎バッ
グ

吸,灸灸灸㎎吸灸灸客吸袋 弓吸灸

アセレンド注吸灸灸㎍ 吸灸灸㎍宮客吸瓶 吸,朽急朽

アタラックス−Ｐ注射液
（宮救㎎／ ml）

宮.救％吸客吸管 救求

アタラックス−Ｐ注射液
（救灸㎎／ ml）

救％吸客吸管 救泣

アダリムマブＢＳ皮下注
宮灸㎎シリンジ灸.宮客「ＭＡ」

宮灸㎎灸.宮客吸筒 吸求,宮朽急

アダリムマブＢＳ皮下注
宮灸㎎シリンジ灸.急客「ＦＫ
Ｂ」

宮灸㎎灸.急客吸筒 吸求,宮朽急

アダリムマブＢＳ皮下注
宮灸㎎シリンジ灸.急客「第一
三共」

宮灸㎎灸.急客吸筒 吸求,宮朽急

アダリムマブＢＳ皮下注
急灸㎎シリンジ灸.急客「ＭＡ」

急灸㎎灸.急客吸筒 弓急,求吸宮

アダリムマブＢＳ皮下注
急灸㎎シリンジ灸.汲客「ＦＫ
Ｂ」

急灸㎎灸.汲客吸筒 弓急,求吸宮

アダリムマブＢＳ皮下注
急灸㎎シリンジ灸.汲客「第一
三共」

急灸㎎灸.汲客吸筒 弓急,求吸宮

アダリムマブＢＳ皮下注
急灸㎎ペン灸.急客「ＭＡ」

急灸㎎灸.急客吸キット 弓急,灸泣求

アダリムマブＢＳ皮下注
急灸㎎ペン灸.汲客「ＦＫＢ」

急灸㎎灸.汲客吸キット 弓急,灸泣求

アダリムマブＢＳ皮下注
急灸㎎ペン灸.汲客「第一三共」

急灸㎎灸.汲客吸キット 弓急,灸泣求

アダリムマブＢＳ皮下注
汲灸㎎シリンジ灸.汲客「ＭＡ」

汲灸㎎灸.汲客吸筒 朽朽,急弓宮

アディノベイト静注用キット
宮救灸

宮救灸国際単位吸キット
(溶解液付)

宮泣,朽泣急

アディノベイト静注用キット
救灸灸

救灸灸国際単位吸キット
(溶解液付)

救救,求急朽

アディノベイト静注用キット
吸灸灸灸

吸,灸灸灸国際単位吸キッ
ト(溶解液付)

吸灸弓,吸弓宮

アディノベイト静注用キット
吸救灸灸

吸,救灸灸国際単位吸キッ
ト(溶解液付)

吸救吸,弓吸灸

アディノベイト静注用キット
宮灸灸灸

宮,灸灸灸国際単位吸キッ
ト(溶解液付)

吸汲急,汲泣宮

アディノベイト静注用キット
弓灸灸灸

弓,灸灸灸国際単位吸キッ
ト(溶解液付)

宮求求,急朽救

アデノシン負荷用静注朽灸㎎
シリンジ「ＦＲＩ」

朽灸㎎宮灸客吸筒 救,救弓泣
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アデノスキャン注朽灸㎎ 朽灸㎎宮灸客吸瓶 汲,求吸汲

アデホス−Ｌコーワ注吸灸㎎ 吸灸㎎吸管 救泣

アデホス−Ｌコーワ注宮灸㎎ 宮灸㎎吸管 救泣

アデホス−Ｌコーワ注急灸㎎ 急灸㎎吸管 朽灸

アデラビン泣号注吸客 吸客吸管 吸急朽

アデラビン泣号注宮客 宮客吸管 宮急宮

アデール点滴静注用救㎎ 救㎎吸瓶 弓,泣泣泣

アドステロール−Ｉ吸弓吸注射
液

吸MBq 吸,灸汲急

アドセトリス点滴静注用
救灸㎎

救灸㎎吸瓶 急求急,弓宮救

アートセレブ脳脊髄手術用洗

浄灌
かん

流液

救灸灸客吸キット 吸,求汲求

アドナ注（静脈用）宮救㎎ 灸.救％救客吸管 救泣

アドナ注（静脈用）救灸㎎ 灸.救％吸灸客吸管 救泣

アドナ注（静脈用）吸灸灸㎎ 灸.救％宮灸客吸管 泣吸

アドナ注吸灸㎎ 灸.救％宮客吸管 朽弓

⃝局 アトニン−Ｏ注救単位 救単位吸管 吸救弓

アドベイト静注用キット宮救灸宮救灸国際単位吸キット
(溶解液付)

吸汲,弓朽吸

アドベイト静注用キット救灸灸救灸灸国際単位吸キット
(溶解液付)

弓宮,求救汲

アドベイト静注用キット
吸灸灸灸

吸,灸灸灸国際単位吸キッ
ト(溶解液付)

救汲,弓弓宮

アドベイト静注用キット
吸救灸灸

吸,救灸灸国際単位吸キッ
ト(溶解液付)

汲朽,宮汲朽

アドベイト静注用キット
宮灸灸灸

宮,灸灸灸国際単位吸キッ
ト(溶解液付)

吸灸朽,救弓宮

アドベイト静注用キット
弓灸灸灸

弓,灸灸灸国際単位吸キッ
ト(溶解液付)

吸救宮,弓汲宮

⃝局 アドリアシン注用吸灸 吸灸㎎吸瓶 吸,弓汲汲

⃝局 アドリアシン注用救灸 救灸㎎吸瓶 救,泣求灸

⃝局 アドレナリン注射液 灸.吸％吸客吸管 泣急

アドレナリン注灸.吸％シリン
ジ「テルモ」

灸.吸％吸客吸筒 吸急泣

アトロピン注灸.灸救％シリン
ジ「テルモ」

灸.灸救％吸客吸筒 吸急弓

⃝局 アトロピン硫酸塩注射液 灸.灸救％吸客吸管 泣救

アトワゴリバース静注シリン
ジ弓客

弓客吸筒 急吸急

アトワゴリバース静注シリン
ジ朽客

朽客吸筒 朽灸弓

アナフラニール点滴静注液
宮救㎎

宮救㎎吸管 宮宮救

アナペイン注宮㎎／客 灸.宮％吸灸客吸管 宮汲求

アナペイン注宮㎎／客 灸.宮％吸灸灸客吸袋 吸,吸吸朽

アナペイン注求.救㎎／客 灸.求救％吸灸客吸管 急救宮

アナペイン注求.救㎎／客 灸.求救％宮灸客吸管 求泣吸

アナペイン注吸灸㎎／客 吸％吸灸客吸管 救吸朽

アナペイン注吸灸㎎／客 吸％宮灸客吸管 汲吸吸

アネキセート注射液灸.救㎎ 灸.救㎎救客吸管 宮,吸汲救

アネメトロ点滴静注液救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸灸灸客吸瓶 吸,宮救汲

アネレム静注用救灸㎎ 救灸㎎吸瓶 宮,宮吸汲

アバスチン点滴静注用吸灸灸㎎
／急客

吸灸灸㎎急客吸瓶 弓宮,弓灸救

アバスチン点滴静注用急灸灸㎎
／吸朽客

急灸灸㎎吸朽客吸瓶 吸宮吸,朽灸汲

アービタックス注射液吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎宮灸客吸瓶 弓救,弓灸泣

アピドラ注カート 弓灸灸単位吸筒 吸,弓宮弓

アピドラ注ソロスター 弓灸灸単位吸キット 吸,求泣宮

アピドラ注吸灸灸単位／客 吸灸灸単位吸客バイアル 弓灸急

アプニション静注吸救㎎ 吸救㎎弓客吸管 吸宮救

アブラキサン点滴静注用
吸灸灸㎎

吸灸灸㎎吸瓶 急汲,宮吸吸

⃝局⃝麻アヘンアルカロイド・アトロ
ピン注射液

吸客吸管 宮泣朽

⃝局⃝麻アヘンアルカロイド塩酸塩注
射液

宮％吸客吸管 宮泣泣

⃝局⃝麻アヘンアルカロイド・スコポ
ラミン注射液

吸客吸管 弓急救

アポカイン皮下注弓灸㎎ 弓灸㎎弓客吸筒 求,泣吸灸

アボネックス筋注用シリンジ
弓灸㎍

弓灸㎍灸.救客吸筒 弓吸,急汲求

アボネックス筋注弓灸㎍ペン 弓灸㎍灸.救客吸キット 弓弓,吸求泣

アミオダロン塩酸塩静注
吸救灸㎎「ＴＥ」

吸救灸㎎弓客吸管 泣汲弓

⃝局 アミカシン硫酸塩注射液
吸灸灸㎎「ＮｉｋＰ」

吸灸灸㎎吸管 弓急求

⃝局 アミカシン硫酸塩注射液
吸灸灸㎎「Ｆ」

吸灸灸㎎吸管 弓急求

⃝局 アミカシン硫酸塩注射液
吸灸灸㎎「サワイ」

吸灸灸㎎吸管 泣求

⃝局 アミカシン硫酸塩注射液
吸灸灸㎎「日医工」

吸灸灸㎎吸管 弓急求

⃝局 アミカシン硫酸塩注射液
吸灸灸㎎「明治」

吸灸灸㎎吸管 弓急求

⃝局 アミカシン硫酸塩注射液
宮灸灸㎎「ＮｉｋＰ」

宮灸灸㎎吸管 朽吸灸

⃝局 アミカシン硫酸塩注射液
宮灸灸㎎「Ｆ」

宮灸灸㎎吸管 朽吸灸

⃝局 アミカシン硫酸塩注射液
宮灸灸㎎「サワイ」

宮灸灸㎎吸管 弓救求

⃝局 アミカシン硫酸塩注射液
宮灸灸㎎「日医工」

宮灸灸㎎吸管 朽吸灸

⃝局 アミカシン硫酸塩注射液
宮灸灸㎎「明治」

宮灸灸㎎吸管 朽吸灸

⃝局 アミカシン硫酸塩注射用
吸灸灸㎎「日医工」

吸灸灸㎎吸瓶 弓急求

⃝局 アミカシン硫酸塩注射用
宮灸灸㎎「日医工」

宮灸灸㎎吸瓶 朽吸灸

⃝局 アミカシン硫酸塩注吸灸灸㎎
「ＮＰ」

吸灸灸㎎吸管 弓急求

⃝局 アミカシン硫酸塩注宮灸灸㎎
「ＮＰ」

宮灸灸㎎吸管 朽吸灸

アミゼットＢ輸液 宮灸灸客吸袋 急弓汲

⃝局 アミドトリゾ酸ナトリウムメ
グルミン注射液

朽灸％宮灸客吸管 朽弓救

⃝局 アミドトリゾ酸ナトリウムメ
グルミン注射液

求朽％宮灸客吸管 救泣求

⃝局 アミドトリゾ酸ナトリウムメ
グルミン注射液

朽灸％吸灸灸客吸瓶 宮,灸吸汲

アミニック輸液 宮灸灸客吸袋 弓汲吸

⃝局 アミノフィリン静注宮救灸㎎Ｐ
Ｂ「日新」

宮.救％吸灸客吸管 救求

⃝局 アミノフィリン注射液 宮.救％吸灸客吸管 泣急

アミノレバン点滴静注 宮灸灸客吸袋 弓救汲

アミノレバン点滴静注 救灸灸客吸袋 朽弓宮

アミパレン輸液 宮灸灸客吸袋 弓急汲

アミパレン輸液 弓灸灸客吸袋 急宮宮

アミパレン輸液 急灸灸客吸袋 救宮求

アムビゾーム点滴静注用
救灸㎎

救灸㎎吸瓶 救,汲汲朽

アラセナ−Ａ点滴静注用
弓灸灸㎎

弓灸灸㎎吸瓶 救,泣泣朽

アラノンジー静注用宮救灸㎎ 宮救灸㎎救灸客吸瓶 救急,泣宮救

アリクストラ皮下注吸.救㎎ 吸.救㎎灸.弓客吸筒 吸,弓朽吸

アリクストラ皮下注宮.救㎎ 宮.救㎎灸.救客吸筒 吸,汲吸救

アリクストラ皮下注救㎎ 救㎎灸.急客吸筒 弓,吸宮救

アリクストラ皮下注求.救㎎ 求.救㎎灸.朽客吸筒 弓,求吸求

アリナミンＦ救注 救㎎吸管 救泣

アリナミンＦ吸灸注 吸灸㎎吸管 朽灸

アリナミンＦ宮救注 宮救㎎吸灸客吸管 救泣

アリナミンＦ救灸注 救灸㎎宮灸客吸管 求吸

アリナミンＦ吸灸灸注 吸灸灸㎎宮灸客吸管 吸吸泣

アリナミン注射液吸灸㎎ 吸灸㎎吸管 朽弓

アリムタ注射用吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸瓶 弓吸,吸弓急

アリムタ注射用救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸瓶 吸宮弓,急朽宮
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アルガトロバン注シリンジ
吸灸㎎「ＮＰ」

吸灸㎎宮灸客吸筒 汲求吸

アルガトロバン吸灸㎎宮灸客注
射液

吸灸㎎宮灸客吸管 朽汲救

アルギニン点滴静注弓灸ℊ
「ＡＹ」

吸灸％弓灸灸客吸袋 吸,泣汲灸

アルギメート点滴静注吸灸％ 吸灸％宮灸灸客吸袋 救求泣

アルギＵ点滴静注宮灸ℊ 吸灸％宮灸灸客吸袋 宮,救朽朽

アルケラン静注用救灸㎎ 救灸㎎吸瓶(溶解液付) 朽,救泣救

⃝局 アルタット静注用求救㎎ 求救㎎吸瓶 吸汲灸

⃝麻 アルチバ静注用宮㎎ 宮㎎吸瓶 吸,泣灸求

⃝麻 アルチバ静注用救㎎ 救㎎吸瓶 急,弓吸吸

⃝局 アルツディスポ関節注宮救㎎ 吸％宮.救客吸筒 汲吸弓

アルトフェッド注射液 宮灸灸客吸瓶 宮灸灸

アルトフェッド注射液 救灸灸客吸瓶 宮灸急

アルトフェッド注射液 宮灸灸客吸袋 宮灸灸

アルトフェッド注射液 救灸灸客吸袋 宮灸急

アルブミナー救％静注
吸宮.救ℊ／宮救灸客

救％宮救灸客吸瓶 弓,泣灸朽

アルブミナー宮救％静注
吸宮.救ℊ／救灸客

宮救％救灸客吸瓶 急,吸泣弓

アルブミン−ベーリング
宮灸％静注吸灸.灸ℊ／救灸客

宮灸％救灸客吸瓶 弓,汲泣汲

アルプロスタジル アルファ
デクス宮灸㎍注射用

宮灸㎍吸管 弓灸泣

アルプロスタジル アルファ
デクス宮灸㎍注射用

宮灸㎍吸瓶 弓灸泣

アルプロスタジル アルファ
デクス救灸灸㎍注射用

救灸灸㎍吸瓶 急,灸弓泣

⃝局 アルプロスタジル注救㎍
「Ｆ」

救㎍吸客吸管 吸,弓吸吸

アルプロスタジル救㎍吸客キ
ット

救㎍吸客吸筒 汲泣吸

アルプロスタジル救㎍吸客注
射液

救㎍吸客吸管 朽急弓

アルプロスタジル吸灸㎍宮客
キット

吸灸㎍宮客吸筒 泣泣灸

アルプロスタジル吸灸㎍宮客
注射液

吸灸㎍宮客吸管 泣宮汲

⃝局 アルベカシン硫酸塩注射液
宮救㎎「ＮＩＧ」

宮救㎎灸.救客吸管 宮,宮急吸

⃝局 アルベカシン硫酸塩注射液
宮救㎎「テバ」

宮救㎎灸.救客吸管 宮,宮急吸

⃝局 アルベカシン硫酸塩注射液
求救㎎「ＮＩＧ」

求救㎎吸.救客吸管 弓,救救吸

⃝局 アルベカシン硫酸塩注射液
求救㎎「テバ」

求救㎎吸.救客吸管 弓,救救吸

⃝局 アルベカシン硫酸塩注射液
吸灸灸㎎「ＮＩＧ」

吸灸灸㎎宮客吸管 弓,救泣宮

⃝局 アルベカシン硫酸塩注射液
吸灸灸㎎「テバ」

吸灸灸㎎宮客吸管 弓,救泣宮

⃝局 アルベカシン硫酸塩注射液
宮灸灸㎎「ＮＩＧ」

宮灸灸㎎急客吸管 急,急汲救

⃝局 アルベカシン硫酸塩注射液
宮灸灸㎎「テバ」

宮灸灸㎎急客吸管 急,急汲救

アルベカシン硫酸塩宮救㎎
灸.救客注射液

宮救㎎灸.救客吸管 吸,汲救救

アルベカシン硫酸塩求救㎎
吸.救客注射液

求救㎎吸.救客吸管 宮,求灸弓

アルベカシン硫酸塩吸灸灸㎎
宮客注射液

吸灸灸㎎宮客吸管 宮,救吸弓

アルベカシン硫酸塩宮灸灸㎎
急客注射液

宮灸灸㎎急客吸管 弓,吸朽弓

アレビアチン注宮救灸㎎ 救％救客吸管 吸宮急

アレルゲンスクラッチエキス
陽性対照液「トリイ」ヒスタ
ミン二塩酸塩

宮客吸瓶 求,泣吸弓

アレンドロン酸点滴静注バッ
グ泣灸灸㎍「ＨＫ」

泣灸灸㎍吸灸灸客吸袋 吸,吸泣朽

アレンドロン酸ナトリウム
泣灸灸㎍吸灸灸客キット

泣灸灸㎍吸灸灸客吸袋 吸,灸朽弓

アロキシ静注灸.求救㎎ 灸.求救㎎救客吸瓶 泣,汲朽泣

アロキシ点滴静注バッグ
灸.求救㎎

灸.求救㎎救灸客吸袋 吸灸,宮灸泣

アロフィセル注 急瓶吸組 救,朽宮灸,灸灸急

アンカロン注吸救灸 吸救灸㎎弓客吸管 宮,弓弓弓

アンサー皮下注宮灸㎍ 宮灸㎍吸客吸管(Ｄ−ア
ラビノース換算量と

して)

宮,救救救

安息香酸 Na カフェイン注
吸灸灸㎎「フソー」

吸灸％吸客吸管 朽急

安息香酸 Na カフェイン注
宮灸灸㎎「フソー」

宮灸％吸客吸管 朽急

⃝局 アンチレクス静注吸灸㎎ 吸％吸客吸管 吸吸灸

アンピシリンナトリウム・ス
ルバクタムナトリウム
灸.求救ℊ静注用

(灸.求救ℊ)吸瓶 弓吸救

アンピシリンナトリウム・ス
ルバクタムナトリウム吸.救ℊ
静注用

(吸.救ℊ)吸瓶 急宮宮

アンピシリンナトリウム・ス
ルバクタムナトリウム弓ℊ静
注用

(弓ℊ)吸瓶 救吸汲

(い)

イエスカルタ点滴静注 吸患者当たり弓宮,朽急求,求朽吸

Ｅ
イー

Ｌ
エル

−弓号輸液 救灸灸客吸袋 宮救急

⃝局 イオタラム酸ナトリウム注射
液

朽朽.汲％宮灸客吸管 求灸求

⃝局 イオタラム酸メグルミン注射
液

朽灸％宮灸客吸管 急弓弓

⃝局 イオタラム酸メグルミン注射
液

弓灸％宮宮灸客吸瓶 宮,宮弓宮

⃝局 イオタラム酸メグルミン注射
液

朽灸％救灸客吸瓶 汲朽汲

⃝局 イオタラム酸メグルミン注射
液

朽灸％吸灸灸客吸瓶 吸,求急求

イオパミドール（吸救灸）
救灸客注射液

弓灸.朽宮％救灸客吸瓶 泣宮泣

イオパミドール（吸救灸）
宮灸灸客注射液

弓灸.朽宮％宮灸灸客吸瓶 弓,朽汲弓

イオパミドール（弓灸灸）
宮灸客注射液

朽吸.宮急％宮灸客吸瓶 汲宮泣

イオパミドール（弓灸灸）
救灸客キット

朽吸.宮急％救灸客吸筒 宮,宮泣救

イオパミドール（弓灸灸）
救灸客注射液

朽吸.宮急％救灸客吸瓶 吸,朽求救

イオパミドール（弓灸灸）
汲灸客キット

朽吸.宮急％汲灸客吸筒 宮,汲吸弓

イオパミドール（弓灸灸）
吸灸灸客キット

朽吸.宮急％吸灸灸客吸筒 弓,弓急汲

イオパミドール（弓灸灸）
吸灸灸客注射液

朽吸.宮急％吸灸灸客吸瓶 弓,宮急汲

イオパミドール（弓灸灸）
吸救灸客キット

朽吸.宮急％吸救灸客吸筒 急,汲救求

イオパミドール（弓求灸）
宮灸客注射液

求救.救宮％宮灸客吸瓶 汲朽求

イオパミドール（弓求灸）
救灸客キット

求救.救宮％救灸客吸筒 宮,灸弓救

イオパミドール（弓求灸）
救灸客注射液

求救.救宮％救灸客吸瓶 吸,求灸救

イオパミドール（弓求灸）
朽救客キット

求救.救宮％朽救客吸筒 宮,救吸朽

イオパミドール（弓求灸）
汲灸客キット

求救.救宮％汲灸客吸筒 弓,灸灸救

イオパミドール（弓求灸）
吸灸灸客キット

求救.救宮％吸灸灸客吸筒 弓,求朽求

イオパミドール（弓求灸）
吸灸灸客注射液

求救.救宮％吸灸灸客吸瓶 弓,灸泣灸

⃝局 イオパミロン注吸救灸 弓灸.朽宮％救灸客吸瓶 吸,宮急弓

⃝局 イオパミロン注吸救灸 弓灸.朽宮％宮灸灸客吸瓶 弓,求救弓

⃝局 イオパミロン注弓灸灸 朽吸.宮急％宮灸客吸瓶 吸,灸宮弓

⃝局 イオパミロン注弓灸灸 朽吸.宮急％救灸客吸瓶 宮,灸吸朽

⃝局 イオパミロン注弓灸灸 朽吸.宮急％吸灸灸客吸瓶 弓,汲宮宮

⃝局 イオパミロン注弓灸灸シリンジ 朽吸.宮急％救灸客吸筒 宮,弓灸弓

⃝局 イオパミロン注弓灸灸シリンジ 朽吸.宮急％汲灸客吸筒 宮,泣弓汲
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⃝局 イオパミロン注弓灸灸シリンジ 朽吸.宮急％吸灸灸客吸筒 弓,汲吸弓

⃝局 イオパミロン注弓灸灸シリンジ 朽吸.宮急％吸弓灸客吸筒 救,救弓汲

⃝局 イオパミロン注弓灸灸シリンジ 朽吸.宮急％吸救灸客吸筒 救,泣弓救

⃝局 イオパミロン注弓求灸 求救.救宮％宮灸客吸瓶 吸,灸汲救

⃝局 イオパミロン注弓求灸 求救.救宮％救灸客吸瓶 吸,泣灸急

⃝局 イオパミロン注弓求灸 求救.救宮％吸灸灸客吸瓶 弓,急朽灸

⃝局 イオパミロン注弓求灸シリンジ 求救.救宮％救灸客吸筒 宮,急急泣

⃝局 イオパミロン注弓求灸シリンジ 求救.救宮％朽救客吸筒 弓,灸弓吸

⃝局 イオパミロン注弓求灸シリンジ 求救.救宮％汲灸客吸筒 弓,宮泣求

⃝局 イオパミロン注弓求灸シリンジ 求救.救宮％吸灸灸客吸筒 急,宮朽汲

ＥＯＢ・プリモビスト注シリ
ンジ

吸汲.吸急弓％救客吸筒 吸急,吸吸弓

ＥＯＢ・プリモビスト注シリ
ンジ

吸汲.吸急弓％吸灸客吸筒 宮吸,灸救吸

イオプロミド弓灸灸注シリンジ
救灸客「ＢＹＬ」

朽宮.弓急％救灸客吸筒 吸,汲灸宮

イオプロミド弓灸灸注シリンジ
汲灸客「ＢＹＬ」

朽宮.弓急％汲灸客吸筒 弓,宮救弓

イオプロミド弓灸灸注シリンジ
吸灸灸客「ＢＹＬ」

朽宮.弓急％吸灸灸客吸筒 急,吸弓急

イオプロミド弓灸灸注宮灸客
「ＢＹＬ」

朽宮.弓急％宮灸客吸瓶 泣朽吸

イオプロミド弓灸灸注救灸客
「ＢＹＬ」

朽宮.弓急％救灸客吸瓶 宮,宮吸求

イオプロミド弓灸灸注吸灸灸客
「ＢＹＬ」

朽宮.弓急％吸灸灸客吸瓶 弓,宮救灸

イオプロミド弓求灸注シリンジ
救灸客「ＢＹＬ」

求朽.汲泣％救灸客吸筒 宮,急吸朽

イオプロミド弓求灸注シリンジ
汲灸客「ＢＹＬ」

求朽.汲泣％汲灸客吸筒 弓,求泣朽

イオプロミド弓求灸注シリンジ
吸灸灸客「ＢＹＬ」

求朽.汲泣％吸灸灸客吸筒 急,朽弓求

イオプロミド弓求灸注宮灸客
「ＢＹＬ」

求朽.汲泣％宮灸客吸瓶 吸,灸宮救

イオプロミド弓求灸注救灸客
「ＢＹＬ」

求朽.汲泣％救灸客吸瓶 宮,救泣救

イオプロミド弓求灸注吸灸灸客
「ＢＹＬ」

求朽.汲泣％吸灸灸客吸瓶 急,救汲朽

⃝局 イオヘキソール宮急灸注シリン
ジ吸灸灸客「Ｆ」

救吸.求求％吸灸灸客吸筒 急,吸弓急

⃝局 イオヘキソール宮急灸注シリン
ジ吸灸灸客「ＦＦ」

救吸.求求％吸灸灸客吸筒 急,吸弓急

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注シリン
ジ救灸客「ＨＫ」

朽急.求吸％救灸客吸筒 宮,朽急吸

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注シリン
ジ救灸客「Ｆ」

朽急.求吸％救灸客吸筒 宮,朽急吸

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注シリン
ジ救灸客「ＦＦ」

朽急.求吸％救灸客吸筒 宮,朽急吸

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注シリン
ジ汲灸客「ＨＫ」

朽急.求吸％汲灸客吸筒 弓,急朽弓

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注シリン
ジ汲灸客「Ｆ」

朽急.求吸％汲灸客吸筒 弓,急朽弓

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注シリン
ジ汲灸客「ＦＦ」

朽急.求吸％汲灸客吸筒 弓,急朽弓

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注シリン
ジ吸灸灸客「ＨＫ」

朽急.求吸％吸灸灸客吸筒 弓,求求求

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注シリン
ジ吸灸灸客「Ｆ」

朽急.求吸％吸灸灸客吸筒 弓,求求求

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注シリン
ジ吸灸灸客「ＦＦ」

朽急.求吸％吸灸灸客吸筒 弓,求求求

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注シリン
ジ吸吸灸客「ＨＫ」

朽急.求吸％吸吸灸客吸筒 急,求弓吸

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注シリン
ジ吸吸灸客「Ｆ」

朽急.求吸％吸吸灸客吸筒 急,求弓吸

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注シリン
ジ吸吸灸客「ＦＦ」

朽急.求吸％吸吸灸客吸筒 急,求弓吸

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注シリン
ジ吸宮救客「ＨＫ」

朽急.求吸％吸宮救客吸筒 急,弓灸吸

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注シリン
ジ吸宮救客「Ｆ」

朽急.求吸％吸宮救客吸筒 急,弓灸吸

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注シリン
ジ吸宮救客「ＦＦ」

朽急.求吸％吸宮救客吸筒 急,弓灸吸

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注シリン
ジ吸救灸客「ＨＫ」

朽急.求吸％吸救灸客吸筒 救,泣弓急

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注シリン
ジ吸救灸客「Ｆ」

朽急.求吸％吸救灸客吸筒 救,泣弓急

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注シリン
ジ吸救灸客「ＦＦ」

朽急.求吸％吸救灸客吸筒 救,泣弓急

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注吸灸客
「ＨＫ」

朽急.求吸％吸灸客吸瓶 求宮汲

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注吸灸客
「ＦＦ」

朽急.求吸％吸灸客吸瓶 求宮汲

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注宮灸客
「ＨＫ」

朽急.求吸％宮灸客吸瓶 泣泣灸

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注宮灸客
「Ｆ」

朽急.求吸％宮灸客吸瓶 泣泣灸

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注宮灸客
「ＦＦ」

朽急.求吸％宮灸客吸瓶 泣泣灸

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注救灸客
「ＨＫ」

朽急.求吸％救灸客吸瓶 宮,救弓求

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注救灸客
「Ｆ」

朽急.求吸％救灸客吸瓶 宮,救弓求

⃝局 イオヘキソール弓灸灸注救灸客
「ＦＦ」

朽急.求吸％救灸客吸瓶 宮,救弓求

イオヘキソール（弓灸灸）
吸灸灸客注射液

朽急.求吸％吸灸灸客吸瓶 弓,求汲吸

⃝局 イオヘキソール弓救灸注シリン
ジ求灸客「ＨＫ」

求救.急泣％求灸客吸筒 弓,灸朽朽

⃝局 イオヘキソール弓救灸注シリン
ジ求灸客「Ｆ」

求救.急泣％求灸客吸筒 弓,灸朽朽

⃝局 イオヘキソール弓救灸注シリン
ジ求灸客「ＦＦ」

求救.急泣％求灸客吸筒 弓,灸朽朽

⃝局 イオヘキソール弓救灸注宮灸客
「Ｆ」

求救.急泣％宮灸客吸瓶 吸,宮宮吸

⃝局 イオヘキソール弓救灸注宮灸客
「ＦＦ」

求救.急泣％宮灸客吸瓶 吸,宮宮吸

⃝局 イオヘキソール弓救灸注救灸客
「Ｆ」

求救.急泣％救灸客吸瓶 宮,救泣朽

⃝局 イオヘキソール弓救灸注救灸客
「ＦＦ」

求救.急泣％救灸客吸瓶 宮,救泣朽

⃝局 イオヘキソール弓救灸注吸灸灸客
「Ｆ」

求救.急泣％吸灸灸客吸瓶 急,灸吸吸

⃝局 イオヘキソール弓救灸注吸灸灸客
「ＦＦ」

求救.急泣％吸灸灸客吸瓶 急,灸吸吸

イオヘキソール（弓救灸）
吸灸灸客キット

求救.急泣％吸灸灸客吸筒 弓,朽求灸

イオメロン弓灸灸注シリンジ
救灸客

朽吸.宮急％救灸客吸筒 宮,泣救泣

イオメロン弓灸灸注シリンジ
求救客

朽吸.宮急％求救客吸筒 弓,救朽急

イオメロン弓灸灸注シリンジ
吸灸灸客

朽吸.宮急％吸灸灸客吸筒 救,弓吸吸

イオメロン弓灸灸注宮灸客 朽吸.宮急％宮灸客吸瓶 吸,弓泣弓

イオメロン弓灸灸注救灸客 朽吸.宮急％救灸客吸瓶 宮,救吸灸

イオメロン弓灸灸注吸灸灸客 朽吸.宮急％吸灸灸客吸瓶 急,急救急

イオメロン弓救灸注シリンジ
救灸客

求吸.急急％救灸客吸筒 弓,灸汲急

イオメロン弓救灸注シリンジ
求救客

求吸.急急％求救客吸筒 急,弓吸救

イオメロン弓救灸注シリンジ
吸灸灸客

求吸.急急％吸灸灸客吸筒 救,朽吸宮

イオメロン弓救灸注シリンジ
吸弓救客

求吸.急急％吸弓救客吸筒 求,救宮汲

イオメロン弓救灸注宮灸客 求吸.急急％宮灸客吸瓶 吸,弓求吸

イオメロン弓救灸注救灸客 求吸.急急％救灸客吸瓶 宮,泣吸灸

イオメロン弓救灸注吸灸灸客 求吸.急急％吸灸灸客吸瓶 急,泣汲吸

イオメロン急灸灸注救灸客 汲吸.朽救％救灸客吸瓶 弓,汲泣朽

イオメロン急灸灸注吸灸灸客 汲吸.朽救％吸灸灸客吸瓶 朽,救吸吸

イーケプラ点滴静注救灸灸㎎ 救灸灸㎎救客吸瓶 吸,朽灸急

イズカーゴ点滴静注用吸灸㎎ 吸灸㎎吸瓶 宮救吸,灸弓灸

イストダックス点滴静注用
吸灸㎎

吸灸㎎吸瓶(溶解液付) 吸吸吸,求汲救

イスパロクト静注用救灸灸 救灸灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

朽救,朽泣宮

イスパロクト静注用吸灸灸灸 吸,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

吸宮急,朽弓宮
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イスパロクト静注用吸救灸灸 吸,救灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

吸求汲,救灸泣

イスパロクト静注用宮灸灸灸 宮,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

宮弓灸,弓弓泣

イスパロクト静注用弓灸灸灸 弓,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

弓宮吸,弓求泣

⃝局 イセパマイシン硫酸塩注射液
宮灸灸㎎「日医工」

宮灸灸㎎宮客吸管 急急救

⃝局 イセパマイシン硫酸塩注射液
急灸灸㎎「日医工」

急灸灸㎎宮客吸管 汲求弓

⃝局 イソニアジド注射液 吸灸灸㎎吸管 泣急

イソビスト注宮急灸 救吸.宮朽％吸灸客吸瓶 救,吸救吸

イソビスト注弓灸灸 朽急.灸汲％吸灸客吸瓶 求,泣救宮

⃝局 イダマイシン静注用救㎎ 救㎎吸瓶 吸灸,急急求

⃝局 吸％塩酸メピバカイン注ＰＢ 吸％救客吸管 求泣

⃝局 吸％塩酸メピバカイン注ＰＢ 吸％吸灸客吸管 汲朽

⃝局 吸％カルボカイン注 吸％吸灸客バイアル 吸吸宮

吸％ディプリバン注 宮灸灸㎎宮灸客吸管 求弓朽

吸％ディプリバン注 救灸灸㎎救灸客吸瓶 吸,灸吸朽

吸％ディプリバン注 吸ℊ吸灸灸客吸瓶 吸,宮吸求

吸％ディプリバン注−キット 宮灸灸㎎宮灸客吸筒 吸,灸吸求

吸％ディプリバン注−キット 救灸灸㎎救灸客吸筒 吸,弓朽求

イデルビオン静注用宮救灸 宮救灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

汲泣,吸吸汲

イデルビオン静注用救灸灸 救灸灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

吸求救,泣灸汲

イデルビオン静注用吸灸灸灸 吸,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

弓急救,灸朽汲

イデルビオン静注用宮灸灸灸 宮,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

朽求求,灸灸泣

イデルビオン静注用弓救灸灸 弓,救灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

吸,吸汲急,弓救吸

イヌリード注 急ℊ急灸客吸瓶 汲,吸急急

イノバン注灸.吸％シリンジ 灸.吸％救灸客吸筒 救汲灸

イノバン注灸.弓％シリンジ 灸.弓％救灸客吸筒 汲救汲

イノバン注灸.朽％シリンジ 灸.朽％救灸客吸筒 吸,救泣吸

⃝局 イノバン注救灸㎎ 救灸㎎宮.救客吸管 宮朽泣

⃝局 イノバン注吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎救客吸管 宮灸急

⃝局 イノレット弓灸Ｒ注 弓灸灸単位吸キット 吸,朽吸救

イブリーフ静注宮灸㎎ 宮灸㎎宮客吸瓶 吸弓,宮弓救

イベニティ皮下注吸灸救㎎シリ
ンジ

吸灸救㎎吸.吸求客吸筒 宮救,灸朽吸

イミグランキット皮下注弓㎎ 弓㎎灸.救客吸筒 宮,宮灸弓

イミグラン注弓 弓㎎吸客吸管 宮,泣宮朽

イミフィンジ点滴静注吸宮灸㎎ 吸宮灸㎎宮.急客吸瓶 吸灸吸,汲灸求

イミフィンジ点滴静注救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸灸客吸瓶 急吸弓,救弓泣

イミペネム・シラスタチンナ
トリウム救灸灸㎎注射用

救灸灸㎎吸瓶 汲救朽

⃝局 イムネース注弓救 弓救万単位吸瓶(溶解液
付)

急急,灸急救

イムノマックス−γ注救灸 救灸万国内標準単位吸
瓶(溶解液付)

急,救弓朽

イムノマックス−γ注吸灸灸 吸灸灸万国内標準単位吸
瓶(溶解液付)

汲,朽泣泣

イラリス皮下注射液吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸客吸瓶 吸,救宮朽,灸求救

イリノテカン塩酸塩点滴静注
液急灸㎎「ＳＵＮ」

急灸㎎宮客吸瓶 吸,弓汲汲

イリノテカン塩酸塩点滴静注
液急灸㎎「ＮＫ」

急灸㎎宮客吸瓶 吸,弓汲汲

イリノテカン塩酸塩点滴静注
液急灸㎎「ＮＰ」

急灸㎎宮客吸瓶 吸,弓汲汲

⃝局 イリノテカン塩酸塩点滴静注
液急灸㎎「サワイ」

急灸㎎宮客吸瓶 吸,弓汲汲

イリノテカン塩酸塩点滴静注
液急灸㎎「タイヨー」

急灸㎎宮客吸瓶 吸,弓汲汲

イリノテカン塩酸塩点滴静注
液急灸㎎「日医工」

急灸㎎宮客吸瓶 吸,吸宮朽

イリノテカン塩酸塩点滴静注
液急灸㎎「ハンルイ」

急灸㎎宮客吸瓶 吸,吸宮朽

イリノテカン塩酸塩点滴静注
液急灸㎎「ホスピーラ」

急灸㎎宮客吸瓶 吸,弓汲汲

イリノテカン塩酸塩点滴静注
液吸灸灸㎎「ＳＵＮ」

吸灸灸㎎救客吸瓶 弓,灸泣弓

イリノテカン塩酸塩点滴静注
液吸灸灸㎎「ＮＫ」

吸灸灸㎎救客吸瓶 弓,灸泣弓

イリノテカン塩酸塩点滴静注
液吸灸灸㎎「ＮＰ」

吸灸灸㎎救客吸瓶 弓,灸泣弓

⃝局 イリノテカン塩酸塩点滴静注
液吸灸灸㎎「サワイ」

吸灸灸㎎救客吸瓶 弓,灸泣弓

イリノテカン塩酸塩点滴静注
液吸灸灸㎎「タイヨー」

吸灸灸㎎救客吸瓶 弓,灸泣弓

イリノテカン塩酸塩点滴静注
液吸灸灸㎎「日医工」

吸灸灸㎎救客吸瓶 弓,灸泣弓

イリノテカン塩酸塩点滴静注
液吸灸灸㎎「ハンルイ」

吸灸灸㎎救客吸瓶 宮,救弓汲

イリノテカン塩酸塩点滴静注
液吸灸灸㎎「ホスピーラ」

吸灸灸㎎救客吸瓶 弓,灸泣弓

イリノテカン塩酸塩急灸㎎
宮客注射液

急灸㎎宮客吸瓶 吸,吸宮朽

イリノテカン塩酸塩吸灸灸㎎
救客注射液

吸灸灸㎎救客吸瓶 宮,救弓汲

イルミア皮下注吸灸灸㎎シリン
ジ

吸灸灸㎎吸客吸筒 急汲朽,宮朽汲

イロクテイト静注用宮救灸 宮救灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

宮急,弓灸吸

イロクテイト静注用救灸灸 救灸灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

弓泣,救求急

イロクテイト静注用求救灸 求救灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

朽弓,急求灸

イロクテイト静注用吸灸灸灸 吸,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

求泣,汲泣宮

イロクテイト静注用吸救灸灸 吸,救灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

吸吸急,朽急汲

イロクテイト静注用宮灸灸灸 宮,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

吸救吸,朽弓朽

イロクテイト静注用弓灸灸灸 弓,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

宮吸救,灸求急

イロクテイト静注用急灸灸灸 急,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

宮泣救,朽泣泣

インジウムＤＴＰＡ（吸吸吸In）
注

吸灸MBq 救,朽宮灸

⃝局 インジゴカルミン注射液 灸.急％救客吸管 宮急救

インスリン アスパルトＢＳ
注カート ＮＲ「サノフィ」

弓灸灸単位吸筒 求弓宮

インスリン アスパルトＢＳ
注ソロスター ＮＲ「サノフ
ィ」

弓灸灸単位吸キット 吸,弓汲灸

インスリン アスパルトＢＳ
注吸灸灸単位／客 ＮＲ「サノ
フィ」

吸灸灸単位吸客バイアル 宮吸救

インスリン グラルギンＢＳ
注カート「リリー」

弓灸灸単位吸筒 求泣灸

インスリン グラルギンＢＳ
注キット「ＦＦＰ」

弓灸灸単位吸キット 吸,宮急吸

インスリン グラルギンＢＳ
注ミリオペン「リリー」

弓灸灸単位吸キット 吸,宮急吸

インスリン リスプロＢＳ注
カート ＨＵ「サノフィ」

弓灸灸単位吸筒 救宮宮

インスリン リスプロＢＳ注
ソロスター ＨＵ「サノフ
ィ」

弓灸灸単位吸キット 吸,吸宮汲

インスリン リスプロＢＳ注
吸灸灸単位／客 ＨＵ「サノフ
ィ」

吸灸灸単位吸客バイアル 吸求求

インダシン静注用吸㎎ 吸㎎吸瓶 朽,救救急

インデラル注射液宮㎎ 灸.吸％宮客吸管 吸宮宮

イントラリポス輸液吸灸％ 宮救灸客吸袋 吸,灸救汲

イントラリポス輸液宮灸％ 宮灸％救灸客吸袋 朽宮求

イントラリポス輸液宮灸％ 宮灸％吸灸灸客吸袋 汲吸求

イントラリポス輸液宮灸％ 宮灸％宮救灸客吸袋 吸,弓求朽

インフリキシマブＢＳ点滴静
注用吸灸灸㎎「あゆみ」

吸灸灸㎎吸瓶 宮泣,汲求宮

インフリキシマブＢＳ点滴静
注用吸灸灸㎎「ＮＫ」

吸灸灸㎎吸瓶 宮泣,汲求宮
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インフリキシマブＢＳ点滴静
注用吸灸灸㎎「ＣＴＨ」

吸灸灸㎎吸瓶 宮泣,汲求宮

インフリキシマブＢＳ点滴静
注用吸灸灸㎎「日医工」

吸灸灸㎎吸瓶 宮泣,汲求宮

インフリキシマブＢＳ点滴静
注用吸灸灸㎎「ファイザー」

吸灸灸㎎吸瓶 宮泣,汲求宮

(う)

ヴィーンＦ輸液 救灸灸客吸袋 吸汲泣

ヴィーンＤ輸液 宮灸灸客吸袋 吸求弓

ヴィーンＤ輸液 救灸灸客吸袋 吸泣求

ヴィーン弓Ｇ輸液 宮灸灸客吸袋 吸朽弓

ヴィーン弓Ｇ輸液 救灸灸客吸袋 吸泣救

⃝局 ウテメリン注救灸㎎ 吸％救客吸管 朽宮弓

ウパシタ静注透析用宮救㎍シ
リンジ

宮救㎍吸客吸筒 泣朽求

ウパシタ静注透析用救灸㎍シ
リンジ

救灸㎍吸客吸筒 吸,弓求泣

ウパシタ静注透析用吸灸灸㎍シ
リンジ

吸灸灸㎍吸客吸筒 吸,泣汲救

ウパシタ静注透析用吸救灸㎍シ
リンジ

吸救灸㎍吸客吸筒 宮,急求求

ウパシタ静注透析用宮灸灸㎍シ
リンジ

宮灸灸㎍吸客吸筒 宮,汲求朽

ウパシタ静注透析用宮救灸㎍シ
リンジ

宮救灸㎍吸客吸筒 弓,宮朽灸

ウパシタ静注透析用弓灸灸㎍シ
リンジ

弓灸灸㎍吸客吸筒 弓,救泣吸

ウルトラテクネカウ 吸灸MBq 宮朽朽

ウロナーゼ冠動注用吸宮万単
位

吸宮灸,灸灸灸単位吸瓶 求,救汲吸

ウロナーゼ静注用朽万単位 朽灸,灸灸灸単位吸瓶 急,灸宮救

ウロミテキサン注吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸客吸管 弓宮宮

ウロミテキサン注急灸灸㎎ 急灸灸㎎急客吸管 求急求

(え)

ＡＫ−ソリタ透析剤・ＦＬ 泣L吸瓶(炭酸水素ナ
トリウム液付)

宮,急泣灸

ＡＫ−ソリタ透析剤・ＦＰ 泣L吸瓶(炭酸水素ナ
トリウム付)

吸,急救求

ＡＫ−ソリタ透析剤・ＤＬ 泣L吸瓶(炭酸水素ナ
トリウム液付)

宮,朽汲灸

ＡＫ−ソリタ透析剤・ＤＰ 泣L吸瓶(炭酸水素ナ
トリウム付)

吸,宮泣急

ＨＭＧ筋注用求救単位「あす
か」

求救単位吸管(溶解液
付)

吸,灸救汲

ＨＭＧ筋注用求救単位「Ｆ」 求救単位吸管(溶解液
付)

吸,灸救汲

ＨＭＧ筋注用吸救灸単位「あす
か」

吸救灸単位吸管(溶解液
付)

吸,弓弓吸

ＨＭＧ筋注用吸救灸単位「Ｆ」 吸救灸単位吸管(溶解液
付)

吸,弓弓吸

ＨＭＧ注射用求救ＩＵ「フェ
リング」

求救単位吸瓶(溶解液
付)

吸,灸救汲

ＨＭＧ注射用求救単位「Ｆ」 求救単位吸管(溶解液
付)

吸,灸救汲

ＨＭＧ注射用吸救灸ＩＵ「フェ
リング」

吸救灸単位吸瓶(溶解液
付)

吸,弓弓吸

ＨＭＧ注射用吸救灸単位「Ｆ」 吸救灸単位吸管(溶解液
付)

吸,弓弓吸

ＨＭＧ注用求救単位「あすか」 求救単位吸瓶(溶解液
付)

吸,灸救汲

ＨＭＧ注用吸救灸単位「あす
か」

吸救灸単位吸瓶(溶解液
付)

吸,弓弓吸

Ａ
エー

Ｔ
テー

Ｐ
ピー

注吸灸㎎「イセイ」 吸灸㎎吸管 救吸

Ａ
エー

Ｔ
テー

Ｐ
ピー

注宮灸㎎「イセイ」 宮灸㎎吸管 救吸

エイフスチラ静注用宮救灸 宮救灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

宮吸,救汲急

エイフスチラ静注用救灸灸 救灸灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

急宮,灸灸朽

エイフスチラ静注用吸灸灸灸 吸,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

求求,汲泣泣

エイフスチラ静注用吸救灸灸 吸,救灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

吸灸朽,救宮泣

エイフスチラ静注用宮灸灸灸 宮,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

吸急急,救吸求

エイフスチラ静注用宮救灸灸 宮,救灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

吸求朽,宮弓泣

エイフスチラ静注用弓灸灸灸 弓,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

宮灸求,急灸求

⃝局 エクサシン注射液宮灸灸 宮灸灸㎎宮客吸管 救吸救

⃝局 エクサシン注射液急灸灸 急灸灸㎎宮客吸管 吸,灸吸弓

エクストラニール腹膜透析液 吸.救L吸袋 朽求救

エクストラニール腹膜透析液 吸.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,急求吸

エクストラニール腹膜透析液 宮L吸袋 泣灸救

エクストラニール腹膜透析液 宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,救泣泣

⃝局 エストラジオール安息香酸エ
ステル水性懸濁注射液

灸.宮㎎吸管 吸灸宮

⃝局 エストラジオール安息香酸エ
ステル水性懸濁注射液

吸㎎吸管 吸朽泣

⃝局 エストリオール水性懸濁注射
液

吸灸㎎吸客吸管 吸朽灸

エスポー注射液求救灸 求救灸国際単位灸.救客吸
管

救灸求

エスポー皮下用宮急灸灸灸シリン
ジ

宮急,灸灸灸国際単位
灸.救客吸筒

吸急,求朽弓

エスラックス静注宮救㎎／
宮.救客

宮救㎎宮.救客吸瓶 弓泣泣

エスラックス静注救灸㎎／
救.灸客

救灸㎎救客吸瓶 朽灸救

エスロンＢ注 救灸灸客吸瓶 宮宮求

エスロンＢ注 宮灸灸客吸袋 吸汲求

エスロンＢ注 救灸灸客吸袋 宮宮求

エタネルセプトＢＳ皮下注用
吸灸㎎「ＭＡ」

吸灸㎎吸瓶 弓,吸泣弓

エタネルセプトＢＳ皮下注用
宮救㎎「ＭＡ」

宮救㎎吸瓶 朽,泣求朽

エタネルセプトＢＳ皮下注
吸灸㎎シリンジ吸.灸客「ＴＹ」

吸灸㎎吸客吸筒 弓,吸救弓

エタネルセプトＢＳ皮下注
吸灸㎎シリンジ吸.灸客「日医
工」

吸灸㎎吸客吸筒 弓,吸救弓

エタネルセプトＢＳ皮下注
宮救㎎シリンジ灸.救客「ＭＡ」

宮救㎎灸.救客吸筒 求,宮求救

エタネルセプトＢＳ皮下注
宮救㎎シリンジ灸.救客「ＴＹ」

宮救㎎灸.救客吸筒 求,宮求救

エタネルセプトＢＳ皮下注
宮救㎎シリンジ灸.救客「日医
工」

宮救㎎灸.救客吸筒 求,宮求救

エタネルセプトＢＳ皮下注
宮救㎎ペン灸.救客「ＭＡ」

宮救㎎灸.救客吸キット 求,宮宮救

エタネルセプトＢＳ皮下注
救灸㎎シリンジ吸.灸客「ＭＡ」

救灸㎎吸客吸筒 吸弓,汲求泣

エタネルセプトＢＳ皮下注
救灸㎎シリンジ吸.灸客「ＴＹ」

救灸㎎吸客吸筒 吸弓,汲求泣

エタネルセプトＢＳ皮下注
救灸㎎シリンジ吸.灸客「日医
工」

救灸㎎吸客吸筒 吸弓,汲求泣

エタネルセプトＢＳ皮下注
救灸㎎ペン吸.灸客「ＭＡ」

救灸㎎吸客吸キット 吸弓,泣急宮

エタネルセプトＢＳ皮下注
救灸㎎ペン吸.灸客「ＴＹ」

救灸㎎吸客吸キット 吸弓,泣急宮

エタネルセプトＢＳ皮下注
救灸㎎ペン吸.灸客「日医工」

救灸㎎吸客吸キット 吸弓,泣急宮

⃝局 エダラボン点滴静注液バッグ
弓灸㎎「日医工」

弓灸㎎吸灸灸客吸キット 吸,宮吸弓

⃝局 エダラボン点滴静注液弓灸㎎
「ＮＳ」

弓灸㎎宮灸客吸管 吸,灸弓灸

⃝局 エダラボン点滴静注液弓灸㎎
「ケミファ」

弓灸㎎宮灸客吸管 宮,宮灸朽

⃝局 エダラボン点滴静注液弓灸㎎
「サワイ」

弓灸㎎宮灸客吸管 宮,宮灸朽

⃝局 エダラボン点滴静注液弓灸㎎
「日医工」

弓灸㎎宮灸客吸管 吸,灸弓灸

⃝局 エダラボン点滴静注液弓灸㎎
バッグ「サワイ」

弓灸㎎吸灸灸客吸キット 吸,宮吸弓
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⃝局 エダラボン点滴静注液弓灸㎎
バッグ「明治」

弓灸㎎吸灸灸客吸キット 吸,宮吸弓

⃝局 エダラボン点滴静注バッグ
弓灸㎎「ＮＳ」

弓灸㎎吸灸灸客吸キット 吸,泣朽吸

⃝局 エダラボン点滴静注バッグ

弓灸㎎「杏
きよう

林」

弓灸㎎吸灸灸客吸キット 吸,宮吸弓

⃝局 エダラボン点滴静注バッグ
弓灸㎎「ＹＤ」

弓灸㎎吸灸灸客吸キット 吸,宮吸弓

⃝局 エダラボン点滴静注弓灸㎎
「ＮＰ」

弓灸㎎宮灸客吸管 吸,灸弓灸

⃝局 エダラボン点滴静注弓灸㎎

「杏
きよう

林」

弓灸㎎宮灸客吸管 吸,灸弓灸

⃝局 エダラボン点滴静注弓灸㎎
「ＫＮ」

弓灸㎎宮灸客吸管 吸,灸弓灸

⃝局 エダラボン点滴静注弓灸㎎
「タカタ」

弓灸㎎宮灸客吸管 吸,灸弓灸

⃝局 エダラボン点滴静注弓灸㎎
「ＤＳＥＰ」

弓灸㎎宮灸客吸管 宮,宮灸朽

⃝局 エダラボン点滴静注弓灸㎎
「トーワ」

弓灸㎎宮灸客吸瓶 吸,灸弓灸

⃝局 エダラボン点滴静注弓灸㎎バ
ッグ「タカタ」

弓灸㎎吸灸灸客吸キット 吸,宮吸弓

⃝局 エダラボン点滴静注弓灸㎎バ
ッグ「ＤＳＥＰ」

弓灸㎎吸灸灸客吸キット 吸,宮吸弓

エダラボン点滴静注弓灸㎎バ
ッグ「トーワ」

弓灸㎎吸灸灸客吸キット 吸,宮吸弓

⃝局 エダラボン点滴静注弓灸㎎
「明治」

弓灸㎎宮灸客吸管 吸,灸弓灸

エダラボン弓灸㎎吸灸灸客キッ
ト

弓灸㎎吸灸灸客吸キット 求急宮

エトキシスクレロール吸％注
射液

吸％弓灸客吸瓶 吸朽,汲灸救

エトポシド吸灸灸㎎救客注射液 吸灸灸㎎救客吸瓶 吸,汲汲求

⃝局 エナルモンデポー筋注吸宮救㎎ 吸宮救㎎吸客吸管 朽泣救

⃝局 エナルモンデポー筋注宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸客吸管 吸,弓灸宮

エネフリード輸液 救救灸客吸キット 吸,灸急汲

エネフリード輸液 吸吸灸灸客吸キット 吸,急朽求

エピペン注射液灸.吸救㎎ 灸.吸救㎎吸筒 朽,汲朽吸

⃝局 エピペン注射液灸.弓㎎ 灸.弓㎎吸筒 泣,汲吸灸

エビリファイ持続性水懸筋注
用弓灸灸㎎

弓灸灸㎎吸瓶(懸濁用液
付)

弓急,朽泣求

エビリファイ持続性水懸筋注
用弓灸灸㎎シリンジ

弓灸灸㎎吸キット 弓急,泣救弓

エビリファイ持続性水懸筋注
用急灸灸㎎

急灸灸㎎吸瓶(懸濁用液
付)

急弓,弓灸弓

エビリファイ持続性水懸筋注
用急灸灸㎎シリンジ

急灸灸㎎吸キット 急宮,灸汲吸

エピルビシン塩酸塩注射液
救灸㎎／宮救客「ＮＫ」

救灸㎎宮救客吸瓶 求,泣灸吸

エピルビシン塩酸塩注射液
救灸㎎／宮救客「サワイ」

救灸㎎宮救客吸瓶 求,泣灸吸

エピルビシン塩酸塩注射用
救灸㎎「ＮＫ」

救灸㎎吸瓶 求,泣灸吸

エピルビシン塩酸塩吸灸㎎注
射用

吸灸㎎吸瓶 吸,朽救灸

エピルビシン塩酸塩吸灸㎎
救客注射液

吸灸㎎救客吸瓶 吸,朽救灸

エピルビシン塩酸塩救灸㎎注
射用

救灸㎎吸瓶 弓,救泣救

ＦＡＤ注弓灸㎎「わかもと」 弓灸㎎吸管 救求

⃝局 エフェドリン塩酸塩注射液 急％吸客吸管 泣急

エポエチンアルファＢＳ注
求救灸「ＪＣＲ」

求救灸国際単位灸.救客吸
瓶

救弓灸

エポエチンアルファＢＳ注
求救灸シリンジ「ＪＣＲ」

求救灸国際単位灸.救客吸
筒

弓弓急

エポエチンアルファＢＳ注
吸救灸灸シリンジ「ＪＣＲ」

吸,救灸灸国際単位吸客吸
筒

救灸泣

エポエチンアルファＢＳ注
弓灸灸灸シリンジ「ＪＣＲ」

弓,灸灸灸国際単位宮客吸
筒

汲泣弓

エポジン注シリンジ求救灸 求救灸国際単位灸.救客吸
筒

弓宮宮

エポジン注シリンジ吸救灸灸 吸,救灸灸国際単位灸.救客
吸筒

救吸灸

エポジン注シリンジ弓灸灸灸 弓,灸灸灸国際単位灸.救客
吸筒

泣宮宮

エポジン注シリンジ朽灸灸灸 朽,灸灸灸国際単位灸.救客
吸筒

朽,求泣汲

エポジン皮下注シリンジ
吸宮灸灸灸

吸宮,灸灸灸国際単位
灸.救客吸筒

吸灸,汲急吸

エポジン皮下注シリンジ
宮急灸灸灸

宮急,灸灸灸国際単位
灸.救客吸筒

吸救,宮灸朽

エホチール注吸灸㎎ 吸％吸客吸管 救泣

エポプロステノール静注用
「Ｆ」専用溶解液

救灸客吸瓶 朽吸汲

エポプロステノール静注用
「テバ」専用溶解用液

救灸客吸瓶 救朽急

エポプロステノール静注用
灸.救㎎「Ｆ」

灸.救㎎吸瓶 急,宮汲救

エポプロステノール静注用
灸.救㎎「テバ」

灸.救㎎吸瓶 急,宮汲救

エポプロステノール静注用
灸.救㎎「テバ」

灸.救㎎吸瓶(溶解液付) 求,朽泣灸

エポプロステノール静注用
灸.救㎎「ヤンセン」

灸.救㎎吸瓶 急,宮汲救

エポプロステノール静注用
灸.救㎎「ヤンセン」

灸.救㎎吸瓶(溶解液付) 朽,灸灸灸

エポプロステノール静注用
吸.救㎎「Ｆ」

吸.救㎎吸瓶 汲,吸朽宮

エポプロステノール静注用
吸.救㎎「テバ」

吸.救㎎吸瓶 汲,吸朽宮

エポプロステノール静注用
吸.救㎎「テバ」

吸.救㎎吸瓶(溶解液付) 吸宮,汲求汲

エポプロステノール静注用
吸.救㎎「ヤンセン」

吸.救㎎吸瓶 汲,吸朽宮

エポプロステノール静注用
吸.救㎎「ヤンセン」

吸.救㎎吸瓶(溶解液付) 吸宮,汲求汲

エボルトラ点滴静注宮灸㎎ 宮灸㎎宮灸客吸瓶 吸急朽,泣宮朽

エムガルティ皮下注吸宮灸㎎オ
ートインジェクター

吸宮灸㎎吸客吸キット 急急,泣急弓

エムガルティ皮下注吸宮灸㎎シ
リンジ

吸宮灸㎎吸客吸筒 急急,汲吸吸

エムプリシティ点滴静注用
弓灸灸㎎

弓灸灸㎎吸瓶 吸朽宮,朽吸宮

エムプリシティ点滴静注用
急灸灸㎎

急灸灸㎎吸瓶 宮吸宮,弓灸救

エラプレース点滴静注液朽㎎ 朽㎎弓客吸瓶 弓泣泣,弓朽宮

エリスロシン点滴静注用
救灸灸㎎

救灸灸㎎吸瓶 求朽汲

エリル点滴静注液弓灸㎎ 弓灸.汲㎎宮客吸管 宮,吸吸泣

Ｌ−アスパラギン酸カリウム
吸求.吸宮％吸灸客注射液

吸求.吸宮％吸灸客吸管 救求

ＬＨ−ＲＨ注灸.吸㎎「タナ
ベ」

灸.吸㎎吸管 弓,朽灸宮

エルカトニン吸灸エルカトニ
ン単位吸客キット

吸灸エルカトニン単位
吸客吸筒

弓吸宮

エルカトニン吸灸エルカトニ
ン単位吸客注射液

吸灸エルカトニン単位
吸客吸管

朽弓

エルカトニン宮灸エルカトニ
ン単位吸客注射液

宮灸エルカトニン単位
吸客吸管

泣灸

エルカトニン急灸エルカトニ
ン単位吸客注射液

急灸エルカトニン単位
吸客吸管

宮弓救

エルカルチンＦＦ静注
吸灸灸灸㎎シリンジ

吸,灸灸灸㎎救客吸筒 泣朽泣

⃝局 エルゴメトリンマレイン酸塩
注射液

灸.灸宮％吸客吸管 泣急

エルシトニン注吸灸単位 吸灸エルカトニン単位
吸客吸管

吸弓宮

エルシトニン注宮灸Ｓ 宮灸エルカトニン単位
吸客吸管

吸汲泣

エルシトニン注宮灸Ｓディス
ポ

宮灸エルカトニン単位
吸客吸筒

求求汲

エルシトニン注急灸単位 急灸エルカトニン単位
吸客吸管

急汲急

エルネオパＮＦ吸号輸液 吸灸灸灸客吸キット 吸,吸宮求

エルネオパＮＦ吸号輸液 吸救灸灸客吸キット 吸,急急急
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エルネオパＮＦ吸号輸液 宮灸灸灸客吸キット 吸,求急泣

エルネオパＮＦ宮号輸液 吸灸灸灸客吸キット 吸,宮吸灸

エルネオパＮＦ宮号輸液 吸救灸灸客吸キット 吸,救宮汲

エルネオパＮＦ宮号輸液 宮灸灸灸客吸キット 吸,汲求救

エルプラット点滴静注液
救灸㎎

救灸㎎吸灸客吸瓶 吸朽,灸吸宮

エルプラット点滴静注液
吸灸灸㎎

吸灸灸㎎宮灸客吸瓶 宮泣,灸汲朽

エルプラット点滴静注液
宮灸灸㎎

宮灸灸㎎急灸客吸瓶 救宮,灸求朽

エレジェクト注シリンジ 宮客吸筒 吸朽求

エレメンミック注 宮客吸管 吸弓弓

塩化アンモニウム補正液救
mEq／客

救モル宮灸客吸管 救求

⃝局※塩化インジウム（吸吸吸In）注
（日本メジフィジックス）

吸患者当たり 弓灸,灸急吸

塩化 Na補正液吸mEq／客 吸モル宮灸客吸管 求救

塩化 Na補正液宮.救mEq
／客

宮.救モル宮灸客吸管 汲弓

⃝局 塩化カルシウム注射液 灸.救モル宮灸客吸管 泣朽

⃝局 塩化カルシウム注射液 宮％宮灸客吸管 泣灸

⃝局 塩化タリウム（宮灸吸Tl）注射液 吸灸MBq 急,救宮朽

塩化ナトリウム注吸モルシリ
ンジ「テルモ」

吸モル宮灸客吸筒 吸吸宮

⃝局 塩化ナトリウム注吸灸％「Ｈ
Ｋ」

吸灸％宮灸客吸管 泣求

⃝局 塩化ナトリウム注吸灸％シリ
ンジ「テルモ」

吸灸％宮灸客吸筒 吸吸宮

⃝局 塩化ナトリウム注吸灸％「フ
ソー」

吸灸％宮灸客吸管 泣求

塩化マンガン・硫酸亜鉛配合
宮客注射液

宮客吸管 救泣

塩酸Ｎ−イソプロピル−急−
ヨードアンフェタミン（吸宮弓

Ｉ）吸灸ＭＢｑ注射液

吸灸MBq 宮,急救朽

⃝局※塩酸バンコマイシン点滴静注
用灸.救ℊ（ＯＫ）

灸.救ℊ吸瓶 吸,灸宮宮

塩酸メトクロプラミド灸.救％
宮客注射液

灸.救％宮客吸管 救求

⃝局 塩酸メピバカイン注シリンジ
灸.救％「ＮＰ」

灸.救％吸灸客吸筒 吸汲朽

⃝局 塩酸メピバカイン注シリンジ
吸％「ＮＰ」

吸％吸灸客吸筒 吸朽弓

⃝局 塩酸メピバカイン注シリンジ
宮％「ＮＰ」

宮％吸灸客吸筒 宮宮汲

エンスプリング皮下注吸宮灸㎎
シリンジ

吸宮灸㎎吸客吸筒 吸,救弓宮,朽朽灸

エンタイビオ点滴静注用
弓灸灸㎎

弓灸灸㎎吸瓶 宮求泣,救求弓

エントミン注宮灸灸㎎ 吸灸％宮客吸管 救救

エンハーツ点滴静注用吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸瓶 吸朽汲,急弓急

エンブレル皮下注用吸灸㎎ 吸灸㎎吸瓶 救,急弓吸

エンブレル皮下注用宮救㎎ 宮救㎎吸瓶 吸弓,弓求弓

エンブレル皮下注宮救㎎クリ
ックワイズ用灸.救客

宮救㎎灸.救客吸カセット 吸吸,救朽宮

エンブレル皮下注宮救㎎シリ
ンジ灸.救客

宮救㎎灸.救客吸筒 吸吸,救弓弓

エンブレル皮下注宮救㎎ペン
灸.救客

宮救㎎灸.救客吸キット 吸吸,宮救宮

エンブレル皮下注救灸㎎クリ
ックワイズ用吸.灸客

救灸㎎吸客吸カセット 宮宮,急泣弓

エンブレル皮下注救灸㎎シリ
ンジ吸.灸客

救灸㎎吸客吸筒 宮弓,弓灸救

エンブレル皮下注救灸㎎ペン
吸.灸客

救灸㎎吸客吸キット 宮宮,灸朽宮

(お)

⃝局 大塚塩カル注宮％ 宮％宮灸客吸管 泣急

⃝局 大塚蒸留水 宮灸客吸管 朽宮

⃝局 大塚蒸留水 救灸灸客吸瓶 吸泣朽

⃝局 大塚蒸留水 吸L吸瓶 宮宮灸

⃝局 大塚食塩注吸灸％ 吸灸％宮灸客吸管 泣求

⃝局 大塚生食注 宮灸客吸管 朽宮

⃝局 大塚生食注 救灸灸客吸瓶 吸泣弓

⃝局 大塚生食注 救灸灸客吸袋 吸泣弓

⃝局 大塚生食注ＴＮ 救灸客吸キット 吸求汲

⃝局 大塚生食注ＴＮ 吸灸灸客吸キット 吸求汲

⃝局 大塚生食注宮ポート救灸客 救灸客吸キット 吸求汲

⃝局 大塚生食注宮ポート吸灸灸客 吸灸灸客吸キット 吸求汲

⃝局 大塚糖液救％ 救％宮灸客吸管 朽朽

⃝局 大塚糖液救％ 救％宮救灸客吸瓶 吸汲泣

⃝局 大塚糖液救％ＴＮ 救％救灸客吸キット 吸救救

⃝局 大塚糖液救％ＴＮ 救％吸灸灸客吸キット 吸救救

⃝局 大塚糖液救％宮ポート救灸客 救％救灸客吸キット 吸救救

⃝局 大塚糖液救％宮ポート吸灸灸客 救％吸灸灸客吸キット 吸救救

⃝局 大塚糖液宮灸％ 宮灸％宮灸客吸管 朽求

⃝局 大塚糖液急灸％ 急灸％宮灸客吸管 泣泣

⃝局 大塚糖液救灸％ 救灸％宮灸客吸管 泣泣

オキサリプラチン点滴静注液
救灸㎎「ＤＳＥＰ」

救灸㎎吸灸客吸瓶 救,汲救急

オキサリプラチン点滴静注液
救灸㎎「ニプロ」

救灸㎎吸灸客吸瓶 救,汲救急

オキサリプラチン点滴静注液
吸灸灸㎎「ＤＳＥＰ」

吸灸灸㎎宮灸客吸瓶 吸泣,吸弓泣

オキサリプラチン点滴静注液
宮灸灸㎎「ＤＳＥＰ」

宮灸灸㎎急灸客吸瓶 吸泣,吸急灸

オキサリプラチン点滴静注
救灸㎎「トーワ」

救灸㎎吸灸客吸瓶 救,汲救急

オキサリプラチン点滴静注
吸灸灸㎎「トーワ」

吸灸灸㎎宮灸客吸瓶 吸灸,求救泣

オキサリプラチン点滴静注
宮灸灸㎎「トーワ」

宮灸灸㎎急灸客吸瓶 吸泣,吸急灸

オキサリプラチン救灸㎎吸灸客
注射液

救灸㎎吸灸客吸瓶 弓,朽朽泣

オキサリプラチン吸灸灸㎎
宮灸客注射液

吸灸灸㎎宮灸客吸瓶 求,朽急急

オキサリプラチン宮灸灸㎎
急灸客注射液

宮灸灸㎎急灸客吸瓶 吸宮,汲求弓

オキサロール注宮.救㎍ 宮.救㎍吸客吸管 求灸求

オキサロール注救㎍ 救㎍吸客吸管 泣宮泣

オキサロール注吸灸㎍ 吸灸㎍吸客吸管 吸,急急急

⃝麻 オキシコドン注射液吸灸㎎
「第一三共」

吸％吸客吸管 吸救吸

⃝麻 オキシコドン注射液救灸㎎
「第一三共」

吸％救客吸管 求灸急

⃝局 オキシトシン注射液 吸単位吸管 泣求

⃝局 オキシトシン注射液 救単位吸管 吸吸汲

⃝麻 オキファスト注吸灸㎎ 吸％吸客吸管 弓灸灸

⃝麻 オキファスト注救灸㎎ 吸％救客吸管 吸,急弓救

オクトレオスキャン静注用セ
ット

吸セット 吸吸求,朽灸宮

オクトレオチド酢酸塩皮下注
救灸㎍「サンド」

救灸㎍吸客吸管 救宮急

オクトレオチド酢酸塩皮下注
吸灸灸㎍「サンド」

吸灸灸㎍吸客吸管 泣灸求

オクトレオチド皮下注救灸㎍
「あすか」

救灸㎍吸客吸管 救宮急

オクトレオチド皮下注救灸㎍
「ＳＵＮ」

救灸㎍吸客吸管 救宮急

オクトレオチド皮下注救灸㎍
「ＳＵＮ」

救灸㎍吸客吸瓶 救宮急

オクトレオチド皮下注吸灸灸㎍
「あすか」

吸灸灸㎍吸客吸管 泣灸求

オクトレオチド皮下注吸灸灸㎍
「ＳＵＮ」

吸灸灸㎍吸客吸管 泣灸求

オクトレオチド皮下注吸灸灸㎍
「ＳＵＮ」

吸灸灸㎍吸客吸瓶 泣灸求

⃝局 オザグレル Na静注液宮灸㎎
「日医工」

宮灸㎎宮客吸管 弓朽急

⃝局 オザグレル Na注射液宮灸㎎
シリンジ「サワイ」

宮灸㎎吸客吸筒 弓急弓
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⃝局 オザグレル Na注射液急灸㎎
シリンジ「サワイ」

急灸㎎宮客吸筒 朽弓救

⃝局 オザグレル Na注射液汲灸㎎
シリンジ「サワイ」

汲灸㎎急客吸筒 朽灸汲

⃝局 オザグレル Na注射液汲灸㎎
バッグ「サワイ」

汲灸㎎宮灸灸客吸袋 泣弓朽

⃝局 オザグレル Na注汲灸㎎シリ
ンジ「ＩＰ」

汲灸㎎急客吸筒 吸,弓救汲

⃝局 オザグレル Na注汲灸㎎シリ
ンジ「トーワ」

汲灸㎎急客吸筒 朽灸汲

⃝局 オザグレル Na点滴静注液
宮灸㎎「トーワ」

宮灸㎎吸客吸管 弓朽急

⃝局 オザグレル Na点滴静注液
急灸㎎「ケミファ」

急灸㎎宮客吸管 救救救

⃝局 オザグレル Na点滴静注
宮灸㎎「ＦＹ」

宮灸㎎宮客吸管 弓朽急

⃝局 オザグレル Na点滴静注
宮灸㎎シリンジ「武田テバ」

宮灸㎎灸.救客吸筒 弓急弓

⃝局 オザグレル Na点滴静注
急灸㎎「ＦＹ」

急灸㎎宮.救客吸管 救救救

⃝局 オザグレル Na点滴静注
急灸㎎シリンジ「武田テバ」

急灸㎎吸客吸筒 朽弓救

⃝局 オザグレル Na点滴静注
汲灸㎎シリンジ「武田テバ」

汲灸㎎宮客吸筒 吸,弓救汲

⃝局 オザグレル Na点滴静注
汲灸㎎バッグ「タカタ」

汲灸㎎宮灸灸客吸袋 泣弓朽

⃝局 オザグレル Na点滴静注
汲灸㎎バッグ「テルモ」

汲灸㎎宮灸灸客吸袋 泣弓朽

⃝局 オザグレル Na点滴静注
汲灸㎎／吸灸灸客バッグ「ＩＰ」

汲灸㎎吸灸灸客吸袋 泣弓朽

⃝局 オザグレル Na点滴静注
汲灸㎎／宮灸灸客バッグ「ＦＹ」

汲灸㎎宮灸灸客吸袋 泣弓朽

オザグレルナトリウム宮灸㎎
注射用

宮灸㎎吸瓶 宮宮急

オザグレルナトリウム宮灸㎎
吸客注射液

宮灸㎎吸客吸管 宮宮急

オザグレルナトリウム宮灸㎎
吸客注射液

宮灸㎎吸客吸瓶 宮宮急

オザグレルナトリウム宮灸㎎
宮客注射液

宮灸㎎宮客吸管 宮宮急

オザグレルナトリウム急灸㎎
注射用

急灸㎎吸瓶 弓汲弓

オザグレルナトリウム急灸㎎
宮客注射液

急灸㎎宮客吸管 弓汲弓

オザグレルナトリウム急灸㎎
宮客注射液

急灸㎎宮客吸瓶 弓汲弓

オザグレルナトリウム急灸㎎
急客注射液

急灸㎎急客吸管 弓汲弓

オザグレルナトリウム汲灸㎎
急客注射液

汲灸㎎急客吸管 求灸急

オザグレルナトリウム汲灸㎎
急客注射液

汲灸㎎急客吸瓶 求灸急

オザグレルナトリウム汲灸㎎
救客注射液

汲灸㎎救客吸管 求灸急

オザグレルナトリウム汲灸㎎
汲客注射液

汲灸㎎汲客吸管 求灸急

オゼンピック皮下注灸.宮救㎎
ＳＤ

灸.宮救㎎灸.救客吸キット 吸,弓求朽

オゼンピック皮下注灸.救㎎Ｓ
Ｄ

灸.救㎎灸.救客吸キット 宮,求救宮

オゼンピック皮下注吸.灸㎎Ｓ
Ｄ

吸㎎灸.救客吸キット 救,救灸急

オーツカＭＶ注 吸瓶吸管吸組 宮弓泣

オニバイド点滴静注急弓㎎ 急弓㎎吸灸客吸瓶 吸吸急,急吸灸

オノアクト点滴静注用救灸㎎ 救灸㎎吸瓶 急,宮灸弓

オノアクト点滴静注用吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸瓶 吸吸,弓弓急

オビドレル皮下注シリンジ
宮救灸㎍

宮救灸㎍灸.救客吸筒 宮,泣灸朽

オフサグリーン静注用宮救㎎ 宮救㎎吸瓶(溶解液付) 吸,弓汲吸

オプジーボ点滴静注宮灸㎎ 宮灸㎎宮客吸瓶 弓吸,泣吸汲

オプジーボ点滴静注吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸灸客吸瓶 吸救救,灸求宮

オプジーボ点滴静注吸宮灸㎎ 吸宮灸㎎吸宮客吸瓶 吸汲救,急汲宮

オプジーボ点滴静注宮急灸㎎ 宮急灸㎎宮急客吸瓶 弓朽朽,急灸救

オプチレイ宮急灸注シリンジ
吸灸灸客

救灸.泣％吸灸灸客吸筒 救,弓急求

オプチレイ弓宮灸注シリンジ
求救客

朽求.汲％求救客吸筒 急,吸汲救

オプチレイ弓宮灸注シリンジ
吸灸灸客

朽求.汲％吸灸灸客吸筒 救,求救急

オプチレイ弓宮灸注宮灸客 朽求.汲％宮灸客吸瓶 吸,泣灸宮

オプチレイ弓宮灸注救灸客 朽求.汲％救灸客吸瓶 弓,求泣宮

オプチレイ弓宮灸注吸灸灸客 朽求.汲％吸灸灸客吸瓶 救,朽弓灸

オプチレイ弓救灸注シリンジ
吸灸灸客

求急.吸％吸灸灸客吸筒 救,汲救弓

オプチレイ弓救灸注シリンジ
吸弓救客

求急.吸％吸弓救客吸筒 求,弓宮汲

オプチレイ弓救灸注宮灸客 求急.吸％宮灸客吸瓶 吸,求救求

オプチレイ弓救灸注救灸客 求急.吸％救灸客吸瓶 弓,弓求朽

オプチレイ弓救灸注吸灸灸客 求急.吸％吸灸灸客吸瓶 救,宮救灸

オムニスキャン静注弓宮％ 弓宮.弓％宮灸客吸瓶 汲,弓救汲

オムニスキャン静注弓宮％シ
リンジ救客

弓宮.弓％救客吸筒 宮,泣急朽

オムニスキャン静注弓宮％シ
リンジ吸灸客

弓宮.弓％吸灸客吸筒 弓,泣灸泣

オムニスキャン静注弓宮％シ
リンジ吸救客

弓宮.弓％吸救客吸筒 救,求吸朽

オムニスキャン静注弓宮％シ
リンジ宮灸客

弓宮.弓％宮灸客吸筒 朽,朽急汲

⃝局 オムニパーク吸急灸注救灸客 弓灸.宮灸％救灸客吸瓶 吸,宮吸朽

⃝局 オムニパーク吸急灸注宮宮灸客 弓灸.宮灸％宮宮灸客吸瓶 急,弓求灸

⃝局 オムニパーク吸汲灸注吸灸客 弓汲.汲宮％吸灸客吸瓶 弓泣泣

⃝局 オムニパーク宮急灸注シリンジ
吸灸灸客

救吸.求求％吸灸灸客吸筒 弓,灸吸泣

⃝局 オムニパーク宮急灸注吸灸客 救吸.求求％吸灸客吸瓶 急朽朽

⃝局 オムニパーク宮急灸注宮灸客 救吸.求求％宮灸客吸瓶 汲泣朽

⃝局 オムニパーク宮急灸注救灸客 救吸.求求％救灸客吸瓶 吸,泣宮灸

⃝局 オムニパーク宮急灸注吸灸灸客 救吸.求求％吸灸灸客吸瓶 急,吸求弓

⃝局 オムニパーク弓灸灸注シリンジ
救灸客

朽急.求吸％救灸客吸筒 宮,宮救求

⃝局 オムニパーク弓灸灸注シリンジ
汲灸客

朽急.求吸％汲灸客吸筒 弓,灸救弓

⃝局 オムニパーク弓灸灸注シリンジ
吸灸灸客

朽急.求吸％吸灸灸客吸筒 弓,弓汲急

⃝局 オムニパーク弓灸灸注シリンジ
吸吸灸客

朽急.求吸％吸吸灸客吸筒 弓,汲朽求

⃝局 オムニパーク弓灸灸注シリンジ
吸宮救客

朽急.求吸％吸宮救客吸筒 急,吸泣宮

⃝局 オムニパーク弓灸灸注シリンジ
吸救灸客

朽急.求吸％吸救灸客吸筒 救,弓吸朽

⃝局 オムニパーク弓灸灸注吸灸客 朽急.求吸％吸灸客吸瓶 朽弓宮

⃝局 オムニパーク弓灸灸注宮灸客 朽急.求吸％宮灸客吸瓶 泣求汲

⃝局 オムニパーク弓灸灸注救灸客 朽急.求吸％救灸客吸瓶 宮,吸弓汲

⃝局 オムニパーク弓灸灸注吸灸灸客 朽急.求吸％吸灸灸客吸瓶 弓,汲弓吸

⃝局 オムニパーク弓灸灸注吸救灸客 朽急.求吸％吸救灸客吸瓶 急,宮求弓

⃝局 オムニパーク弓救灸注シリンジ
急救客

求救.急泣％急救客吸筒 吸,泣朽泣

⃝局 オムニパーク弓救灸注シリンジ
求灸客

求救.急泣％求灸客吸筒 宮,汲汲灸

⃝局 オムニパーク弓救灸注シリンジ
吸灸灸客

求救.急泣％吸灸灸客吸筒 弓,汲汲吸

⃝局 オムニパーク弓救灸注宮灸客 求救.急泣％宮灸客吸瓶 泣汲宮

⃝局 オムニパーク弓救灸注救灸客 求救.急泣％救灸客吸瓶 宮,吸灸灸

⃝局 オムニパーク弓救灸注吸灸灸客 求救.急泣％吸灸灸客吸瓶 弓,弓求灸

オメガシン点滴用灸.弓ℊ 弓灸灸㎎吸瓶 吸,弓求汲

オメガシン点滴用灸.弓ℊバッ
グ

弓灸灸㎎吸キット(生理
食塩液吸灸灸客付)

吸,求灸急

オメプラゾール注射用宮灸㎎
「日医工」

宮灸㎎吸瓶 宮灸朽

オメプラゾール注用宮灸㎎
「ＮＰ」

宮灸㎎吸瓶 宮灸朽

オメプラゾール注用宮灸㎎
「ＴＹＫ」

宮灸㎎吸瓶 宮灸朽

オメプラール注用宮灸 宮灸㎎吸瓶 弓朽宮
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オルガドロン注射液吸.泣㎎ 吸.泣㎎灸.救客吸管 泣泣

オルガドロン注射液弓.汲㎎ 弓.汲㎎吸客吸管 吸救求

オルガドロン注射液吸泣㎎ 吸泣㎎救客吸瓶 求弓灸

オルガラン静注吸宮救灸単位 吸,宮救灸抗第Xa因子活
性単位吸客吸管

吸,灸泣弓

オルダミン注射用吸ℊ 吸灸％吸灸ℊ吸瓶 吸朽,求汲弓

オルドレブ点滴静注用吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸瓶 汲,急吸急

オルプロリクス静注用宮救灸 宮救灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

救灸,宮汲汲

オルプロリクス静注用救灸灸 救灸灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

吸灸弓,救汲弓

オルプロリクス静注用吸灸灸灸 吸,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

宮吸宮,汲弓泣

オルプロリクス静注用宮灸灸灸 宮,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

急灸弓,救灸弓

オルプロリクス静注用弓灸灸灸 弓,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

朽宮求,救灸汲

オルプロリクス静注用急灸灸灸 急,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

汲宮汲,弓弓宮

オレンシア点滴静注用宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸瓶 救急,急救泣

オレンシア皮下注吸宮救㎎オー
トインジェクター吸客

吸宮救㎎吸客吸キット 宮汲,救急求

オレンシア皮下注吸宮救㎎シリ
ンジ吸客

吸宮救㎎吸客吸筒 宮汲,弓求救

オンコビン注射用吸㎎ 吸㎎吸瓶 宮,宮急求

オンダンセトロン注射液宮㎎
「Ｆ」

宮㎎吸客吸管 救急朽

オンダンセトロン注射液急㎎
「Ｆ」

急㎎宮客吸管 吸,吸泣汲

オンダンセトロン注射液急㎎
「サンド」

急㎎宮客吸管 吸,救救弓

オンダンセトロン注急㎎シリ
ンジ「マルイシ」

急㎎宮客吸筒 弓,急汲朽

オンパットロ点滴静注宮㎎
／客

汲.汲㎎急.急客吸瓶 吸,灸灸急,弓救汲

(か)

解凍赤血球液−ＬＲ「日赤」 血液宮灸灸客に由来す
る赤血球吸袋

吸救,泣朽救

解凍赤血球液−ＬＲ「日赤」 血液急灸灸客に由来す
る赤血球吸袋

弓吸,泣弓灸

カイトリル注吸㎎ 吸㎎吸客吸管 泣急求

カイトリル注弓㎎ 弓㎎弓客吸管 吸,朽朽灸

カイトリル点滴静注バッグ
弓㎎／救灸客

弓㎎救灸客吸袋 宮,灸灸朽

カイトリル点滴静注バッグ
弓㎎／吸灸灸客

弓㎎吸灸灸客吸袋 宮,灸灸朽

カイプロリス点滴静注用
吸灸㎎

吸灸㎎吸瓶 宮急,急宮朽

カイプロリス点滴静注用
急灸㎎

急灸㎎吸瓶 汲求,汲救宮

ガザイバ点滴静注吸灸灸灸㎎ 吸,灸灸灸㎎急灸客吸瓶 急救汲,求泣泣

カシワドール静注 宮灸客吸管 求汲

⃝局 ガスター注射液吸灸㎎ 吸灸㎎吸客吸管 吸吸泣

⃝局 ガスター注射液宮灸㎎ 宮灸㎎宮客吸管 吸朽汲

⃝局 カタクロット注射液宮灸㎎ 宮灸㎎宮.救客吸管 救朽灸

⃝局 カタクロット注射液急灸㎎ 急灸㎎救客吸管 泣灸急

カーディオライト 第一 吸回分 弓灸,弓灸求

カーディオライト注射液 第
一

宮救泣MBq吸筒 吸汲,吸朽弓

カーディオライト注射液 第
一

弓求灸MBq吸筒 宮救,汲灸宮

カーディオライト注射液 第
一

朽灸灸MBq吸筒 急泣,救汲救

カーディオライト注射液 第
一

求急灸MBq吸筒 救吸,灸急弓

⃝局 過テクネチウム酸ナトリウム
（泣泣mTc）注射液

吸灸MBq 宮汲救

⃝局 果糖注射液 宮灸％宮灸客吸管 泣急

⃝局 果糖注射液 救％救灸灸客吸瓶 吸急泣

⃝局 果糖注射液 救％吸L吸瓶 弓弓宮

⃝局 果糖注射液 救％宮灸灸客吸袋 吸宮吸

⃝局 果糖注射液 救％救灸灸客吸袋 吸急泣

カドサイラ点滴静注用吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸瓶 宮弓救,汲宮灸

カドサイラ点滴静注用吸朽灸㎎ 吸朽灸㎎吸瓶 弓求救,灸求求

ガドテリドール静注シリンジ
吸弓客「ＨＫ」

吸弓客吸筒 弓,灸汲宮

ガドテリドール静注シリンジ
吸求客「ＨＫ」

吸求客吸筒 弓,泣急汲

ガドテル酸メグルミン静注
弓汲％シリンジ吸灸客「ＧＥ」

弓求.朽泣救％吸灸客吸筒 宮,吸救朽

ガドテル酸メグルミン静注
弓汲％シリンジ吸吸客「ＧＥ」

弓求.朽泣救％吸吸客吸筒 宮,弓救弓

ガドテル酸メグルミン静注
弓汲％シリンジ吸弓客「ＧＥ」

弓求.朽泣救％吸弓客吸筒 宮,朽弓宮

ガドテル酸メグルミン静注
弓汲％シリンジ吸救客「ＧＥ」

弓求.朽泣救％吸救客吸筒 宮,泣急汲

ガドテル酸メグルミン静注
弓汲％シリンジ宮灸客「ＧＥ」

弓求.朽泣救％宮灸客吸筒 弓,朽朽吸

ガドビスト静注吸.灸ｍｏｌ／
Ｌシリンジ救客

朽灸.急求％救客吸筒 急,朽宮弓

ガドビスト静注吸.灸ｍｏｌ／
Ｌシリンジ求.救客

朽灸.急求％求.救客吸筒 朽,朽泣急

ガドビスト静注吸.灸ｍｏｌ／
Ｌシリンジ吸灸客

朽灸.急求％吸灸客吸筒 汲,朽泣求

ガドビスト静注吸.灸ｍｏｌ／
Ｌ 宮客

朽灸.急求％宮客吸瓶 宮,灸宮泣

ガニレスト皮下注灸.宮救㎎シ
リンジ

灸.宮救㎎灸.救客吸筒 汲,泣灸急

カヌマ点滴静注液宮灸㎎ 宮灸㎎吸灸客吸瓶 吸,弓灸吸,救吸求

カピステン筋注救灸㎎ 救灸㎎吸管 吸吸急

ガベキサートメシル酸塩
吸灸灸㎎注射用

吸灸灸㎎吸瓶 吸吸泣

ガベキサートメシル酸塩
救灸灸㎎注射用

救灸灸㎎吸瓶 救灸朽

カーボスター透析剤・Ｍ 吸灸L吸瓶(炭酸水素ナ
トリウム付)

吸,汲弓急

カーボスター透析剤・Ｌ 朽L吸瓶(炭酸水素ナ
トリウム液付)

宮,朽朽泣

カーボスター透析剤・Ｌ 泣L吸瓶(炭酸水素ナ
トリウム液付)

弓,急求急

カーボスター透析剤・Ｐ 宮袋吸組 吸,救朽吸

⃝局 カーミパック生理食塩液 救灸灸客吸袋 吸泣弓

カルシトリオール静注液
灸.救㎍「Ｆ」

灸.救㎍吸客吸管 宮求汲

カルシトリオール静注液吸㎍
「Ｆ」

吸㎍吸客吸管 急灸求

カルセド注射用宮灸㎎ 宮灸㎎吸瓶 救,急吸弓

カルセド注射用救灸㎎ 救灸㎎吸瓶 吸宮,宮泣朽

カルチコール注射液汲.救％
救客

汲.救％救客吸管 救泣

カルチコール注射液汲.救％
吸灸客

汲.救％吸灸客吸管 朽求

カルディオダイン注 吸灸MBq 弓,吸汲灸

カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム灸.救％救客注射液

灸.救％救客吸管 救求

カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム灸.救％吸灸客注射液

灸.救％吸灸客吸管 救求

カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム灸.救％宮灸客注射液

灸.救％宮灸客吸管 救求

⃝局 カルベニン点滴用灸.宮救ℊ 宮救灸㎎吸瓶 汲急宮

⃝局 カルベニン点滴用灸.救ℊ 救灸灸㎎吸瓶 吸,灸求急

⃝局 カルボプラチン注射液吸救灸㎎
「日医工」

吸救灸㎎吸救客吸瓶 急,吸汲朽

⃝局 カルボプラチン点滴静注液
吸救灸㎎「ＳＷ」

吸救灸㎎吸救客吸瓶 急,吸汲朽

⃝局 カルボプラチン点滴静注液
吸救灸㎎「ＮＫ」

吸救灸㎎吸救客吸瓶 急,吸汲朽

⃝局 カルボプラチン点滴静注液
吸救灸㎎「サワイ」

吸救灸㎎吸救客吸瓶 急,吸汲朽

⃝局 カルボプラチン点滴静注液
吸救灸㎎「ＴＹＫ」

吸救灸㎎吸救客吸瓶 急,吸汲朽
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⃝局 カルボプラチン点滴静注液
急救灸㎎「ＳＷ」

急救灸㎎急救客吸瓶 泣,汲求灸

⃝局 カルボプラチン点滴静注液
急救灸㎎「ＮＫ」

急救灸㎎急救客吸瓶 泣,汲求灸

⃝局 カルボプラチン点滴静注液
急救灸㎎「サワイ」

急救灸㎎急救客吸瓶 泣,汲求灸

⃝局 カルボプラチン点滴静注液
急救灸㎎「ＴＹＫ」

急救灸㎎急救客吸瓶 泣,汲求灸

カルボプラチン救灸㎎救客注
射液

救灸㎎救客吸瓶 吸,求汲急

カルボプラチン吸救灸㎎吸救客
注射液

吸救灸㎎吸救客吸瓶 宮,朽泣汲

カルボプラチン急救灸㎎急救客
注射液

急救灸㎎急救客吸瓶 朽,汲吸求

カロナリーＨ輸液 求灸灸客吸袋 弓弓泣

カロナリーＭ輸液 求灸灸客吸袋 宮汲弓

カロナリーＬ輸液 求灸灸客吸袋 宮求求

カンサイダス点滴静注用
救灸㎎

救灸㎎吸瓶 吸求,宮救救

カンサイダス点滴静注用
求灸㎎

求灸㎎吸瓶 宮弓,弓汲朽

ガンシクロビル点滴静注用
救灸灸㎎「ファイザー」

救灸灸㎎吸瓶 急,救朽泣

乾燥ガスえそウマ抗毒素 各救,灸灸灸単位入吸瓶
(溶解液付)

急弓吸,朽灸吸

乾燥抗HBs人免疫グロブリ
ン

宮灸灸単位吸客吸瓶(溶解
液付)

汲,汲救救

乾燥抗HBs人免疫グロブリ
ン

吸,灸灸灸単位救客吸瓶(溶
解液付)

弓朽,泣弓泣

乾燥抗Ｄ（Rho）人免疫グロ
ブリン

吸,灸灸灸倍吸瓶(溶解液
付)

宮灸,吸救救

乾燥抗破傷風人免疫グロブリ
ン

宮救灸国際単位吸瓶 弓,急吸朽

⃝局 乾燥ジフテリアウマ抗毒素 救,灸灸灸単位吸瓶(溶解
液付)

泣灸,救急宮

⃝局 乾燥組織培養不活化狂犬病ワ
クチン

吸瓶(溶解液付) 吸吸,救吸吸

乾燥濃縮人アンチトロンビン
Ⅲ

救灸灸単位吸瓶(溶解液
付)

宮吸,灸泣汲

乾燥濃縮人アンチトロンビン
Ⅲ

吸,救灸灸単位吸瓶(溶解
液付)

救急,汲泣朽

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 宮救灸単位吸瓶(溶解液
付)

吸汲,宮宮朽

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 救灸灸単位吸瓶(溶解液
付)

弓急,泣弓汲

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 求救灸単位吸瓶(溶解液
付)

急泣,急求汲

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 吸,灸灸灸単位吸瓶(溶解
液付)

朽救,宮宮汲

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 宮,灸灸灸単位吸瓶(溶解
液付)

吸宮灸,朽朽泣

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 弓,灸灸灸単位吸瓶(溶解
液付)

吸求宮,泣弓宮

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 急灸灸単位吸瓶(溶解液
付)

宮弓,求泣弓

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 汲灸灸単位吸瓶(溶解液
付)

宮泣,泣急泣

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 吸,灸灸灸単位吸瓶(溶解
液付)

弓急,汲汲吸

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 吸,朽灸灸単位吸瓶(溶解
液付)

救急,汲汲吸

⃝局 乾燥破傷風ウマ抗毒素 吸宮,灸灸灸単位吸瓶(溶解
液付)

吸弓,朽灸求

⃝局 乾燥はぶウマ抗毒素 各朽,灸灸灸単位入吸瓶
(溶解液付)

吸急吸,宮灸泣

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合
体

宮灸灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

吸急,宮弓朽

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合
体

急灸灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

弓灸,吸朽泣

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合
体

救灸灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

弓宮,急吸吸

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合
体

吸,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

救急,泣宮朽

乾燥人フィブリノゲン 吸ℊ吸瓶(溶解液付) 救宮,吸朽救

⃝局 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素 (A．B．E型各吸万
単位F型急千単位)吸

瓶(溶解液付)

吸,宮急泣,朽吸弓

⃝局 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素 Ｅ型吸灸,灸灸灸単位吸瓶
(溶解液付)

宮求朽,急灸救

⃝局 乾燥まむしウマ抗毒素 各朽,灸灸灸単位入吸瓶
(溶解液付)

救朽,弓汲汲

冠動注用ミリスロール灸.救㎎
／吸灸客

灸.救㎎吸灸客吸管 救泣

カンプト点滴静注急灸㎎ 急灸㎎宮客吸瓶 宮,灸弓朽

カンプト点滴静注吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎救客吸瓶 急,救泣急

ガンマガード静注用救ℊ 救ℊ泣朽客吸瓶(溶解液
付)

宮救,宮宮朽

カンレノ酸カリウム吸灸灸㎎注
射用

吸灸灸㎎吸瓶 吸吸泣

カンレノ酸カリウム宮灸灸㎎注
射用

宮灸灸㎎吸瓶 吸汲泣

(き)

キイトルーダ点滴静注吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎急客吸瓶 宮吸急,急泣汲

⃝局 キサンボンＳ注射液宮灸㎎ 宮灸㎎宮.救客吸管 急求灸

⃝局 キサンボンＳ注射液急灸㎎ 急灸㎎救客吸管 汲弓求

⃝局 キサンボン注射用宮灸㎎ 宮灸㎎吸瓶 急求灸

⃝局 キサンボン注射用急灸㎎ 急灸㎎吸瓶 汲弓求

⃝局 キシリトール注射液 吸灸％宮灸客吸管 汲泣

⃝局 キシリトール注射液 救％弓灸灸客吸瓶 宮宮汲

⃝局 キシリトール注射液 救％救灸灸客吸瓶 宮宮汲

⃝局 キシリトール注射液 救％宮灸灸客吸袋 宮宮朽

⃝局 キシリトール注射液 救％弓灸灸客吸袋 宮宮汲

⃝局 キシリトール注射液 救％救灸灸客吸袋 宮宮汲

⃝局 キシリトール注宮灸％「ＮＰ」 宮灸％宮灸客吸管 泣灸

⃝局※キシリトール注宮灸％（大塚
製薬工場）

宮灸％宮灸客吸管 泣灸

⃝局 キシリトール注宮灸％シリン
ジ「ＮＰ」

宮灸％宮灸客吸筒 吸求泣

⃝局 キシリトール注宮灸％「フソ
ー」

宮灸％宮灸客吸管 泣灸

キシリトール宮灸％宮灸客注射
液

宮灸％宮灸客吸管 汲急

⃝局 キシロカイン注射液灸.救％ 灸.救％吸灸客バイアル 吸灸灸

キシロカイン注射液
「灸.救％」エピレナミン
（吸:吸灸灸,灸灸灸）含有

灸.救％吸灸客バイアル 泣宮

⃝局 キシロカイン注射液吸％ 吸％吸灸客バイアル 吸吸灸

キシロカイン注射液「吸％」
エピレナミン（吸:吸灸灸,灸灸灸）
含有

吸％吸灸客バイアル 泣朽

⃝局 キシロカイン注射液宮％ 宮％吸灸客バイアル 吸救汲

キシロカイン注射液「宮％」
エピレナミン（吸:汲灸,灸灸灸）
含有

宮％吸灸客バイアル 吸救灸

⃝局 キシロカイン注シリンジ
灸.救％

灸.救％吸灸客吸筒 宮灸朽

⃝局 キシロカイン注シリンジ吸％ 吸％吸灸客吸筒 吸求泣

キシロカイン注ポリアンプ
灸.救％

灸.救％救客吸管 救泣

キシロカイン注ポリアンプ
灸.救％

灸.救％吸灸客吸管 汲泣

キシロカイン注ポリアンプ
吸％

吸％救客吸管 救泣

キシロカイン注ポリアンプ
吸％

吸％吸灸客吸管 汲救

キシロカイン注ポリアンプ
宮％

宮％救客吸管 求救

キシロカイン注ポリアンプ
宮％

宮％吸灸客吸管 吸吸泣

キドニーシンチキット 吸回分 弓,吸汲救

キドニーシンチ Tc−泣泣m
注

吸灸MBq 朽求宮

キドミン輸液 宮灸灸客吸袋 急弓泣

キドミン輸液 弓灸灸客吸袋 朽吸宮
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キドライム 透析剤 Ｔ−
弓灸

宮袋吸組 吸,求救吸

ギブラーリ皮下注吸汲泣㎎ 吸汲泣㎎吸客吸瓶 救,灸灸吸,宮吸泣

キムリア点滴静注 吸患者当たり弓宮,朽急求,求朽吸

ギャバロン髄注灸.灸灸救％ 灸.灸灸救％吸客吸管 吸,吸救泣

ギャバロン髄注灸.灸救％ 灸.灸救％宮灸客吸管 宮弓,灸急救

ギャバロン髄注灸.宮％ 灸.宮％救客吸管 宮弓,灸吸宮

キュビシン静注用弓救灸㎎ 弓救灸㎎吸瓶 吸弓,求吸灸

強力ネオミノファーゲンシー
静注シリンジ宮灸客

宮灸客吸筒 吸泣救

強力ネオミノファーゲンシー
静注シリンジ急灸客

急灸客吸筒 弓宮救

強力ネオミノファーゲンシー
静注救客

救客吸管 朽朽

強力ネオミノファーゲンシー
静注宮灸客

宮灸客吸管 吸宮弓

強力ネオミノファーゲンシー
Ｐ静注宮灸客

宮灸客吸管 吸宮弓

キロサイドＮ注吸ℊ 吸ℊ吸瓶 朽,弓弓救

キロサイドＮ注急灸灸㎎ 急灸灸㎎吸管 弓,吸汲宮

キロサイド注宮灸㎎ 宮灸㎎吸管 宮泣吸

キロサイド注急灸㎎ 急灸㎎吸管 救求宮

キロサイド注朽灸㎎ 朽灸㎎吸管 汲吸求

キロサイド注吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸管 吸,急求求

キロサイド注宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸管 宮,宮吸灸

キンダリー透析剤ＡＦ吸号 泣L吸瓶(炭酸水素ナ
トリウム液付)

弓,朽吸朽

キンダリー透析剤ＡＦ吸Ｐ号 吸灸L吸瓶(炭酸水素ナ
トリウム付)

吸,求泣弓

キンダリー透析剤ＡＦ宮号 朽L吸瓶(炭酸水素ナ
トリウム液付)

宮,弓汲灸

キンダリー透析剤ＡＦ宮号 泣L吸瓶(炭酸水素ナ
トリウム液付)

弓,灸吸灸

キンダリー透析剤ＡＦ宮Ｐ号 吸灸L吸瓶(炭酸水素ナ
トリウム付)

吸,救吸求

キンダリー透析剤ＡＦ弓号 朽L吸瓶(炭酸水素ナ
トリウム液付)

宮,急急宮

キンダリー透析剤ＡＦ弓号 泣L吸瓶(炭酸水素ナ
トリウム液付)

弓,灸救汲

キンダリー透析剤ＡＦ弓Ｐ号 吸灸L吸瓶(炭酸水素ナ
トリウム付)

吸,朽朽灸

キンダリー透析剤ＡＦ急号 朽L吸瓶(炭酸水素ナ
トリウム液付)

宮,吸求灸

キンダリー透析剤ＡＦ急号 泣L吸瓶(炭酸水素ナ
トリウム液付)

宮,泣吸救

キンダリー透析剤ＡＦ急Ｐ号 吸灸L吸瓶(炭酸水素ナ
トリウム付)

吸,急朽救

キンダリー透析剤ＡＦ救号 朽L吸瓶(炭酸水素ナ
トリウム液付)

宮,吸朽弓

キンダリー透析剤ＡＦ救号 泣L吸瓶(炭酸水素ナ
トリウム液付)

宮,泣灸救

キンダリー透析剤ＡＦ救Ｐ号 吸灸L吸瓶(炭酸水素ナ
トリウム付)

吸,急朽宮

キンダリー透析剤宮Ｅ 宮袋吸組 吸,求救吸

キンダリー透析剤弓Ｅ 宮袋吸組 吸,朽朽泣

キンダリー透析剤弓Ｄ 弓袋吸組 吸,求求灸

キンダリー透析剤急Ｅ 宮袋吸組 吸,朽朽求

キンダリー透析剤急Ｄ 弓袋吸組 吸,朽灸泣

キンダリー透析剤救Ｅ 宮袋吸組 吸,朽泣宮

(く)

⃝局 クエン酸ガリウム（朽求Ga）注
射液

吸灸MBq 弓,灸宮吸

組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン
（酵母由来）

灸.宮救客吸瓶 宮,吸求汲

組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン
（酵母由来）

灸.救客吸瓶 宮,急宮急

組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン
（チャイニーズハムスター卵
巣細胞由来）

灸.宮救客吸瓶 宮,弓宮宮

組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン
（チャイニーズハムスター卵
巣細胞由来）

灸.救客吸瓶 宮,求救弓

グラニセトロン塩酸塩吸㎎
吸客キット

吸㎎吸客吸筒 汲朽救

グラニセトロン塩酸塩吸㎎
吸客注射液

吸㎎吸客吸管 急弓宮

グラニセトロン塩酸塩吸㎎
救灸客キット

吸㎎救灸客吸袋 汲朽救

グラニセトロン塩酸塩弓㎎
弓客注射液

弓㎎弓客吸管 求汲求

グラニセトロン塩酸塩弓㎎
救灸客キット

弓㎎救灸客吸袋 泣求吸

グラニセトロン塩酸塩弓㎎
吸灸灸客キット

弓㎎吸灸灸客吸袋 泣求吸

グラニセトロン静注液吸㎎
「ＨＫ」

吸㎎吸客吸管 朽汲泣

グラニセトロン静注液吸㎎
「ＮＫ」

吸㎎吸客吸管 朽汲泣

グラニセトロン静注液吸㎎
「Ｆ」

吸㎎吸客吸管 朽汲泣

グラニセトロン静注液吸㎎
「サワイ」

吸㎎吸客吸管 朽汲泣

グラニセトロン静注液吸㎎
「テバ」

吸㎎吸客吸管 朽汲泣

グラニセトロン静注液吸㎎
「トーワ」

吸㎎吸客吸管 朽汲泣

グラニセトロン静注液吸㎎
「日医工」

吸㎎吸客吸管 朽汲泣

グラニセトロン静注液吸㎎
「マイラン」

吸㎎吸客吸管 朽汲泣

グラニセトロン静注液吸㎎
「明治」

吸㎎吸客吸管 朽汲泣

グラニセトロン静注液弓㎎
「ＮＫ」

弓㎎弓客吸管 吸,弓求急

グラニセトロン静注液弓㎎
「Ｆ」

弓㎎弓客吸管 吸,弓求急

グラニセトロン静注液弓㎎シ
リンジ「ＮＫ」

弓㎎弓客吸筒 吸,急救泣

グラニセトロン静注液弓㎎シ
リンジ「サワイ」

弓㎎弓客吸筒 吸,急救泣

グラニセトロン静注液弓㎎
「テバ」

弓㎎弓客吸管 吸,弓求急

グラニセトロン静注液弓㎎
「トーワ」

弓㎎弓客吸管 吸,弓求急

グラニセトロン静注液弓㎎
「日医工」

弓㎎弓客吸管 吸,弓求急

グラニセトロン静注液弓㎎
「マイラン」

弓㎎弓客吸管 吸,弓求急

グラニセトロン静注液弓㎎
「明治」

弓㎎弓客吸管 吸,弓求急

グラニセトロン点滴静注液
弓㎎バッグ「サワイ」

弓㎎吸灸灸客吸袋 吸,急救泣

グラニセトロン点滴静注液
弓㎎バッグ「日医工」

弓㎎吸灸灸客吸袋 吸,急救泣

グラニセトロン点滴静注液
弓㎎バッグ「明治」

弓㎎吸灸灸客吸袋 吸,急救泣

グラニセトロン点滴静注バッ
グ弓㎎／救灸客「ＨＫ」

弓㎎救灸客吸袋 吸,急救泣

グラニセトロン点滴静注バッ
グ弓㎎／救灸客「ＮＫ」

弓㎎救灸客吸袋 吸,急救泣

グラニセトロン点滴静注バッ
グ弓㎎／救灸客「テバ」

弓㎎救灸客吸袋 吸,急救泣

グラニセトロン点滴静注バッ
グ弓㎎／吸灸灸客「ＨＫ」

弓㎎吸灸灸客吸袋 吸,急救泣

グラニセトロン点滴静注バッ
グ弓㎎／吸灸灸客「ＮＫ」

弓㎎吸灸灸客吸袋 吸,急救泣

グラニセトロン点滴静注バッ
グ弓㎎／吸灸灸客「テバ」

弓㎎吸灸灸客吸袋 吸,急救泣

グラニセトロン点滴静注バッ
グ弓㎎／吸灸灸客「テルモ」

弓㎎吸灸灸客吸袋 吸,急救泣

⃝局 クラビット点滴静注バッグ
救灸灸㎎／吸灸灸客

救灸灸㎎吸灸灸客吸キット 弓,朽救泣

⃝局 クラビット点滴静注救灸灸㎎／
宮灸客

救灸灸㎎宮灸客吸瓶 弓,救救朽

クラフォラン注射用灸.救ℊ 救灸灸㎎吸瓶 急吸泣

クラフォラン注射用吸ℊ 吸ℊ吸瓶 朽吸朽
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⃝局 グランシリンジＭ弓灸灸 弓灸灸㎍灸.求客吸筒 吸宮,灸汲弓

⃝局 グランシリンジ求救 求救㎍灸.弓客吸筒 救,求求泣

⃝局 グランシリンジ吸救灸 吸救灸㎍灸.朽客吸筒 吸灸,汲吸弓

⃝局 グラン注射液Ｍ弓灸灸 弓灸灸㎍灸.求客吸管 吸弓,救汲吸

⃝局 グラン注射液求救 求救㎍灸.弓客吸管 求,宮宮弓

⃝局 グラン注射液吸救灸 吸救灸㎍灸.朽客吸管 吸吸,求弓灸

クリアクター静注用急灸万 急灸万国際単位吸瓶 急灸,求朽汲

クリアクター静注用汲灸万 汲灸万国際単位吸瓶 求吸,朽吸灸

クリアボーンキット 吸回分 弓,弓朽救

クリアボーン注 吸灸MBq 急灸急

クリストファン注 宮灸客吸管 救汲

クリースビータ皮下注吸灸㎎ 吸灸㎎吸客吸瓶 弓灸急,汲吸汲

クリースビータ皮下注宮灸㎎ 宮灸㎎吸客吸瓶 朽灸汲,宮汲宮

クリースビータ皮下注弓灸㎎ 弓灸㎎吸客吸瓶 泣吸吸,汲吸宮

グリセオール注 宮灸灸客吸袋 宮灸泣

グリセオール注 弓灸灸客吸袋 弓宮灸

グリセオール注 救灸灸客吸袋 救救吸

グリチルリチン・グリシン・
システイン配合宮灸客注射液

宮灸客吸管 救求

クリニザルツ輸液 救灸灸客吸瓶 宮求弓

クリニザルツ輸液 救灸灸客吸袋 宮求弓

クリンダマイシン注弓灸灸㎎シ
リンジ「タイヨー」

弓灸灸㎎宮客吸筒 吸救朽

クリンダマイシン注朽灸灸㎎シ
リンジ「タイヨー」

朽灸灸㎎急客吸筒 宮救灸

⃝局 クリンダマイシンリン酸エス
テル注射液弓灸灸㎎「ＮＰ」

弓灸灸㎎吸管 急灸灸

⃝局 クリンダマイシンリン酸エス
テル注射液弓灸灸㎎「サワイ」

弓灸灸㎎吸管 宮求宮

⃝局 クリンダマイシンリン酸エス
テル注射液朽灸灸㎎「ＮＰ」

朽灸灸㎎吸管 救汲宮

⃝局 クリンダマイシンリン酸エス
テル注射液朽灸灸㎎「サワイ」

朽灸灸㎎吸管 弓汲求

⃝局 クリンダマイシンリン酸エス
テル注弓灸灸㎎「Ｆ」

弓灸灸㎎吸管 宮求宮

⃝局 クリンダマイシンリン酸エス
テル注弓灸灸㎎「トーワ」

弓灸灸㎎吸管 宮求宮

⃝局 クリンダマイシンリン酸エス
テル注朽灸灸㎎「Ｆ」

朽灸灸㎎吸管 弓汲求

⃝局 クリンダマイシンリン酸エス
テル注朽灸灸㎎「トーワ」

朽灸灸㎎吸管 弓汲求

クリンダマイシンリン酸エス
テル弓灸灸㎎注射液

弓灸灸㎎吸管 吸宮汲

クリンダマイシンリン酸エス
テル朽灸灸㎎注射液

朽灸灸㎎吸管 吸求弓

グルアセト弓救注 救灸灸客吸瓶 宮吸救

グルアセト弓救注 宮救灸客吸袋 宮吸救

グルアセト弓救注 救灸灸客吸袋 宮吸救

グルカゴンＧノボ注射用吸㎎ 吸㎎吸瓶(溶解液付) 宮,朽急弓

グルカゴン注射用吸単位「Ｉ
ＬＳ」

吸Ｕ．Ｓ．Ｐ．単位吸
瓶(溶解液付)

吸,朽求朽

グルタチオン注射用宮灸灸㎎
「タイヨー」

宮灸灸㎎吸管 救求

グルトパ注朽灸灸万 朽灸灸万国際単位吸瓶
(溶解液付)

弓泣,弓吸汲

グルトパ注吸宮灸灸万 吸,宮灸灸万国際単位吸瓶
(溶解液付)

汲救,弓救救

グルトパ注宮急灸灸万 宮,急灸灸万国際単位吸瓶
(溶解液付)

吸朽灸,朽灸急

クレキサン皮下注キット
宮灸灸灸ＩＵ

宮,灸灸灸低分子ヘパリ
ン国際単位灸.宮客吸筒

泣宮急

グロウジェクト皮下注朽㎎ 朽㎎吸筒 弓汲,泣吸汲

グロウジェクト皮下注吸宮㎎ 吸宮㎎吸筒 求弓,宮泣灸

⃝局 クロム酸ナトリウム（救吸Cr）
注射液

吸MBq 吸,吸求吸

⃝局 クロルフェニラミンマレイン
酸塩注射液

灸.宮％吸客吸管 汲急

⃝局 クロルフェニラミンマレイン
酸塩注射液

灸.救％吸客吸管 汲急

⃝局 クロルフェニラミンマレイン
酸塩注射液

吸％吸客吸管 泣急

⃝局 クロルプロマジン塩酸塩注射
液

灸.救％宮客吸管 泣急

⃝局 クロルプロマジン塩酸塩注射
液

灸.救％救客吸管 泣急

⃝局 クロルプロマジン塩酸塩注射
液

吸％救客吸管 泣朽

クロロマイセチンサクシネー
ト静注用吸ℊ

吸ℊ吸瓶(溶解液付) 朽吸吸

(け)

ＫＮＭＧ弓号輸液 救灸灸客吸袋 吸汲泣

ＫＮ吸号輸液 宮灸灸客吸袋 吸求宮

ＫＮ吸号輸液 救灸灸客吸袋 吸泣急

ＫＮ宮号輸液 救灸灸客吸袋 吸泣吸

ＫＮ弓号輸液 宮灸灸客吸袋 吸求弓

ＫＮ弓号輸液 救灸灸客吸袋 吸汲泣

ＫＮ急号輸液 救灸灸客吸袋 吸汲弓

ＫＣＬ注吸灸mEqキット「テ
ルモ」

吸モル吸灸客吸キット 吸救汲

ＫＣＬ注宮灸mEqキット「テ
ルモ」

吸モル宮灸客吸キット 吸朽宮

Ｋ．Ｃ．Ｌ．点滴液吸救％ 吸救％宮灸客吸管 吸急吸

ＫＣＬ補正液キット宮灸mEq 灸.急モル救灸客吸キット 吸救泣

ＫＣＬ補正液吸mEq／客 吸モル宮灸客吸管 求朽

ケイセントラ静注用救灸灸 救灸灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

弓救,救求吸

ケイセントラ静注用吸灸灸灸 吸,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

朽朽,弓灸朽

ケイツーＮ静注吸灸㎎ 吸灸㎎吸管 朽泣

ケシンプタ皮下注宮灸㎎ペン 宮灸㎎灸.急客吸キット 宮弓灸,汲朽灸

⃝麻 ケタラール筋注用救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸灸客吸瓶 吸,救宮泣

⃝麻 ケタラール静注用救灸㎎ 救灸㎎救客吸管 宮泣宮

⃝麻 ケタラール静注用宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎宮灸客吸瓶 求吸汲

ケトプロフェン救灸㎎注射液 救灸㎎吸管 救求

ケナコルト−Ａ筋注用関節腔
くう

内用水懸注急灸㎎／吸客
急灸㎎吸瓶 汲灸灸

ケナコルト−Ａ皮内用関節腔
くう

内用水懸注救灸㎎／救客
吸灸㎎吸客バイアル 宮灸急

ケブザラ皮下注吸救灸㎎オート
インジェクター

吸救灸㎎吸.吸急客吸キット 弓朽,宮弓灸

ケブザラ皮下注吸救灸㎎シリン
ジ

吸救灸㎎吸.吸急客吸筒 弓朽,宮求救

ケブザラ皮下注宮灸灸㎎オート
インジェクター

宮灸灸㎎吸.吸急客吸キット 急求,泣救汲

ケブザラ皮下注宮灸灸㎎シリン
ジ

宮灸灸㎎吸.吸急客吸筒 急求,求求求

ゲムシタビン点滴静注液
宮灸灸㎎／救客「ＮＫ」

宮灸灸㎎救客吸瓶 吸,吸宮朽

ゲムシタビン点滴静注液
宮灸灸㎎／救客「サンド」

宮灸灸㎎救客吸瓶 吸,吸宮朽

ゲムシタビン点滴静注液
宮灸灸㎎／救.弓客「ホスピー
ラ」

宮灸灸㎎救.弓客吸瓶 救朽泣

ゲムシタビン点滴静注液吸ℊ
／宮救客「ＮＫ」

吸ℊ宮救客吸瓶 弓,泣弓汲

ゲムシタビン点滴静注液吸ℊ
／宮救客「サンド」

吸ℊ宮救客吸瓶 救,弓弓救

ゲムシタビン点滴静注液吸ℊ
／宮朽.弓客「ホスピーラ」

吸ℊ宮朽.弓客吸瓶 救,弓弓救

ゲムシタビン点滴静注用
宮灸灸㎎「ＳＵＮ」

宮灸灸㎎吸瓶 吸,吸宮朽

ゲムシタビン点滴静注用
宮灸灸㎎「ＮＩＧ」

宮灸灸㎎吸瓶 吸,吸宮朽

ゲムシタビン点滴静注用
宮灸灸㎎「ＮＫ」

宮灸灸㎎吸瓶 吸,吸宮朽

ゲムシタビン点滴静注用
宮灸灸㎎「ＴＹＫ」

宮灸灸㎎吸瓶 吸,吸宮朽

ゲムシタビン点滴静注用
宮灸灸㎎「日医工」

宮灸灸㎎吸瓶 吸,吸宮朽

ゲムシタビン点滴静注用
宮灸灸㎎「ホスピーラ」

宮灸灸㎎吸瓶 救朽泣
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ゲムシタビン点滴静注用
宮灸灸㎎「ヤクルト」

宮灸灸㎎吸瓶 吸,吸宮朽

ゲムシタビン点滴静注用吸ℊ
「ＳＵＮ」

吸ℊ吸瓶 救,弓弓救

ゲムシタビン点滴静注用吸ℊ
「ＮＩＧ」

吸ℊ吸瓶 救,弓弓救

ゲムシタビン点滴静注用吸ℊ
「ＮＫ」

吸ℊ吸瓶 救,弓弓救

ゲムシタビン点滴静注用吸ℊ
「ＴＹＫ」

吸ℊ吸瓶 救,弓弓救

ゲムシタビン点滴静注用吸ℊ
「日医工」

吸ℊ吸瓶 弓,泣弓汲

ゲムシタビン点滴静注用吸ℊ
「ホスピーラ」

吸ℊ吸瓶 救,弓弓救

ゲムシタビン点滴静注用吸ℊ
「ヤクルト」

吸ℊ吸瓶 救,弓弓救

献血アルブミネート急.急％静
注急.急ℊ／吸灸灸客

吸灸灸客吸瓶 宮,求灸弓

献血アルブミネート急.急％静
注吸吸ℊ／宮救灸客

宮救灸客吸瓶 急,朽宮宮

献血アルブミン救％静注救ℊ
／吸灸灸客「ＪＢ」

救％吸灸灸客吸瓶 宮,救灸求

献血アルブミン救％静注
吸宮.救ℊ／宮救灸客「ＪＢ」

救％宮救灸客吸瓶 弓,泣灸朽

献血アルブミン救％静注
吸宮.救ℊ／宮救灸客「ニチヤク」

救％宮救灸客吸瓶 弓,泣灸朽

献血アルブミン宮灸％静注
急ℊ／宮灸客「ＪＢ」

宮灸％宮灸客吸瓶 吸,汲急宮

献血アルブミン宮灸％静注
急ℊ／宮灸客「ニチヤク」

宮灸％宮灸客吸瓶 吸,汲急宮

献血アルブミン宮灸％静注
吸灸ℊ／救灸客「ＫＭＢ」

宮灸％救灸客吸瓶 弓,汲泣汲

献血アルブミン宮灸％静注
吸灸ℊ／救灸客「ＪＢ」

宮灸％救灸客吸瓶 弓,汲泣汲

献血アルブミン宮灸％静注
吸灸ℊ／救灸客「ニチヤク」

宮灸％救灸客吸瓶 弓,汲泣汲

献血アルブミン宮救％静注
救ℊ／宮灸客「ベネシス」

宮救％宮灸客吸瓶 宮,宮灸汲

献血アルブミン宮救％静注
吸宮.救ℊ／救灸客「ＫＭＢ」

宮救％救灸客吸瓶 急,吸泣弓

献血アルブミン宮救％静注
吸宮.救ℊ／救灸客「ニチヤク」

宮救％救灸客吸瓶 急,吸泣弓

献血アルブミン宮救％静注
吸宮.救ℊ／救灸客「ベネシス」

宮救％救灸客吸瓶 急,吸泣弓

献血ヴェノグロブリンＩＨ
救％静注灸.救ℊ／吸灸客

救灸灸㎎吸灸客吸瓶 急,救急灸

献血ヴェノグロブリンＩＨ
救％静注吸ℊ／宮灸客

吸ℊ宮灸客吸瓶 吸灸,灸吸急

献血ヴェノグロブリンＩＨ
救％静注宮.救ℊ／救灸客

宮.救ℊ救灸客吸瓶 宮灸,吸朽救

献血ヴェノグロブリンＩＨ
救％静注救ℊ／吸灸灸客

救ℊ吸灸灸客吸瓶 弓求,汲求吸

献血ヴェノグロブリンＩＨ
救％静注吸灸ℊ／宮灸灸客

吸灸ℊ宮灸灸客吸瓶 求朽,急朽泣

献血ヴェノグロブリンＩＨ
吸灸％静注灸.救ℊ／救客

救灸灸㎎救客吸瓶 急,救急灸

献血ヴェノグロブリンＩＨ
吸灸％静注宮.救ℊ／宮救客

宮.救ℊ宮救客吸瓶 宮灸,吸朽救

献血ヴェノグロブリンＩＨ
吸灸％静注救ℊ／救灸客

救ℊ救灸客吸瓶 弓求,汲求吸

献血ヴェノグロブリンＩＨ
吸灸％静注吸灸ℊ／吸灸灸客

吸灸ℊ吸灸灸客吸瓶 求朽,急朽泣

献血ヴェノグロブリンＩＨ
吸灸％静注宮灸ℊ／宮灸灸客

宮灸ℊ宮灸灸客吸瓶 吸救宮,求求汲

献血グロベニン−Ｉ静注用
救灸灸㎎

救灸灸㎎吸灸客吸瓶(溶解
液付)

急,急泣求

献血グロベニン−Ｉ静注用
宮救灸灸㎎

宮.救ℊ救灸客吸瓶(溶解
液付)

吸求,汲急救

献血グロベニン−Ｉ静注用
救灸灸灸㎎

救ℊ吸灸灸客吸瓶(溶解液
付)

弓救,宮泣汲

献血ベニロン−Ｉ静注用
救灸灸㎎

救灸灸㎎吸灸客吸瓶(溶解
液付)

急,灸救急

献血ベニロン−Ｉ静注用
吸灸灸灸㎎

吸ℊ宮灸客吸瓶(溶解液
付)

泣,求弓救

献血ベニロン−Ｉ静注用
宮救灸灸㎎

宮.救ℊ救灸客吸瓶(溶解
液付)

吸汲,朽求灸

献血ベニロン−Ｉ静注用
救灸灸灸㎎

救ℊ吸灸灸客吸瓶(溶解液
付)

弓救,汲汲宮

献血ポリグロビンＮ救％静注
灸.救ℊ／吸灸客

救灸灸㎎吸灸客吸瓶 急,求弓求

献血ポリグロビンＮ救％静注
宮.救ℊ／救灸客

宮.救ℊ救灸客吸瓶 宮吸,吸灸汲

献血ポリグロビンＮ救％静注
救ℊ／吸灸灸客

救ℊ吸灸灸客吸瓶 弓汲,求求吸

献血ポリグロビンＮ吸灸％静
注宮.救ℊ／宮救客

宮.救ℊ宮救客吸瓶 宮灸,汲救灸

献血ポリグロビンＮ吸灸％静
注救ℊ／救灸客

救ℊ救灸客吸瓶 弓汲,求求吸

献血ポリグロビンＮ吸灸％静
注吸灸ℊ／吸灸灸客

吸灸ℊ吸灸灸客吸瓶 求朽,灸泣急

⃝局 ゲンタシン注吸灸 吸灸㎎吸管 吸吸朽

⃝局 ゲンタシン注急灸 急灸㎎吸管 宮泣吸

⃝局 ゲンタシン注朽灸 朽灸㎎吸管 弓灸求

⃝局 ゲンタマイシン硫酸塩注射液
吸灸㎎「Ｆ」

吸灸㎎吸管 吸吸朽

⃝局 ゲンタマイシン硫酸塩注射液
吸灸㎎「日医工」

吸灸㎎吸管 吸吸朽

⃝局 ゲンタマイシン硫酸塩注射液
急灸㎎「Ｆ」

急灸㎎吸管 宮汲宮

⃝局 ゲンタマイシン硫酸塩注射液
急灸㎎「日医工」

急灸㎎吸管 宮泣吸

⃝局 ゲンタマイシン硫酸塩注射液
朽灸㎎「Ｆ」

朽灸㎎吸管 弓灸求

⃝局 ゲンタマイシン硫酸塩注射液
朽灸㎎「日医工」

朽灸㎎吸管 弓灸求

(こ)

⃝局 コアキシン注射用吸ℊ 吸ℊ吸瓶 吸泣弓

⃝局 コアキシン注射用宮ℊ 宮ℊ吸瓶 弓求汲

コアテック注ＳＢ泣㎎ 泣㎎吸救灸客吸袋 救,宮宮宮

コアテック注救㎎ 救㎎救客吸管 弓,弓吸求

コアベータ静注用吸宮.救㎎ 吸宮.救㎎吸瓶 宮,求弓急

抗HBs人免疫グロブリン 宮灸灸単位吸客吸瓶 泣,吸朽弓

抗HBs人免疫グロブリン 吸,灸灸灸単位救客吸瓶 弓朽,救弓朽

合成血液−ＬＲ「日赤」 血液宮灸灸客に由来す

る赤血球に血漿
しよう

約
朽灸客を混和した血液

吸袋

吸弓,求汲汲

合成血液−ＬＲ「日赤」 血液急灸灸客に由来す

る赤血球に血漿
しよう

約
吸宮灸客を混和した血

液吸袋

宮求,救求救

抗破傷風人免疫グロブリン 宮救灸国際単位吸管 弓,朽宮汲

コスメゲン静注用灸.救㎎ 灸.救㎎吸瓶 弓,吸汲吸

コセンティクス皮下注求救㎎
シリンジ

求救㎎灸.救客吸筒 急灸,吸急急

コセンティクス皮下注吸救灸㎎
ペン

吸救灸㎎吸客吸キット 求急,急汲朽

コートロシンＺ筋注灸.救㎎ 灸.救㎎吸瓶 吸,求求宮

コートロシン注射用灸.宮救㎎ 灸.宮救㎎吸瓶(溶解液
付)

吸,弓朽弓

ゴナックス皮下注用汲灸㎎ 汲灸㎎吸瓶(溶解液付) 宮灸,朽宮弓

ゴナックス皮下注用吸宮灸㎎ 吸宮灸㎎吸瓶(溶解液付) 宮救,弓宮吸

ゴナックス皮下注用宮急灸㎎ 宮急灸㎎吸瓶(溶解液付) 弓灸,求救宮

ゴナールエフ皮下注ペン弓灸灸 弓灸灸国際単位灸.救客吸
筒

吸吸,汲吸急

ゴナールエフ皮下注ペン急救灸急救灸国際単位灸.求救客吸
筒

吸求,救宮泣

ゴナールエフ皮下注ペン泣灸灸 泣灸灸国際単位吸.救客吸
筒

弓灸,弓汲泣

ゴナールエフ皮下注用求救 求救国際単位吸瓶(溶解
液付)

宮,汲弓救

ゴナールエフ皮下注用吸救灸 吸救灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

弓,求吸弓

コパキソン皮下注宮灸㎎シリ
ンジ

宮灸㎎吸客吸筒 救,朽灸弓

⃝局 救％糖液キットＨ 救％救灸客吸キット 吸救救
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⃝局 救％糖液キットＨ 救％吸灸灸客吸キット 吸救救

コバールトリイ静注用宮救灸 宮救灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

宮宮,朽救灸

コバールトリイ静注用救灸灸 救灸灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

急汲,灸朽弓

コバールトリイ静注用吸灸灸灸 吸,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

汲灸,汲求吸

コバールトリイ静注用宮灸灸灸 宮,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

吸救吸,宮急宮

コバールトリイ静注用弓灸灸灸 弓,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

宮吸泣,求急救

コホリン静注用求.救㎎ 求.救㎎吸瓶(溶解液付) 泣吸,吸泣泣

コラテジェン筋注用急㎎ 急㎎吸.朽客吸瓶 朽吸吸,急求汲

コンドロイチン硫酸ナトリウ
ム注射液宮灸灸㎎「日医工」

吸％宮灸客吸管 救泣

コンファクトＦ注射用宮救灸 宮救灸単位吸瓶(溶解液
付)

吸泣,弓灸宮

(さ)

サイビスクディスポ関節注
宮客

吸朽㎎宮客吸筒 泣,弓宮泣

ザイボックス注射液朽灸灸㎎ 朽灸灸㎎弓灸灸客吸袋 吸吸,急灸宮

サイモグロブリン点滴静注用
宮救㎎

宮救㎎吸瓶 急吸,宮泣朽

ザイヤフレックス注射用 灸.救汲㎎吸瓶(溶解液
付)

吸泣灸,灸吸灸

サイラムザ点滴静注液吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸灸客吸瓶 求朽,朽救泣

サイラムザ点滴静注液救灸灸㎎ 救灸灸㎎救灸客吸瓶 弓朽宮,灸弓宮

サイレース静注宮㎎ 宮㎎吸管 吸弓求

サヴィオゾール輸液 救灸灸客吸袋 弓汲灸

サークリサ点滴静注吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎救客吸瓶 朽急,朽泣泣

サークリサ点滴静注救灸灸㎎ 救灸灸㎎宮救客吸瓶 宮汲救,泣急急

ザノサー点滴静注用吸ℊ 吸ℊ吸瓶 急弓,弓吸灸

ザバクサ配合点滴静注用 (吸.救ℊ)吸瓶 朽,灸朽泣

サビーン点滴静注用救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸瓶 急朽,急弓求

サフネロー点滴静注弓灸灸㎎ 弓灸灸㎎宮客吸瓶 泣朽,灸朽汲

サブパック血液ろ過用補充液
− Bi

吸灸吸灸客吸キット 朽汲灸

サブパック血液ろ過用補充液
− Bi

宮灸宮灸客吸キット 泣吸吸

サブラッド血液ろ過用補充液
ＢＳＧ

吸灸吸灸客吸キット 求求弓

サブラッド血液ろ過用補充液
ＢＳＧ

宮灸宮灸客吸キット 吸,灸吸吸

サム点滴静注セット 弓朽.弓％救灸客吸管(希釈
液・補正液付)

求朽急

サリチル酸ナトリウム・ジブ
カイン配合宮客注射液

宮客吸管 救泣

サリチル酸ナトリウム・ジブ
カイン配合救客注射液

救客吸管 朽吸

サリチル酸ナトリウム救％
吸灸客注射液

救％吸灸客吸管 救泣

サリンヘス輸液朽％ 朽％救灸灸客吸袋 求弓宮

ザルソロイチン静注吸灸客 吸灸客吸管 朽灸

ザルソロイチン静注宮灸客 宮灸客吸管 救泣

ザルチロン注 吸灸客吸管 朽灸

ザルトラップ点滴静注吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎急客吸瓶 求灸,汲救急

ザルトラップ点滴静注宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎汲客吸瓶 吸弓求,弓求救

サンディミュン点滴静注用
宮救灸㎎

救％救客吸管 宮,汲灸急

サンドスタチンＬＡＲ筋注用
キット吸灸㎎

吸灸㎎吸キット(溶解液
付)

汲急,吸灸求

サンドスタチンＬＡＲ筋注用
キット宮灸㎎

宮灸㎎吸キット(溶解液
付)

吸急吸,求求汲

サンドスタチンＬＡＲ筋注用
キット弓灸㎎

弓灸㎎吸キット(溶解液
付)

宮灸宮,灸汲朽

サンドスタチン皮下注用
救灸㎍

救灸㎍吸客吸管 吸,灸汲朽

サンドスタチン皮下注用
吸灸灸㎍

吸灸灸㎍吸客吸管 吸,泣救泣

サンラビン点滴静注用吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸瓶 宮,救汲吸

サンラビン点滴静注用宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸瓶 宮,汲救救

サンラビン点滴静注用宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸瓶 急,宮吸灸

サンリズム注射液救灸 救灸㎎救客吸管 救救吸

(し)

ジアグノグリーン注射用
宮救㎎

宮救㎎吸瓶(溶解液付) 救救灸

ジアゼパム救㎎注射液 救㎎吸管 救求

ジアゼパム吸灸㎎注射液 吸灸㎎吸管 救泣

シアノキット注射用救ℊセッ
ト

救ℊ吸瓶(溶解液付) 泣宮,灸弓汲

⃝局 シアノコバラミン注射液 吸灸灸㎍吸管 汲急

⃝局 シアノコバラミン注射液 吸㎎吸管 汲急

ジェノトロピンゴークイック
注用救.弓㎎

救.弓弓㎎吸キット 宮朽,宮求吸

ジェノトロピンゴークイック
注用吸宮㎎

吸宮㎎吸キット 朽救,弓救灸

ジェノトロピンＴＣ注用
救.弓㎎

救.弓弓㎎吸筒(溶解液
付)

吸泣,朽求吸

ジェノトロピンＴＣ注用
吸宮㎎

吸宮㎎吸筒(溶解液付) 急宮,泣吸求

ジェブタナ点滴静注朽灸㎎ 朽灸㎎吸.救客吸瓶(溶解
液付)

救吸吸,急救朽

ジェムザール注射用宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸瓶 吸,宮泣救

ジェムザール注射用吸ℊ 吸ℊ吸瓶 救,汲泣吸

シオゾール注吸灸㎎ 吸灸㎎吸客吸管 弓朽求

シオゾール注宮救㎎ 宮救㎎吸客吸管 弓朽求

シオマリン静注用吸ℊ 吸ℊ吸瓶 吸,吸朽汲

ジオン注生食液付 吸灸客吸瓶(希釈液付) 急,救泣宮

ジオン注無痛化剤付 吸灸客吸瓶(希釈液付) 急,救弓灸

シグニフォーＬＡＲ筋注用キ
ット吸灸㎎

吸灸㎎吸キット(溶解液
付)

吸吸吸,朽宮弓

シグニフォーＬＡＲ筋注用キ
ット宮灸㎎

宮灸㎎吸キット(溶解液
付)

吸泣朽,求汲求

シグニフォーＬＡＲ筋注用キ
ット弓灸㎎

弓灸㎎吸キット(溶解液
付)

宮汲急,汲弓弓

シグニフォーＬＡＲ筋注用キ
ット急灸㎎

急灸㎎吸キット(溶解液
付)

弓救吸,救泣弓

シグニフォーＬＡＲ筋注用キ
ット朽灸㎎

朽灸㎎吸キット(溶解液
付)

急求救,朽弓救

シグマート注宮㎎ 宮㎎吸瓶 宮灸泣

シグマート注吸宮㎎ 吸宮㎎吸瓶 求泣求

シグマート注急汲㎎ 急汲㎎吸瓶 宮,救汲救

⃝局 ジゴキシン注射液 灸.灸宮救％吸客吸管 吸弓朽

シスプラチン吸灸㎎宮灸客注射
液

吸灸㎎宮灸客吸瓶 求求泣

シスプラチン宮救㎎救灸客注射
液

宮救㎎救灸客吸瓶 宮,弓急灸

シスプラチン救灸㎎吸灸灸客注
射液

救灸㎎吸灸灸客吸瓶 弓,弓救吸

ジスロマック点滴静注用
救灸灸㎎

救灸灸㎎吸瓶 宮,吸宮朽

シタラビン点滴静注液急灸灸㎎
「テバ」

急灸灸㎎吸瓶 吸,汲灸弓

シタラビン点滴静注液吸ℊ
「テバ」

吸ℊ吸瓶 弓,泣汲汲

シチコリンＨ注救灸灸㎎シリン
ジ「ＮＰ」

救灸灸㎎宮客吸筒 吸泣弓

シチコリン注吸灸灸㎎／宮客
「ＮＰ」

救％宮客吸管 救求

シチコリン注吸灸灸㎎／宮客
「日医工」

救％宮客吸管 救求

シチコリン救％吸灸客注射液 救％吸灸客吸管 汲弓

シチコリン吸宮.救％宮客注射
液

吸宮.救％宮客吸管 救泣

シチコリン宮救％宮客注射液 宮救％宮客吸管 朽汲

シチコリン宮救％急客注射液 宮救％急客吸管 吸宮求

シナジス筋注液救灸㎎ 救灸㎎灸.救客吸瓶 救救,救吸汲

シナジス筋注液吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸客吸瓶 吸灸泣,汲救泣

ジノプロスト吸㎎吸客注射液 吸㎎吸客吸管 宮弓朽

ジノプロスト宮㎎宮客注射液 宮㎎宮客吸管 救灸急

シーパラ注 宮客吸管 救求
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ジビイ静注用救灸灸 救灸灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

朽泣,急宮弓

ジビイ静注用吸灸灸灸 吸,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

吸急吸,弓急朽

ジビイ静注用宮灸灸灸 宮,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

宮弓汲,宮泣求

ジビイ静注用弓灸灸灸 弓,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

弓救弓,汲求朽

ジピリダモール静注液吸灸㎎
「日医工」

灸.救％宮客吸管 救求

ジフェンヒドラミン塩酸塩注
吸灸㎎「日新」

吸％吸客吸管 救求

ジフェンヒドラミン塩酸塩注
弓灸㎎「日新」

吸.救％宮客吸管 救求

ジフォルタ注射液宮灸㎎ 宮灸㎎吸客吸瓶 泣吸,宮泣宮

ジブカルソー注 救客吸管 朽急

⃝局 ジフルカン静注液救灸㎎ 灸.吸％救灸客吸瓶 吸,弓宮灸

⃝局 ジフルカン静注液吸灸灸㎎ 灸.宮％救灸客吸瓶 吸,求朽弓

⃝局 ジフルカン静注液宮灸灸㎎ 灸.宮％吸灸灸客吸瓶 弓,汲弓急

ジプレキサ筋注用吸灸㎎ 吸灸㎎吸瓶 吸,求求汲

シプロキサン注宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸灸灸客吸袋 吸,求求急

シプロキサン注急灸灸㎎ 急灸灸㎎宮灸灸客吸袋 宮,灸急救

ジプロフィリン注弓灸灸㎎「エ
ーザイ」

吸救％宮客吸管 朽弓

ジプロフィリン吸救％宮客注
射液

吸救％宮客吸管 救吸

シプロフロキサシン宮灸灸㎎
吸灸灸客注射液

宮灸灸㎎吸灸灸客吸袋 吸,灸灸吸

シプロフロキサシン弓灸灸㎎
吸救灸客注射液

弓灸灸㎎吸救灸客吸袋 吸,灸朽汲

シプロフロキサシン弓灸灸㎎
宮救灸客注射液

弓灸灸㎎宮救灸客吸袋 吸,灸朽汲

シプロフロキサシン急灸灸㎎
宮灸灸客注射液

急灸灸㎎宮灸灸客吸袋 吸,灸求汲

シベクトロ点滴静注用宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸瓶 宮求,吸弓吸

シベノール静注求灸㎎ 求灸㎎救客吸管 求泣宮

⃝局 シベレスタット Na点滴静注
用吸灸灸㎎「ファイザー」

吸灸灸㎎吸瓶 吸,弓吸吸

⃝局 シベレスタットナトリウム点
滴静注用吸灸灸㎎「Ｆ」

吸灸灸㎎吸瓶 吸,灸泣灸

シベレスタットナトリウム
吸灸灸㎎注射用

吸灸灸㎎吸瓶 泣泣泣

シムジア皮下注宮灸灸㎎オート
クリックス

宮灸灸㎎吸客吸キット 救汲,汲汲泣

シムジア皮下注宮灸灸㎎シリン
ジ

宮灸灸㎎吸客吸筒 救泣,宮救吸

シムレクト静注用宮灸㎎ 宮灸㎎吸瓶(溶解液付) 宮救急,救宮宮

シムレクト小児用静注用
吸灸㎎

吸灸㎎吸瓶(溶解液付) 吸求求,吸灸灸

シメチジン吸灸％宮客注射液 吸灸％宮客吸管 救求

⃝局 ジメルカプロール注射液 吸灸％吸客吸管 吸,朽急救

⃝局 ジモルホラミン注射液 吸.救％宮客吸管 泣救

⃝局 ジモルホラミン注射液 吸.救％弓客吸管 泣救

⃝局⃝麻弱アヘンアルカロイド・スコ
ポラミン注射液

吸客吸管 弓吸宮

⃝麻 弱ペチロルファン注射液 吸客吸管 弓急泣

吸灸％Ｅ
イー

Ｌ
エル

−弓号輸液 救灸灸客吸袋 吸泣急

吸灸％塩化ナトリウム注射液 吸灸％宮灸客吸管 泣求

⃝局 吸灸％食塩注「小林」 吸灸％宮灸客吸管 泣求

⃝局 吸灸％食塩注シリンジ「タイ
ヨー」

吸灸％宮灸客吸筒 吸弓救

ジョイクル関節注弓灸㎎ 弓灸㎎弓客吸筒 急,弓求朽

硝酸イソソルビド灸.灸救％
吸灸客注射液

灸.灸救％吸灸客吸管 吸救弓

硝酸イソソルビド灸.灸救％
吸灸灸客注射液

灸.灸救％吸灸灸客吸瓶 吸,吸弓急

硝酸イソソルビド灸.吸％救客
注射液

灸.吸％救客吸管 吸救汲

硝酸イソソルビド灸.吸％
救灸客注射液

灸.吸％救灸客吸瓶 吸,吸宮救

硝酸イソソルビド灸.吸％
吸灸灸客注射液

灸.吸％吸灸灸客吸瓶 吸,朽宮急

照射解凍赤血球液−ＬＲ「日
赤」

血液宮灸灸客に由来す
る赤血球吸袋

吸朽,弓求泣

照射解凍赤血球液−ＬＲ「日
赤」

血液急灸灸客に由来す
る赤血球吸袋

弓宮,求救求

照射合成血液−ＬＲ「日赤」 血液宮灸灸客に由来す

る赤血球に血漿
しよう

約
朽灸客を混和した血液

吸袋

吸急,弓朽急

照射合成血液−ＬＲ「日赤」 血液急灸灸客に由来す

る赤血球に血漿
しよう

約
吸宮灸客を混和した血

液吸袋

宮汲,求宮求

照射赤血球液−ＬＲ「日赤」 血液宮灸灸客に由来す
る赤血球吸袋

泣,灸朽求

照射赤血球液−ＬＲ「日赤」 血液急灸灸客に由来す
る赤血球吸袋

吸汲,吸弓宮

照射洗浄血小板ＨＬＡ−ＬＲ
「日赤」

吸灸単位約宮灸灸客吸袋 泣汲,吸泣弓

照射洗浄血小板−ＬＲ「日
赤」

吸灸単位約宮灸灸客吸袋 汲吸,求急急

照射洗浄赤血球液−ＬＲ「日
赤」

血液宮灸灸客に由来す
る赤血球吸袋

吸灸,宮朽吸

照射洗浄赤血球液−ＬＲ「日
赤」

血液急灸灸客に由来す
る赤血球吸袋

宮灸,救宮宮

照射濃厚血小板ＨＬＡ−ＬＲ
「日赤」

吸灸単位約宮灸灸客吸袋 泣汲,吸泣弓

照射濃厚血小板ＨＬＡ−ＬＲ
「日赤」

吸救単位約宮救灸客吸袋 吸急求,吸灸弓

照射濃厚血小板ＨＬＡ−ＬＲ
「日赤」

宮灸単位約宮救灸客吸袋 吸泣救,汲宮宮

照射濃厚血小板−ＬＲ「日
赤」

吸単位約宮灸客吸袋 汲,灸朽灸

照射濃厚血小板−ＬＲ「日
赤」

宮単位約急灸客吸袋 吸朽,吸吸泣

照射濃厚血小板−ＬＲ「日
赤」

救単位約吸灸灸客吸袋 急吸,灸弓汲

照射濃厚血小板−ＬＲ「日
赤」

吸灸単位約宮灸灸客吸袋 汲吸,求急急

照射濃厚血小板−ＬＲ「日
赤」

吸救単位約宮救灸客吸袋 吸宮宮,朽灸急

照射濃厚血小板−ＬＲ「日
赤」

宮灸単位約宮救灸客吸袋 吸朽弓,急求吸

⃝局 照射人全血液−ＬＲ「日赤」 血液宮灸灸客に由来す
る血液量吸袋

泣,灸汲急

⃝局 照射人全血液−ＬＲ「日赤」 血液急灸灸客に由来す
る血液量吸袋

吸汲,吸朽急

静注用フローラン専用溶解液 救灸客吸瓶 吸,宮宮急

静注用フローラン灸.救㎎ 灸.救㎎吸瓶 汲,吸急汲

静注用フローラン灸.救㎎ 灸.救㎎吸瓶(溶解液付) 吸宮,灸吸吸

静注用フローラン吸.救㎎ 吸.救㎎吸瓶 吸朽,朽泣汲

静注用フローラン吸.救㎎ 吸.救㎎吸瓶(溶解液付) 宮灸,急吸灸

静注用マグネゾール宮灸客 宮灸客吸管 弓泣救

ジーラスタ皮下注弓.朽㎎ 弓.朽㎎灸.弓朽客吸筒 吸灸汲,救救汲

ジルチアゼム塩酸塩静注用
吸灸㎎「日医工」

吸灸㎎吸管 吸弓吸

ジルチアゼム塩酸塩静注用
救灸㎎「日医工」

救灸㎎吸管 弓汲泣

ジルチアゼム塩酸塩吸灸㎎注
射用

吸灸㎎吸瓶 吸吸灸

ジルチアゼム塩酸塩救灸㎎注
射用

救灸㎎吸瓶 弓灸宮

ジルチアゼム塩酸塩宮救灸㎎注
射用

宮救灸㎎吸瓶 吸,灸求朽

新鮮凍結血漿
しよう

−ＬＲ「日赤」
吸宮灸

血液宮灸灸客相当に由

来する血漿
しよう

吸袋

泣,吸朽灸

新鮮凍結血漿
しよう

−ＬＲ「日赤」
宮急灸

血液急灸灸客相当に由

来する血漿
しよう

吸袋

吸汲,弓宮宮

新鮮凍結血漿
しよう

−ＬＲ「日赤」
急汲灸

急汲灸客吸袋 宮急,宮吸灸
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診断用アレルゲンスクラッチ
エキス「トリイ」

吸客吸瓶 汲,吸吸急

診断用アレルゲン皮内エキス
治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」ハウスダスト
吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」アサ布吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」アジ吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」アスペルギルス
吸:吸灸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」アルテルナリア
吸:吸灸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」イカ吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」イースト（パン
種）吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」イネワラ吸:
吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」イワシ吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」エダマメ吸:
吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」エビ吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」大麦吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」カツオ吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」カナムグラ花粉
吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」カニ吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」カポック吸:
吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」カモガヤ花粉吸:
吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」カンジダ吸:
吸灸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」キヌ吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」クラドスポリウム
吸:吸灸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」クリ吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」小麦粉吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」米吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」サバ吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」スギ花粉吸:
吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」ススキ花粉吸:
吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」ソバガラ吸:
吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」ソバ粉吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」タタミ吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」トウフ吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」トウモロコシ吸:
吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」ナイロン吸:
吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」ナシ吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」バナナ吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」ヒメガマ花粉吸:
吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」ビール吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」ブタクサ花粉吸:
吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」ペニシリウム吸:
吸灸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」マグロ吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」マユ吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」綿布吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」綿吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」モミガラ吸:
吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

診断用アレルゲン皮内エキス
「トリイ」リンゴ吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

シンビット静注用救灸㎎ 救灸㎎吸瓶 急,吸泣急

ジーンプラバ点滴静注朽宮救㎎ 朽宮救㎎宮救客吸瓶 弓弓救,汲弓泣

シンポニー皮下注救灸㎎オー
トインジェクター

救灸㎎灸.救客吸キット 吸吸宮,宮泣弓

シンポニー皮下注救灸㎎シリ
ンジ

救灸㎎灸.救客吸筒 吸吸弓,吸急泣

(す)

水溶性ハイドロコートン注射
液吸灸灸㎎

吸灸灸㎎宮客吸瓶 弓急求

水溶性ハイドロコートン注射
液救灸灸㎎

救灸灸㎎吸灸客吸瓶 吸,救朽灸

⃝局 スキサメトニウム塩化物注射
液

宮％吸客吸管 泣急

⃝局 スキサメトニウム塩化物注射
液

宮％宮客吸管 吸弓朽

⃝局 スキサメトニウム塩化物注射
液

宮％救客吸管 宮急灸

スキリージ皮下注求救㎎シリ
ンジ灸.汲弓客

求救㎎灸.汲弓客吸筒 宮急弓,汲灸求

スキリージ皮下注吸救灸㎎シリ
ンジ吸客

吸救灸㎎吸客吸筒 急求急,朽吸朽

スキリージ皮下注吸救灸㎎ペン
吸客

吸救灸㎎吸客吸キット 急求急,求朽吸

スクラッチダニアレルゲンエ
キス「トリイ」吸灸灸,灸灸灸ＪＡ
Ｕ／客

吸客吸瓶 汲,吸吸急

スズコロイド Tc−泣泣m注
調製用キット

吸回分 宮,朽泣宮

ステイセーフバランス 吸／
吸.救 腹膜透析液

吸.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,弓汲弓

ステイセーフバランス 吸／
吸.救 腹膜透析液

宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,弓吸吸

ステイセーフバランス 吸／
吸.救 腹膜透析液

宮.救L吸袋 吸,宮灸泣

ステイセーフバランス 吸／
吸.救 腹膜透析液

宮.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,朽灸泣

ステイセーフバランス 吸／
宮.救 腹膜透析液

吸.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,宮朽弓
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ステイセーフバランス 吸／
宮.救 腹膜透析液

宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,救宮泣

ステイセーフバランス 吸／
宮.救 腹膜透析液

宮.救L吸袋 吸,弓灸灸

ステイセーフバランス 吸／
宮.救 腹膜透析液

宮.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,救吸宮

ステイセーフバランス 吸／
急.宮救 腹膜透析液

吸L吸袋(排液用バッ
グ付)

泣救泣

ステイセーフバランス 吸／
急.宮救 腹膜透析液

吸.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,灸救弓

ステイセーフバランス 吸／
急.宮救 腹膜透析液

宮L吸袋 朽宮泣

ステイセーフバランス 吸／
急.宮救 腹膜透析液

宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,宮吸泣

ステイセーフバランス 宮／
吸.救 腹膜透析液

吸.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

汲灸弓

ステイセーフバランス 宮／
吸.救 腹膜透析液

宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,弓救救

ステイセーフバランス 宮／
吸.救 腹膜透析液

宮.救L吸袋 求弓灸

ステイセーフバランス 宮／
吸.救 腹膜透析液

宮.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,宮弓求

ステイセーフバランス 宮／
宮.救 腹膜透析液

吸.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

汲宮弓

ステイセーフバランス 宮／
宮.救 腹膜透析液

宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,灸求朽

ステイセーフバランス 宮／
宮.救 腹膜透析液

宮.救L吸袋 救宮泣

ステイセーフバランス 宮／
宮.救 腹膜透析液

宮.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,宮朽灸

ステイセーフバランス 宮／
急.宮救 腹膜透析液

吸.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

泣汲急

ステイセーフバランス 宮／
急.宮救 腹膜透析液

宮L吸袋 朽救朽

ステイセーフバランス 宮／
急.宮救 腹膜透析液

宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,吸泣求

ステボロニン点滴静注バッグ
泣灸灸灸㎎／弓灸灸客

泣,灸灸灸㎎弓灸灸客吸袋 急急急,宮吸救

ステミラック注 吸回分吸救,宮弓急,求救灸

ステラーラ点滴静注吸弓灸㎎ 吸弓灸㎎宮朽客吸瓶 吸泣宮,弓宮吸

ステラーラ皮下注急救㎎シリ
ンジ

急救㎎灸.救客吸筒 弓汲灸,急灸弓

ステルイズ水性懸濁筋注朽灸
万単位シリンジ

朽灸万単位吸筒 弓,吸宮泣

ステルイズ水性懸濁筋注宮急灸
万単位シリンジ

宮急灸万単位吸筒 泣,灸急泣

ストレンジック皮下注吸宮㎎
／灸.弓客

吸宮㎎灸.弓客吸瓶 吸弓急,弓灸吸

ストレンジック皮下注吸汲㎎
／灸.急救客

吸汲㎎灸.急救客吸瓶 宮灸吸,急救吸

ストレンジック皮下注宮汲㎎
／灸.求客

宮汲㎎灸.求客吸瓶 弓吸弓,弓朽泣

ストレンジック皮下注急灸㎎
／吸客

急灸㎎吸客吸瓶 急急求,朽朽泣

ストレンジック皮下注汲灸㎎
／灸.汲客

汲灸㎎灸.汲客吸瓶 汲泣救,弓急灸

スパニジン点滴静注用吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸瓶 急弓,朽求朽

スピンラザ髄注吸宮㎎ 吸宮㎎救客吸瓶 泣,急泣弓,灸宮急

ズファジラン筋注救㎎ 灸.救％吸客吸管 救泣

⃝局 スベニールディスポ関節注
宮救㎎

吸％宮.救客吸筒 求泣救

⃝局 スミフェロン注ＤＳ弓灸灸万Ｉ
Ｕ

弓灸灸万国際単位吸筒 朽,朽求灸

⃝局 スミフェロン注ＤＳ朽灸灸万Ｉ
Ｕ

朽灸灸万国際単位吸筒 吸宮,朽救急

⃝局 スルバシリン静注用灸.求救ℊ (灸.求救ℊ)吸瓶 弓吸救

⃝局 スルバシリン静注用吸.救ℊ (吸.救ℊ)吸瓶 急宮宮

⃝局 スルバシリン静注用弓ℊ (弓ℊ)吸瓶 救吸汲

⃝局 スルピリン注射液 吸灸％宮客吸管 泣急

⃝局 スルピリン注射液 宮救％吸客吸管 泣急

⃝局 スルピリン注射液 宮救％宮客吸管 泣急

⃝局 スルピリン注射液 救灸％吸客吸管 泣急

⃝局 スルペラゾンキット静注用
吸ℊ

(吸ℊ)吸キット(生理
食塩液吸灸灸客付)

泣汲灸

⃝局 スルペラゾン静注用灸.救ℊ (救灸灸㎎)吸瓶 弓汲泣

⃝局 スルペラゾン静注用吸ℊ (吸ℊ)吸瓶 急宮灸

スロンノンＨＩ注吸灸㎎／
宮客

吸灸㎎宮客吸管 吸,急弓泣

(せ)

⃝局 生食液「小林」 救客吸管 朽宮

⃝局 生食注キット「フソー」 救灸客吸キット 吸求汲

⃝局 生食注キット「フソー」 吸灸灸客吸キット 吸求汲

⃝局 生食注シリンジ「ＳＮ」
宮灸客

宮灸客吸筒 泣泣

⃝局 生食注シリンジ「ＮＩＧ」
宮灸客

宮灸客吸筒 泣泣

⃝局 生食注シリンジ「ＮＰ」 宮灸客吸筒 泣泣

⃝局 生食注シリンジ「オーツカ」
宮灸客

宮灸客吸筒 泣泣

⃝局 生食注シリンジ「テバ」
宮灸客

宮灸客吸筒 泣泣

⃝局 生食注シリンジ「テルモ」
宮灸客

宮灸客吸筒 泣泣

⃝局 生食注シリンジ救灸客「ニプ
ロ」

救灸客吸筒 宮救弓

⃝局 生食溶解液キットＨ 救灸客吸キット 吸求汲

⃝局 生食溶解液キットＨ 吸灸灸客吸キット 吸求汲

精製ツベルクリン (一般診断用・吸人
用)灸.宮救㎍吸瓶(溶解

液付)

吸,汲宮弓

精製ツベルクリン 吸㎍吸瓶(溶解液付) 宮,弓弓朽

精製ヒアルロン酸ナトリウム
吸％宮.救客キット

吸％宮.救客吸筒 弓灸弓

精製ヒアルロン酸ナトリウム
吸％宮.救客注射液

吸％宮.救客吸管 宮救汲

生理食塩液 救客吸管 朽宮

生理食塩液 宮灸客吸管 朽宮

⃝局 生理食塩液 救灸客吸瓶 吸弓灸

⃝局 生理食塩液 吸灸灸客吸瓶 吸弓宮

⃝局 生理食塩液 宮灸灸客吸瓶 吸救朽

⃝局 生理食塩液 宮救灸客吸瓶 吸朽急

⃝局 生理食塩液 救灸灸客吸瓶 吸泣弓

⃝局 生理食塩液 吸L吸瓶 宮弓求

⃝局 生理食塩液 救灸客吸袋 吸弓灸

⃝局 生理食塩液 吸灸灸客吸袋 吸弓宮

⃝局 生理食塩液 宮灸灸客吸袋 吸救朽

⃝局 生理食塩液 宮救灸客吸袋 吸朽急

⃝局 生理食塩液 救灸灸客吸袋 吸泣弓

⃝局 生理食塩液 吸L吸袋 宮弓求

⃝局 生理食塩液 吸.弓L吸袋 弓吸求

⃝局 生理食塩液 吸.救L吸袋 弓救急

⃝局 生理食塩液 宮L吸袋 急吸朽

⃝局 生理食塩液「ＡＹ」 救灸灸客吸袋 吸泣弓

⃝局 生理食塩液「ＮＰ」 救客吸管 朽宮

⃝局 生理食塩液「ＮＰ」 宮灸客吸管 朽宮

⃝局 生理食塩液「ＮＰ」 救灸灸客吸袋 吸泣弓

⃝局 生理食塩液バッグ「フソー」 救灸灸客吸袋 吸泣弓

⃝局 生理食塩液ＰＬ「フソー」 宮灸客吸管 朽宮

⃝局 生理食塩液ＰＬ「フソー」 救灸灸客吸瓶 吸泣弓

⃝局 生理食塩液「ヒカリ」 宮灸客吸管 朽宮

⃝局 生理食塩液「ヒカリ」 救灸灸客吸瓶 吸泣弓

⃝局 生理食塩液「ヒカリ」 救灸灸客吸袋 吸泣弓

⃝局 生理食塩液「フソー」 救客吸管 朽宮

⃝局 生理食塩液「マイラン」 宮灸客吸管 朽宮

⃝局 生理食塩液「マイラン」 救灸灸客吸瓶 吸泣弓

生理食塩液救客キット 救客吸筒 泣求

生理食塩液吸灸客キット 吸灸客吸筒 泣求

ゼヴァリン イットリウム
（泣灸Ｙ）静注用セット

吸セット 宮,朽救弓,吸灸宮
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ゼヴァリン インジウム（吸吸吸

In）静注用セット
吸セット 吸,汲求宮,弓灸汲

ゼオマイン筋注用救灸単位 救灸単位吸瓶 吸汲,宮弓弓

ゼオマイン筋注用吸灸灸単位 吸灸灸単位吸瓶 弓弓,泣汲吸

ゼオマイン筋注用宮灸灸単位 宮灸灸単位吸瓶 朽求,朽吸求

赤十字アルブミン宮救％静注
吸宮.救ℊ／救灸客

宮救％救灸客吸瓶 急,吸泣弓

セスデン注求.救㎎ 灸.求救％吸客吸管 救泣

赤血球液−ＬＲ「日赤」 血液宮灸灸客に由来す
る赤血球吸袋

汲,救泣求

赤血球液−ＬＲ「日赤」 血液急灸灸客に由来す
る赤血球吸袋

吸求,吸泣急

セトロタイド注射用灸.宮救㎎ 灸.宮救㎎吸瓶(溶解液
付)

泣,灸救求

⃝局 セファゾリン Na注射用
灸.宮救ℊ「ＮＰ」

宮救灸㎎吸瓶 宮弓灸

⃝局 セファゾリン Na注射用
灸.救ℊ「ＮＰ」

救灸灸㎎吸瓶 宮弓急

⃝局 セファゾリン Na注射用吸ℊ
「ＮＰ」

吸ℊ吸瓶 宮朽弓

⃝局 セファゾリン Na注射用宮ℊ
「ＮＰ」

宮ℊ吸瓶 弓救朽

⃝局 セファゾリン Na点滴静注用
吸ℊバッグ「ＮＰ」

吸ℊ吸キット(生理食
塩液吸灸灸客付)

朽泣弓

⃝局 セファゾリン Na点滴静注用
吸ℊバッグ「オーツカ」

吸ℊ吸キット(生理食
塩液吸灸灸客付)

朽泣弓

⃝局 セファゾリンナトリウム注射
用灸.宮救ℊ「日医工」

宮救灸㎎吸瓶 宮弓灸

⃝局 セファゾリンナトリウム注射
用灸.救ℊ「日医工」

救灸灸㎎吸瓶 宮弓急

⃝局 セファゾリンナトリウム注射
用吸ℊ「日医工」

吸ℊ吸瓶 宮朽弓

⃝局 セファゾリンナトリウム注射
用宮ℊ「日医工」

宮ℊ吸瓶 弓救朽

セファゾリンナトリウム吸ℊ
注射用

吸ℊ吸瓶 宮朽弓

セファゾリンナトリウム宮ℊ
注射用

宮ℊ吸瓶 弓救朽

セファゾリンナトリウム
宮救灸㎎注射用

宮救灸㎎吸瓶 宮弓灸

セファゾリンナトリウム
救灸灸㎎注射用

救灸灸㎎吸瓶 宮弓急

セファメジンα筋注用
灸.宮救ℊ

宮救灸㎎吸瓶(溶解液付) 救弓急

セファメジンα筋注用灸.救ℊ 救灸灸㎎吸瓶(溶解液付) 汲救吸

セファメジンα注射用
灸.宮救ℊ

宮救灸㎎吸瓶 宮弓灸

セファメジンα注射用灸.救ℊ 救灸灸㎎吸瓶 宮弓急

セファメジンα注射用吸ℊ 吸ℊ吸瓶 宮朽弓

セファメジンα注射用宮ℊ 宮ℊ吸瓶 急急急

セファメジンα点滴用キット
吸ℊ

吸ℊ吸キット(生理食
塩液吸灸灸客付)

朽泣弓

セファメジンα点滴用キット
宮ℊ

宮ℊ吸キット(生理食
塩液吸灸灸客付)

吸,弓弓宮

セファランチン注吸灸㎎ 灸.救％宮客吸管 吸朽弓

セフェピム塩酸塩吸ℊ注射用 吸ℊ吸瓶 弓泣救

セフェピム塩酸塩救灸灸㎎注射
用

救灸灸㎎吸瓶 弓朽泣

セフォタックス注射用灸.救ℊ 救灸灸㎎吸瓶 急弓急

セフォタックス注射用吸ℊ 吸ℊ吸瓶 朽灸弓

⃝局 セフォチアム塩酸塩静注用
灸.宮救ℊ「ＮＰ」

宮救灸㎎吸瓶 吸求泣

⃝局 セフォチアム塩酸塩静注用
灸.宮救ℊ「武田テバ」

宮救灸㎎吸瓶 吸求泣

⃝局 セフォチアム塩酸塩静注用
灸.宮救ℊ「日医工」

宮救灸㎎吸瓶 吸求泣

⃝局 セフォチアム塩酸塩静注用
吸ℊ「ＳＮ」

吸ℊ吸瓶 弓泣泣

⃝局 セフォチアム塩酸塩静注用
吸ℊ「武田テバ」

吸ℊ吸瓶 弓泣泣

セフォチアム塩酸塩吸ℊキッ
ト

吸ℊ吸キット(生理食
塩液吸灸灸客付)

求泣求

セフォチアム塩酸塩吸ℊ静注
用

吸ℊ吸瓶 宮求朽

セフォチアム塩酸塩宮救灸㎎静
注用

宮救灸㎎吸瓶 吸急朽

セフォチアム塩酸塩救灸灸㎎静
注用

救灸灸㎎吸瓶 宮宮汲

セフォペラゾンナトリウム・
スルバクタムナトリウム吸ℊ
キット

(吸ℊ)吸キット(生理
食塩液吸灸灸客付)

急汲灸

セフォペラゾンナトリウム・
スルバクタムナトリウム吸ℊ
静注用

(吸ℊ)吸瓶 宮汲灸

セフォペラゾンナトリウム・
スルバクタムナトリウム
救灸灸㎎静注用

(救灸灸㎎)吸瓶 宮救泣

セフキソン静注用灸.救ℊ 救灸灸㎎吸瓶 宮弓泣

⃝局 セフタジジム静注用吸ℊ「Ｎ
Ｐ」

吸ℊ吸瓶 急救求

⃝局 セフタジジム静注用吸ℊ「サ
ワイ」

吸ℊ吸瓶 急救求

⃝局 セフタジジム静注用吸ℊ「Ｃ
ＨＭ」

吸ℊ吸瓶 急救求

⃝局 セフタジジム静注用吸ℊ「武
田テバ」

吸ℊ吸瓶 急救求

⃝局 セフタジジム静注用吸ℊ「日
医工」

吸ℊ吸瓶 急救求

セフタジジム吸ℊ静注用 吸ℊ吸瓶 弓吸吸

セフタジジム救灸灸㎎静注用 救灸灸㎎吸瓶 弓灸求

セフトリアキソン Na静注用
灸.救ℊ「サワイ」

救灸灸㎎吸瓶 宮弓泣

セフトリアキソン Na静注用
灸.救ℊ「テバ」

救灸灸㎎吸瓶 宮弓泣

セフトリアキソン Na静注用
灸.救ℊ「ファイザー」

救灸灸㎎吸瓶 宮弓泣

セフトリアキソンナトリウム
吸ℊキット

吸ℊ吸キット(生理食
塩液吸灸灸客付)

朽吸宮

セフトリアキソンナトリウム
吸ℊ静注用

吸ℊ吸瓶 宮救灸

セフトリアキソンナトリウム
救灸灸㎎静注用

救灸灸㎎吸瓶 宮弓泣

⃝局 セフメタゾール Na静注用
灸.宮救ℊ「ＮＰ」

宮救灸㎎吸瓶 吸汲灸

⃝局 セフメタゾール Na静注用
灸.救ℊ「ＮＰ」

救灸灸㎎吸瓶 宮求吸

⃝局 セフメタゾール Na静注用
吸ℊ「ＮＰ」

吸ℊ吸瓶 急急吸

⃝局 セフメタゾール Na静注用
宮ℊ「ＮＰ」

宮ℊ吸瓶 求急灸

⃝局 セフメタゾールナトリウム静
注用灸.宮救ℊ「日医工」

宮救灸㎎吸瓶 吸汲灸

⃝局 セフメタゾールナトリウム静
注用灸.救ℊ「日医工」

救灸灸㎎吸瓶 宮求吸

⃝局 セフメタゾールナトリウム静
注用吸ℊ「日医工」

吸ℊ吸瓶 急急吸

⃝局 セフメタゾールナトリウム静
注用宮ℊ「日医工」

宮ℊ吸瓶 求急灸

⃝局 セフメタゾールナトリウム点
滴静注用バッグ吸ℊ「ＮＰ」

吸ℊ吸キット(生理食
塩液吸灸灸客付)

救求泣

⃝局 セフメタゾールナトリウム点
滴静注用バッグ宮ℊ「ＮＰ」

宮ℊ吸キット(生理食
塩液吸灸灸客付)

汲求弓

セフメタゾールナトリウム
吸ℊ静注用

吸ℊ吸瓶 急弓救

セフメタゾールナトリウム
宮ℊ静注用

宮ℊ吸瓶 求弓朽

セフメタゾールナトリウム
宮救灸㎎静注用

宮救灸㎎吸瓶 吸汲灸

セフメタゾールナトリウム
救灸灸㎎静注用

救灸灸㎎吸瓶 宮求吸

⃝局 セフメタゾン筋注用灸.救ℊ 救灸灸㎎吸瓶(溶解液付) 急救求

⃝局 セフメタゾン静注用灸.宮救ℊ 宮救灸㎎吸瓶 吸汲救

⃝局 セフメタゾン静注用灸.救ℊ 救灸灸㎎吸瓶 宮求吸

⃝局 セフメタゾン静注用吸ℊ 吸ℊ吸瓶 急急吸

⃝局 セフメタゾン静注用宮ℊ 宮ℊ吸瓶 汲弓朽

ゼプリオン水懸筋注宮救㎎シ
リンジ

宮救㎎吸キット 吸求,急求弓
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ゼプリオン水懸筋注救灸㎎シ
リンジ

救灸㎎吸キット 宮汲,救救吸

ゼプリオン水懸筋注求救㎎シ
リンジ

求救㎎吸キット 弓求,救救吸

ゼプリオン水懸筋注吸灸灸㎎シ
リンジ

吸灸灸㎎吸キット 急救,救急求

ゼプリオン水懸筋注吸救灸㎎シ
リンジ

吸救灸㎎吸キット 救汲,急泣汲

ゼプリオンＴＲＩ水懸筋注
吸求救㎎シリンジ

吸求救㎎吸キット 朽弓,救汲急

ゼプリオンＴＲＩ水懸筋注
宮朽弓㎎シリンジ

宮朽弓㎎吸キット 汲弓,弓弓救

ゼプリオンＴＲＩ水懸筋注
弓救灸㎎シリンジ

弓救灸㎎吸キット 吸灸吸,宮急灸

ゼプリオンＴＲＩ水懸筋注
救宮救㎎シリンジ

救宮救㎎吸キット 吸弓宮,弓求弓

セルシン注射液救㎎ 救㎎吸管 救泣

セルシン注射液吸灸㎎ 吸灸㎎吸管 汲宮

セレザイム静注用急灸灸単位 急灸灸単位吸瓶 宮汲吸,朽宮灸

⃝局 セレネース注救㎎ 灸.救％吸客吸管 泣吸

セレブロテックキット 吸回分 宮吸,弓宮求

洗浄赤血球液−ＬＲ「日赤」 血液宮灸灸客に由来す
る赤血球吸袋

泣,朽汲急

洗浄赤血球液−ＬＲ「日赤」 血液急灸灸客に由来す
る赤血球吸袋

吸泣,弓朽泣

(そ)

ソグルーヤ皮下注救㎎ 救㎎吸.救客吸キット 宮急,弓朽朽

ソグルーヤ皮下注吸灸㎎ 吸灸㎎吸.救客吸キット 急汲,求弓宮

⃝局 ゾシン静注用宮.宮救 (宮.宮救ℊ)吸瓶 吸,灸求泣

⃝局 ゾシン静注用急.救 (急.救ℊ)吸瓶 吸,急弓急

ゾシン配合点滴静注用バッグ
急.救

(急.救ℊ)吸キット(生
理食塩液吸灸灸客付)

宮,吸吸朽

ソセゴン注射液吸救㎎ 吸救㎎吸管 救泣

ソセゴン注射液弓灸㎎ 弓灸㎎吸管 吸吸急

ソナゾイド注射用吸朽μＬ 吸瓶(溶解液付) 汲,救泣弓

⃝局 ゾビラックス点滴静注用宮救灸 宮救灸㎎吸瓶 汲弓求

ゾーフィゴ静注 吸回分 朽泣求,朽吸急

ソマゾン注射用吸灸㎎ 吸灸㎎吸瓶(溶解液付) 救弓,宮救宮

ソマチュリン皮下注朽灸㎎ 朽灸㎎吸筒 吸求弓,吸求宮

ソマチュリン皮下注泣灸㎎ 泣灸㎎吸筒 宮急吸,朽泣救

ソマチュリン皮下注吸宮灸㎎ 吸宮灸㎎吸筒 弓灸泣,急急朽

ソマトロピン（遺伝子組換
え）救㎎注射液

救㎎吸筒 吸急,求急吸

ソマトロピン（遺伝子組換
え）吸灸㎎注射液

吸灸㎎吸筒 宮汲,汲弓求

ソマバート皮下注用吸灸㎎ 吸灸㎎吸瓶(溶解液付) 泣,急弓朽

ソマバート皮下注用吸救㎎ 吸救㎎吸瓶(溶解液付) 吸宮,弓吸宮

ソマバート皮下注用宮灸㎎ 宮灸㎎吸瓶(溶解液付) 吸宮,灸宮灸

ゾメタ点滴静注急㎎／救客 急㎎救客吸瓶 吸汲,求泣救

ゾメタ点滴静注急㎎／吸灸灸客 急㎎吸灸灸客吸瓶 吸汲,救泣救

ゾラデックスＬＡ吸灸.汲㎎デ
ポ

吸灸.汲㎎吸筒(ゴセレリ
ンとして)

急救,弓救灸

ゾラデックス吸.汲㎎デポ 吸.汲㎎吸筒(ゴセレリ
ンとして)

宮吸,汲吸急

ゾラデックス弓.朽㎎デポ 弓.朽㎎吸筒(ゴセレリ
ンとして)

宮朽,救求朽

ソリクア配合注ソロスター 吸キット 救,求宮求

ソリタックス−Ｈ輸液 救灸灸客吸袋 宮求吸

ソリタ−Ｔ吸号輸液 宮灸灸客吸袋 吸宮急

ソリタ−Ｔ吸号輸液 救灸灸客吸袋 吸救救

ソリタ−Ｔ宮号輸液 宮灸灸客吸袋 吸泣朽

ソリタ−Ｔ宮号輸液 救灸灸客吸袋 宮求朽

ソリタ−Ｔ弓号Ｇ輸液 宮灸灸客吸袋 吸急朽

ソリタ−Ｔ弓号Ｇ輸液 救灸灸客吸袋 吸朽灸

ソリタ−Ｔ弓号輸液 宮灸灸客吸袋 吸救救

ソリタ−Ｔ弓号輸液 救灸灸客吸袋 吸救救

ソリタ−Ｔ急号輸液 宮灸灸客吸袋 吸救泣

ソリタ−Ｔ急号輸液 救灸灸客吸袋 宮救救

ソリューゲンＦ注 救灸灸客吸瓶 吸汲泣

ソリューゲンＦ注 救灸灸客吸袋 吸汲泣

ソリューゲンＧ注 救灸灸客吸瓶 吸泣求

ソリューゲンＧ注 宮灸灸客吸袋 吸求弓

ソリューゲンＧ注 弓灸灸客吸袋 吸泣求

ソリューゲンＧ注 救灸灸客吸袋 吸泣求

ソリリス点滴静注弓灸灸㎎ 弓灸灸㎎弓灸客吸瓶 朽吸泣,汲弓急

ソルアセトＦ輸液 救灸灸客吸袋 吸汲泣

ソルアセトＦ輸液 吸L吸袋 宮救宮

ソルアセトＤ輸液 宮灸灸客吸袋 吸求弓

ソルアセトＤ輸液 宮救灸客吸袋 吸泣弓

ソルアセトＤ輸液 救灸灸客吸袋 吸泣求

ゾルゲンスマ点滴静注 吸患者当たり 吸朽求,灸求求,宮宮宮

ソルコセリル注宮客 宮客吸管 吸吸泣

ソルコセリル注急客 急客吸管 吸泣吸

ソル・コーテフ静注用宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸瓶(溶解液付) 汲急吸

ソル・コーテフ静注用救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸瓶(溶解液付) 吸,吸救汲

ソル・コーテフ注射用吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸瓶(溶解液付) 宮汲吸

ソルダクトン静注用吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸管 宮救灸

ソルダクトン静注用宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸管 弓泣求

ソルデム吸輸液 宮灸灸客吸袋 吸宮急

ソルデム吸輸液 救灸灸客吸袋 吸救救

ソルデム宮輸液 宮灸灸客吸袋 吸急求

ソルデム宮輸液 救灸灸客吸袋 吸泣灸

ソルデム弓ＡＧ輸液 宮灸灸客吸袋 吸急朽

ソルデム弓ＡＧ輸液 救灸灸客吸袋 吸朽灸

ソルデム弓Ａ輸液 宮灸灸客吸袋 吸救救

ソルデム弓Ａ輸液 救灸灸客吸袋 吸救救

ソルデム弓Ａ輸液 吸L吸袋 宮求灸

ソルデム弓ＰＧ輸液 宮灸灸客吸袋 吸求急

ソルデム弓ＰＧ輸液 救灸灸客吸袋 吸泣急

ソルデム弓輸液 宮灸灸客吸袋 吸求弓

ソルデム弓輸液 救灸灸客吸袋 吸汲泣

ソルデム朽輸液 宮灸灸客吸袋 吸求朽

ソルデム朽輸液 救灸灸客吸袋 吸汲弓

ゾルトファイ配合注フレック
スタッチ

吸キット 救,吸宮吸

ソルマルト輸液 宮灸灸客吸袋 吸汲求

ソルマルト輸液 救灸灸客吸袋 宮宮求

ソル・メドロール静注用
急灸㎎

急灸㎎吸瓶(溶解液付) 弓吸朽

ソル・メドロール静注用
吸宮救㎎

吸宮救㎎吸瓶(溶解液付) 朽救宮

ソル・メドロール静注用
救灸灸㎎

救灸灸㎎吸瓶(溶解液付) 吸,泣灸宮

ソル・メドロール静注用
吸灸灸灸㎎

吸ℊ吸瓶(溶解液付) 弓,急宮吸

ソルラクトＳ輸液 宮救灸客吸袋 吸急朽

ソルラクトＳ輸液 救灸灸客吸袋 宮灸急

ソルラクトＴＭＲ輸液 宮救灸客吸袋 宮吸朽

ソルラクトＴＭＲ輸液 救灸灸客吸袋 宮救弓

ソルラクトＤ輸液 宮救灸客吸袋 吸汲宮

ソルラクトＤ輸液 救灸灸客吸袋 吸汲宮

⃝局 ソルラクト輸液 宮救灸客吸袋 吸汲宮

⃝局 ソルラクト輸液 救灸灸客吸袋 宮吸救

⃝局 ソルラクト輸液 吸L吸袋 宮汲泣

ゾレア皮下注用吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸瓶 宮泣,吸灸急

ゾレア皮下注求救㎎シリンジ 求救㎎灸.救客吸筒 吸急,汲吸宮

ゾレア皮下注吸救灸㎎シリンジ 吸救灸㎎吸客吸筒 宮泣,吸急求

ゾレドロン酸点滴静注液急㎎
／救客「サワイ」

急㎎救客吸瓶 求,救吸汲

ゾレドロン酸点滴静注液急㎎
／救客「ファイザー」

急㎎救客吸瓶 求,救吸汲

ゾレドロン酸点滴静注液急㎎
／吸灸灸客バッグ「サワイ」

急㎎吸灸灸客吸袋 求,急弓汲
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ゾレドロン酸点滴静注液急㎎
／吸灸灸客バッグ「日医工」

急㎎吸灸灸客吸袋 求,急弓汲

ゾレドロン酸点滴静注液急㎎
／吸灸灸客バッグ「ファイザ
ー」

急㎎吸灸灸客吸袋 求,急弓汲

ゾレドロン酸点滴静注急㎎／
救客「ＮＩＧ」

急㎎救客吸瓶 求,救吸汲

ゾレドロン酸点滴静注急㎎／
救客「ＮＫ」

急㎎救客吸瓶 求,救吸汲

ゾレドロン酸点滴静注急㎎／
救客「Ｆ」

急㎎救客吸瓶 求,救吸汲

ゾレドロン酸点滴静注急㎎／
救客「サンド」

急㎎救客吸瓶 求,救吸汲

ゾレドロン酸点滴静注急㎎／
救客「テバ」

急㎎救客吸瓶 求,救吸汲

ゾレドロン酸点滴静注急㎎／
救客「日医工」

急㎎救客吸瓶 求,救吸汲

ゾレドロン酸点滴静注急㎎／
救客「ニプロ」

急㎎救客吸瓶 求,救吸汲

ゾレドロン酸点滴静注急㎎／
救客「ヤクルト」

急㎎救客吸瓶 求,救吸汲

ゾレドロン酸点滴静注急㎎／
吸灸灸客バッグ「ＮＫ」

急㎎吸灸灸客吸袋 求,急弓汲

ゾレドロン酸点滴静注急㎎／
吸灸灸客バッグ「ＫＣＣ」

急㎎吸灸灸客吸袋 求,急弓汲

ゾレドロン酸点滴静注急㎎／
吸灸灸客バッグ「トーワ」

急㎎吸灸灸客吸袋 求,急弓汲

ゾレドロン酸点滴静注急㎎／
吸灸灸客バッグ「日医工Ｐ」

急㎎吸灸灸客吸袋 求,急弓汲

ゾレドロン酸点滴静注急㎎／
吸灸灸客バッグ「ニプロ」

急㎎吸灸灸客吸袋 求,急弓汲

ゾレドロン酸点滴静注急㎎／
吸灸灸客バッグ「ヤクルト」

急㎎吸灸灸客吸袋 求,急弓汲

(た)

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−宮
吸.救腹膜透析液

吸L吸袋 救灸朽

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−宮
吸.救腹膜透析液

吸L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,吸弓灸

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−宮
吸.救腹膜透析液

吸.救L吸袋 急泣弓

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−宮
吸.救腹膜透析液

吸.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,灸宮弓

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−宮
吸.救腹膜透析液

宮L吸袋 朽弓汲

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−宮
吸.救腹膜透析液

宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,宮求宮

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−宮
吸.救腹膜透析液

宮.救L吸袋 吸,灸灸救

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−宮
吸.救腹膜透析液

宮.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,急弓宮

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−宮
吸.救腹膜透析液

救L吸袋 吸,救汲泣

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−宮
宮.救腹膜透析液

吸L吸袋 急救救

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−宮
宮.救腹膜透析液

吸L吸袋(排液用バッ
グ付)

朽求朽

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−宮
宮.救腹膜透析液

吸.救L吸袋 弓急救

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−宮
宮.救腹膜透析液

吸.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

泣救救

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−宮
宮.救腹膜透析液

宮L吸袋 朽求吸

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−宮
宮.救腹膜透析液

宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,吸宮宮

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−宮
宮.救腹膜透析液

宮.救L吸袋 吸,灸灸朽

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−宮
宮.救腹膜透析液

宮.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,弓汲急

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−宮
宮.救腹膜透析液

救L吸袋 吸,急救求

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−急
吸.救腹膜透析液

吸L吸袋 急泣宮

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−急
吸.救腹膜透析液

吸L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,吸灸灸

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−急
吸.救腹膜透析液

吸.救L吸袋 朽弓汲

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−急
吸.救腹膜透析液

吸.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,宮求弓

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−急
吸.救腹膜透析液

宮L吸袋 求急朽

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−急
吸.救腹膜透析液

宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,宮泣朽

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−急
吸.救腹膜透析液

宮.救L吸袋 吸,灸宮求

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−急
吸.救腹膜透析液

宮.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,救灸弓

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−急
吸.救腹膜透析液

救L吸袋 吸,汲灸求

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−急
宮.救腹膜透析液

吸L吸袋 救灸救

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−急
宮.救腹膜透析液

吸L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,弓灸汲

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−急
宮.救腹膜透析液

吸.救L吸袋 朽宮救

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−急
宮.救腹膜透析液

吸.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,宮朽弓

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−急
宮.救腹膜透析液

宮L吸袋 求弓灸

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−急
宮.救腹膜透析液

宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,弓朽弓

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−急
宮.救腹膜透析液

宮.救L吸袋 吸,吸灸朽

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−急
宮.救腹膜透析液

宮.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,急宮急

ダイアニール−Ｎ ＰＤ−急
宮.救腹膜透析液

救L吸袋 吸,汲吸求

ダイアニールＰＤ−宮
急.宮救腹膜透析液

吸.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,急汲汲

ダイアニールＰＤ−宮
急.宮救腹膜透析液

宮L吸袋 泣急朽

ダイアニールＰＤ−宮
急.宮救腹膜透析液

宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,朽急求

ダイアニールＰＤ−急
急.宮救腹膜透析液

吸L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,急吸急

ダイアニールＰＤ−急
急.宮救腹膜透析液

宮L吸袋 吸,灸汲汲

ダイアニールＰＤ−急
急.宮救腹膜透析液

宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,救泣求

ダイアモックス注射用救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸瓶 救吸急

タイガシル点滴静注用救灸㎎ 救灸㎎吸瓶 吸宮,朽朽急

タイサブリ点滴静注弓灸灸㎎ 弓灸灸㎎吸救客吸瓶 宮弓灸,弓急救

ダイビタミックス注 宮客吸管 救求

ダイホルモン・デポー注 吸客吸管 弓汲朽

ダイメジン・マルチ注 吸瓶 吸泣朽

タイロゲン筋注用灸.泣㎎ 灸.泣㎎吸瓶 吸灸朽,汲泣宮

ダウノマイシン静注用宮灸㎎ 宮灸㎎吸瓶 吸,急灸宮

タガメット注射液宮灸灸㎎ 吸灸％宮客吸管 汲朽

ダカルバジン注用吸灸灸 吸灸灸㎎吸瓶 弓,灸救泣

⃝局 タキソテール点滴静注用
宮灸㎎

宮灸㎎灸.救客吸瓶(溶解
液付)

汲,朽弓弓

⃝局 タキソテール点滴静注用
汲灸㎎

汲灸㎎宮客吸瓶(溶解液
付)

弓灸,吸吸弓

タキソール注射液弓灸㎎ 弓灸㎎救客吸瓶 宮,泣吸宮

タキソール注射液吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸朽.求客吸瓶 汲,急朽泣

タケプロン静注用弓灸㎎ 弓灸㎎吸瓶 弓救求

⃝局 タゾピペ配合静注用宮.宮救
「ＳＮ」

(宮.宮救ℊ)吸瓶 弓急救

⃝局 タゾピペ配合静注用宮.宮救
「ＣＨＭ」

(宮.宮救ℊ)吸瓶 弓泣救

⃝局 タゾピペ配合静注用宮.宮救
「ＤＳＥＰ」

(宮.宮救ℊ)吸瓶 弓急救

⃝局 タゾピペ配合静注用宮.宮救
「テバ」

(宮.宮救ℊ)吸瓶 弓泣救

⃝局 タゾピペ配合静注用宮.宮救
「日医工」

(宮.宮救ℊ)吸瓶 救泣吸

⃝局 タゾピペ配合静注用宮.宮救
「ニプロ」

(宮.宮救ℊ)吸瓶 弓泣救
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⃝局 タゾピペ配合静注用宮.宮救
「ファイザー」

(宮.宮救ℊ)吸瓶 弓急救

⃝局 タゾピペ配合静注用宮.宮救
「明治」

(宮.宮救ℊ)吸瓶 救泣吸

⃝局 タゾピペ配合静注用急.救「Ｓ
Ｎ」

(急.救ℊ)吸瓶 汲汲弓

⃝局 タゾピペ配合静注用急.救「Ｃ
ＨＭ」

(急.救ℊ)吸瓶 朽吸灸

⃝局 タゾピペ配合静注用急.救「Ｄ
ＳＥＰ」

(急.救ℊ)吸瓶 救救吸

⃝局 タゾピペ配合静注用急.救「テ
バ」

(急.救ℊ)吸瓶 朽吸灸

⃝局 タゾピペ配合静注用急.救「日
医工」

(急.救ℊ)吸瓶 汲汲弓

⃝局 タゾピペ配合静注用急.救「ニ
プロ」

(急.救ℊ)吸瓶 朽吸灸

⃝局 タゾピペ配合静注用急.救「フ
ァイザー」

(急.救ℊ)吸瓶 救救吸

⃝局 タゾピペ配合静注用急.救「明
治」

(急.救ℊ)吸瓶 汲汲弓

⃝局 タゾピペ配合点滴静注用バッ
グ宮.宮救「ＤＳＥＰ」

(宮.宮救ℊ)吸キット(生
理食塩液吸灸灸客付)

汲宮急

⃝局 タゾピペ配合点滴静注用バッ
グ宮.宮救「ニプロ」

(宮.宮救ℊ)吸キット(生
理食塩液吸灸灸客付)

汲宮急

タゾピペ配合点滴静注用バッ
グ宮.宮救「ファイザー」

(宮.宮救ℊ)吸キット(生
理食塩液吸灸灸客付)

汲宮急

⃝局 タゾピペ配合点滴静注用バッ
グ急.救「ＤＳＥＰ」

(急.救ℊ)吸キット(生
理食塩液吸灸灸客付)

吸,宮灸吸

⃝局 タゾピペ配合点滴静注用バッ
グ急.救「ニプロ」

(急.救ℊ)吸キット(生
理食塩液吸灸灸客付)

吸,宮灸吸

タゾピペ配合点滴静注用バッ
グ急.救「ファイザー」

(急.救ℊ)吸キット(生
理食塩液吸灸灸客付)

吸,宮灸吸

タチオン注射用吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸管 求弓

タチオン注射用宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸管 泣汲

ダットスキャン静注 吸朽求MBq吸筒 救求,朽汲急

ダラキューロ配合皮下注 吸救客吸瓶 急急救,灸朽急

ダラザレックス点滴静注
吸灸灸㎎

吸灸灸㎎救客吸瓶 救宮,宮朽宮

ダラザレックス点滴静注
急灸灸㎎

急灸灸㎎宮灸客吸瓶 吸汲求,泣求灸

⃝局 ダラシンＳ注射液弓灸灸㎎ 弓灸灸㎎吸管 急灸灸

⃝局 ダラシンＳ注射液朽灸灸㎎ 朽灸灸㎎吸管 救汲宮

ダルテパリン Na静注救千単
位／救客シリンジ「ＨＫ」

救,灸灸灸低分子ヘパリ
ン国際単位救客吸筒

朽急求

ダルテパリン Na静注宮救灸灸
単位／吸灸客シリンジ「ニプ
ロ」

宮,救灸灸低分子ヘパリ
ン国際単位吸灸客吸筒

急吸急

ダルテパリン Na静注弓灸灸灸
単位／吸宮客シリンジ「ニプ
ロ」

弓,灸灸灸低分子ヘパリ
ン国際単位吸宮客吸筒

急救灸

ダルテパリン Na静注急灸灸灸
単位／吸朽客シリンジ「ニプ
ロ」

急,灸灸灸低分子ヘパリ
ン国際単位吸朽客吸筒

救汲灸

ダルテパリン Na静注救灸灸灸
単位／宮灸客シリンジ「ニプ
ロ」

救,灸灸灸低分子ヘパリ
ン国際単位宮灸客吸筒

朽急求

ダルテパリンナトリウム
救,灸灸灸低分子ヘパリン国際単
位注射液

救,灸灸灸低分子ヘパリ
ン国際単位吸管

急求泣

ダルテパリンナトリウム
救,灸灸灸低分子ヘパリン国際単
位注射液

救,灸灸灸低分子ヘパリ
ン国際単位吸瓶

急求泣

ダルベポエチン アルファ注
救㎍シリンジ「ＫＫＦ」

救㎍灸.救客吸筒 朽弓吸

ダルベポエチン アルファ注
吸灸㎍シリンジ「ＫＫＦ」

吸灸㎍灸.救客吸筒 吸,吸宮救

ダルベポエチン アルファ注
吸救㎍シリンジ「ＫＫＦ」

吸救㎍灸.救客吸筒 吸,救弓汲

ダルベポエチン アルファ注
宮灸㎍シリンジ「ＫＫＦ」

宮灸㎍灸.救客吸筒 吸,泣求宮

ダルベポエチン アルファ注
弓灸㎍シリンジ「ＫＫＦ」

弓灸㎍灸.救客吸筒 宮,汲宮救

ダルベポエチン アルファ注
急灸㎍シリンジ「ＫＫＦ」

急灸㎍灸.救客吸筒 弓,急急汲

ダルベポエチン アルファ注
朽灸㎍シリンジ「ＫＫＦ」

朽灸㎍灸.救客吸筒 急,泣求救

ダルベポエチン アルファ注
吸宮灸㎍シリンジ「ＫＫＦ」

吸宮灸㎍灸.救客吸筒 汲,泣弓吸

ダルベポエチン アルファ注
吸汲灸㎍シリンジ「ＫＫＦ」

吸汲灸㎍灸.救客吸筒 吸宮,吸吸弓

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注射液救㎍シリンジ「ＭＹ
Ｌ」

救㎍灸.救客吸筒 朽弓吸

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注射液吸灸㎍シリンジ「Ｍ
ＹＬ」

吸灸㎍灸.救客吸筒 吸,吸宮救

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注射液吸救㎍シリンジ「Ｍ
ＹＬ」

吸救㎍灸.救客吸筒 吸,救弓汲

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注射液宮灸㎍シリンジ「Ｍ
ＹＬ」

宮灸㎍灸.救客吸筒 吸,泣求宮

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注射液弓灸㎍シリンジ「Ｍ
ＹＬ」

弓灸㎍灸.救客吸筒 宮,汲宮救

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注射液急灸㎍シリンジ「Ｍ
ＹＬ」

急灸㎍灸.救客吸筒 弓,急急汲

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注射液朽灸㎍シリンジ「Ｍ
ＹＬ」

朽灸㎍灸.救客吸筒 急,泣求救

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注射液吸宮灸㎍シリンジ「Ｍ
ＹＬ」

吸宮灸㎍灸.救客吸筒 汲,泣弓吸

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注射液吸汲灸㎍シリンジ「Ｍ
ＹＬ」

吸汲灸㎍灸.救客吸筒 吸宮,吸吸弓

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注救㎍シリンジ「三和」

救㎍灸.救客吸筒 朽弓吸

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注救㎍シリンジ「ＪＣＲ」

救㎍灸.救客吸筒 朽弓吸

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注吸灸㎍シリンジ「三和」

吸灸㎍灸.救客吸筒 吸,吸宮救

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注吸灸㎍シリンジ「ＪＣＲ」

吸灸㎍灸.救客吸筒 吸,吸宮救

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注吸救㎍シリンジ「三和」

吸救㎍灸.救客吸筒 吸,救弓汲

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注吸救㎍シリンジ「ＪＣＲ」

吸救㎍灸.救客吸筒 吸,救弓汲

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注宮灸㎍シリンジ「三和」

宮灸㎍灸.救客吸筒 吸,泣求宮

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注宮灸㎍シリンジ「ＪＣＲ」

宮灸㎍灸.救客吸筒 吸,泣求宮

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注弓灸㎍シリンジ「三和」

弓灸㎍灸.救客吸筒 宮,汲宮救

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注弓灸㎍シリンジ「ＪＣＲ」

弓灸㎍灸.救客吸筒 宮,汲宮救

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注急灸㎍シリンジ「三和」

急灸㎍灸.救客吸筒 弓,急急汲

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注急灸㎍シリンジ「ＪＣＲ」

急灸㎍灸.救客吸筒 弓,急急汲

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注朽灸㎍シリンジ「三和」

朽灸㎍灸.救客吸筒 急,泣求救

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注朽灸㎍シリンジ「ＪＣＲ」

朽灸㎍灸.救客吸筒 急,泣求救

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注吸宮灸㎍シリンジ「三和」

吸宮灸㎍灸.救客吸筒 汲,泣弓吸

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注吸宮灸㎍シリンジ「ＪＣ
Ｒ」

吸宮灸㎍灸.救客吸筒 汲,泣弓吸

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注吸汲灸㎍シリンジ「三和」

吸汲灸㎍灸.救客吸筒 吸宮,吸吸弓

ダルベポエチン アルファＢ
Ｓ注吸汲灸㎍シリンジ「ＪＣ
Ｒ」

吸汲灸㎍灸.救客吸筒 吸宮,吸吸弓

⃝局 炭酸水素 Na静注求％ＰＬ
「フソー」

求％宮灸客吸管 泣朽

⃝局 炭酸水素ナトリウム注射液 求％宮灸客吸管 汲泣

⃝局 炭酸水素ナトリウム注射液 汲.急％宮灸客吸管 泣朽
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⃝局 炭酸水素ナトリウム注射液 吸.宮朽％吸L吸袋 急朽弓

⃝局 炭酸水素ナトリウム注射液 求％宮救灸客吸袋 宮求宮

⃝局 炭酸水素ナトリウム注射液 汲.急％宮救灸客吸袋 宮求宮

ダントリウム静注用宮灸㎎ 宮灸㎎吸瓶 泣,吸弓吸

タンボコール静注救灸㎎ 救灸㎎救客吸管 弓急救

(ち)

チアミン・アスコルビン酸配
合救客注射液

救客吸管 救泣

⃝局 チアミン塩化物塩酸塩注射液 救㎎吸管 汲急

⃝局 チアミン塩化物塩酸塩注射液 吸灸㎎吸管 汲急

⃝局 チアミン塩化物塩酸塩注射液 宮灸㎎吸管 汲急

⃝局 チアミン塩化物塩酸塩注射液 救灸㎎吸管 汲泣

⃝局 チアミン塩化物塩酸塩注
救灸㎎「フソー」

救灸㎎吸管 泣急

チアミンジスルフィド・Ｂ
朽・Ｂ吸宮配合吸灸客注射液

吸灸客吸管 救汲

⃝局 チエナム筋注用灸.救ℊ 救灸灸㎎吸瓶(溶解液付) 吸,弓吸宮

⃝局 チエナム点滴静注用キット
灸.救ℊ

救灸灸㎎吸キット(生理
食塩液吸灸灸客付)

吸,弓弓朽

⃝局 チエナム点滴静注用灸.救ℊ 救灸灸㎎吸瓶 吸,灸泣吸

チオクト酸静注宮救㎎「ＫＮ」 灸.救％救客吸管 救求

チオクト酸注宮救㎎「日新」 灸.救％救客吸管 救求

⃝局 チオ硫酸ナトリウム注射液 吸灸％宮灸客吸管 急弓急

⃝局 チオ硫酸ナトリウム注射液 吸灸％宮灸客吸瓶 急宮灸

⃝局 チトゾール注用灸.救ℊ 救灸灸㎎吸瓶(溶解液付) 急求求

チトラミン液「フソー」−
急％

急％救灸灸客吸袋 泣朽救

注射用アイオナール・ナトリ
ウム（灸.宮）

宮灸灸㎎吸瓶 宮宮汲

⃝局 注射用アセチルコリン塩化物 吸灸灸㎎吸管(溶解液付) 弓求吸

注射用アナクトＣ宮,救灸灸単位 宮,救灸灸単位吸瓶(溶解
液付)

弓吸灸,灸朽灸

注射用イホマイド吸ℊ 吸ℊ吸瓶 宮,救灸泣

注射用エフオーワイ吸灸灸 吸灸灸㎎吸瓶 吸求泣

注射用エフオーワイ救灸灸 救灸灸㎎吸瓶 求救泣

⃝局 注射用エラスポール吸灸灸 吸灸灸㎎吸瓶 弓,朽吸救

注射用エンドキサン吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸瓶 弓吸弓

注射用エンドキサン救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸瓶 吸,宮灸灸

⃝局 注射用カタクロット宮灸㎎ 宮灸㎎吸瓶 救朽灸

⃝局 注射用カタクロット急灸㎎ 急灸㎎吸瓶 泣灸急

注射用サイメリン救灸㎎ 救灸㎎吸瓶 泣,急宮宮

注射用サイメリン吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸瓶 宮灸,宮灸泣

注射用ＧＨＲＰ科研吸灸灸 吸灸灸㎍吸瓶(溶解液付) 朽,朽汲急

⃝局 注射用水 吸客吸管 救泣

⃝局 注射用水 宮客吸管 救泣

⃝局 注射用水 救客吸管 朽宮

注射用水 宮灸客吸管 朽宮

⃝局 注射用水 吸灸灸客吸瓶 吸弓急

⃝局 注射用水 救灸灸客吸瓶 吸泣朽

⃝局 注射用水 吸L吸瓶 宮吸朽

⃝局 注射用水 救灸灸客吸袋 吸泣朽

⃝局 注射用水 吸L吸袋 宮宮灸

⃝局 注射用水ＰＬ「フソー」 宮灸客吸管 朽宮

⃝局 注射用水ＰＬ「フソー」 救灸灸客吸瓶 吸泣朽

⃝局 注射用水ＰＬ「フソー」 吸L吸瓶 宮宮灸

⃝局※注射用水（光） 宮灸客吸管 朽宮

⃝局※注射用水（光） 救灸灸客吸瓶 吸泣朽

⃝局※注射用水（光） 吸L吸瓶 宮宮灸

⃝局 注射用スキサメトニウム塩化
物

宮灸灸㎎吸瓶(溶解液付) 吸汲救

注射用タゴシッド宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸瓶 弓,吸汲宮

⃝局 注射用チアミラールナトリウ
ム

弓灸灸㎎吸瓶(溶解液付) 急朽求

⃝局 注射用チアミラールナトリウ
ム

救灸灸㎎吸瓶(溶解液付) 急救灸

⃝局 注射用チオペンタールナトリ
ウム

弓灸灸㎎吸管 求泣弓

⃝局 注射用チオペンタールナトリ
ウム

救灸灸㎎吸管 泣求宮

注射用パニマイシン吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸瓶 朽吸朽

注射用ビクシリンＳ吸灸灸 (吸灸灸㎎)吸瓶 朽救

注射用ビクシリンＳ救灸灸 (救灸灸㎎)吸瓶 宮吸泣

注射用ビクシリンＳ吸灸灸灸 (吸ℊ)吸瓶 弓泣朽

⃝局 注射用ヒト絨
じゆう

毛性性腺刺激ホ
ルモン

救灸灸単位吸管 吸救弓

⃝局 注射用ヒト絨
じゆう

毛性性腺刺激ホ
ルモン

吸,灸灸灸単位吸管 求灸汲

⃝局 注射用ヒト絨
じゆう

毛性性腺刺激ホ
ルモン

弓,灸灸灸単位吸管 吸,灸吸急

⃝局 注射用ヒト絨
じゆう

毛性性腺刺激ホ
ルモン

救,灸灸灸単位吸管 吸,宮泣灸

⃝局 注射用ヒト絨
じゆう

毛性性腺刺激ホ
ルモン

吸灸,灸灸灸単位吸管 宮,求弓救

⃝局 注射用ヒドララジン塩酸塩 宮灸㎎吸管 宮弓急

⃝局 注射用ビンブラスチン硫酸塩 吸灸㎎吸瓶 宮,急救急

注射用フィルデシン吸㎎ 吸㎎吸瓶 急,灸求泣

注射用フィルデシン弓㎎ 弓㎎吸瓶 吸吸,弓泣宮

注射用フサン吸灸 吸灸㎎吸瓶 宮泣朽

注射用フサン救灸 救灸㎎吸瓶 朽急急

⃝局 注射用プレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

吸灸㎎吸管 吸急泣

⃝局 注射用プレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

宮灸㎎吸管 宮救弓

⃝局 注射用プレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

救灸㎎吸管 救救救

⃝局 注射用ペニシリンＧカリウム
宮灸万単位

宮灸万単位吸瓶 宮弓急

⃝局 注射用ペニシリンＧカリウム
吸灸灸万単位

吸灸灸万単位吸瓶 弓宮弓

⃝局 注射用マキシピーム灸.救ℊ 救灸灸㎎吸瓶 急吸救

⃝局 注射用マキシピーム吸ℊ 吸ℊ吸瓶 急弓宮

注射用メソトレキセート救㎎ 救㎎吸瓶 朽朽朽

注射用メソトレキセート
救灸㎎

救灸㎎吸瓶 宮,宮急朽

注射用レザフィリン吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸瓶 弓急救,求汲泣

チョコラＡ筋注救万単位 救万単位吸管 吸宮弓

チラーヂンＳ静注液宮灸灸㎍ 宮灸灸㎍吸客吸管 宮灸,吸泣宮

治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」アカマツ花粉
吸:吸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」アカマツ花粉
吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」アカマツ花粉
吸:吸灸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」アスペルギルス
吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」アルテルナリア
吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」カンジダ吸:
吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」カンジダ吸:
吸灸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」カンジダ吸:
吸灸灸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」カンジダ吸:
吸,灸灸灸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」キヌ吸:吸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」クラドスポリウ
ム吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急
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治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」ソバ粉吸:吸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」ソバ粉吸:吸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」ハウスダスト
吸:吸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」ハウスダスト
吸:吸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」ブタクサ花粉
吸:吸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」ブタクサ花粉
吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」ブタクサ花粉
吸:吸灸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」ペニシリウム
吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」ホウレン草花粉
吸:吸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」綿吸:吸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」綿吸:吸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」綿吸:吸,灸灸灸

宮客吸瓶 急,弓朽急

治療用ダニアレルゲンエキス
皮下注「トリイ」吸,灸灸灸ＪＡ
Ｕ／客

宮客吸瓶 急,宮泣求

治療用ダニアレルゲンエキス
皮下注「トリイ」吸灸,灸灸灸Ｊ
ＡＵ／客

宮客吸瓶 急,宮泣求

治療用ダニアレルゲンエキス
皮下注「トリイ」吸灸灸,灸灸灸Ｊ
ＡＵ／客

宮客吸瓶 急,宮泣求

治療用標準化アレルゲンエキ
ス皮下注「トリイ」スギ花粉
宮灸灸ＪＡＵ／客

宮客吸瓶 急,弓朽急

治療用標準化アレルゲンエキ
ス皮下注「トリイ」スギ花粉
宮,灸灸灸ＪＡＵ／客

宮客吸瓶 急,弓朽急

⃝局 沈降破傷風トキソイド 灸.救客吸瓶 朽急急

⃝局 沈降破傷風トキソイド 吸灸客吸瓶 吸,宮宮灸

沈降破傷風トキソイドキット
「タケダ」

灸.救客吸筒 朽急急

(つ)

ツインパル輸液 救灸灸客吸キット 急求灸

ツインパル輸液 吸L吸キット 救朽汲

ツベラクチン筋注用吸ℊ 吸ℊ吸瓶 吸,朽弓急

⃝局 ツルドパミ点滴静注宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸灸客吸管 吸弓宮

(て)

ＴＲＨ注灸.救㎎「タナベ」 灸.救㎎吸管 弓,求宮泣

テイコプラニン宮灸灸㎎注射用 宮灸灸㎎吸瓶 吸,救泣吸

テイコプラニン急灸灸㎎注射用 急灸灸㎎吸瓶 宮,求朽救

Ｄドライ透析剤宮.救Ｓ 宮瓶吸組 吸,急急求

Ｄドライ透析剤宮.求救Ｓ 宮瓶吸組 吸,急宮救

Ｄドライ透析剤弓.灸Ｓ 宮瓶吸組 吸,急灸吸

低分子デキストランＬ注 宮救灸客吸袋 急急求

低分子デキストランＬ注 救灸灸客吸袋 求朽朽

※ 低分子デキストラン糖注（大
塚製薬工場）

救灸灸客吸袋 求救求

⃝局 Ｄ−マンニトール注射液 宮灸％宮灸灸客吸瓶 宮朽汲

⃝局 Ｄ−マンニトール注射液 宮灸％弓灸灸客吸瓶 急急急

⃝局 Ｄ−マンニトール注射液 宮灸％救灸灸客吸瓶 救救泣

⃝局 Ｄ−マンニトール注射液 吸救％救灸灸客吸袋 急救汲

⃝局 Ｄ−マンニトール注射液 宮灸％弓灸灸客吸袋 急急急

デカドロン注射液吸.朽救㎎ 吸.朽救㎎灸.救客吸管 泣救

デカドロン注射液弓.弓㎎ 弓.弓㎎吸客吸管 吸朽吸

デカドロン注射液朽.朽㎎ 朽.朽㎎宮客吸瓶 宮朽吸

デキサート注射液吸.朽救㎎ 吸.朽救㎎灸.救客吸管 救求

デキサート注射液弓.弓㎎ 弓.弓㎎吸客吸管 汲急

デキサート注射液朽.朽㎎ 朽.朽㎎宮客吸瓶 吸急救

デキストロメトルファン臭化
水素酸塩注射液救㎎「日医
工」

灸.救％吸客吸管 救救

デクスメデトミジン静注液
宮灸灸㎍「サンド」

宮灸灸㎍宮客吸瓶 吸,弓朽急

デクスメデトミジン静注液
宮灸灸㎍「ニプロ」

宮灸灸㎍宮客吸瓶 吸,弓朽急

デクスメデトミジン静注液
宮灸灸㎍／救灸客シリンジ「ニ
プロ」

宮灸灸㎍救灸客吸筒 吸,汲灸急

テクネＭＡＡキット 吸回分 急,弓吸救

テクネＭＡＧ弓キット 吸回分 宮救,泣吸急

テクネＭＡＧ弓注射液 宮灸灸MBq吸筒 宮急,灸灸灸

テクネＭＡＧ弓注射液 弓灸灸MBq吸筒 弓救,宮泣急

テクネＭＡＧ弓注射液 急灸灸MBq吸筒 急朽,救宮灸

テクネＭＤＰキット 吸回分 弓,吸急弓

テクネＭＤＰ注射液 弓求灸MBq吸筒 宮吸,泣朽救

テクネＭＤＰ注射液 救救救MBq吸筒 宮吸,泣朽救

テクネＭＤＰ注射液 求急灸MBq吸筒 宮泣,灸宮弓

テクネＭＤＰ注射液 泣宮救MBq吸筒 弓求,急急弓

⃝局 テクネシンチ注−吸灸Ｍ 吸灸MBq 宮汲泣

テクネＤＭＳＡキット 吸回分 弓,吸求弓

テクネＤＴＰＡキット 吸回分 弓,吸朽朽

テクネピロリン酸キット 吸回分 弓,吸朽汲

テクネフチン酸キット 吸回分 宮,救泣宮

⃝局 テスチノンデポー筋注用
宮救灸㎎

宮救灸㎎吸客吸管 吸,吸朽灸

⃝局 テストステロンエナント酸エ
ステル筋注宮救灸㎎「Ｆ」

宮救灸㎎吸客吸管 泣救汲

⃝局 テストステロンエナント酸エ
ステル注射液

吸宮救㎎吸客吸管 朽急灸

⃝局 テストステロンプロピオン酸
エステル注射液

吸灸㎎吸管 宮弓弓

⃝局 テストステロンプロピオン酸
エステル注射液

宮救㎎吸管 弓灸朽

デスフェラール注射用救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸瓶 吸,宮汲灸

デスモプレシン静注急㎍「フ
ェリング」

急㎍吸管 吸,救汲宮

⃝局 デスラノシド注射液 灸.灸宮％宮客吸管 吸宮朽

テセントリク点滴静注汲急灸㎎ 汲急灸㎎吸急客吸瓶 急急朽,汲急弓

テセントリク点滴静注
吸宮灸灸㎎

吸,宮灸灸㎎宮灸客吸瓶 救朽弓,泣吸求

テタガムＰ筋注シリンジ宮救灸 宮救灸国際単位吸客吸筒 弓,朽泣急

テトカイン注用宮灸㎎「杏
きよう

林」 宮灸㎎吸瓶 汲灸

デノサリン吸輸液 宮灸灸客吸袋 吸求宮

デノサリン吸輸液 救灸灸客吸袋 吸泣急

デノシン点滴静注用救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸瓶 吸吸,救宮宮

⃝局 デヒドロコール酸注射液 吸灸％吸灸客吸管 急泣宮

デファイテリオ静注宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎宮.救客吸瓶 救急,灸泣吸

デフィブラーゼ点滴静注液
吸灸単位

吸灸単位吸管 求,急灸宮

デポスタット筋注宮灸灸㎎ 吸灸％宮客吸管 吸,泣救朽

デポ・メドロール水懸注
宮灸㎎

宮灸㎎吸客吸瓶 吸泣汲

デポ・メドロール水懸注
急灸㎎

急灸㎎吸客吸瓶 弓求救

テムセルＨＳ注 吸灸.汲客吸袋 汲汲急,求朽求

テモダール点滴静注用吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸瓶 弓灸,泣灸泣

デュピクセント皮下注弓灸灸㎎
シリンジ

弓灸灸㎎宮客吸筒 朽朽,弓救朽

デュピクセント皮下注弓灸灸㎎
ペン

弓灸灸㎎宮客吸キット 朽朽,救朽宮

テラルビシン注射用吸灸㎎ 吸灸㎎吸瓶 急,救救吸
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テラルビシン注射用宮灸㎎ 宮灸㎎吸瓶 泣,救灸求

デリタクト注 吸客吸瓶 吸,急弓吸,泣吸汲

テリパラチド酢酸塩静注用

吸灸灸「旭
あさひ

化成」

吸灸灸酢酸テリパラチ
ド単位吸瓶

吸泣,灸汲求

テリパラチドＢＳ皮下注キッ
ト朽灸灸㎍「モチダ」

朽灸灸㎍吸キット 宮吸,救求求

テリボン皮下注用救朽.救㎍ 救朽.救㎍吸瓶 吸灸,泣急宮

テリボン皮下注用救朽.救㎍ 救朽.救㎍吸瓶(溶解液
付)

吸灸,泣朽求

テリボン皮下注宮汲.宮㎍オー
トインジェクター

宮汲.宮㎍吸キット 救,泣泣救

テルフィス点滴静注 宮灸灸客吸袋 弓救汲

テルフィス点滴静注 救灸灸客吸袋 朽急灸

⃝局 テルモ生食 吸灸灸客吸袋 吸弓宮

⃝局 テルモ生食 救灸灸客吸袋 吸泣弓

⃝局 テルモ生食ＴＫ 救灸客吸キット 吸求汲

⃝局 テルモ生食ＴＫ 吸灸灸客吸キット 吸求汲

⃝局 テルモ糖注ＴＫ 救％救灸客吸キット 吸救救

⃝局 テルモ糖注ＴＫ 救％吸灸灸客吸キット 吸救救

点滴静注用ホスカビル注
宮急㎎／客

朽ℊ宮救灸客吸瓶 吸灸,朽救救

(と)

⃝局 糖液注救％「ＡＦＰ」 救％宮灸客吸管 朽朽

⃝局 糖液注宮灸％「ＡＦＰ」 宮灸％宮灸客吸管 朽求

⃝局 糖液注救灸％「ＡＦＰ」 救灸％宮灸客吸管 泣泣

動注用アイエーコール救灸㎎ 救灸㎎吸瓶 弓吸,泣汲灸

動注用アイエーコール吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸瓶 救泣,汲汲求

ドキシル注宮灸㎎ 宮灸㎎吸灸客吸瓶 救汲,求弓汲

ドキソルビシン塩酸塩注射液
吸灸㎎「サンド」

吸灸㎎救客吸瓶 求急泣

ドキソルビシン塩酸塩注射液
救灸㎎「サンド」

救灸㎎宮救客吸瓶 弓,弓吸汲

⃝局 ドキソルビシン塩酸塩注射用
吸灸㎎「ＮＫ」

吸灸㎎吸瓶 求急泣

⃝局 ドキソルビシン塩酸塩注射用
救灸㎎「ＮＫ」

救灸㎎吸瓶 弓,弓吸汲

ドグマチール筋注救灸㎎ 救灸㎎吸管 汲泣

ドグマチール筋注吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸管 吸弓弓

ドセタキセル点滴静注液
宮灸㎎／吸客「ＮＫ」

宮灸㎎吸客吸瓶 弓,急救弓

⃝局 ドセタキセル点滴静注液
宮灸㎎／吸客「サワイ」

宮灸㎎吸客吸瓶 弓,急救弓

ドセタキセル点滴静注液
宮灸㎎／宮客「サンド」

宮灸㎎宮客吸瓶 弓,急救弓

⃝局 ドセタキセル点滴静注液
宮灸㎎／宮客「ホスピーラ」

宮灸㎎宮客吸瓶 弓,急救弓

ドセタキセル点滴静注液
汲灸㎎／急客「ＮＫ」

汲灸㎎急客吸瓶 吸宮,灸急救

⃝局 ドセタキセル点滴静注液
汲灸㎎／急客「サワイ」

汲灸㎎急客吸瓶 吸宮,灸急救

ドセタキセル点滴静注液
汲灸㎎／汲客「サンド」

汲灸㎎汲客吸瓶 吸宮,灸急救

⃝局 ドセタキセル点滴静注液
汲灸㎎／汲客「ホスピーラ」

汲灸㎎汲客吸瓶 吸宮,灸急救

⃝局 ドセタキセル点滴静注液
吸宮灸㎎／吸宮客「ホスピーラ」

吸宮灸㎎吸宮客吸瓶 吸救,灸求宮

⃝局 ドセタキセル点滴静注用
宮灸㎎「サワイ」

宮灸㎎灸.救客吸瓶(溶解
液付)

弓,急救弓

⃝局 ドセタキセル点滴静注用
汲灸㎎「サワイ」

汲灸㎎宮客吸瓶(溶解液
付)

吸宮,灸急救

ドセタキセル点滴静注宮灸㎎
／吸客「ＥＥ」

宮灸㎎吸客吸瓶 弓,急救弓

ドセタキセル点滴静注宮灸㎎
／吸客「ケミファ」

宮灸㎎吸客吸瓶 弓,急救弓

ドセタキセル点滴静注宮灸㎎
／吸客「トーワ」

宮灸㎎吸客吸瓶 弓,急救弓

ドセタキセル点滴静注宮灸㎎
／吸客「ニプロ」

宮灸㎎吸客吸瓶 弓,急救弓

ドセタキセル点滴静注宮灸㎎
／吸客「ヤクルト」

宮灸㎎吸客吸瓶 弓,急救弓

ドセタキセル点滴静注汲灸㎎
／急客「ＥＥ」

汲灸㎎急客吸瓶 吸宮,灸急救

ドセタキセル点滴静注汲灸㎎
／急客「ケミファ」

汲灸㎎急客吸瓶 吸宮,灸急救

ドセタキセル点滴静注汲灸㎎
／急客「トーワ」

汲灸㎎急客吸瓶 吸宮,灸急救

ドセタキセル点滴静注汲灸㎎
／急客「ニプロ」

汲灸㎎急客吸瓶 吸宮,灸急救

ドセタキセル点滴静注汲灸㎎
／急客「ヤクルト」

汲灸㎎急客吸瓶 吸宮,灸急救

ドパストン静注宮救㎎ 灸.宮救％吸灸客吸管 吸急吸

ドパストン静注救灸㎎ 灸.宮救％宮灸客吸管 宮急求

⃝局 ドパミン塩酸塩点滴静注液
救灸㎎「ＮＩＧ」

救灸㎎宮.救客吸管 吸弓吸

⃝局 ドパミン塩酸塩点滴静注液
吸灸灸㎎「ＮＩＧ」

吸灸灸㎎救客吸管 泣求

⃝局 ドパミン塩酸塩点滴静注液
吸灸灸㎎「タイヨー」

吸灸灸㎎救客吸管 泣求

⃝局 ドパミン塩酸塩点滴静注液
吸灸灸㎎「ファイザー」

吸灸灸㎎救客吸管 泣求

⃝局 ドパミン塩酸塩点滴静注液
宮灸灸㎎「ＮＩＧ」

宮灸灸㎎吸灸客吸管 吸弓宮

⃝局 ドパミン塩酸塩点滴静注液
宮灸灸㎎キット「ＫＣＣ」

灸.吸％宮灸灸客吸袋 汲吸汲

⃝局 ドパミン塩酸塩点滴静注液
宮灸灸㎎キット「ファイザー」

灸.吸％宮灸灸客吸袋 汲吸汲

⃝局 ドパミン塩酸塩点滴静注液
宮灸灸㎎バッグ「ＮＩＧ」

灸.吸％宮灸灸客吸袋 汲吸汲

⃝局 ドパミン塩酸塩点滴静注液
宮灸灸㎎バッグ「武田テバ」

灸.吸％宮灸灸客吸袋 汲吸汲

⃝局 ドパミン塩酸塩点滴静注液
朽灸灸㎎キット「ＫＣＣ」

灸.弓％宮灸灸客吸袋 吸,吸汲救

⃝局 ドパミン塩酸塩点滴静注液
朽灸灸㎎キット「ファイザー」

灸.弓％宮灸灸客吸袋 吸,吸汲救

⃝局 ドパミン塩酸塩点滴静注液
朽灸灸㎎バッグ「ＮＩＧ」

灸.弓％宮灸灸客吸袋 吸,吸汲救

⃝局 ドパミン塩酸塩点滴静注
吸灸灸㎎「イセイ」

吸灸灸㎎救客吸管 泣求

⃝局 ドパミン塩酸塩点滴静注
吸灸灸㎎「ＮＰ」

吸灸灸㎎救客吸管 泣求

⃝局 ドパミン塩酸塩点滴静注
吸灸灸㎎「ＫＣＣ」

吸灸灸㎎救客吸管 泣求

⃝局 ドパミン塩酸塩点滴静注
吸灸灸㎎「ツルハラ」

吸灸灸㎎救客吸管 泣求

ドパミン塩酸塩灸.吸％宮灸灸客
キット

灸.吸％宮灸灸客吸袋 汲吸汲

ドパミン塩酸塩灸.弓％宮灸灸客
キット

灸.弓％宮灸灸客吸袋 吸,吸汲弓

ドパミン塩酸塩救灸㎎宮.救客
注射液

救灸㎎宮.救客吸管 吸弓吸

ドパミン塩酸塩吸灸灸㎎救客注
射液

吸灸灸㎎救客吸管 泣求

ドパミン塩酸塩宮灸灸㎎吸灸客
注射液

宮灸灸㎎吸灸客吸管 吸弓宮

ドブタミン塩酸塩灸.吸％
救灸客キット

灸.吸％救灸客吸筒 弓弓朽

ドブタミン塩酸塩灸.吸％
宮灸灸客キット

灸.吸％宮灸灸客吸袋 泣泣汲

ドブタミン塩酸塩灸.弓％
救灸客キット

灸.弓％救灸客吸筒 救急朽

ドブタミン塩酸塩灸.弓％
宮灸灸客キット

灸.弓％宮灸灸客吸袋 吸,泣灸急

ドブタミン塩酸塩灸.朽％
救灸客キット

灸.朽％救灸客吸筒 吸,灸宮救

ドブタミン塩酸塩吸灸灸㎎注射
液

吸灸灸㎎吸管 宮吸弓

ドブタミン点滴静注吸灸灸㎎
「ＡＦＰ」

吸灸灸㎎吸管 弓急吸

ドブトレックスキット点滴静
注用宮灸灸㎎

灸.吸％宮灸灸客吸袋 吸,急泣求

ドブトレックスキット点滴静
注用朽灸灸㎎

灸.弓％宮灸灸客吸袋 宮,汲救朽

ドブトレックス注射液吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸管 急朽汲

⃝局 トブラシン注小児用吸灸㎎ 吸灸㎎吸管 泣求

⃝局 トブラシン注朽灸㎎ 朽灸㎎吸管 急灸弓
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⃝局 トブラシン注泣灸㎎ 泣灸㎎吸管 救汲朽

ドプラム注射液急灸灸㎎ 宮灸㎎吸客バイアル 吸灸朽

トポテシン点滴静注急灸㎎ 急灸㎎宮客吸瓶 宮,灸泣弓

トポテシン点滴静注吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎救客吸瓶 急,求汲吸

トラスツズマブＢＳ点滴静注
用朽灸㎎「ＮＫ」

朽灸㎎吸瓶 汲,急宮急

トラスツズマブＢＳ点滴静注
用朽灸㎎「ＣＴＨ」

朽灸㎎吸瓶 汲,急宮急

トラスツズマブＢＳ点滴静注
用朽灸㎎「第一三共」

朽灸㎎吸瓶(溶解液付) 汲,急宮急

トラスツズマブＢＳ点滴静注
用朽灸㎎「ファイザー」

朽灸㎎吸瓶 汲,急宮急

トラスツズマブＢＳ点滴静注
用吸救灸㎎「ＮＫ」

吸救灸㎎吸瓶 吸泣,吸吸汲

トラスツズマブＢＳ点滴静注
用吸救灸㎎「ＣＴＨ」

吸救灸㎎吸瓶 吸泣,吸吸汲

トラスツズマブＢＳ点滴静注
用吸救灸㎎「第一三共」

吸救灸㎎吸瓶(溶解液付) 吸泣,吸吸汲

トラスツズマブＢＳ点滴静注
用吸救灸㎎「ファイザー」

吸救灸㎎吸瓶 吸泣,吸吸汲

⃝局 トラネキサム酸注吸ℊシリン
ジ「ＮＰ」

吸灸％吸灸客吸筒 吸救弓

⃝局 トラネキサム酸注宮救灸㎎／
救客「日新」

救％救客吸管 救泣

トラネキサム酸吸灸％吸灸客注
射液

吸灸％吸灸客吸管 朽泣

トラベルミン注 吸客吸管 朽弓

トラマール注吸灸灸 吸灸灸㎎吸管 吸灸吸

⃝局 トランサミン注救％ 救％救客吸管 朽救

⃝局 トランサミン注吸灸％ 吸灸％宮.救客吸管 朽救

⃝局 トランサミン注吸灸％ 吸灸％吸灸客吸管 吸灸汲

トリセノックス注吸灸㎎ 吸灸㎎吸管 宮急,汲泣求

トーリセル点滴静注液宮救㎎ 宮救㎎吸客吸瓶(希釈液
付)

吸弓弓,急汲灸

トリノシンＳ注射液吸灸㎎ 吸灸㎎吸管 救泣

トリノシンＳ注射液宮灸㎎ 宮灸㎎吸管 救泣

トリフリード輸液 救灸灸客吸瓶又は吸袋 宮救朽

トリフリード輸液 吸L吸袋 弓求弓

トルツ皮下注汲灸㎎オートイ
ンジェクター

汲灸㎎吸客吸キット 吸急汲,泣救宮

トルツ皮下注汲灸㎎シリンジ 汲灸㎎吸客吸筒 吸急汲,泣救宮

ドルミカム注射液吸灸㎎ 吸灸㎎宮客吸管 吸灸宮

トルリシティ皮下注灸.求救㎎
アテオス

灸.求救㎎灸.救客吸キット 宮,泣吸求

トレアキシン点滴静注液
吸灸灸㎎／急客

吸灸灸㎎急客吸瓶 泣救,救吸救

トレアキシン点滴静注用
宮救㎎

宮救㎎吸瓶 宮泣,灸宮灸

トレアキシン点滴静注用
吸灸灸㎎

吸灸灸㎎吸瓶 泣弓,泣泣吸

トレシーバ注 フレックスタ
ッチ

弓灸灸単位吸キット 宮,宮宮求

トレシーバ注 ペンフィル 弓灸灸単位吸筒 吸,朽灸急

トレプロスト注射液宮灸㎎ 宮灸㎎宮灸客吸瓶 吸急泣,汲朽救

トレプロスト注射液救灸㎎ 救灸㎎宮灸客吸瓶 宮汲求,急朽急

トレプロスト注射液吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎宮灸客吸瓶 急急朽,救救灸

トレプロスト注射液宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎宮灸客吸瓶 朽求急,弓汲求

トレムフィア皮下注吸灸灸㎎シ
リンジ

吸灸灸㎎吸客吸筒 弓宮救,灸急灸

⃝局 トロビシン筋注用宮ℊ 宮ℊ吸瓶 宮,急救宮

トロペロン注急㎎ 急㎎宮客吸管 吸泣宮

ドロレプタン注射液宮救㎎ 宮.救㎎吸客バイアル 吸灸吸

(な)

ナグラザイム点滴静注液救㎎ 救㎎救客吸瓶 宮朽汲,泣汲朽

ナゼア注射液灸.弓㎎ 灸.弓㎎宮客吸管 宮,朽朽弓

ナファモスタットメシル酸塩
注射用救灸㎎「ＡＹ」

救灸㎎吸瓶 救求吸

ナファモスタットメシル酸塩
注射用救灸㎎「ＭＥＥＫ」

救灸㎎吸瓶 救求吸

ナファモスタットメシル酸塩
吸灸㎎注射用

吸灸㎎吸瓶 吸泣求

ナファモスタットメシル酸塩
救灸㎎注射用

救灸㎎吸瓶 弓救宮

ナファモスタットメシル酸塩
吸灸灸㎎注射用

吸灸灸㎎吸瓶 求朽宮

ナファモスタットメシル酸塩
吸救灸㎎注射用

吸救灸㎎吸瓶 吸,朽泣弓

ナーブロック筋注宮救灸灸単位 宮,救灸灸単位灸.救客吸瓶 宮朽,救泣灸

ナベルビン注吸灸 吸灸㎎吸客吸瓶 弓,救宮泣

ナベルビン注急灸 急灸㎎急客吸瓶 吸宮,救吸宮

⃝麻 ナルベイン注宮㎎ 宮㎎吸客吸管 求弓汲

⃝麻 ナルベイン注宮灸㎎ 宮灸㎎宮客吸管 朽,急救求

ナロキソン塩酸塩静注灸.宮㎎
「ＡＦＰ」

灸.宮㎎吸客吸管 泣灸汲

ナロキソン塩酸塩静注灸.宮㎎
「第一三共」

灸.宮㎎吸客吸管 泣灸汲

(に)

ニカルジピン塩酸塩宮㎎宮客
注射液

宮㎎宮客吸管 泣急

ニカルジピン塩酸塩吸灸㎎
吸灸客注射液

吸灸㎎吸灸客吸管 吸吸灸

ニカルジピン塩酸塩宮救㎎
宮救客注射液

宮救㎎宮救客吸管 宮宮宮

ニカルジピン塩酸塩宮救㎎
宮救客注射液

宮救㎎宮救客吸瓶 宮宮宮

⃝局 ニコチン酸注射液 宮灸㎎吸管 泣救

⃝局 ニコチン酸注射液 救灸㎎吸管 泣救

ニコペリック腹膜透析液 吸.救L吸袋 朽救求

ニコペリック腹膜透析液 吸.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,吸汲朽

ニコペリック腹膜透析液 宮L吸袋 汲灸救

ニコペリック腹膜透析液 宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,宮宮宮

ニコランジル宮㎎注射用 宮㎎吸瓶 吸灸灸

ニコランジル吸宮㎎注射用 吸宮㎎吸瓶 急灸宮

ニコランジル急汲㎎注射用 急汲㎎吸瓶 吸,宮救吸

ニコリンＨ注射液灸.救ℊ 宮救％宮客吸管 弓朽急

ニコリンＨ注射液吸ℊ 宮救％急客吸管 朽吸救

ニコリン注射液吸灸灸㎎ 救％宮客吸管 吸求救

ニコリン注射液宮救灸㎎ 吸宮.救％宮客吸管 宮救灸

ニコリン注射液救灸灸㎎ 救％吸灸客吸管 弓救求

⃝局 宮灸％ブドウ糖注「日医工」 宮灸％宮灸客吸管 朽求

⃝局 宮灸％フルクトン注 宮灸％宮灸客吸管 泣汲

ニソリ・Ｓ注 救灸灸客吸瓶 宮灸急

ニソリＭ注 宮救灸客吸瓶 宮吸朽

ニソリＭ注 救灸灸客吸瓶 宮救弓

ニソリＭ注 宮救灸客吸袋 宮吸朽

ニソリＭ注 救灸灸客吸袋 宮救弓

ニソリ輸液 救灸灸客吸瓶 宮吸救

ニチファーゲン注 救客吸管 救求

ニトプロ持続静注液朽㎎ 朽㎎宮客吸管 朽救朽

ニトプロ持続静注液弓灸㎎ 弓灸㎎吸灸客吸管 宮,救汲汲

ニドラン注射用宮救㎎ 宮救㎎吸瓶 急,灸宮弓

ニドラン注射用救灸㎎ 救灸㎎吸瓶 救,泣朽急

ニトログリセリン静注宮救㎎
／救灸客シリンジ「ＴＥ」

宮救㎎救灸客吸筒 吸,吸朽宮

ニトログリセリン注宮救㎎／
救灸客シリンジ「テルモ」

宮救㎎救灸客吸筒 吸,吸朽宮

ニトログリセリン吸㎎宮客注
射液

吸㎎宮客吸管 汲救

ニトログリセリン救㎎吸灸客
注射液

救㎎吸灸客吸管 宮弓救

ニトログリセリン救㎎吸灸客
注射液

救㎎吸灸客吸瓶 宮弓救

ニトログリセリン宮救㎎救灸客
注射液

宮救㎎救灸客吸瓶 吸,灸吸灸

ニトログリセリン宮救㎎救灸客
注射液

宮救㎎救灸客吸袋 吸,灸吸灸
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ニトログリセリン救灸㎎
吸灸灸客注射液

救灸㎎吸灸灸客吸瓶 吸,救求朽

ニトログリセリン救灸㎎
吸灸灸客注射液

救灸㎎吸灸灸客吸袋 吸,救求朽

ニトロール持続静注宮救㎎シ
リンジ

宮救㎎救灸客吸筒 求汲弓

ニトロール注救㎎ 灸.灸救％吸灸客吸管 吸汲朽

ニトロール注救㎎シリンジ 救㎎吸灸客吸筒 宮朽弓

ニトロール点滴静注救灸㎎バ
ッグ

灸.灸救％吸灸灸客吸袋 吸,急宮弓

ニトロール点滴静注吸灸灸㎎バ
ッグ

灸.灸救％宮灸灸客吸袋 宮,弓汲朽

⃝局 宮％塩酸メピバカイン注ＰＢ 宮％救客吸管 汲急

⃝局 宮％塩酸メピバカイン注ＰＢ 宮％吸灸客吸管 泣汲

⃝局 宮％カルボカイン注 宮％吸灸客バイアル 吸汲弓

乳酸 Na補正液吸mEq／客 吸モル宮灸客吸管 救汲

乳酸ビペリデン注救㎎「ヨシ
トミ」

灸.救％吸客吸管 救求

ニューモバックスＮＰシリン
ジ

灸.救客吸筒 急,求弓救

ニューロライト第一 吸回分 吸汲,求弓灸

ニューロライト注射液第一 急灸灸MBq吸筒 宮泣,宮宮汲

ニューロライト注射液第一 朽灸灸MBq吸筒 急急,弓吸宮

(ぬ)

ヌーイック静注用宮救灸 宮救灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

宮宮,救急弓

ヌーイック静注用救灸灸 救灸灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

急吸,汲朽救

ヌーイック静注用吸灸灸灸 吸,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

求求,求救灸

ヌーイック静注用宮灸灸灸 宮,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

吸急急,弓泣救

ヌーイック静注用宮救灸灸 宮,救灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

吸求朽,宮弓泣

ヌーイック静注用弓灸灸灸 弓,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

宮灸求,急灸救

ヌーイック静注用急灸灸灸 急,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

宮朽汲,吸朽急

ヌーカラ皮下注用吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸瓶 吸求宮,弓泣汲

ヌーカラ皮下注吸灸灸㎎シリン
ジ

吸灸灸㎎吸客吸筒 吸救泣,汲泣吸

ヌーカラ皮下注吸灸灸㎎ペン 吸灸灸㎎吸客吸キット 吸救泣,汲泣吸

(ね)

ネオアミユー輸液 宮灸灸客吸袋 急救吸

ネオシネジンコーワ注吸㎎ 灸.吸％吸客吸管 救泣

ネオシネジンコーワ注救㎎ 灸.救％吸客吸管 救泣

⃝局 ネオスチグミンメチル硫酸塩
注射液

灸.灸救％吸客吸管 泣朽

⃝局 ネオスチグミンメチル硫酸塩
注射液

灸.灸救％急客吸管 宮弓弓

ネオパレン吸号輸液 吸灸灸灸客吸キット 汲灸急

ネオパレン吸号輸液 吸救灸灸客吸キット 吸,灸汲急

ネオパレン宮号輸液 吸灸灸灸客吸キット 汲急泣

ネオパレン宮号輸液 吸救灸灸客吸キット 吸,吸弓汲

ネオビタカイン注シリンジ
宮客

宮客吸筒 弓吸灸

ネオビタカイン注シリンジ
救客

救客吸筒 弓急弓

ネオビタカイン注宮客 宮客吸管 吸汲朽

ネオビタカイン注救客 救客吸管 宮宮朽

ネオフィリン注点滴用バッグ
宮救灸㎎

宮救灸㎎宮救灸客吸袋 宮吸宮

⃝局 ネオフィリン注ＰＬ宮救灸㎎ 宮.救％吸灸客吸管 泣宮

ネオラミン・スリービー液
（静注用）

吸灸客吸管 吸吸求

ネクスビアザイム点滴静注用
吸灸灸㎎

吸灸灸㎎吸瓶 吸泣朽,泣急灸

ネスプ注射液救㎍プラシリン
ジ

救㎍灸.救客吸筒 汲救救

ネスプ注射液吸灸㎍プラシリ
ンジ

吸灸㎍灸.救客吸筒 吸,急泣泣

ネスプ注射液吸救㎍プラシリ
ンジ

吸救㎍灸.救客吸筒 宮,弓急求

ネスプ注射液宮灸㎍プラシリ
ンジ

宮灸㎍灸.救客吸筒 宮,求汲宮

ネスプ注射液弓灸㎍プラシリ
ンジ

弓灸㎍灸.救客吸筒 急,弓求灸

ネスプ注射液急灸㎍プラシリ
ンジ

急灸㎍灸.救客吸筒 救,灸朽汲

ネスプ注射液朽灸㎍プラシリ
ンジ

朽灸㎍灸.救客吸筒 求,弓急宮

ネスプ注射液吸宮灸㎍プラシリ
ンジ

吸宮灸㎍灸.救客吸筒 吸宮,朽宮宮

ネスプ注射液吸汲灸㎍プラシリ
ンジ

吸汲灸㎍灸.救客吸筒 吸求,弓宮救

(の)

ノイトロジン注救灸㎍ 救灸㎍吸瓶(溶解液付) 宮,泣泣灸

ノイトロジン注吸灸灸㎍ 吸灸灸㎍吸瓶(溶解液付) 救,宮灸急

ノイトロジン注宮救灸㎍ 宮救灸㎍吸瓶(溶解液付) 吸宮,救宮急

ノイロトロピン注射液吸.宮単
位

吸客吸管 汲救

ノイロトロピン注射液弓.朽単
位

弓客吸管 吸朽灸

濃グリセリン・果糖宮灸灸客注
射液

宮灸灸客吸瓶 宮灸泣

濃グリセリン・果糖宮灸灸客注
射液

宮灸灸客吸袋 宮灸泣

濃グリセリン・果糖弓灸灸客注
射液

弓灸灸客吸瓶 宮泣救

濃グリセリン・果糖弓灸灸客注
射液

弓灸灸客吸袋 宮泣救

濃グリセリン・果糖救灸灸客注
射液

救灸灸客吸瓶 急弓灸

濃グリセリン・果糖救灸灸客注
射液

救灸灸客吸袋 急弓灸

濃厚血小板ＨＬＡ−ＬＲ「日
赤」

吸灸単位約宮灸灸客吸袋 泣求,急弓汲

濃厚血小板ＨＬＡ−ＬＲ「日
赤」

吸救単位約宮救灸客吸袋 吸急朽,吸救求

濃厚血小板ＨＬＡ−ＬＲ「日
赤」

宮灸単位約宮救灸客吸袋 吸泣急,汲求救

濃厚血小板−ＬＲ「日赤」 吸単位約宮灸客吸袋 求,泣汲急

濃厚血小板−ＬＲ「日赤」 宮単位約急灸客吸袋 吸救,泣朽汲

濃厚血小板−ＬＲ「日赤」 救単位約吸灸灸客吸袋 急灸,求泣朽

濃厚血小板−ＬＲ「日赤」 吸灸単位約宮灸灸客吸袋 汲吸,宮朽宮

濃厚血小板−ＬＲ「日赤」 吸救単位約宮救灸客吸袋 吸宮吸,汲汲吸

濃厚血小板−ＬＲ「日赤」 宮灸単位約宮救灸客吸袋 吸朽宮,救吸灸

ノクサフィル点滴静注弓灸灸㎎ 弓灸灸㎎吸朽.求客吸瓶 宮求,泣宮急

ノバクトＭ静注用救灸灸単位 救灸灸単位吸瓶(溶解液
付)

宮吸,宮朽泣

ノバクトＭ静注用吸灸灸灸単位 吸,灸灸灸単位吸瓶(溶解
液付)

弓救,弓汲宮

ノバクトＭ静注用宮灸灸灸単位 宮,灸灸灸単位吸瓶(溶解
液付)

朽灸,汲泣灸

ノバスタンＨＩ注吸灸㎎／
宮客

吸灸㎎宮客吸管 吸,急弓泣

ノバミン筋注救㎎ 灸.救％吸客吸管 救泣

ノバントロン注吸灸㎎ 吸灸㎎救客吸瓶 吸汲,救灸吸

ノバントロン注宮灸㎎ 宮灸㎎吸灸客吸瓶 弓宮,急灸救

ノーベルバール静注用宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸瓶 宮,吸救灸

ノボエイト静注用宮救灸 宮救灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

吸救,吸汲灸

ノボエイト静注用救灸灸 救灸灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

弓弓,泣泣灸

ノボエイト静注用吸灸灸灸 吸,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

朽求,求救求

ノボエイト静注用吸救灸灸 吸,救灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

汲宮,急求汲

ノボエイト静注用宮灸灸灸 宮,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

吸吸泣,求泣泣
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ノボエイト静注用弓灸灸灸 弓,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

吸求朽,求弓朽

ノボサーティーン静注用
宮救灸灸

宮,救灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

弓,求吸朽,灸吸灸

ノボセブンＨＩ静注用吸㎎
シリンジ

吸㎎吸客吸瓶(溶解液
付)

汲宮,求弓泣

ノボセブンＨＩ静注用宮㎎
シリンジ

宮㎎宮客吸瓶(溶解液
付)

吸救求,弓急弓

ノボセブンＨＩ静注用救㎎
シリンジ

救㎎救客吸瓶(溶解液
付)

弓泣汲,汲急泣

ノボラピッド注 イノレット 弓灸灸単位吸キット 吸,朽朽救

ノボラピッド注 フレックス
タッチ

弓灸灸単位吸キット 吸,朽泣弓

ノボラピッド注 フレックス
ペン

弓灸灸単位吸キット 吸,求弓吸

ノボラピッド注 ペンフィル 弓灸灸単位吸筒 吸,宮灸灸

ノボラピッド注 吸灸灸単位
／客

吸灸灸単位吸客バイアル 宮泣宮

ノボラピッド弓灸ミックス注
フレックスペン

弓灸灸単位吸キット 吸,求弓求

ノボラピッド弓灸ミックス注
ペンフィル

弓灸灸単位吸筒 吸,宮汲救

ノボラピッド救灸ミックス注
フレックスペン

弓灸灸単位吸キット 吸,求吸泣

⃝局 ノボリンＲ注フレックスペン 弓灸灸単位吸キット 吸,救救泣

⃝局 ノボリンＲ注 吸灸灸単位／客 吸灸灸単位吸客バイアル 宮汲求

⃝局 ノボリンＮ注フレックスペン 弓灸灸単位吸キット 吸,朽救求

⃝局 ノボリン弓灸Ｒ注フレックス
ペン

弓灸灸単位吸キット 吸,朽求朽

ノーモサング点滴静注宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸灸客吸管 吸灸弓,吸急急

⃝局 ノルアドレナリン注射液 灸.吸％吸客吸管 泣急

ノルディトロピン フレック
スプロ注 救㎎

救㎎吸キット 弓泣,灸求吸

ノルディトロピン フレック
スプロ注 吸灸㎎

吸灸㎎吸キット 求灸,朽宮灸

ノルディトロピン フレック
スプロ注 吸救㎎

吸救㎎吸キット 吸吸灸,宮汲急

(は)

バイエッタ皮下注救㎍ペン
弓灸灸

弓灸灸㎍吸キット(救㎍) 汲,求泣宮

バイエッタ皮下注吸灸㎍ペン
弓灸灸

弓灸灸㎍吸キット(吸灸㎍) 汲,求泣宮

肺炎球菌ワクチン 灸.救客吸瓶 急,求灸朽

バイオゲン静注救灸㎎ 救灸㎎宮灸客吸管 救求

ハイカムチン注射用吸.吸㎎ 吸.吸㎎吸瓶 求,灸汲泣

ハイカリックＲＦ輸液 宮救灸客吸袋 弓泣汲

ハイカリックＲＦ輸液 救灸灸客吸袋 急吸汲

ハイカリック液−吸号 求灸灸客吸袋 急救朽

ハイカリック液−宮号 求灸灸客吸袋 急求救

ハイカリック液−弓号 求灸灸客吸袋 救急弓

ハイカリックＮＣ−Ｈ輸液 求灸灸客吸袋 急灸汲

ハイカリックＮＣ−Ｎ輸液 求灸灸客吸袋 弓汲汲

ハイカリックＮＣ−Ｌ輸液 求灸灸客吸袋 弓弓汲

バイクロット配合静注用 (第Ⅶａ因子吸.救㎎第
Ｘ因子吸救㎎)吸瓶(溶

解液付)

宮朽汲,宮求宮

ハイスコ皮下注灸.救㎎ 灸.灸救％吸客吸管 朽灸

ハイゼントラ宮灸％皮下注
吸ℊ／救客

吸ℊ救客吸瓶 汲,救求灸

ハイゼントラ宮灸％皮下注
宮ℊ／吸灸客

宮ℊ吸灸客吸瓶 吸朽,宮弓吸

ハイゼントラ宮灸％皮下注
急ℊ／宮灸客

急ℊ宮灸客吸瓶 弓灸,灸弓救

バイフィル専用炭酸水素ナト
リウム補充液吸.弓泣％

宮L吸袋 吸,弓朽救

バイフィル透析剤 朽L吸瓶 宮,灸朽宮

ハイ・プレアミンＳ注−
吸灸％

(吸灸％)宮灸客吸管 救泣

ハイ・プレアミン注−吸灸％ (吸灸％)宮灸客吸管 救泣

パオスクレー内痔
じ

核内注射用
宮救灸㎎

救％救客吸管 吸,宮求汲

バクトラミン注 救客吸管 急救救

パクリタキセル注射液吸灸灸㎎
「ＮＰ」

吸灸灸㎎吸朽.求客吸瓶 朽,求泣弓

パクリタキセル注射液吸灸灸㎎
「サワイ」

吸灸灸㎎吸朽.求客吸瓶 朽,求泣弓

パクリタキセル注吸灸灸㎎／
吸朽.求客「ＮＫ」

吸灸灸㎎吸朽.求客吸瓶 朽,求泣弓

パクリタキセル点滴静注液
吸灸灸㎎「サンド」

吸灸灸㎎吸朽.求客吸瓶 朽,求泣弓

パクリタキセル弓灸㎎救客注
射液

弓灸㎎救客吸瓶 宮,吸朽救

パクリタキセル吸灸灸㎎
吸朽.求客注射液

吸灸灸㎎吸朽.求客吸瓶 弓,救求弓

パクリタキセル吸救灸㎎宮救客
注射液

吸救灸㎎宮救客吸瓶 朽,弓朽求

パーサビブ静注透析用シリン
ジ宮.救㎎

宮.救㎎宮客吸筒 汲急汲

パーサビブ静注透析用シリン
ジ救㎎

救㎎宮客吸筒 吸,宮宮吸

パーサビブ静注透析用シリン
ジ吸灸㎎

吸灸㎎宮客吸筒 吸,求求灸

パーサビブ静注透析用宮.救㎎ 宮.救㎎宮客吸瓶 求朽灸

パーサビブ静注透析用救㎎ 救㎎宮客吸瓶 吸,吸宮急

パーサビブ静注透析用吸灸㎎ 吸灸㎎宮客吸瓶 吸,朽救汲

パージェタ点滴静注急宮灸㎎／
吸急客

急宮灸㎎吸急客吸瓶 宮灸朽,急求宮

⃝局 パシル点滴静注液弓灸灸㎎ 弓灸灸㎎吸灸灸客吸キット 吸,吸灸朽

⃝局 パシル点滴静注液救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸灸灸客吸キット 吸,弓泣灸

⃝局 パシル点滴静注液吸灸灸灸㎎ 吸,灸灸灸㎎宮灸灸客吸キッ
ト

宮,宮急汲

⃝局 パズクロス点滴静注液弓灸灸㎎ 弓灸灸㎎吸灸灸客吸キット 吸,吸急救

⃝局 パズクロス点滴静注液救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸灸灸客吸キット 吸,急吸救

⃝局 パズクロス点滴静注液
吸灸灸灸㎎

吸,灸灸灸㎎宮灸灸客吸キッ
ト

宮,急弓弓

ハーセプチン注射用朽灸 朽灸㎎吸瓶(溶解液付) 吸救,灸泣灸

ハーセプチン注射用吸救灸 吸救灸㎎吸瓶(溶解液付) 弓急,朽求灸

⃝局 バソプレシン注射液 宮灸単位吸管 朽灸求

パドセブ点滴静注用弓灸㎎ 弓灸㎎吸瓶 泣泣,救泣弓

パニマイシン注射液救灸㎎ 救灸㎎吸管 急朽宮

パニマイシン注射液吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸管 求灸救

⃝局 パパベリン塩酸塩注射液 急％吸客吸管 泣急

パーヒューザミン注 吸灸MBq 宮,救急急

⃝局 ハベカシン注射液宮救㎎ 宮救㎎灸.救客吸管 宮,宮救朽

⃝局 ハベカシン注射液求救㎎ 求救㎎吸.救客吸管 急,弓求朽

⃝局 ハベカシン注射液吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎宮客吸管 急,朽宮求

⃝局 ハベカシン注射液宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎急客吸管 救,求救灸

バベンチオ点滴静注宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸灸客吸瓶 吸泣救,求汲救

パミドロン酸二 Na点滴静注
用吸救㎎「Ｆ」

吸救㎎吸瓶 弓,宮急汲

パミドロン酸二 Na点滴静注
用吸救㎎「サワイ」

吸救㎎吸瓶 弓,宮急汲

パミドロン酸二 Na点滴静注
用弓灸㎎「Ｆ」

弓灸㎎吸瓶 朽,吸救急

パミドロン酸二 Na点滴静注
用弓灸㎎「サワイ」

弓灸㎎吸瓶 朽,吸救急

パム静注救灸灸㎎ 宮.救％宮灸客吸管 泣急求

※ パラアミノ馬尿酸ソーダ注射
液吸灸％（ＡＦＰ）

吸灸％宮灸客吸管 吸,宮泣泣

ハラヴェン静注吸㎎ 吸㎎宮客吸瓶 朽朽,汲朽泣

⃝局 パラプラチン注射液救灸㎎ 救灸㎎救客吸瓶 宮,灸救朽

⃝局 パラプラチン注射液吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸救客吸瓶 救,救弓灸

⃝局 パラプラチン注射液急救灸㎎ 急救灸㎎急救客吸瓶 吸弓,急宮朽

⃝局 パルクス注ディスポ吸灸㎍ 吸灸㎍宮客吸筒 宮,灸求泣

⃝局 パルクス注救㎍ 救㎍吸客吸管 吸,救泣救

⃝局 パルクス注吸灸㎍ 吸灸㎍宮客吸管 吸,泣急泣

ハルトマン液「コバヤシ」 救灸灸客吸瓶 宮吸救

ハルトマン液「コバヤシ」 救灸灸客吸袋 宮吸救

ハルトマン−Ｇ弓号輸液 救灸灸客吸瓶 吸救救
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ハルトマン−Ｇ弓号輸液 宮灸灸客吸袋 吸救救

ハルトマン−Ｇ弓号輸液 救灸灸客吸袋 吸救救

ハルトマンＤ液「小林」 救灸灸客吸瓶 吸汲宮

ハルトマンＤ液「小林」 救灸灸客吸袋 吸汲宮

ハルトマンＤ液「フソー」 救灸灸客吸瓶 吸汲宮

ハルトマンＤ液「フソー」 救灸灸客吸袋 吸汲宮

ハルトマン輸液「ＮＰ」 救灸灸客吸袋 宮吸救

ハルトマン輸液 pH汲「Ｎ
Ｐ」

救灸灸客吸袋 宮吸救

ハルトマン輸液 pH汲「Ｎ
Ｐ」

吸L吸袋 宮汲泣

パルナパリン Na透析用吸灸灸
単位／客シリンジ宮灸客「フ
ソー」

宮,灸灸灸低分子量ヘパ
リン単位宮灸客吸筒

急救灸

パルナパリン Na透析用吸救灸
単位／客シリンジ宮灸客「フ
ソー」

弓,灸灸灸低分子量ヘパ
リン単位宮灸客吸筒

朽吸宮

パルナパリン Na透析用宮灸灸
単位／客シリンジ宮灸客「フ
ソー」

急,灸灸灸低分子量ヘパ
リン単位宮灸客吸筒

求汲弓

パルナパリン Na透析用救灸灸
単位／客バイアル吸灸客「Ｉ
ＬＳ」

救,灸灸灸低分子量ヘパ
リン単位吸瓶

汲灸泣

パレセーフ輸液 救灸灸客吸キット 救急灸

パレプラス輸液 救灸灸客吸キット 急汲弓

パレプラス輸液 吸灸灸灸客吸キット 求宮吸

パロノセトロン静注灸.求救㎎
／宮客「日医工」

灸.求救㎎宮客吸瓶 救,宮救急

パロノセトロン静注灸.求救㎎
／救客「タイホウ」

灸.求救㎎救客吸瓶 救,宮救急

パロノセトロン点滴静注バッ
グ灸.求救㎎／救灸客「タイホ
ウ」

灸.求救㎎救灸客吸袋 救,弓救灸

⃝局 ハロペリドール注救㎎「ヨシ
トミ」

灸.救％吸客吸管 救求

ハロマンス注救灸㎎ 救灸㎎吸客吸管 吸,救求宮

ハロマンス注吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸客吸管 宮,急求吸

バンコマイシン塩酸塩灸.救ℊ
静注用

灸.救ℊ吸瓶 朽汲吸

バンコマイシン塩酸塩吸ℊ静
注用

吸ℊ吸瓶 汲弓急

⃝局 パンスポリン筋注用灸.宮救ℊ 宮救灸㎎吸瓶(溶解液付) 急宮汲

⃝局 パンスポリン静注用灸.宮救ℊ 宮救灸㎎吸瓶 宮汲汲

⃝局 パンスポリン静注用灸.救ℊ 救灸灸㎎吸瓶 弓求宮

⃝局 パンスポリン静注用吸ℊ 吸ℊ吸瓶 急汲吸

⃝局 パンスポリン静注用吸ℊバッ
グＳ

吸ℊ吸キット(生理食
塩液吸灸灸客付)

泣宮宮

⃝局 パンスポリン静注用吸ℊバッ
グＧ

吸ℊ吸キット(救％ブド
ウ糖注射液吸灸灸客付)

吸,灸朽朽

パンテチン宮灸灸㎎注射液 宮灸灸㎎吸管 救求

パンテノール注吸灸灸㎎「ＫＣ
Ｃ」

吸灸灸㎎吸管 救求

パンテノール注宮救灸㎎「ＫＣ
Ｃ」

宮救灸㎎吸管 救求

パンテノール注救灸灸㎎「ＫＣ
Ｃ」

救灸灸㎎吸管 救求

パントシン注救％ 吸灸灸㎎吸管 救泣

パントシン注吸灸％ 宮灸灸㎎吸管 救泣

パントール注射液吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸管 救求

パントール注射液宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸管 救求

パントール注射液救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸管 救求

ハンプ注射用吸灸灸灸 吸,灸灸灸㎍吸瓶 吸,救急急

(ひ)

⃝局 ヒアルロン酸 Na関節注
宮救㎎シリンジ「ＮＰ」

吸％宮.救客吸筒 急灸灸

⃝局 ヒアルロン酸 Na関節注
宮救㎎シリンジ「ツルハラ」

吸％宮.救客吸筒 急灸灸

⃝局 ヒアルロン酸 Na関節注
宮救㎎シリンジ「トーワ」

吸％宮.救客吸筒 急灸灸

⃝局 ヒアルロン酸 Na関節注
宮救㎎シリンジ「明治」

吸％宮.救客吸筒 急灸灸

⃝局 ヒアルロン酸ナトリウム関節
注宮救㎎シリンジ「日医工」

吸％宮.救客吸筒 急灸灸

ピーエヌツイン−吸号輸液 吸キット 求灸急

ピーエヌツイン−宮号輸液 吸キット 求汲泣

ピーエヌツイン−弓号輸液 吸キット 汲泣救

ビオチン注吸㎎「フソー」 吸㎎吸管 朽吸

ビカネイト輸液 救灸灸客吸袋 吸泣汲

ビカネイト輸液 吸L吸袋 弓朽急

ビカーボン輸液 救灸灸客吸袋 宮朽急

⃝局 光糖液救％ 救％宮灸客吸管 朽朽

⃝局 光糖液宮灸％ 宮灸％宮灸客吸管 朽求

⃝局 光糖液宮灸％ 宮灸％救灸灸客吸袋 宮宮汲

⃝局 光糖液弓灸％ 弓灸％救灸灸客吸袋 宮急弓

⃝局 光糖液救灸％ 救灸％宮灸客吸管 泣泣

ヒカリレバン注 宮灸灸客吸袋 弓救汲

ヒカリレバン注 救灸灸客吸袋 朽急灸

⃝局 ビクシリン注射用灸.宮救ℊ 宮救灸㎎吸瓶 吸救急

⃝局 ビクシリン注射用灸.救ℊ 救灸灸㎎吸瓶 宮宮弓

⃝局 ビクシリン注射用吸ℊ 吸ℊ吸瓶 弓朽灸

⃝局 ビクシリン注射用宮ℊ 宮ℊ吸瓶 朽求汲

ビクトーザ皮下注吸汲㎎ 吸汲㎎弓客吸キット 泣,急求弓

⃝局 ビーシックス注「フソー」−
吸灸㎎

吸灸㎎吸管 汲汲

ヒシナルク弓号輸液 宮灸灸客吸袋 吸救救

ヒシナルク弓号輸液 救灸灸客吸袋 吸救救

ビジパーク宮求灸注宮灸客 救急.泣求％宮灸客吸瓶 吸,救泣弓

ビジパーク宮求灸注救灸客 救急.泣求％救灸客吸瓶 弓,求吸汲

ビジパーク宮求灸注吸灸灸客 救急.泣求％吸灸灸客吸瓶 求,宮汲朽

ビジパーク弓宮灸注救灸客 朽救.吸救％救灸客吸瓶 急,泣宮泣

ビジパーク弓宮灸注吸灸灸客 朽救.吸救％吸灸灸客吸瓶 泣,宮吸弓

ピシバニール注射用灸.宮ＫＥ 灸.宮ＫＥ吸瓶(溶解液
付)

吸,求弓求

ピシバニール注射用灸.救ＫＥ 灸.救ＫＥ吸瓶(溶解液
付)

弓,救吸救

ピシバニール注射用吸ＫＥ 吸ＫＥ吸瓶(溶解液付) 朽,吸弓吸

ピシバニール注射用救ＫＥ 救ＫＥ吸瓶(溶解液付) 吸弓,宮朽泣

ヒシファーゲン配合静注シリ
ンジ宮灸客

宮灸客吸筒 吸朽宮

ヒシファーゲン配合静注シリ
ンジ急灸客

急灸客吸筒 宮救汲

⃝局 ピシリバクタ静注用灸.求救ℊ (灸.求救ℊ)吸瓶 弓吸救

⃝局 ピシリバクタ静注用吸.救ℊ (吸.救ℊ)吸瓶 急宮宮

⃝局 ピシリバクタ静注用弓ℊ (弓ℊ)吸瓶 救吸汲

ビスダイン静注用吸救㎎ 吸救㎎吸瓶 吸弓泣,泣弓求

ヒスタグロビン皮下注用 (人免疫グロブリン
吸宮㎎ヒスタミン二塩
酸塩灸.吸救㎍)吸瓶(溶

解液付)

汲求求

⃝局 ビスミラー注救㎎ 灸.救％吸客吸管 汲汲

ピーゼットシー筋注宮㎎ 灸.宮％吸客吸管 朽灸

ビソルボン注急㎎ 灸.宮％宮客吸管 救汲

ビダーザ注射用吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸瓶 急吸,求吸急

ビタジェクト注キット 宮筒吸キット 宮朽灸

⃝局 ビタシミン注射液吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸管 汲汲

⃝局 ビタシミン注射液救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸管 汲汲

ビタメジン静注用 吸瓶 吸灸求

ビダラビン弓灸灸㎎注射用 弓灸灸㎎吸瓶 救,泣泣朽

ビデュリオン皮下注用宮㎎ペ
ン

宮㎎吸キット 弓,宮弓急

ピドキサール注吸灸㎎ 吸灸㎎吸管 救求

ピドキサール注弓灸㎎ 弓灸㎎吸管 救汲

ヒトＣＲＨ静注用吸灸灸㎍「タ
ナベ」

吸灸灸㎍吸瓶(溶解液付) 吸求,吸灸求

⃝局 人全血液−ＬＲ「日赤」 血液宮灸灸客に由来す
る血液量吸袋

汲,弓救灸

⃝局 人全血液−ＬＲ「日赤」 血液急灸灸客に由来す
る血液量吸袋

吸朽,求灸灸
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人ハプトグロビン 宮,灸灸灸単位吸灸灸客吸瓶 急急,弓求朽

⃝局 人免疫グロブリン 吸救灸㎎吸客 救宮求

ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステル Na静注用救灸灸㎎「武
田テバ」

救灸灸㎎吸瓶(溶解液付) 吸,吸吸朽

ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステル Na静注用吸灸灸灸㎎
「武田テバ」

吸ℊ吸瓶(溶解液付) 宮,灸弓灸

ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステル Na注射用吸灸灸㎎「武
田テバ」

吸灸灸㎎吸瓶(溶解液付) 宮汲弓

ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステル Na注射用弓灸灸㎎「武
田テバ」

弓灸灸㎎吸瓶(溶解液付) 汲汲宮

ヒドロコルチゾンリン酸エス
テルナトリウム吸灸灸㎎宮客注
射液

吸灸灸㎎宮客吸管 吸泣急

ヒドロコルチゾンリン酸エス
テルナトリウム救灸灸㎎吸灸客
注射液

救灸灸㎎吸灸客吸瓶 求急弓

ピノルビン注射用吸灸㎎ 吸灸㎎吸瓶 急,汲灸汲

ピノルビン注射用宮灸㎎ 宮灸㎎吸瓶 泣,急弓朽

ピノルビン注射用弓灸㎎ 弓灸㎎吸瓶 吸急,急宮吸

ビノレルビン酒石酸塩吸灸㎎
吸客注射液

吸灸㎎吸客吸瓶 宮,救宮灸

ビノレルビン酒石酸塩急灸㎎
急客注射液

急灸㎎急客吸瓶 汲,泣朽宮

ビーフリード輸液 救灸灸客吸キット 急泣灸

ビーフリード輸液 吸L吸キット 朽朽求

ビプリブ点滴静注用急灸灸単位 急灸灸単位吸瓶 弓灸救,救救灸

⃝局 ピペラシリン Na注射用吸ℊ
「サワイ」

吸ℊ吸瓶 弓弓汲

⃝局 ピペラシリン Na注射用吸ℊ
「テバ」

吸ℊ吸瓶 弓弓汲

⃝局 ピペラシリン Na注射用宮ℊ
「サワイ」

宮ℊ吸瓶 救泣宮

⃝局 ピペラシリン Na注射用宮ℊ
「テバ」

宮ℊ吸瓶 救泣宮

⃝局 ピペラシリン Na注用吸ℊ
「トーワ」

吸ℊ吸瓶 弓弓汲

⃝局 ピペラシリン Na注用宮ℊ
「トーワ」

宮ℊ吸瓶 救泣宮

⃝局 ピペラシリンナトリウム点滴
静注用バッグ吸ℊ「ＮＰ」

吸ℊ吸キット(生理食
塩液吸灸灸客付)

汲弓吸

⃝局 ピペラシリンナトリウム点滴
静注用バッグ宮ℊ「ＮＰ」

宮ℊ吸キット(生理食
塩液吸灸灸客付)

吸,吸灸泣

ピペラシリンナトリウム吸ℊ
注射用

吸ℊ吸瓶 吸弓汲

ピペラシリンナトリウム宮ℊ
注射用

宮ℊ吸瓶 宮宮灸

ヒベルナ注宮救㎎ 宮.救％吸客吸管 救泣

ヒポクライン注射液吸.宮 吸.宮㎎弓客吸管 宮灸,吸求灸

ヒポクライン注射液宮.急 宮.急㎎弓客吸管 弓泣,急求宮

ビミジム点滴静注液救㎎ 救㎎救客吸瓶 吸弓宮,弓吸急

ビムパット点滴静注吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸灸客吸瓶 宮,急救吸

ビムパット点滴静注宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎宮灸客吸瓶 急,宮泣泣

ヒューマトロープ注射用朽㎎ 朽㎎吸筒(溶解液付) 宮汲,泣吸求

ヒューマトロープ注射用
吸宮㎎

吸宮㎎吸筒(溶解液付) 救弓,急急灸

⃝局 ヒューマリンＲ注カート 弓灸灸単位吸筒 吸,灸急泣

⃝局 ヒューマリンＲ注ミリオペン 弓灸灸単位吸キット 吸,弓汲朽

⃝局 ヒューマリンＲ注吸灸灸単位
／客

吸灸灸単位吸客バイアル 宮救求

⃝局 ヒューマリンＮ注カート 弓灸灸単位吸筒 吸,灸求求

⃝局 ヒューマリンＮ注ミリオペン 弓灸灸単位吸キット 吸,急朽朽

⃝局 ヒューマリンＮ注吸灸灸単位
／客

吸灸灸単位吸客バイアル 宮泣弓

⃝局 ヒューマリン弓／求注カート 弓灸灸単位吸筒 吸,灸求弓

⃝局 ヒューマリン弓／求注ミリオ
ペン

弓灸灸単位吸キット 吸,急泣宮

⃝局 ヒューマリン弓／求注吸灸灸単
位／客

吸灸灸単位吸客バイアル 弓吸泣

ヒューマログ注カート 弓灸灸単位吸筒 吸,灸汲弓

ヒューマログ注ミリオペン 弓灸灸単位吸キット 吸,宮汲弓

ヒューマログ注ミリオペンＨ
Ｄ

弓灸灸単位吸キット 吸,宮汲弓

ヒューマログ注吸灸灸単位／客 吸灸灸単位吸客バイアル 宮救弓

ヒューマログミックス宮救注
カート

弓灸灸単位吸筒 吸,吸吸吸

ヒューマログミックス宮救注
ミリオペン

弓灸灸単位吸キット 吸,弓弓泣

ヒューマログミックス救灸注
カート

弓灸灸単位吸筒 吸,吸灸求

ヒューマログミックス救灸注
ミリオペン

弓灸灸単位吸キット 吸,弓吸急

ヒュミラ皮下注宮灸㎎シリン
ジ灸.宮客

宮灸㎎灸.宮客吸筒 宮求,吸朽求

ヒュミラ皮下注急灸㎎シリン
ジ灸.急客

急灸㎎灸.急客吸筒 救急,泣急汲

ヒュミラ皮下注急灸㎎ペン
灸.急客

急灸㎎灸.急客吸キット 救弓,救吸朽

ヒュミラ皮下注汲灸㎎シリン
ジ灸.汲客

汲灸㎎灸.汲客吸筒 吸灸泣,急灸吸

ヒュミラ皮下注汲灸㎎ペン
灸.汲客

汲灸㎎灸.汲客吸キット 吸灸弓,汲救朽

ヒュンタラーゼ脳室内注射液
吸救㎎

吸救㎎吸客吸瓶 吸,泣汲吸,急朽宮

ピリヴィジェン吸灸％静注
宮.救ℊ／宮救客

宮.救ℊ宮救客吸瓶 吸汲,泣急汲

ピリヴィジェン吸灸％静注
救ℊ／救灸客

救ℊ救灸客吸瓶 弓泣,宮弓宮

ピリヴィジェン吸灸％静注
吸灸ℊ／吸灸灸客

吸灸ℊ吸灸灸客吸瓶 求朽,朽灸泣

ピリヴィジェン吸灸％静注
宮灸ℊ／宮灸灸客

宮灸ℊ宮灸灸客吸瓶 吸救灸,泣弓急

ピリヴィジェン吸灸％点滴静
注救ℊ／救灸客

救ℊ救灸客吸瓶 弓泣,宮弓宮

ピリヴィジェン吸灸％点滴静
注吸灸ℊ／吸灸灸客

吸灸ℊ吸灸灸客吸瓶 求朽,朽灸泣

ピリヴィジェン吸灸％点滴静
注宮灸ℊ／宮灸灸客

宮灸ℊ宮灸灸客吸瓶 吸救灸,泣弓急

ビリスコピン点滴静注救灸 吸灸.救救％吸灸灸客吸瓶 宮,吸灸汲

ピリドキサール注吸灸㎎「イ
セイ」

吸灸㎎吸管 救吸

ピリドキサールリン酸エステ
ル弓灸㎎注射液

弓灸㎎吸管 救求

⃝局 ピリドキシン塩酸塩注射液 吸灸㎎吸管 汲急

⃝局 ピリドキシン塩酸塩注射液 弓灸㎎吸管 汲汲

ビーリンサイト点滴静注用
弓救㎍

弓救㎍吸瓶(輸液安定化
液付)

宮汲救,泣朽吸

ビルテプソ点滴静注宮救灸㎎ 宮救灸㎎救客吸瓶 泣吸,吸弓朽

ヒルトニン灸.救㎎注射液 灸.救㎎吸管 汲弓泣

ヒルトニン吸㎎注射液 吸㎎吸客吸管 吸,汲泣救

ヒルトニン宮㎎注射液 宮㎎吸客吸管 弓,汲灸汲

ヒルナミン筋注宮救㎎ 宮.救％吸客吸管 救求

(ふ)

ファイバ静注用吸灸灸灸 吸,灸灸灸単位宮灸客吸瓶
(溶解液付)

吸泣灸,吸急宮

救−ＦＵ注宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸瓶 宮救宮

救−ＦＵ注吸灸灸灸㎎ 吸,灸灸灸㎎吸瓶 泣灸救

ファスジル塩酸塩点滴静注液
弓灸㎎「ＫＣＣ」

弓灸.汲㎎宮客吸管 汲求宮

⃝局 ファーストシン静注用灸.救ℊ 救灸灸㎎吸瓶 求弓求

⃝局 ファーストシン静注用吸ℊ 吸ℊ吸瓶 吸,灸朽求

⃝局 ファーストシン静注用吸ℊバ
ッグＳ

吸ℊ吸キット(生理食
塩液吸灸灸客付)

吸,朽吸吸

⃝局 ファーストシン静注用吸ℊバ
ッグＧ

吸ℊ吸キット(救％ブド
ウ糖注射液吸灸灸客付)

吸,求吸灸

ファセンラ皮下注弓灸㎎シリ
ンジ

弓灸㎎吸客吸筒 弓吸泣,弓急宮

ファブラザイム点滴静注用
救㎎

救㎎吸瓶 吸灸泣,弓求朽

ファブラザイム点滴静注用
弓救㎎

弓救㎎吸瓶 朽吸求,灸泣灸
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ファモチジン吸灸㎎注射用 吸灸㎎吸管 泣求

ファモチジン吸灸㎎吸客注射
液

吸灸㎎吸客吸管 泣求

ファモチジン吸灸㎎吸灸客注射
液

吸灸㎎吸灸客吸管 泣求

ファモチジン宮灸㎎注射用 宮灸㎎吸管 泣求

ファモチジン宮灸㎎宮客注射
液

宮灸㎎宮客吸管 泣求

ファモチジン宮灸㎎宮灸客注射
液

宮灸㎎宮灸客吸管 泣求

ファンガード点滴用宮救㎎ 宮救㎎吸瓶 宮,吸急朽

ファンガード点滴用救灸㎎ 救灸㎎吸瓶 弓,汲弓急

ファンガード点滴用求救㎎ 求救㎎吸瓶 救,救弓急

⃝局 ファンギゾン注射用救灸㎎ 救灸㎎吸瓶 吸,灸宮弓

フィアスプ注 フレックスタ
ッチ

弓灸灸単位吸キット 吸,汲宮朽

フィアスプ注 ペンフィル 弓灸灸単位吸筒 吸,宮灸求

フィアスプ注 吸灸灸単位／客 吸灸灸単位吸客バイアル 弓灸泣

フィジオゾール弓号輸液 救灸灸客吸袋 吸汲弓

フィジオ弓救輸液 宮救灸客吸袋 宮吸救

フィジオ弓救輸液 救灸灸客吸袋 宮吸救

フィジオ求灸輸液 救灸灸客吸袋 宮宮救

フィジオ吸急灸輸液 宮救灸客吸袋 宮吸汲

フィジオ吸急灸輸液 救灸灸客吸袋 宮吸汲

⃝局 フィニバックスキット点滴静
注用灸.宮救ℊ

宮救灸㎎吸キット(生理
食塩液吸灸灸客付)

吸,弓吸求

⃝局 フィニバックス点滴静注用
灸.宮救ℊ

宮救灸㎎吸瓶 求汲急

⃝局 フィニバックス点滴静注用
灸.救ℊ

救灸灸㎎吸瓶 吸,灸吸吸

⃝局 ブイフェンド宮灸灸㎎静注用 宮灸灸㎎吸瓶 求,灸救急

フィブロガミンＰ静注用 宮急灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

汲,弓宮急

フィラジル皮下注弓灸㎎シリ
ンジ

弓灸㎎弓客吸筒 弓灸求,宮泣吸

フィルグラスチムＢＳ注
求救㎍シリンジ「ＮＩＧ」

求救㎍灸.弓客吸筒 宮,救吸灸

フィルグラスチムＢＳ注
求救㎍シリンジ「ＮＫ」

求救㎍灸.弓客吸筒 宮,救吸灸

フィルグラスチムＢＳ注
求救㎍シリンジ「Ｆ」

求救㎍灸.弓客吸筒 宮,救吸灸

フィルグラスチムＢＳ注
求救㎍シリンジ「テバ」

求救㎍灸.弓客吸筒 宮,救吸灸

フィルグラスチムＢＳ注
求救㎍シリンジ「モチダ」

求救㎍灸.弓客吸筒 宮,救吸灸

フィルグラスチムＢＳ注
吸救灸㎍シリンジ「ＮＩＧ」

吸救灸㎍灸.朽客吸筒 急,灸弓求

フィルグラスチムＢＳ注
吸救灸㎍シリンジ「ＮＫ」

吸救灸㎍灸.朽客吸筒 急,灸弓求

フィルグラスチムＢＳ注
吸救灸㎍シリンジ「Ｆ」

吸救灸㎍灸.朽客吸筒 急,灸弓求

フィルグラスチムＢＳ注
吸救灸㎍シリンジ「テバ」

吸救灸㎍灸.朽客吸筒 急,灸弓求

フィルグラスチムＢＳ注
吸救灸㎍シリンジ「モチダ」

吸救灸㎍灸.朽客吸筒 急,灸弓求

フィルグラスチムＢＳ注
弓灸灸㎍シリンジ「ＮＩＧ」

弓灸灸㎍灸.求客吸筒 朽,救宮宮

フィルグラスチムＢＳ注
弓灸灸㎍シリンジ「ＮＫ」

弓灸灸㎍灸.求客吸筒 朽,救宮宮

フィルグラスチムＢＳ注
弓灸灸㎍シリンジ「Ｆ」

弓灸灸㎍灸.求客吸筒 朽,救宮宮

フィルグラスチムＢＳ注
弓灸灸㎍シリンジ「テバ」

弓灸灸㎍灸.求客吸筒 朽,救宮宮

フィルグラスチムＢＳ注
弓灸灸㎍シリンジ「モチダ」

弓灸灸㎍灸.求客吸筒 朽,救宮宮

フェインジェクト静注救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸灸客吸瓶 救,泣朽泣

フェジン静注急灸㎎ 急灸㎎宮客吸管 泣灸

フェソロデックス筋注宮救灸㎎ 宮救灸㎎救客吸筒 弓汲,急灸急

フェノバール注射液吸灸灸㎎ 吸灸％吸客吸管 求吸

⃝局 フェノールスルホンフタレイ
ン注射液

灸.朽％吸.弓客吸管 泣求

フエロン注射用吸灸灸万 吸灸灸万国際単位吸瓶
(溶解液付)

朽,急泣宮

フエロン注射用弓灸灸万 弓灸灸万国際単位吸瓶
(溶解液付)

吸救,弓宮弓

⃝麻 フェンタニルクエン酸塩
灸.灸灸救％宮客注射液

灸.灸灸救％宮客吸管 吸汲吸

⃝麻 フェンタニルクエン酸塩
灸.灸灸救％救客注射液

灸.灸灸救％救客吸管 急弓弓

⃝麻 フェンタニルクエン酸塩
灸.灸灸救％吸灸客注射液

灸.灸灸救％吸灸客吸管 汲救吸

⃝麻 フェンタニル注射液灸.吸㎎
「第一三共」

灸.灸灸救％宮客吸管 宮朽求

⃝麻 フェンタニル注射液灸.宮救㎎
「第一三共」

灸.灸灸救％救客吸管 朽吸急

フォリルモンＰ注求救 求救単位吸管(溶解液
付)

吸,宮急急

フォリルモンＰ注吸救灸 吸救灸単位吸管(溶解液
付)

吸,救急汲

フォルテオ皮下注キット
朽灸灸㎍

朽灸灸㎍吸キット 弓宮,宮救弓

⃝局⃝麻複方オキシコドン・アトロピ
ン注射液

吸客吸管 弓求宮

⃝局⃝麻複方オキシコドン注射液 吸客吸管 弓急泣

ブスコパン注宮灸㎎ 宮％吸客吸管 救泣

フストジル注射液救灸㎎ 宮客吸管 救求

ブスルフェクス点滴静注用
朽灸㎎

朽灸㎎吸瓶 宮汲,泣朽求

ブチルスコポラミン臭化物注
宮灸㎎シリンジ「ＮＰ」

宮灸㎎吸客吸筒 吸弓急

ブチルスコポラミン臭化物
宮％吸客注射液

宮％吸客吸管 救求

ブドウ糖注射液 救％宮灸客吸管 朽朽

⃝局 ブドウ糖注射液 吸灸％宮灸客吸管 朽朽

ブドウ糖注射液 宮灸％宮灸客吸管 朽求

ブドウ糖注射液 救灸％宮灸客吸管 泣求

⃝局 ブドウ糖注射液 救％救灸客吸瓶 吸弓宮

⃝局 ブドウ糖注射液 救％吸灸灸客吸瓶 吸弓朽

⃝局 ブドウ糖注射液 救％宮灸灸客吸瓶 吸救泣

⃝局 ブドウ糖注射液 救％宮救灸客吸瓶 吸求求

⃝局 ブドウ糖注射液 救％救灸灸客吸瓶 宮宮吸

⃝局 ブドウ糖注射液 救％吸L吸瓶 宮宮灸

⃝局 ブドウ糖注射液 救灸％吸灸灸客吸瓶 吸救求

⃝局 ブドウ糖注射液 救灸％弓灸灸客吸瓶 宮救朽

⃝局 ブドウ糖注射液 救灸％救灸灸客吸瓶 弓灸泣

⃝局 ブドウ糖注射液 救％吸灸灸客吸袋 吸弓朽

⃝局 ブドウ糖注射液 救％宮灸灸客吸袋 吸救泣

⃝局 ブドウ糖注射液 救％宮救灸客吸袋 吸汲泣

⃝局 ブドウ糖注射液 救％救灸灸客吸袋 宮宮吸

⃝局 ブドウ糖注射液 吸灸％救灸灸客吸袋 宮吸吸

⃝局 ブドウ糖注射液 救灸％宮灸灸客吸袋 弓吸求

⃝局 ブドウ糖注射液 救灸％救灸灸客吸袋 弓朽灸

⃝局 ブドウ糖注射液 求灸％弓救灸客吸袋 弓泣救

⃝局 ブドウ糖注射液救％「マイラ
ン」

救％宮灸客吸管 朽朽

⃝局 ブドウ糖注射液救％「マイラ
ン」

救％宮救灸客吸瓶 吸汲泣

⃝局 ブドウ糖注射液宮灸％「マイ
ラン」

宮灸％宮灸客吸管 朽求

⃝局 ブドウ糖注救％シリンジ「Ｎ
Ｐ」

救％宮灸客吸筒 吸求吸

⃝局 ブドウ糖注救％ＰＬ「フソ
ー」

救％宮灸客吸管 朽朽

⃝局 ブドウ糖注吸灸％ＰＬ「フソ
ー」

吸灸％救灸灸客吸瓶 宮吸吸

⃝局 ブドウ糖注宮灸％「ＮＰ」 宮灸％宮灸客吸管 朽求

⃝局 ブドウ糖注宮灸％シリンジ
「ＮＰ」

宮灸％宮灸客吸筒 吸求救

⃝局 ブドウ糖注宮灸％ＰＬ「フソ
ー」

宮灸％宮灸客吸管 朽求

⃝局 ブドウ糖注急灸％ＰＬ「フソ
ー」

急灸％宮灸客吸管 泣汲
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⃝局 ブドウ糖注救灸％シリンジ
「テルモ」

救灸％宮灸客吸筒 吸吸吸

⃝局 ブドウ糖注救灸％ＰＬ「フソ
ー」

救灸％宮灸客吸管 泣泣

ブプレノルフィン塩酸塩
灸.宮㎎注射液

灸.宮㎎吸管 求宮

ブプレノルフィン塩酸塩
灸.弓㎎注射液

灸.弓㎎吸管 泣求

ブライアン点滴静注吸ℊ 宮灸％救客吸管 急急急

フラグミン静注救灸灸灸単位／
救客

救,灸灸灸低分子ヘパリ
ン国際単位吸瓶

求吸泣

プラスアミノ輸液 宮灸灸客吸袋 宮汲泣

プラスアミノ輸液 救灸灸客吸袋 弓急求

フラビタン注射液吸灸㎎ 吸灸㎎吸管 救泣

フラビタン注射液宮灸㎎ 宮灸㎎吸管 朽灸

フラビタン注救㎎ 救㎎吸管 救泣

フラビンアデニンジヌクレオ
チド吸灸㎎注射液

吸灸㎎吸管 救求

フラビンアデニンジヌクレオ
チド宮灸㎎注射液

宮灸㎎吸管 救求

プラリア皮下注朽灸㎎シリン
ジ

朽灸㎎吸客吸筒 宮汲,吸弓朽

ブリカニール皮下注灸.宮㎎ 灸.宮㎎吸管 救泣

プリズバインド静注液宮.救ℊ 宮.救ℊ救灸客吸瓶 宮灸弓,朽宮朽

ブリディオン静注宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎宮客吸瓶 泣,灸灸灸

ブリディオン静注救灸灸㎎ 救灸灸㎎救客吸瓶 宮吸,急汲灸

ブリニューラ脳室内注射液
吸救灸㎎

吸救灸㎎救客吸瓶 吸,弓宮求,朽急救

プリモジアン・デポー筋注 吸客吸管 救弓灸

プリンペラン注射液吸灸㎎ 灸.救％宮客吸管 救汲

フルオレサイト静注救灸灸㎎ 吸灸％救客吸瓶 吸,灸弓汲

フルオロウラシル注宮救灸㎎
「トーワ」

宮救灸㎎吸瓶 吸急泣

フルオロウラシル注吸灸灸灸㎎
「トーワ」

吸,灸灸灸㎎吸瓶 救急泣

フルカリック吸号輸液 泣灸弓客吸キット 汲宮求

フルカリック吸号輸液 吸弓救急.救客吸キット 吸,灸泣急

フルカリック宮号輸液 吸灸灸弓客吸キット 汲汲吸

フルカリック宮号輸液 吸救灸急.救客吸キット 吸,吸泣急

フルカリック弓号輸液 吸吸灸弓客吸キット 泣汲宮

フルクトラクト注 宮灸灸客吸袋 吸汲救

フルクトラクト注 救灸灸客吸袋 吸汲救

⃝局 フルコナゾール静注液灸.宮％
「Ｆ」

灸.宮％救灸客吸袋 吸,朽宮宮

⃝局 フルコナゾール静注液吸灸灸㎎
「Ｆ」

灸.宮％救灸客吸袋 吸,朽宮宮

フルコナゾール灸.吸％救灸客
注射液

灸.吸％救灸客吸瓶 汲汲灸

フルコナゾール灸.吸％救灸客
注射液

灸.吸％救灸客吸袋 汲汲灸

フルコナゾール灸.宮％救灸客
注射液

灸.宮％救灸客吸瓶 吸,吸弓急

フルコナゾール灸.宮％救灸客
注射液

灸.宮％救灸客吸袋 吸,吸弓急

フルコナゾール灸.宮％吸灸灸客
注射液

灸.宮％吸灸灸客吸瓶 吸,求泣汲

フルコナゾール灸.宮％吸灸灸客
注射液

灸.宮％吸灸灸客吸袋 吸,求泣汲

プールシンチ注 吸灸MBq 救汲灸

フルスルチアミン塩酸塩
救灸㎎宮灸客注射液

救灸㎎宮灸客吸管 救求

フルスルチアミン静注宮救㎎
「トーワ」

宮救㎎吸灸客吸管 救救

フルスルチアミン注吸灸㎎
「トーワ」

吸灸㎎吸管 救吸

フルダラ静注用救灸㎎ 救灸㎎吸瓶 弓灸,救急救

フルデカシン筋注宮救㎎ 宮救㎎吸客吸瓶 吸,急急汲

フルマゼニル静注液灸.救㎎
「ケミファ」

灸.救㎎救客吸管 吸,吸急急

フルマゼニル静注液灸.救㎎
「サワイ」

灸.救㎎救客吸管 吸,吸急急

フルマゼニル静注灸.救㎎シリ
ンジ「テルモ」

灸.救㎎救客吸筒 吸,吸朽朽

フルマゼニル注射液灸.救㎎
「Ｆ」

灸.救㎎救客吸管 吸,吸急急

フルマゼニル灸.救㎎救客注射
液

灸.救㎎救客吸管 吸,灸宮宮

フルマゼニル灸.宮㎎宮客注射
液

灸.宮㎎宮客吸管 救宮宮

⃝局 フルマリンキット静注用吸ℊ 吸ℊ吸キット(生理食
塩液吸灸灸客付)

吸,朽吸朽

⃝局 フルマリン静注用灸.救ℊ 救灸灸㎎吸瓶 泣宮宮

⃝局 フルマリン静注用吸ℊ 吸ℊ吸瓶 吸,宮汲朽

プレアミン−Ｐ注射液 宮灸灸客吸袋 弓急吸

ブレオ注射用救㎎ 救㎎吸瓶 吸,急朽泣

ブレオ注射用吸救㎎ 吸救㎎吸瓶 急,弓急灸

フレスミンＳ注射液吸灸灸灸㎍ 吸㎎吸管 吸灸吸

プレセデックス静注液宮灸灸㎍
「ファイザー」

宮灸灸㎍宮客吸瓶 宮,求朽急

プレセデックス静注液宮灸灸㎍
／救灸客シリンジ「ファイザ
ー」

宮灸灸㎍救灸客吸筒 宮,汲宮急

プレバイミス点滴静注宮急灸㎎ 宮急灸㎎吸宮客吸瓶 吸汲,宮宮汲

ブレビブロック注吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸灸客吸瓶 宮,泣救灸

ブレヤンジ静注 吸患者当たり弓宮,朽急求,求朽吸

プロイメンド点滴静注用
吸救灸㎎

吸救灸㎎吸瓶 吸吸,宮求朽

⃝局 プロカインアミド塩酸塩注射
液

吸灸％吸客吸管 泣急

⃝局 プロカインアミド塩酸塩注射
液

吸灸％宮客吸管 泣急

⃝局 プロカイン塩酸塩注射液 灸.救％吸客吸管 泣急

⃝局 プロカイン塩酸塩注射液 灸.救％宮客吸管 泣急

⃝局 プロカイン塩酸塩注射液 灸.救％救客吸管 泣急

⃝局 プロカイン塩酸塩注射液 灸.救％吸灸客吸管 泣急

⃝局 プロカイン塩酸塩注射液 吸％吸客吸管 泣急

⃝局 プロカイン塩酸塩注射液 吸％宮客吸管 泣急

⃝局 プロカイン塩酸塩注射液 吸％救客吸管 泣急

⃝局 プロカイン塩酸塩注射液 吸％吸灸客吸管 泣急

⃝局 プロカイン塩酸塩注射液 宮％吸客吸管 泣救

⃝局 プロカイン塩酸塩注射液 宮％宮客吸管 泣救

⃝局 プロカイン塩酸塩注射液 宮％救客吸管 泣朽

プロギノン・デポー筋注
吸灸㎎

吸灸㎎吸管 弓吸灸

プログラフ注射液宮㎎ 宮㎎灸.急客吸管 吸,泣吸泣

プログラフ注射液救㎎ 救㎎吸客吸管 弓,救泣求

⃝局 プロゲステロン注射液 吸灸㎎吸管 吸吸灸

⃝局 プロゲステロン注射液 宮救㎎吸管 吸宮泣

⃝局 プロゲステロン注射液 救灸㎎吸管 吸汲吸

プロゲストンデポー筋注
吸宮救㎎

吸宮救㎎吸管 吸宮救

プロゲデポー筋注吸宮救㎎ 吸宮救㎎吸管 吸汲灸

⃝局 プロゲホルモン筋注用宮救㎎ 宮救㎎吸管 吸急急

プロジフ静注液吸灸灸 汲％吸.宮救客吸瓶 弓,急求吸

プロジフ静注液宮灸灸 汲％宮.救客吸瓶 朽,急灸救

プロジフ静注液急灸灸 汲％救客吸瓶 吸吸,宮汲求

プロスコープ弓灸灸注シリンジ
救灸客

朽宮.弓急％救灸客吸筒 吸,朽汲汲

プロスコープ弓灸灸注シリンジ
汲灸客

朽宮.弓急％汲灸客吸筒 急,宮吸求

プロスコープ弓灸灸注シリンジ
吸灸灸客

朽宮.弓急％吸灸灸客吸筒 急,汲朽宮

プロスコープ弓灸灸注宮灸客 朽宮.弓急％宮灸客吸瓶 吸,灸泣朽

プロスコープ弓灸灸注救灸客 朽宮.弓急％救灸客吸瓶 宮,朽吸吸

プロスコープ弓灸灸注吸灸灸客 朽宮.弓急％吸灸灸客吸瓶 救,灸泣急

プロスコープ弓求灸注シリンジ
救灸客

求朽.汲泣％救灸客吸筒 吸,求汲急

プロスコープ弓求灸注シリンジ
汲灸客

求朽.汲泣％汲灸客吸筒 弓,救宮宮
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プロスコープ弓求灸注シリンジ
吸灸灸客

求朽.汲泣％吸灸灸客吸筒 急,灸宮汲

プロスコープ弓求灸注宮灸客 求朽.汲泣％宮灸客吸瓶 吸,吸汲汲

プロスコープ弓求灸注救灸客 求朽.汲泣％救灸客吸瓶 宮,泣吸宮

プロスコープ弓求灸注吸灸灸客 求朽.汲泣％吸灸灸客吸瓶 急,吸吸弓

プロスタルモン・Ｆ注射液
吸灸灸灸

吸㎎吸客吸管 急泣朽

プロスタルモン・Ｆ注射液
宮灸灸灸

宮㎎宮客吸管 吸,灸救汲

プロスタンディン注射用
宮灸㎍

宮灸㎍吸瓶 朽急泣

プロスタンディン点滴静注用
救灸灸㎍

救灸灸㎍吸瓶 汲,急汲宮

フロセミド宮灸㎎注射液 宮灸㎎吸管 救汲

プロタノールＬ注灸.宮㎎ 灸.灸宮％吸客吸管 宮灸求

プロタノールＬ注吸㎎ 灸.灸宮％救客吸管 吸,灸吸急

⃝局 プロタミン硫酸塩注射液 吸％吸灸客バイアル 朽汲弓

プロチレリン酒石酸塩灸.救㎎
注射液

灸.救㎎吸管 弓汲汲

プロチレリン酒石酸塩吸㎎
吸客注射液

吸㎎吸客吸管 汲泣灸

プロチレリン酒石酸塩宮㎎
吸客注射液

宮㎎吸客吸管 吸,求朽宮

プロテアミン吸宮注射液 (吸宮％)宮灸灸客吸袋 急求灸

プロハンス静注シリンジ
吸弓客

吸弓客吸筒 急,泣宮朽

プロハンス静注シリンジ
吸求客

吸求客吸筒 救,汲朽朽

プロハンス静注救客 救客吸瓶 宮,弓汲弓

プロハンス静注吸灸客 吸灸客吸瓶 救,灸宮汲

プロハンス静注吸救客 吸救客吸瓶 朽,急救朽

プロハンス静注宮灸客 宮灸客吸瓶 汲,求急急

プロポフォール静注吸％
宮灸客「マルイシ」

宮灸灸㎎宮灸客吸管 救灸吸

プロポフォール吸ℊ救灸客注
射液

吸ℊ救灸客吸瓶 吸,吸吸灸

プロポフォール吸ℊ吸灸灸客注
射液

吸ℊ吸灸灸客吸瓶 吸,吸吸灸

プロポフォール吸％静注
宮灸客「日医工」

宮灸灸㎎宮灸客吸管 救灸吸

プロポフォール吸％静注
宮灸客「ファイザー」

宮灸灸㎎宮灸客吸管 救灸吸

プロポフォール宮灸灸㎎宮灸客
注射液

宮灸灸㎎宮灸客吸管 弓泣朽

プロポフォール救灸灸㎎救灸客
注射液

救灸灸㎎救灸客吸瓶 朽求求

ブロムヘキシン塩酸塩注射液
急㎎「タイヨー」

灸.宮％宮客吸管 救求

フロリードＦ注宮灸灸㎎ 吸％宮灸客吸管 吸,救弓朽

(へ)

ベオビュ硝子体内注射用キッ
ト吸宮灸㎎／客

朽㎎灸.灸救客吸筒 吸弓汲,求宮救

ペガシス皮下注泣灸㎍ 泣灸㎍吸客吸瓶 泣,救求救

ペガシス皮下注吸汲灸㎍ 吸汲灸㎍吸客吸瓶 吸求,求吸泣

ヘキサミン静注液宮ℊ「ニッ
シン」

急灸％救客吸管 吸宮求

ベクティビックス点滴静注
吸灸灸㎎

吸灸灸㎎救客吸瓶 求泣,吸朽救

ベクティビックス点滴静注
急灸灸㎎

急灸灸㎎宮灸客吸瓶 弓灸吸,急求朽

ベクルリー点滴静注用吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸瓶 朽弓,弓急宮

ベクロニウム静注用急㎎
「Ｆ」

急㎎吸管(溶解液付) 宮灸救

ベクロニウム静注用吸灸㎎
「Ｆ」

吸灸㎎吸瓶 弓泣汲

ベストコール筋注用灸.救ℊ 救灸灸㎎吸瓶(溶解液付) 求弓求

ベストコール静注用灸.救ℊ 救灸灸㎎吸瓶 求急宮

ベストコール静注用吸ℊ 吸ℊ吸瓶 吸,吸求急

ヘスパンダー輸液 救灸灸客吸袋 求弓求

ベスポンサ点滴静注用吸㎎ 吸㎎吸瓶 吸,弓弓吸,宮泣求

ベタフェロン皮下注用泣朽灸万
国際単位

泣朽灸万国際単位吸瓶
(溶解液付)

汲,急吸汲

⃝局⃝麻ペチジン塩酸塩注射液 弓.救％吸客吸管 弓急吸

⃝局⃝麻ペチジン塩酸塩注射液 救％吸客吸管 弓朽吸

⃝麻 ペチロルファン注射液 吸客吸管 弓救灸

ベナンバックス注用弓灸灸㎎ 弓灸灸㎎吸瓶 求,弓吸宮

ベネフィクス静注用救灸灸 救灸灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

救急,泣泣汲

ベネフィクス静注用吸灸灸灸 吸,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

吸灸求,急急救

ベネフィクス静注用宮灸灸灸 宮,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

宮灸泣,救灸吸

ベネフィクス静注用弓灸灸灸 弓,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

宮汲汲,灸宮急

ベバシズマブＢＳ点滴静注
吸灸灸㎎「第一三共」

吸灸灸㎎急客吸瓶 吸急,宮汲朽

ベバシズマブＢＳ点滴静注
吸灸灸㎎「ファイザー」

吸灸灸㎎急客吸瓶 吸急,宮汲朽

ベバシズマブＢＳ点滴静注
急灸灸㎎「第一三共」

急灸灸㎎吸朽客吸瓶 救急,急灸弓

ベバシズマブＢＳ点滴静注
急灸灸㎎「ファイザー」

急灸灸㎎吸朽客吸瓶 救急,急灸弓

ヘパティメージ注 吸灸MBq 汲灸救

⃝局 ヘパフィルド透析用吸救灸単位
／客シリンジ宮灸客

弓,灸灸灸単位宮灸客吸筒 吸救救

⃝局 ヘパフィルド透析用宮灸灸単位
／客シリンジ宮灸客

急,灸灸灸単位宮灸客吸筒 吸求灸

⃝局 ヘパフィルド透析用宮救灸単位
／客シリンジ宮灸客

救,灸灸灸単位宮灸客吸筒 吸求灸

ヘパフラッシュ吸灸単位／客
シリンジ救客

救灸単位救客吸筒 朽汲

ヘパフラッシュ吸灸単位／客
シリンジ吸灸客

吸灸灸単位吸灸客吸筒 求宮

ヘパフラッシュ吸灸灸単位／客
シリンジ救客

救灸灸単位救客吸筒 泣泣

ヘパフラッシュ吸灸灸単位／客
シリンジ吸灸客

吸,灸灸灸単位吸灸客吸筒 吸灸泣

ヘパリン Na透析用カテーテ
ルロック用吸,灸灸灸単位／客シ
リンジ救客「ニプロ」

救,灸灸灸単位救客吸筒 弓吸弓

ヘパリン Na透析用吸救灸単位
／客シリンジ宮灸客「ＡＴ」

弓,灸灸灸単位宮灸客吸筒 吸救救

⃝局 ヘパリン Na透析用吸救灸単位
／客シリンジ宮灸客「フソー」

弓,灸灸灸単位宮灸客吸筒 吸救救

⃝局 ヘパリン Na透析用吸救灸単位
／客「フソー」宮灸客

弓,灸灸灸単位宮灸客吸管 吸吸宮

ヘパリン Na透析用宮灸灸単位
／客シリンジ宮灸客「ＡＴ」

急,灸灸灸単位宮灸客吸筒 吸求灸

⃝局 ヘパリン Na透析用宮灸灸単位
／客シリンジ宮灸客「フソー」

急,灸灸灸単位宮灸客吸筒 吸求灸

⃝局 ヘパリン Na透析用宮灸灸単位
／客「フソー」宮灸客

急,灸灸灸単位宮灸客吸管 吸吸弓

⃝局 ヘパリン Na透析用宮救灸単位
／客「ＮＳ」宮灸客

救,灸灸灸単位宮灸客吸管 吸吸急

ヘパリン Na透析用宮救灸単位
／客シリンジ吸宮客「ニプロ」

弓,灸灸灸単位吸宮客吸筒 吸救救

ヘパリン Na透析用宮救灸単位
／客シリンジ吸朽客「ニプロ」

急,灸灸灸単位吸朽客吸筒 吸求灸

ヘパリン Na透析用宮救灸単位
／客シリンジ宮灸客「ＡＴ」

救,灸灸灸単位宮灸客吸筒 吸求灸

ヘパリン Na透析用宮救灸単位
／客シリンジ宮灸客「ニプロ」

救,灸灸灸単位宮灸客吸筒 吸求灸

⃝局 ヘパリン Na透析用宮救灸単位
／客シリンジ宮灸客「フソー」

救,灸灸灸単位宮灸客吸筒 吸求灸

⃝局 ヘパリン Na透析用宮救灸単位
／客「フソー」宮灸客

救,灸灸灸単位宮灸客吸管 吸吸急

⃝局 ヘパリン Na透析用弓救灸単位
／客シリンジ宮灸客「フソー」

求,灸灸灸単位宮灸客吸筒 弓急汲

ヘパリン Na透析用救灸灸単位
／客シリンジ吸灸客「ＮＰ」

救,灸灸灸単位吸灸客吸筒 吸求灸

ヘパリン Na透析用救灸灸単位
／客シリンジ宮灸客「ＮＰ」

吸灸,灸灸灸単位宮灸客吸筒 弓急汲

ヘパリン Na ロック用吸灸単
位／客シリンジ「ＳＮ」救客

救灸単位救客吸筒 汲求
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ヘパリン Na ロック用吸灸単
位／客シリンジ「ＳＮ」
吸灸客

吸灸灸単位吸灸客吸筒 汲急

⃝局 ヘパリン Na ロック用吸灸単
位／客シリンジ「オーツカ」
救客

救灸単位救客吸筒 汲求

⃝局 ヘパリン Na ロック用吸灸単
位／客シリンジ「オーツカ」
吸灸客

吸灸灸単位吸灸客吸筒 汲急

ヘパリン Na ロック用吸灸単
位／客シリンジ救客「ＮＩ
Ｇ」

救灸単位救客吸筒 汲求

ヘパリン Na ロック用吸灸単
位／客シリンジ救客「テバ」

救灸単位救客吸筒 汲求

ヘパリン Na ロック用吸灸単
位／客シリンジ救客「ニプ
ロ」

救灸単位救客吸筒 吸吸救

ヘパリン Na ロック用吸灸単
位／客シリンジ吸灸客「ＮＩ
Ｇ」

吸灸灸単位吸灸客吸筒 汲急

ヘパリン Na ロック用吸灸単
位／客シリンジ吸灸客「テバ」

吸灸灸単位吸灸客吸筒 汲急

ヘパリン Na ロック用吸灸単
位／客シリンジ吸灸客「ニプ
ロ」

吸灸灸単位吸灸客吸筒 吸吸急

ヘパリン Na ロック用吸灸灸単
位／客シリンジ「ＳＮ」救客

救灸灸単位救客吸筒 吸灸朽

ヘパリン Na ロック用吸灸灸単
位／客シリンジ「ＳＮ」
吸灸客

吸,灸灸灸単位吸灸客吸筒 吸灸泣

⃝局 ヘパリン Na ロック用吸灸灸単
位／客シリンジ「オーツカ」
救客

救灸灸単位救客吸筒 吸灸朽

⃝局 ヘパリン Na ロック用吸灸灸単
位／客シリンジ「オーツカ」
吸灸客

吸,灸灸灸単位吸灸客吸筒 吸灸泣

ヘパリン Na ロック用吸灸灸単
位／客シリンジ救客「ＮＩ
Ｇ」

救灸灸単位救客吸筒 吸灸朽

ヘパリン Na ロック用吸灸灸単
位／客シリンジ救客「テバ」

救灸灸単位救客吸筒 吸灸朽

ヘパリン Na ロック用吸灸灸単
位／客シリンジ救客「ニプ
ロ」

救灸灸単位救客吸筒 吸急灸

ヘパリン Na ロック用吸灸灸単
位／客シリンジ吸灸客「ＮＩ
Ｇ」

吸,灸灸灸単位吸灸客吸筒 吸灸泣

ヘパリン Na ロック用吸灸灸単
位／客シリンジ吸灸客「テバ」

吸,灸灸灸単位吸灸客吸筒 吸灸泣

ヘパリン Na ロック用吸灸灸単
位／客シリンジ吸灸客「ニプ
ロ」

吸,灸灸灸単位吸灸客吸筒 吸弓汲

ヘパリンカルシウム注吸万単
位／吸灸客「ＡＹ」

吸灸,灸灸灸単位吸灸客吸瓶 急灸救

ヘパリンカルシウム注救万単
位／救灸客「ＡＹ」

救灸,灸灸灸単位救灸客吸瓶 吸,吸救汲

ヘパリンカルシウム皮下注救
千単位／灸.宮客シリンジ「モ
チダ」

救,灸灸灸単位灸.宮客吸筒 弓朽求

ヘパリンCa注射液宮万単位
／宮灸客「サワイ」

宮灸,灸灸灸単位宮灸客吸瓶 求灸泣

ヘパリンCa注射液救万単位
／救灸客「サワイ」

救灸,灸灸灸単位救灸客吸瓶 吸,吸救汲

ヘパリンCa注射液吸灸万単
位／吸灸灸客「サワイ」

吸灸灸,灸灸灸単位吸灸灸客吸
瓶

吸,急弓弓

ヘパリンCa皮下注吸万単位
／灸.急客「サワイ」

吸灸,灸灸灸単位吸瓶 急汲汲

ヘパリンCa皮下注宮万単位
／灸.汲客「サワイ」

宮灸,灸灸灸単位吸瓶 求灸泣

⃝局 ヘパリンナトリウム注射液 救,灸灸灸単位救客吸管 吸弓宮

⃝局 ヘパリンナトリウム注射液 救,灸灸灸単位救客吸瓶 吸救朽

⃝局 ヘパリンナトリウム注射液 吸灸,灸灸灸単位吸灸客吸瓶 弓救急

⃝局 ヘパリンナトリウム注射液 救灸,灸灸灸単位救灸客吸瓶 吸,弓灸求

⃝局 ヘパリンナトリウム注射液 吸灸灸,灸灸灸単位吸灸灸客吸
瓶

宮,求宮求

ベプシド注吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎救客吸瓶 弓,吸宮汲

ヘプタバックス−Ⅱ水性懸濁
注シリンジ灸.宮救客

灸.宮救客吸筒 宮,宮吸朽

ヘプタバックス−Ⅱ水性懸濁
注シリンジ灸.救客

灸.救客吸筒 宮,急朽灸

⃝局 ペプレオ注射用救㎎ 救㎎吸瓶 弓,朽求救

⃝局 ペプレオ注射用吸灸㎎ 吸灸㎎吸瓶 救,弓泣急

ヘムライブラ皮下注弓灸㎎ 弓灸㎎吸客吸瓶 弓宮救,救宮急

ヘムライブラ皮下注朽灸㎎ 朽灸㎎灸.急客吸瓶 救泣泣,救汲宮

ヘムライブラ皮下注泣灸㎎ 泣灸㎎灸.朽客吸瓶 汲救求,灸求救

ヘムライブラ皮下注吸灸救㎎ 吸灸救㎎灸.求客吸瓶 泣汲吸,求求救

ヘムライブラ皮下注吸救灸㎎ 吸救灸㎎吸客吸瓶 吸,弓急急,弓急弓

ペメトレキセド点滴静注液
吸灸灸㎎「ＳＵＮ」

吸灸灸㎎急客吸瓶 吸弓,朽救朽

ペメトレキセド点滴静注液
吸灸灸㎎「ＮＫ」

吸灸灸㎎急客吸瓶 吸弓,朽救朽

ペメトレキセド点滴静注液
吸灸灸㎎「サワイ」

吸灸灸㎎急客吸瓶 吸弓,朽救朽

ペメトレキセド点滴静注液
吸灸灸㎎「トーワ」

吸灸灸㎎急客吸瓶 吸弓,朽救朽

ペメトレキセド点滴静注液
救灸灸㎎「ＳＵＮ」

救灸灸㎎宮灸客吸瓶 救朽,泣求灸

ペメトレキセド点滴静注液
救灸灸㎎「ＮＫ」

救灸灸㎎宮灸客吸瓶 救朽,泣求灸

ペメトレキセド点滴静注液
救灸灸㎎「サワイ」

救灸灸㎎宮灸客吸瓶 救朽,泣求灸

ペメトレキセド点滴静注液
救灸灸㎎「トーワ」

救灸灸㎎宮灸客吸瓶 救朽,泣求灸

ペメトレキセド点滴静注液
汲灸灸㎎「ＮＫ」

汲灸灸㎎弓宮客吸瓶 汲救,救吸灸

ペメトレキセド点滴静注液
汲灸灸㎎「サワイ」

汲灸灸㎎弓宮客吸瓶 汲救,救吸灸

ペメトレキセド点滴静注用
吸灸灸㎎「ＮＫ」

吸灸灸㎎吸瓶 吸弓,朽救朽

ペメトレキセド点滴静注用
吸灸灸㎎「Ｆ」

吸灸灸㎎吸瓶 吸弓,朽救朽

ペメトレキセド点滴静注用
吸灸灸㎎「サワイ」

吸灸灸㎎吸瓶 吸弓,朽救朽

ペメトレキセド点滴静注用
吸灸灸㎎「日医工Ｇ」

吸灸灸㎎吸瓶 吸弓,朽救朽

ペメトレキセド点滴静注用
吸灸灸㎎「ニプロ」

吸灸灸㎎吸瓶 吸弓,朽救朽

ペメトレキセド点滴静注用
吸灸灸㎎「ヤクルト」

吸灸灸㎎吸瓶 吸弓,朽救朽

ペメトレキセド点滴静注用
救灸灸㎎「ＮＫ」

救灸灸㎎吸瓶 救朽,泣求灸

ペメトレキセド点滴静注用
救灸灸㎎「Ｆ」

救灸灸㎎吸瓶 救朽,泣求灸

ペメトレキセド点滴静注用
救灸灸㎎「サワイ」

救灸灸㎎吸瓶 救朽,泣求灸

ペメトレキセド点滴静注用
救灸灸㎎「日医工Ｇ」

救灸灸㎎吸瓶 救朽,泣求灸

ペメトレキセド点滴静注用
救灸灸㎎「ニプロ」

救灸灸㎎吸瓶 救朽,泣求灸

ペメトレキセド点滴静注用
救灸灸㎎「ヤクルト」

救灸灸㎎吸瓶 朽弓,灸救弓

ペメトレキセド点滴静注用
汲灸灸㎎「ＮＫ」

汲灸灸㎎吸瓶 汲救,救吸灸

ペメトレキセド点滴静注用
汲灸灸㎎「Ｆ」

汲灸灸㎎吸瓶 汲救,救吸灸

ペメトレキセド点滴静注用
汲灸灸㎎「サワイ」

汲灸灸㎎吸瓶 汲救,救吸灸

ペラニンデポー筋注救㎎ 救㎎吸管 吸救灸

ペラニンデポー筋注吸灸㎎ 吸灸㎎吸管 宮宮求

ベラパミル塩酸塩灸.宮救％
宮客注射液

灸.宮救％宮客吸管 吸朽求

ペリセート弓朽灸ＮＬ腹膜透析
液

吸L吸袋 救汲救

ペリセート弓朽灸ＮＬ腹膜透析
液

吸L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,急急泣

ペリセート弓朽灸ＮＬ腹膜透析
液

吸.救L吸袋 泣灸宮

ペリセート弓朽灸ＮＬ腹膜透析
液

吸.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,救泣求
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ペリセート弓朽灸ＮＬ腹膜透析
液

宮L吸袋 汲泣汲

ペリセート弓朽灸ＮＬ腹膜透析
液

宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,朽吸宮

ペリセート弓朽灸ＮＬ腹膜透析
液

宮.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,汲救弓

ペリセート弓朽灸ＮＬ腹膜透析
液

弓L吸袋 吸,急求急

ペリセート弓朽灸Ｎ腹膜透析液 吸L吸袋 救求救

ペリセート弓朽灸Ｎ腹膜透析液 吸L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,弓吸吸

ペリセート弓朽灸Ｎ腹膜透析液 吸.救L吸袋 汲弓宮

ペリセート弓朽灸Ｎ腹膜透析液 吸.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,朽弓汲

ペリセート弓朽灸Ｎ腹膜透析液 宮L吸袋 泣吸汲

ペリセート弓朽灸Ｎ腹膜透析液 宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,汲吸救

ペリセート弓朽灸Ｎ腹膜透析液 宮.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,汲弓弓

ペリセート弓朽灸Ｎ腹膜透析液 弓L吸袋 吸,弓弓弓

ペリセート急灸灸ＮＬ腹膜透析
液

吸L吸袋 急汲急

ペリセート急灸灸ＮＬ腹膜透析
液

吸L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,吸救宮

ペリセート急灸灸ＮＬ腹膜透析
液

吸.救L吸袋 汲汲汲

ペリセート急灸灸ＮＬ腹膜透析
液

吸.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,朽宮汲

ペリセート急灸灸ＮＬ腹膜透析
液

宮L吸袋 汲泣灸

ペリセート急灸灸ＮＬ腹膜透析
液

宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,求汲弓

ペリセート急灸灸ＮＬ腹膜透析
液

宮.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,求汲弓

ペリセート急灸灸ＮＬ腹膜透析
液

弓L吸袋 吸,救灸吸

ペリセート急灸灸Ｎ腹膜透析液 吸L吸袋 急灸汲

ペリセート急灸灸Ｎ腹膜透析液 吸L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,弓朽弓

ペリセート急灸灸Ｎ腹膜透析液 吸.救L吸袋 救泣弓

ペリセート急灸灸Ｎ腹膜透析液 吸.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,急泣急

ペリセート急灸灸Ｎ腹膜透析液 宮L吸袋 泣急朽

ペリセート急灸灸Ｎ腹膜透析液 宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,救泣求

ペリセート急灸灸Ｎ腹膜透析液 宮.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,救朽求

ペリセート急灸灸Ｎ腹膜透析液 弓L吸袋 吸,弓救泣

ベリナートＰ静注用救灸灸 救灸灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

吸灸吸,弓宮救

ベルケイド注射用弓㎎ 弓㎎吸瓶 汲求,泣灸急

⃝局 ペルジピン注射液宮㎎ 宮㎎宮客吸管 吸急吸

⃝局 ペルジピン注射液吸灸㎎ 吸灸㎎吸灸客吸管 吸朽救

⃝局 ペルジピン注射液宮救㎎ 宮救㎎宮救客吸管 弓急宮

ヘルニコア椎間板注用吸.宮救
単位

吸.宮救単位吸瓶 汲弓,吸汲泣

ヘルベッサー注射用吸灸 吸灸㎎吸瓶 宮救吸

ヘルベッサー注射用救灸 救灸㎎吸瓶 求吸灸

ヘルベッサー注射用宮救灸 宮救灸㎎吸瓶 宮,宮朽灸

ベルベリン硫酸塩注宮㎎「日
新」

灸.吸％宮客吸管 救求

ペロール注 弓灸灸客吸瓶 吸泣求

ペロール注 救灸灸客吸瓶 吸泣求

ペロール注 弓灸灸客吸袋 吸泣求

ペロール注 救灸灸客吸袋 吸泣求

ベンゾダイン注 吸灸MBq 弓,救吸汲

ペンタゾシン吸救㎎注射液 吸救㎎吸管 救泣

ペンタゾシン弓灸㎎注射液 弓灸㎎吸管 汲朽

⃝局 ペントシリン静注用吸ℊバッ
グ

吸ℊ吸キット(生理食
塩液吸灸灸客付)

汲弓吸

⃝局 ペントシリン静注用宮ℊバッ
グ

宮ℊ吸キット(生理食
塩液吸灸灸客付)

吸,吸灸泣

⃝局 ペントシリン注射用吸ℊ 吸ℊ吸瓶 弓急灸

⃝局 ペントシリン注射用宮ℊ 宮ℊ吸瓶 朽灸救

ペンライブ注 宮灸灸客吸瓶 吸汲求

ペンライブ注 弓灸灸客吸瓶 宮宮朽

ペンライブ注 救灸灸客吸瓶 宮宮求

ペンライブ注 宮灸灸客吸袋 吸汲求

ペンライブ注 弓灸灸客吸袋 宮宮朽

ペンライブ注 救灸灸客吸袋 宮宮求

ベンリスタ点滴静注用吸宮灸㎎ 吸宮灸㎎吸瓶 吸朽,朽吸汲

ベンリスタ点滴静注用急灸灸㎎ 急灸灸㎎吸瓶 救急,朽灸泣

ベンリスタ皮下注宮灸灸㎎オー
トインジェクター

宮灸灸㎎吸客吸キット 宮救,灸灸宮

ベンリスタ皮下注宮灸灸㎎シリ
ンジ

宮灸灸㎎吸客吸筒 宮急,泣泣急

(ほ)

ホスアプレピタント点滴静注
用吸救灸㎎「ＮＫ」

吸救灸㎎吸瓶 救,求弓急

ホストイン静注求救灸㎎ 求救灸㎎吸灸客吸瓶 朽,急宮灸

⃝局 ホスホマイシン Na静注用
灸.救ℊ「ＮＰ」

救灸灸㎎吸瓶 弓朽宮

⃝局 ホスホマイシン Na静注用
灸.救ℊ「タカタ」

救灸灸㎎吸瓶 弓朽宮

⃝局 ホスホマイシン Na静注用
吸ℊ「ＮＰ」

吸ℊ吸瓶 救汲求

⃝局 ホスホマイシン Na静注用
吸ℊ「タカタ」

吸ℊ吸瓶 救汲求

⃝局 ホスホマイシン Na静注用
宮ℊ「ＮＰ」

宮ℊ吸瓶 汲朽弓

⃝局 ホスホマイシン Na静注用
宮ℊ「タカタ」

宮ℊ吸瓶 汲朽弓

⃝局 ホスホマイシンナトリウム静
注用灸.救ℊ「日医工」

救灸灸㎎吸瓶 弓朽宮

⃝局 ホスホマイシンナトリウム静
注用吸ℊ「日医工」

吸ℊ吸瓶 救汲求

⃝局 ホスホマイシンナトリウム静
注用宮ℊ「日医工」

宮ℊ吸瓶 汲朽弓

⃝局 ホスミシンＳ静注用灸.救ℊ 救灸灸㎎吸瓶 弓朽宮

⃝局 ホスミシンＳ静注用吸ℊ 吸ℊ吸瓶 救汲求

⃝局 ホスミシンＳ静注用宮ℊ 宮ℊ吸瓶 汲朽弓

ポタコールＲ輸液 宮救灸客吸袋 宮吸朽

ポタコールＲ輸液 救灸灸客吸袋 宮救弓

ポテリジオ点滴静注宮灸㎎ 宮灸㎎救客吸瓶 吸求吸,宮吸泣

ボトックス注用救灸単位 救灸単位吸瓶 弓救,朽宮灸

ボトックス注用吸灸灸単位 吸灸灸単位吸瓶 朽弓,救汲求

ポートラーザ点滴静注液
汲灸灸㎎

汲灸灸㎎救灸客吸瓶 宮弓吸,吸求朽

ボナロン点滴静注バッグ
泣灸灸㎍

泣灸灸㎍吸灸灸客吸袋 弓,求宮救

ポプスカイン灸.宮救％注シリ
ンジ宮救㎎／吸灸客

宮救㎎吸灸客吸筒 弓求弓

ポプスカイン灸.宮救％注バッ
グ宮救灸㎎／吸灸灸客

宮救灸㎎吸灸灸客吸袋 吸,弓泣救

ポプスカイン灸.宮救％注宮救㎎
／吸灸客

宮救㎎吸灸客吸管 弓吸朽

ポプスカイン灸.救％注シリン
ジ救灸㎎／吸灸客

救灸㎎吸灸客吸筒 救救求

ポプスカイン灸.救％注救灸㎎
／吸灸客

救灸㎎吸灸客吸管 急求朽

ポプスカイン灸.求救％注シリ
ンジ求救㎎／吸灸客

求救㎎吸灸客吸筒 朽朽灸

ポプスカイン灸.求救％注求救㎎
／吸灸客

求救㎎吸灸客吸管 救朽吸

ポプスカイン灸.求救％注
吸救灸㎎／宮灸客

吸救灸㎎宮灸客吸管 泣汲汲

ホメピゾール点滴静注吸.救ℊ
「タケダ」

吸.救ℊ吸瓶 吸急灸,急急求

ポライビー点滴静注用弓灸㎎ 弓灸㎎吸瓶 宮泣汲,汲宮救

ポライビー点滴静注用吸急灸㎎ 吸急灸㎎吸瓶 吸,弓朽急,弓弓灸
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ポララミン注救㎎ 灸.救％吸客吸管 救泣

ポリエチレングリコール処理
抗HBs人免疫グロブリン

吸,灸灸灸単位救客吸瓶 弓救,泣求朽

ポリエチレングリコール処理
抗破傷風人免疫グロブリン

宮救灸国際単位吸瓶 弓,泣求吸

ポリエチレングリコール処理
抗破傷風人免疫グロブリン

吸,救灸灸国際単位吸瓶 宮吸,宮急救

ホリゾン注射液吸灸㎎ 吸灸㎎吸管 汲宮

ポリドカスクレロール灸.救％
注宮客

灸.救％宮客吸管 朽求弓

ポリドカスクレロール吸％注
宮客

吸％宮客吸管 求吸泣

ポリドカスクレロール弓％注
宮客

弓％宮客吸管 汲急弓

ボルテゾミブ注射用宮㎎「ト
ーワ」

宮㎎吸瓶 弓灸,宮宮弓

ボルテゾミブ注射用弓㎎「Ｎ
Ｋ」

弓㎎吸瓶 弓汲,朽泣急

ボルテゾミブ注射用弓㎎「サ
ワイ」

弓㎎吸瓶 弓汲,朽泣急

ボルテゾミブ注射用弓㎎「Ｄ
ＳＥＰ」

弓㎎吸瓶 急急,宮宮急

ボルテゾミブ注射用弓㎎「ト
ーワ」

弓㎎吸瓶 弓汲,朽泣急

ボルテゾミブ注射用弓㎎「フ
ァイザー」

弓㎎吸瓶 弓汲,朽泣急

ボルテゾミブ注射用弓㎎「ヤ
クルト」

弓㎎吸瓶 弓汲,朽泣急

ボルビサール注 宮客吸管 吸弓求

ボルビックス注 宮客吸管 泣求

ボルベン輸液朽％ 朽％救灸灸客吸袋 泣灸求

ボンビバ静注吸㎎シリンジ 吸㎎吸客吸筒 急,宮宮求

ボンベンディ静注用吸弓灸灸 吸,弓灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

吸急朽,宮汲汲

(ま)

マイオザイム点滴静注用
救灸㎎

救灸㎎吸瓶 泣求,泣救宮

マイオビュー「注射用」 吸回分 弓灸,吸灸弓

マイオビュー注シリンジ 宮泣朽MBq吸筒 宮急,宮弓朽

マイオビュー注シリンジ 救泣宮MBq吸筒 急急,宮灸救

マイオビュー注シリンジ 求急灸MBq吸筒 急泣,吸急灸

⃝局 マイトマイシン注用宮㎎ 宮㎎吸瓶 弓救灸

⃝局 マイトマイシン注用吸灸㎎ 吸灸㎎吸瓶 吸,朽灸灸

マイロターグ点滴静注用救㎎ 救㎎吸瓶 宮灸宮,宮弓泣

マーカイン注脊麻用灸.救％高
比重

灸.救％急客吸管 弓救宮

マーカイン注脊麻用灸.救％等
比重

灸.救％急客吸管 弓救宮

マーカイン注灸.吸宮救％ 灸.吸宮救％吸灸客バイア
ル

吸宮朽

マーカイン注灸.宮救％ 灸.宮救％吸灸客バイアル 吸急急

マーカイン注灸.救％ 灸.救％吸灸客バイアル 吸泣吸

マキサカルシトール静注透析
用シリンジ宮.救㎍「イセイ」

宮.救㎍吸客吸筒 救急汲

マキサカルシトール静注透析
用シリンジ宮.救㎍「フソー」

宮.救㎍吸客吸筒 救急汲

マキサカルシトール静注透析
用シリンジ救㎍「イセイ」

救㎍吸客吸筒 朽泣吸

マキサカルシトール静注透析
用シリンジ救㎍「フソー」

救㎍吸客吸筒 朽泣吸

マキサカルシトール静注透析
用シリンジ吸灸㎍「イセイ」

吸灸㎍吸客吸筒 求泣宮

マキサカルシトール静注透析
用シリンジ吸灸㎍「フソー」

吸灸㎍吸客吸筒 求泣宮

マキサカルシトール静注透析
用宮.救㎍「日医工」

宮.救㎍吸客吸管 宮弓急

マキサカルシトール静注透析
用宮.救㎍「ニプロ」

宮.救㎍吸客吸管 宮弓急

マキサカルシトール静注透析
用宮.救㎍「ファイザー」

宮.救㎍吸客吸管 宮弓急

マキサカルシトール静注透析
用救㎍「トーワ」

救㎍吸客吸管 弓灸朽

マキサカルシトール静注透析
用救㎍「日医工」

救㎍吸客吸管 弓灸朽

マキサカルシトール静注透析
用救㎍「ニプロ」

救㎍吸客吸管 弓灸朽

マキサカルシトール静注透析
用救㎍「ファイザー」

救㎍吸客吸管 弓灸朽

マキサカルシトール静注透析
用吸灸㎍「日医工」

吸灸㎍吸客吸管 救吸宮

マキサカルシトール宮.救㎍
吸客注射液

宮.救㎍吸客吸管 吸泣灸

マキサカルシトール救㎍吸客
注射液

救㎍吸客吸管 宮弓求

マキサカルシトール吸灸㎍
吸客注射液

吸灸㎍吸客吸管 弓汲朽

マキュエイド眼注用急灸㎎ 急灸㎎吸瓶 汲,灸朽灸

ＭＡＧシンチ注 宮宮宮MBq吸筒 宮弓,泣急急

ＭＡＧシンチ注 弓弓弓MBq吸筒 弓救,吸求急

ＭＡＧシンチ注 救救救MBq吸筒 救求,求灸急

マグセント注シリンジ急灸客 急灸客吸筒 吸,急朽泣

マグセント注吸灸灸客 吸灸灸客吸瓶 吸,汲弓弓

マグネスコープ静注弓汲％シ
リンジ吸灸客

弓求.朽泣救％吸灸客吸筒 急,吸弓朽

マグネスコープ静注弓汲％シ
リンジ吸吸客

弓求.朽泣救％吸吸客吸筒 急,急泣救

マグネスコープ静注弓汲％シ
リンジ吸弓客

弓求.朽泣救％吸弓客吸筒 救,灸弓宮

マグネスコープ静注弓汲％シ
リンジ吸救客

弓求.朽泣救％吸救客吸筒 救,救急泣

マグネスコープ静注弓汲％シ
リンジ宮灸客

弓求.朽泣救％宮灸客吸筒 求,弓朽吸

マスブロン注吸㎎ 吸㎎吸管 救汲

マブキャンパス点滴静注
弓灸㎎

弓灸㎎吸客吸瓶 泣灸,泣灸求

マルタミン注射用 吸瓶 弓弓弓

マルトス輸液吸灸％ 吸灸％宮救灸客吸袋 宮灸求

マルトス輸液吸灸％ 吸灸％救灸灸客吸袋 宮吸吸

マルトース輸液吸灸％「フソ
ー」

吸灸％宮灸灸客吸袋 宮吸吸

マルトース輸液吸灸％「フソ
ー」

吸灸％救灸灸客吸袋 宮吸吸

マンニットールＳ注射液 弓灸灸客吸袋 急求宮

(み)

ミオＭＩＢＧ−Ｉ吸宮弓注射液 吸灸MBq 急,灸急弓

ミオテクター冠血管注 吸瓶吸管吸組 吸,急泣救

ミカファンギン Na点滴静注
用救灸㎎「サワイ」

救灸㎎吸瓶 吸,汲救宮

ミカファンギン Na点滴静注
用救灸㎎「ニプロ」

救灸㎎吸瓶 吸,汲救宮

ミカファンギン Na点滴静注
用救灸㎎「明治」

救灸㎎吸瓶 吸,泣弓宮

ミカファンギン Na点滴静注
用求救㎎「サワイ」

求救㎎吸瓶 宮,救救求

ミカファンギン Na点滴静注
用求救㎎「ニプロ」

求救㎎吸瓶 宮,救救求

ミカファンギン Na点滴静注
用求救㎎「明治」

求救㎎吸瓶 宮,汲急汲

ミカファンギンナトリウム点
滴静注用宮救㎎「日医工」

宮救㎎吸瓶 吸,灸吸汲

ミカファンギンナトリウム点
滴静注用救灸㎎「日医工」

救灸㎎吸瓶 吸,汲救宮

ミカファンギンナトリウム点
滴静注用求救㎎「日医工」

求救㎎吸瓶 宮,救救求

ミキシッドＨ輸液 泣灸灸客吸キット 吸,弓求汲

ミキシッドＬ輸液 泣灸灸客吸キット 吸,弓救朽

ミダゾラム吸灸㎎宮客注射液 吸灸㎎宮客吸管 泣宮

ミダフレッサ静注灸.吸％ 吸灸㎎吸灸客吸瓶 弓,弓求宮

ミッドペリックＬ吸弓救腹膜透
析液

吸L吸袋 朽弓宮

ミッドペリックＬ吸弓救腹膜透
析液

吸L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,宮求灸
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ミッドペリックＬ吸弓救腹膜透
析液

吸.救L吸袋 朽泣弓

ミッドペリックＬ吸弓救腹膜透
析液

吸.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,救灸弓

ミッドペリックＬ吸弓救腹膜透
析液

宮L吸袋 泣朽宮

ミッドペリックＬ吸弓救腹膜透
析液

宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,救急汲

ミッドペリックＬ吸弓救腹膜透
析液

宮.救L吸袋 吸,灸汲朽

ミッドペリックＬ吸弓救腹膜透
析液

宮.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,汲吸朽

ミッドペリックＬ宮救灸腹膜透
析液

吸L吸袋 救泣弓

ミッドペリックＬ宮救灸腹膜透
析液

吸L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,弓急求

ミッドペリックＬ宮救灸腹膜透
析液

吸.救L吸袋 求宮急

ミッドペリックＬ宮救灸腹膜透
析液

吸.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,弓泣汲

ミッドペリックＬ宮救灸腹膜透
析液

宮L吸袋 泣弓求

ミッドペリックＬ宮救灸腹膜透
析液

宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,急急灸

ミッドペリックＬ宮救灸腹膜透
析液

宮.救L吸袋 吸,灸汲急

ミッドペリックＬ宮救灸腹膜透
析液

宮.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,汲弓急

ミッドペリックＬ急灸灸腹膜透
析液

吸L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,朽泣吸

ミッドペリックＬ急灸灸腹膜透
析液

宮L吸袋 吸,吸救灸

ミッドペリックＬ急灸灸腹膜透
析液

宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,救救灸

ミッドペリック吸弓救腹膜透析
液

吸L吸袋 救灸朽

ミッドペリック吸弓救腹膜透析
液

吸L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,弓救弓

ミッドペリック吸弓救腹膜透析
液

吸.救L吸袋 求求泣

ミッドペリック吸弓救腹膜透析
液

吸.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,急求吸

ミッドペリック吸弓救腹膜透析
液

宮L吸袋 泣汲朽

ミッドペリック吸弓救腹膜透析
液

宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,救泣汲

ミッドペリック宮救灸腹膜透析
液

吸L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,弓泣宮

ミッドペリック宮救灸腹膜透析
液

吸.救L吸袋 汲汲急

ミッドペリック宮救灸腹膜透析
液

吸.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,急求弓

ミッドペリック宮救灸腹膜透析
液

宮L吸袋 泣弓汲

ミッドペリック宮救灸腹膜透析
液

宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,朽泣救

ミッドペリック急灸灸腹膜透析
液

宮L吸袋 汲求宮

ミッドペリック急灸灸腹膜透析
液

宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,汲急灸

ミネラミック注 宮客吸管 泣求

ミネリック−救配合点滴静注
シリンジ

宮客吸筒 吸朽求

ミノサイクリン塩酸塩吸灸灸㎎
静注用

吸灸灸㎎吸瓶 吸急朽

⃝局 ミノマイシン点滴静注用
吸灸灸㎎

吸灸灸㎎吸瓶 宮吸泣

ミラクリッド注射液救万単位 救灸,灸灸灸単位吸客吸管 泣弓弓

ミラクリッド注射液吸灸万単
位

吸灸灸,灸灸灸単位宮客吸管 吸,朽泣灸

ミリスロール注吸㎎／宮客 吸㎎宮客吸管 吸宮宮

ミリスロール注救㎎／吸灸客 救㎎吸灸客吸管 急吸宮

ミリスロール注宮救㎎／救灸客 宮救㎎救灸客吸瓶 吸,急求灸

ミリスロール注救灸㎎／
吸灸灸客

救灸㎎吸灸灸客吸瓶 宮,朽吸救

ミリスロール注救灸㎎／
吸灸灸客

救灸㎎吸灸灸客吸袋 宮,朽吸救

ミリプラ動注用求灸㎎ 求灸㎎吸瓶 急宮,朽急汲

ミリプラ用懸濁用液急客 急客吸管 弓灸朽

ミルセラ注シリンジ吸宮.救㎍ 吸宮.救㎍灸.弓客吸筒 宮,汲救吸

ミルセラ注シリンジ宮救㎍ 宮救㎍灸.弓客吸筒 救,吸灸泣

ミルセラ注シリンジ救灸㎍ 救灸㎍灸.弓客吸筒 汲,汲求宮

ミルセラ注シリンジ求救㎍ 求救㎍灸.弓客吸筒 吸宮,弓弓宮

ミルセラ注シリンジ吸灸灸㎍ 吸灸灸㎍灸.弓客吸筒 吸救,灸急朽

ミルセラ注シリンジ吸救灸㎍ 吸救灸㎍灸.弓客吸筒 宮灸,救泣汲

ミルセラ注シリンジ宮灸灸㎍ 宮灸灸㎍灸.弓客吸筒 宮朽,灸求汲

ミルセラ注シリンジ宮救灸㎍ 宮救灸㎍灸.弓客吸筒 弓吸,宮急宮

ミルリノン注射液吸灸㎎「Ｆ」 吸灸㎎吸灸客吸瓶 宮,吸弓急

ミルリノン注宮宮.救㎎バッグ
「タカタ」

宮宮.救㎎吸救灸客吸袋 宮,朽弓朽

ミルリノン吸灸㎎吸灸客注射液 吸灸㎎吸灸客吸管 吸,弓泣急

ミルリノン宮宮.救㎎吸救灸客注
射液

宮宮.救㎎吸救灸客吸瓶 弓,泣吸救

ミルリーラ注射液吸灸㎎ 吸灸㎎吸灸客吸管 弓,灸吸吸

(め)

メイセリン静注用吸ℊ 吸ℊ吸瓶 救求汲

⃝局 メイロン静注求％ 求％宮灸客吸管 泣朽

メキシチール点滴静注吸宮救㎎ 吸宮救㎎救客吸管 救宮急

メコバラミン注救灸灸㎍シリン
ジ「ＮＰ」

救灸灸㎍吸客吸筒 吸急泣

メコバラミン灸.救㎎注射液 灸.救㎎吸管 救求

メジテック 吸灸MBq 宮求求

メソトレキセート点滴静注液
宮灸灸㎎

宮灸灸㎎汲客吸瓶 求,灸急灸

メソトレキセート点滴静注液
吸灸灸灸㎎

吸,灸灸灸㎎急灸客吸瓶 弓吸,救吸灸

⃝局 メタボリン注射液救灸㎎ 救灸㎎吸管 泣急

メチエフ注急灸㎎ 急％吸客吸管 朽朽

メチコバール注射液救灸灸㎍ 灸.救㎎吸管 吸灸宮

メチルエルゴメトリンマレイ
ン酸塩灸.灸宮％吸客注射液

灸.灸宮％吸客吸管 救泣

メチレンブルー静注救灸㎎
「第一三共」

救灸㎎吸灸客吸管 吸宮宮,朽吸吸

⃝局 メテノロンエナント酸エステ
ル注射液

吸灸灸㎎吸管 朽求弓

メドウェイ注宮救％ 宮救％救灸客吸瓶 急,求急急

メドレニック注シリンジ 宮客吸筒 吸朽求

メトレレプチン皮下注用
吸吸.宮救㎎「シオノギ」

吸吸.宮救㎎吸瓶 弓救,急泣灸

メナクトラ筋注 灸.救客吸瓶 宮灸,吸泣急

⃝局 メピバカイン塩酸塩注射液 灸.救％救客吸管 吸灸救

⃝局 メピバカイン塩酸塩注射液 灸.救％吸灸客吸管 吸灸救

⃝局 メピバカイン塩酸塩注射液 吸％宮客吸管 吸灸灸

⃝局 メピバカイン塩酸塩注射液 吸％救客吸管 吸灸急

⃝局 メピバカイン塩酸塩注射液 吸％吸灸客吸管 吸灸宮

⃝局 メピバカイン塩酸塩注射液 宮％宮客吸管 吸吸灸

⃝局 メピバカイン塩酸塩注射液 宮％救客吸管 吸灸泣

⃝局 メピバカイン塩酸塩注射液 宮％吸灸客吸管 吸急弓

⃝局 メピバカイン塩酸塩注射液 灸.救％吸灸客バイアル 泣求

⃝局 メピバカイン塩酸塩注射液 吸％吸灸客バイアル 吸灸弓

⃝局 メピバカイン塩酸塩注射液 宮％吸灸客バイアル 吸救弓

メルカゾール注吸灸㎎ 吸灸㎎吸管 吸吸吸

メルスモン 宮客吸管 宮灸灸

⃝局 メロペネム点滴静注用
灸.宮救ℊ「ＮＰ」

宮救灸㎎吸瓶 弓泣吸

⃝局 メロペネム点滴静注用
灸.宮救ℊ「日医工」

宮救灸㎎吸瓶 弓泣吸

⃝局 メロペネム点滴静注用
灸.宮救ℊ「明治」

宮救灸㎎吸瓶 弓泣吸

⃝局 メロペネム点滴静注用灸.救ℊ
「ＮＰ」

救灸灸㎎吸瓶 急汲求
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⃝局 メロペネム点滴静注用灸.救ℊ
「日医工」

救灸灸㎎吸瓶 急汲求

⃝局 メロペネム点滴静注用灸.救ℊ
「明治」

救灸灸㎎吸瓶 急汲求

メロペネム吸ℊキット 吸ℊ吸キット(生理食
塩液吸灸灸客付)

吸,宮泣急

メロペネム吸ℊ注射用 吸ℊ吸瓶 汲朽弓

メロペネム宮救灸㎎注射用 宮救灸㎎吸瓶 弓求朽

メロペネム救灸灸㎎キット 救灸灸㎎吸キット(生理
食塩液吸灸灸客付)

汲急宮

メロペネム救灸灸㎎注射用 救灸灸㎎吸瓶 急朽救

⃝局 メロペン点滴用キット灸.救ℊ 救灸灸㎎吸キット(生理
食塩液吸灸灸客付)

吸,灸汲宮

⃝局 メロペン点滴用バイアル
灸.宮救ℊ

宮救灸㎎吸瓶 朽宮宮

⃝局 メロペン点滴用バイアル
灸.救ℊ

救灸灸㎎吸瓶 朽泣吸

(も)

モゾビル皮下注宮急㎎ 宮急㎎吸.宮客吸瓶 救泣宮,求急泣

⃝局 モダシン静注用灸.救ℊ 救灸灸㎎吸瓶 急朽吸

⃝局 モダシン静注用吸ℊ 吸ℊ吸瓶 救汲泣

モノフィリン注宮灸灸㎎ 吸灸％宮客吸管 救求

モリアミンＳ注 (吸灸％)宮灸灸客吸袋 急求宮

モリプロンＦ輸液 宮灸灸客吸袋 弓泣求

モリヘパミン点滴静注 宮灸灸客吸袋 弓求宮

モリヘパミン点滴静注 弓灸灸客吸袋 救弓急

モリヘパミン点滴静注 救灸灸客吸袋 求急泣

⃝局⃝麻モルヒネ・アトロピン注射液 吸客吸管 弓宮灸

⃝局⃝麻モルヒネ塩酸塩注射液 吸％吸客吸管 弓灸救

⃝局⃝麻モルヒネ塩酸塩注射液 吸％救客吸管 吸,弓求吸

⃝局⃝麻モルヒネ塩酸塩注射液 急％救客吸管 救,灸朽救

⃝麻 モルヒネ塩酸塩注吸灸灸㎎シリ
ンジ「テルモ」

吸％吸灸客吸筒 宮,救求朽

(や)

ヤスラミン配合静注 吸灸客吸管 朽灸

ヤーボイ点滴静注液宮灸㎎ 宮灸㎎急客吸瓶 吸求灸,救泣汲

ヤーボイ点滴静注液救灸㎎ 救灸㎎吸灸客吸瓶 急吸泣,救求汲

(ゆ)

ユエキンキープ弓号輸液 宮灸灸客吸袋 吸救救

ユエキンキープ弓号輸液 救灸灸客吸袋 吸救救

ｕＦＳＨ注用求救単位「あす
か」

求救単位吸管(溶解液
付)

吸,宮急急

ｕＦＳＨ注用吸救灸単位「あす
か」

吸救灸単位吸管(溶解液
付)

吸,救急汲

⃝局 輸血用クエン酸ナトリウム注
射液

吸灸％救客吸管 泣汲

⃝局 ユーシオン−Ｓ静注用
灸.求救ℊ

(灸.求救ℊ)吸瓶 弓吸救

⃝局 ユーシオン−Ｓ静注用吸.救ℊ (吸.救ℊ)吸瓶 急宮宮

⃝局 ユーシオン−Ｓ静注用弓ℊ (弓ℊ)吸瓶 救吸汲

⃝局 ユナシン−Ｓキット静注用
吸.救ℊ

(吸.救ℊ)吸キット(生
理食塩液吸灸灸客付)

泣朽求

⃝局 ユナシン−Ｓキット静注用
弓ℊ

(弓ℊ)吸キット(生理
食塩液吸灸灸客付)

吸,宮灸求

⃝局 ユナシン−Ｓ静注用灸.求救ℊ (灸.求救ℊ)吸瓶 急灸求

⃝局 ユナシン−Ｓ静注用吸.救ℊ (吸.救ℊ)吸瓶 救宮宮

⃝局 ユナシン−Ｓ静注用弓ℊ (弓ℊ)吸瓶 朽救朽

⃝局 ユナスピン静注用灸.求救ℊ (灸.求救ℊ)吸瓶 弓吸救

⃝局 ユナスピン静注用吸.救ℊ (吸.救ℊ)吸瓶 急宮宮

⃝局 ユナスピン静注用弓ℊ (弓ℊ)吸瓶 救吸汲

ユニタルク胸膜腔
くう

内注入用懸
濁剤急ℊ

急ℊ吸瓶 求,宮弓朽

ユニツキシン点滴静注
吸求.救㎎／救客

吸求.救㎎救客吸瓶 吸,弓朽救,汲汲汲

ユプリズナ点滴静注吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸灸客吸瓶 弓,急泣救,弓灸急

ユルトミリスＨＩ点滴静注
弓灸灸㎎／弓客

弓灸灸㎎弓客吸瓶 朽泣泣,救求灸

ユルトミリスＨＩ点滴静注
吸吸灸灸㎎／吸吸客

吸,吸灸灸㎎吸吸客吸瓶 宮,救朽救,灸泣灸

ユルトミリス点滴静注弓灸灸㎎ 弓灸灸㎎弓灸客吸瓶 朽泣泣,救求灸

(よ)

⃝局 ヨウ化人血清アルブミン（吸弓吸

Ｉ）注射液
吸MBq 弓,宮泣汲

⃝局 葉酸注射液 吸救㎎吸管 泣朽

ヨンデリス点滴静注用
灸.宮救㎎

灸.宮救㎎吸瓶 急泣,弓求朽

ヨンデリス点滴静注用吸㎎ 吸㎎吸瓶 吸泣汲,宮吸吸

(ら)

ライアットＭＩＢＧ−Ｉ吸弓吸
静注

吸.汲救ＧＢｑ救客吸瓶 吸,灸求宮,弓弓救

ライザケア輸液 吸L吸袋 吸,吸求求

ライゾデグ配合注 フレック
スタッチ

弓灸灸単位吸キット 吸,泣泣灸

ラエンネック 宮客吸管 吸汲泣

ラクテックＧ輸液 宮救灸客吸袋 吸急朽

ラクテックＧ輸液 救灸灸客吸袋 宮灸急

ラクテックＧ輸液 吸L吸袋 弓灸吸

⃝局 ラクテック注 宮救灸客吸袋 吸汲宮

⃝局 ラクテック注 救灸灸客吸袋 宮吸救

⃝局 ラクテック注 吸L吸袋 宮汲泣

ラクテックＤ輸液 救灸灸客吸袋 吸汲宮

ラクトリンゲル液0フソー0 宮灸灸客吸瓶 吸朽灸

ラクトリンゲル液0フソー0 救灸灸客吸瓶 宮吸救

ラクトリンゲル液0フソー0 宮灸灸客吸袋 吸朽灸

ラクトリンゲル液0フソー0 救灸灸客吸袋 宮吸救

ラクトリンゲル液0フソー0 吸L吸袋 宮汲泣

ラクトリンゲルＳ注「フソ
ー」

宮灸灸客吸瓶 吸急朽

ラクトリンゲルＳ注「フソ
ー」

救灸灸客吸瓶 宮灸急

ラクトリンゲルＳ注「フソ
ー」

宮灸灸客吸袋 吸急朽

ラクトリンゲルＳ注「フソ
ー」

救灸灸客吸袋 宮灸急

ラクトリンゲルＭ注「フソ
ー」

宮灸灸客吸瓶 吸汲灸

ラクトリンゲルＭ注「フソ
ー」

救灸灸客吸瓶 宮救弓

ラクトリンゲルＭ注「フソ
ー」

宮灸灸客吸袋 吸汲灸

ラクトリンゲルＭ注「フソ
ー」

救灸灸客吸袋 宮救弓

⃝局 ラジカット注弓灸㎎ 弓灸㎎宮灸客吸管 宮,救宮急

⃝局 ラジカット点滴静注バッグ
弓灸㎎

弓灸㎎吸灸灸客吸キット 宮,救宮急

⃝局 ラシックス注宮灸㎎ 宮灸㎎吸管 朽宮

⃝局 ラシックス注吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸管 吸弓宮

ラステット注吸灸灸㎎／救客 吸灸灸㎎救客吸瓶 弓,朽弓吸

ラスビック点滴静注キット
吸救灸㎎

吸救灸㎎吸キット(希釈
液付)

弓,泣泣泣

ラスリテック点滴静注用
吸.救㎎

吸.救㎎吸瓶(溶解液付) 吸宮,弓灸汲

ラスリテック点滴静注用
求.救㎎

求.救㎎吸瓶(溶解液付) 救吸,吸求汲

ラニチジン注救灸㎎シリンジ
「ＮＰ」

救灸㎎宮客吸筒 吸泣泣

ラニチジン注吸灸灸㎎シリンジ
「ＮＰ」

吸灸灸㎎急客吸筒 宮灸朽

ラニビズマブＢＳ硝子体内注
射用キット吸灸㎎／客「セン
ジュ」

灸.救㎎灸.灸救客吸筒 求泣,弓急汲

ラピアクタ点滴静注液バイア
ル吸救灸㎎

吸救灸㎎吸救客吸瓶 弓,急灸灸

ラピアクタ点滴静注液バッグ
弓灸灸㎎

弓灸灸㎎朽灸客吸袋 朽,弓弓吸

⃝局 ラビピュール筋注用 吸瓶(溶解液付) 吸宮,灸汲求

ラモセトロン塩酸塩注射液
灸.弓㎎「ＥＭＥＣ」

灸.弓㎎宮客吸管 吸,灸朽救
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⃝局 ランタスＸＲ注ソロスター 急救灸単位吸キット 宮,急急救

⃝局 ランタス注カート 弓灸灸単位吸筒 吸,吸求朽

⃝局 ランタス注ソロスター 弓灸灸単位吸キット 吸,救吸急

⃝局 ランタス注吸灸灸単位／客 吸灸灸単位吸客バイアル 弓灸求

ランダ注吸灸㎎／宮灸客 吸灸㎎宮灸客吸瓶 吸,吸朽泣

ランダ注宮救㎎／救灸客 宮救㎎救灸客吸瓶 弓,救吸灸

ランダ注救灸㎎／吸灸灸客 救灸㎎吸灸灸客吸瓶 救,灸宮求

ランマーク皮下注吸宮灸㎎ 吸宮灸㎎吸.求客吸瓶 急求,急泣宮

(り)

リキスミア皮下注弓灸灸㎍ 弓灸灸㎍弓客吸キット 救,弓汲泣

リクラスト点滴静注液救㎎ 救㎎吸灸灸客吸瓶 弓朽,灸急救

リコモジュリン点滴静注用
吸宮汲灸灸

吸宮,汲灸灸単位吸瓶 弓泣,求弓朽

リサイオ点滴静注液吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎宮.救客吸瓶 吸泣弓,弓弓吸

リスパダール コンスタ筋注
用宮救㎎

宮救㎎吸キット(懸濁用
液付)

宮急,朽急灸

リスパダール コンスタ筋注
用弓求.救㎎

弓求.救㎎吸キット(懸濁
用液付)

弓宮,急宮弓

リスパダール コンスタ筋注
用救灸㎎

救灸㎎吸キット(懸濁用
液付)

弓泣,急灸汲

リスモダンＰ静注救灸㎎ 救灸㎎救客吸管 弓朽泣

リゾビスト注 急急.朽㎎吸.朽客吸瓶 吸急,泣灸弓

リツキサン点滴静注吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸灸客吸瓶 宮急,宮宮吸

リツキサン点滴静注救灸灸㎎ 救灸灸㎎救灸客吸瓶 吸吸汲,求吸急

リツキシマブＢＳ点滴静注
吸灸灸㎎「ＫＨＫ」

吸灸灸㎎吸灸客吸瓶 吸朽,吸汲求

リツキシマブＢＳ点滴静注
吸灸灸㎎「ファイザー」

吸灸灸㎎吸灸客吸瓶 吸朽,吸汲求

リツキシマブＢＳ点滴静注
救灸灸㎎「ＫＨＫ」

救灸灸㎎救灸客吸瓶 求泣,吸救吸

リツキシマブＢＳ点滴静注
救灸灸㎎「ファイザー」

救灸灸㎎救灸客吸瓶 求泣,吸救吸

リドカイン塩酸塩注射液
灸.救％「ファイザー」

灸.救％救客吸管 救泣

リドカイン塩酸塩注射液
灸.救％「ファイザー」

灸.救％吸灸客吸管 朽朽

リドカイン塩酸塩注射液吸％
「ファイザー」

吸％救客吸管 救泣

リドカイン塩酸塩注射液吸％
「ファイザー」

吸％吸灸客吸管 汲灸

リドカイン塩酸塩注射液宮％
「ファイザー」

宮％救客吸管 救泣

リドカイン塩酸塩注射液宮％
「ファイザー」

宮％吸灸客吸管 泣求

⃝局 リドカイン塩酸塩注灸.救％
「日新」

灸.救％救客吸管 救泣

⃝局 リドカイン塩酸塩注灸.救％
「日新」

灸.救％吸灸客吸管 朽朽

⃝局 リドカイン塩酸塩注吸％「日
新」

吸％救客吸管 救泣

⃝局 リドカイン塩酸塩注吸％「日
新」

吸％吸灸客吸管 汲灸

⃝局 リドカイン塩酸塩注宮％「日
新」

宮％救客吸管 救泣

⃝局 リドカイン塩酸塩注宮％「日
新」

宮％吸灸客吸管 泣求

リドカイン静注用宮％シリン
ジ「テルモ」

宮％救客吸筒 吸急弓

⃝局 リドカイン注射液 灸.救％弓客吸管 泣求

⃝局 リドカイン注射液 宮％救客吸管 泣急

⃝局 リドカイン注射液 吸灸％吸灸客吸管 弓急灸

⃝局 リドカイン注射液 灸.救％吸灸客バイアル 泣急

⃝局 リドカイン注射液 吸％吸灸客バイアル 泣求

⃝局 リドカイン注射液 宮％吸灸客バイアル 吸弓急

⃝局 リドカイン点滴静注液吸％
「タカタ」

吸％宮灸灸客吸袋 急求灸

⃝局 リトドリン塩酸塩点滴静注液
救灸㎎「あすか」

吸％救客吸管 救朽灸

リトドリン塩酸塩吸％救客注
射液

吸％救客吸管 宮灸弓

リナセートＦ輸液 救灸灸客吸袋 吸汲泣

リナセートＤ輸液 宮灸灸客吸袋 吸求弓

リナセートＤ輸液 救灸灸客吸袋 吸泣求

リネゾリド注射液朽灸灸㎎「サ
ワイ」

朽灸灸㎎弓灸灸客吸袋 求,灸弓灸

リネゾリド点滴静注液朽灸灸㎎
「ＫＣＣ」

朽灸灸㎎弓灸灸客吸袋 急,泣朽弓

リネゾリド点滴静注液朽灸灸㎎
「日医工」

朽灸灸㎎弓灸灸客吸袋 求,灸弓灸

リネゾリド点滴静注液朽灸灸㎎
「明治」

朽灸灸㎎弓灸灸客吸袋 求,灸弓灸

リネゾリド点滴静注朽灸灸㎎／
弓灸灸客「ＨＫ」

朽灸灸㎎弓灸灸客吸袋 求,灸弓灸

リノロサール注射液宮㎎
（灸.急％）

宮㎎吸管 朽灸

リノロサール注射液急㎎
（灸.急％）

急㎎吸管 汲急

リノロサール注射液宮灸㎎
（灸.急％）

宮灸㎎吸管 急宮灸

リハビックス−Ｋ吸号輸液 救灸灸客吸瓶又は吸袋 朽泣朽

リハビックス−Ｋ宮号輸液 救灸灸客吸瓶又は吸袋 朽泣朽

リピオドール急汲灸注吸灸客 吸灸客吸管 宮吸,救吸救

リプラス吸号輸液 宮灸灸客吸瓶 吸宮急

リプラス吸号輸液 救灸灸客吸瓶 吸救救

リプラス吸号輸液 宮灸灸客吸袋 吸宮急

リプラス吸号輸液 救灸灸客吸袋 吸救救

リプラス弓号輸液 宮灸灸客吸瓶 吸朽宮

リプラス弓号輸液 救灸灸客吸瓶 宮吸求

リプラス弓号輸液 宮灸灸客吸袋 吸朽宮

リプラス弓号輸液 救灸灸客吸袋 宮吸求

⃝局 リプルキット注吸灸㎍ 吸灸㎍宮客吸筒 宮,灸求泣

⃝局 リプル注救㎍ 救㎍吸客吸管 吸,救泣救

⃝局 リプル注吸灸㎍ 吸灸㎍宮客吸管 吸,泣急泣

リプレガル点滴静注用弓.救㎎ 弓.救㎎弓.救客吸瓶 宮求吸,朽灸宮

⃝局 リボフラビンリン酸エステル
ナトリウム注射液

吸㎎吸管 汲汲

⃝局 リボフラビンリン酸エステル
ナトリウム注射液

救㎎吸管 汲汲

⃝局 リボフラビンリン酸エステル
ナトリウム注射液

吸灸㎎吸管 汲汲

⃝局 リボフラビンリン酸エステル
ナトリウム注射液

宮灸㎎吸管 泣救

リメタゾン静注宮.救㎎ 宮.救㎎吸客吸管 吸,泣宮吸

硫酸カナマイシン注射液
吸灸灸灸㎎「明治」

吸ℊ吸管 弓宮灸

⃝局 硫酸ストレプトマイシン注射
用吸ℊ「明治」

吸ℊ吸瓶 弓泣朽

⃝局 硫酸マグネシウム注射液 灸.救モル宮灸客吸管 泣救

リュープリンＳＲ注射用キッ
ト吸吸.宮救㎎

吸吸.宮救㎎吸筒 急泣,求吸灸

リュープリン注射用キット
吸.汲汲㎎

吸.汲汲㎎吸筒 宮吸,宮求急

リュープリン注射用キット
弓.求救㎎

弓.求救㎎吸筒 宮汲,急吸灸

リュープリン注射用吸.汲汲㎎ 吸.汲汲㎎吸瓶(懸濁用液
付)

宮灸,求泣灸

リュープリン注射用弓.求救㎎ 弓.求救㎎吸瓶(懸濁用液
付)

弓吸,求汲宮

リュープリンＰＲＯ注射用キ
ット宮宮.救㎎

宮宮.救㎎吸筒 求救,汲宮弓

リュープロレリン酢酸塩注射
用キット吸.汲汲㎎「あすか」

吸.汲汲㎎吸筒 吸救,朽弓泣

リュープロレリン酢酸塩注射
用キット吸.汲汲㎎「ＮＰ」

吸.汲汲㎎吸筒 吸救,朽弓泣

リュープロレリン酢酸塩注射
用キット弓.求救㎎「あすか」

弓.求救㎎吸筒 吸泣,弓弓宮

リュープロレリン酢酸塩注射
用キット弓.求救㎎「ＮＰ」

弓.求救㎎吸筒 吸泣,弓弓宮

⃝局 リンゲル液 救灸灸客吸瓶 宮吸泣

⃝局 リンゲル液 救灸灸客吸袋 宮吸泣
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⃝局 リンコシン注射液弓灸灸㎎ 弓灸灸㎎吸客吸瓶 宮朽吸

⃝局 リンコシン注射液朽灸灸㎎ 朽灸灸㎎宮客吸瓶 弓救灸

⃝局 リンコシン注射液吸ℊ 吸ℊ弓.弓弓客吸瓶 弓求汲

⃝局 リンコシン注射液吸.救ℊ 吸.救ℊ救客吸瓶 救灸求

⃝局 リンコマイシン塩酸塩注射液
弓灸灸㎎「トーワ」

弓灸灸㎎吸客吸管 吸朽求

⃝局 リンコマイシン塩酸塩注射液
朽灸灸㎎「トーワ」

朽灸灸㎎宮客吸管 宮宮急

リン酸 Na補正液灸.救ｍｍｏ
ｌ／客

灸.救モル宮灸客吸管 吸宮宮

リン酸宮カリウム注宮灸mEq
キット「テルモ」

灸.救モル宮灸客吸キット 吸求急

リンスパッド点滴静注用
吸灸灸灸㎎

吸,灸灸灸㎎吸瓶(溶解液
付)

宮吸朽,灸救急

リンデロン懸濁注 宮.救㎎吸管 宮灸泣

リンデロン注宮㎎（灸.急％） 宮㎎吸管 吸求宮

リンデロン注急㎎（灸.急％） 急㎎吸管 宮求朽

リンデロン注宮灸㎎（灸.急％） 宮灸㎎吸管 吸,宮泣求

リンデロン注宮灸㎎（宮％） 宮灸㎎吸客吸管 吸,弓弓求

リンデロン注吸灸灸㎎（宮％） 吸灸灸㎎救客吸管 急,弓泣救

リンパック透析剤ＴＡ吸 宮袋吸組 吸,朽弓宮

リンパック透析剤ＴＡ弓 宮袋吸組 吸,救朽吸

(る)

ルセンティス硝子体内注射液
吸灸㎎／客

灸.救㎎灸.灸救客吸瓶 吸急宮,救求灸

ルセンティス硝子体内注射用
キット吸灸㎎／客

灸.救㎎灸.灸救客吸筒 吸吸弓,求灸宮

ルタテラ静注 求.急ＧＢｑ宮救客吸瓶 宮,朽急求,求弓急

ルテスデポー注 吸客吸管 弓弓灸

ルミセフ皮下注宮吸灸㎎シリン
ジ

宮吸灸㎎吸.救客吸筒 求急,救吸弓

ルムジェブ注カート 弓灸灸単位吸筒 吸,吸救汲

ルムジェブ注ミリオペン 弓灸灸単位吸キット 吸,弓求急

ルムジェブ注ミリオペンＨＤ 弓灸灸単位吸キット 吸,弓求急

ルムジェブ注吸灸灸単位／客 吸灸灸単位吸客バイアル 宮求吸

(れ)

⃝局 灸.救％塩酸メピバカイン注Ｐ
Ｂ

灸.救％救客吸管 求泣

⃝局 灸.救％塩酸メピバカイン注Ｐ
Ｂ

灸.救％吸灸客吸管 汲朽

⃝局 灸.救％カルボカイン注 灸.救％吸灸客バイアル 吸灸汲

レカルブリオ配合点滴静注用 (吸.宮救ℊ)吸瓶 宮宮,急急求

レギチーン注射液救㎎ 灸.救％吸客吸瓶 救泣

レギュニール HCa 吸.救腹
膜透析液

吸L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,吸救吸

レギュニール HCa 吸.救腹
膜透析液

吸.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,急宮灸

レギュニール HCa 吸.救腹
膜透析液

宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,救灸救

レギュニール HCa 吸.救腹
膜透析液

宮.救L吸袋 吸,灸汲灸

レギュニール HCa 吸.救腹
膜透析液

救L吸袋 宮,吸弓求

レギュニール HCa 宮.救腹
膜透析液

吸L吸袋(排液用バッ
グ付)

泣汲救

レギュニール HCa 宮.救腹
膜透析液

吸.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,弓汲泣

レギュニール HCa 宮.救腹
膜透析液

宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,急求吸

レギュニール HCa 宮.救腹
膜透析液

宮.救L吸袋 吸,灸救救

レギュニール HCa 宮.救腹
膜透析液

救L吸袋 吸,泣汲汲

レギュニール HCa 急.宮救
腹膜透析液

宮L吸袋 吸,吸灸急

レギュニール LCa 吸.救腹
膜透析液

吸L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,宮吸吸

レギュニール LCa 吸.救腹
膜透析液

吸.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,急吸急

レギュニール LCa 吸.救腹
膜透析液

宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,朽吸急

レギュニール LCa 吸.救腹
膜透析液

宮.救L吸袋 吸,吸吸弓

レギュニール LCa 吸.救腹
膜透析液

救L吸袋 宮,宮宮求

レギュニール LCa 宮.救腹
膜透析液

吸L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,宮求朽

レギュニール LCa 宮.救腹
膜透析液

吸.救L吸袋(排液用バ
ッグ付)

吸,急灸泣

レギュニール LCa 宮.救腹
膜透析液

宮L吸袋(排液用バッ
グ付)

吸,救朽泣

レギュニール LCa 宮.救腹
膜透析液

宮.救L吸袋 吸,吸求急

レギュニール LCa 宮.救腹
膜透析液

救L吸袋 宮,宮汲弓

レギュニール LCa 急.宮救
腹膜透析液

宮L吸袋 吸,宮吸急

レコベル皮下注吸宮㎍ペン 吸宮㎍灸.弓朽客吸キット 吸灸,泣泣宮

レコベル皮下注弓朽㎍ペン 弓朽㎍吸.灸汲客吸キット 宮朽,宮泣弓

レコベル皮下注求宮㎍ペン 求宮㎍宮.吸朽客吸キット 急救,救汲宮

レスカルミン注 救客吸管 救汲

レスピア静注・経口液朽灸㎎ 朽灸㎎弓客吸瓶 汲宮救

⃝局 レセルピン注射液 灸.灸弓％吸客吸管 泣求

⃝局 レセルピン注射液 灸.灸救％吸客吸管 泣求

⃝局 レセルピン注射液 灸.吸％吸客吸管 泣求

レパーサ皮下注吸急灸㎎ペン 吸急灸㎎吸客吸キット 宮急,弓灸宮

レパーサ皮下注急宮灸㎎オート
ミニドーザー

急宮灸㎎弓.救客吸キット 急求,吸汲汲

レフィキシア静注用救灸灸 救灸灸国際単位吸瓶(溶
解液付)

宮吸朽,吸泣灸

レフィキシア静注用吸灸灸灸 吸,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

急宮求,救朽救

レフィキシア静注用宮灸灸灸 宮,灸灸灸国際単位吸瓶
(溶解液付)

汲急救,朽灸救

レブコビ筋注宮.急㎎ 宮.急㎎吸.救客吸瓶 汲朽宮,灸宮宮

レプチラーゼ注吸単位 吸単位吸客吸管 吸灸泣

レプチラーゼ注宮単位 宮単位宮客吸管 吸泣宮

レベスティブ皮下注用弓.汲㎎ 弓.汲㎎吸瓶(溶解液付) 求泣,弓灸宮

レペタン注灸.宮㎎ 灸.宮㎎吸管 吸吸汲

レペタン注灸.弓㎎ 灸.弓㎎吸管 吸汲朽

レベチラセタム点滴静注
救灸灸㎎「アメル」

救灸灸㎎救客吸管 求求泣

レベチラセタム点滴静注
救灸灸㎎「日新」

救灸灸㎎救客吸管 求求泣

レベチラセタム点滴静注
救灸灸㎎「明治」

救灸灸㎎救客吸管 求求泣

レベミル注 イノレット 弓灸灸単位吸キット 宮,灸弓弓

レベミル注 フレックスペン 弓灸灸単位吸キット 宮,吸泣急

レベミル注 ペンフィル 弓灸灸単位吸筒 吸,朽弓急

レボトミン筋注宮救㎎ 宮.救％吸客吸管 救求

レボビスト注射用 宮.救ℊ吸瓶(溶解液付) 求,急弓汲

⃝局 レボフロキサシン点滴静注バ
ッグ救灸灸㎎「ＨＫ」

救灸灸㎎吸灸灸客吸キット 吸,泣宮急

⃝局 レボフロキサシン点滴静注バ
ッグ救灸灸㎎「ＫＣＣ」

救灸灸㎎吸灸灸客吸キット 吸,急弓吸

⃝局 レボフロキサシン点滴静注バ
ッグ救灸灸㎎「タカタ」

救灸灸㎎吸灸灸客吸キット 吸,急弓吸

⃝局 レボフロキサシン点滴静注バ
ッグ救灸灸㎎「武田テバ」

救灸灸㎎吸灸灸客吸キット 吸,急弓吸

⃝局 レボフロキサシン点滴静注バ
ッグ救灸灸㎎「日医工Ｐ」

救灸灸㎎吸灸灸客吸キット 吸,急弓吸

⃝局 レボフロキサシン点滴静注バ
ッグ救灸灸㎎「ニプロ」

救灸灸㎎吸灸灸客吸キット 吸,急弓吸

⃝局 レボフロキサシン点滴静注バ
ッグ救灸灸㎎「ファイザー」

救灸灸㎎吸灸灸客吸キット 吸,急弓吸

⃝局 レボフロキサシン点滴静注バ
ッグ救灸灸㎎／吸灸灸客「ＤＳＥ
Ｐ」

救灸灸㎎吸灸灸客吸キット 吸,急弓吸

⃝局 レボフロキサシン点滴静注
救灸灸㎎／宮灸客「ＤＳＥＰ」

救灸灸㎎宮灸客吸瓶 吸,泣急朽

レボホリナートカルシウム
宮救㎎注射用

宮救㎎吸瓶 弓朽弓

124



レボホリナートカルシウム
救灸㎎注射用

救灸㎎吸瓶 吸,救灸灸

レボホリナートカルシウム
吸灸灸㎎注射用

吸灸灸㎎吸瓶 吸,求求急

レボホリナート点滴静注用
宮救「オーハラ」

宮救㎎吸瓶 救宮弓

レボホリナート点滴静注用
宮救㎎「ＨＫ」

宮救㎎吸瓶 救宮弓

レボホリナート点滴静注用
宮救㎎「ＮＫ」

宮救㎎吸瓶 救宮弓

レボホリナート点滴静注用
宮救㎎「ＮＰ」

宮救㎎吸瓶 救宮弓

レボホリナート点滴静注用
宮救㎎「Ｆ」

宮救㎎吸瓶 救宮弓

レボホリナート点滴静注用
宮救㎎「サワイ」

宮救㎎吸瓶 救宮弓

レボホリナート点滴静注用
宮救㎎「トーワ」

宮救㎎吸瓶 救宮弓

レボホリナート点滴静注用
宮救㎎「日医工」

宮救㎎吸瓶 救宮弓

レボホリナート点滴静注用
宮救㎎「ＢＴ」

宮救㎎吸瓶 救宮弓

レボホリナート点滴静注用
宮救㎎「ヤクルト」

宮救㎎吸瓶 救宮弓

レミケード点滴静注用吸灸灸 吸灸灸㎎吸瓶 朽急,急汲灸

レミトロ点滴静注用弓灸灸㎍ 弓灸灸㎍吸瓶 汲救,朽灸吸

⃝麻 レミフェンタニル静注用宮㎎
「第一三共」

宮㎎吸瓶 吸,灸灸弓

⃝麻 レミフェンタニル静注用救㎎
「第一三共」

救㎎吸瓶 宮,弓灸吸

(ろ)

ロイコボリン注弓㎎ 灸.弓％吸客吸管 弓急灸

ロイコン注射液宮灸㎎ 吸％宮客吸管 救求

ロイスタチン注汲㎎ 汲㎎汲客吸瓶 朽泣,求求求

ロイナーゼ注用救灸灸灸 救,灸灸灸Ｋ単位吸瓶 宮,弓灸泣

ロイナーゼ注用吸灸灸灸灸 吸灸,灸灸灸Ｋ単位吸瓶 弓,泣朽宮

ロカルトロール注灸.救 灸.救㎍吸客吸管 求吸朽

ロカルトロール注吸 吸㎍吸客吸管 吸,灸求泣

ロキシーン注宮㎎ 灸.宮％吸客吸管 救求

ロクロニウム臭化物静注液
宮救㎎／宮.救客「Ｆ」

宮救㎎宮.救客吸瓶 宮灸救

ロクロニウム臭化物静注液
宮救㎎／宮.救客「ＦＫ」

宮救㎎宮.救客吸瓶 宮灸救

ロクロニウム臭化物静注液
宮救㎎／宮.救客「マルイシ」

宮救㎎宮.救客吸瓶 宮灸救

ロクロニウム臭化物静注液
救灸㎎／救.灸客「Ｆ」

救灸㎎救客吸瓶 弓弓急

ロクロニウム臭化物静注液
救灸㎎／救.灸客「ＦＫ」

救灸㎎救客吸瓶 弓弓急

ロクロニウム臭化物静注液
救灸㎎／救.灸客「マルイシ」

救灸㎎救客吸瓶 弓弓急

ロセフィン静注用灸.救ℊ 救灸灸㎎吸瓶 弓急弓

ロセフィン静注用吸ℊ 吸ℊ吸瓶 弓汲灸

ロセフィン点滴静注用吸ℊバ
ッグ

吸ℊ吸キット(生理食
塩液吸灸灸客付)

泣救求

ロピオン静注救灸㎎ 救灸㎎救客吸管 宮灸弓

ローヘパ透析用吸灸灸単位／客
シリンジ宮灸客

宮,灸灸灸低分子量ヘパ
リン単位宮灸客吸筒

宮汲泣

ローヘパ透析用吸救灸単位／客
シリンジ宮灸客

弓,灸灸灸低分子量ヘパ
リン単位宮灸客吸筒

急吸救

ローヘパ透析用宮灸灸単位／客
シリンジ宮灸客

急,灸灸灸低分子量ヘパ
リン単位宮灸客吸筒

救汲求

ローヘパ透析用救灸灸単位／客
バイアル吸灸客

救,灸灸灸低分子量ヘパ
リン単位吸瓶

朽泣朽

ロミプレート皮下注宮救灸㎍調
製用

宮救灸㎍吸瓶 求吸,宮灸泣

ロラピタ静注宮㎎ 宮㎎吸客吸瓶 宮,吸宮求

⃝局 ロルファン注射液吸㎎ 灸.吸％吸客吸管 泣求

(わ)

ＹＤソリタ−Ｔ吸号輸液 宮灸灸客吸袋 吸宮急

ＹＤソリタ−Ｔ吸号輸液 救灸灸客吸袋 吸救救

ＹＤソリタ−Ｔ弓号Ｇ輸液 宮灸灸客吸袋 吸急朽

ＹＤソリタ−Ｔ弓号Ｇ輸液 救灸灸客吸袋 吸朽灸

ＹＤソリタ−Ｔ弓号輸液 宮灸灸客吸袋 吸救救

ＹＤソリタ−Ｔ弓号輸液 救灸灸客吸袋 吸救救

⃝局 ワソラン静注救㎎ 灸.宮救％宮客吸管 宮弓宮

⃝局 ワンタキソテール点滴静注
宮灸㎎／吸客

宮灸㎎吸客吸瓶 汲,朽弓弓

⃝局 ワンタキソテール点滴静注
汲灸㎎／急客

汲灸㎎急客吸瓶 弓灸,吸吸弓

ワンパル吸号輸液 汲灸灸客吸キット 吸,弓泣泣

ワンパル吸号輸液 吸宮灸灸客吸キット 吸,求吸求

ワンパル宮号輸液 汲灸灸客吸キット 吸,急泣汲

ワンパル宮号輸液 吸宮灸灸客吸キット 吸,汲泣汲

第弓部 外 用 薬

品 名 規格単位 薬価

円

(あ)

アイオピジンＵＤ点眼液吸％ 吸％灸.吸客吸個 朽救朽.汲灸

アイファガン点眼液灸.吸％ 灸.吸％吸客 弓急朽.吸灸

アイベータ配合点眼液 吸客 急弓朽.朽灸

アイラミド配合懸濁性点眼液 吸客 急求朽.朽灸

⃝局 亜鉛華デンプン 吸灸ℊ 宮宮.吸灸

⃝局 亜鉛華デンプン「コザカイ・
Ｍ」

吸灸ℊ 宮急.朽灸

⃝局 亜鉛華軟膏
こう

吸灸ℊ 宮宮.泣灸

亜鉛華（吸灸％）単軟膏
こう

「コ
ザカイ・Ｍ」

吸灸ℊ 吸泣.救灸

亜鉛華（吸灸％）単軟膏
こう

シオ
エ

吸灸ℊ 吸泣.救灸

亜鉛華（吸灸％）単軟膏
こう

「ニ
ッコー」

吸灸ℊ 吸泣.救灸

亜鉛華（吸灸％）単軟膏
こう

「ホ
エイ」

吸灸ℊ 吸泣.救灸

亜鉛華（吸灸％）単軟膏
こう

「ヨ
シダ」

吸灸ℊ 吸泣.救灸

アクアチムクリーム吸％ 吸％吸ℊ 宮朽.朽灸

アクアチム軟膏
こう

吸％ 吸％吸ℊ 宮朽.朽灸

アクアチムローション吸％ 吸％吸客 宮朽.朽灸

アクトシン軟膏
こう

弓％ 弓％吸ℊ 弓汲.吸灸

アクリノール消毒液灸.吸％
「タイセイ」

灸.吸％吸灸客 朽.朽灸

アクリノール消毒液灸.吸％
「東豊」

灸.吸％吸灸客 求.求灸

アクリノール消毒液灸.宮％
「タイセイ」

灸.宮％吸灸客 朽.朽灸

⃝局 アクリノール水和物 吸ℊ 救汲.泣灸

⃝局 アクリノール・チンク油 吸ℊ 朽.朽灸

アクロマイシントローチ
吸救㎎

吸救㎎吸錠 汲.急灸

アクロマイシン軟膏
こう

弓％ 弓灸㎎吸ℊ 宮吸.吸灸

アコニップパップ求灸㎎ 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸吸.急灸

⃝局 亜酸化窒素 吸ℊ 宮.求灸

アシクロビル弓％眼軟膏
こう

弓％吸ℊ 弓弓求.救灸

アシクロビル救％クリーム 救％吸ℊ 汲弓.求灸

アシクロビル救％軟膏
こう

救％吸ℊ 汲弓.求灸

アジマイシン点眼液吸％ 吸％吸客 弓灸吸.救灸

⃝局 亜硝酸アミル 灸.宮救客吸管 求泣弓.吸灸

⃝局 アスタット外用液吸％ 吸％吸客 宮朽.弓灸

⃝局 アスタットクリーム吸％ 吸％吸ℊ 宮朽.弓灸

⃝局 アスタット軟膏
こう

吸％ 吸％吸ℊ 宮朽.弓灸

アズノールうがい液急％ 急％吸客 弓宮.急灸

アズノールＳＴ錠口腔
くう

用救㎎ 救㎎吸錠 吸弓.汲灸

アズノール軟膏
こう

灸.灸弓弓％ 灸.灸弓弓％吸灸ℊ 宮救.宮灸

アスプール液（灸.救％） 灸.救％吸客 吸求.急灸
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アズマネックスツイストヘラ
ー吸灸灸㎍朽灸吸入

朽㎎吸キット(吸灸灸㎍) 宮,灸汲汲.急灸

アズマネックスツイストヘラ
ー宮灸灸㎍朽灸吸入

吸宮㎎吸キット(宮灸灸㎍) 宮,救急朽.汲灸

アズレイうがい液急％ 急％吸客 弓宮.急灸

アズレンうがい液急％「ケン
エー」

急％吸客 弓宮.急灸

アズレンうがい液急％「ＴＳ
Ｕ」

急％吸客 弓宮.急灸

アズレンうがい液急％「ＴＯ
Ａ」

急％吸客 弓宮.急灸

アズレンうがい液急％「ＴＹ
Ｋ」

急％吸客 弓宮.急灸

アズレンうがい液急％「ニッ
トー」

急％吸客 弓宮.急灸

アズレン含嗽
そう

液アーズミンう
がい液吸％

吸％吸客 吸灸.吸灸

アズレン含嗽
そう

用散灸.急％「ト
ーワ」

灸.急％吸ℊ 朽.弓灸

アズレンスルホン酸ナトリウ
ム灸.灸宮％救客点眼液

灸.灸宮％救客吸瓶 汲汲.汲灸

アズレンスルホン酸ナトリウ

ム灸.急％顆
か

粒

灸.急％吸ℊ 朽.弓灸

アセトアミノフェン救灸㎎坐
ざ

剤
救灸㎎吸個 吸泣.求灸

アセトアミノフェン吸灸灸㎎坐
ざ

剤
吸灸灸㎎吸個 吸泣.求灸

アセトアミノフェン宮灸灸㎎坐
ざ

剤
宮灸灸㎎吸個 宮灸.弓灸

アゾルガ配合懸濁性点眼液 吸客 弓弓吸.汲灸

アダパレンクリーム灸.吸％
「ニプロ」

灸.吸％吸ℊ 宮朽.急灸

アダパレンゲル灸.吸％「イワ
キ」

灸.吸％吸ℊ 宮朽.急灸

アダパレンゲル灸.吸％「共創
未来」

灸.吸％吸ℊ 宮朽.急灸

アダパレンゲル灸.吸％「Ｊ
Ｇ」

灸.吸％吸ℊ 宮朽.急灸

アダパレンゲル灸.吸％「テイ
コク」

灸.吸％吸ℊ 宮朽.急灸

アダパレンゲル灸.吸％「ＴＣ
Ｋ」

灸.吸％吸ℊ 宮朽.急灸

アダパレンゲル灸.吸％「東
光」

灸.吸％吸ℊ 宮朽.急灸

アダパレンゲル灸.吸％「日
新」

灸.吸％吸ℊ 宮朽.急灸

アダパレンゲル灸.吸％「ニッ
トー」

灸.吸％吸ℊ 宮朽.急灸

アダパレンゲル灸.吸％「ニプ
ロ」

灸.吸％吸ℊ 宮朽.急灸

アダパレンゲル灸.吸％「Ｙ
Ｄ」

灸.吸％吸ℊ 宮朽.急灸

アテキュラ吸入用カプセル高
用量

吸カプセル 吸汲求.急灸

アテキュラ吸入用カプセル中
用量

吸カプセル 吸朽汲.救灸

アテキュラ吸入用カプセル低
用量

吸カプセル 吸救弓.求灸

アデスタンクリーム吸％ 吸％吸ℊ 吸泣.宮灸

アデスタン腟
ちつ

錠弓灸灸㎎ 弓灸灸㎎吸個 吸汲宮.汲灸

アドエア救灸エアゾール吸宮灸
吸入用

吸宮.灸ℊ吸瓶 朽,求灸朽.求灸

アドエア吸灸灸ディスカス宮汲
吸入用

宮汲ブリスター吸キッ
ト

弓,灸弓泣.朽灸

アドエア吸灸灸ディスカス朽灸
吸入用

朽灸ブリスター吸キッ
ト

朽,弓急汲.求灸

アドエア吸宮救エアゾール吸宮灸
吸入用

吸宮.灸ℊ吸瓶 求,汲弓宮.泣灸

アドエア宮救灸エアゾール吸宮灸
吸入用

吸宮.灸ℊ吸瓶 汲,汲朽急.宮灸

アドエア宮救灸ディスカス宮汲
吸入用

宮汲ブリスター吸キッ
ト

弓,急泣求.朽灸

アドエア宮救灸ディスカス朽灸
吸入用

朽灸ブリスター吸キッ
ト

求,弓灸吸.救灸

アドエア救灸灸ディスカス宮汲
吸入用

宮汲ブリスター吸キッ
ト

弓,泣吸宮.汲灸

アドエア救灸灸ディスカス朽灸
吸入用

朽灸ブリスター吸キッ
ト

汲,宮求急.灸灸

アドフィードパップ急灸㎎ 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

アトラント外用液吸％ 吸％吸客 弓灸.弓灸

アトラントクリーム吸％ 吸％吸ℊ 弓灸.弓灸

アトラント軟膏
こう

吸％ 吸％吸ℊ 弓灸.弓灸

⃝局 アドレナリン液 灸.吸％吸客 吸宮.灸灸

アトロベントエロゾル宮灸㎍ 急.宮灸㎎吸灸客吸瓶 求吸弓.灸灸

アニスーマ坐
ざ

剤 吸個 宮灸.弓灸

アニュイティ吸灸灸㎍エリプタ
弓灸吸入用

弓灸吸入吸キット 吸,救泣弓.灸灸

アニュイティ宮灸灸㎍エリプタ
弓灸吸入用

弓灸吸入吸キット 宮,灸救救.宮灸

アノーロエリプタ求吸入用 求吸入吸キット 吸,朽急救.救灸

アノーロエリプタ弓灸吸入用 弓灸吸入吸キット 朽,朽朽求.汲灸

アフタゾロン口腔
くう

用軟膏
こう

灸.吸％
灸.吸％吸ℊ 朽朽.宮灸

アフタッチ口腔
くう

用貼付剤
宮救㎍

宮救㎍吸錠 弓宮.求灸

アラセナ−Ａクリーム弓％ 弓％吸ℊ 吸汲朽.吸灸

アラセナ−Ａ軟膏
こう

弓％ 弓％吸ℊ 吸汲朽.吸灸

⃝局 アラビアゴム 吸灸ℊ 宮救.求灸

⃝局 アラビアゴム末 吸灸ℊ 弓汲.汲灸

アラミスト点鼻液宮求.救㎍救朽
噴霧用

弓㎎朽ℊ吸キット 吸,朽求宮.救灸

アラミスト点鼻液宮求.救㎍
吸宮灸噴霧用

救㎎吸灸ℊ吸キット 弓,救吸弓.汲灸

アリケイス吸入液救泣灸㎎ 救泣灸㎎汲.急客吸瓶 急宮,急灸汲.急灸

アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩灸.灸救％液

灸.灸救％吸灸客 救.宮灸

アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩灸.宮％液

灸.宮％吸灸客 救.宮灸

アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩吸灸％液

吸灸％吸灸客 朽.朽灸

アルクロメタゾンプロピオン

酸エステル灸.吸％軟膏
こう

灸.吸％吸ℊ 吸救.灸灸

アルスロマチック関節手術用

灌
かん

流液

弓L吸袋 吸,吸宮汲.泣灸

アルト原末 救灸灸㎎吸管 宮灸吸.弓灸

アルト原末 吸ℊ吸管 宮汲灸.急灸

アルピニー坐
ざ

剤救灸 救灸㎎吸個 吸泣.求灸

アルピニー坐
ざ

剤吸灸灸 吸灸灸㎎吸個 吸泣.求灸

アルピニー坐
ざ

剤宮灸灸 宮灸灸㎎吸個 宮吸.宮灸

アルメタ軟膏
こう

灸.吸％吸ℊ 宮朽.朽灸

⃝局 アレギサール点眼液灸.吸％ 救㎎救客吸瓶 救救泣.朽灸

アレサガテープ急㎎ 急㎎吸枚 朽宮.救灸

アレサガテープ汲㎎ 汲㎎吸枚 汲救.急灸

アレジオンＬＸ点眼液灸.吸％ 灸.吸％吸客 救急吸.救灸

アレジオン点眼液灸.灸救％ 灸.灸救％吸客 宮求吸.求灸

アレベール吸入用溶解液
灸.吸宮救％

灸.吸宮救％吸客 救.宮灸

アレルゲンディスク「トリ
イ」ハウスダスト

吸枚 求灸.求灸

アレルゲンディスク「トリ
イ」ブタクサ花粉

吸枚 朽朽.弓灸

アロンアルフアＡ「三共」 灸.救ℊ吸管 吸朽灸.吸灸

※ 安息香チンキ（司生堂） 吸灸客 宮宮.吸灸

※ アンソッコウチンキ（小堺
ざかい

） 吸灸客 宮宮.吸灸

アンテベートクリーム
灸.灸救％

灸.灸救％吸ℊ 吸汲.求灸

アンテベート軟膏
こう

灸.灸救％ 灸.灸救％吸ℊ 吸汲.求灸

アンテベートローション
灸.灸救％

灸.灸救％吸ℊ 吸汲.求灸

アンヒバ坐
ざ

剤小児用救灸㎎ 救灸㎎吸個 吸泣.求灸

アンヒバ坐
ざ

剤小児用吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸個 吸泣.求灸
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アンヒバ坐
ざ

剤小児用宮灸灸㎎ 宮灸灸㎎吸個 宮吸.泣灸

⃝麻 アンペック坐
ざ

剤吸灸㎎ 吸灸㎎吸個 弓宮灸.吸灸

⃝麻 アンペック坐
ざ

剤宮灸㎎ 宮灸㎎吸個 朽吸宮.泣灸

⃝麻 アンペック坐
ざ

剤弓灸㎎ 弓灸㎎吸個 汲朽朽.弓灸

⃝局 アンモニア水 吸灸客 宮.汲灸

⃝局 アンモニア水「ケンエー」 吸灸客 求.朽灸

⃝局 アンモニア水「タイセイ」 吸灸客 朽.泣灸

⃝局 アンモニア水「ニッコー」 吸灸客 求.朽灸

⃝局 アンモニア水「マルイシ」 吸灸客 求.泣灸

(い)

⃝局 イオウ 吸灸ℊ 吸吸.求灸

⃝局 イオウ・カンフルローション 吸灸客 宮宮.吸灸

⃝局 イオウ・サリチル酸・チアン

トール軟膏
こう

吸ℊ 弓.宮灸

イクセロンパッチ急.救㎎ 急.救㎎吸枚 宮宮朽.急灸

イクセロンパッチ泣㎎ 泣㎎吸枚 宮救救.宮灸

イクセロンパッチ吸弓.救㎎ 吸弓.救㎎吸枚 宮求宮.弓灸

イクセロンパッチ吸汲㎎ 吸汲㎎吸枚 宮汲救.吸灸

⃝局 イクタモール 吸灸ℊ 弓朽.求灸

イソコナゾール硝酸塩吸灸灸㎎

腟
ちつ

錠

吸灸灸㎎吸個 急朽.灸灸

イソコナゾール硝酸塩弓灸灸㎎

腟
ちつ

錠

弓灸灸㎎吸個 吸急弓.泣灸

イソジン液吸灸％ 吸灸％吸灸客 宮急.朽灸

イソジンガーグル液求％ 求％吸客 弓.吸灸

イソジンゲル吸灸％ 吸灸％吸灸ℊ 急泣.救灸

イソジンスクラブ液求.救％ 求.救％吸灸客 弓朽.泣灸

イソジンフィールド液吸灸％ 吸灸％吸灸客 弓朽.泣灸

⃝局 イソフルラン吸入麻酔液「フ
ァイザー」

吸客 宮弓.汲灸

イソプロパノール 吸灸客 急.泣灸

⃝局 イソプロパノール「ケンエ
ー」

吸灸客 急.泣灸

イソプロパノール消毒液
救灸％「ケンエー」

救灸％吸灸客 弓.泣灸

イソプロパノール消毒液
救灸％「シオエ」

救灸％吸灸客 弓.泣灸

イソプロパノール消毒液
救灸％「タイセイ」

救灸％吸灸客 弓.泣灸

イソプロパノール消毒液
救灸％「東豊」

救灸％吸灸客 弓.泣灸

イソプロパノール消毒液
救灸％「ニプロ」

救灸％吸灸客 弓.泣灸

イソプロパノール消毒液
救灸％「メタル」

救灸％吸灸客 弓.泣灸

イソプロパノール消毒液
救灸％「ヨシダ」

救灸％吸灸客 弓.泣灸

イソプロパノール消毒液
求灸％「ケンエー」

求灸％吸灸客 急.救灸

イソプロパノール消毒液
求灸％「シオエ」

求灸％吸灸客 急.救灸

イソプロパノール消毒液
求灸％「タイセイ」

求灸％吸灸客 急.救灸

イソプロパノール消毒液
求灸％「ニプロ」

求灸％吸灸客 急.救灸

イソプロパノール消毒液
求灸％「メタル」

求灸％吸灸客 急.救灸

イソプロパノール消毒液
求灸％「ヤクハン」

求灸％吸灸客 急.救灸

イソプロパノール消毒液
求灸％「ヨシダ」

求灸％吸灸客 急.救灸

イソプロパノール消毒Ｂ液
求灸％「ケンエー」

求灸％吸灸客 急.救灸

⃝局 イソプロパノール「タイセ
イ」

吸灸客 急.泣灸

⃝局 イソプロパノール「マルイ
シ」

吸灸客 急.泣灸

イソプロパノール救灸％液 救灸％吸灸客 弓.泣灸

イソプロパノール求灸％液 求灸％吸灸客 急.救灸

イソプロピルウノプロストン
灸.吸宮％吸客点眼液

灸.吸宮％吸客 吸急急.汲灸

⃝局 イドクスウリジン点眼液 灸.吸％吸客 吸灸宮.求灸

イドメシンコーワクリーム
吸％

吸％吸ℊ 急.朽灸

イドメシンコーワゲル吸％ 吸％吸ℊ 急.朽灸

イドメシンコーワゾル吸％ 吸％吸ℊ 急.朽灸

イドメシンコーワパップ
求灸㎎

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

イナビル吸入懸濁用吸朽灸㎎セ
ット

吸朽灸㎎吸瓶 急,宮急吸.救灸

イナビル吸入粉末剤宮灸㎎ 宮灸㎎吸キット 宮,吸求泣.救灸

イノリン吸入液灸.救％ 灸.救％吸客 宮汲.急灸

イミグラン点鼻液宮灸 宮灸㎎灸.吸客吸個 朽弓吸.急灸

イムノブラダー膀
ぼう

注用急灸㎎ 急灸㎎吸瓶(溶解液付) 求,救吸灸.宮灸

イムノブラダー膀
ぼう

注用汲灸㎎ 汲灸㎎吸瓶(溶解液付) 吸弓,汲泣吸.急灸

イワコールエタノール消毒液
灸.救％

灸.救％吸灸客 朽.急灸

インサイドパップ求灸㎎ 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸朽.求灸

インタールエアロゾル吸㎎ 宮％吸灸客吸瓶 吸,汲汲宮.灸灸

インタール吸入液吸％ 吸％宮客吸管 弓朽.弓灸

インテナースパップ求灸㎎ 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸吸.救灸

インテバン外用液吸％ 吸％吸客 急.朽灸

インテバンクリーム吸％ 吸％吸ℊ 急.朽灸

インテバン軟膏
こう

吸％ 吸％吸ℊ 急.朽灸

⃝局 インドメタシン坐
ざ

剤 吸宮.救㎎吸個 吸泣.求灸

⃝局 インドメタシン坐
ざ

剤 宮救㎎吸個 吸泣.求灸

⃝局 インドメタシン坐
ざ

剤 救灸㎎吸個 吸泣.求灸

インドメタシンパップ求灸㎎
「三友」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

インドメタシンパップ求灸㎎
「日医工」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

インドメタシンパップ求灸㎎
「ハラサワ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

インドメタシンパップ求灸㎎
「ＢＭＤ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

インドメタシンパップ求灸㎎
「ＹＤ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

インドメタシン吸％液 吸％吸客 宮.宮灸

インドメタシン吸％クリーム 吸％吸ℊ 宮.宮灸

インドメタシン吸％軟膏
こう

吸％吸ℊ 宮.宮灸

(う)

ウトロゲスタン腟
ちつ

用カプセル
宮灸灸㎎

宮灸灸㎎吸カプセル 弓朽吸.弓灸

ウブレチド点眼液灸.救％ 灸.救％吸客 吸弓吸.宮灸

ウブレチド点眼液吸％ 吸％吸客 吸汲宮.吸灸

ウルティブロ吸入用カプセル 吸カプセル 宮吸吸.朽灸

ウレパールクリーム吸灸％ 吸灸％吸ℊ 救.灸灸

ウレパールローション吸灸％ 吸灸％吸ℊ 救.灸灸

ウロマチックＳ泌尿器科用灌
かん

流液弓％
弓％弓L吸袋 泣汲救.弓灸

(え)

ＡＺ含嗽
そう

用配合細粒「ＮＰ」 灸.吸％吸ℊ 朽.吸灸

エイゾプト懸濁性点眼液吸％ 吸％吸客 宮求吸.朽灸

エイベリス点眼液灸.灸灸宮％ 灸.灸灸宮％吸客 泣宮救.朽灸

⃝局※液化亜酸化窒素（日産） 吸ℊ 弓.朽灸

⃝局※液化亜酸化窒素（日本エア・
リキード）

吸ℊ 弓.朽灸

エキザルベ 吸ℊ 宮泣.汲灸

⃝局 液状フェノール 吸灸客 吸吸.救灸

⃝局 液状フェノール「ケンエー」 吸灸客 吸弓.吸灸

⃝局 液状フェノール「日医工」 吸灸客 吸弓.吸灸

⃝局 液状フェノール「ニッコー」 吸灸客 吸弓.吸灸

⃝局※液状フェノール（山善） 吸灸客 吸弓.吸灸

エクセルダーム外用液吸％ 吸％吸客 宮灸.汲灸
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エクセルダームクリーム吸％ 吸％吸ℊ 宮灸.汲灸

エクラークリーム灸.弓％ 灸.弓％吸ℊ 吸朽.救灸

エクラー軟膏
こう

灸.弓％ 灸.弓％吸ℊ 吸朽.救灸

エクラープラスター宮灸㎍
／㎠

(吸.救㎎)求.救㎝×吸灸㎝ 救灸.灸灸

エクラーローション灸.弓％ 灸.弓％吸ℊ 吸朽.救灸

エクリラ急灸灸㎍ジェヌエア
弓灸吸入用

弓灸吸入吸キット 宮,朽汲汲.汲灸

エクリラ急灸灸㎍ジェヌエア
朽灸吸入用

朽灸吸入吸キット 救,吸灸泣.泣灸

エクロックゲル救％ 救％吸ℊ 宮急宮.朽灸

エコ消エタ消毒液 吸灸客 朽.急灸

エコリシン眼軟膏
こう

吸ℊ 朽求.汲灸

エスクレ坐
ざ

剤「宮救灸」 宮救灸㎎吸個 弓宮.泣灸

エスクレ坐
ざ

剤「救灸灸」 救灸灸㎎吸個 急吸.汲灸

エスクレ注腸用キット
「救灸灸」

救灸灸㎎吸筒 弓弓宮.救灸

エストラーナテープ灸.灸泣㎎ (灸.灸泣㎎)吸.吸宮救㎠吸枚 急吸.宮灸

エストラーナテープ灸.吸汲㎎ (灸.吸汲㎎)宮.宮救㎠吸枚 朽灸.吸灸

エストラーナテープ灸.弓朽㎎ (灸.弓朽㎎)急.救㎠吸枚 朽急.朽灸

エストラーナテープ灸.求宮㎎ (灸.求宮㎎)泣㎠吸枚 汲泣.朽灸

エストリール腟
ちつ

錠灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 吸求.求灸

ＳＰトローチ灸.宮救㎎「明治」 灸.宮救㎎吸錠 救.求灸

エタノール 吸灸客 吸求.弓灸

⃝局※エタノール（兼一） 吸灸客 宮宮.宮灸

⃝局 エタノール「ケンエー」 吸灸客 宮宮.宮灸

⃝局※エタノール（小堺
ざかい

） 吸灸客 宮宮.宮灸

⃝局 エタノール シオエ 吸灸客 宮宮.宮灸

⃝局 エタノール「タイセイ」 吸灸客 宮宮.宮灸

⃝局 エタノール「タカスギ」 吸灸客 宮宮.宮灸

⃝局 エタノール「東海」 吸灸客 宮吸.泣灸

⃝局 エタノール「東豊」 吸灸客 宮吸.泣灸

⃝局 エタノール「ニッコー」 吸灸客 宮宮.宮灸

⃝局 エタノール〈ハチ〉 吸灸客 宮宮.宮灸

⃝局 エタノール「マルイシ」 吸灸客 宮宮.宮灸

⃝局 エタノール「ヤクハン」 吸灸客 宮宮.宮灸

⃝局※エタノール（山善） 吸灸客 宮宮.宮灸

⃝局 エタノール「ヨシダ」 吸灸客 宮宮.宮灸

⃝局 エタノールワコー 吸灸客 宮吸.泣灸

エチコール（ニワトリ印消毒
用アルコール）

吸灸客 急.救灸

⃝局 エーテル 吸灸客 宮汲.泣灸

エナジア吸入用カプセル高用
量

吸カプセル 弓弓吸.救灸

エナジア吸入用カプセル中用
量

吸カプセル 宮泣灸.弓灸

エネマスター注腸散 泣汲.吸％吸灸ℊ 吸急.汲灸

エピデュオゲル 吸ℊ 吸宮求.求灸

エピナスチン塩酸塩点眼液
灸.灸救％「ＳＮ」

灸.灸救％吸客 吸弓灸.泣灸

エピナスチン塩酸塩点眼液

灸.灸救％「杏
きよう

林」

灸.灸救％吸客 吸弓灸.泣灸

エピナスチン塩酸塩点眼液
灸.灸救％「サワイ」

灸.灸救％吸客 吸弓灸.泣灸

エピナスチン塩酸塩点眼液
灸.灸救％「ＧＯ」

灸.灸救％吸客 吸弓灸.泣灸

エピナスチン塩酸塩点眼液
灸.灸救％「センジュ」

灸.灸救％吸客 吸弓灸.泣灸

エピナスチン塩酸塩点眼液
灸.灸救％「ＴＳ」

灸.灸救％吸客 吸弓灸.泣灸

エピナスチン塩酸塩点眼液
灸.灸救％「トーワ」

灸.灸救％吸客 吸弓灸.泣灸

エピナスチン塩酸塩点眼液
灸.灸救％「日新」

灸.灸救％吸客 吸弓灸.泣灸

エピナスチン塩酸塩点眼液
灸.灸救％「日点」

灸.灸救％吸客 吸弓灸.泣灸

エピナスチン塩酸塩点眼液
灸.灸救％「ニットー」

灸.灸救％吸客 吸弓灸.泣灸

エピナスチン塩酸塩点眼液
灸.灸救％「ニプロ」

灸.灸救％吸客 吸弓灸.泣灸

エピナスチン塩酸塩点眼液
灸.灸救％「わかもと」

灸.灸救％吸客 吸弓灸.泣灸

エポセリン坐
ざ

剤吸宮救 吸宮救㎎吸個 宮弓弓.吸灸

エポセリン坐
ざ

剤宮救灸 宮救灸㎎吸個 弓吸急.吸灸

ＭＳ温シップ「タイホウ」 吸灸ℊ 汲.朽灸

ＭＳ温シップ「タカミツ」 吸灸ℊ 汲.朽灸

ＭＳ冷シップ「タイホウ」 吸灸ℊ 汲.朽灸

ＭＳ冷シップ「タカミツ」 吸灸ℊ 汲.朽灸

エムラクリーム 吸ℊ 吸汲救.弓灸

エムラパッチ 吸枚 弓急吸.宮灸

エリザスカプセル外用急灸灸㎍ 急灸灸㎍吸カプセル 泣求.急灸

エリザス点鼻粉末宮灸灸㎍宮汲
噴霧用

救.朽㎎吸瓶 吸,弓急求.朽灸

エルエイジー灸.吸液 灸.吸％吸灸客 救.宮灸

エルエイジー灸.救液 灸.救％吸灸客 救.救灸

⃝局 塩化亜鉛 吸ℊ 泣.泣灸

⃝局 塩化ナトリウム 吸灸ℊ 救.吸灸

⃝局 塩化ナトリウム「オーツカ」 吸灸ℊ 朽.朽灸

⃝局 塩化ナトリウム「東海」 吸灸ℊ 救.泣灸

⃝局 塩化ナトリウム「日医工」 吸灸ℊ 朽.朽灸

⃝局※塩化ナトリウム（山善） 吸灸ℊ 朽.吸灸

⃝局※塩化ベンザルコニウム液（山
善）

吸灸％吸灸客 朽.求灸

⃝局 塩化ベンザルコニウム液
（吸灸Ｗ／Ｖ％）恵美須

吸灸％吸灸客 朽.求灸

エンクラッセ朽宮.救㎍エリプ
タ求吸入用

求吸入吸キット 吸,宮吸吸.朽灸

エンクラッセ朽宮.救㎍エリプ
タ弓灸吸入用

弓灸吸入吸キット 急,泣弓救.汲灸

⃝局 塩酸 吸灸客 汲.朽灸

⃝局 塩酸「司生堂」 吸灸客 吸吸.朽灸

エンペシド外用液吸％ 吸％吸客 吸急.救灸

エンペシドクリーム吸％ 吸％吸ℊ 吸急.救灸

エンペシド腟
ちつ

錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 救吸.泣灸

エンペシドトローチ吸灸㎎ 吸灸㎎吸錠 弓吸吸.泣灸

(お)

オイラゾンクリーム灸.灸救％ 灸.灸救％吸ℊ 弓吸.宮灸

オイラゾンクリーム灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 弓急.救灸

オイラックスＨクリーム 吸ℊ 吸宮.求灸

オイラックスクリーム吸灸％ 吸灸％吸灸ℊ 弓汲.朽灸

⃝局 黄色ワセリン 吸灸ℊ 汲.救灸

⃝局※黄色ワセリン（小堺
ざかい

） 吸灸ℊ 吸吸.求灸

⃝局※黄色ワセリン（三恵） 吸灸ℊ 吸吸.求灸

⃝局※黄色ワセリン（日興製薬） 吸灸ℊ 吸救.急灸

⃝局※黄色ワセリン（マイラン） 吸灸ℊ 吸吸.求灸

オキサロール軟膏
こう

宮救㎍／ℊ 灸.灸灸宮救％吸ℊ 求求.急灸

オキサロールローション
宮救㎍／ℊ

灸.灸灸宮救％吸ℊ 求求.急灸

オキシグルタチオン眼灌
かん

流液
灸.灸吸汲急％キット「センジュ」

救灸灸客吸キット 弓,朽汲吸.汲灸

オキシコナゾール硝酸塩

吸灸灸㎎腟
ちつ

錠

吸灸灸㎎吸錠 急急.灸灸

オキシコナゾール硝酸塩

朽灸灸㎎腟
ちつ

錠

朽灸灸㎎吸錠 宮急宮.灸灸

オーキシス泣㎍タービュヘイ
ラー宮汲吸入

宮救宮㎍吸キット(泣㎍) 吸,弓汲汲.救灸

オーキシス泣㎍タービュヘイ
ラー朽灸吸入

救急灸㎍吸キット(泣㎍) 宮,汲救泣.汲灸

⃝局 オキシドール 吸灸客 求.救灸

⃝局 オキシドール恵美須 吸灸客 求.汲灸

⃝局 オキシドール シオエ 吸灸客 求.汲灸

⃝局 オキシドール消毒用液「マル
イシ」

吸灸客 求.汲灸

⃝局 オキシドール「タイセイ」 吸灸客 求.汲灸

⃝局 オキシドール「ホエイ」 吸灸客 求.汲灸
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⃝局 オキシドール「ヨシダ」 吸灸客 求.汲灸

オキシブプロカイン塩酸塩点
眼液灸.急％「ニットー」

灸.急％吸客 宮灸.急灸

オキナゾール外用液吸％ 吸％吸客 吸宮.弓灸

オキナゾールクリーム吸％ 吸％吸ℊ 吸宮.弓灸

オキナゾール腟
ちつ

錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 救吸.朽灸

オキナゾール腟
ちつ

錠朽灸灸㎎ 朽灸灸㎎吸錠 宮泣灸.救灸

オクソラレン軟膏
こう

灸.弓％ 灸.弓％吸ℊ 宮吸.救灸

オクソラレンローション
灸.弓％

灸.弓％吸客 宮吸.救灸

オクソラレンローション吸％ 吸％吸客 弓汲.吸灸

オー消エタ消毒液 吸灸客 朽.急灸

⃝局 オスバン消毒液吸灸％ 吸灸％吸灸客 朽.求灸

オゼックス点眼液灸.弓％ 灸.弓％吸客 泣求.灸灸

⃝局 オフサロン点眼液 救客吸瓶 吸宮求.汲灸

オフミック点眼液 吸客 吸泣.弓灸

オフロキサシン点眼液灸.弓％
「サワイ」

灸.弓％吸客 吸灸求.急灸

オフロキサシン点眼液灸.弓％
「ＪＧ」

灸.弓％吸客 吸灸求.急灸

オフロキサシン点眼液灸.弓％
「トーワ」

灸.弓％吸客 求弓.宮灸

オフロキサシン点眼液灸.弓％
「日医工」

灸.弓％吸客 吸灸求.急灸

オフロキサシン点眼液灸.弓％
「日新」

灸.弓％吸客 求弓.宮灸

オフロキサシン灸.弓％眼軟膏
こう

灸.弓％吸ℊ 救求.灸灸

オフロキサシン灸.弓％吸客ゲ
ル化点眼液

灸.弓％吸客 弓朽.灸灸

オフロキサシン灸.弓％吸客点
眼液

灸.弓％吸客 弓朽.灸灸

オフロキサシン弓㎎吸客点耳
液

弓㎎吸客 救泣.求灸

オペガードＭＡ眼灌
かん

流液 宮灸客吸管 救朽泣.吸灸

オペガードＭＡ眼灌
かん

流液 弓灸灸客吸袋 宮,灸宮泣.宮灸

オペガードＭＡ眼灌
かん

流液 救灸灸客吸袋 宮,灸宮泣.宮灸

オペガン灸.朽眼粘弾剤吸％ 吸％灸.朽客吸筒 急,泣急宮.救灸

オペガン吸.吸眼粘弾剤吸％ 吸％吸.吸客吸筒 救,求朽朽.泣灸

オラドールＳトローチ灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 救.泣灸

オラドールトローチ灸.救㎎ 灸.救㎎吸錠 救.泣灸

オラビ錠口腔
くう

用救灸㎎ 救灸㎎吸錠 吸,吸宮救.救灸

⃝局 オリブ油 吸灸客 吸求.吸灸

⃝局 オリブ油「ケンエー」 吸灸客 宮汲.灸灸

⃝局※オリブ油（三恵） 吸灸客 宮灸.灸灸

⃝局※オリブ油（シオエ） 吸灸客 吸泣.弓灸

⃝局 オリブ油「タイセイ」 吸灸客 吸汲.宮灸

⃝局※オリブ油（東豊） 吸灸客 宮吸.泣灸

⃝局 オリブ油「日医工」 吸灸客 宮吸.弓灸

⃝局※オリブ油（日興製薬） 吸灸客 宮吸.求灸

⃝局※オリブ油（丸石） 吸灸客 吸泣.弓灸

⃝局※オリブ油（山善） 吸灸客 吸汲.宮灸

⃝局 オリブ油「ヨシダ」 吸灸客 宮求.灸灸

オルガドロン点眼・点耳・点
鼻液灸.吸％

灸.吸％吸客 弓汲.急灸

オルセノン軟膏
こう

灸.宮救％ 灸.宮救％吸ℊ 急急.宮灸

オルテクサー口腔
くう

用軟膏
こう

灸.吸％
灸.吸％吸ℊ 朽弓.弓灸

オルベスコ救灸㎍インヘラー
吸吸宮吸入用

救.朽㎎朽.朽ℊ吸キット 吸,急汲泣.灸灸

オルベスコ吸灸灸㎍インヘラー
救朽吸入用

救.朽㎎弓.弓ℊ吸キット 吸,救宮吸.弓灸

オルベスコ吸灸灸㎍インヘラー
吸吸宮吸入用

吸吸.宮㎎朽.朽ℊ吸キット 吸,泣宮求.宮灸

オルベスコ宮灸灸㎍インヘラー
救朽吸入用

吸吸.宮㎎弓.弓ℊ吸キット 吸,汲朽弓.泣灸

⃝局 オロナイン外用液吸灸％ 吸灸％吸灸客 朽.求灸

オロパタジン点眼液灸.吸％

「杏
きよう

林」

灸.吸％吸客 救朽.救灸

オロパタジン点眼液灸.吸％
「サワイ」

灸.吸％吸客 救泣.汲灸

オロパタジン点眼液灸.吸％
「サンド」

灸.吸％吸客 救朽.救灸

オロパタジン点眼液灸.吸％
「三和」

灸.吸％吸客 救朽.救灸

オロパタジン点眼液灸.吸％
「センジュ」

灸.吸％吸客 救泣.汲灸

オロパタジン点眼液灸.吸％
「タカタ」

灸.吸％吸客 救泣.汲灸

オロパタジン点眼液灸.吸％
「ＴＳ」

灸.吸％吸客 救朽.救灸

オロパタジン点眼液灸.吸％
「トーワ」

灸.吸％吸客 救朽.救灸

オロパタジン点眼液灸.吸％
「日新」

灸.吸％吸客 救朽.救灸

オロパタジン点眼液灸.吸％
「ニッテン」

灸.吸％吸客 救朽.救灸

オロパタジン点眼液灸.吸％
「ニットー」

灸.吸％吸客 救朽.救灸

オロパタジン点眼液灸.吸％
「わかもと」

灸.吸％吸客 救泣.汲灸

オンブレス吸入用カプセル
吸救灸㎍

吸救灸㎍吸カプセル 吸弓汲.汲灸

(か)

⃝局 カオリン 吸灸ℊ 吸吸.朽灸

⃝局 カカオ脂 吸灸ℊ 泣弓.急灸

⃝局 加水ラノリン 吸灸ℊ 吸急.弓灸

カタリンＫ点眼用灸.灸灸救％ 灸.灸灸救％吸客(溶解後
の液として)

吸弓.灸灸

カタリン点眼用灸.灸灸救％ 灸.灸灸救％吸客(溶解後
の液として)

吸弓.灸灸

⃝局 ガチフロ点眼液灸.弓％ 灸.弓％吸客 汲急.救灸

⃝局 カチリ「ヨシダ」 吸灸ℊ 吸求.灸灸

カデックス外用散灸.泣％ 灸.泣％吸ℊ 救求.求灸

カデックス軟膏
こう

分包急救㎎ 灸.泣％吸ℊ 救求.求灸

カデックス軟膏
こう

分包吸救弓㎎ 灸.泣％吸ℊ 救求.求灸

カデックス軟膏
こう

灸.泣％ 灸.泣％吸ℊ 救求.求灸

カトレップテープ弓救㎎ 求㎝×吸灸㎝吸枚 吸宮.弓灸

カトレップテープ求灸㎎ 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.弓灸

カトレップパップ求灸㎎ 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.弓灸

⃝局 過マンガン酸カリウム 吸灸ℊ 吸救.求灸

⃝局 過マンガン酸カリウム「ニッ
コー」

吸灸ℊ 吸汲.宮灸

※ カラミンローション（丸石） 吸灸客 吸宮.救灸

⃝局 カリ石ケン 吸灸ℊ 吸救.弓灸

カルテオロール塩酸塩ＬＡ点
眼液吸％「わかもと」

吸％吸客 吸朽宮.宮灸

カルテオロール塩酸塩ＬＡ点
眼液宮％「わかもと」

宮％吸客 宮灸泣.吸灸

カルテオロール塩酸塩点眼液
宮％「ニッテン」

宮％吸客 吸宮朽.灸灸

カルテオロール塩酸塩点眼液
宮％「わかもと」

宮％吸客 吸宮朽.灸灸

カルテオロール塩酸塩ＰＦ点
眼液吸％「日点」

吸％吸客 吸灸吸.宮灸

カルテオロール塩酸塩ＰＦ点
眼液宮％「日点」

宮％吸客 吸宮朽.灸灸

カルテオロール塩酸塩吸％
吸客点眼液

吸％吸客 求救.泣灸

カルテオロール塩酸塩宮％
吸客点眼液

宮％吸客 泣救.救灸

カルプロニウム塩化物外用液
救％「ＣＨ」

救％吸客 吸灸.救灸

カロナール坐
ざ

剤小児用救灸 救灸㎎吸個 吸泣.求灸

カロナール坐
ざ

剤吸灸灸 吸灸灸㎎吸個 吸泣.求灸

カロナール坐
ざ

剤宮灸灸 宮灸灸㎎吸個 宮宮.泣灸

カロナール坐
ざ

剤急灸灸 急灸灸㎎吸個 弓弓.求灸

眼科用ゼルフィルム 宮.救㎝×救㎝吸枚 救灸救.泣灸

眼・耳科用リンデロンＡ軟膏
こう

吸ℊ 朽求.求灸
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含嗽
そう

用ハチアズレ顆
か

粒 灸.吸％吸ℊ 朽.吸灸

※ カンタリスチンキ（司生堂） 吸客 吸宮.救灸

⃝局 カンテン 吸ℊ 吸吸.灸灸

※ カンフル精（山善） 吸灸客 吸救.宮灸

(き)

キサラタン点眼液灸.灸灸救％ 灸.灸灸救％吸客 急救灸.灸灸

キシロカイン液「急％」 急％吸客 吸吸.求灸

キシロカインゼリー宮％ 宮％吸客 朽.汲灸

キシロカイン点眼液急％ 急％吸客 吸朽.救灸

キシロカインポンプスプレー
汲％

吸ℊ 宮吸.救灸

⃝局 逆性石ケン液灸.灸救「ヨシダ」 灸.灸救％吸灸客 救.求灸

⃝局 逆性石ケン液灸.吸「ヨシダ」 灸.吸％吸灸客 救.求灸

⃝局 逆性石ケン液救灸「ヨシダ」 吸灸客 吸救.救灸

⃝局 逆性石鹸
けん

消毒液吸灸％「シオ
エ」

吸灸％吸灸客 朽.求灸

⃝局 牛脂 吸灸ℊ 泣.泣灸

⃝局 吸水クリーム 吸灸ℊ 吸汲.宮灸

キュバール救灸エアゾール 求㎎汲.求ℊ吸瓶 吸,汲吸朽.汲灸

キュバール吸灸灸エアゾール 吸救㎎汲.求ℊ吸瓶 宮,弓急救.泣灸

強力ポステリザン（軟膏
こう

） 吸ℊ 吸汲.泣灸

強力レスタミンコーチゾンコ

ーワ軟膏
こう

吸ℊ 吸弓.泣灸

⃝局 希ヨードチンキ 吸灸客 吸吸.汲灸

⃝局 希ヨードチンキ「ケンエー」 吸灸客 吸急.弓灸

⃝局 希ヨードチンキ「東海」 吸灸客 吸宮.汲灸

⃝局 希ヨードチンキ「日医工」 吸灸客 吸宮.汲灸

⃝局 希ヨードチンキ「マルイシ」 吸灸客 吸急.弓灸

⃝局※希ヨードチンキ（山善） 吸灸客 吸宮.汲灸

ギリアデル脳内留置用剤
求.求㎎

求.求㎎吸枚吸朽弓,汲救汲.灸灸

キンダベート軟膏
こう

灸.灸救％ 灸.灸救％吸ℊ 吸朽.救灸

(く)

⃝局 クエン酸ナトリウム水和物 吸灸ℊ 吸求.救灸

⃝局 クエン酸ナトリウム水和物原
末「ニッコー」

吸灸ℊ 吸汲.吸灸

グラナテック点眼液灸.急％ 灸.急％吸客 急急泣.救灸

⃝局 クラビット点眼液灸.救％ 灸.救％吸客 汲灸.弓灸

⃝局 クラビット点眼液吸.救％ 吸.救％吸客 朽朽.求灸

グリジールスカルプローショ
ン灸.灸救％

灸.灸救％吸ℊ 泣.宮灸

⃝局 グリセリン 吸灸客 汲.求灸

⃝局 グリセリン「ＮｉｋＰ」 吸灸客 吸吸.吸灸

⃝局 グリセリンカリ液 吸灸客 朽.救灸

⃝局 グリセリンカリ液「ケンエ
ー」

吸灸客 吸吸.汲灸

⃝局 グリセリンカリ液「ＪＧ」 吸灸客 吸吸.救灸

⃝局 グリセリンカリ液「東豊」 吸灸客 吸吸.救灸

⃝局 グリセリンカリ液「ニッコ
ー」

吸灸客 吸吸.泣灸

⃝局※グリセリンカリ液（山善） 吸灸客 吸宮.朽灸

グリセリン浣
かん

腸液救灸％「ケ
ンエー」

救灸％吸灸客 泣.宮灸

グリセリン浣
かん

腸液救灸％「ケ
ンエー」

救灸％弓灸客吸個 吸灸灸.吸灸

グリセリン浣
かん

腸液救灸％「ケ
ンエー」

救灸％急灸客吸個 吸灸求.求灸

グリセリン浣
かん

腸液救灸％「ケ
ンエー」

救灸％救灸客吸個 吸灸求.求灸

グリセリン浣
かん

腸液救灸％「ケ
ンエー」

救灸％朽灸客吸個 吸灸求.求灸

グリセリン浣
かん

腸液救灸％「ケ
ンエー」

救灸％泣灸客吸個 吸吸吸.灸灸

グリセリン浣
かん

腸液救灸％「ケ
ンエー」

救灸％吸宮灸客吸個 吸急灸.朽灸

グリセリン浣
かん

腸液救灸％「ケ
ンエー」

救灸％吸救灸客吸個 吸朽朽.泣灸

グリセリン浣
かん

腸液救灸％「東
豊」

救灸％吸灸客 吸吸.弓灸

グリセリン浣
かん

腸液救灸％「マ
イラン」

救灸％急灸客吸個 吸灸求.求灸

グリセリン浣
かん

腸液救灸％「マ
イラン」

救灸％朽灸客吸個 吸灸求.求灸

グリセリン浣
かん

腸液救灸％「マ
イラン」

救灸％吸宮灸客吸個 吸急灸.朽灸

グリセリン浣
かん

腸液救灸％「マ
イラン」

救灸％吸救灸客吸個 吸朽朽.泣灸

グリセリン浣
かん

腸液救灸％「ム
ネ」弓灸客

救灸％弓灸客吸個 吸灸灸.吸灸

グリセリン浣
かん

腸液救灸％「ム
ネ」朽灸客

救灸％朽灸客吸個 吸灸求.求灸

グリセリン浣
かん

腸液救灸％「ム
ネ」吸宮灸客

救灸％吸宮灸客吸個 吸急灸.朽灸

グリセリン浣
かん

腸液救灸％「ム
ネ」吸救灸客

救灸％吸救灸客吸個 吸朽朽.泣灸

グリセリン浣
かん

腸「オヲタ」小
児用弓灸

救灸％弓灸客吸個 吸灸灸.吸灸

グリセリン浣
かん

腸「オヲタ」
朽灸

救灸％朽灸客吸個 吸灸求.求灸

グリセリン浣
かん

腸「オヲタ」
吸宮灸

救灸％吸宮灸客吸個 吸急灸.朽灸

グリセリン浣
かん

腸「オヲタ」
吸救灸

救灸％吸救灸客吸個 吸朽朽.泣灸

グリセリン浣
かん

腸「ヤマゼン」 救灸％吸灸客 泣.宮灸

グリセリン浣
かん

腸「ヤマゼン」 救灸％弓灸客吸個 吸灸灸.吸灸

グリセリン浣
かん

腸「ヤマゼン」 救灸％朽灸客吸個 吸灸求.求灸

グリセリン浣
かん

腸「ヤマゼン」 救灸％吸宮灸客吸個 吸急灸.朽灸

⃝局 グリセリン「ケンエー」 吸灸客 吸弓.灸灸

⃝局 グリセリン「コザカイ・Ｍ」 吸灸客 吸吸.吸灸

⃝局 グリセリン「ＪＧ」 吸灸客 吸灸.灸灸

⃝局 グリセリン シオエ 吸灸客 吸灸.弓灸

⃝局 グリセリン「タイセイ」Ｍ 吸灸客 吸吸.吸灸

⃝局 グリセリン「東海」 吸灸客 吸吸.吸灸

⃝局 グリセリン「東豊」 吸灸客 吸宮.吸灸

⃝局 グリセリン「ニッコー」 吸灸客 吸吸.吸灸

⃝局 グリセリン〈ハチ〉 吸灸客 吸灸.汲灸

⃝局 グリセリン「マルイシ」 吸灸客 吸灸.汲灸

⃝局 グリセリン「ヤクハン」 吸灸客 吸弓.灸灸

⃝局※グリセリン（山善） 吸灸客 吸灸.汲灸

⃝局 グリセリン「ヨシダ」 吸灸客 吸灸.汲灸

クリプトン（汲吸mKr）ジェネ
レータ

吸患者当たり 急宮,求朽灸.灸灸

グリメサゾン軟膏
こう

吸ℊ 弓吸.汲灸

クリンダマイシンリン酸エス
テル吸％ゲル

吸％吸ℊ 吸救.救灸

グルコジンＲ・エタノール液
灸.救％

灸.救％吸灸客 朽.急灸

グルコジンＷ・エタノール液
灸.救％

灸.救％吸灸客 朽.急灸

グルコン酸クロルヘキシジン
救％液「メタル」

救％吸灸客 吸泣.急灸

⃝局 クレオソート 吸灸ℊ 宮宮泣.急灸

⃝局 クレゾール石ケン液 吸灸客 吸灸.救灸

クレナフィン爪外用液吸灸％ 吸灸％吸ℊ 吸,救宮弓.弓灸

クロタミトンクリーム吸灸％
「タイヨー」

吸灸％吸灸ℊ 弓求.救灸

クロトリマゾール外用液吸％
「日医工」

吸％吸客 吸宮.灸灸

クロトリマゾールクリーム
吸％「日医工」

吸％吸ℊ 吸宮.灸灸

クロトリマゾールゲル吸％
「日医工」

吸％吸ℊ 吸宮.灸灸

クロトリマゾール腟
ちつ

錠吸灸灸㎎
「Ｆ」

吸灸灸㎎吸錠 宮汲.弓灸

クロトリマゾール吸％クリー
ム

吸％吸ℊ 朽.灸灸

クロバインＡ 灸.救％吸灸客 朽.急灸
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クロヘキシン液救％ 救％吸灸客 吸泣.急灸

クロベタゾールプロピオン酸
エステルローション灸.灸救％
「ＭＹＫ」

灸.灸救％吸ℊ 泣.宮灸

クロベタゾールプロピオン酸
エステルローション灸.灸救％
「ラクール」

灸.灸救％吸ℊ 泣.宮灸

クロベタゾールプロピオン酸
エステル灸.灸救％液

灸.灸救％吸ℊ 朽.弓灸

クロベタゾールプロピオン酸
エステル灸.灸救％クリーム

灸.灸救％吸ℊ 汲.救灸

クロベタゾールプロピオン酸

エステル灸.灸救％軟膏
こう

灸.灸救％吸ℊ 汲.救灸

クロベタゾン酪酸エステル
灸.灸救％クリーム

灸.灸救％吸ℊ 汲.救灸

クロベタゾン酪酸エステル

灸.灸救％軟膏
こう

灸.灸救％吸ℊ 汲.救灸

クロベタゾン酪酸エステル
灸.灸救％ローション

灸.灸救％吸ℊ 汲.救灸

クロマイ腟
ちつ

錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 求吸.求灸

クロマイ−Ｐ軟膏
こう

吸ℊ 宮汲.救灸

クロモグリク酸 Na点眼液
宮％「科研」

吸灸灸㎎救客吸瓶 宮弓灸.宮灸

クロモグリク酸 Na点眼液

宮％「杏
きよう

林」

吸灸灸㎎救客吸瓶 宮弓灸.宮灸

クロモグリク酸 Na点眼液
宮％「センジュ」

吸灸灸㎎救客吸瓶 宮弓灸.宮灸

クロモグリク酸 Na点眼液
宮％「タカタ」

吸灸灸㎎救客吸瓶 宮弓灸.宮灸

クロモグリク酸 Na点眼液
宮％「ＴＳ」

吸灸灸㎎救客吸瓶 宮弓灸.宮灸

クロモグリク酸 Na点眼液
宮％「トーワ」

吸灸灸㎎救客吸瓶 宮弓灸.宮灸

クロモグリク酸 Na点眼液
宮％「日新」

吸灸灸㎎救客吸瓶 宮弓灸.宮灸

クロモグリク酸 Na点眼液
宮％「ニッテン」

吸灸灸㎎救客吸瓶 宮弓灸.宮灸

クロモグリク酸 Na点眼液
宮％「ニットー」

吸灸灸㎎救客吸瓶 宮弓灸.宮灸

クロモグリク酸 Na点眼液
宮％「ファイザー」

吸灸灸㎎救客吸瓶 宮弓灸.宮灸

クロモグリク酸 Na点眼液
宮％「わかもと」

吸灸灸㎎救客吸瓶 宮弓灸.宮灸

クロモグリク酸 Na点鼻液

宮％「杏
きよう

林」

吸泣灸㎎泣.救客吸瓶 宮救吸.泣灸

クロモグリク酸 Na点鼻液
宮％「トーワ」

吸泣灸㎎泣.救客吸瓶 宮救吸.泣灸

クロモグリク酸 Na・ＰＦ点
眼液宮％「日点」

吸灸灸㎎救客吸瓶 宮弓灸.宮灸

クロモグリク酸ナトリウム
吸％宮客吸入液

吸％宮客吸管 宮泣.求灸

⃝局 クロラムフェニコール 吸ℊ 宮宮朽.求灸

クロラムフェニコール腟
ちつ

錠
吸灸灸㎎「Ｆ」

吸灸灸㎎吸錠 求吸.求灸

クロラムフェニコール点眼液
灸.救％「ニットー」

救㎎吸客 吸汲.灸灸

⃝局 クロルヘキシジングルコン酸
塩液

宮灸％吸灸客 急泣.求灸

クロルヘキシジングルコン酸
塩エタノール消毒液灸.救％Ｒ
「カネイチ」

灸.救％吸灸客 朽.急灸

クロルヘキシジングルコン酸
塩消毒液救％「カネイチ」

救％吸灸客 吸泣.急灸

クロルヘキシジングルコン酸
塩消毒液救％「シオエ」

救％吸灸客 吸泣.急灸

クロルヘキシジングルコン酸
塩消毒液救％「日医工」

救％吸灸客 吸泣.急灸

クロルヘキシジングルコン酸
塩消毒用液ＥＷ灸.救％「Ｎ
Ｐ」

灸.救％吸灸客 朽.急灸

クロルヘキシジングルコン酸
塩消毒用液救％「ＮＰ」

救％吸灸客 吸泣.急灸

クロロマイセチン局所用液
救％

救灸㎎吸客 弓求.吸灸

クロロマイセチン耳科用液
灸.救％

救㎎吸客 宮吸.救灸

クロロマイセチン軟膏
こう

宮％ 宮灸㎎吸ℊ 吸灸.急灸

(け)

ケタス点眼液灸.灸吸％ 灸.救㎎救客吸瓶 求吸求.汲灸

⃝局 ケトコナゾール外用ポンプス
プレー宮％「ＮＲ」

宮％吸ℊ 弓求.吸灸

⃝局 ケトコナゾール外用ポンプス
プレー宮％「日本臓器」

宮％吸ℊ 弓求.吸灸

ケトコナゾール宮％クリーム 宮％吸ℊ 吸朽.灸灸

ケトコナゾール宮％ローショ
ン

宮％吸ℊ 吸朽.灸灸

ケトチフェン点眼液灸.灸救％
「ＳＷ」

弓.急救㎎救客吸瓶 宮灸吸.求灸

ケトチフェン点眼液灸.灸救％
「ＣＨ」

弓.急救㎎救客吸瓶 宮灸吸.求灸

ケトチフェン点眼液灸.灸救％
「日医工」

弓.急救㎎救客吸瓶 宮灸吸.求灸

ケトチフェン点眼液灸.灸救％
「ニッテン」

弓.急救㎎救客吸瓶 宮灸吸.求灸

ケトチフェン点眼液灸.灸救％
「日東」

弓.急救㎎救客吸瓶 宮灸吸.求灸

ケトチフェンＰＦ点眼液
灸.灸救％「日点」

弓.急救㎎救客吸瓶 宮灸吸.求灸

ケトチフェンフマル酸塩
弓.急救㎎救客点眼液

弓.急救㎎救客吸瓶 吸弓弓.吸灸

ケトチフェンフマル酸塩
朽.灸急汲㎎汲客点鼻液

朽.灸急汲㎎汲客吸瓶 宮救救.吸灸

ケトプロフェン坐
ざ

剤求救㎎
「ＪＧ」

求救㎎吸個 宮宮.弓灸

ケトプロフェン坐
ざ

剤求救㎎
「日新」

求救㎎吸個 宮宮.弓灸

ケトプロフェンテープ宮灸㎎
「ラクール」

求㎝×吸灸㎝吸枚 吸宮.弓灸

ケトプロフェンテープ急灸㎎
「ラクール」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ケトプロフェン（宮灸㎎）求
㎝×吸灸㎝貼付剤

求㎝×吸灸㎝吸枚 吸宮.弓灸

ケトプロフェン（弓灸㎎）吸灸
㎝×吸急㎝貼付剤

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸吸.泣灸

ケトプロフェン（急灸㎎）吸灸
㎝×吸急㎝貼付剤

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ケトプロフェン救灸㎎坐
ざ

剤 救灸㎎吸個 宮灸.弓灸

ケトプロフェン（朽灸㎎）宮灸
㎝×吸急㎝貼付剤

宮灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ケトプロフェン（吸宮灸㎎）
吸灸㎝×吸急㎝貼付剤

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ゲーベンクリーム吸％ 吸％吸ℊ 吸宮.汲灸

ケラチナミンコーワクリーム
宮灸％

宮灸％吸ℊ 救.灸灸

ゲンタシンクリーム灸.吸％ 吸㎎吸ℊ 吸吸.灸灸

⃝局 ゲンタシン軟膏
こう

灸.吸％ 吸㎎吸ℊ 吸吸.灸灸

⃝局 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏
こう

灸.吸％「イワキ」
吸㎎吸ℊ 汲.求灸

⃝局 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏
こう

灸.吸％「Ｆ」
吸㎎吸ℊ 吸吸.灸灸

ゲンタマイシン硫酸塩吸㎎軟

膏
こう

吸㎎吸ℊ 朽.灸灸

ゲンタマイシン硫酸塩弓㎎
吸客点眼液

弓㎎吸客 吸求.泣灸

ケンブラン吸入粉末溶解用
吸灸灸㎎

吸灸灸㎎吸瓶 求,救吸急.泣灸

(こ)

⃝局 小池笑気 吸ℊ 弓.宮灸

⃝局⃝麻コカイン塩酸塩 吸ℊ 急,弓急吸.求灸

救灸％イソプロ消アル「ヤマ
ゼン」

救灸％吸灸客 弓.泣灸

※ 救灸％イソプロピルアルコー
ル（丸石）

救灸％吸灸客 弓.泣灸
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⃝局 救灸％塩化ベンザルコニウム
液「ヤクハン」

吸灸客 吸急.宮灸

救灸％消毒用イソプロパノー
ル「ニッコー」

救灸％吸灸客 弓.泣灸

⃝局 コソプト配合点眼液 吸客 急救汲.弓灸

⃝局 コソプトミニ配合点眼液 灸.急客吸個 救灸.救灸

救％グルクロ液 救％吸灸客 吸灸.求灸

救％グルコン酸クロルヘキシ
ジン液「東海」

救％吸灸客 吸泣.急灸

救％クロルヘキシジン液「ヤ
マゼン」

救％吸灸客 吸泣.急灸

救％サリチル酸ワセリン軟膏
こう

東豊
救％吸灸ℊ 弓灸.灸灸

救％ヒビテン液 救％吸灸客 吸泣.急灸

救％ヘキザック液 救％吸灸客 吸泣.急灸

⃝局 ゴマ油 吸灸客 宮汲.灸灸

⃝局※ゴマ油（日興製薬） 吸灸客 宮泣.朽灸

コムクロシャンプー灸.灸救％ 灸.灸救％吸ℊ 宮弓.吸灸

⃝局 コリナコール点眼液 救客吸瓶 吸宮求.汲灸

コリフメシンパップ求灸㎎ 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸弓.弓灸

コールタイジン点鼻液 吸客 汲.灸灸

コレクチム軟膏
こう

灸.宮救％ 灸.宮救％吸ℊ 吸弓泣.弓灸

コレクチム軟膏
こう

灸.救％ 灸.救％吸ℊ 吸急急.泣灸

⃝局 コレステロール 吸ℊ 宮宮.泣灸

コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム吸％救客点眼液

吸％救客吸瓶 汲朽.急灸

コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム弓％救客点眼液

弓％救客吸瓶 汲汲.汲灸

コンベッククリーム救％ 救％吸ℊ 吸朽.弓灸

コンベック軟膏
こう

救％ 救％吸ℊ 吸朽.弓灸

(さ)

サイプレジン吸％点眼液 吸％吸客 求汲.救灸

⃝局 酢酸 吸灸客 弓.灸灸

⃝局 酢酸「ケンエー」 吸灸客 急.宮灸

⃝局 酢酸「コザカイ・Ｍ」 吸灸客 急.宮灸

⃝局 酢酸「昭和」○Ｍ 吸灸客 急.泣灸

⃝局 酢酸「タイセイ」 吸灸客 弓.急灸

⃝局 酢酸ナトリウム水和物 吸灸ℊ 泣.求灸

⃝局 酢酸「日医工」 吸灸客 急.宮灸

⃝局 酢酸「ニッコー」 吸灸客 弓.泣灸

⃝局※酢酸（山善） 吸灸客 朽.弓灸

⃝局 酢酸「ヨシダ」 吸灸客 急.泣灸

サージセル・アブソーバブ
ル・ヘモスタット

吸.弓㎝×救.吸㎝吸枚 泣吸泣.求灸

サージセル・アブソーバブ
ル・ヘモスタット

ニューニット宮.救㎝
×宮.救㎝

吸,救救宮.汲灸

サージセル・アブソーバブ
ル・ヘモスタット

ニューニット宮.救㎝
×汲.泣㎝

吸,泣朽急.吸灸

サージセル・アブソーバブ
ル・ヘモスタット

綿型救.吸㎝×宮.救㎝吸
枚

吸,求救宮.汲灸

サージセル・アブソーバブ
ル・ヘモスタット

救.吸㎝×求.朽㎝吸枚 吸,吸泣灸.泣灸

サージセル・アブソーバブ
ル・ヘモスタット

救.吸㎝×弓救.朽㎝吸枚 吸,救泣宮.泣灸

サージセル・アブソーバブ
ル・ヘモスタット

ニューニット求.朽㎝
×吸灸.宮㎝

宮,弓汲汲.求灸

サージセル・アブソーバブ
ル・ヘモスタット

吸灸.宮㎝×宮灸.弓㎝吸枚 吸,朽朽泣.灸灸

サージセル・アブソーバブ
ル・ヘモスタット

ニューニット吸救.宮㎝
×宮宮.泣㎝

宮,汲泣吸.汲灸

ザジテン点眼液灸.灸救％ 弓.急救㎎救客吸瓶 弓泣朽.汲灸

ザジテン点鼻液灸.灸救％ 朽.灸急汲㎎汲客吸瓶 救弓救.求灸

サテニジン液灸.吸 灸.吸％吸灸客 救.宮灸

サテニジン液灸.救 灸.救％吸灸客 救.救灸

サトウザルベ軟膏
こう

吸灸％ 吸灸ℊ 吸泣.救灸

サトウザルベ軟膏
こう

宮灸％ 吸灸ℊ 宮朽.吸灸

ザーネ軟膏
こう

灸.救％ 救,灸灸灸単位吸ℊ 宮.朽灸

サーファクテン気管注入用
吸宮灸㎎

吸宮灸㎎吸瓶 朽汲,汲救求.汲灸

ザラカム配合点眼液 吸客 汲弓急.汲灸

⃝局 サラシミツロウ 吸灸ℊ 急弓.宮灸

⃝局※サラシミツロウ（東豊） 吸灸ℊ 救宮.求灸

サラゾピリン坐
ざ

剤救灸灸㎎ 救灸灸㎎吸個 吸吸泣.汲灸

⃝局 サラヤ消毒用エタノール 吸灸客 吸求.求灸

⃝局 サリチル酸「ケンエー」 吸灸ℊ 宮弓.汲灸

⃝局 サリチル酸絆
ばん

創膏
こう

宮救㎠吸枚 求泣.救灸

⃝局 サリチル酸メチル 吸客 救.泣灸

サリベートエアゾール 救灸ℊ吸個 急求急.急灸

サルコートカプセル外用
救灸㎍

救灸㎍吸カプセル 弓朽.求灸

⃝局 ザルコニン液灸.灸吸 灸.灸吸％吸灸客 救.求灸

⃝局 ザルコニン液灸.灸宮 灸.灸宮％吸灸客 救.求灸

⃝局 ザルコニン液灸.灸救 灸.灸救％吸灸客 救.求灸

⃝局 ザルコニン液灸.吸 灸.吸％吸灸客 救.汲灸

ザルコニンＧ消毒液吸灸 吸灸％吸灸客 朽.急灸

サルタノールインヘラー
吸灸灸㎍

灸.吸朽％吸弓.救客吸瓶 朽求救.吸灸

⃝局 酸化亜鉛 吸灸ℊ 宮灸.吸灸

⃝局 酸化亜鉛「ケンエー」 吸灸ℊ 宮朽.救灸

⃝局 酸化亜鉛原末「マルイシ」 吸灸ℊ 宮朽.救灸

⃝局 酸化亜鉛「日医工」 吸灸ℊ 宮宮.救灸

⃝局 酸化亜鉛「ファイザー」原末 吸灸ℊ 宮宮.宮灸

⃝局※酸化亜鉛（山善） 吸灸ℊ 宮宮.救灸

⃝局 酸化亜鉛「ヨシダ」 吸灸ℊ 宮宮.宮灸

サンコバ点眼液灸.灸宮％ 灸.灸宮％救客吸瓶 汲汲.汲灸

サンチンク点眼液灸.宮％ 灸.宮％救客吸瓶 汲汲.宮灸

サンテゾーン点眼液
（灸.灸宮％）

灸.灸宮％吸客 吸求.泣灸

サンテゾーン点眼液
（灸.吸％）

灸.吸％吸客 弓泣.泣灸

サンテゾーン灸.灸救％眼軟膏
こう

灸.灸救％吸ℊ 救救.灸灸

サンドールＰ点眼液 吸客 吸泣.弓灸

サンピロ点眼液灸.救％ 灸.救％救客吸瓶 吸灸救.泣灸

サンピロ点眼液吸％ 吸％救客吸瓶 吸吸朽.灸灸

サンピロ点眼液宮％ 宮％救客吸瓶 吸弓急.朽灸

サンピロ点眼液弓％ 弓％救客吸瓶 吸急急.救灸

サンピロ点眼液急％ 急％救客吸瓶 吸救急.灸灸

産婦人科用イソジンクリーム
救％

救％吸灸ℊ 朽弓.朽灸

サンベタゾン眼耳鼻科用液
灸.吸％

灸.吸％吸客 吸汲.急灸

(し)

次亜塩朽％「ヨシダ」 朽％吸灸ℊ 弓.汲灸

シアノコバラミン灸.灸宮％
救客点眼液

灸.灸宮％救客吸瓶 汲朽.急灸

シェルガン灸.救眼粘弾剤 灸.救客吸筒 急,宮宮急.求灸

ジオクチルソジウムスルホサ
クシネート耳科用液救％「Ｃ
ＥＯ」

救％吸客 急求.灸灸

ジクアス点眼液弓％ 弓％救客吸瓶 救宮泣.汲灸

ジクトルテープ求救㎎ 求救㎎吸枚 吸救救.汲灸

ジクロード点眼液灸.吸％ 灸.吸％吸客 救朽.求灸

ジクロフェナク Na坐
ざ

剤
吸宮.救㎎「ツルハラ」

吸宮.救㎎吸個 吸泣.求灸

ジクロフェナク Na坐
ざ

剤
宮救㎎「ツルハラ」

宮救㎎吸個 宮灸.弓灸

ジクロフェナク Na坐
ざ

剤
救灸㎎「ツルハラ」

救灸㎎吸個 宮灸.弓灸

ジクロフェナク Na テープ
弓灸㎎「トーワ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ジクロフェナク Na テープ
弓灸㎎「日医工」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ジクロフェナク Na テープ
弓灸㎎「日本臓器」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸
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ジクロフェナク Na テープ
弓灸㎎「ラクール」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ジクロフェナク Na点眼液
灸.吸％「ＳＮ」

灸.吸％吸客 弓救.宮灸

ジクロフェナク Na点眼液
灸.吸％「ニットー」

灸.吸％吸客 弓救.宮灸

ジクロフェナク Na パップ
吸急灸㎎「日本臓器」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ジクロフェナク Na パップ
吸急灸㎎「ラクール」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ジクロフェナク Na・ＰＦ点
眼液灸.吸％「日点」

灸.吸％吸客 弓救.宮灸

ジクロフェナクナトリウムテ
ープ弓灸㎎「ＮＰ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ジクロフェナクナトリウムテ
ープ弓灸㎎「三和」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ジクロフェナクナトリウムテ
ープ弓灸㎎「テイコク」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ジクロフェナクナトリウムテ
ープ弓灸㎎「ユートク」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ジクロフェナクナトリウム
灸.吸％吸客点眼液

灸.吸％吸客 宮泣.汲灸

ジクロフェナクナトリウム
吸％クリーム

吸％吸ℊ 弓.泣灸

ジクロフェナクナトリウム
吸％ゲル

吸％吸ℊ 弓.泣灸

ジクロフェナクナトリウム
吸％ローション

吸％吸ℊ 弓.泣灸

ジクロフェナクナトリウム

吸宮.救㎎坐
ざ

剤

吸宮.救㎎吸個 吸泣.求灸

ジクロフェナクナトリウム
（吸救㎎）求㎝×吸灸㎝貼付剤

求㎝×吸灸㎝吸枚 吸吸.吸灸

ジクロフェナクナトリウム
宮救㎎キット

宮救㎎吸筒 汲求.宮灸

ジクロフェナクナトリウム

宮救㎎坐
ざ

剤

宮救㎎吸個 宮灸.弓灸

ジクロフェナクナトリウム
（弓灸㎎）吸灸㎝×吸急㎝貼付
剤

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸宮.急灸

ジクロフェナクナトリウム
救灸㎎キット

救灸㎎吸筒 汲弓.吸灸

ジクロフェナクナトリウム

救灸㎎坐
ざ

剤

救灸㎎吸個 宮灸.弓灸

ジクロフェナクナトリウム
（求灸㎎）求㎝×吸灸㎝貼付剤

求㎝×吸灸㎝吸枚 吸吸.吸灸

ジクロフェナクナトリウム
（宮汲灸㎎）宮灸㎝×吸急㎝貼付
剤

宮灸㎝×吸急㎝吸枚 宮救.求灸

⃝局 ジフェンヒドラミン 救ℊ吸管 弓吸宮.宮灸

ジフェンヒドラミンクリーム
吸％「タイヨー」

吸％吸灸ℊ 宮求.宮灸

⃝局 ジブカイン塩酸塩 吸ℊ 弓求求.宮灸

シーブリ吸入用カプセル
救灸㎍

救灸㎍吸カプセル 吸朽弓.弓灸

ジフルコルトロン吉草酸エス

テル・リドカイン坐
ざ

剤

吸個 宮灸.弓灸

ジフルコルトロン吉草酸エス

テル・リドカイン軟膏
こう

吸ℊ 吸急.汲灸

ジフルプレドナート軟膏
こう

灸.灸救％「ＭＹＫ」
灸.灸救％吸ℊ 吸灸.救灸

ジフルプレドナートローショ
ン灸.灸救％「ＭＹＫ」

灸.灸救％吸ℊ 吸灸.救灸

ジフルプレドナート灸.灸救％
クリーム

灸.灸救％吸ℊ 吸灸.救灸

ジフルプレドナート灸.灸救％

軟膏
こう

灸.灸救％吸ℊ 吸灸.救灸

ジフルプレドナート灸.灸救％
ローション

灸.灸救％吸ℊ 吸灸.救灸

ジフロラゾン酢酸エステル
灸.灸救％クリーム

灸.灸救％吸ℊ 汲.求灸

ジフロラゾン酢酸エステル

灸.灸救％軟膏
こう

灸.灸救％吸ℊ 汲.求灸

⃝局 次没食子酸ビスマス 吸ℊ 吸宮.求灸

⃝局 次没食子酸ビスマス原末「マ
ルイシ」

吸ℊ 吸急.泣灸

ジムソ膀
ぼう

胱
こう

内注入液救灸％ 救灸％救灸客吸瓶 吸吸,宮灸朽.泣灸

シムビコートタービュヘイラ
ー弓灸吸入

弓灸吸入吸キット 吸,泣急救.朽灸

シムビコートタービュヘイラ
ー朽灸吸入

朽灸吸入吸キット 弓,救泣朽.吸灸

吸灸％サリチル酸ワセリン軟

膏
こう

東豊

吸灸％吸灸ℊ 弓灸.汲灸

消エタコア 吸灸客 朽.急灸

消エタサラコール 吸灸客 朽.急灸

硝酸イソソルビドテープ
急灸㎎「サワイ」

急灸㎎吸枚 弓求.急灸

硝酸イソソルビドテープ
急灸㎎「テイコク」

急灸㎎吸枚 弓求.急灸

硝酸イソソルビドテープ
急灸㎎「東光」

急灸㎎吸枚 弓求.急灸

硝酸イソソルビド（急灸㎎）
貼付剤

急灸㎎吸枚 宮求.吸灸

⃝局 硝酸銀 吸ℊ 吸汲救.宮灸

⃝局 硝酸銀点眼液 吸％灸.救客吸管 吸汲.弓灸

消毒用アルコール配合液「Ｎ
Ｐ」

吸灸客 急.救灸

消毒用イソプロパノール液
救灸％「ヤクハン」

救灸％吸灸客 弓.泣灸

消毒用エタＩＰ「メタル」 吸灸客 朽.急灸

消毒用エタノール 吸灸客 吸朽.救灸

消毒用エタノールＩＰＡ液
「東豊」

吸灸客 朽.急灸

消毒用エタノールα「カネイ
チ」

吸灸客 朽.急灸

消毒用エタノール液ＩＰ 吸灸客 朽.急灸

⃝局 消毒用エタノール「ＮＰ」 吸灸客 吸求.求灸

⃝局※消毒用エタノール（兼一） 吸灸客 吸求.求灸

⃝局 消毒用エタノール「ケンエ
ー」

吸灸客 吸求.求灸

⃝局 消毒用エタノール「コザカ
イ・Ｍ」

吸灸客 吸求.求灸

⃝局 消毒用エタノール シオエ 吸灸客 吸求.求灸

⃝局 消毒用エタノール「昭和」○Ｍ 吸灸客 吸朽.朽灸

⃝局 消毒用エタノール「タイセ
イ」

吸灸客 吸求.求灸

⃝局 消毒用エタノール「タカス
ギ」

吸灸客 吸求.求灸

⃝局 消毒用エタノール「東海」 吸灸客 吸求.求灸

⃝局 消毒用エタノール「東豊」 吸灸客 吸求.求灸

⃝局 消毒用エタノール「トライッ
クス」

吸灸客 吸求.吸灸

⃝局 消毒用エタノール「ニッコ
ー」

吸灸客 吸求.求灸

⃝局 消毒用エタノール〈ハチ〉 吸灸客 吸求.求灸

消毒用エタノールＢ液ＩＰ 吸灸客 朽.急灸

消毒用エタノールＢ液「ケン
エー」

吸灸客 吸宮.弓灸

⃝局 消毒用エタノール「マルイ
シ」

吸灸客 吸求.求灸

⃝局 消毒用エタノール（ミツマ
ル）

吸灸客 吸求.吸灸

⃝局 消毒用エタノール「メタル」 吸灸客 吸求.求灸

⃝局 消毒用エタノール「ヤクハ
ン」

吸灸客 吸求.求灸

⃝局 消毒用エタノール「ヤマゼ
ン」Ｍ

吸灸客 吸求.求灸

⃝局 消毒用エタノール「ヨシダ」 吸灸客 吸求.求灸

⃝局 消毒用エタノールワコー 吸灸客 吸朽.朽灸

消毒用エタプロコール 吸灸客 朽.急灸

消毒用エタプロコールＵ 吸灸客 朽.急灸

消毒用エタライト液 吸灸客 朽.急灸

消毒用エタライトＢ液 吸灸客 朽.急灸
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消毒用昭和アルコール 吸灸客 急.急灸

消毒用ネオアルコール「ケン
エー」

吸灸客 急.急灸

⃝局 消毒用フェノール 吸灸客 吸吸.弓灸

⃝局 消毒用フェノール水 吸灸客 汲.急灸

消毒用マルオアルコール 吸灸客 急.急灸

消毒用ミツマルアルコール 吸灸客 急.急灸

小児用フルナーゼ点鼻液
宮救㎍救朽噴霧用

宮.灸急㎎急客吸瓶 急求灸.急灸

ジルダザック軟膏
こう

弓％ 弓％吸ℊ 吸朽.汲灸

人工涙液マイティア点眼液 救客吸瓶 汲求.吸灸

⃝局 親水クリーム 吸灸ℊ 吸灸.宮灸

⃝局 親水クリーム「コザカイ・
Ｍ」

吸灸ℊ 吸泣.朽灸

⃝局※親水クリーム（ＪＧ） 吸灸ℊ 宮吸.汲灸

⃝局 親水クリーム「シオエ」 吸灸ℊ 宮吸.汲灸

⃝局 親水クリーム「東豊」 吸灸ℊ 宮宮.急灸

⃝局 親水クリーム「ニッコー」 吸灸ℊ 宮吸.汲灸

⃝局 親水クリーム「ホエイ」 吸灸ℊ 宮灸.汲灸

⃝局 親水クリーム「ヨシダ」 吸灸ℊ 宮急.吸灸

⃝局 親水ワセリン 吸灸ℊ 宮灸.灸灸

新レシカルボン坐
ざ

剤 吸個 朽吸.求灸

(す)

⃝局 水酸化カリウム 吸灸ℊ 吸吸.汲灸

⃝局 スタデルムクリーム救％ 救％吸ℊ 吸急.求灸

⃝局 スタデルム軟膏
こう

救％ 救％吸ℊ 吸急.求灸

スチックゼノールＡ 吸灸ℊ 急宮.救灸

⃝局 ステアリン酸 吸灸ℊ 弓求.求灸

ステリクロンＲ液灸.灸救 灸.灸救％吸灸客 救.汲灸

ステリクロンＲ液灸.吸 灸.吸％吸灸客 救.汲灸

ステリクロンＲ液灸.救 灸.救％吸灸客 朽.急灸

ステリクロンＲエタノール液
灸.救

灸.救％吸灸客 朽.急灸

ステリクロン液救 救％吸灸客 吸泣.急灸

ステリクロンＷ液灸.灸宮 灸.灸宮％吸灸客 救.汲灸

ステリクロンＷ液灸.灸救 灸.灸救％吸灸客 救.汲灸

ステリクロンＷ液灸.吸 灸.吸％吸灸客 救.汲灸

ステリクロンＷ液灸.救 灸.救％吸灸客 朽.急灸

ステリクロンＷエタノール液
灸.救

灸.救％吸灸客 朽.急灸

ステリクロンＢエタノール液
灸.救

灸.救％吸灸客 朽.急灸

ステロネマ注腸吸.救㎎ 吸.泣求救㎎吸個 弓急宮.宮灸

ステロネマ注腸弓㎎ 弓.泣救㎎吸個 急朽泣.求灸

スピオルトレスピマット宮汲
吸入

宮汲吸入吸キット 弓,急宮求.求灸

スピオルトレスピマット朽灸
吸入

朽灸吸入吸キット 朽,朽汲灸.急灸

スピリーバ吸入用カプセル
吸汲㎍

吸汲㎍吸カプセル 吸宮宮.求灸

スピリーバ吸.宮救㎍レスピマ
ット朽灸吸入

求救㎍吸キット 宮,宮弓泣.急灸

スピリーバ宮.救㎍レスピマッ
ト朽灸吸入

吸救灸㎍吸キット 弓,泣急求.弓灸

スプレキュア点鼻液灸.吸救％ 吸救.求救㎎吸灸客吸瓶 求,吸宮宮.吸灸

スープレン吸入麻酔液 吸客 急灸.弓灸

スポンゼル 救㎝×宮.救㎝吸枚 宮急救.灸灸

スポンゼル 吸灸㎝×求㎝吸枚 求救朽.朽灸

スミスリンローション救％ 救％吸ℊ 求弓.求灸

スルプロチン軟膏
こう

吸％ 吸％吸ℊ 吸求.泣灸

スレンダム軟膏
こう

吸％ 吸％吸ℊ 吸朽.急灸

(せ)

精製白糖・ポビドンヨード軟

膏
こう

吸ℊ 泣.灸灸

精製ヒアルロン酸ナトリウム
灸.吸％救客点眼液

灸.吸％救客吸瓶 吸吸救.宮灸

精製ヒアルロン酸ナトリウム
灸.弓％救客点眼液

灸.弓％救客吸瓶 吸急弓.汲灸

精製ヒアルロン酸ナトリウム
吸％灸.急客液

吸％灸.急客吸筒 宮,泣泣朽.弓灸

精製ヒアルロン酸ナトリウム
吸％灸.救客液

吸％灸.救客吸筒 急,灸宮救.急灸

精製ヒアルロン酸ナトリウム
吸％灸.求客液

吸％灸.求客吸筒 宮,吸救灸.救灸

精製ヒアルロン酸ナトリウム
吸％灸.汲救客液

吸％灸.汲救客吸筒 宮,急宮弓.求灸

精製ヒアルロン酸ナトリウム
吸％吸.吸客液

吸％吸.吸客吸筒 救,宮弓灸.弓灸

⃝局 精製ラノリン 吸灸ℊ 弓宮.朽灸

⃝局 石油ベンジン 吸灸客 汲.吸灸

⃝局※石油ベンジン（金田直） 吸灸客 泣.救灸

セクタークリーム弓％ 弓％吸ℊ 救.朽灸

セクターゲル弓％ 弓％吸ℊ 救.朽灸

セクターローション弓％ 弓％吸客 救.朽灸

ゼスタッククリーム 吸ℊ 朽.弓灸

⃝局 セタノール 吸灸ℊ 吸宮朽.弓灸

セチルピリジニウム塩化物ト
ローチ宮㎎「イワキ」

宮㎎吸錠 救.求灸

※ 石灰水（司生堂） 吸灸客 求.弓灸

ゼノンコールド 汲L吸容器 宮朽,泣吸救.救灸

ゼビアックス油性クリーム
宮％

宮％吸ℊ 朽朽.吸灸

ゼビアックスローション宮％ 宮％吸ℊ 朽朽.吸灸

ゼフナート外用液宮％ 宮％吸客 弓宮.朽灸

ゼフナートクリーム宮％ 宮％吸ℊ 弓宮.朽灸

ゼペリン点眼液灸.吸％ 救㎎救客吸瓶 朽灸灸.急灸

セボフルラン吸入液 吸客 弓吸.急灸

⃝局 セボフレン吸入麻酔液 吸客 急急.弓灸

ゼポラステープ宮灸㎎ 求㎝×吸灸㎝吸枚 吸灸.汲灸

ゼポラステープ急灸㎎ 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸朽.宮灸

ゼポラスパップ急灸㎎ 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸朽.宮灸

ゼポラスパップ汲灸㎎ 宮灸㎝×吸急㎝吸枚 宮灸.吸灸

ゼムパックパップ求灸 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸吸.汲灸

⃝局 セルタッチテープ求灸 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

⃝局 セルタッチパップ求灸 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

⃝局 セルタッチパップ吸急灸 宮灸㎝×吸急㎝吸枚 宮弓.宮灸

ゼルフィルム 吸灸㎝×吸宮.救㎝吸枚 朽,汲求灸.灸灸

ゼルフォーム 宮㎝×朽㎝×灸.求㎝吸枚 吸求求.救灸

ゼルフォーム 汲㎝×吸宮.救㎝×吸㎝吸
枚

吸,吸弓宮.求灸

セレベント救灸ディスカス 救灸㎍朽灸ブリスター吸
キット

宮,急求救.吸灸

(そ)

ソアナース軟膏
こう

吸ℊ 吸汲.灸灸

⃝局 ゾビラックス眼軟膏
こう

弓％ 弓％吸ℊ 救救吸.救灸

ゾビラックスクリーム救％ 救％吸ℊ 吸求救.汲灸

⃝局 ゾビラックス軟膏
こう

救％ 救％吸ℊ 吸求救.汲灸

ソフラチュール貼付剤吸灸㎝ (吸灸.汲㎎)吸灸㎝×吸灸㎝
吸枚

救急.吸灸

ソフラチュール貼付剤弓灸㎝ (弓宮.急㎎)吸灸㎝×弓灸㎝
吸枚

吸弓吸.汲灸

ソルコセリル膣
ちつ

坐
ざ

薬 吸個 急吸.泣灸

ソルコセリル軟膏
こう

救％ 救％吸ℊ 泣.吸灸

⃝局 ソルバノン 吸灸ℊ 宮求.泣灸

⃝局 ソルベース 吸灸ℊ 宮求.泣灸

(た)

ダイアコートクリーム
灸.灸救％

灸.灸救％吸ℊ 吸宮.求灸

ダイアコート軟膏
こう

灸.灸救％ 灸.灸救％吸ℊ 吸宮.求灸

ダイアップ坐
ざ

剤急 急㎎吸個 救急.吸灸

ダイアップ坐
ざ

剤朽 朽㎎吸個 朽宮.吸灸

ダイアップ坐
ざ

剤吸灸 吸灸㎎吸個 求灸.弓灸

⃝局 ダイズ油 吸灸客 吸汲.灸灸
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タカルシトール灸.灸灸灸宮％ク
リーム

灸.灸灸灸宮％吸ℊ 急求.急灸

タカルシトール灸.灸灸灸宮％軟

膏
こう

灸.灸灸灸宮％吸ℊ 急求.急灸

タクロリムス軟膏
こう

灸.吸％「イ
ワキ」

灸.吸％吸ℊ 急救.急灸

タクロリムス軟膏
こう

灸.吸％「タ
カタ」

灸.吸％吸ℊ 急灸.急灸

タクロリムス軟膏
こう

灸.吸％「Ｐ
Ｐ」

灸.吸％吸ℊ 急救.急灸

タコシール組織接着用シート 弓.灸㎝×宮.救㎝吸枚 吸灸,朽急救.灸灸

タコシール組織接着用シート 急.汲㎝×急.汲㎝吸枚 宮泣,泣泣救.吸灸

タコシール組織接着用シート 泣.救㎝×急.汲㎝吸枚 救宮,汲吸泣.急灸

タチオン点眼用宮％ 宮％吸客 弓汲.吸灸

タプコム配合点眼液 吸客 汲急吸.急灸

タプロス点眼液灸.灸灸吸救％ 灸.灸灸吸救％吸客 汲求吸.急灸

タプロスミニ点眼液
灸.灸灸吸救％

灸.灸灸吸救％灸.弓客吸個 汲汲.急灸

ダラシンＴゲル吸％ 吸％吸ℊ 宮求.求灸

ダラシンＴローション吸％ 吸％吸客 宮求.求灸

タリビッド眼軟膏
こう

灸.弓％ 灸.弓％吸ℊ 吸吸弓.救灸

タリビッド耳科用液灸.弓％ 弓㎎吸客 吸吸吸.宮灸

タリビッド点眼液灸.弓％ 灸.弓％吸客 吸灸求.急灸

タリムス点眼液灸.吸％ 灸.吸％救客吸瓶 泣,求汲救.弓灸

⃝局 タルク 吸灸ℊ 求.泣灸

⃝局 タルク「ケンエー」 吸灸ℊ 汲.宮灸

⃝局 単軟膏
こう

吸灸ℊ 宮急.急灸

⃝局※単軟膏
こう

（東豊） 吸灸ℊ 宮朽.吸灸

⃝局 単軟膏
こう

「ヨシダ」 吸灸ℊ 宮朽.吸灸

⃝局 タンニン酸 吸ℊ 吸吸.救灸

(ち)

⃝局 ヂアミトール消毒用液救灸Ｗ
／Ｖ％

吸灸客 吸救.救灸

⃝局 チアントール 吸灸ℊ 宮泣.弓灸

⃝局 チオ硫酸ナトリウム水和物 吸灸ℊ 吸吸.急灸

チニダゾール腟
ちつ

錠宮灸灸㎎
「Ｆ」

宮灸灸㎎吸個 急泣.泣灸

チモプトールＸＥ点眼液
灸.宮救％

灸.宮救％吸客 弓救急.泣灸

チモプトールＸＥ点眼液
灸.救％

灸.救％吸客 急泣求.朽灸

チモプトール点眼液灸.宮救％ 灸.宮救％吸客 吸灸求.吸灸

チモプトール点眼液灸.救％ 灸.救％吸客 吸急吸.弓灸

チモロールＸＥ点眼液
灸.宮救％「ＪＧ」

灸.宮救％吸客 吸弓吸.汲灸

チモロールＸＥ点眼液
灸.宮救％「ＴＳ」

灸.宮救％吸客 宮宮泣.救灸

チモロールＸＥ点眼液
灸.宮救％「ニットー」

灸.宮救％吸客 宮宮泣.救灸

チモロールＸＥ点眼液灸.救％

「杏
きよう

林」

灸.救％吸客 宮求弓.灸灸

チモロールＸＥ点眼液灸.救％
「ＪＧ」

灸.救％吸客 宮求弓.灸灸

チモロールＸＥ点眼液灸.救％
「ＴＳ」

灸.救％吸客 宮宮灸.吸灸

チモロールＸＥ点眼液灸.救％
「ニットー」

灸.救％吸客 宮求弓.灸灸

チモロールマレイン酸塩
灸.宮救％吸客ＸＥ点眼液

灸.宮救％吸客 吸求.泣灸

チモロールマレイン酸塩
灸.宮救％吸客点眼液

灸.宮救％吸客 救吸.灸灸

チモロールマレイン酸塩
灸.救％吸客点眼液

灸.救％吸客 朽求.弓灸

⃝局 チョウジ油 吸客 泣.灸灸

⃝局 チンク油 吸灸ℊ 求.急灸

⃝局 チンク油「東海」 吸灸ℊ 吸救.救灸

⃝局 チンク油「東豊」 吸灸ℊ 吸救.救灸

⃝局 チンク油「日医工」 吸灸ℊ 吸急.汲灸

⃝局 チンク油「ニッコー」 吸灸ℊ 吸朽.救灸

(つ)

⃝局 ツバキ油 吸灸客 弓吸朽.吸灸

ツムラ紫雲膏
こう

吸ℊ 吸宮.救灸

⃝局 ツロブテロールテープ灸.救
「ＥＭＥＣ」

灸.救㎎吸枚 吸求.朽灸

⃝局 ツロブテロールテープ灸.救㎎
「ＭＥＤ」

灸.救㎎吸枚 吸求.朽灸

⃝局 ツロブテロールテープ灸.救㎎
「ＱＱ」

灸.救㎎吸枚 吸求.朽灸

⃝局 ツロブテロールテープ灸.救㎎
「サワイ」

灸.救㎎吸枚 吸求.朽灸

⃝局 ツロブテロールテープ灸.救㎎
「タカタ」

灸.救㎎吸枚 吸求.朽灸

⃝局 ツロブテロールテープ灸.救㎎
「テイコク」

灸.救㎎吸枚 吸求.朽灸

⃝局 ツロブテロールテープ灸.救㎎
「トーワ」

灸.救㎎吸枚 吸求.朽灸

⃝局 ツロブテロールテープ灸.救㎎
「日医工」

灸.救㎎吸枚 吸求.朽灸

⃝局 ツロブテロールテープ灸.救㎎
「久光」

灸.救㎎吸枚 吸求.朽灸

⃝局 ツロブテロールテープ灸.救㎎
「ＹＰ」

灸.救㎎吸枚 吸求.朽灸

⃝局 ツロブテロールテープ吸「Ｅ
ＭＥＣ」

吸㎎吸枚 宮救.灸灸

⃝局 ツロブテロールテープ吸「オ
ーハラ」

吸㎎吸枚 宮救.灸灸

⃝局 ツロブテロールテープ吸㎎
「ＭＥＤ」

吸㎎吸枚 宮救.灸灸

⃝局 ツロブテロールテープ吸㎎
「ＱＱ」

吸㎎吸枚 宮救.灸灸

⃝局 ツロブテロールテープ吸㎎
「タカタ」

吸㎎吸枚 宮救.灸灸

⃝局 ツロブテロールテープ吸㎎
「テイコク」

吸㎎吸枚 宮救.灸灸

⃝局 ツロブテロールテープ吸㎎
「トーワ」

吸㎎吸枚 宮救.灸灸

⃝局 ツロブテロールテープ吸㎎
「日医工」

吸㎎吸枚 宮救.灸灸

⃝局 ツロブテロールテープ吸㎎
「久光」

吸㎎吸枚 宮救.灸灸

⃝局 ツロブテロールテープ吸㎎
「ＹＰ」

吸㎎吸枚 宮救.灸灸

⃝局 ツロブテロールテープ宮「Ｅ
ＭＥＣ」

宮㎎吸枚 弓宮.求灸

⃝局 ツロブテロールテープ宮「オ
ーハラ」

宮㎎吸枚 弓宮.求灸

⃝局 ツロブテロールテープ宮㎎
「ＭＥＤ」

宮㎎吸枚 弓宮.求灸

⃝局 ツロブテロールテープ宮㎎
「ＱＱ」

宮㎎吸枚 弓宮.求灸

⃝局 ツロブテロールテープ宮㎎
「サワイ」

宮㎎吸枚 弓宮.求灸

⃝局 ツロブテロールテープ宮㎎
「タカタ」

宮㎎吸枚 弓宮.求灸

⃝局 ツロブテロールテープ宮㎎
「テイコク」

宮㎎吸枚 弓宮.求灸

⃝局 ツロブテロールテープ宮㎎
「トーワ」

宮㎎吸枚 弓宮.求灸

⃝局 ツロブテロールテープ宮㎎
「久光」

宮㎎吸枚 弓宮.求灸

⃝局 ツロブテロールテープ宮㎎
「ＹＰ」

宮㎎吸枚 弓宮.求灸

ツロブテロール（灸.救㎎）貼
付剤

灸.救㎎吸枚 吸宮.救灸

ツロブテロール（吸㎎）貼付
剤

吸㎎吸枚 吸求.灸灸

ツロブテロール（宮㎎）貼付
剤

宮㎎吸枚 宮救.泣灸

(て)

Ｄ・Ｅ・Ｘ点眼液灸.吸％「ニ
ットー」

灸.吸％吸客 吸求.泣灸

⃝局 d l −カンフル 吸ℊ 求.弓灸
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d l −カンフル精吸灸％「コ
ザカイ」

吸灸客 吸救.宮灸

テイカゾン点眼・点耳・点鼻
液灸.吸％

灸.吸％吸客 吸朽.宮灸

⃝局 d−カンフル 吸ℊ 泣.弓灸

ディスコビスク吸.灸眼粘弾剤 吸客吸筒 汲,求汲吸.急灸

ディビゲル吸㎎ 吸㎎吸包 救急.灸灸

ディフェリンゲル灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 求急.汲灸

テーカイン原末 吸ℊ 宮急弓.朽灸

デキサメタゾン眼軟膏
こう

灸.吸％
「ニットー」

灸.吸％吸ℊ 急灸.救灸

デキサメタゾン口腔
くう

用軟膏
こう

灸.吸％「ＮＫ」
灸.吸％吸ℊ 急救.灸灸

デキサメタゾン口腔
くう

用軟膏
こう

灸.吸％「日医工」
灸.吸％吸ℊ 急救.灸灸

デキサメタゾン軟膏
こう

口腔
くう

用
灸.吸％「ＣＨ」

灸.吸％吸ℊ 急救.灸灸

デキサメタゾンプロピオン酸
エステル灸.吸％クリーム

灸.吸％吸ℊ 泣.求灸

デキサメタゾンプロピオン酸

エステル灸.吸％軟膏
こう

灸.吸％吸ℊ 泣.求灸

デキサメタゾンプロピオン酸
エステル灸.吸％ローション

灸.吸％吸ℊ 泣.求灸

デキサメタゾンメタスルホ安
息香酸エステルナトリウム
灸.灸宮％吸客点眼液

灸.灸宮％吸客 吸宮.汲灸

デキサメタゾンメタスルホ安
息香酸エステルナトリウム
灸.灸救％吸客点眼液

灸.灸救％吸客 吸求.泣灸

デキサメタゾン灸.吸％クリー
ム

灸.吸％吸ℊ 求.朽灸

デキサメタゾン灸.吸％軟膏
こう

灸.吸％吸ℊ 求.朽灸

デキサメタゾン灸.吸％ローシ
ョン

灸.吸％吸ℊ 求.朽灸

テキサント消毒液朽％ 朽％吸灸ℊ 弓.泣灸

⃝局 デキサンＶＧ軟膏
こう

灸.吸宮％ 吸ℊ 宮求.求灸

テクスメテン軟膏
こう

灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 吸弓.弓灸

テクスメテン ユニバーサル
クリーム灸.吸％

灸.吸％吸ℊ 吸弓.弓灸

デスパコーワ口腔
くう

用クリーム 吸ℊ 宮泣.急灸

デスモプレシン・スプレー
吸灸協和

救灸灸㎍吸瓶 急,吸泣汲.弓灸

デスモプレシン点鼻液
灸.灸吸％協和

宮救灸㎍吸瓶 救,宮救弓.救灸

デスモプレシン点鼻スプレー
灸.灸吸％「ＩＬＳ」

救灸灸㎍吸瓶 宮,求朽汲.救灸

デスモプレシン点鼻スプレー
宮.救㎍「フェリング」

吸宮救㎍吸瓶 弓,弓求求.救灸

デタントール灸.灸吸％点眼液 灸.灸吸％吸客 宮宮朽.急灸

⃝局 テトラサイクリン塩酸塩 吸ℊ 吸泣宮.救灸

デプロドンプロピオン酸エス
テル灸.弓％クリーム

灸.弓％吸ℊ 泣.汲灸

デプロドンプロピオン酸エス

テル灸.弓％軟膏
こう

灸.弓％吸ℊ 泣.汲灸

デュアック配合ゲル 吸ℊ 吸宮弓.泣灸

デュオトラバ配合点眼液 吸客 汲泣汲.救灸

⃝麻 デュロテップＭＴパッチ
宮.吸㎎

宮.吸㎎吸枚 吸,朽急泣.朽灸

⃝麻 デュロテップＭＴパッチ
急.宮㎎

急.宮㎎吸枚 宮,泣救朽.汲灸

⃝麻 デュロテップＭＴパッチ
汲.急㎎

汲.急㎎吸枚 救,救泣宮.泣灸

⃝麻 デュロテップＭＴパッチ
吸宮.朽㎎

吸宮.朽㎎吸枚 汲,灸急吸.宮灸

⃝麻 デュロテップＭＴパッチ
吸朽.汲㎎

吸朽.汲㎎吸枚 泣,求急急.灸灸

テラ・コートリル軟膏
こう

吸ℊ 宮泣.救灸

テラマイシン軟膏
こう

（ポリミキ
シンＢ含有）

吸ℊ 吸灸.求灸

テリルジー吸灸灸エリプタ吸急
吸入用

吸急吸入吸キット 急,吸朽灸.汲灸

テリルジー吸灸灸エリプタ弓灸
吸入用

弓灸吸入吸キット 汲,汲灸救.吸灸

テリルジー宮灸灸エリプタ吸急
吸入用

吸急吸入吸キット 急,求弓汲.救灸

テリルジー宮灸灸エリプタ弓灸
吸入用

弓灸吸入吸キット 吸灸,灸急弓.弓灸

⃝局 テルビナフィン塩酸塩外用液
吸％「Ｆ」

吸％吸ℊ 吸朽.吸灸

⃝局 テルビナフィン塩酸塩外用液
吸％「トーワ」

吸％吸ℊ 吸朽.吸灸

⃝局 テルビナフィン塩酸塩クリー
ム吸％「Ｆ」

吸％吸ℊ 吸朽.吸灸

⃝局 テルビナフィン塩酸塩クリー
ム吸％「トーワ」

吸％吸ℊ 吸朽.吸灸

⃝局 テルビナフィン塩酸塩クリー
ム吸％「ファイザー」

吸％吸ℊ 吸朽.吸灸

テルビナフィン塩酸塩吸％液 吸％吸ℊ 吸吸.急灸

テルビナフィン塩酸塩吸％ク
リーム

吸％吸ℊ 吸吸.急灸

デルマクリンＡ軟膏
こう

吸％ 吸％吸ℊ 吸吸.急灸

デルマクリンクリーム吸％ 吸％吸ℊ 吸吸.急灸

⃝局 デルモゾールＧクリーム 吸ℊ 宮求.求灸

⃝局 デルモゾールＧ軟膏
こう

吸ℊ 宮求.求灸

デルモゾールＧローション 吸客 宮求.求灸

デルモベートクリーム
灸.灸救％

灸.灸救％吸ℊ 吸求.宮灸

デルモベートスカルプローシ
ョン灸.灸救％

灸.灸救％吸ℊ 吸求.宮灸

デルモベート軟膏
こう

灸.灸救％ 灸.灸救％吸ℊ 吸求.宮灸

⃝局 テレミンソフト坐
ざ

薬吸灸㎎ 吸灸㎎吸個 宮灸.弓灸

点眼・点鼻用リンデロンＡ液 吸客 求汲.宮灸

(と)

⃝局 トウガラシチンキ 吸灸客 宮求.泣灸

東豊消アル 吸灸客 急.救灸

トスフロ点眼液灸.弓％ 灸.弓％吸客 汲求.宮灸

トパルジック軟膏
こう

吸％ 吸％吸ℊ 吸救.求灸

トービイ吸入液弓灸灸㎎ 弓灸灸㎎救客吸管 泣,灸急救.灸灸

トプシムＥクリーム灸.灸救％ 灸.灸救％吸ℊ 吸汲.灸灸

トプシムクリーム灸.灸救％ 灸.灸救％吸ℊ 吸汲.灸灸

トプシムスプレー灸.灸吸急弓％ 灸.灸吸急弓％吸ℊ 吸吸.朽灸

トプシム軟膏
こう

灸.灸救％ 灸.灸救％吸ℊ 吸汲.灸灸

トプシムローション灸.灸救％ 灸.灸救％吸ℊ 吸汲.灸灸

トブラシン点眼液灸.弓％ 弓㎎吸客 弓朽.急灸

ドボネックス軟膏
こう

救灸㎍／ℊ 灸.灸灸救％吸ℊ 汲弓.急灸

ドボベットゲル 吸ℊ 宮灸救.汲灸

ドボベット軟膏
こう

吸ℊ 宮灸救.汲灸

ドボベットフォーム 吸ℊ 宮灸救.汲灸

トラチモ配合点眼液「ニット
ー」

吸客 急救吸.朽灸

トラニラスト宮救㎎救客点眼
液

宮救㎎救客吸瓶 宮求吸.救灸

トラバタンズ点眼液灸.灸灸急％ 灸.灸灸急％吸客 朽吸救.救灸

トラボプロスト点眼液
灸.灸灸急％「ニットー」

灸.灸灸急％吸客 弓灸救.宮灸

トラマゾリン点鼻液灸.吸吸汲％
「ＡＦＰ」

灸.吸吸汲％吸客 朽.宮灸

⃝局 トラメラス点眼液灸.救％ 宮救㎎救客吸瓶 急灸宮.吸灸

⃝局 トラメラスＰＦ点眼液灸.救％ 宮救㎎救客吸瓶 急急吸.汲灸

トリアムシノロンアセトニド
クリーム灸.吸％「ＴＫ」

灸.吸％吸ℊ 宮灸.吸灸

トリアムシノロンアセトニド
ゲル灸.吸％「ＴＫ」

灸.吸％吸ℊ 宮灸.吸灸

トリアムシノロンアセトニド

口腔
くう

用貼付剤宮救㎍「大正」

宮救㎍吸枚 弓朽.救灸

トリアムシノロンアセトニド

灸.吸％軟膏
こう

灸.吸％吸ℊ 急.急灸

⃝局 トルソプト点眼液灸.救％ 灸.救％吸客 吸急汲.吸灸

⃝局 トルソプト点眼液吸％ 吸％吸客 吸泣救.宮灸
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⃝局 トルナフタート液 宮％吸客 朽.吸灸

ドルモロール配合点眼液「セ
ンジュ」

吸客 吸求求.弓灸

⃝局 ドルモロール配合点眼液「Ｔ
Ｓ」

吸客 吸求求.弓灸

⃝局 ドルモロール配合点眼液「日
点」

吸客 吸求求.弓灸

⃝局 ドルモロール配合点眼液「ニ
ットー」

吸客 吸求求.弓灸

⃝局 ドルモロール配合点眼液「わ
かもと」

吸客 吸求求.弓灸

ドレニゾンテープ急㎍／㎠ (灸.弓㎎)求.救㎝×吸灸㎝ 朽急.救灸

トロピカミド点眼液灸.急％
「日点」

灸.急％吸客 吸求.求灸

⃝局 トロンビン 宮灸,灸灸灸単位吸瓶 吸,求宮汲.朽灸

⃝局 トロンビン 救,灸灸灸単位吸袋 泣救泣.灸灸

⃝局 トロンビン 吸灸,灸灸灸単位吸袋 吸,弓汲吸.灸灸

トロンビン液モチダ ソフト
ボトル救千

救,灸灸灸単位救客吸キッ
ト

泣弓朽.吸灸

トロンビン液モチダ ソフト
ボトル吸万

吸灸,灸灸灸単位吸灸客吸キ
ット

吸,吸求朽.泣灸

⃝局 トロンビン経口・外用剤救千
「Ｆ」

救,灸灸灸単位吸瓶 求救急.泣灸

⃝局 トロンビン経口・外用剤吸万
「Ｆ」

吸灸,灸灸灸単位吸瓶 吸,吸弓泣.求灸

トロンビン経口・局所用液救
千「Ｆ」

救,灸灸灸単位救客吸瓶 朽求求.宮灸

⃝局 豚脂 吸灸ℊ 吸吸.朽灸

ドンペリドン坐
ざ

剤弓灸㎎「タ
カタ」

弓灸㎎吸個 急救.泣灸

ドンペリドン坐
ざ

剤弓灸㎎「日
新」

弓灸㎎吸個 急救.泣灸

ドンペリドン吸灸㎎坐
ざ

剤 吸灸㎎吸個 宮求.宮灸

ドンペリドン弓灸㎎坐
ざ

剤 弓灸㎎吸個 急吸.弓灸

(な)

ナウゼリン坐
ざ

剤吸灸 吸灸㎎吸個 急急.朽灸

ナウゼリン坐
ざ

剤弓灸 弓灸㎎吸個 求吸.求灸

ナウゼリン坐
ざ

剤朽灸 朽灸㎎吸個 吸灸吸.泣灸

ナサニール点鼻液灸.宮％ 吸灸㎎救客吸瓶 朽,宮朽弓.宮灸

ナジフロキサシン吸％クリー
ム

吸％吸ℊ 宮急.灸灸

ナジフロキサシン吸％ローシ
ョン

吸％吸客 宮急.灸灸

ナゾネックス点鼻液救灸㎍救朽
噴霧用

救㎎吸灸ℊ吸瓶 吸,吸吸急.求灸

ナゾネックス点鼻液救灸㎍
吸吸宮噴霧用

泣㎎吸汲ℊ吸瓶 宮,宮宮汲.求灸

求灸％イソプロ消アル「ヤマ
ゼン」

求灸％吸灸客 急.救灸

※ 求灸％イソプロピルアルコー
ル（丸石）

求灸％吸灸客 急.救灸

求灸％消毒用イソプロパノー
ル「ニッコー」

求灸％吸灸客 急.救灸

ナパゲルンクリーム弓％ 弓％吸ℊ 朽.弓灸

ナパゲルン軟膏
こう

弓％ 弓％吸ℊ 朽.弓灸

ナパゲルンローション弓％ 弓％吸客 朽.弓灸

ナファレリン酢酸塩吸灸㎎
救客点鼻液

吸灸㎎救客吸瓶 救,宮泣救.吸灸

ナボールゲル吸％ 吸％吸ℊ 朽.宮灸

ナボールテープＬ弓灸㎎ 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 宮吸.宮灸

ナボールテープ吸救㎎ 求㎝×吸灸㎝吸枚 吸宮.汲灸

ナボールパップ求灸㎎ 求㎝×吸灸㎝吸枚 吸宮.汲灸

ナボールパップ吸急灸㎎ 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 宮吸.宮灸

(に)

ニコチネルＴＴＳ吸灸 (吸求.救㎎)吸灸㎠吸枚 宮宮弓.泣灸

ニコチネルＴＴＳ宮灸 (弓救㎎)宮灸㎠吸枚 宮弓汲.宮灸

ニコチネルＴＴＳ弓灸 (救宮.救㎎)弓灸㎠吸枚 宮急急.汲灸

⃝局 ニゾラールクリーム宮％ 宮％吸ℊ 宮急.吸灸

⃝局 ニゾラールローション宮％ 宮％吸ℊ 宮急.吸灸

日点アトロピン点眼液吸％ 吸％救客吸瓶 宮泣朽.朽灸

ニトログリセリン（宮求㎎）
泣.朽㎠貼付剤

(宮求㎎)泣.朽㎠吸枚 救朽.吸灸

ニトロダームＴＴＳ宮救㎎ (宮救㎎)吸灸㎠吸枚 救救.求灸

ニトロールスプレー吸.宮救㎎ 吸朽弓.救㎎吸灸ℊ吸瓶 吸,灸救弓.泣灸

ニプラジロール灸.宮救％吸客
点眼液

灸.宮救％吸客 吸救救.救灸

ニプラノール点眼液灸.宮救％ 灸.宮救％吸客 吸汲救.急灸

ニフラン点眼液灸.吸％ 灸.吸％吸客 弓急.泣灸

ニュープロパッチ宮.宮救㎎ 宮.宮救㎎吸枚 宮弓泣.朽灸

ニュープロパッチ急.救㎎ 急.救㎎吸枚 弓朽求.求灸

ニュープロパッチ泣㎎ 泣㎎吸枚 救朽弓.求灸

ニュープロパッチ吸弓.救㎎ 吸弓.救㎎吸枚 求宮灸.求灸

ニュープロパッチ吸汲㎎ 吸汲㎎吸枚 汲救汲.救灸

⃝局 尿素 吸灸ℊ 求.求灸

尿素吸灸％クリーム 吸灸％吸ℊ 弓.泣灸

尿素宮灸％クリーム 宮灸％吸ℊ 急.灸灸

(ね)

ネオ兼一消アルＡ 吸灸客 急.急灸

ネオキシテープ求弓.救㎎ 求弓.救㎎吸枚 吸朽弓.急灸

ネオクレミール消毒液救％ 救％吸灸客 吸泣.急灸

ネオシネジンコーワ救％点眼
液

救％吸客 急宮.吸灸

ネオ消アル「ニッコー」 吸灸客 急.救灸

※ ネオ消アル（山善） 吸灸客 急.救灸

ネオ消アル「ヨシダ」 吸灸客 急.急灸

ネオベノール点眼液灸.急％ 灸.急％吸客 宮灸.急灸

ネオメドロールＥＥ軟膏
こう

吸ℊ 急朽.朽灸

ネバナック懸濁性点眼液
灸.吸％

灸.吸％吸客 吸救弓.灸灸

ネリゾナクリーム灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 宮吸.灸灸

ネリゾナソリューション
灸.吸％

灸.吸％吸客 宮吸.灸灸

ネリゾナ軟膏
こう

灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 宮吸.灸灸

ネリゾナユニバーサルクリー
ム灸.吸％

灸.吸％吸ℊ 宮吸.灸灸

ネリプロクト坐
ざ

剤 吸個 宮求.汲灸

ネリプロクト軟膏
こう

吸ℊ 宮救.求灸

(の)

ノイボルミチン点眼液吸％ 吸％救客吸瓶 汲汲.汲灸

⃝局 濃ベンザルコニウム塩化物液
救灸

吸灸客 泣.求灸

ノフロ点眼液灸.弓％ 灸.弓％吸客 吸吸灸.朽灸

ノルスパンテープ救㎎ 救㎎吸枚 吸,救求泣.急灸

ノルスパンテープ吸灸㎎ 吸灸㎎吸枚 宮,急弓吸.汲灸

ノルスパンテープ宮灸㎎ 宮灸㎎吸枚 弓,求急弓.泣灸

ノルフロキサシン点眼液
灸.弓％「ＮｉｋＰ」

灸.弓％吸客 吸吸灸.朽灸

ノルフロキサシン点眼液

灸.弓％「杏
きよう

林」

灸.弓％吸客 求求.朽灸

ノルフロキサシン点眼液
灸.弓％「日新」

灸.弓％吸客 吸吸灸.朽灸

ノルフロキサシン点眼液
灸.弓％「わかもと」

灸.弓％吸客 吸吸灸.朽灸

ノルフロキサシン灸.弓％吸客
点眼液

灸.弓％吸客 急吸.弓灸

(は)

ハイアラージン軟膏
こう

宮％ 宮％吸ℊ 求.汲灸

ハイセチンＰ軟膏
こう

吸ℊ 吸汲.宮灸

ハイデルマートクリーム宮％ 宮％吸ℊ 吸弓.灸灸

ハイパジールコーワ点眼液
灸.宮救％

灸.宮救％吸客 宮救急.宮灸

ハイポアルコール液宮％「ヤ
クハン」

吸灸客 朽.朽灸

ハイポエタノール液宮％「ケ
ンエー」

吸灸客 朽.朽灸
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ハイポエタノール液宮％「ニ
ッコー」

吸灸客 朽.朽灸

ハイポエタノール液宮％「ヨ
シダ」

吸灸客 朽.朽灸

ハイポピロン外用液吸灸％ 吸灸％吸灸客 吸宮.求灸

ハイポライト消毒液吸灸％ 吸灸％吸灸ℊ 救.泣灸

バキソ軟膏
こう

灸.救％ 灸.救％吸ℊ 朽.汲灸

バクシダール点眼液灸.弓％ 灸.弓％吸客 吸吸灸.朽灸

⃝局 白色軟膏
こう

吸灸ℊ 宮灸.朽灸

白色ワセリン 吸灸ℊ 宮灸.泣灸

⃝局 白色ワセリン「ケンエー」 吸灸ℊ 宮弓.汲灸

⃝局※白色ワセリン（小堺
ざかい

） 吸灸ℊ 宮宮.急灸

⃝局※白色ワセリン（三恵） 吸灸ℊ 宮宮.急灸

⃝局※白色ワセリン（シオエ） 吸灸ℊ 宮弓.汲灸

⃝局※白色ワセリン（東海製薬） 吸灸ℊ 宮宮.急灸

⃝局※白色ワセリン（東豊） 吸灸ℊ 宮宮.急灸

⃝局※白色ワセリン（東洋製化） 吸灸ℊ 宮弓.汲灸

⃝局 白色ワセリン「日医工」 吸灸ℊ 宮弓.汲灸

⃝局※白色ワセリン（日興製薬） 吸灸ℊ 宮宮.急灸

⃝局※白色ワセリン（マイラン） 吸灸ℊ 宮弓.汲灸

⃝局※白色ワセリン（山善） 吸灸ℊ 宮弓.汲灸

⃝局 白色ワセリン「ヨシダ」 吸灸ℊ 宮弓.汲灸

バクスミー点鼻粉末剤弓㎎ 弓㎎吸瓶 汲,弓朽汲.朽灸

⃝局 バクトロバン鼻腔
くう

用軟膏
こう

宮％ 宮％吸ℊ 救宮急.急灸

パスタロンクリーム吸灸％ 吸灸％吸ℊ 急.泣灸

パスタロンクリーム宮灸％ 宮灸％吸ℊ 救.吸灸

パスタロンソフト軟膏
こう

吸灸％ 吸灸％吸ℊ 急.泣灸

パスタロンソフト軟膏
こう

宮灸％ 宮灸％吸ℊ 救.吸灸

パスタロンローション吸灸％ 吸灸％吸ℊ 急.泣灸

バソレーターテープ宮求㎎ (宮求㎎)吸急㎠吸枚 急汲.救灸

パタノール点眼液灸.吸％ 灸.吸％吸客 吸吸朽.朽灸

パッチテスト試薬 吸客又は吸ℊ 汲吸急.宮灸

パッチテストパネル（Ｓ） 宮枚吸組 吸救,求弓泣.吸灸

ハップスターＩＤ求灸㎎ 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸吸.汲灸

⃝局 パニマイシン点眼液灸.弓％ 弓㎎吸客 弓救.弓灸

パピロックミニ点眼液灸.吸％ 灸.吸％灸.急客吸個 吸朽急.泣灸

⃝局 パラオキシ安息香酸エチル 吸ℊ 吸灸.求灸

⃝局 パラオキシ安息香酸ブチル 吸ℊ 吸灸.急灸

⃝局 パラオキシ安息香酸プロピル 吸ℊ 宮灸.吸灸

⃝局 パラフィン 吸灸ℊ 求.急灸

バラマイシン軟膏
こう

(BTRC宮救灸単位
FRM宮㎎)吸ℊ

朽.灸灸

バリエネマＨＤ求救％ 求救％弓灸灸客吸個 吸,汲吸灸.救灸

バリエネマＬＣ 弓灸％急灸灸客吸個 吸,灸救求.急灸

バリエネマ弓灸灸 朽灸％弓灸灸客吸個 吸,急求灸.泣灸

パルミコート吸入液灸.宮救㎎ 灸.宮救㎎宮客吸管 吸急救.急灸

パルミコート吸入液灸.救㎎ 灸.救㎎宮客吸管 吸泣朽.汲灸

パルミコート吸灸灸㎍タービュ
ヘイラー吸吸宮吸入

吸吸.宮㎎吸瓶(吸灸灸㎍) 吸,吸朽朽.汲灸

パルミコート宮灸灸㎍タービュ
ヘイラー救朽吸入

吸吸.宮㎎吸瓶(宮灸灸㎍) 吸,吸朽朽.汲灸

パルミコート宮灸灸㎍タービュ
ヘイラー吸吸宮吸入

宮宮.急㎎吸瓶(宮灸灸㎍) 吸,急求吸.宮灸

ハルロピテープ汲㎎ 汲㎎吸枚 弓朽急.吸灸

ハルロピテープ吸朽㎎ 吸朽㎎吸枚 救朽吸.宮灸

ハルロピテープ宮急㎎ 宮急㎎吸枚 求吸朽.灸灸

ハルロピテープ弓宮㎎ 弓宮㎎吸枚 汲求灸.弓灸

ハルロピテープ急灸㎎ 急灸㎎吸枚 泣求灸.泣灸

⃝局 ハロタン 吸客 救弓.汲灸

バンコマイシン眼軟膏
こう

吸％ 吸％吸ℊ 急,泣灸救.急灸

パンデルクリーム灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 宮宮.弓灸

パンデル軟膏
こう

灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 宮宮.弓灸

パンデルローション灸.吸％ 灸.吸％吸客 宮宮.弓灸

(ひ)

ヒアルロン酸 Na眼粘弾剤
吸％シリンジ灸.朽客「日点」

吸％灸.朽客吸筒 弓,急急弓.汲灸

⃝局 ヒアルロン酸 Na点眼液
灸.吸％「科研」

灸.吸％救客吸瓶 吸泣吸.泣灸

⃝局 ヒアルロン酸 Na点眼液
灸.吸％「センジュ」

灸.吸％救客吸瓶 吸泣吸.泣灸

⃝局 ヒアルロン酸 Na点眼液
灸.吸％「ニットー」

灸.吸％救客吸瓶 吸泣吸.泣灸

⃝局 ヒアルロン酸 Na点眼液
灸.弓％「科研」

灸.弓％救客吸瓶 宮救泣.灸灸

⃝局 ヒアルロン酸 Na点眼液
灸.弓％「センジュ」

灸.弓％救客吸瓶 宮救泣.灸灸

⃝局 ヒアルロン酸 Na点眼液
灸.弓％「ニットー」

灸.弓％救客吸瓶 宮救泣.灸灸

ヒアルロン酸 Na灸.朽眼粘弾
剤吸％「アルコン」

吸％灸.朽客吸筒 弓,急急弓.汲灸

ヒアルロン酸 Na灸.朽眼粘弾
剤吸％ＨＶ「センジュ」

吸％灸.朽客吸筒 弓,急急弓.汲灸

ヒアルロン酸 Na灸.朽眼粘弾
剤吸％ＭＶ「センジュ」

吸％灸.朽客吸筒 急,汲弓汲.泣灸

ヒアルロン酸 Na灸.朽眼粘弾
剤吸％「コーワ」

吸％灸.朽客吸筒 弓,急急弓.汲灸

ヒアルロン酸 Na灸.朽眼粘弾
剤吸％「生化学」

吸％灸.朽客吸筒 弓,急急弓.汲灸

ヒアルロン酸 Na灸.朽眼粘弾
剤吸％「テバ」

吸％灸.朽客吸筒 弓,急急弓.汲灸

ヒアルロン酸 Na灸.求眼粘弾
剤吸％「生化学」

吸％灸.求客吸筒 急,朽吸急.汲灸

ヒアルロン酸 Na灸.汲救眼粘
弾剤吸％ＨＶ「センジュ」

吸％灸.汲救客吸筒 急,朽泣吸.汲灸

ヒアルロン酸 Na灸.汲救眼粘
弾剤吸％「生化学」

吸％灸.汲救客吸筒 急,朽泣吸.汲灸

⃝局 ヒアレイン点眼液灸.吸％ 灸.吸％救客吸瓶 宮泣急.吸灸

⃝局 ヒアレイン点眼液灸.弓％ 灸.弓％救客吸瓶 急宮吸.朽灸

⃝局 ヒアレインミニ点眼液灸.吸％ 灸.吸％灸.急客吸個 吸急.宮灸

⃝局 ヒアレインミニ点眼液灸.弓％ 灸.弓％灸.急客吸個 宮灸.宮灸

ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 灸.宮％吸客 宮宮.救灸

ビーエスエスプラス救灸灸眼灌
かん

流液灸.灸吸汲急％
灸.急朽％宮灸客吸瓶(希釈

液付)
弓,吸吸弓.急灸

⃝局 ビサコジル坐
ざ

剤 宮㎎吸個 吸泣.求灸

⃝局 ビサコジル坐
ざ

剤 吸灸㎎吸個 吸泣.求灸

ビジュアリン眼科耳鼻科用液
灸.吸％

灸.吸％吸客 弓急.汲灸

ビスコート灸.救眼粘弾剤 灸.救客吸筒 急,宮宮急.求灸

ビスダームクリーム灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 宮求.急灸

ビスダーム軟膏
こう

灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 宮求.急灸

ビソノテープ宮㎎ 宮㎎吸枚 救吸.灸灸

ビソノテープ急㎎ 急㎎吸枚 朽泣.汲灸

ビソノテープ汲㎎ 汲㎎吸枚 泣急.求灸

ビソルボン吸入液灸.宮％ 灸.宮％吸客 吸宮.汲灸

ビダラビン弓％クリーム 弓％吸ℊ 汲汲.朽灸

ビダラビン弓％軟膏
こう

弓％吸ℊ 汲汲.朽灸

ピバレフリン点眼液灸.灸急％ 灸.灸急％吸客 吸急急.救灸

ピバレフリン点眼液灸.吸％ 灸.吸％吸客 宮灸宮.宮灸

ビベスピエアロスフィア宮汲
吸入

宮汲吸入吸キット 吸,朽求求.吸灸

ビホナゾール吸％液 吸％吸客 泣.宮灸

ビホナゾール吸％クリーム 吸％吸ℊ 泣.宮灸

ビマトプロスト点眼液
灸.灸弓％「ＳＥＣ」

灸.灸弓％吸客 宮弓宮.宮灸

ビマトプロスト点眼液
灸.灸弓％「ＴＳ」

灸.灸弓％吸客 宮弓宮.宮灸

ビマトプロスト点眼液
灸.灸弓％「日新」

灸.灸弓％吸客 宮弓宮.宮灸

ビマトプロスト点眼液
灸.灸弓％「ニットー」

灸.灸弓％吸客 宮弓宮.宮灸

ビマトプロスト点眼液
灸.灸弓％「わかもと」

灸.灸弓％吸客 宮弓宮.宮灸

ピマリシン眼軟膏
こう

吸％「セン
ジュ」

吸灸㎎吸ℊ 朽灸急.汲灸

ピマリシン点眼液救％「セン
ジュ」

救灸㎎吸客 朽宮汲.弓灸
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⃝局 氷酢酸 吸灸ℊ 求.弓灸

⃝局 氷酢酸「ＮｉｋＰ」 吸灸ℊ 求.汲灸

⃝局 氷酢酸「ケンエー」 吸灸ℊ 汲.急灸

⃝局 氷酢酸「タイセイ」 吸灸ℊ 汲.急灸

⃝局 氷酢酸「東海」 吸灸ℊ 求.求灸

⃝局 氷酢酸「東豊」 吸灸ℊ 汲.急灸

⃝局 氷酢酸「ニッコー」 吸灸ℊ 汲.急灸

⃝局※氷酢酸（山善） 吸灸ℊ 求.求灸

ヒルドイドクリーム灸.弓％ 吸ℊ 宮灸.吸灸

ヒルドイドゲル灸.弓％ 吸ℊ 吸吸.汲灸

ヒルドイドソフト軟膏
こう

灸.弓％ 吸ℊ 宮灸.吸灸

ヒルドイドフォーム灸.弓％ 吸ℊ 宮灸.宮灸

ヒルドイドローション灸.弓％ 吸ℊ 宮灸.吸灸

ビレーズトリエアロスフィア
救朽吸入

救朽吸入吸キット 急,吸宮求.朽灸

ピレノキシン懸濁性点眼液
灸.灸灸救％「参天」

灸.灸灸救％救客吸瓶 朽急.泣灸

⃝局 ピロカルピン塩酸塩 吸ℊ 吸,吸汲灸.弓灸

ヒーロン眼粘弾剤吸％シリン
ジ灸.急客

吸％灸.急客吸筒 弓,灸宮弓.灸灸

ヒーロン眼粘弾剤吸％シリン
ジ灸.朽客

吸％灸.朽客吸筒 弓,宮朽急.泣灸

ヒーロン眼粘弾剤吸％シリン
ジ灸.汲救客

吸％灸.汲救客吸筒 弓,弓求弓.汲灸

ヒーロンＶ眼粘弾剤宮.弓％シ
リンジ灸.朽客

宮.弓％灸.朽客吸筒 求,朽汲急.求灸

(ふ)

救−ＦＵ軟膏
こう

救％協和 救％吸ℊ 宮泣灸.宮灸

フィブラストスプレー宮救灸 宮救灸㎍吸瓶(溶解液付) 朽,泣汲汲.吸灸

フィブラストスプレー救灸灸 救灸灸㎍吸瓶(溶解液付) 汲,吸求朽.救灸

フエナゾールクリーム救％ 救％吸ℊ 吸朽.泣灸

フエナゾール軟膏
こう

救％ 救％吸ℊ 吸朽.泣灸

⃝局 フェノール 吸灸客 吸吸.汲灸

⃝局 フェノール・亜鉛華リニメン
ト

吸灸ℊ 吸急.救灸

⃝局 フェノール・亜鉛華リニメン
ト〈ハチ〉

吸灸ℊ 吸朽.灸灸

⃝局 フェノール「コザカイ・Ｍ」 吸灸客 吸宮.救灸

⃝局 フェノール水 吸灸客 泣.泣灸

⃝局 フェノール水「ニッコー」 吸灸客 吸灸.弓灸

⃝局 フェノール「ニッコー」 吸灸客 吸弓.泣灸

フェルデン軟膏
こう

灸.救％ 灸.救％吸ℊ 朽.泣灸

フェルビナク外用ポンプスプ

レー弓％「三笠
かさ

」

弓％吸客 救.汲灸

フェルビナク外用ポンプスプ
レー弓％「ラクール」

弓％吸客 救.汲灸

フェルビナクスチック軟膏
こう

弓％「三笠
かさ

」

弓％吸ℊ 救.求灸

⃝局 フェルビナクテープ求灸㎎
「ＥＭＥＣ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸急.灸灸

⃝局 フェルビナクテープ求灸㎎
「ＮＰ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸急.灸灸

⃝局 フェルビナクテープ求灸㎎
「久光」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸急.灸灸

⃝局 フェルビナクテープ求灸㎎

「三笠
かさ

」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸急.灸灸

⃝局 フェルビナクパップ求灸㎎
「ＮＰ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸急.灸灸

⃝局 フェルビナクパップ求灸㎎
「オーハラ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸急.灸灸

⃝局 フェルビナクパップ求灸㎎
「サワイ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸急.灸灸

⃝局 フェルビナクパップ求灸㎎
「タイホウ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸急.灸灸

⃝局 フェルビナクパップ求灸㎎
「東光」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸急.灸灸

⃝局 フェルビナクパップ求灸㎎
「ユートク」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸急.灸灸

⃝局 フェルビナクパップ求灸㎎
「ラクール」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸急.灸灸

フェルビナク弓％ローション 弓％吸客 弓.宮灸

フェルビナク（弓救㎎）求㎝
×吸灸㎝貼付剤

求㎝×吸灸㎝吸枚 泣.泣灸

フェルビナク（吸急灸㎎）宮灸
㎝×吸急㎝貼付剤

宮灸㎝×吸急㎝吸枚 吸汲.朽灸

⃝麻 フェンタニルクエン酸塩吸日
用テープ灸.救㎎「テイコク」

灸.救㎎吸枚 吸弓灸.泣灸

⃝麻 フェンタニルクエン酸塩吸日
用テープ吸㎎「第一三共」

吸㎎吸枚 宮救弓.吸灸

⃝麻 フェンタニルクエン酸塩吸日
用テープ吸㎎「テイコク」

吸㎎吸枚 宮救弓.吸灸

⃝麻 フェンタニルクエン酸塩吸日
用テープ宮㎎「第一三共」

宮㎎吸枚 急求弓.泣灸

⃝麻 フェンタニルクエン酸塩吸日
用テープ宮㎎「テイコク」

宮㎎吸枚 急求弓.泣灸

⃝麻 フェンタニルクエン酸塩吸日
用テープ急㎎「第一三共」

急㎎吸枚 汲汲宮.泣灸

⃝麻 フェンタニルクエン酸塩吸日
用テープ急㎎「テイコク」

急㎎吸枚 汲汲宮.泣灸

⃝麻 フェンタニルクエン酸塩吸日
用テープ朽㎎「第一三共」

朽㎎吸枚 吸,宮求救.吸灸

⃝麻 フェンタニルクエン酸塩吸日
用テープ朽㎎「テイコク」

朽㎎吸枚 吸,宮求救.吸灸

⃝麻 フェンタニルクエン酸塩吸日
用テープ汲㎎「第一三共」

汲㎎吸枚 吸,朽急汲.宮灸

⃝麻 フェンタニルクエン酸塩吸日
用テープ汲㎎「テイコク」

汲㎎吸枚 吸,朽急汲.宮灸

⃝麻 フェンタニル吸日用テープ
灸.汲急㎎「明治」

灸.汲急㎎吸枚 宮救朽.求灸

⃝麻 フェンタニル吸日用テープ
吸.求㎎「明治」

吸.求㎎吸枚 急求救.求灸

⃝麻 フェンタニル吸日用テープ
弓.急㎎「明治」

弓.急㎎吸枚 汲汲泣.泣灸

⃝麻 フェンタニル吸日用テープ
救㎎「明治」

救㎎吸枚 吸,宮泣求.泣灸

⃝麻 フェンタニル吸日用テープ
朽.求㎎「明治」

朽.求㎎吸枚 吸,朽弓求.吸灸

⃝麻 フェンタニル弓日用テープ
宮.吸㎎「ＨＭＴ」

宮.吸㎎吸枚 吸,吸汲求.汲灸

⃝麻 フェンタニル弓日用テープ
宮.吸㎎「テイコク」

宮.吸㎎吸枚 吸,吸汲求.汲灸

⃝麻 フェンタニル弓日用テープ
宮.吸㎎「トーワ」

宮.吸㎎吸枚 求汲吸.弓灸

⃝麻 フェンタニル弓日用テープ
宮.吸㎎「明治」

宮.吸㎎吸枚 吸,吸汲求.汲灸

⃝麻 フェンタニル弓日用テープ
急.宮㎎「ＨＭＴ」

急.宮㎎吸枚 宮,吸泣泣.弓灸

⃝麻 フェンタニル弓日用テープ
急.宮㎎「テイコク」

急.宮㎎吸枚 宮,吸泣泣.弓灸

⃝麻 フェンタニル弓日用テープ
急.宮㎎「トーワ」

急.宮㎎吸枚 宮,吸泣泣.弓灸

⃝麻 フェンタニル弓日用テープ
急.宮㎎「明治」

急.宮㎎吸枚 宮,吸泣泣.弓灸

⃝麻 フェンタニル弓日用テープ
汲.急㎎「ＨＭＴ」

汲.急㎎吸枚 急,灸汲弓.灸灸

⃝麻 フェンタニル弓日用テープ
汲.急㎎「テイコク」

汲.急㎎吸枚 急,灸汲弓.灸灸

⃝麻 フェンタニル弓日用テープ
汲.急㎎「トーワ」

汲.急㎎吸枚 急,灸汲弓.灸灸

⃝麻 フェンタニル弓日用テープ
汲.急㎎「明治」

汲.急㎎吸枚 急,灸汲弓.灸灸

⃝麻 フェンタニル弓日用テープ
吸宮.朽㎎「ＨＭＴ」

吸宮.朽㎎吸枚 救,朽汲汲.汲灸

⃝麻 フェンタニル弓日用テープ
吸宮.朽㎎「テイコク」

吸宮.朽㎎吸枚 救,朽汲汲.汲灸

⃝麻 フェンタニル弓日用テープ
吸宮.朽㎎「トーワ」

吸宮.朽㎎吸枚 救,朽汲汲.汲灸

⃝麻 フェンタニル弓日用テープ
吸宮.朽㎎「明治」

吸宮.朽㎎吸枚 救,朽汲汲.汲灸

⃝麻 フェンタニル弓日用テープ
吸朽.汲㎎「ＨＭＴ」

吸朽.汲㎎吸枚 求,急灸汲.求灸

⃝麻 フェンタニル弓日用テープ
吸朽.汲㎎「テイコク」

吸朽.汲㎎吸枚 求,急灸汲.求灸
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⃝麻 フェンタニル弓日用テープ
吸朽.汲㎎「トーワ」

吸朽.汲㎎吸枚 求,急灸汲.求灸

⃝麻 フェンタニル弓日用テープ
吸朽.汲㎎「明治」

吸朽.汲㎎吸枚 求,急灸汲.求灸

⃝麻 フェントステープ灸.救㎎ 灸.救㎎吸枚 宮汲救.急灸

⃝麻 フェントステープ吸㎎ 吸㎎吸枚 救宮汲.泣灸

⃝麻 フェントステープ宮㎎ 宮㎎吸枚 泣汲弓.朽灸

⃝麻 フェントステープ急㎎ 急㎎吸枚 吸,汲弓急.求灸

⃝麻 フェントステープ朽㎎ 朽㎎吸枚 宮,朽朽吸.求灸

⃝麻 フェントステープ汲㎎ 汲㎎吸枚 弓,急弓救.汲灸

⃝局 複方ヨード・グリセリン 吸灸客 吸吸.弓灸

⃝局 複方ヨード・グリセリン「ケ
ンエー」

吸灸客 吸朽.汲灸

⃝局※複方ヨード・グリセリン（小

堺
ざかい

）

吸灸客 吸弓.求灸

⃝局 複方ヨード・グリセリン「ニ
ッコー」

吸灸客 吸朽.宮灸

⃝局 複方ヨード・グリセリン「マ
ルイシ」

吸灸客 吸朽.泣灸

⃝局 複方ヨード・グリセリン「ヤ
クハン」

吸灸客 吸朽.汲灸

⃝局※複方ヨード・グリセリン（山
善）

吸灸客 吸急.泣灸

ブコラム口腔
くう

用液宮.救㎎ 宮.救㎎灸.救客吸筒 吸,吸宮救.汲灸

ブコラム口腔
くう

用液救㎎ 救㎎吸客吸筒 吸,泣求求.汲灸

ブコラム口腔
くう

用液求.救㎎ 求.救㎎吸.救客吸筒 宮,求救灸.灸灸

ブコラム口腔
くう

用液吸灸㎎ 吸灸㎎宮客吸筒 弓,急求急.朽灸

フシジンレオ軟膏
こう

宮％ 宮灸㎎吸ℊ 吸求.泣灸

ブセレリン酢酸塩吸救.求救㎎
吸灸客点鼻液

吸救.求救㎎吸灸客吸瓶 救,灸求弓.泣灸

ブデソニド吸入液灸.宮救㎎
「武田テバ」

灸.宮救㎎宮客吸管 朽灸.朽灸

ブデソニド吸入液灸.救㎎「武
田テバ」

灸.救㎎宮客吸管 汲急.急灸

ブテナフィン塩酸塩吸％液 吸％吸客 吸汲.朽灸

ブテナフィン塩酸塩吸％クリ
ーム

吸％吸ℊ 吸汲.朽灸

ブデホル吸入粉末剤弓灸吸入
「ＭＹＬ」

弓灸吸入吸キット 泣朽泣.急灸

ブデホル吸入粉末剤弓灸吸入
「ＪＧ」

弓灸吸入吸キット 泣朽泣.急灸

ブデホル吸入粉末剤弓灸吸入
「ニプロ」

弓灸吸入吸キット 泣汲泣.弓灸

ブデホル吸入粉末剤朽灸吸入
「ＭＹＬ」

朽灸吸入吸キット 吸,汲急救.吸灸

ブデホル吸入粉末剤朽灸吸入
「ＪＧ」

朽灸吸入吸キット 吸,求救汲.急灸

ブデホル吸入粉末剤朽灸吸入
「ニプロ」

朽灸吸入吸キット 吸,汲急救.吸灸

フラジール腟
ちつ

錠宮救灸㎎ 宮救灸㎎吸錠 弓朽.宮灸

プラスチベース 吸灸ℊ 急汲.汲灸

プラノプロフェン点眼液
灸.吸％「参天」

灸.吸％吸客 宮吸.弓灸

プラノプロフェン点眼液
灸.吸％「日点」

灸.吸％吸客 宮吸.弓灸

プラノプロフェン灸.吸％吸客
点眼液

灸.吸％吸客 吸求.泣灸

フラビタン眼軟膏
こう

灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 宮急.汲灸

フラビタン点眼液灸.灸救％ 灸.灸救％救客吸瓶 汲汲.汲灸

フラビンアデニンジヌクレオ
チド灸.灸救％救客点眼液

灸.灸救％救客吸瓶 汲朽.急灸

フランドルテープ急灸㎎ 急灸㎎吸枚 救宮.救灸

プリビーシー液灸.灸宮％ 灸.灸宮％吸灸客 救.求灸

プリビーシー液灸.灸救％ 灸.灸救％吸灸客 救.求灸

プリビーシー液灸.吸％ 灸.吸％吸灸客 救.求灸

プリビナ液灸.灸救％ 灸.灸救％吸客 急.灸灸

プリビナ点眼液灸.救㎎／客 灸.灸救％吸客 救.弓灸

ブリモニジン酒石酸塩点眼液
灸.吸％「ＳＥＣ」

灸.吸％吸客 吸救救.吸灸

ブリモニジン酒石酸塩点眼液
灸.吸％「ＮＩＴ」

灸.吸％吸客 吸救救.吸灸

ブリモニジン酒石酸塩点眼液
灸.吸％「ＴＳ」

灸.吸％吸客 吸救救.吸灸

ブリモニジン酒石酸塩点眼液
灸.吸％「日新」

灸.吸％吸客 吸救救.吸灸

ブリモニジン酒石酸塩点眼液
灸.吸％「日点」

灸.吸％吸客 吸救救.吸灸

ブリモニジン酒石酸塩点眼液
灸.吸％「わかもと」

灸.吸％吸客 吸救救.吸灸

ブリンゾラミド懸濁性点眼液
吸％「サンド」

吸％吸客 吸弓泣.急灸

ブリンゾラミド懸濁性点眼液
吸％「センジュ」

吸％吸客 吸弓吸.汲灸

ブリンゾラミド懸濁性点眼液
吸％「ニットー」

吸％吸客 吸弓吸.汲灸

フルオシノニドクリーム
灸.灸救％「日医工」

灸.灸救％吸ℊ 吸弓.弓灸

フルオシノニドゲル灸.灸救％
「日医工」

灸.灸救％吸ℊ 吸弓.弓灸

フルオシノニド軟膏
こう

灸.灸救％
「日医工」

灸.灸救％吸ℊ 吸弓.弓灸

フルオシノニド灸.灸救％クリ
ーム

灸.灸救％吸ℊ 求.弓灸

フルオシノニド灸.灸救％軟膏
こう

灸.灸救％吸ℊ 求.弓灸

フルオシノロンアセトニド軟

膏
こう

灸.灸宮救％「ＹＤ」

灸.灸宮救％吸ℊ 求.求灸

フルオロメトロン灸.灸宮％
吸客点眼液

灸.灸宮％吸客 吸求.泣灸

フルオロメトロン灸.灸救％
吸客点眼液

灸.灸救％吸客 吸求.泣灸

フルオロメトロン灸.吸％吸客
点眼液

灸.吸％吸客 吸求.泣灸

フルコートＦ軟膏
こう

吸ℊ 宮弓.汲灸

フルコート外用液灸.灸吸％ 灸.灸吸％吸客 吸泣.弓灸

フルコートクリーム灸.灸宮救％ 灸.灸宮救％吸ℊ 吸汲.急灸

フルコートスプレー灸.灸灸求％ 灸.灸灸求％吸ℊ 泣.求灸

フルコート軟膏
こう

灸.灸宮救％ 灸.灸宮救％吸ℊ 吸汲.急灸

フルタイド救灸ディスカス 救灸㎍朽灸ブリスター吸
個

吸,灸吸弓.泣灸

フルタイド救灸㎍エアゾール
吸宮灸吸入用

汲.汲弓㎎吸灸.朽ℊ吸瓶 吸,弓汲急.救灸

フルタイド吸灸灸ディスカス 吸灸灸㎍朽灸ブリスター吸
個

吸,急宮急.吸灸

フルタイド吸灸灸㎍エアゾール
朽灸吸入用

吸吸.朽求㎎求.灸ℊ吸瓶 吸,急急救.灸灸

フルタイド宮灸灸ディスカス 宮灸灸㎍朽灸ブリスター吸
個

吸,汲急汲.求灸

フルチカゾン点鼻液宮救㎍小

児用「杏
きよう

林」救朽噴霧用

宮.灸急㎎急客吸瓶 弓弓急.弓灸

フルチカゾン点鼻液宮救㎍小
児用「サワイ」救朽噴霧用

宮.灸急㎎急客吸瓶 弓弓急.弓灸

フルチカゾン点鼻液宮救㎍小
児用「日医工」救朽噴霧用

宮.灸急㎎急客吸瓶 弓弓急.弓灸

フルチカゾン点鼻液救灸㎍
「ＮｉｋＰ」宮汲噴霧用

宮.灸急㎎急客吸瓶 弓急宮.宮灸

フルチカゾン点鼻液救灸㎍
「ＮｉｋＰ」救朽噴霧用

急.灸汲㎎汲客吸瓶 救汲朽.汲灸

フルチカゾン点鼻液救灸㎍

「杏
きよう

林」宮汲噴霧用

宮.灸急㎎急客吸瓶 弓急宮.宮灸

フルチカゾン点鼻液救灸㎍

「杏
きよう

林」救朽噴霧用

急.灸汲㎎汲客吸瓶 救汲朽.汲灸

フルチカゾン点鼻液救灸㎍
「サワイ」宮汲噴霧用

宮.灸急㎎急客吸瓶 弓急宮.宮灸

フルチカゾン点鼻液救灸㎍
「サワイ」救朽噴霧用

急.灸汲㎎汲客吸瓶 救汲朽.汲灸

フルチカゾン点鼻液救灸㎍
「三和」宮汲噴霧用

宮.灸急㎎急客吸瓶 弓急宮.宮灸

フルチカゾン点鼻液救灸㎍
「三和」救朽噴霧用

急.灸汲㎎汲客吸瓶 救汲朽.汲灸

フルチカゾン点鼻液救灸㎍
「武田テバ」宮汲噴霧用

宮.灸急㎎急客吸瓶 弓急宮.宮灸
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フルチカゾン点鼻液救灸㎍
「武田テバ」救朽噴霧用

急.灸汲㎎汲客吸瓶 救汲朽.汲灸

フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル点鼻液救灸㎍「ＣＥＯ」
宮汲噴霧用

宮.灸急㎎急客吸瓶 弓急宮.宮灸

フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル点鼻液救灸㎍「ＣＥＯ」
救朽噴霧用

急.灸汲㎎汲客吸瓶 救汲朽.汲灸

フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル点鼻液救灸㎍「ＪＧ」
宮汲噴霧用

宮.灸急㎎急客吸瓶 弓急宮.宮灸

フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル点鼻液救灸㎍「ＤＳＰ」
宮汲噴霧用

宮.灸急㎎急客吸瓶 弓急宮.宮灸

フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル点鼻液救灸㎍「ＤＳＰ」
救朽噴霧用

急.灸汲㎎汲客吸瓶 救汲朽.汲灸

フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル点鼻液救灸㎍「トーワ」
宮汲噴霧用

宮.灸急㎎急客吸瓶 弓急宮.宮灸

フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル点鼻液救灸㎍「トーワ」
救朽噴霧用

急.灸汲㎎汲客吸瓶 救汲朽.汲灸

フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル点鼻液救灸㎍「日医工」
宮汲噴霧用

宮.灸急㎎急客吸瓶 弓急宮.宮灸

フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル点鼻液救灸㎍「日医工」
救朽噴霧用

急.灸汲㎎汲客吸瓶 救汲朽.汲灸

フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル点鼻液救灸㎍「日本臓
器」宮汲噴霧用

宮.灸急㎎急客吸瓶 弓急宮.宮灸

フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル点鼻液救灸㎍「日本臓
器」救朽噴霧用

急.灸汲㎎汲客吸瓶 救汲朽.汲灸

フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル急.灸汲㎎汲客点鼻液

急.灸汲㎎汲客吸瓶 急朽求.泣灸

フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル汲.吸朽㎎吸朽客点鼻液

汲.吸朽㎎吸朽客吸瓶 吸,宮吸吸.汲灸

フルティフォーム救灸エアゾ
ール救朽吸入用

救朽吸入吸瓶 宮,弓泣汲.灸灸

フルティフォーム救灸エアゾ
ール吸宮灸吸入用

吸宮灸吸入吸瓶 急,泣求弓.吸灸

フルティフォーム吸宮救エアゾ
ール救朽吸入用

救朽吸入吸瓶 宮,救求求.宮灸

フルティフォーム吸宮救エアゾ
ール吸宮灸吸入用

吸宮灸吸入吸瓶 救,宮救求.救灸

フルナーゼ点鼻液救灸㎍宮汲噴
霧用

宮.灸急㎎急客吸瓶 救灸求.汲灸

フルナーゼ点鼻液救灸㎍救朽噴
霧用

急.灸汲㎎汲客吸瓶 泣吸宮.朽灸

フルメタクリーム 灸.吸％吸ℊ 宮救.朽灸

フルメタ軟膏
こう

灸.吸％吸ℊ 宮救.朽灸

フルメタローション 灸.吸％吸ℊ 宮救.朽灸

フルメトロン点眼液灸.灸宮％ 灸.灸宮％吸客 弓灸.泣灸

フルメトロン点眼液灸.吸％ 灸.吸％吸客 弓求.急灸

プルモザイム吸入液宮.救㎎ 宮.救㎎宮.救客吸管 朽,泣汲宮.吸灸

フルルバンパップ急灸㎎ 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

フルルビプロフェン（宮灸㎎）
求㎝×吸灸㎝貼付剤

求㎝×吸灸㎝吸枚 汲.吸灸

フルルビプロフェン（急灸㎎）
吸灸㎝×吸急㎝貼付剤

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸弓.吸灸

ブレオＳ軟膏
こう

救㎎／ｇ 救㎎吸ℊ 吸,弓吸吸.弓灸

プレグランディン腟
ちつ

坐
ざ

剤吸㎎ 吸㎎吸個 弓,泣求朽.朽灸

プレドニゾロン吉草酸エステ
ル酢酸エステル灸.弓％クリー
ム

灸.弓％吸ℊ 汲.求灸

プレドニゾロン吉草酸エステ

ル酢酸エステル灸.弓％軟膏
こう

灸.弓％吸ℊ 汲.求灸

プレドニゾロン吉草酸エステ
ル酢酸エステル灸.弓％ローシ
ョン

灸.弓％吸ℊ 汲.求灸

プレドニゾロンクリーム
灸.救％「テイコク」

灸.救％吸ℊ 汲.吸灸

プレドニゾロンクリーム
灸.救％「ＴＣＫ」

灸.救％吸ℊ 急.救灸

プレドニゾロンクリーム
灸.救％「ＹＤ」

灸.救％吸ℊ 急.救灸

プレドニゾロン酢酸エステル

眼軟膏
こう

灸.宮救％「ニットー」

灸.宮救％吸ℊ 急急.宮灸

プレドニゾロン軟膏
こう

灸.救％
「マイラン」

灸.救％吸ℊ 救.吸灸

プレドニン眼軟膏
こう

灸.宮救％吸ℊ 急急.宮灸

プレドネマ注腸宮灸㎎ 宮灸㎎吸個 救灸泣.吸灸

プレポダインスクラブ
灸.求救％

吸灸客 宮吸.泣灸

プレポダインソリューション
吸％

吸灸客 宮吸.救灸

プレポダインフィールド吸％ 吸灸客 宮泣.灸灸

プロクトセディル坐
ざ

薬 吸個 弓灸.求灸

プロクトセディル軟膏
こう

吸ℊ 宮灸.朽灸

フロジン外用液救％ 救％吸客 宮弓.朽灸

プロスタンディン軟膏
こう

灸.灸灸弓％
灸.灸灸弓％吸ℊ 急弓.灸灸

⃝局 プロテイン銀 吸ℊ 吸吸急.救灸

プロトピック軟膏
こう

灸.灸弓％小
児用

灸.灸弓％吸ℊ 泣灸.吸灸

プロトピック軟膏
こう

灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 汲宮.朽灸

⃝局 ブロナック点眼液灸.吸％ 灸.吸％吸客 汲宮.宮灸

⃝局 プロピレングリコール 吸灸客 吸灸.汲灸

⃝局※プロピレングリコール（丸
石）

吸灸客 吸灸.泣灸

⃝局 プロペト 吸灸ℊ 宮弓.汲灸

プロボコリン吸入粉末溶解用
吸灸灸㎎

吸灸灸㎎吸瓶 求,救吸急.泣灸

ブロマゼパム坐
ざ

剤弓㎎「サン
ド」

弓㎎吸個 汲弓.弓灸

⃝局 ブロムフェナクNa点眼液
灸.吸％「日新」

灸.吸％吸客 急灸.吸灸

⃝局 ブロムフェナクNa点眼液
灸.吸％「日点」

灸.吸％吸客 急灸.吸灸

⃝局 ブロムフェナクNa点眼液
灸.吸％「ニットー」

灸.吸％吸客 急灸.吸灸

ブロムヘキシン塩酸塩灸.宮％
吸入液

灸.宮％吸客 朽.朽灸

※ ブロメライン軟膏
こう

救万単位
／ℊ（ジェイドルフ）

救灸,灸灸灸単位吸ℊ 吸泣.汲灸

フロリード腟
ちつ

坐
ざ

剤吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸個 急灸.泣灸

フロリードＤクリーム吸％ 吸％吸ℊ 吸宮.宮灸

フローレス眼検査用試験紙
灸.求㎎

吸枚 吸救.吸灸

(へ)

ベガモックス点眼液灸.救％ 灸.救％吸客 汲灸.汲灸

ペキロンクリーム灸.救％ 灸.救％吸ℊ 宮汲.弓灸

ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル吸.救灸㎎灸.泣灸汲求ℊ噴
霧用

吸.救灸㎎灸.泣灸汲求ℊ吸瓶 救朽宮.救灸

ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル汲.救㎎汲.救ℊ点鼻液

汲.救㎎汲.救ℊ吸瓶 弓急求.汲灸

ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル泣.弓求救㎎求.救ℊ点鼻
液

泣.弓求救㎎求.救ℊ吸瓶 弓弓朽.求灸

⃝局 ベシカムクリーム救％ 救％吸ℊ 吸救.泣灸

⃝局 ベシカム軟膏
こう

救％ 救％吸ℊ 吸救.泣灸

ベストロン耳鼻科用吸％ 吸灸㎎吸客(溶解後の液
として)

泣宮.求灸

ベストロン点眼用灸.救％ 救㎎吸客(溶解後の液
として)

救急.汲灸

⃝局 ベゼトン液灸.吸 灸.吸％吸灸客 救.求灸

ベセルナクリーム救％ 救％宮救灸㎎吸包 吸,吸救求.求灸

ベタキソロール塩酸塩灸.救％
吸客点眼液

灸.救％吸客 吸弓救.求灸

ベタメタゾン吉草酸エステル

軟膏
こう

灸.吸宮％「トーワ」

灸.吸宮％吸ℊ 求.朽灸

ベタメタゾン吉草酸エステル
灸.吸宮％クリーム

灸.吸宮％吸ℊ 朽.吸灸
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ベタメタゾン吉草酸エステル

灸.吸宮％軟膏
こう

灸.吸宮％吸ℊ 朽.吸灸

ベタメタゾン吉草酸エステル
灸.吸宮％ローション

灸.吸宮％吸客 朽.吸灸

ベタメタゾンジプロピオン酸
エステルクリーム灸.灸朽急％
「サトウ」

灸.灸朽急％吸ℊ 汲.求灸

ベタメタゾンジプロピオン酸
エステルクリーム灸.灸朽急％
「テイコク」

灸.灸朽急％吸ℊ 汲.求灸

ベタメタゾンジプロピオン酸

エステル軟膏
こう

灸.灸朽急％「サト

ウ」

灸.灸朽急％吸ℊ 汲.求灸

ベタメタゾンジプロピオン酸

エステル軟膏
こう

灸.灸朽急％「テイ
コク」

灸.灸朽急％吸ℊ 汲.求灸

ベタメタゾンジプロピオン酸

エステル軟膏
こう

灸.灸朽急％「ラク

ール」

灸.灸朽急％吸ℊ 汲.求灸

ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル灸.灸朽急％クリーム

灸.灸朽急％吸ℊ 救.汲灸

ベタメタゾンジプロピオン酸

エステル灸.灸朽急％軟膏
こう

灸.灸朽急％吸ℊ 救.汲灸

ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル灸.灸朽急％ローション

灸.灸朽急％吸客 救.汲灸

ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル灸.灸救％
クリーム

灸.灸救％吸ℊ 吸灸.急灸

ベタメタゾン酪酸エステルプ

ロピオン酸エステル灸.灸救％

軟膏
こう

灸.灸救％吸ℊ 吸灸.急灸

ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル灸.灸救％
ローション

灸.灸救％吸ℊ 吸灸.急灸

ベタメタゾンリン酸エステル
Na・ＰＦ眼耳鼻科用液
灸.吸％「日点」

灸.吸％吸客 吸汲.急灸

ベトネベートＮクリーム 吸ℊ 宮吸.急灸

ベトネベートＮ軟膏
こう

吸ℊ 宮吸.急灸

ベトネベートクリーム
灸.吸宮％

灸.吸宮％吸ℊ 宮急.灸灸

ベトネベート軟膏
こう

灸.吸宮％ 灸.吸宮％吸ℊ 宮急.灸灸

⃝局 ベトノバールＧクリーム
灸.吸宮％

吸ℊ 宮求.求灸

⃝局 ベトノバールＧ軟膏
こう

灸.吸宮％ 吸ℊ 宮求.求灸

ベトプティック エス懸濁性
点眼液灸.救％

灸.救％吸客 宮朽灸.汲灸

ベトプティック点眼液灸.救％ 灸.救％吸客 宮朽灸.汲灸

ベナパスタ軟膏
こう

急％ 急％吸灸ℊ 宮朽.弓灸

ベネトリン吸入液灸.救％ 灸.救％吸客 吸泣.汲灸

ベノキシール点眼液灸.急％ 灸.急％吸客 宮灸.急灸

ヘパリンＺ軟膏
こう

救灸灸単位／ℊ 救灸灸単位吸ℊ 吸吸.弓灸

ヘパリン類似物質外用泡状ス
プレー灸.弓％「日医工」

吸ℊ 吸灸.弓灸

ヘパリン類似物質外用泡状ス
プレー灸.弓％「ニットー」

吸ℊ 吸灸.弓灸

ヘパリン類似物質外用泡状ス
プレー灸.弓％「日本臓器」

吸ℊ 吸灸.弓灸

ヘパリン類似物質外用泡状ス
プレー灸.弓％「ＰＰ」

吸ℊ 吸灸.弓灸

ヘパリン類似物質外用スプレ
ー灸.弓％「サトウ」

吸ℊ 吸灸.弓灸

ヘパリン類似物質外用スプレ
ー灸.弓％「テイコク」

吸ℊ 吸灸.弓灸

ヘパリン類似物質外用スプレ
ー灸.弓％「ＴＣＫ」

吸ℊ 吸灸.弓灸

ヘパリン類似物質外用スプレ
ー灸.弓％「日医工」

吸ℊ 吸灸.弓灸

ヘパリン類似物質外用スプレ
ー灸.弓％「日新」

吸ℊ 吸灸.弓灸

ヘパリン類似物質外用スプレ
ー灸.弓％「ニットー」

吸ℊ 吸灸.弓灸

ヘパリン類似物質外用スプレ
ー灸.弓％「ニプロ」

吸ℊ 吸灸.弓灸

ヘパリン類似物質外用スプレ
ー灸.弓％「ＰＰ」

吸ℊ 吸灸.弓灸

ヘパリン類似物質外用スプレ
ー灸.弓％「ファイザー」

吸ℊ 泣.泣灸

ヘパリン類似物質外用スプレ
ー灸.弓％「ＹＤ」

吸ℊ 吸灸.弓灸

ヘパリン類似物質クリーム 吸ℊ 弓.求灸

ヘパリン類似物質クリーム
灸.弓％「アメル」

吸ℊ 朽.朽灸

ヘパリン類似物質クリーム
灸.弓％「日医工」

吸ℊ 救.急灸

ヘパリン類似物質クリーム
灸.弓％「ＹＤ」

吸ℊ 朽.朽灸

ヘパリン類似物質ゲル灸.弓％
「アメル」

吸ℊ 救.急灸

ヘパリン類似物質ゲル灸.弓％
「日医工」

吸ℊ 救.急灸

ヘパリン類似物質軟膏
こう

吸ℊ 弓.求灸

ヘパリン類似物質油性クリー
ム灸.弓％「アメル」

吸ℊ 朽.朽灸

ヘパリン類似物質油性クリー
ム灸.弓％「日医工」

吸ℊ 救.急灸

ヘパリン類似物質ローション 吸ℊ 弓.求灸

ヘパリン類似物質ローション
灸.弓％「日医工」

吸ℊ 救.急灸

ヘパリン類似物質ローション
灸.弓％「ＹＤ」

吸ℊ 朽.朽灸

ベピオゲル宮.救％ 宮.救％吸ℊ 泣求.求灸

⃝局 ペミラストン点眼液灸.吸％ 救㎎救客吸瓶 弓吸求.吸灸

ペミロラストカリウム救㎎
救客点眼液

救㎎救客吸瓶 宮朽朽.朽灸

⃝局 ペミロラストＫ点眼液灸.吸％

「杏
きよう

林」

救㎎救客吸瓶 弓吸吸.汲灸

ヘモポリゾン軟膏
こう

吸ℊ 吸吸.求灸

ヘモレックス軟膏
こう

吸ℊ 吸泣.急灸

ベリプラストＰ コンビセッ
ト 組織接着用

灸.救客宮キット吸組 汲,救朽吸.汲灸

ベリプラストＰ コンビセッ
ト 組織接着用

吸客宮キット吸組 吸宮,灸汲吸.吸灸

ベリプラストＰ コンビセッ
ト 組織接着用

弓客宮キット吸組 弓弓,急救泣.救灸

ベリプラストＰ コンビセッ
ト 組織接着用

救客宮キット吸組 救弓,泣救求.急灸

ベルベゾロンＦ点眼・点鼻液 吸客 求汲.宮灸

ベルベゾロン眼耳鼻科用液
灸.吸％

灸.吸％吸客 吸汲.急灸

ヘルミチンＳ坐
ざ

剤 吸個 宮灸.宮灸

ベロテックエロゾル吸灸灸 宮灸㎎吸灸客吸瓶 救吸吸.求灸

⃝局 ベンザルコニウム塩化物液 灸.灸吸％吸灸客 救.朽灸

⃝局 ベンザルコニウム塩化物液 灸.灸宮％吸灸客 救.朽灸

⃝局 ベンザルコニウム塩化物液 灸.灸宮救％吸灸客 救.朽灸

⃝局 ベンザルコニウム塩化物液 灸.灸救％吸灸客 救.朽灸

⃝局 ベンザルコニウム塩化物液 灸.吸％吸灸客 救.朽灸

⃝局 ベンザルコニウム塩化物液 灸.宮％吸灸客 救.汲灸

⃝局 ベンザルコニウム塩化物液 吸灸％吸灸客 朽.救灸

⃝局 ベンザルコニウム塩化物液 救灸％吸灸客 吸灸.灸灸

⃝局 ベンザルコニウム塩化物消毒
液吸灸％〈ハチ〉

吸灸％吸灸客 朽.求灸

⃝局 ベンザルコニウム塩化物消毒
用液吸灸Ｗ／Ｖ％「ファイザ
ー」

吸灸％吸灸客 朽.求灸

⃝局 ベンゼトニウム塩化物 吸灸ℊ 泣.朽灸

⃝局 ベンゼトニウム塩化物液 灸.灸吸％吸灸客 急.汲灸

⃝局 ベンゼトニウム塩化物液 灸.灸宮％吸灸客 急.汲灸

⃝局 ベンゼトニウム塩化物液 灸.灸宮救％吸灸客 急.汲灸

⃝局 ベンゼトニウム塩化物液 灸.灸救％吸灸客 急.汲灸

⃝局 ベンゼトニウム塩化物液 灸.吸％吸灸客 救.朽灸
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⃝局 ベンゼトニウム塩化物液 灸.宮％吸灸客 救.朽灸

⃝局 ベンゼトニウム塩化物液 吸灸％吸灸客 吸宮.求灸

ペンタサ坐
ざ

剤吸ℊ 吸ℊ吸個 宮宮求.泣灸

ペンタサ注腸吸ℊ 吸ℊ吸個 急救急.救灸

ベンダザック弓％軟膏
こう

弓％吸ℊ 汲.灸灸

ベンテイビス吸入液吸灸㎍ 吸灸㎍吸客吸管 宮,灸灸吸.救灸

⃝局 ベントナイト 吸灸灸ℊ 宮朽.灸灸

ペンレステープ吸汲㎎ (吸汲㎎)弓灸.救㎜×
救灸.灸㎜吸枚

弓求.朽灸

(ほ)

ボアラクリーム灸.吸宮％ 灸.吸宮％吸ℊ 吸朽.急灸

ボアラ軟膏
こう

灸.吸宮％ 灸.吸宮％吸ℊ 吸朽.急灸

⃝局 ホウ酸 吸灸ℊ 求.急灸

⃝局 ホウ酸「ＮｉｋＰ」 吸灸ℊ 宮宮.汲灸

⃝局 ホウ酸「ケンエー」 吸灸ℊ 宮宮.汲灸

⃝局 ホウ酸原末「マルイシ」 吸灸ℊ 宮宮.汲灸

⃝局 ホウ酸「メタル」 吸灸ℊ 宮吸.救灸

⃝局 ホウ酸「ヨシダ」 吸灸ℊ 宮吸.救灸

⃝局 ホウ砂 吸灸ℊ 吸灸.吸灸

⃝局 ホクナリンテープ灸.救㎎ 灸.救㎎吸枚 宮朽.宮灸

⃝局 ホクナリンテープ吸㎎ 吸㎎吸枚 弓救.泣灸

⃝局 ホクナリンテープ宮㎎ 宮㎎吸枚 救吸.救灸

ホスコＥ−求救 吸灸ℊ 弓救.吸灸

ホスコＨ−吸救 吸灸ℊ 弓救.吸灸

ホスコＳ−救救 吸灸ℊ 弓救.吸灸

ホスミシンＳ耳科用弓％ 弓灸㎎吸客(溶解後の液
として)

汲求.吸灸

ボチシート宮灸％ 救ℊ 吸宮.弓灸

ポビドンヨード液吸灸％消毒
用アプリケータ「オーツカ」
吸灸客

吸灸％吸灸客吸管 吸灸.泣灸

ポビドンヨード液吸灸％消毒
用アプリケータ「オーツカ」
宮救客

吸灸％宮救客吸管 吸朽.汲灸

ポビドンヨード液吸灸％「メ
タル」

吸灸％吸灸客 吸灸.泣灸

ポビドンヨード外用液吸灸％
「イワキ」

吸灸％吸灸客 吸灸.泣灸

ポビドンヨード外用液吸灸％
「オオサキ」

吸灸％吸灸客 吸灸.泣灸

ポビドンヨード外用液吸灸％
「東海」

吸灸％吸灸客 吸宮.求灸

ポビドンヨード外用液吸灸％
「日新」

吸灸％吸灸客 吸宮.求灸

ポビドンヨード外用液吸灸％
「マイラン」

吸灸％吸灸客 吸宮.求灸

ポビドンヨード外用液吸灸％
「明治」

吸灸％吸灸客 吸灸.泣灸

ポビドンヨードガーグル液
求％「イワキ」

求％吸客 弓.吸灸

ポビドンヨードガーグル液
求％「シオエ」

求％吸客 弓.吸灸

ポビドンヨードガーグル液
求％「東海」

求％吸客 弓.吸灸

ポビドンヨードガーグル液
求％「明治」

求％吸客 弓.吸灸

ポビドンヨードガーグル求％
「メタル」

求％吸客 弓.吸灸

ポビドンヨードゲル吸灸％
「イワキ」

吸灸％吸灸ℊ 弓求.急灸

ポビドンヨードゲル吸灸％
「マイラン」

吸灸％吸灸ℊ 弓求.急灸

ポビドンヨードゲル吸灸％
「明治」

吸灸％吸灸ℊ 弓求.急灸

ポビドンヨード消毒液吸灸％
「カネイチ」

吸灸％吸灸客 吸灸.泣灸

ポビドンヨード消毒液吸灸％
「ケンエー」

吸灸％吸灸客 吸灸.泣灸

ポビドンヨード消毒液吸灸％
「シオエ」

吸灸％吸灸客 吸宮.求灸

ポビドンヨード消毒用液
吸灸％「ＮＰ」

吸灸％吸灸客 吸宮.求灸

ポビドンヨードスクラブ液
求.救％「イワキ」

求.救％吸灸客 吸求.泣灸

ポビドンヨードスクラブ液
求.救％「ケンエー」

求.救％吸灸客 吸求.泣灸

ポビドンヨードスクラブ液
求.救％「明治」

求.救％吸灸客 吸汲.朽灸

ポビドンヨードフィールド外
用液吸灸％「明治」

吸灸％吸灸客 吸救.朽灸

ポビドンヨード求％含嗽
そう

液 求％吸客 宮.吸灸

ポピヨドン液吸灸％ 吸灸％吸灸客 吸灸.泣灸

ポピヨドンガーグル求％ 求％吸客 弓.吸灸

ポピヨドンゲル吸灸％ 吸灸％吸灸ℊ 弓求.急灸

ポピヨドンスクラブ求.救％ 求.救％吸灸客 吸求.泣灸

ポピヨドンフィールド吸灸％ 吸灸％吸灸客 吸救.朽灸

ポピラール消毒液吸灸％ 吸灸％吸灸客 吸灸.泣灸

⃝局 ホマトロピン臭化水素酸塩 吸ℊ 急汲急.宮灸

ボラザＧ坐
ざ

剤 吸個 宮汲.弓灸

ボラザＧ軟膏
こう

吸ℊ 宮救.朽灸

⃝局 ポリミキシンＢ硫酸塩 救灸万単位吸瓶 弓急泣.泣灸

⃝局 ポリミキシンＢ硫酸塩 弓灸灸万単位吸瓶 吸,救急朽.朽灸

ホーリンＶ腟
ちつ

用錠吸㎎ 吸㎎吸錠 宮朽.吸灸

ボルタレンゲル吸％ 吸％吸ℊ 急.泣灸

⃝局 ボルタレンサポ吸宮.救㎎ 吸宮.救㎎吸個 宮求.求灸

⃝局 ボルタレンサポ宮救㎎ 宮救㎎吸個 弓吸.泣灸

⃝局 ボルタレンサポ救灸㎎ 救灸㎎吸個 弓朽.求灸

ボルタレンテープ吸救㎎ 求㎝×吸灸㎝吸枚 吸宮.弓灸

ボルタレンテープ弓灸㎎ 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ボルタレンローション吸％ 吸％吸ℊ 急.泣灸

ボルヒール組織接着用 灸.救客急瓶吸組 朽,宮弓朽.泣灸

ボルヒール組織接着用 吸客急瓶吸組 吸灸,汲救吸.朽灸

ボルヒール組織接着用 宮客急瓶吸組 宮吸,弓救救.朽灸

ボルヒール組織接着用 弓客急瓶吸組 宮泣,求汲求.弓灸

ボルヒール組織接着用 救客急瓶吸組 急泣,救急吸.吸灸

⃝局 ホルマリン 吸灸客 泣.灸灸

⃝局 ホルマリン「ケンエー」 吸灸客 泣.急灸

⃝局 ホルマリン「タイセイ」 吸灸客 泣.宮灸

⃝局※ホルマリン（山善） 吸灸客 泣.弓灸

⃝局 ボレー外用液吸％ 吸％吸客 宮求.汲灸

⃝局 ボレークリーム吸％ 吸％吸ℊ 宮求.汲灸

⃝局 ボレースプレー吸％ 吸％吸客 急泣.朽灸

ボンアルファクリーム宮㎍
／ℊ

灸.灸灸灸宮％吸ℊ 求吸.汲灸

⃝局 ボンアルファ軟膏
こう

宮㎍／ℊ 灸.灸灸灸宮％吸ℊ 求吸.汲灸

⃝局 ボンアルファハイ軟膏
こう

宮灸㎍
／ℊ

灸.灸灸宮％吸ℊ 吸求弓.泣灸

⃝局 ボンアルファハイローション
宮灸㎍／ℊ

灸.灸灸宮％吸ℊ 吸求弓.泣灸

⃝局 ボンアルファローション宮㎍
／ℊ

灸.灸灸灸宮％吸ℊ 求吸.汲灸

(ま)

マイコスポール外用液吸％ 吸％吸客 吸泣.弓灸

マイコスポールクリーム吸％ 吸％吸ℊ 吸泣.弓灸

マイザークリーム灸.灸救％ 灸.灸救％吸ℊ 吸急.宮灸

マイザー軟膏
こう

灸.灸救％ 灸.灸救％吸ℊ 吸急.宮灸

マイピリン点眼液 救客吸瓶 汲朽.急灸

マキサカルシトール軟膏
こう

宮救㎍／ℊ「イワキ」
灸.灸灸宮救％吸ℊ 急救.弓灸

マキサカルシトール軟膏
こう

宮救㎍／ℊ「ＣＨ」
灸.灸灸宮救％吸ℊ 急救.弓灸

マキサカルシトール軟膏
こう

宮救㎍／ℊ「タカタ」
灸.灸灸宮救％吸ℊ 急救.弓灸

マキサカルシトール軟膏
こう

宮救㎍／ℊ「ＰＰ」
灸.灸灸宮救％吸ℊ 急救.弓灸

マクロゴール軟膏
こう

吸灸ℊ 宮求.急灸

⃝局※マクロゴール軟膏
こう

（東豊） 吸灸ℊ 宮求.求灸
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⃝局※マクロゴール軟膏
こう

（日興製
薬）

吸灸ℊ 宮求.泣灸

⃝局 マクロゴール軟膏
こう

「ヨシダ」 吸灸ℊ 宮求.泣灸

⃝局 マクロゴール急灸灸 吸灸客 吸求.汲灸

⃝局※マクロゴール急灸灸（東豊） 吸灸客 吸汲.吸灸

⃝局※マクロゴール急灸灸（丸石） 吸灸客 吸汲.吸灸

⃝局 マクロゴール吸救灸灸 吸灸ℊ 吸汲.灸灸

⃝局※マクロゴール吸救灸灸（日興製
薬）

吸灸ℊ 吸泣.救灸

⃝局 マクロゴール急灸灸灸 吸灸ℊ 宮急.宮灸

⃝局※マクロゴール急灸灸灸（東豊） 吸灸ℊ 宮急.弓灸

⃝局※マクロゴール急灸灸灸（丸石） 吸灸ℊ 宮急.弓灸

⃝局 マクロゴール朽灸灸灸 吸灸ℊ 宮吸.救灸

⃝局 麻酔用エーテル 吸客 泣.朽灸

マスキンＲ・エタノール液
（灸.救ｗ／ｖ％）

灸.救％吸灸客 朽.急灸

マスキン液（救Ｗ／Ｖ％） 救％吸灸客 吸泣.急灸

マスキンＷ・エタノール液
（灸.救ｗ／ｖ％）

灸.救％吸灸客 朽.急灸

マーデュオックス軟膏
こう

吸ℊ 吸汲宮.求灸

⃝局 マルワ亜酸化窒素 吸ℊ 弓.宮灸

(み)

ミオコールスプレー灸.弓㎎ 灸.朽救％求.宮ℊ吸缶 吸,弓汲求.吸灸

ミオピン点眼液 救客吸瓶 汲朽.急灸

ミケランＬＡ点眼液吸％ 吸％吸客 宮泣救.救灸

ミケランＬＡ点眼液宮％ 宮％吸客 弓汲朽.救灸

ミケラン点眼液吸％ 吸％吸客 吸救灸.求灸

ミケラン点眼液宮％ 宮％吸客 吸泣吸.求灸

ミケルナ配合点眼液 吸客 朽吸吸.灸灸

ミコナゾール硝酸塩吸％クリ
ーム

吸％吸ℊ 朽.宮灸

三丸ヨーチン 吸灸客 朽.急灸

⃝局 ミツロウ 吸灸ℊ 急救.吸灸

ミドリンＭ点眼液灸.急％ 灸.急％吸客 吸汲.求灸

ミドリンＰ点眼液 吸客 宮求.救灸

ミドレフリンＰ点眼液 吸客 吸泣.弓灸

ミニトロテープ宮求㎎ (宮求㎎)吸急㎠吸枚 救求.救灸

ミリステープ救㎎ (救㎎)急.灸救㎝×
急.救灸㎝吸枚

弓急.弓灸

ミルタックスパップ弓灸㎎ 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ミレーナ救宮㎎ 吸個 宮朽,朽宮吸.急灸

(む)

ムコスタ点眼液ＵＤ宮％ 宮％灸.弓救客吸本 宮求.弓灸

ムコゾーム点眼液灸.救％ 灸.救％吸客 吸泣.吸灸

ムコティア点眼液 救客吸瓶 汲朽.急灸

ムコファジン点眼液 救客吸瓶 汲朽.急灸

ムコフィリン吸入液宮灸％ 吸求.朽宮％宮客吸包 救灸.宮灸

無水エタノール 吸灸客 宮吸.弓灸

⃝局 無水エタノール「イマヅ」 吸灸客 宮宮.吸灸

⃝局 無水エタノール「ケンエー」 吸灸客 宮宮.汲灸

⃝局 無水エタノール「コザカイ・
Ｍ」

吸灸客 宮宮.吸灸

⃝局 無水エタノール「コニシ」 吸灸客 宮宮.吸灸

⃝局 無水エタノール シオエ 吸灸客 宮宮.汲灸

⃝局 無水エタノール「タイセイ」 吸灸客 宮宮.汲灸

⃝局 無水エタノール「東海」 吸灸客 宮宮.汲灸

⃝局 無水エタノール「東豊」 吸灸客 宮宮.汲灸

⃝局 無水エタノール「ニッコー」 吸灸客 宮宮.汲灸

⃝局 無水エタノール〈ハチ〉 吸灸客 宮宮.汲灸

⃝局 無水エタノール「マルイシ」 吸灸客 宮宮.汲灸

⃝局 無水エタノール（ミツマル） 吸灸客 宮宮.汲灸

⃝局 無水エタノール「ヤクハン」 吸灸客 宮宮.汲灸

⃝局※無水エタノール（山善） 吸灸客 宮宮.汲灸

⃝局 無水エタノール「ヨシダ」 吸灸客 宮宮.汲灸

⃝局 無水エタノールワコー 吸灸客 宮宮.汲灸

(め)

メサデルムクリーム灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 吸宮.宮灸

メサデルム軟膏
こう

灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 吸宮.宮灸

メサデルムローション灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 吸宮.宮灸

メサラジン注腸吸ℊ「ケンエ
ー」

吸ℊ吸個 急宮救.泣灸

メサラジン注腸吸ℊ「ＪＧ」 吸ℊ吸個 急宮救.泣灸

メタル消アル 吸灸客 急.急灸

⃝局 メチルセルロース 吸灸ℊ 宮弓.朽灸

⃝局 メチルロザニリン塩化物 吸ℊ 宮急.汲灸

⃝局 滅菌精製水「ケンエー」 吸灸客 弓.急灸

⃝局※滅菌精製水（シオエ） 吸灸客 弓.救灸

⃝局※滅菌精製水（大成薬品） 吸灸客 弓.救灸

⃝局※滅菌精製水（日興製薬） 吸灸客 弓.急灸

⃝局※滅菌精製水（ヤクハン） 吸灸客 弓.急灸

⃝局 滅菌精製水（容器入り） 吸灸客 宮.求灸

⃝局 滅菌精製水「ヨシダ」 吸灸客 急.弓灸

メディトランステープ宮求㎎ (宮求㎎)吸急㎠吸枚 救急.汲灸

メノエイドコンビパッチ 吸枚 弓汲弓.朽灸

メプチンエアー吸灸㎍吸入
吸灸灸回

灸.灸吸急弓％救客吸キット 求宮朽.急灸

メプチンキッドエアー救㎍吸
入吸灸灸回

灸.灸吸急弓％宮.救客吸キッ
ト

救汲救.求灸

メプチン吸入液ユニット
灸.弓客

灸.灸吸％灸.弓客吸個 吸弓.灸灸

メプチン吸入液ユニット
灸.救客

灸.灸吸％灸.救客吸個 吸汲.弓灸

メプチン吸入液灸.灸吸％ 灸.灸吸％吸客 宮朽.汲灸

メプチンスイングヘラー
吸灸㎍吸入吸灸灸回

吸㎎吸キット 求求灸.求灸

⃝局 メンタックス外用液吸％ 吸％吸客 宮汲.弓灸

⃝局 メンタックスクリーム吸％ 吸％吸ℊ 宮汲.弓灸

⃝局 メンタックススプレー吸％ 吸％吸客 救急.灸灸

(も)

モキシフロキサシン点眼液
灸.救％「サンド」

灸.救％吸客 弓求.救灸

モキシフロキサシン点眼液
灸.救％「日点」

灸.救％吸客 弓求.救灸

モキシフロキサシン点眼液
灸.救％「ニットー」

灸.救％吸客 弓求.救灸

モクタール 吸灸ℊ 宮急.泣灸

モメタゾン点鼻液救灸㎍「Ｍ
ＹＬ」救朽噴霧用

弓.救㎎求ℊ吸瓶 急求救.吸灸

モメタゾン点鼻液救灸㎍「Ｍ
ＹＬ」吸吸宮噴霧用

朽.救㎎吸弓ℊ吸瓶 吸,灸泣灸.求灸

モメタゾン点鼻液救灸㎍「杏
きよう

林」救朽噴霧用
救㎎吸灸ℊ吸瓶 救朽弓.灸灸

モメタゾン点鼻液救灸㎍「杏
きよう

林」吸吸宮噴霧用
泣㎎吸汲ℊ吸瓶 吸,灸泣灸.求灸

モメタゾン点鼻液救灸㎍「Ｃ
ＥＯ」救朽噴霧用

救㎎吸灸ℊ吸瓶 急求救.吸灸

モメタゾン点鼻液救灸㎍「Ｃ
ＥＯ」吸吸宮噴霧用

泣㎎吸汲ℊ吸瓶 吸,灸泣灸.求灸

モメタゾン点鼻液救灸㎍「Ｊ
Ｇ」救朽噴霧用

救㎎吸灸ℊ吸瓶 急求救.吸灸

モメタゾン点鼻液救灸㎍「Ｊ
Ｇ」吸吸宮噴霧用

泣㎎吸汲ℊ吸瓶 吸,灸泣灸.求灸

モメタゾン点鼻液救灸㎍「タ
カタ」救朽噴霧用

救㎎吸灸ℊ吸瓶 急求救.吸灸

モメタゾン点鼻液救灸㎍「タ
カタ」吸吸宮噴霧用

泣㎎吸汲ℊ吸瓶 吸,吸朽朽.吸灸

モメタゾン点鼻液救灸㎍「ト
ーワ」救朽噴霧用

救㎎吸灸ℊ吸瓶 急求救.吸灸

モメタゾン点鼻液救灸㎍「ト
ーワ」吸吸宮噴霧用

泣㎎吸汲ℊ吸瓶 吸,灸泣灸.求灸

モメタゾン点鼻液救灸㎍「ニ
ットー」救朽噴霧用

救㎎吸灸ℊ吸瓶 急求救.吸灸

モメタゾン点鼻液救灸㎍「ニ
ットー」吸吸宮噴霧用

泣㎎吸汲ℊ吸瓶 吸,吸朽朽.吸灸
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モメタゾンフランカルボン酸
エステル灸.吸％クリーム

灸.吸％吸ℊ 吸弓.吸灸

モメタゾンフランカルボン酸

エステル灸.吸％軟膏
こう

灸.吸％吸ℊ 吸弓.吸灸

モメタゾンフランカルボン酸
エステル灸.吸％ローション

灸.吸％吸ℊ 吸弓.吸灸

モーラステープＬ急灸㎎ 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 弓吸.朽灸

モーラステープ宮灸㎎ 求㎝×吸灸㎝吸枚 宮吸.吸灸

モーラスパップＸＲ吸宮灸㎎ 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 弓宮.急灸

モーラスパップＸＲ宮急灸㎎ 宮灸㎝×吸急㎝吸枚 急泣.宮灸

モーラスパップ弓灸㎎ 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

モーラスパップ朽灸㎎ 宮灸㎝×吸急㎝吸枚 宮朽.灸灸

(や)

ヤクゾールＥ液灸.吸 灸.吸％吸灸客 救.求灸

ヤクバンテープ宮灸㎎ 求㎝×吸灸㎝吸枚 吸宮.吸灸

ヤクバンテープ急灸㎎ 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ヤクバンテープ朽灸㎎ 吸救㎝×吸急㎝吸枚 吸求.救灸

⃝局 薬用石ケン 吸灸ℊ 救求.灸灸

ヤクラックスＤ液吸％ 吸％吸灸ℊ 救.宮灸

山善稀
き

ヨーチン 吸灸客 求.朽灸

山善酢酸鉛 吸灸ℊ 宮朽.朽灸

山善消アル 吸灸客 急.救灸

(ゆ)

⃝局 ユーカリ油 吸客 汲.救灸

ユーパスタコーワ軟膏
こう

吸ℊ 吸汲.灸灸

ユベラ軟膏
こう

吸ℊ 宮.泣灸

(よ)

⃝局 ヨウ素 吸ℊ 求.朽灸

⃝局 ヨウ素「コザカイ・Ｍ」 吸ℊ 吸灸.弓灸

⃝局※ヨウ素（山善） 吸ℊ 吸灸.弓灸

ヨードコート軟膏
こう

灸.泣％ 灸.泣％吸ℊ 救救.急灸

⃝局 ヨードチンキ 吸灸客 吸宮.泣灸

⃝局 ヨードチンキ「ケンエー」 吸灸客 吸朽.灸灸

⃝局 ヨードチンキ「タイセイ」 吸灸客 吸弓.求灸

⃝局 ヨードチンキ「東海」 吸灸客 吸求.吸灸

⃝局 ヨードチンキ「東豊」 吸灸客 吸求.泣灸

⃝局 ヨードチンキ「日医工」 吸灸客 吸救.汲灸

⃝局 ヨードチンキ「マルイシ」 吸灸客 吸求.泣灸

⃝局※ヨードチンキ（山善） 吸灸客 吸朽.灸灸

⃝局 ヨードホルム 吸ℊ 吸泣.弓灸

(ら)

⃝局 ラウリル硫酸ナトリウム 吸灸ℊ 宮汲.泣灸

ラクティオンパップ求灸㎎ 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ラクリミン点眼液灸.灸救％ 灸.灸救％救客吸瓶 汲汲.汲灸

ラクール温シップ 吸灸ℊ 汲.朽灸

ラクール冷シップ 吸灸ℊ 汲.朽灸

ラタチモ配合点眼液「センジ
ュ」

吸客 弓朽求.吸灸

ラタチモ配合点眼液「ＴＳ」 吸客 弓朽求.吸灸

ラタチモ配合点眼液「ニッテ
ン」

吸客 弓朽求.吸灸

ラタチモ配合点眼液「ニット
ー」

吸客 弓朽求.吸灸

ラタノプロスト点眼液
灸.灸灸救％「ＳＥＣ」

灸.灸灸救％吸客 宮急宮.朽灸

ラタノプロスト点眼液
灸.灸灸救％「ＮＳ」

灸.灸灸救％吸客 宮急宮.朽灸

ラタノプロスト点眼液
灸.灸灸救％「ＮＰ」

灸.灸灸救％吸客 宮急宮.朽灸

ラタノプロスト点眼液
灸.灸灸救％「科研」

灸.灸灸救％吸客 宮急宮.朽灸

ラタノプロスト点眼液
灸.灸灸救％「キッセイ」

灸.灸灸救％吸客 宮急宮.朽灸

ラタノプロスト点眼液

灸.灸灸救％「杏
きよう

林」

灸.灸灸救％吸客 吸汲灸.泣灸

ラタノプロスト点眼液
灸.灸灸救％「ケミファ」

灸.灸灸救％吸客 宮急宮.朽灸

ラタノプロスト点眼液
灸.灸灸救％「サワイ」

灸.灸灸救％吸客 吸汲灸.泣灸

ラタノプロスト点眼液
灸.灸灸救％「サンド」

灸.灸灸救％吸客 吸汲灸.泣灸

ラタノプロスト点眼液
灸.灸灸救％「三和」

灸.灸灸救％吸客 吸汲灸.泣灸

ラタノプロスト点眼液
灸.灸灸救％「ＣＨ」

灸.灸灸救％吸客 宮急宮.朽灸

ラタノプロスト点眼液
灸.灸灸救％「センジュ」

灸.灸灸救％吸客 宮急宮.朽灸

ラタノプロスト点眼液
灸.灸灸救％「ＴＳ」

灸.灸灸救％吸客 吸汲灸.泣灸

ラタノプロスト点眼液
灸.灸灸救％「ＴＯＡ」

灸.灸灸救％吸客 宮急宮.朽灸

ラタノプロスト点眼液
灸.灸灸救％「ＴＹＫ」

灸.灸灸救％吸客 宮急宮.朽灸

ラタノプロスト点眼液
灸.灸灸救％「トーワ」

灸.灸灸救％吸客 宮急宮.朽灸

ラタノプロスト点眼液
灸.灸灸救％「日医工」

灸.灸灸救％吸客 吸汲灸.泣灸

ラタノプロスト点眼液
灸.灸灸救％「ニッテン」

灸.灸灸救％吸客 宮急宮.朽灸

ラタノプロスト点眼液
灸.灸灸救％「ニットー」

灸.灸灸救％吸客 吸汲灸.泣灸

ラタノプロスト点眼液
灸.灸灸救％「わかもと」

灸.灸灸救％吸客 吸汲灸.泣灸

ラタノプロストＰＦ点眼液
灸.灸灸救％「日点」

灸.灸灸救％吸客 宮急宮.朽灸

⃝局 ラッカセイ油 吸灸客 吸朽.吸灸

⃝局 ラノコナゾール外用液吸％
「イワキ」

吸％吸客 吸求.救灸

⃝局 ラノコナゾールクリーム吸％
「イワキ」

吸％吸ℊ 吸求.救灸

⃝局 ラノコナゾール軟膏
こう

吸％「イ
ワキ」

吸％吸ℊ 吸求.救灸

ラパリムスゲル灸.宮％ 灸.宮％吸ℊ 弓,泣宮朽.急灸

⃝麻 ラフェンタテープ吸.弓汲㎎ 吸.弓汲㎎吸枚 求汲吸.弓灸

⃝麻 ラフェンタテープ宮.求救㎎ 宮.求救㎎吸枚 宮,吸泣泣.弓灸

⃝麻 ラフェンタテープ救.救㎎ 救.救㎎吸枚 急,灸汲弓.灸灸

⃝麻 ラフェンタテープ汲.宮救㎎ 汲.宮救㎎吸枚 救,朽汲汲.汲灸

⃝麻 ラフェンタテープ吸吸㎎ 吸吸㎎吸枚 求,急灸汲.求灸

ラベンダー油 吸客 宮吸.灸灸

ラポテック消毒液救％ 救％吸灸客 吸泣.急灸

⃝局 ラミシール外用液吸％ 吸％吸ℊ 宮救.泣灸

⃝局 ラミシール外用スプレー吸％ 吸％吸ℊ 急吸.朽灸

⃝局 ラミシールクリーム吸％ 吸％吸ℊ 宮救.泣灸

(り)

⃝局 リザベン点眼液灸.救％ 宮救㎎救客吸瓶 急急吸.泣灸

リズモンＴＧ点眼液灸.宮救％ 灸.宮救％吸客 弓急灸.吸灸

リズモンＴＧ点眼液灸.救％ 灸.救％吸客 急求宮.救灸

リティンパ耳科用宮救灸㎍セッ
ト

吸セット 弓宮,朽宮汲.汲灸

リドカイン塩酸塩ゼリー宮％
「ＫＮ」

宮％吸客 急.急灸

リドカイン塩酸塩ゼリー宮％
「日新」

宮％吸客 急.急灸

リドカインポンプスプレー
汲％「日新」

吸ℊ 宮吸.救灸

リドカイン（吸汲㎎）弓灸.救㎜
×救灸.灸㎜貼付剤

(吸汲㎎)弓灸.救㎜×
救灸.灸㎜吸枚

弓吸.汲灸

リドメックスコーワクリーム
灸.弓％

灸.弓％吸ℊ 吸弓.弓灸

リドメックスコーワ軟膏
こう

灸.弓％
灸.弓％吸ℊ 吸弓.弓灸

リドメックスコーワローショ
ン灸.弓％

灸.弓％吸ℊ 吸弓.弓灸

リノロサール眼科耳鼻科用液
灸.吸％

灸.吸％吸客 吸汲.急灸

リバスタッチパッチ急.救㎎ 急.救㎎吸枚 宮弓宮.汲灸

リバスタッチパッチ泣㎎ 泣㎎吸枚 宮朽宮.吸灸
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リバスタッチパッチ吸弓.救㎎ 吸弓.救㎎吸枚 宮汲宮.弓灸

リバスタッチパッチ吸汲㎎ 吸汲㎎吸枚 宮泣急.灸灸

リバスチグミンテープ急.救㎎
「アメル」

急.救㎎吸枚 吸灸朽.灸灸

リバスチグミンテープ急.救㎎
「ＫＭＰ」

急.救㎎吸枚 吸宮灸.灸灸

リバスチグミンテープ急.救㎎
「サワイ」

急.救㎎吸枚 吸灸朽.灸灸

リバスチグミンテープ急.救㎎
「ＤＳＥＰ」

急.救㎎吸枚 吸灸朽.灸灸

リバスチグミンテープ急.救㎎
「トーワ」

急.救㎎吸枚 吸灸朽.灸灸

リバスチグミンテープ急.救㎎
「日医工」

急.救㎎吸枚 吸灸朽.灸灸

リバスチグミンテープ急.救㎎
「ニプロ」

急.救㎎吸枚 吸灸朽.灸灸

リバスチグミンテープ急.救㎎
「久光」

急.救㎎吸枚 吸宮灸.灸灸

リバスチグミンテープ急.救㎎
「ＹＤ」

急.救㎎吸枚 吸灸朽.灸灸

リバスチグミンテープ急.救㎎
「ＹＰ」

急.救㎎吸枚 吸灸朽.灸灸

リバスチグミンテープ泣㎎
「アメル」

泣㎎吸枚 吸吸泣.灸灸

リバスチグミンテープ泣㎎
「ＫＭＰ」

泣㎎吸枚 吸弓急.朽灸

リバスチグミンテープ泣㎎
「サワイ」

泣㎎吸枚 吸吸泣.灸灸

リバスチグミンテープ泣㎎
「ＤＳＥＰ」

泣㎎吸枚 吸吸泣.灸灸

リバスチグミンテープ泣㎎
「トーワ」

泣㎎吸枚 吸吸泣.灸灸

リバスチグミンテープ泣㎎
「日医工」

泣㎎吸枚 吸吸泣.灸灸

リバスチグミンテープ泣㎎
「ニプロ」

泣㎎吸枚 吸吸泣.灸灸

リバスチグミンテープ泣㎎
「久光」

泣㎎吸枚 吸弓急.朽灸

リバスチグミンテープ泣㎎
「ＹＤ」

泣㎎吸枚 吸吸泣.灸灸

リバスチグミンテープ泣㎎
「ＹＰ」

泣㎎吸枚 吸吸泣.灸灸

リバスチグミンテープ
吸弓.救㎎「アメル」

吸弓.救㎎吸枚 吸宮求.宮灸

リバスチグミンテープ
吸弓.救㎎「ＫＭＰ」

吸弓.救㎎吸枚 吸急急.泣灸

リバスチグミンテープ
吸弓.救㎎「サワイ」

吸弓.救㎎吸枚 吸宮求.宮灸

リバスチグミンテープ
吸弓.救㎎「ＤＳＥＰ」

吸弓.救㎎吸枚 吸宮求.宮灸

リバスチグミンテープ
吸弓.救㎎「トーワ」

吸弓.救㎎吸枚 吸宮求.宮灸

リバスチグミンテープ
吸弓.救㎎「日医工」

吸弓.救㎎吸枚 吸宮求.宮灸

リバスチグミンテープ
吸弓.救㎎「ニプロ」

吸弓.救㎎吸枚 吸宮求.宮灸

リバスチグミンテープ
吸弓.救㎎「久光」

吸弓.救㎎吸枚 吸急急.泣灸

リバスチグミンテープ
吸弓.救㎎「ＹＤ」

吸弓.救㎎吸枚 吸宮求.宮灸

リバスチグミンテープ
吸弓.救㎎「ＹＰ」

吸弓.救㎎吸枚 吸宮求.宮灸

リバスチグミンテープ吸汲㎎
「アメル」

吸汲㎎吸枚 吸弓急.急灸

リバスチグミンテープ吸汲㎎
「ＫＭＰ」

吸汲㎎吸枚 吸救灸.吸灸

リバスチグミンテープ吸汲㎎
「サワイ」

吸汲㎎吸枚 吸弓急.急灸

リバスチグミンテープ吸汲㎎
「ＤＳＥＰ」

吸汲㎎吸枚 吸弓急.急灸

リバスチグミンテープ吸汲㎎
「トーワ」

吸汲㎎吸枚 吸弓急.急灸

リバスチグミンテープ吸汲㎎
「日医工」

吸汲㎎吸枚 吸弓急.急灸

リバスチグミンテープ吸汲㎎
「ニプロ」

吸汲㎎吸枚 吸弓急.急灸

リバスチグミンテープ吸汲㎎
「久光」

吸汲㎎吸枚 吸救灸.吸灸

リバスチグミンテープ吸汲㎎
「ＹＤ」

吸汲㎎吸枚 吸弓急.急灸

リバスチグミンテープ吸汲㎎
「ＹＰ」

吸汲㎎吸枚 吸弓急.急灸

リボスチン点眼液灸.灸宮救％ 灸.灸宮救％吸客 泣汲.弓灸

リボスチン点鼻液灸.灸宮救㎎
吸吸宮噴霧用

灸.灸宮救％吸救客吸瓶 朽宮宮.汲灸

リュウアト吸％眼軟膏
こう

吸％吸ℊ 求求.灸灸

⃝局 硫酸亜鉛水和物 吸灸ℊ 泣.吸灸

⃝局 硫酸アルミニウムカリウム水
和物

吸灸ℊ 吸灸.吸灸

⃝局 流動パラフィン 吸灸客 汲.朽灸

⃝局 流動パラフィン「ヨシダ」 吸灸客 泣.求灸

リレンザ 救㎎吸ブリスター 吸弓宮.泣灸

リンデロン坐
ざ

剤灸.救㎎ 灸.救㎎吸個 救救.吸灸

リンデロン坐
ざ

剤吸.灸㎎ 吸㎎吸個 求求.朽灸

リンデロン−ＤＰクリーム 灸.灸朽急％吸ℊ 吸弓.宮灸

リンデロン−ＤＰゾル 灸.灸朽急％吸ℊ 吸弓.宮灸

リンデロン−ＤＰ軟膏
こう

灸.灸朽急％吸ℊ 吸弓.宮灸

リンデロン点眼液灸.灸吸％ 灸.灸吸％吸客 弓朽.汲灸

リンデロン点眼・点耳・点鼻
液灸.吸％

灸.吸％吸客 救汲.灸灸

リンデロン−Ｖクリーム
灸.吸宮％

灸.吸宮％吸ℊ 宮吸.朽灸

⃝局 リンデロン−ＶＧクリーム
灸.吸宮％

吸ℊ 宮求.求灸

⃝局 リンデロン−ＶＧ軟膏
こう

灸.吸宮％
吸ℊ 宮求.求灸

リンデロン−ＶＧローション 吸客 宮求.求灸

リンデロン−Ｖ軟膏
こう

灸.吸宮％ 灸.吸宮％吸ℊ 宮吸.朽灸

リンデロン−Ｖローション 灸.吸宮％吸客 宮吸.朽灸

(る)

ル・エストロジェル灸.灸朽％ 灸.灸朽％吸ℊ 宮宮.求灸

ルゲオン点鼻液宮％ 吸泣灸㎎泣.救客吸瓶 宮救吸.泣灸

ルコナック爪外用液救％ 救％吸ℊ 汲吸朽.吸灸

ルティナス腟
ちつ

錠吸灸灸㎎ 吸灸灸㎎吸錠 弓朽吸.弓灸

ルテウム腟
ちつ

用坐
ざ

剤急灸灸㎎ 急灸灸㎎吸個 救急吸.泣灸

ルピアール坐
ざ

剤宮救 宮救㎎吸個 弓朽.泣灸

ルピアール坐
ざ

剤救灸 救灸㎎吸個 救灸.泣灸

ルピアール坐
ざ

剤吸灸灸 吸灸灸㎎吸個 朽灸.汲灸

ルミガン点眼液灸.灸弓％ 灸.灸弓％吸客 朽救宮.救灸

⃝局 ルリクールＶＧ軟膏
こう

灸.吸宮％ 吸ℊ 宮朽.救灸

ルリコン液吸％ 吸％吸客 弓朽.吸灸

ルリコンクリーム吸％ 吸％吸ℊ 弓朽.吸灸

ルリコン軟膏
こう

吸％ 吸％吸ℊ 弓朽.吸灸

(れ)

灸.吸Ｗ／Ｖ％ハイジール水 灸.吸％吸灸客 救.宮灸

灸.吸ｗ／ｖ％マスキン水 灸.吸％吸灸客 救.汲灸

灸.吸％グルコジンＷ水 灸.吸％吸灸客 救.汲灸

灸.吸％ヘキザック水Ｒ 灸.吸％吸灸客 救.汲灸

灸.吸％ヘキザック水Ｗ 灸.吸％吸灸客 救.汲灸

灸.救Ｗ／Ｖ％ハイジール水 灸.救％吸灸客 救.救灸

灸.救ｗ／ｖ％マスキン水 灸.救％吸灸客 朽.急灸

灸.救％グルコジンＲ水 灸.救％吸灸客 朽.急灸

灸.救％グルコジンＷ水 灸.救％吸灸客 朽.急灸

灸.救％グルコン酸クロルヘキ
シジン・エタノール液「東
海」

灸.救％吸灸客 朽.急灸

灸.救％ヘキザックアルコール
液

灸.救％吸灸客 朽.急灸

灸.救％ヘキザックアルコール
液Ｎ

灸.救％吸灸客 朽.急灸

灸.救％ヘキザック水Ｒ 灸.救％吸灸客 朽.急灸

灸.救％ヘキザック水Ｗ 灸.救％吸灸客 朽.急灸
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灸.救％ラポテックアルコール
液

灸.救％吸灸客 朽.急灸

灸.救％ラポテックアルコール
（Ｗ）液

灸.救％吸灸客 朽.急灸

⃝局 灸.灸救Ｗ／Ｖ％ヂアミトール
水

灸.灸救％吸灸客 救.求灸

灸.灸救Ｗ／Ｖ％マスキン水 灸.灸救％吸灸客 救.汲灸

灸.灸救％グルコジンＲ水 灸.灸救％吸灸客 救.汲灸

灸.灸救％グルコジンＷ水 灸.灸救％吸灸客 救.汲灸

灸.灸救％ヘキザック水Ｒ 灸.灸救％吸灸客 救.汲灸

灸.灸救％ヘキザック水Ｗ 灸.灸救％吸灸客 救.汲灸

灸.灸宮ｗ／ｖ％マスキン水 灸.灸宮％吸灸客 救.汲灸

灸.灸宮％グルコジンＷ水 灸.灸宮％吸灸客 救.汲灸

灸.灸宮％ヘキザック水Ｗ 灸.灸宮％吸灸客 救.汲灸

⃝局 灸.灸宮救Ｗ／Ｖ％ヂアミトール
水

灸.灸宮救％吸灸客 救.求灸

レクタブル宮㎎注腸フォーム
吸急回

急汲㎎弓灸.汲ℊ吸瓶 救,汲灸救.宮灸

レスキュラ点眼液灸.吸宮％ 灸.吸宮％吸客 宮救宮.朽灸

レスタミンコーワクリーム
吸％

吸％吸灸ℊ 宮朽.宮灸

レゾルシン「純生」 吸灸ℊ 吸汲灸.泣灸

レダコートクリーム灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 宮吸.宮灸

レダコート軟膏
こう

灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 宮吸.宮灸

レペタン坐
ざ

剤灸.宮㎎ 灸.宮㎎吸個 吸急吸.泣灸

レペタン坐
ざ

剤灸.急㎎ 灸.急㎎吸個 吸求泣.灸灸

レボカバスチン塩酸塩
灸.灸宮救％吸客点眼液

灸.灸宮救％吸客 救泣.求灸

レボブノロール塩酸塩点眼液
灸.救％「ニッテン」

灸.救％吸客 宮吸求.灸灸

レボブノロール塩酸塩ＰＦ点
眼液灸.救％「日点」

灸.救％吸客 宮吸求.灸灸

⃝局 レボフロキサシン点眼液
灸.救％「ＦＦＰ」

灸.救％吸客 急急.弓灸

⃝局 レボフロキサシン点眼液
灸.救％「オーハラ」

灸.救％吸客 弓吸.朽灸

⃝局 レボフロキサシン点眼液
灸.救％「科研」

灸.救％吸客 弓吸.朽灸

⃝局 レボフロキサシン点眼液

灸.救％「杏
きよう

林」

灸.救％吸客 弓吸.朽灸

⃝局 レボフロキサシン点眼液
灸.救％「ＪＧ」

灸.救％吸客 弓吸.朽灸

⃝局 レボフロキサシン点眼液
灸.救％「タカタ」

灸.救％吸客 弓吸.朽灸

⃝局 レボフロキサシン点眼液
灸.救％「ＴＳ」

灸.救％吸客 弓吸.朽灸

⃝局 レボフロキサシン点眼液
灸.救％「ＴＹＫ」

灸.救％吸客 急急.弓灸

⃝局 レボフロキサシン点眼液
灸.救％「日医工」

灸.救％吸客 急急.弓灸

⃝局 レボフロキサシン点眼液
灸.救％「日新」

灸.救％吸客 弓吸.朽灸

⃝局 レボフロキサシン点眼液
灸.救％「日点」

灸.救％吸客 弓吸.朽灸

⃝局 レボフロキサシン点眼液
灸.救％「ニットー」

灸.救％吸客 弓吸.朽灸

⃝局 レボフロキサシン点眼液
灸.救％「ニプロ」

灸.救％吸客 弓吸.朽灸

⃝局 レボフロキサシン点眼液
灸.救％「ファイザー」

灸.救％吸客 弓吸.朽灸

⃝局 レボフロキサシン点眼液
灸.救％「ＹＤ」

灸.救％吸客 弓吸.朽灸

⃝局 レボフロキサシン点眼液
灸.救％「わかもと」

灸.救％吸客 弓吸.朽灸

⃝局 レボフロキサシン点眼液
吸.救％「ＦＦＰ」

吸.救％吸客 急吸.朽灸

⃝局 レボフロキサシン点眼液
吸.救％「科研」

吸.救％吸客 急吸.朽灸

⃝局 レボフロキサシン点眼液

吸.救％「杏
きよう

林」

吸.救％吸客 弓吸.救灸

⃝局 レボフロキサシン点眼液
吸.救％「タカタ」

吸.救％吸客 弓吸.救灸

⃝局 レボフロキサシン点眼液
吸.救％「ＴＳ」

吸.救％吸客 弓吸.救灸

⃝局 レボフロキサシン点眼液
吸.救％「テバ」

吸.救％吸客 急吸.朽灸

⃝局 レボフロキサシン点眼液
吸.救％「日新」

吸.救％吸客 弓吸.救灸

⃝局 レボフロキサシン点眼液
吸.救％「ファイザー」

吸.救％吸客 弓吸.救灸

⃝局 レボフロキサシン点眼液
吸.救％「ＹＤ」

吸.救％吸客 弓吸.救灸

レボフロキサシン吸.救％吸客
点眼液

吸.救％吸客 宮吸.吸灸

レルベア吸灸灸エリプタ吸急吸
入用

吸急吸入吸キット 宮,急泣求.朽灸

レルベア吸灸灸エリプタ弓灸吸
入用

弓灸吸入吸キット 救,吸泣宮.宮灸

レルベア宮灸灸エリプタ吸急吸
入用

吸急吸入吸キット 宮,求弓汲.急灸

レルベア宮灸灸エリプタ弓灸吸
入用

弓灸吸入吸キット 救,求汲吸.急灸

(ろ)

ロキソニンゲル吸％ 吸％吸ℊ 弓.泣灸

ロキソニンテープ救灸㎎ 求㎝×吸灸㎝吸枚 吸朽.求灸

ロキソニンテープ吸灸灸㎎ 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 宮急.急灸

ロキソニンパップ吸灸灸㎎ 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 宮急.急灸

ロキソプロフェン Na外用ポ
ンプスプレー吸％「ＴＣＫ」

吸％吸ℊ 朽.吸灸

ロキソプロフェン Na外用ポ
ンプスプレー吸％「ＹＤ」

吸％吸ℊ 朽.吸灸

ロキソプロフェン Naゲル
吸％「ＮＰ」

吸％吸ℊ 宮.朽灸

ロキソプロフェン Naゲル
吸％「ＪＧ」

吸％吸ℊ 宮.朽灸

ロキソプロフェン Naゲル
吸％「ラクール」

吸％吸ℊ 宮.朽灸

ロキソプロフェン Na テープ
救灸㎎「三友」

求㎝×吸灸㎝吸枚 吸宮.弓灸

ロキソプロフェン Na テープ
吸灸灸㎎「アメル」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na テープ
吸灸灸㎎「ＥＥ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na テープ
吸灸灸㎎「ＮＰ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na テープ
吸灸灸㎎「ＦＦＰ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na テープ
吸灸灸㎎「科研」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na テープ
吸灸灸㎎「ＱＱ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na テープ

吸灸灸㎎「杏
きよう

林」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na テープ
吸灸灸㎎「三友」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na テープ
吸灸灸㎎「三和」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na テープ
吸灸灸㎎「ＪＧ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na テープ
吸灸灸㎎「タカタ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na テープ
吸灸灸㎎「トーワ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na テープ
吸灸灸㎎「久光」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na テープ

吸灸灸㎎「三笠
かさ

」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na テープ
吸灸灸㎎「ユートク」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na テープ
吸灸灸㎎「ラクール」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na テープ
吸灸灸㎎「ＹＤ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸
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ロキソプロフェン Na パップ
吸灸灸㎎「ＮＰ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na パップ
吸灸灸㎎「ＱＱ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na パップ

吸灸灸㎎「杏
きよう

林」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na パップ
吸灸灸㎎「三和」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na パップ
吸灸灸㎎「ＪＧ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na パップ
吸灸灸㎎「タカタ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na パップ
吸灸灸㎎「テイコク」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na パップ
吸灸灸㎎「トーワ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na パップ

吸灸灸㎎「三笠
かさ

」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na パップ
吸灸灸㎎「ラクール」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na パップ
吸灸灸㎎「ＹＤ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェン Na パップ

宮灸灸㎎「三笠
かさ

」

宮灸㎝×吸急㎝吸枚 弓宮.吸灸

ロキソプロフェン Na パップ
宮灸灸㎎「ラクール」

宮灸㎝×吸急㎝吸枚 弓宮.吸灸

ロキソプロフェンナトリウム
テープ救灸㎎「タイホウ」

求㎝×吸灸㎝吸枚 吸宮.弓灸

ロキソプロフェンナトリウム
テープ吸灸灸㎎「ケミファ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェンナトリウム
テープ吸灸灸㎎「タイホウ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェンナトリウム
テープ吸灸灸㎎「日医工」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェンナトリウム
パップ吸灸灸㎎「ケミファ」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェンナトリウム
パップ吸灸灸㎎「日医工」

吸灸㎝×吸急㎝吸枚 吸求.吸灸

ロキソプロフェンナトリウム
（救灸㎎）求㎝×吸灸㎝貼付剤

求㎝×吸灸㎝吸枚 吸宮.弓灸

ロコアテープ 吸灸㎝×吸急㎝吸枚 弓泣.求灸

ロコイドクリーム灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 吸吸.吸灸

ロコイド軟膏
こう

灸.吸％ 灸.吸％吸ℊ 吸吸.吸灸

ローズ油 吸客 救急.灸灸

ロゼックスゲル灸.求救％ 灸.求救％吸ℊ 吸灸宮.弓灸

⃝局 ロートエキス・タンニン坐
ざ

剤 吸個 宮救.泣灸

ロナセンテープ宮灸㎎ 宮灸㎎吸枚 宮救汲.吸灸

ロナセンテープ弓灸㎎ 弓灸㎎吸枚 弓求泣.汲灸

ロナセンテープ急灸㎎ 急灸㎎吸枚 急汲灸.求灸

ロメフロン耳科用液灸.弓％ 灸.弓％吸客 吸吸弓.吸灸

ロメフロン点眼液灸.弓％ 灸.弓％吸客 吸吸灸.求灸

ロメフロンミニムス眼科耳科
用液灸.弓％

灸.弓％灸.救客吸個 弓朽.宮灸

(わ)

ワコビタール坐
ざ

剤吸救 吸救㎎吸個 弓吸.急灸

ワコビタール坐
ざ

剤弓灸 弓灸㎎吸個 急宮.汲灸

ワコビタール坐
ざ

剤救灸 救灸㎎吸個 救急.吸灸

ワコビタール坐
ざ

剤吸灸灸 吸灸灸㎎吸個 朽泣.灸灸

ワンクリノン腟
ちつ

用ゲル泣灸㎎ 泣灸㎎吸管 吸,灸汲弓.汲灸

⃝麻 ワンデュロパッチ灸.汲急㎎ 灸.汲急㎎吸枚 救灸灸.弓灸

⃝麻 ワンデュロパッチ吸.求㎎ 吸.求㎎吸枚 泣救朽.灸灸

⃝麻 ワンデュロパッチ弓.急㎎ 弓.急㎎吸枚 吸,汲灸灸.求灸

⃝麻 ワンデュロパッチ救㎎ 救㎎吸枚 宮,弓朽朽.求灸

⃝麻 ワンデュロパッチ朽.求㎎ 朽.求㎎吸枚 弓,弓宮汲.救灸

第急部 歯 科 用 薬 剤

品 名 規格単位 薬価

円

注 射 薬

エピリド配合注歯科用カート
リッジ吸.汲客

吸.汲客吸管 朽朽.救灸

オーラ注歯科用カートリッジ
吸.灸客

吸客吸管 朽泣.朽灸

オーラ注歯科用カートリッジ
吸.汲客

吸.汲客吸管 求弓.宮灸

キシレステシンＡ注射液（カ
ートリッジ）

吸.汲客吸管 求泣.朽灸

歯科用キシロカインカートリ
ッジ

吸.汲客吸管 求泣.朽灸

歯科用シタネスト−オクタプ
レシンカートリッジ

吸.汲客吸管 求吸.求灸

⃝局 スキャンドネストカートリッ
ジ弓％

弓％吸.汲客吸管 吸吸弓.救灸

外 用 薬 (吸)

オキシテトラコーン歯科用挿
入剤救㎎

救㎎吸個 吸求.宮灸

サージカルパック口腔
くう

用 散剤(液剤を含む)
吸ℊ

朽朽.朽灸

歯科用ＴＤゼット液 吸客 宮泣泣.宮灸

歯科用ＴＤゼット・ゼリー 吸ℊ 弓吸灸.宮灸

ジンジカインゲル宮灸％ 吸ℊ 朽求.泣灸

テトラサイクリン・プレステ

ロン歯科用軟膏
こう

吸ℊ 弓救弓.吸灸

ネオザロカインパスタ 吸ℊ 吸吸求.汲灸

ハリケインゲル歯科用宮灸％ 吸ℊ 朽求.泣灸

ハリケインリキッド歯科用
宮灸％

吸ℊ 朽求.泣灸

ビーゾカイン歯科用ゼリー
宮灸％

吸ℊ 朽求.泣灸

ヒノポロン口腔
くう

用軟膏
こう

吸ℊ 吸求救.泣灸

プロネスパスタアロマ 吸ℊ 汲泣.泣灸

ペリオクリン歯科用軟膏
こう

吸灸㎎灸.救ℊ吸シリンジ 朽灸汲.灸灸

ミノサイクリン塩酸塩吸灸㎎

灸.救ℊ軟膏
こう

吸灸㎎灸.救ℊ吸シリンジ 急灸朽.泣灸

外 用 薬 (宮)

デンターグル含嗽
そう

用散宮灸㎎
／包

FRM宮灸㎎吸包 宮灸.汲灸

ネオステリングリーンうがい
液灸.宮％

吸客 救.急灸

ベンゼトニウム塩化物うがい
液灸.宮％「ＫＹＳ」

吸客 急.救灸

リグロス歯科用液キット
朽灸灸㎍

朽灸灸㎍吸キット 宮吸,灸救弓.求灸

リグロス歯科用液キット
吸宮灸灸㎍

吸,宮灸灸㎍吸キット 宮汲,弓吸求.汲灸
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