薬局在庫一覧 （アイウエオ順）
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医薬品名
【栄】食塩（△0.5g/包）
【栄】食塩（★2g/包）
【栄】食塩（1g/包）
【持】サンリズムカプセル50mg
【臨】コロネル細粒83.3%
【臨】ゾルトファイ配合注ﾌﾚｯｸｽ
ﾀｯﾁ
【臨】ドパミン塩酸塩１００ｍｇ注射
液
【臨】ドプスOD錠100mg
【臨】バラシクロビル錠500mg
【臨】フサン注射用50
【臨】メトリジン錠 ２mg
50%ブドウ糖液 ２０mL
d-クロルフェニラミン錠2mg
MS冷シップ100g「タイホウ」
PL配合顆粒1g/包
アーチスト錠2.5mg
アクトシン軟膏3%（30g/本）
アシクロビル錠４００ｍｇ
アシクロビル注２５０ｍｇ
アジスロマイシン錠250mg
アストミン錠10mg
アズノール軟膏０．０３３％(20g)
アスパラギン酸カリウム注
10mEq/10mL
アセトアミノフェン坐剤小児用
200mg
アゾテシン点眼液0.02%（5mL）
アタラックス-Pカプセル25mg
アタラックスP注25mg
アテノロール錠２５ｍｇ
アドナ錠３０ｍｇ
アドナ静注用５０ｍｇ/10mL
アプリンジン塩酸塩カプセル
20mg
アミオダロン塩酸塩錠１００ｍｇ
アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ
アミファーゲンP注20ml
アムロジピンOD錠5mg
アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ
アルファカルシドール0.5μｇ
アルブミナー25%静注50mL
アルプロスタジル注10μg
アレビアチン錠100mg
アレビアチン注250mg
アレベール吸入用溶解液
0.125%(100mL)
アレンドロン酸点滴静注バッグ
900μｇ
アローゼン顆粒(0.5g/包)
アロプリノール錠１００ｍｇ
アンブロキソール錠15mg
アンペック坐剤１０ｍｇ
イソプロパノール消毒B液70%
イミダフェナシン錠0.1mg
インジゴカルミン注20mg

0.51
0.51
0.51
53.6
18.1
5121

その他の調剤用薬
その他の調剤用薬
その他の調剤用薬
不整脈用剤
その他の消化器官用薬
糖尿病用剤

97 強心剤
44.9 抗パーキンソン剤
97.6 抗ウイルス剤
644 他に分類されない代謝性医
薬品
20.7 血管収縮剤
99 糖類剤
5.7 抗ヒスタミン剤
0.86 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
6.5 総合感冒剤
16.6 血圧降下剤
38.1 その他の外皮用薬
39.6 抗ウイルス剤
417 抗ウイルス剤
69.1 主としてグラム陽性菌，マイコ
プラズマに作用するもの
5.7 鎮咳剤
2.52 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
168 無機質製剤
20.3 解熱鎮痛消炎剤
88.8
5.9
57
5.9
9
59
21.8

眼科用剤
精神神経用剤
精神神経用剤
不整脈用剤
止血剤
止血剤
不整脈用剤

98 不整脈用剤
97 主としてグラム陰性菌に作用
するもの
57 肝臓疾患用剤
10.8 血管拡張剤
10.1 主とLてグラム陽性・陰性菌に
作用するもの
5.9 ビタミンA及びD剤
4193 血液製剤類
928 その他の循環器官用薬
12.9 抗てんかん剤
124 抗てんかん剤
5.2 気管支拡張剤
1196 他に分類されない代謝性医
薬品
6.5 下剤，浣腸剤
7.8 痛風治療剤
5.7 去たん剤
320.1 あへんアルカロイド系麻薬
0.45 外皮用殺菌消毒剤
23.7 その他の泌尿生殖器及び肛
門用薬
245 機能検査用試薬
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インドメタシンゲル1%(50g/本)
イントラリポス輸液20%100mL
インフルエンザワクチン(4価)
インフルエンザワクチン(4価シリ
ンジ)
ウルソデオキシコール酸錠
100mg
ウレパールクリーム10%(20g)
ウロナーゼ静注用６万単位
エイムゲン
エコリシン眼軟膏（3.5g/本）
エチゾラム錠0.5mg
エナラプリル錠5mg
エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ
エピペン注射液0.3mg
エフェドリン注40mg1ml
エブランチルカプセル15mg
エホチール注１０mg/mL
エルカルチンＦＦ静注
1000mg/5mLシリンジ
エレンタール配合内用剤(80g/P)
エンシュア・リキッド
オイパロミン３００注シリンジ
61.24%(100mL)
オイラックスHクリーム(5g)
オイラックスクリーム10g
オーグメンチン配合錠250RS
オセルタミビルカプセル75mg
オプソ内服液５ｍｇ ２．５ｍＬ
オフロキサシン点眼液0.3%5mL
オメプラゾール注20mg
オルセノン軟膏0.25%（30g/本）
カーボスター透析剤L(9L)
ガスコンドロップ内用液
2%(300mL)
ガスサール ４０ｍｇ
ガスチーム散2万単位・0.5g/包）
ガストログラフイン経口・注腸用
(100mL)
ガベキサートメシル酸塩注射用
１００ｍｇ
カモスタット錠１００ｍｇ
カリメート経口液20％（25g）
カルチコール注8.5%(5mL)
カルバマゼピン錠100mg
カルベジロール錠10mg
カルボシステイン錠２５０mg
カロナール錠300mg
カンレノ酸カリウム静注用100mg
キシロカイン2%〔静注用〕
(5mL/A)
キシロカインゼリー２％(30ml/本)
キシロカインビスカス２％
(100mL）
キシロカインポンプスプレー８％
(80g)
キシロカイン注ポリアンプ
1%(5mL)
キドミン輸液200mL

2.2
817
0
0

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
その他の滋養強壮薬
ワクチン類
ワクチン類

6.6 利胆剤
5 皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含
む）
4025 酵素製剤
0 ワクチン類
67.8 眼科用剤
6.4 精神神経用剤
10.1 血圧降下剤
695 男性ホルモン剤
9810 副腎ホルモン剤
94 鎮咳剤
14.1 血圧降下剤
59 強心剤
969 他に分類されない代謝性医
薬品
5.86 たん白アミノ酸製剤
0.59 たん白アミノ酸製剤
3348 Ⅹ線造影剤
12.7 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
3.86 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
45.7 主とLてグラム陽性・陰性菌に
作用するもの
114.4 抗ウイルス剤
114.5 あへんアルカロイド系麻薬
73.2 眼科用剤
206 消化性潰瘍用剤
44.2 その他の外皮用薬
3474 人工腎臓透析用剤
3.5 止しゃ剤，整腸剤
5.7 止しゃ剤，整腸剤
105.2 他に分類されない治療を主
目的としない医薬品
12.9 Ⅹ線造影剤
119 他に分類されない代謝性医
薬品
7.5 他に分類されない代謝性医
薬品
66.1 その他の循環器官用薬
59 カルシウム剤
5.7 抗てんかん剤
12.2 血圧降下剤
5.7 去たん剤
6.8 解熱鎮痛消炎剤
119 利尿剤
94 局所麻酔剤
6.8 局所麻酔剤
5.3 局所麻酔剤
21.5 局所麻酔剤
59 局所麻酔剤
439 たん白アミノ酸製剤

医薬品名
キュバール100エアゾール
15mg8.7ｇ
キンダリー透析剤4E（A,B）
クエチアピン錠25mg
クエン酸第一鉄Na錠５０ｍｇ
グラクティブ錠５０ｍｇ
グラマリール錠25mg
クラリスロマイシン錠200
グリセリン浣腸液50% ６０ｍL
グリメピリド錠1mg
クリンダマイシン注300mg
グルコンサンK細粒4mEq(1g/包)
クロベタゾールﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ
軟膏0.05%(5g)
ケイツーN静注10mg
ケイツーシロップ0.2%(2mg/1mL)
ゲーベンクリーム１０％(100g)
ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内
用水懸注４０ｍｇ／１ｍ
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏
0.1%(10g)
コタロー補中益気湯エキス細粒
(4ｇ/包)
コデインリン酸塩散10%
コントミン錠25mg
サイレース静注２ｍｇ
サリベートエアゾール５０ｇ
サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍ
ｇ
シーパラ注 ２ｍＬ
ジギラノゲン注0.4mg/2mL
ジクロフェナクNa坐剤25mg
ジゴキシン錠0.125mg
ジソピラミドカプセル１００ｍｇ
ジピリダモール錠２５ｍｇ
ジフルプレドナート軟膏0.05%
（5g）
シプロフロキサシン錠100mg
シメチジン注200mg/2mL
ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ
シロスタゾール錠１００ｍｇ
スクロードパスタ
スチックゼノールA(40g/本)
スピリーバ2.5μgレスピマット(60
吸入）
スピロノラクトン錠２５ｍｇ
スルバシリン静注用1.5g
セファゾリン注射用１g
セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ
セルシン錠2mg
セレネース注射液５ｍｇ ０．５％
１ｍＬ
センノシド錠12mg
ソセゴン注15mg
ゾニサミド錠100mg
ソル・コーテフ注射用100mg
ソル・メドロール注125
ソルデム１輸液２００ｍL

2345.9 気管支拡張剤
1667
10.1
5.7
120
15.8
20.7
107.7
10.1
128
7.7
8.5
69
25.3
12.8
800

人工腎臓透析用剤
精神神経用剤
無機質製剤
糖尿病用剤
その他の中枢神経系用薬
主としてグラム陽性菌，マイコ
プラズマに作用するもの
下剤，浣腸剤
糖尿病用剤
主としてグラム陽性菌に作用
するもの
無機質製剤
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
ビタミンK剤
ビタミンK剤
化膿性疾患用剤
副腎ホルモン剤

11 化膿性疾患用剤
11.1 漢方製剤
149.8
9.4
137
474.4
35.9

あへんアルカロイド系麻薬
精神神経用剤
催眠鎮静剤，抗不安剤
その他の消化器官用薬
その他の血液・体液用薬

57 混合ビタミン剤（ビタミンA・D
混合製剤を除く）
126 強心剤
20.3 解熱鎮痛消炎剤
9.8 強心剤
15 不整脈用剤
5.8 血管拡張剤
10.5 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
17
57
5.7
17.2
9
4.25
3947.3

合成抗菌剤
消化性潰瘍用剤
血管拡張剤
その他の血液・体液用薬
その他の外皮用薬
鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
気管支拡張剤

5.7 利尿剤
422 主とLてグラム陽性・陰性菌に
作用するもの
263 主とLてグラム陽性・陰性菌に
作用するもの
250 主とLてグラム陽性・陰性菌に
作用するもの
6 催眠鎮静剤，抗不安剤
91 精神神経用剤
5.1
59
13.2
281
652
124

下剤，浣腸剤
解熱鎮痛消炎剤
抗てんかん剤
副腎ホルモン剤
副腎ホルモン剤
血液代用剤
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ソルデム１輸液５００ｍL
ソルデム３A輸液２００ｍL
ソルデム３A輸液５００ｍL
ソルデム３PG輸液５００ｍL
ゾルピデム酒石酸塩錠５mg
ダイフェン配合錠
タケキャブ錠20mg
タミフルカプセル ７５ｍｇ
タムスロシンOD錠0.2mg
タリビッド耳科用液0.3%（5ml）
タルチレリンOD錠5mg
ダルテパリンNa静注5000単位
/20mLシリンジ
ダルベポエチンｱﾙﾌｧ注１０μgｼ
ﾘﾝｼﾞ
ダルベポエチンｱﾙﾌｧ注１２０μg
シリンジ
ダルベポエチンｱﾙﾌｧ注２０μg

血液代用剤
血液代用剤
血液代用剤
血液代用剤
催眠鎮静剤，抗不安剤
その他の化学寮法剤
消化性潰瘍用剤
抗ウイルス剤
その他の泌尿生殖器及び肛
門用薬
111.2 耳鼻科用剤
292.5 その他の中枢神経系用薬
647 血液凝固阻止剤
155
155
155
194
10.1
14.6
157.9
242.2
21.4

1125 他に分類されない代謝性医
薬品
8931 他に分類されない代謝性医
薬品
1972 他に分類されない代謝性医
薬品
2825 他に分類されない代謝性医
薬品
3448 他に分類されない代謝性医
薬品
4975 他に分類されない代謝性医
薬品
21.1 骨格筋弛緩剤
7 止しゃ剤，整腸剤
51 眼科用剤
9.8 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
10.4 漢方製剤
9 漢方製剤

ダルベポエチンｱﾙﾌｧ注３０μｇｼ
ﾘﾝｼﾞ
ダルベポエチンｱﾙﾌｧ注４０μｇｼ
ﾘﾝｼﾞ
ダルベポエチンｱﾙﾌｧ注６０μｇｼ
ﾘﾝｼﾞ
ダントリウムカプセル２５ｍｇ
タンニン酸アルブミン
チモロール点眼液0.25%
チラーヂンS錠50μg
ツムラ清肺湯エキス顆粒(3ｇ/包)
ツムラ大建中湯エキス顆粒
（2.5g/包）
ツムラ抑肝散加陳皮半夏
14.6 漢方製剤
(2.5g/P)
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒
6.9 漢方製剤
(2.5g/P)
ツロブテロールテープ２ｍｇ
25.9 気管支拡張剤
デキサート注射液1.65mg/0.5mL
57 副腎ホルモン剤
デキサンVG軟膏0.12%（5g）
27.7 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
デスパコーワ口腔用クリーム(5g)
29.4 その他の消化器官用薬
デトキソール静注液10%20mL
420 解毒剤
デュロテップＭＴパッチ２．１ｍｇ 1649.6 合成麻薬
デュロテップＭＴパッチ４．２ｍｇ 2956.8 合成麻薬
テルビナフィン塩酸塩クリーム
11.4 寄生性皮ふ疾患用剤
1%(10g)
テルビナフィン塩酸塩外用液
11.4 寄生性皮ふ疾患用剤
1%(10g)
テルビナフィン錠１２５ｍｇ
40.9 その他の化学寮法剤
デルモゾールGローション（１０ｍ
27.7 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
L)
トアラセット配合錠
9.8 解熱鎮痛消炎剤
ドキサゾシン錠1mg
10.1 血圧降下剤
ドグマチール錠50mg
10.3 消化性潰瘍用剤
ドネペジル塩酸塩OD錠５ｍｇ
38.1 その他の中枢神経系用薬
トラベルミン配合錠
5.9 鎮暈剤
トランサミンカプセル250mg
10.1 止血剤
トランサミン注10%(1g/10mL)
108 止血剤
トリクロルメチアジド錠２ｍｇ
6.2 利尿剤
トリヘキシフェニジル錠２ｍｇ
8.8 抗パーキンソン剤
トレーランG75g
205.2 その他の診断用薬（体外診断
用医薬品を除く）
ドロキシドパカプセル100mg
35.5 抗パーキンソン剤
トロンビン液1万単位 ソフトボト 1176.9 止血剤
ル

医薬品名
ドンペリドン錠10ｍｇ
ナファモスタット注射用50mg
ナフトピジルOD錠75mg

5.9 その他の消化器官用薬
352 他に分類されない代謝性医
薬品
20.6 その他の泌尿生殖器及び肛
門用薬
334.9 その他の中枢神経系用薬
908 呼吸促進剤

ナルフラフィンｶﾌﾟｾﾙ2.5μg
ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ
/1mL
ニカルジピン注射液 【2mg】
94 血圧降下剤
ニカルジピン注射液１０mg
110 血圧降下剤
ニトレンジピン錠5mg
9.8 血管拡張剤
ニトログリセリン静注5mg/10mL
235 血管拡張剤
ニトロペン舌下錠0.3mg
11.7 血管拡張剤
ニフェジピンL錠10mg
5.7 血管拡張剤
ニューモバックスNPｼﾘﾝｼﾞ0.5mL
4735 ワクチン類
ネオ メドロールEE軟膏
46.6 眼科用剤
ネオフィリン錠１００ｍｇ
5.9 強心剤
ネオフィリン注PL250mg
92 強心剤
（2.5%10mL）
ノイロトロピン錠4単位
28.9 解熱鎮痛消炎剤
ノバミン5mg
9.8 精神神経用剤
ノルアドリナリン注1mg(0.1%1mL)
94 副腎ホルモン剤
ノルスパンテープ５ｍｇ
1579.4 解熱鎮痛消炎剤
パーサビブ静注透析用5mg
1124 他に分類されない代謝性医
薬品
ハイカリックRF輸液500mL
418 糖類剤
バッサミン配合錠Ａ８１
5.7 その他の血液・体液用薬
バラマイシン軟膏(BTRC250単位
6 化膿性疾患用剤
FRM2mg)
バルサルタン錠80mg
18.2 血圧降下剤
バルプロ酸ナトリウム細粒
10.5 抗てんかん剤
20%(1g/包)
バルプロ酸ナトリウム細粒20%（ﾊﾞ
10.5 抗てんかん剤
ﾗ)
パルミコート吸入液０．２５ｍｇ
145.4 その他の呼吸器官用薬
/2mL
ハロペリドール錠0.75mg
6 精神神経用剤
バンコマイシン塩酸塩【散】0.5g
860.8 主としてグラム陽性菌に作用
するもの
バンコマイシン点滴静注用０．５ｇ
681 主としてグラム陽性菌に作用
するもの
パンテチン注200mg/2mL
57 ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除
く〕
パントシン錠100mg
7.6 ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除
く〕
ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mL 115.2 眼科用剤
ビーフリード輸液500mL
490 たん白アミノ酸製剤
ピオグリタゾン錠15mg
12 糖尿病用剤
ヒカリレバン注 ２００ｍＬ
358 たん白アミノ酸製剤
ビカルタミド錠80mg
166.9 その他の腫瘍用薬
ピコスルファートナトリウム内用液
8.1 下剤，浣腸剤
0.75%
ヒシセオール配合点滴静注
209 その他の循環器官用薬
200ml
ビダラビン軟膏3%（5g/本）
88.6 抗ウイルス剤
ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ
220 主とLてグラム陽性・陰性菌に
作用するもの
ビホナゾールクリーム1%（10g）
9.2 寄生性皮ふ疾患用剤
ピモベンダン錠1.25mg
44.7 強心剤
ヒューマリンR注（100単位/mL）
257 その他のホルモン剤（抗ホル
モン剤を含む）
ヒューマログ注ミリオペン
1283 その他のホルモン剤（抗ホル
モン剤を含む）
ピルシカイニド塩酸塩カプセル
26 不整脈用剤
５０ｍｇ
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ピレノキシン懸濁性点眼液
64.9 眼科用剤
0.005%（5mL）
ファモチジンOD錠20mg
10.1 消化性潰瘍用剤
フェジン静注４０ｍｇ ２ｍＬ
90 無機質製剤
フェノフィブラートカプセル１００ｍ
11.6 高脂血症用剤
ｇ
フスコデ配合シロップ
3.6 鎮咳剤
ブスコパン注20mg
59 鎮けい剤
ブチルスコポラミン臭化物錠１０
5.5 鎮けい剤
ｍｇ
ブデホル吸入粉末剤60吸入
1845.1 その他の呼吸器官用薬
ブドウ糖
0 糖類剤
ブドウ糖注５％PL２０ｍL「フソー」
66 糖類剤
フラジール【腟錠】２５０ｍｇ
36.2 生殖器官用剤（性病予防剤を
含む)
フラジール内服錠250mg
36.2 抗原虫剤
プラノプロフェン点眼液０．１％
17.9 眼科用剤
（５ｍL)
プリビナ液０．０５％
4 耳鼻科用剤
プリンペラン注2ml
58 その他の消化器官用薬
フルカリック1号輸液903mL
827 たん白アミノ酸製剤
フルカリック２号輸液【1504.5mL】
1194 たん白アミノ酸製剤
フルカリック2号輸液1003mL
881 たん白アミノ酸製剤
フルコナゾールカプセル５０ｍｇ
125.4 その他の化学寮法剤
フルニトラゼパム錠1mg
5.7 催眠鎮静剤，抗不安剤
フルボキサミン錠25mg
10.1 精神神経用剤
フルマゼニル注0.5mg
1144 呼吸促進剤
プレドニゾロン錠5mg
9.8 副腎ホルモン剤
フロセミド錠【２０mg】
6.1 利尿剤
フロセミド錠40mg
6.4 利尿剤
フロセミド注射液２０ｍｇ
58 利尿剤
ブロチゾラムOD錠0.25mg
10.1 催眠鎮静剤，抗不安剤
プロピベリン塩酸塩10mg
15 その他の泌尿生殖器及び肛
門用薬
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液
6.6 去たん剤
0.2%(45mL)
ブロメライン軟膏5万単位/g
19.8 酵素製剤
（20g/本）
フロモックス錠１００ｍｇ
41.1 主とLてグラム陽性・陰性菌に
作用するもの
ベネトリン吸入液0.5%(30mL)
19.8 気管支拡張剤
ヘパアクト配合顆粒（4.74g/包）
82.1 たん白アミノ酸製剤
ヘパフラッシュ10単位/mLシリン
68 血液凝固阻止剤
ジ5mL
ヘパリンNa注N5000単位/5mL
156 血液凝固阻止剤
ヘパリンＮａ透析用２５０Ｕ/mLシ
170 血液凝固阻止剤
リンジ20mL
ヘブスブリンIH静注1000単位
35976 血液製剤類
/5mL
ヘプタバックス-2水性懸濁注ｼﾘ
2460 ワクチン類
ﾝｼﾞ０．５mL
ペミロラストK錠10mg
28.5 その他のアレルギー用薬
ベムリディ錠25mg
946.5 抗ウイルス剤
ヘモポリゾン軟膏(2g)
11.7 痔疾用剤
ベラプロストＮａ錠２０μｇ
15 その他の血液・体液用薬
ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ
10.1 糖尿病用剤
ホスホマイシンNa静注用２ｇ
863 主とLてグラム陽性・陰性菌に
作用するもの
ボスミン注0.1% 1mg/1mL
94 副腎ホルモン剤
ポトレンド配合散
6.8 痛風治療剤
ボラザG坐剤
28.3 痔疾用剤
ポララミン注5mg
59 抗ヒスタミン剤
ポリカルボフィル細粒
15.2 その他の消化器官用薬
83.3%(0.6g/包)

医薬品名
ホリゾン注10mg
ボンビバ静注１ｍｇシリンジ
マキサカルシトール静注透析用
５μｇ/mL
マドパー配合錠
ミダゾラム注１０ｍｇ/2mL
ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ
ミネリック-5注シリンジ2mL
ミノサイクリン点滴静注用100mg
ミヤBM錠
ミルセラ注シリンジ１２．５μg

82 催眠鎮静剤，抗不安剤
4227 他に分類されない代謝性医
薬品
306 ビタミンA及びD剤
22.2
92
10.3
167
146
5.7
2851

ミルセラ注ｼﾘﾝｼﾞ２００μg

26078

ミルセラ注シリンジ２５μｇ

5109

ミルセラ注シリンジ５０μｇ

8872

ミルタザピン錠１５ｍｇ
メキシレチン塩酸塩カプセル
50mg
メコバラミン錠500μg

32.2
5.9

メチコバール注500μg
メトトレキサートカプセル２ｍｇ
メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇMT
メマンチンOD錠１０ｍｇ
メルカゾール錠５ｍｇ
メロペネム点滴静注用0.25g
モサプリド錠5mg
モルヒネ塩酸塩注10mg/1mL
モンテルカスト錠10mg
ヤクバンテープ４０
（10cm×14cm)(7枚）
ユービット錠１００ｍｇ

抗パーキンソン剤
催眠鎮静剤，抗不安剤
血管収縮剤
無機質製剤
主としてグラム陽性・陰性菌，
リケッチア，クラミジアに作用
するもの
止しゃ剤，整腸剤
他に分類されない代謝性医
薬品
他に分類されない代謝性医
薬品
他に分類されない代謝性医
薬品
他に分類されない代謝性医
薬品
精神神経用剤
不整脈用剤

5.7 ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除
く〕
102 ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除
く〕
67.8 他に分類されない代謝性医
薬品
10.1 糖尿病用剤
62 その他の中枢神経系用薬
9.8 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
391 主とLてグラム陽性・陰性菌に
作用するもの
10.1 その他の消化器官用薬
305 あへんアルカロイド系麻薬
19.9 その他のアレルギー用薬
17.1 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

2653.5 その他の診断用薬（体外診断
用医薬品を除く）
ラクテックＧ輸液 ５００ｍL
204 血液代用剤
ラコールＮＦ配合経腸用液
0.67 たん白アミノ酸製剤
ラックビー微粒N 1% (1g/包)
6.3 止しゃ剤，整腸剤
ラピアクタ点滴静注液バッグ３００
6331 抗ウイルス剤
ｍｇ/60mL
ランソプラゾールOD錠15mg
16.4 消化性潰瘍用剤
ランタス注ソロスター
1514 その他のホルモン剤（抗ホル
モン剤を含む）
リーゼ錠5mg
6.4 精神神経用剤
リオレサール錠５ｍｇ
13 鎮けい剤
リクシアナOD錠60mg
416.8 血液凝固阻止剤
リスペリドン錠１mg
10.1 精神神経用剤
リスペリドン内用液分包０．５ｍｇ
17.7 精神神経用剤
リドカインテープ１８ｍｇ
31.8 局所麻酔剤
リボトリール錠0.5
9.3 抗てんかん剤
リュープリンＰＲＯ注射用キット
75823 その他のホルモン剤（抗ホル
モン剤を含む）
２２．５ｍｇ
リンデロンV軟膏(5g/本)
21.6 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
ルパフィン錠10mg
54.9 その他のアレルギー用薬
レバミピド錠１００ｍｇ
10.1 消化性潰瘍用剤
レボフロキサシン錠２５０ｍｇ
32 合成抗菌剤
ロキソプロフェン錠60mg
9.8 解熱鎮痛消炎剤
ロスバスタチン錠2.5mg
8.6 高脂血症用剤
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ワイスタール配合静注用1g
ワソラン錠40mg
ワソラン静注5mg(0.25%2mL)
ワルファリンK錠【0.5mg】
ワルファリンK錠1mg
亜鉛華軟膏｢ホエイ」
一硝酸イソソルビド錠２０mg
一般診断用精製ツベルクリン
(PPD)1人用0.25μg溶解液
塩酸ドパミン注キット600(200mL)
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチ
ン
球形吸着炭細粒(2g/包)
酸化マグネシウム（0.33g）
硝酸イソソルビドテープ40mg
新レシカルボン坐剤
親水クリーム（500ｇ）
生食CMX20mL
生食注シリンジ１０ｍL「オーツ
カ」
生理食塩液「ヒカリ」100mL
生理食塩液ＰＬ「フソー」 ５０ｍＬ
大塚食塩注10%20mL
大塚生食注500mL(細口)
大塚生食注500mL(点滴用)
大塚糖液５％ １００ｍＬ
大塚糖液5%500mL
炭酸水素Ｎａ静注７％PL20mL
注射用水20mL
注射用水500mL(細口)大塚
注射用水バッグ１L「フソー」
沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ
沈降破傷風ワクチン（破トキ）
0.5mL
白色ワセリン500g
風しんワクチン
麻しんワクチン
麻しん風しんﾜｸﾁﾝ（ﾐｰﾙﾋﾞｯｸ1人
分）
硫酸アトロピン注0.5mg
硫酸ポリミキシンB散５０万単位

280 主とLてグラム陽性・陰性菌に
作用するもの
7.2 血管拡張剤
232 不整脈用剤
9.8 血液凝固阻止剤
9.8 血液凝固阻止剤
2.29 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
7.7 血管拡張剤
1823 その他の生物学的製剤
1183 強心剤
0 ワクチン類
46.8
1.54
27.1
61.7
2.08
62
97

解毒剤
制酸剤
血管拡張剤
下剤，浣腸剤
軟膏基剤
血液代用剤
血液代用剤

132
130
97
193
193
136
221
96
62
196
220
5.8
644

血液代用剤
血液代用剤
血液代用剤
血液代用剤
血液代用剤
糖類剤
糖類剤
解毒剤
溶解剤
溶解剤
溶解剤
その他の循環器官用薬
毒素及びトキソイド類

2.38
0
0
0

軟膏基剤
ワクチン類
ワクチン類
去たん剤

95 鎮けい剤
349.9 化膿性疾患用剤

