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薬品名 一般名 規格単位 メーカー名 標榜薬効

０．０２５Ｗ／Ｖ％ヂアミトール水 ベンザルコニウム塩化物 ０．０２５％１０ｍＬ 製)日興製薬　販)丸石製薬 殺菌消毒剤

０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水 クロルヘキシジングルコン酸塩 ０．０５％１０ｍＬ 製)日興製薬　販)丸石製薬 殺菌消毒剤

１０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 サリチル酸 １０％１０ｇ 製)東豊薬品　販)日医工　販)メルク製薬　 寄生性皮膚疾患剤

２０Ｗ／Ｖ％マスキン液 クロルヘキシジングルコン酸塩 ２０％１０ｍＬ 製)丸石製薬 殺菌消毒剤

７０％イソプロピルアルコール＊（丸石） イソプロパノール ７０％１０ｍＬ 製)丸石製薬 殺菌消毒剤

ＭＳ温シップ「タイホウ」 パップ剤 １０ｇ 製)岡山大鵬薬品　販)大鵬薬品工業　 鎮痛・消炎パップ剤

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 デカリニウム塩化物 ０．２５ｍｇ１錠 製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 口腔用剤

アクアチムクリーム１％ ナジフロキサシン １％１ｇ 製)大塚製薬 新キノロン系外用抗菌剤

アクトシン軟膏３％ ブクラデシンナトリウム ３％１ｇ 製)ニプロファーマ　販)第一三共　販)マルホ 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

アクリノール外用液０．２％「ヤマゼン」 アクリノール水和物 ０．２％１０ｍＬ 製)山善製薬 殺菌消毒剤

アズノールうがい液４％
アズレンスルホン酸ナトリウム水和

物
４％１ｍＬ 製)日本点眼薬研究所　販)日本新薬 アズレン含嗽液

アズノール軟膏０．０３３％ ジメチルイソプロピルアズレン ０．０３３％１０ｇ 製)日本新薬 炎症性皮膚疾患治療剤

アネトカインゼリー２％ リドカイン塩酸塩 ２％１ｍＬ 製)小林化工　販)ファイザー　販)マイラン製薬　販)和薬 粘滑・表面麻酔剤

アノーロエリプタ３０吸入用
ウメクリジニウム臭化物・ビランテ

ロールトリフェニル酢酸塩
３０吸入１キット 製)グラクソ・スミスクライン ＣＯＰＤ治療配合剤

アンモニア水「ケンエー」 アンモニア水 １０ｍＬ 製)健栄製薬 鎮痒剤

イクセロンパッチ４．５ｍｇ リバスチグミン ４．５ｍｇ１枚 製)ノバルティスファーマ アルツハイマー型認知症治療剤

イソジンシュガーパスタ軟膏 精製白糖・ポビドンヨード １ｇ 製)ムンディファーマ　販)塩野義製薬　 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ
ラニナミビルオクタン酸エステル水

和物
２０ｍｇ１キット 製)第一三共 長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤

インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」
インスリン　グラルギン（遺伝子組

換え）
３００単位１キット 製)日本イーライリリー 持効型溶解インスリンアナログ製剤

ウルティブロ吸入用カプセル
インダカテロールマレイン酸塩・グ

リコピロニウム臭化物
１カプセル 製)ノバルティスファーマ　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 長時間作用性吸入気管支拡張配合剤

エスクレ坐剤「２５０」 抱水クロラール ２５０ｍｇ１個 製)久光製薬　販)エスエス製薬 催眠鎮静剤

エピペン注射液０．３ｍｇ アドレナリン ０．３ｍｇ１筒 製)マイランＥＰＤ　販)ファイザー　販)マイラン製薬 アナフィラキシー補助治療剤

オイラックスＨクリーム ヒドロコルチゾン・クロタミトン １ｇ 製)日新製薬　販)ノバルティスファーマ 鎮痒・消炎剤

オイラックスクリーム１０％ クロタミトン １０％１０ｇ 製)日新製薬　販)ノバルティスファーマ 鎮痒剤

オキシドール「三恵」 オキシドール １０ｍＬ 製)三恵薬品 殺菌消毒剤

オキシフル液３％ オキシドール １０ｍＬ 製)第一三共 殺菌消毒剤

オスバン消毒液１０％ ベンザルコニウム塩化物 １０％１０ｍＬ 製)日本製薬　販)武田薬品工業 殺菌消毒剤

オフロキシン眼軟膏０．３％ オフロキサシン ０．３％１ｇ 製)東亜薬品　販)日東メディック 広範囲抗菌製剤

オフロキシン点眼液０．３％ オフロキサシン ０．３％１ｍＬ 製)東亜薬品　販)テイカ製薬　販)日東メディック 広範囲抗菌点眼剤

オリブ油「ケンエー」 オリブ油 １０ｍＬ 製)健栄製薬 軟膏基剤

オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用 シクレソニド １１．２ｍｇ３．３ｇ１キット 製)帝人ファーマ 吸入ステロイド喘息治療剤

オルベスコ５０μｇインヘラー１１２吸入用 シクレソニド ５．６ｍｇ６．６ｇ１キット 製)帝人ファーマ 吸入ステロイド喘息治療剤

オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ インダカテロールマレイン酸塩 １５０μｇ１カプセル 製)ノバルティスファーマ 長時間作用性吸入気管支拡張剤

カチリ「ホエイ」 フェノール・亜鉛華リニメント １０ｇ 製)マイラン製薬　販)ニプロ　販)ファイザー 鎮痒・収斂・消炎剤

カデックス軟膏０．９％ ヨウ素 ０．９％１ｇ 製)スミス・アンド・ネフュー　　販)日医工　 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

カリーユニ点眼液０．００５％ ピレノキシン ０．００５％５ｍＬ１瓶 製)参天製薬 老人性白内障治療剤

キシロカインポンプスプレー８％ リドカイン １ｇ 製)アスペンジャパン　販)アストラゼネカ 表面麻酔剤

キシロカイン液「４％」 リドカイン塩酸塩 ４％１ｍＬ 製)アスペンジャパン　販)アストラゼネカ 表面麻酔剤

グリセリン「マルイシ」 グリセリン １０ｍＬ 製)丸石製薬　販)ニプロ 調剤用基剤

クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「サワイ」 クロモグリク酸ナトリウム １％２ｍＬ１管 製)沢井製薬 喘息治療剤

ゲーベンクリーム１％ スルファジアジン銀 １％１ｇ 製)田辺三菱製薬 外用感染治療剤
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ケトコナゾールクリーム２％「ＮＲ」 ケトコナゾール ２％１ｇ 製)東光薬品工業　販)日医工 抗真菌剤

ケトプロフェンパップ３０ｍｇ「日医工」 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 製)日医工　販)陽進堂 経皮鎮痛消炎剤

ケンエーＧ浣腸液５０％ グリセリン ５０％４０ｍＬ１個 製)健栄製薬 便秘治療剤

ケンエーＧ浣腸液５０％ グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 製)健栄製薬 便秘治療剤

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「タイヨー」 ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ 製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業 アミノグリコシド系抗生物質

ザーネ軟膏０．５％ ビタミンＡ油 ５０００単位１ｇ 製)サンノーバ　販)エーザイ 外用ビタミンＡ剤

サトウザルベ軟膏１０％ 亜鉛華 １０ｇ 製)佐藤製薬 皮膚疾患治療剤

サリベートエアゾール リン酸二カリウム・無機塩類配合剤 ５０ｇ１個 製)帝人ファーマ 人工唾液

サルタノールインヘラー１００μｇ サルブタモール硫酸塩 ０．１６％１３．５ｍＬ１瓶 製)グラクソ・スミスクライン 定量噴霧式気管支拡張剤

サンコバ点眼液０．０２％ シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 製)参天製薬 調節機能改善点眼剤

ジクロフェナクＮａゲル１％「日本臓器」 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ 製)東光薬品工業　販)日本臓器製薬 経皮鎮痛消炎剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「日医工」 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 製)日医工 鎮痛・解熱・抗炎症剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「日医工」 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 製)日医工 鎮痛・解熱・抗炎症剤

ジフルプレドナート軟膏０．０５％「ＫＮ」 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ 製)小林化工 外用合成副腎皮質ホルモン剤

シムビコートタービュヘイラー６０吸入
ブデソニド・ホルモテロールフマル

酸塩水和物
６０吸入１キット 製)アストラゼネカ　販)アステラス製薬 ドライパウダー吸入式喘息・ＣＯＰＤ治療配合剤

スピオルトレスピマット６０吸入
チオトロピウム臭化物水和物・オロ

ダテロール塩酸塩
６０吸入１キット 製)日本ベーリンガーインゲルハイム ＣＯＰＤ治療配合剤

スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 チオトロピウム臭化物水和物 １５０μｇ１キット 製)日本ベーリンガーインゲルハイム 長時間作用性吸入気管支拡張剤

スミルスチック３％ フェルビナク ３％１ｇ 製)三笠製薬　販)大正製薬　販)大正富山医薬品 経皮吸収型鎮痛・消炎剤

セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 セボフルラン １ｍＬ 製)マイラン製薬　販)ファイザー 全身吸入麻酔剤

ダイアップ坐剤１０ ジアゼパム １０ｍｇ１個 製)高田製薬　販)アサヒグループ食品 小児用抗けいれん剤

ダイアップ坐剤４ ジアゼパム ４ｍｇ１個 製)高田製薬　販)アサヒグループ食品 小児用抗けいれん剤

タコシール組織接着用シート フィブリノゲン配合剤 ９．５ｃｍ×４．８ｃｍ１枚 製)ＣＳＬベーリング 生物学的組織接着・閉鎖剤

タプコム配合点眼液
タフルプロスト・チモロールマレイ

ン酸塩
１ｍＬ 製)参天製薬 緑内障・高眼圧症治療剤

タリビッド耳科用液０．３％ オフロキサシン ３ｍｇ１ｍＬ 製)第一三共 ニューキノロン系抗菌耳科用製剤

チンク油 チンク油 １０ｇ 収斂・消炎・保護剤

チンク油．ＹＩ チンク油 １０ｇ 製)山田製薬 収斂・消炎・保護剤

ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＨＭＴ」 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 製)久光製薬　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 経皮吸収型・気管支拡張剤

ツロブテロールテープ２ｍｇ「ファイザー」 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 製)ファイザー 経皮吸収型・気管支拡張剤

デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／ｇ デキサメタゾン ０．１％１ｇ 製)日本化薬 口腔粘膜疾患治療剤

テリルジー１００エリプタ３０吸入用

フルチカゾンフランカルボン酸エス

テル・ウメクリジニウム臭化物・ビ

ランテロールトリフェニル酢酸塩

３０吸入１キット 製)グラクソ・スミスクライン ＣＯＰＤ治療配合剤

デルモベート軟膏０．０５％
クロベタゾールプロピオン酸エステ

ル
０．０５％１ｇ 製)グラクソ・スミスクライン 外用合成副腎皮質ホルモン剤

テレミンソフト坐薬１０ｍｇ ビサコジル １０ｍｇ１個 製)ＥＡファーマ　販)サンド 排便機能促進剤

ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ カルシポトリオール ０．００５％１ｇ 製)レオファーマ　販)鳥居薬品 尋常性乾癬治療剤

トラニラスト点眼液０．５％「サワイ」 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 製)沢井製薬 アレルギー性結膜炎治療剤

トレシーバ注フレックスタッチ
インスリン　デグルデク（遺伝子組

換え）
３００単位１キット 製)ノボノルディスクファーマ 持効型溶解インスリンアナログ製剤

ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２ フルドロキシコルチド
（０．３ｍｇ）７．５ｃｍ×１

０ｃｍ
製)大日本住友製薬　販)帝國製薬 皮膚疾患用密封療法剤

トロンビン液モチダソフトボトル５千 トロンビン ５０００単位５ｍＬ１キット 製)持田製薬 止血剤
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ナウゼリン坐剤３０ ドンペリドン ３０ｍｇ１個 製)協和キリン 消化管運動改善剤

ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用
モメタゾンフランカルボン酸エステ

ル水和物
５ｍｇ１０ｇ１瓶 製)ＭＳＤ　販)杏林製薬　販)シェリング・プラウ 定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

ニュープロパッチ４．５ｍｇ ロチゴチン ４．５ｍｇ１枚 製)大塚製薬 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤／レストレスレッグス症候群治療剤

ノスラン点鼻液２％ クロモグリク酸ナトリウム １９０ｍｇ９．５ｍＬ１瓶 製)科研製薬 アレルギー性鼻炎治療剤

ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン
インスリン　アスパルト（遺伝子組

換え）
３００単位１キット 製)ノボノルディスクファーマ 二相性プロタミン結晶性インスリンアナログ製剤

ノボリンＲ注フレックスペン インスリン　ヒト（遺伝子組換え） ３００単位１キット 製)ノボノルディスクファーマ インスリン製剤

ハイジール消毒用液１０％
アルキルジアミノエチルグリシン塩

酸塩
１０％１０ｍＬ 製)丸石製薬 殺菌消毒剤

ハイゼントラ２０％皮下注４ｇ／２０ｍＬ ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン ４ｇ２０ｍＬ１瓶 製)ＣＳＬベーリング 血漿分画製剤

ハイポアルコール液２％「ヤクハン」
チオ硫酸ナトリウム水和物・エタ

ノール
１０ｍＬ 製)ヤクハン製薬　販)長堀薬品　販)日医工 外皮用殺菌消毒剤

バクトロバン鼻腔用軟膏２％ ムピロシンカルシウム水和物 ２％１ｇ 製)グラクソ・スミスクライン 鼻腔内ＭＲＳＡ除菌剤

パタノール点眼液０．１％ オロパタジン塩酸塩 ０．１％１ｍＬ 製)ノバルティスファーマ　販)協和キリン 抗アレルギー点眼剤

パニマイシン点眼液０．３％ ジベカシン硫酸塩 ３ｍｇ１ｍＬ 製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ アミノグリコシド系抗生物質

パルミコート２００μｇタービュヘイラー５６吸入 ブデソニド
１１．２ｍｇ１瓶（２００μ

ｇ）
製)アストラゼネカ ドライパウダー吸入式ステロイド剤

パルミコート吸入液０．５ｍｇ ブデソニド ０．５ｍｇ２ｍＬ１管 製)アストラゼネカ 吸入ステロイド喘息治療剤

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「トーワ」 精製ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 製)東和薬品 角結膜上皮障害治療剤

ヒシファーゲン配合静注
グリチルリチン・グリシン・システ

イン配合剤
２０ｍＬ１管 製)ニプロ　販)共和クリティケア 肝疾患・アレルギー用剤

ビソノテープ４ｍｇ ビソプロロール ４ｍｇ１枚 製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬 経皮吸収型・β１遮断剤

ビダラビン軟膏３％「ＭＥＥＫ」 ビダラビン ３％１ｇ 製)小林化工　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ　販)和薬 抗ウイルス剤

ヒューマログ注ミリオペン
インスリン　リスプロ（遺伝子組換

え）
３００単位１キット 製)日本イーライリリー 抗糖尿病剤

フィブラストスプレー２５０ トラフェルミン（遺伝子組換え） ２５０μｇ１瓶（溶解液付） 製)科研製薬 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

フエナゾールクリーム５％ ウフェナマート ５％１ｇ 製)マイランＥＰＤ　販)アボットジャパン 抗炎症鎮痛皮膚疾患用剤

フェンタニルクエン酸塩１日用テープ１ｍｇ「第一三共」 フェンタニルクエン酸塩 １ｍｇ１枚 製)救急薬品工業　販)第一三共 経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤

フェンタニルクエン酸塩１日用テープ２ｍｇ「第一三共」 フェンタニルクエン酸塩 ２ｍｇ１枚 製)救急薬品工業　販)第一三共 経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤

フェンタニルクエン酸塩１日用テープ６ｍｇ「第一三共」 フェンタニルクエン酸塩 ６ｍｇ１枚 製)救急薬品工業　販)第一三共 経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤

フォルテオ皮下注キット６００μｇ テリパラチド（遺伝子組換え） ６００μｇ１キット 製)日本イーライリリー 骨粗鬆症治療剤

プリビナ液０．０５％ ナファゾリン硝酸塩 ０．０５％１ｍＬ 製)日新製薬　販)ノバルティスファーマ 点鼻用局所血管収縮剤

フルオロメトロン０．１％点眼液Ｔ フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ 製)日東メディック　販)キョーリンリメディオ　販)杏林製薬　 抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤

プロペト 白色ワセリン １０ｇ 製)丸石製薬 軟膏基剤

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．２％１ｍＬ 製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業　販)和薬 気道粘液溶解剤

ブロメライン軟膏５万単位／ｇ＊（ジェイドルフ） ブロメライン ５００００単位１ｇ 製)ジェイドルフ製薬　販)キョーリンリメディオ　販)杏林製薬　壊死組織除去剤

プロラノン点眼液０．１％ プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ 製)参天製薬 非ステロイド性抗炎症剤

ベストロン耳鼻科用１％ セフメノキシム塩酸塩
１０ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液と

して）
製)千寿製薬　販)杏林製薬　販)武田薬品工業 セフェム系抗生物質

ベストロン点眼用０．５％ セフメノキシム塩酸塩
５ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液とし

て）
製)千寿製薬　販)武田薬品工業 セフェム系抗生物質

ベナパスタ軟膏４％ ジフェンヒドラミンラウリル硫酸塩 ４％１０ｇ 製)田辺三菱製薬 抗ヒスタミン剤

ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日医工」 ヘパリン類似物質 １ｇ 製)日医工　販)持田製薬 血行促進・皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」 ヘパリン類似物質 １ｇ 製)日医工　販)持田製薬 血行促進・皮膚保湿剤
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薬品名 一般名 規格単位 メーカー名 標榜薬効

ベリプラストＰ コンビセット 組織接着用 フィブリノゲン加第１３因子 ５ｍＬ２キット１組 製)ＣＳＬベーリング 血漿分画製剤（生理的組織接着剤）

ベルベゾロンＦ点眼・点鼻液
ベタメタゾンリン酸エステルナトリ

ウム・フラジオマイシン硫酸塩
１ｍＬ 製)日本点眼薬研究所 点眼・点鼻用ステロイド・抗生物質配合剤

ペンレステープ１８ｍｇ リドカイン
（１８ｍｇ）３０．５ｍｍ×５

０．０ｍｍ１枚
製)日東電工　販)マルホ 貼付用局所麻酔剤

ポビドンヨードガーグル７％「マイラン」 ポビドンヨード ７％１ｍＬ 製)マイラン製薬　販)ニプロ　販)ファイザー 含嗽剤

ポピヨドンゲル１０％ ポビドンヨード １０％１０ｇ 製)吉田製薬 殺菌消毒剤

ポピヨドン液１０％ ポビドンヨード １０％１０ｍＬ 製)吉田製薬 殺菌消毒剤

ボラザＧ坐剤 トリベノシド・リドカイン １個 製)天藤製薬　販)武田薬品工業 痔核局所治療剤

ボルタレンサポ１２．５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 製)ノバルティスファーマ 鎮痛・解熱・抗炎症剤

ボルタレンサポ２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 製)ノバルティスファーマ 鎮痛・解熱・抗炎症剤

ボルタレンサポ５０ｍｇ ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 製)ノバルティスファーマ 鎮痛・解熱・抗炎症剤

ホルマリン ホルマリン １０ｍＬ 製)小堺製薬　　販)ヤクハン製薬　販)吉田製薬 殺菌消毒剤

ミオコールスプレー０．３ｍｇ ニトログリセリン ０．６５％７．２ｇ１缶 製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬 ニトログリセリン舌下スプレー剤

ミリステープ５ｍｇ ニトログリセリン
（５ｍｇ）４．０５ｃｍ×４．

５０ｃｍ１枚
製)日本化薬 経皮吸収型・心疾患治療剤

ムコフィリン吸入液２０％ アセチルシステイン １７．６２％２ｍＬ１包 製)サンノーバ　販)エーザイ 気道粘液溶解剤

メプチンスイングヘラー１０μｇ吸入１００回 プロカテロール塩酸塩水和物 １ｍｇ１キット 製)大塚製薬 ドライパウダー吸入式気管支拡張剤

メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０１％０．３ｍＬ１個 製)大塚製薬 気管支拡張剤

ユベラ軟膏 トコフェロール・ビタミンＡ油 １ｇ 製)サンノーバ　販)エーザイ 外用ビタミンＥ・Ａ剤

ライゾデグ配合注フレックスタッチ

インスリン　デグルデク（遺伝子組

換え）・インスリン　アスパルト

（遺伝子組換え）配合剤

３００単位１キット 製)ノボノルディスクファーマ 溶解インスリンアナログ製剤

ラタノプロスト点眼液０．００５％「三和」 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ 製)三和化学研究所 緑内障・高眼圧症治療剤

リバスタッチパッチ４．５ｍｇ リバスチグミン ４．５ｍｇ１枚 製)小野薬品工業 アルツハイマー型認知症治療剤

リンデロン－ＶＧローション
ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲン

タマイシン硫酸塩
１ｍＬ 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％
ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲン

タマイシン硫酸塩
１ｇ 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％
ベタメタゾンリン酸エステルナトリ

ウム
０．１％１ｍＬ 製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬 合成副腎皮質ホルモン剤

ルコナック爪外用液５％ ルリコナゾール ５％１ｇ 製)佐藤製薬　販)ポーラファルマ 爪白癬治療剤

ルリコン軟膏１％ ルリコナゾール １％１ｇ 製)ポーラファルマ 抗真菌剤

レルベア２００エリプタ３０吸入用

ビランテロールトリフェニル酢酸

塩・フルチカゾンフランカルボン酸

エステル

３０吸入１キット 製)グラクソ・スミスクライン 喘息治療配合剤

ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ「ケミファ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 製)日本ケミファ　販)日本薬品工業 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

ロコイド軟膏０．１％ ヒドロコルチゾン酪酸エステル ０．１％１ｇ 製)鳥居薬品 外用副腎皮質ホルモン剤

ワコビタール坐剤３０ フェノバルビタールナトリウム ３０ｍｇ１個 製)高田製薬　販)アサヒグループ食品 催眠・鎮静・抗けいれん剤

強力ポステリザン（軟膏） 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン １ｇ 製)マルホ 痔疾治療剤

次亜塩６％「ヨシダ」 次亜塩素酸ナトリウム ６％１０ｇ 製)吉田製薬 殺菌消毒剤

消毒用エタノール＊（兼一） エタノール １０ｍＬ 製)兼一薬品工業 殺菌消毒剤

硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 製)救急薬品工業　販)エルメッド　販)日医工 経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤

人工涙液マイティア点眼液 ホウ酸・無機塩類配合剤 ５ｍＬ１瓶 製)千寿製薬　販)武田薬品工業 点眼液

白色ワセリン＊（日興製薬） 白色ワセリン １０ｇ 製)日興製薬　販)日興製薬販売　販)丸石製薬 軟膏基剤


