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医療関係者

各位

弊社製品の供給に関するご連絡とお詫び
謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申
し上げます。
現在、下記弊社製品につきまして、想定を上回るご注文を頂いており、既採用の医療機関様への安
定供給に支障を来す状況となっております。
可能な限りご要望にお応えするよう努力をしておりますが、現時点での生産計画、在庫状況に鑑み
ますと、すべてのご要望に十分お応えできない状況です。つきましては、既採用の医療機関様への安
定供給を優先するため、特約店・販売会社への出荷を調整することと致しました。
誠に申し訳ございませんが、従来の数量を超えるご注文はお控えいただき、必要とされる数量のみ
ご注文いただきますよう、何卒ご理解、ご協力の程お願い申し上げます。また、新規のご採用につき
ましてもお控えいただきますようお願い申し上げます。出荷調整解除時期につきましては、改めてご
案内申し上げます。
皆様にはご迷惑をおかけすることになり大変申し訳なく存じますが、何卒諸事情ご賢察の上、ご理
解とご協力賜りますよう、お願い申し上げます。
謹白
記
追加で出荷調整となる製品：4品目
オキサトミドDS小児用2%｢サワイ｣
マニジピン塩酸塩錠5mg｢サワイ｣
マニジピン塩酸塩錠10mg｢サワイ｣
マニジピン塩酸塩錠20mg｢サワイ｣

出荷調整中の製品（2021年12月27日時点)：458品目
※品切れ中の製品（22品目）を除く
対象製品は別添リストをご参照ください。
問い合わせ先
沢井製薬株式会社 医薬品情報センター
フリーダイヤル 0120-381-999
以上
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アカルボース錠50mg｢サワイ｣

イミダプリル塩酸塩錠10mg｢サワイ｣

アカルボース錠100mg｢サワイ｣

イルアミクス配合錠LD｢サワイ｣

アシクロビル錠200mg｢サワイ｣

イルアミクス配合錠HD｢サワイ｣

アシクロビル錠400mg｢サワイ｣

イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg｢サワイ｣

アシクロビル点滴静注用250mg｢サワイ｣

イルベサルタン錠50mg｢サワイ｣

アシクロビル顆粒40%｢サワイ｣

イルベサルタン錠100mg｢サワイ｣

アジスロマイシン錠250mg｢サワイ｣

イルベサルタン錠200mg｢サワイ｣

アテノロール錠25mg｢サワイ｣

インドメタシンクリーム1%｢サワイ｣

アテノロール錠50mg｢サワイ｣

ウルソデオキシコール酸錠100mg｢サワイ｣

アトルバスタチン錠5mg｢サワイ｣

エチゾラム錠0.25mg｢SW｣

アトルバスタチン錠10mg｢サワイ｣

エチゾラム錠1mg｢SW｣

アナストロゾール錠1mg｢サワイ｣

エトドラク錠200mg｢SW｣

アマルエット配合錠1番｢サワイ｣

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg｢サワイ｣

アマルエット配合錠2番｢サワイ｣

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg｢サワイ｣

アマルエット配合錠3番｢サワイ｣

エナラプリルマレイン酸塩錠10mg｢サワイ｣

アマルエット配合錠4番｢サワイ｣

エバスチンOD錠5mg｢サワイ｣

アムバロ配合錠｢サワイ｣

エバスチンOD錠10mg｢サワイ｣

アムロジピンOD錠2.5mg｢サワイ｣

エバスチン錠5mg｢サワイ｣

アムロジピンOD錠5mg｢サワイ｣

エバスチン錠10mg｢サワイ｣

アムロジピンOD錠10mg｢サワイ｣

エパルレスタット錠50mg｢サワイ｣

アムロジピン錠2.5mg｢サワイ｣

エピナスチン塩酸塩錠10mg｢サワイ｣

アムロジピン錠5mg｢サワイ｣

エピナスチン塩酸塩錠20mg｢サワイ｣

アムロジピン錠10mg｢サワイ｣

エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL｢サワイ｣

アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg｢サワイ｣

エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL｢サワイ｣

アラセプリル錠12.5mg｢サワイ｣

L-アスパラギン酸Ca錠200mg｢サワイ｣

アラセプリル錠25mg｢サワイ｣

エルデカルシトールカプセル0.5μg｢サワイ｣

アリピプラゾール錠3mg｢サワイ｣

エルデカルシトールカプセル0.75μg｢サワイ｣

アリピプラゾール錠6mg｢サワイ｣

塩酸プロピベリン錠10mg｢SW｣

アリピプラゾール錠12mg｢サワイ｣

塩酸プロピベリン錠20mg｢SW｣

アリピプラゾール錠24mg｢サワイ｣

エンテカビルOD錠0.5mg｢サワイ｣

アルガトロバン注射液10mg｢サワイ｣

エンペラシン配合錠

アルファカルシドールカプセル0.25μg｢サワイ｣

オキサトミド錠30mg｢サワイ｣

アルファカルシドールカプセル0.5μg｢サワイ｣

※

オキサトミドDS小児用2%｢サワイ｣

アルファカルシドールカプセル1μg｢サワイ｣

オキシブチニン塩酸塩錠1mg｢サワイ｣

アルプラゾラム錠0.4mg｢サワイ｣

オキシブチニン塩酸塩錠2mg｢サワイ｣

アルプラゾラム錠0.8mg｢サワイ｣

オキシブチニン塩酸塩錠3mg｢サワイ｣

アレンドロン酸錠35mg｢サワイ｣

オザグレルNa注射液20mgシリンジ｢サワイ｣

アロチノロール塩酸塩錠5mg｢サワイ｣

オザグレルNa注射液40mgシリンジ｢サワイ｣

アロチノロール塩酸塩錠10mg｢サワイ｣

オザグレルNa注射液80mgシリンジ｢サワイ｣

アロプリノール錠100mg｢サワイ｣

オザグレルNa注射用20mg｢SW｣

アンブロキソール塩酸塩錠15mg｢サワイ｣

オザグレルNa注射用40mg｢SW｣

アンブロキソール塩酸塩Lカプセル45mg｢サワイ｣

オメプラゾール錠10｢SW｣

アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg｢サワイ｣

オメプラゾール錠20｢SW｣

イコサペント酸エチルカプセル300mg｢サワイ｣

オメプラゾール錠10mg｢MED｣

イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg｢サワイ｣

オメプラゾール錠20mg｢MED｣

イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg｢サワイ｣

オランザピン細粒1%｢サワイ｣

イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg｢サワイ｣

オランザピン錠2.5mg｢サワイ｣

イトプリド塩酸塩錠50mg｢サワイ｣

オランザピン錠5mg｢サワイ｣

イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg｢サワイ｣

オランザピン錠10mg｢サワイ｣

イマチニブ錠100mg｢サワイ｣

オルメサルタンOD錠5mg｢サワイ｣

イミダプリル塩酸塩錠2.5mg｢サワイ｣

オルメサルタンOD錠10mg｢サワイ｣

イミダプリル塩酸塩錠5mg｢サワイ｣

オルメサルタンOD錠20mg｢サワイ｣
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オルメサルタンOD錠40mg｢サワイ｣

ケトチフェンDS小児用0.1%｢サワイ｣

オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg｢サワイ｣

ケトチフェンカプセル1mg｢サワイ｣

オロパタジン塩酸塩OD錠5mg｢サワイ｣

ザルトプロフェン錠80mg｢サワイ｣

オロパタジン塩酸塩錠2.5mg｢サワイ｣

サルポグレラート塩酸塩錠50mg｢サワイ｣

オロパタジン塩酸塩錠5mg｢サワイ｣

サルポグレラート塩酸塩錠100mg｢サワイ｣

カプトプリル錠12.5｢SW｣

ジアゼパム錠2｢サワイ｣

カペシタビン錠300mg｢サワイ｣

ジエノゲスト錠1mg｢サワイ｣

カモスタットメシル酸塩錠100mg｢サワイ｣

ジソピラミド徐放錠150mg｢SW｣

カリジノゲナーゼ錠25単位｢サワイ｣

シタフロキサシン錠50mg｢サワイ｣

カリジノゲナーゼ錠50単位｢サワイ｣

シメチジン錠200mg｢サワイ｣

カルシトリオールカプセル0.25μg｢サワイ｣

シメチジン錠400mg｢サワイ｣

カルシトリオールカプセル0.5μg｢サワイ｣

ジラゼプ塩酸塩錠50mg｢サワイ｣

カルテオロール塩酸塩錠5mg｢サワイ｣

ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg｢サワイ｣

カルベジロール錠1.25mg｢サワイ｣

ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル200mg｢サワイ｣

カルベジロール錠2.5mg｢サワイ｣

ジルチアゼム塩酸塩錠30mg｢サワイ｣

カルベジロール錠10mg｢サワイ｣

ジルチアゼム塩酸塩錠60mg｢サワイ｣

カルベジロール錠20mg｢サワイ｣

シルニジピン錠5mg｢サワイ｣

カルボシステイン錠250mg｢サワイ｣

シルニジピン錠10mg｢サワイ｣

カルボシステイン錠500mg｢サワイ｣

シルニジピン錠20mg｢サワイ｣

カンデサルタンOD錠2mg｢サワイ｣

シロスタゾールOD錠50mg｢サワイ｣

カンデサルタンOD錠4mg｢サワイ｣

シロスタゾールOD錠100mg｢サワイ｣

カンデサルタンOD錠8mg｢サワイ｣

シロスタゾール錠50mg｢サワイ｣

カンデサルタンOD錠12mg｢サワイ｣

シロスタゾール錠100mg｢サワイ｣

カンデサルタン錠2mg｢サワイ｣

シロドシンOD錠2mg｢サワイ｣

カンデサルタン錠4mg｢サワイ｣

シロドシンOD錠4mg｢サワイ｣

カンデサルタン錠8mg｢サワイ｣

シンバスタチン錠5mg｢SW｣

カンデサルタン錠12mg｢サワイ｣

シンバスタチン錠10mg｢SW｣

カンレノ酸カリウム静注用100mg｢サワイ｣

シンバスタチン錠20mg｢SW｣

カンレノ酸カリウム静注用200mg｢サワイ｣

スプラタストトシル酸塩カプセル50mg｢サワイ｣

クアゼパム錠15mg｢サワイ｣

スプラタストトシル酸塩カプセル100mg｢サワイ｣

クアゼパム錠20mg｢サワイ｣

スルピリド錠50mg｢サワイ｣

クエチアピン細粒50%｢サワイ｣

スルピリド錠100mg｢サワイ｣

クエチアピン錠25mg｢サワイ｣

スルピリド錠200mg｢サワイ｣

クエチアピン錠50mg｢サワイ｣

セチプチリンマレイン酸塩錠1mg｢サワイ｣

クエチアピン錠100mg｢サワイ｣

セチリジン塩酸塩OD錠5mg｢サワイ｣

クエチアピン錠200mg｢サワイ｣

セチリジン塩酸塩OD錠10mg｢サワイ｣

クエン酸第一鉄Na錠50mg｢サワイ｣

セチリジン塩酸塩錠5mg｢サワイ｣

グラニセトロン静注液1mg｢サワイ｣

セチリジン塩酸塩錠10mg｢サワイ｣

クラリスロマイシンDS10%小児用｢サワイ｣

セフォセフ静注用0.5g

クラリスロマイシン錠200mg｢サワイ｣

セフォセフ静注用1g

クラリスロマイシン錠50mg小児用｢サワイ｣

セフタジジム静注用0.5g｢サワイ｣

グリクラジド錠40mg｢サワイ｣

セフタジジム静注用1g｢サワイ｣

グリベンクラミド錠1.25mg｢サワイ｣

セフポドキシムプロキセチルDS小児用5%｢サワイ｣

グリベンクラミド錠2.5mg｢サワイ｣

セフポドキシムプロキセチル錠100mg｢サワイ｣

グリメピリド錠0.5mg｢サワイ｣

セルトラリン錠25mg｢サワイ｣

グリメピリド錠1mg｢サワイ｣

セルトラリン錠50mg｢サワイ｣

グリメピリド錠3mg｢サワイ｣

セルトラリン錠100mg｢サワイ｣

クロチアゼパム錠5mg｢サワイ｣

セレコキシブ錠100mg｢サワイ｣

クロチアゼパム錠10mg｢サワイ｣

セレコキシブ錠200mg｢サワイ｣

クロピドグレル錠25mg｢サワイ｣

ソファルコン細粒10%｢サワイ｣

クロピドグレル錠50mg｢サワイ｣

ソファルコン細粒20%｢サワイ｣

クロピドグレル錠75mg｢サワイ｣

ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg｢サワイ｣
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ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg｢サワイ｣

ドネペジル塩酸塩錠3mg｢サワイ｣

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg｢サワイ｣

ドネペジル塩酸塩錠5mg｢サワイ｣

ゾルピデム酒石酸塩錠10mg｢サワイ｣

ドネペジル塩酸塩錠10mg｢サワイ｣

タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg｢サワイ｣

トフィソパム錠50mg｢サワイ｣

タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg｢サワイ｣

トリメブチンマレイン酸塩錠100mg｢サワイ｣

タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg｢サワイ｣

ドンペリドンDS小児用1%｢サワイ｣

タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg｢サワイ｣

ドンペリドン錠5mg｢サワイ｣

タルチレリンOD錠5mg｢サワイ｣

ドンペリドン錠10mg｢サワイ｣

タルチレリン錠5mg｢サワイ｣

ナファモスタット注射用10mg｢SW｣

タンドスピロンクエン酸塩錠5mg｢サワイ｣

ナファモスタット注射用50mg｢SW｣

タンドスピロンクエン酸塩錠10mg｢サワイ｣

ナフトピジルOD錠25mg｢サワイ｣

タンドスピロンクエン酸塩錠20mg｢サワイ｣

ナフトピジルOD錠50mg｢サワイ｣

チアプリド細粒10%｢サワイ｣

ナフトピジルOD錠75mg｢サワイ｣

チアプリド錠25mg｢サワイ｣

ニカルジピン塩酸塩錠10mg｢サワイ｣

チアプリド錠50mg｢サワイ｣

ニカルジピン塩酸塩錠20mg｢サワイ｣

チエクール点滴用0.5g

ニカルジピン塩酸塩注射液10mg｢サワイ｣

チクロピジン塩酸塩錠100mg｢サワイ｣

ニカルジピン塩酸塩注射液25mg｢サワイ｣

チザニジン錠1mg｢サワイ｣

ニセルゴリン錠5mg｢サワイ｣

テイコプラニン点滴静注用200mg｢サワイ｣

ニフェジピンCR錠10mg｢サワイ｣

テオフィリン徐放錠50mg｢サワイ｣

ニフェジピンCR錠20mg｢サワイ｣

テオフィリン徐放錠100mg｢サワイ｣

ニフェジピンCR錠40mg｢サワイ｣

テオフィリン徐放錠200mg｢サワイ｣

ニフェジピンL錠10mg｢サワイ｣

テプレノンカプセル50mg｢サワイ｣

ニフェジピンL錠20mg｢サワイ｣

テプレノン細粒10%｢サワイ｣

ニルバジピン錠2mg｢サワイ｣

テモカプリル塩酸塩錠1mg｢サワイ｣

ニルバジピン錠4mg｢サワイ｣

テモカプリル塩酸塩錠2mg｢サワイ｣

パクリタキセル注射液30mg｢サワイ｣

テモカプリル塩酸塩錠4mg｢サワイ｣

パクリタキセル注射液100mg｢サワイ｣

テラムロ配合錠AP｢サワイ｣

パクリタキセル注射液150mg｢サワイ｣

テラムロ配合錠BP｢サワイ｣

バゼドキシフェン錠20mg｢サワイ｣

テルチア配合錠AP｢サワイ｣

バラシクロビル錠500mg｢サワイ｣

テルチア配合錠BP｢サワイ｣

バルサルタン錠20mg｢サワイ｣

テルビナフィン塩酸塩クリーム1%｢サワイ｣

バルサルタン錠40mg｢サワイ｣

テルビナフィン錠125mg｢サワイ｣

バルサルタン錠80mg｢サワイ｣

テルミサルタンOD錠20mg｢サワイ｣

バルサルタン錠160mg｢サワイ｣

テルミサルタンOD錠40mg｢サワイ｣

パロキセチン錠5mg｢サワイ｣

テルミサルタン錠20mg｢サワイ｣

パロキセチン錠10mg｢サワイ｣

テルミサルタン錠40mg｢サワイ｣

パロキセチン錠20mg｢サワイ｣

テルミサルタン錠80mg｢サワイ｣

バンコマイシン塩酸塩散0.5g｢サワイ｣

トアラセット配合錠｢サワイ｣

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g｢サワイ｣

ドキサゾシン錠0.5mg｢サワイ｣

ヒアルロン酸Na関節注25mg｢サワイ｣

ドキサゾシン錠1mg｢サワイ｣

ピオグリタゾン錠15mg｢サワイ｣

ドキサゾシン錠2mg｢サワイ｣

ピオグリタゾン錠30mg｢サワイ｣

ドキサゾシン錠4mg｢サワイ｣

ピコスルファートNa錠2.5mg｢サワイ｣

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg｢サワイ｣

ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg｢サワイ｣

ドセタキセル点滴静注液20mg/1mL｢サワイ｣

ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg｢サワイ｣

ドセタキセル点滴静注液80mg/4mL｢サワイ｣

ビソプロロールフマル酸塩錠5mg｢サワイ｣

ドセタキセル点滴静注用20mg｢サワイ｣

ピタバスタチンCa･OD錠1mg｢サワイ｣

ドセタキセル点滴静注用80mg｢サワイ｣

ピタバスタチンCa･OD錠2mg｢サワイ｣

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg｢サワイ｣

ピタバスタチンCa･OD錠4mg｢サワイ｣

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg｢サワイ｣

ピタバスタチンCa錠1mg｢サワイ｣

ドネペジル塩酸塩OD錠10mg｢サワイ｣

ピタバスタチンCa錠2mg｢サワイ｣

ドネペジル塩酸塩細粒0.5%｢サワイ｣

ピタバスタチンCa錠4mg｢サワイ｣
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ビダラビン軟膏3%｢SW｣

ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg｢サワイ｣

ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg｢サワイ｣

ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg｢サワイ｣

ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg｢サワイ｣

ベポタスチンベシル酸塩錠5mg｢サワイ｣

ピレンゼピン塩酸塩錠25mg｢サワイ｣

ベポタスチンベシル酸塩錠10mg｢サワイ｣

ファムシクロビル錠250mg｢サワイ｣

ベラプロストNa錠20μg｢サワイ｣

ファモチジン細粒2%｢サワイ｣

ペリンドプリルエルブミン錠2mg｢サワイ｣

フィナステリド錠0.2mg｢サワイ｣

ペリンドプリルエルブミン錠4mg｢サワイ｣

フィナステリド錠1mg｢サワイ｣

ボグリボースOD錠0.2mg｢サワイ｣

フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg｢サワイ｣

ボグリボースOD錠0.3mg｢サワイ｣

フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg｢サワイ｣

ボグリボース錠0.2mg｢サワイ｣

フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg｢サワイ｣

ボグリボース錠0.3mg｢サワイ｣

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg｢サワイ｣

ポラプレジンクOD錠75mg｢サワイ｣

プソフェキ配合錠｢サワイ｣

マックターゼ配合錠

プラバスタチンNa錠5mg｢サワイ｣

※

マニジピン塩酸塩錠5mg｢サワイ｣

プラバスタチンNa錠10mg｢サワイ｣

※

マニジピン塩酸塩錠10mg｢サワイ｣

フラボキサート塩酸塩錠200mg｢サワイ｣

※

マニジピン塩酸塩錠20mg｢サワイ｣

プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg｢サワイ｣

ミドドリン塩酸塩錠2mg｢サワイ｣

プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg｢サワイ｣

ミノサイクリン塩酸塩錠50mg｢サワイ｣

プランルカストDS10%｢サワイ｣

ミノサイクリン塩酸塩錠100mg｢サワイ｣

プランルカストカプセル112.5mg｢サワイ｣

ミルタザピンOD錠15mg｢サワイ｣

フリウェル配合錠LD｢サワイ｣

ミルタザピンOD錠30mg｢サワイ｣

フリウェル配合錠ULD｢サワイ｣

ミルタザピン錠15mg｢サワイ｣

フルコナゾールカプセル50mg｢サワイ｣

ミルタザピン錠30mg｢サワイ｣

フルコナゾールカプセル100mg｢サワイ｣

ミルナシプラン塩酸塩錠12.5mg｢サワイ｣

フルバスタチン錠10mg｢サワイ｣

ミルナシプラン塩酸塩錠15mg｢サワイ｣

フルバスタチン錠20mg｢サワイ｣

ミルナシプラン塩酸塩錠25mg｢サワイ｣

フルバスタチン錠30mg｢サワイ｣

ミルナシプラン塩酸塩錠50mg｢サワイ｣

フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg｢サワイ｣

メキシレチン塩酸塩カプセル50mg｢サワイ｣

フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg｢サワイ｣

メキシレチン塩酸塩カプセル100mg｢サワイ｣

フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg｢サワイ｣

メキタジン錠3mg｢サワイ｣

フルマゼニル静注液0.5mg｢サワイ｣

メサラジン錠250mg｢サワイ｣

ブロチゾラムOD錠0.25mg｢サワイ｣

メサラジン錠500mg｢サワイ｣

ブロチゾラム錠0.25mg｢サワイ｣

メサラジン腸溶錠400mg｢サワイ｣

ブロナンセリン錠2mg｢サワイ｣

メトトレキサートカプセル2mg｢サワイ｣

ブロナンセリン錠4mg｢サワイ｣

モサプリドクエン酸塩錠2.5mg｢サワイ｣

ブロナンセリン錠8mg｢サワイ｣

モサプリドクエン酸塩錠5mg｢サワイ｣

プロピベリン塩酸塩錠10mg｢MED｣

モンテルカストOD錠5mg｢サワイ｣

プロピベリン塩酸塩錠20mg｢MED｣

モンテルカストOD錠10mg｢サワイ｣

プロブコール錠250mg｢サワイ｣

モンテルカストチュアブル錠5mg｢サワイ｣

プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg｢サワイ｣

モンテルカスト細粒4mg｢サワイ｣

ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg｢サワイ｣

モンテルカスト錠5mg｢サワイ｣

ブロムペリドール細粒1%｢サワイ｣

モンテルカスト錠10mg｢サワイ｣

ベザフィブラートSR錠100mg｢サワイ｣

ラフチジン錠5mg｢サワイ｣

ベザフィブラートSR錠200mg｢サワイ｣

ラフチジン錠10mg｢サワイ｣

ベナゼプリル塩酸塩錠2.5mg｢サワイ｣

ラベプラゾールNa錠10mg｢サワイ｣

ベナゼプリル塩酸塩錠5mg｢サワイ｣

ラベプラゾールNa錠20mg｢サワイ｣

ベナゼプリル塩酸塩錠10mg｢サワイ｣

ラモトリギン錠25mg｢サワイ｣

ベニジピン塩酸塩錠2mg｢サワイ｣

ラモトリギン錠100mg｢サワイ｣

ベニジピン塩酸塩錠4mg｢サワイ｣

ラモトリギン錠小児用2mg｢サワイ｣

ベニジピン塩酸塩錠8mg｢サワイ｣

ラモトリギン錠小児用5mg｢サワイ｣

ヘパリンCa皮下注1万単位/0.4mL｢サワイ｣

ラロキシフェン塩酸塩錠60mg｢サワイ｣

ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL｢サワイ｣

ランソプラゾールOD錠15mg｢サワイ｣
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ランソプラゾールOD錠30mg｢サワイ｣
ランソプラゾールカプセル15mg｢サワイ｣
ランソプラゾールカプセル30mg｢サワイ｣
リシノプリル錠5mg｢サワイ｣
リシノプリル錠10mg｢サワイ｣
リシノプリル錠20mg｢サワイ｣
リスペリドンOD錠0.5mg｢サワイ｣
リスペリドンOD錠1mg｢サワイ｣
リスペリドンOD錠2mg｢サワイ｣
リスペリドンOD錠3mg｢サワイ｣
リスペリドン細粒1%｢サワイ｣
リスペリドン錠1mg｢サワイ｣
リスペリドン錠2mg｢サワイ｣
リスペリドン錠3mg｢サワイ｣
リセドロン酸Na錠17.5mg｢サワイ｣
リックル配合顆粒
リネゾリド錠600mg｢サワイ｣
レトロゾール錠2.5mg｢サワイ｣
レパグリニド錠0.25mg｢サワイ｣
レパグリニド錠0.5mg｢サワイ｣
レバミピド錠100mg｢サワイ｣
レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg｢サワイ｣
レボセチリジン塩酸塩錠5mg｢サワイ｣
レボフロキサシン錠250mg｢サワイ｣
レボフロキサシン錠500mg｢サワイ｣
ロキソプロフェンNa細粒10%｢サワイ｣
ロサルタンカリウム錠25mg｢サワイ｣
ロサルタンカリウム錠50mg｢サワイ｣
ロサルタンカリウム錠100mg｢サワイ｣
ロサルヒド配合錠LD｢サワイ｣
ロサルヒド配合錠HD｢サワイ｣
ロスバスタチンOD錠2.5mg｢サワイ｣
ロスバスタチンOD錠5mg｢サワイ｣
ロスバスタチン錠2.5mg｢サワイ｣
ロスバスタチン錠5mg｢サワイ｣
ロピニロール徐放錠2mg｢サワイ｣
ロピニロール徐放錠8mg｢サワイ｣
ロフラゼプ酸エチル錠1mg｢サワイ｣
ロフラゼプ酸エチル錠2mg｢サワイ｣
ロラタジンDS1%｢サワイ｣
ロラタジンOD錠10mg｢サワイ｣
ロラタジン錠10mg｢サワイ｣
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アクタリット錠100mg｢サワイ｣
アラセプリル錠50mg｢サワイ｣
アレンドロン酸錠5mg｢サワイ｣
イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg｢サワイ｣
イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg｢サワイ｣
エダラボン点滴静注液30mgバッグ｢サワイ｣
エトドラク錠100mg｢SW｣
エピナスチン塩酸塩DS小児用１％｢サワイ｣
オザグレルNa注射液80mgバッグ｢サワイ｣
カプトプリル錠25｢SW｣
グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ｢サワイ｣
シプロフロキサシン錠100mg｢SW｣
シプロフロキサシン錠200mg｢SW｣
ジラゼプ塩酸塩錠100mg｢サワイ｣
ニコランジル錠2.5mg｢サワイ｣
ニザチジンカプセル75mg｢サワイ｣
ニザチジンカプセル150mg｢サワイ｣
ユーシオンーS静注用0.75g
ユーシオンーS静注用1.5g
ユーシオンーS静注用3g
リネゾリド注射液600mg｢サワイ｣
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg｢サワイ｣
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