
採用区分 剤型 薬品名称 単位 YJコード 後発品 薬効分類 薬効中分類名称 薬効小分類名称 薬効細区分名称 薬品カナ名称 一般名 製造販売元 後発品採用比率計算用フラグ 抗精神病薬 抗不安薬 睡眠薬 抗うつ剤

限定薬品 内用薬 「山善」第二リン灰 ｇ 3219001X1138 3219i 滋養強壮薬 カルシウム剤 その他 ﾔﾏｾﾞﾝﾀﾞｲﾆﾘﾝｶｲ リン酸水素カルシウム水和物 山善 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ２ｍｇセルシン錠 錠 1124017F2135 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 2mgｾﾙｼﾝｼﾞｮｳ ジアゼパム 武田テバ薬品 2 抗不安薬

採用薬品　在庫有 内用薬 ５ｍｇセルシン錠 錠 1124017F4049 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 5mgｾﾙｼﾝｼﾞｮｳ ジアゼパム 武田テバ薬品 2 抗不安薬

限定薬品 内用薬 Ｄ－ソルビトール経口液７５％「コーワ」 ｍＬ 7990001S3054 7990i その他の治療を主目的としない医薬品 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 その他 Dｿﾙﾋﾞﾄｰﾙｹｲｺｳｴｷ75%ｺｰﾜ Ｄ－ソルビトール 興和 2

限定薬品 内用薬 ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ カプセル 2189006M1058 後発品 2189i 循環器官用薬 高脂血症用剤 その他 EPLｶﾌﾟｾﾙ250mg ポリエンホスファチジルコリン アルフレッサファーマ 0

限定薬品 内用薬 ＥＳポリタミン配合顆粒 ｇ 3253002D1030 3253 滋養強壮薬 たん白アミノ酸製剤 混合アミノ酸製剤 ESﾎﾟﾘﾀﾐﾝﾊｲｺﾞｳｶﾘｭｳ 総合アミノ酸製剤 ＥＡファーマ 2

限定薬品 内用薬 Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「トーワ」 錠 3214001F1063 後発品 3214 滋養強壮薬 カルシウム剤 有機酸カルシウム製剤（乳酸・グリセロリン酸・グルコン酸カルシウム製剤を除く） LｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝｻﾝCaｼﾞｮｳ200mgﾄｰﾜ Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 ｌ－メントール「ケンエー」 ｇ 7149004X1052 7149i 調剤用薬 矯味、矯臭、着色剤 その他 lﾒﾝﾄｰﾙｹﾝｴｰ ｌ－メントール 健栄 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ＭＳコンチン錠１０ｍｇ 錠 8114004G1027 8114 アルカロイド系麻薬（天然麻薬） あへんアルカロイド系麻薬 モルヒネ系製剤 MSｺﾝﾁﾝｼﾞｮｳ10mg モルヒネ硫酸塩水和物 シオノギファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ＰＬ配合顆粒 ｇ 1180107D1131 1180K 中枢神経系用薬 総合感冒剤 鎮咳・抗ヒスタミン・解熱配合剤 PLﾊｲｺﾞｳｶﾘｭｳ 非ピリン系感冒剤 シオノギファーマ 2

限定薬品 内用薬 ＳＧ配合顆粒 ｇ 1149116D1033 1149J 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 ピラゾロン・尿素化合物（カフェイン配合を含む） SGﾊｲｺﾞｳｶﾘｭｳ ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤 シオノギファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 アーテン錠（２ｍｇ） 錠 1169001F1024 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ｱｰﾃﾝｼﾞｮｳ2mg トリヘキシフェニジル塩酸塩 ファイザー 2

限定薬品 内用薬 アーリーダ錠６０ｍｇ 錠 4291059F1029 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｱｰﾘｰﾀﾞｼﾞｮｳ60mg アパルタミド ヤンセン 2

限定薬品 内用薬 アイセントレス錠４００ｍｇ 錠 6250032F1026 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ｱｲｾﾝﾄﾚｽｼﾞｮｳ400mg ラルテグラビルカリウム ＭＳＤ 2

院外採用薬 内用薬 アイミクス配合錠ＨＤ 錠 2149118F2026 2149T 循環器官用薬 血圧降下剤 その他の配合剤 ｱｲﾐｸｽﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳHD イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 大日本住友 1

院外採用薬 内用薬 アイミクス配合錠ＬＤ 錠 2149118F1020 2149T 循環器官用薬 血圧降下剤 その他の配合剤 ｱｲﾐｸｽﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳLD イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 大日本住友 1

限定薬品 内用薬 アキネトン錠１ｍｇ 錠 1162001F1066 1162 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 ビペリデン製剤 ｱｷﾈﾄﾝｼﾞｮｳ1mg ビペリデン塩酸塩 大日本住友 2

限定薬品 内用薬 アクタリット錠１００ｍｇ「サワイ」 錠 1149031F1065 後発品 1149i 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他 ｱｸﾀﾘｯﾄｼﾞｮｳ100mgｻﾜｲ アクタリット 沢井 0

限定薬品 内用薬 アクトネル錠１７．５ｍｇ 錠 3999019F2022 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｱｸﾄﾈﾙｼﾞｮｳ17.5mg リセドロン酸ナトリウム水和物 ＥＡファーマ 1

限定薬品 内用薬 アグリリンカプセル０．５ｍｇ カプセル 4299003M1020 4299i 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他 ｱｸﾞﾘﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ0.5mg アナグレリド塩酸塩水和物 武田 2

限定薬品 内用薬 アコニンサン錠 錠 5900001F1022 5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 生薬製剤 ｱｺﾆﾝｻﾝｼﾞｮｳ ブシ末 三和生薬 2

限定薬品 内用薬 アコファイド錠１００ｍｇ 錠 2399015F1020 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ｱｺﾌｧｲﾄﾞｼﾞｮｳ100mg アコチアミド塩酸塩水和物 ゼリア 2

限定薬品 内用薬 アシクロビル錠２００ｍｇ「トーワ」 錠 6250002F1262 後発品 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙｼﾞｮｳ200mgﾄｰﾜ アシクロビル 東和薬品 0

採用薬品　在庫無 内用薬 アシクロビル顆粒４０％「サワイ」 ｇ 6250002D1164 後発品 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙｶﾘｭｳ40%ｻﾜｲ アシクロビル 沢井 0

限定薬品 内用薬 アジスロマイシン細粒１０％小児用「ＫＮ」 ｇ 6149004C1072 後発品 6149i 抗生物質製剤 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの その他 ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝｻｲﾘｭｳ10%ｼｮｳﾆﾖｳKN アジスロマイシン水和物 小林化工 0

採用薬品　在庫有 内用薬 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 6149004F1036 後発品 6149i 抗生物質製剤 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの その他 ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝｼﾞｮｳ250mgDSEP アジスロマイシン水和物 全星 0

採用薬品　在庫有 内用薬 アジルバ錠２０ｍｇ 錠 2149048F1022 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ｱｼﾞﾙﾊﾞｼﾞｮｳ20mg アジルサルタン 武田 2

限定薬品 内用薬 アジルバ錠４０ｍｇ 錠 2149048F2029 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ｱｼﾞﾙﾊﾞｼﾞｮｳ40mg アジルサルタン 武田 2

限定薬品 内用薬 アジレクト錠０．５ｍｇ 錠 1169017F1025 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ｱｼﾞﾚｸﾄｼﾞｮｳ0.5mg ラサギリンメシル酸塩 武田 2

限定薬品 内用薬 アジレクト錠１ｍｇ 錠 1169017F2021 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ｱｼﾞﾚｸﾄｼﾞｮｳ1mg ラサギリンメシル酸塩 武田 2

限定薬品 内用薬 アスパラカリウム散５０％ ｇ 3229005B1038 3229i 滋養強壮薬 無機質製剤 その他 ｱｽﾊﾟﾗｶﾘｳﾑｻﾝ50% Ｌ－アスパラギン酸カリウム ニプロＥＳ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 アスパラカリウム錠３００ｍｇ 錠 3229005F1080 3229i 滋養強壮薬 無機質製剤 その他 ｱｽﾊﾟﾗｶﾘｳﾑｼﾞｮｳ300mg Ｌ－アスパラギン酸カリウム ニプロＥＳ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 アスピリン「ケンエー」 ｇ 1143001X1040 1143 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 サリチル酸系製剤 ｱｽﾋﾟﾘﾝｹﾝｴｰ アスピリン 健栄 2

採用薬品　在庫有 内用薬 アスベリンシロップ０．５％ ｍＬ 2249003Q1048 2249i 呼吸器官用薬 鎮咳去たん剤 その他 ｱｽﾍﾞﾘﾝｼﾛｯﾌﾟ0.5% チペピジンヒベンズ酸塩 ニプロＥＳ 2

限定薬品 内用薬 アスベリン散１０％ ｇ 2249003B1037 2249i 呼吸器官用薬 鎮咳去たん剤 その他 ｱｽﾍﾞﾘﾝｻﾝ10% チペピジンヒベンズ酸塩 ニプロＥＳ 2

限定薬品 内用薬 アセチルシステイン内用液１７．６％「あゆみ」 ｍＬ 3929006S1049 3929i その他の代謝性医薬品 解毒剤 その他 ｱｾﾁﾙｼｽﾃｲﾝﾅｲﾖｳｴｷ17.6%ｱﾕﾐ アセチルシステイン あゆみ製薬 2

採用薬品　在庫有 内用薬 アセトアミノフェン細粒２０％「トーワ」 ｇ 1141007C1156 後発品 1141 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 アニリン系製剤 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝｻｲﾘｭｳ20%ﾄｰﾜ アセトアミノフェン 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「マルイシ」 錠 1141007F1195 後発品 1141 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 アニリン系製剤 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝｼﾞｮｳ200mgﾏﾙｲｼ アセトアミノフェン 丸石 0

採用薬品　在庫有 内用薬 アセトアミノフェン錠５００ｍｇ「マルイシ」 錠 1141007F3031 後発品 1141 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 アニリン系製剤 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝｼﾞｮｳ500mgﾏﾙｲｼ アセトアミノフェン 丸石 0

限定薬品 内用薬 アゼラスチン塩酸塩錠１ｍｇ「トーワ」 錠 4490004F2346 後発品 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ｱｾﾞﾗｽﾁﾝｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ1mgﾄｰﾜ アゼラスチン塩酸塩 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「タナベ」 錠 2149043F2107 後発品 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝｼﾞｮｳ16mgﾀﾅﾍﾞ アゼルニジピン ニプロＥＳ 0

限定薬品 内用薬 アゼルニジピン錠８ｍｇ「タナベ」 錠 2149043F1100 後発品 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝｼﾞｮｳ8mgﾀﾅﾍﾞ アゼルニジピン ニプロＥＳ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」 錠 2139008F2044 後発品 2139i 循環器官用薬 利尿剤 その他 ｱｿﾞｾﾐﾄﾞｼﾞｮｳ30mgJG アゾセミド 長生堂 0

採用薬品　在庫無 内用薬 アダプチノール錠５ｍｇ 錠 1319004F1035 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙｼﾞｮｳ5mg ヘレニエン バイエル 2

採用薬品　在庫有 内用薬 アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ カプセル 1179019M1046 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｱﾀﾗｯｸｽPｶﾌﾟｾﾙ25mg ヒドロキシジンパモ酸塩 ファイザー 2 抗不安薬

採用薬品　在庫有 内用薬 アタラックス－Ｐシロップ０．５％ ｍＬ 1179019Q1030 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｱﾀﾗｯｸｽPｼﾛｯﾌﾟ0.5% ヒドロキシジンパモ酸塩 ファイザー 2 抗不安薬

限定薬品 内用薬 アテディオ配合錠 錠 2149120F1027 2149T 循環器官用薬 血圧降下剤 その他の配合剤 ｱﾃﾃﾞｨｵﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ バルサルタン・シルニジピン配合剤 ＥＡファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 アテノロール錠２５ｍｇ「トーワ」 錠 2123011F1325 後発品 2123 循環器官用薬 不整脈用剤 β－遮断剤 ｱﾃﾉﾛｰﾙｼﾞｮｳ25mgﾄｰﾜ アテノロール 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 アデホスコーワ腸溶錠２０ 錠 3992001F1084 3992 その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 アデノシン製剤 ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜﾁｮｳﾖｳｼﾞｮｳ20 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 興和 2

限定薬品 内用薬 アデムパス錠０．５ｍｇ 錠 2190034F1027 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ｱﾃﾞﾑﾊﾟｽｼﾞｮｳ0.5mg リオシグアト バイエル 2

採用薬品　在庫有 内用薬 アデムパス錠１．０ｍｇ 錠 2190034F2023 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ｱﾃﾞﾑﾊﾟｽｼﾞｮｳ1.0mg リオシグアト バイエル 2

限定薬品 内用薬 アデムパス錠２．５ｍｇ 錠 2190034F3020 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ｱﾃﾞﾑﾊﾟｽｼﾞｮｳ2.5mg リオシグアト バイエル 2

院外採用薬 内用薬 アトーゼット配合錠ＬＤ 錠 2189101F1020 2189J 循環器官用薬 高脂血症用剤 配合剤 ｱﾄｰｾﾞｯﾄﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳLD エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物 オルガノン 2

限定薬品 内用薬 アドシルカ錠２０ｍｇ 錠 2190030F1029 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ｱﾄﾞｼﾙｶｼﾞｮｳ20mg タダラフィル 日本新薬 1

採用薬品　在庫有 内用薬 アドソルビン原末 ｇ 2343002X1058 2343 消化器官用薬 制酸剤 アルミニウム化合物製剤 ｱﾄﾞｿﾙﾋﾞﾝｹﾞﾝﾏﾂ 天然ケイ酸アルミニウム アルフレッサファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 アドナ錠３０ｍｇ 錠 3321002F2366 3321 血液・体液用薬 止血剤 カルバゾクロム系製剤 ｱﾄﾞﾅｼﾞｮｳ30mg カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 ニプロＥＳ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 錠 2189015F4022 後発品 2189i 循環器官用薬 高脂血症用剤 その他 ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝODｼﾞｮｳ10mgﾄｰﾜ アトルバスタチンカルシウム水和物 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 アトルバスタチン錠５ｍｇ「トーワ」 錠 2189015F1074 後発品 2189i 循環器官用薬 高脂血症用剤 その他 ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｼﾞｮｳ5mgﾄｰﾜ アトルバスタチンカルシウム水和物 東和薬品 0

採用薬品　在庫無 内用薬 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 4291010F1228 後発品 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｱﾅｽﾄﾛｿﾞｰﾙｼﾞｮｳ1mgDSEP アナストロゾール 第一三共エスファ 0

院外採用薬 内用薬 アナフラニール錠２５ｍｇ 錠 1174002F2025 1174 中枢神経系用薬 精神神経用剤 イミプラミン系製剤 ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙｼﾞｮｳ25mg クロミプラミン塩酸塩 アルフレッサファーマ 2 抗うつ剤

限定薬品 内用薬 アフィニトール錠５ｍｇ 錠 4291023F1020 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｱﾌｨﾆﾄｰﾙｼﾞｮｳ5mg エベロリムス ノバルティス 2

限定薬品 内用薬 アフィニトール分散錠２ｍｇ 錠 4291023X1026 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｱﾌｨﾆﾄｰﾙﾌﾞﾝｻﾝｼﾞｮｳ2mg エベロリムス ノバルティス 2

限定薬品 内用薬 アフィニトール分散錠３ｍｇ 錠 4291023X2022 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｱﾌｨﾆﾄｰﾙﾌﾞﾝｻﾝｼﾞｮｳ3mg エベロリムス ノバルティス 2

限定薬品 内用薬 アブストラル舌下錠１００μｇ 錠 8219001F1020 8219i 非アルカロイド系麻薬 合成麻薬 その他 ｱﾌﾞｽﾄﾗﾙｾﾞｯｶｼﾞｮｳ100ﾏｲｸﾛg フェンタニルクエン酸塩 協和キリン 2

採用薬品　在庫有 内用薬 アプリンジン塩酸塩カプセル１０ｍｇ「ＮＰ」 カプセル 2129004M1050 後発品 2129i 循環器官用薬 不整脈用剤 その他 ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝｴﾝｻﾝｴﾝｶﾌﾟｾﾙ10mgNP アプリンジン塩酸塩 ニプロ 0

限定薬品 内用薬 アプレゾリン錠１０ｍｇ 錠 2142004F1053 2142 循環器官用薬 血圧降下剤 ヒドララジン製剤 ｱﾌﾟﾚｿﾞﾘﾝｼﾞｮｳ10mg ヒドララジン塩酸塩 サンファーマ 2

限定薬品 内用薬 アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「サワイ」 カプセル 2391008M2044 後発品 2391 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 鎮吐剤 ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ125mgｻﾜｲ アプレピタント 沢井 0

限定薬品 内用薬 アプレピタントカプセル８０ｍｇ「サワイ」 カプセル 2391008M1048 後発品 2391 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 鎮吐剤 ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ80mgｻﾜｲ アプレピタント 沢井 0

採用薬品　在庫有 内用薬 アプレピタントカプセルセット「サワイ」 セット 2391008M3040 後発品 2391 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 鎮吐剤 ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙｾｯﾄｻﾜｲ アプレピタント 沢井 0

限定薬品 内用薬 アベロックス錠４００ｍｇ 錠 6241016F1028 6241 化学療法剤 合成抗菌剤 ピリドンカルボン酸系製剤 ｱﾍﾞﾛｯｸｽｼﾞｮｳ400mg モキシフロキサシン塩酸塩 バイエル 2

限定薬品 内用薬 アマージ錠２．５ｍｇ 錠 2160007F1020 2160i 循環器官用薬 血管収縮剤 その他 ｱﾏｰｼﾞｼﾞｮｳ2.5mg ナラトリプタン塩酸塩 ＧＳＫ 1

採用薬品　在庫有 内用薬 アマンタジン塩酸塩細粒１０％「サワイ」 ｇ 1161001C1135 後発品 1161 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 アマンタジン製剤 ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝｴﾝｻﾝｴﾝｻｲﾘｭｳ10%ｻﾜｲ アマンタジン塩酸塩 沢井 0

限定薬品 内用薬 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 錠 1161001F1131 後発品 1161 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 アマンタジン製剤 ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ50mgｻﾜｲ アマンタジン塩酸塩 沢井 0

採用薬品　在庫有 内用薬 アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 錠 2129010F1065 後発品 2129i 循環器官用薬 不整脈用剤 その他 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝｴﾝｻﾝｴﾝｿｸﾎｳｼﾞｮｳ100mgTE アミオダロン塩酸塩 トーアエイヨー 0

採用薬品　在庫有 内用薬 アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ「ＴＥ」 錠 2129010F3025 後発品 2129i 循環器官用薬 不整脈用剤 その他 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝｴﾝｻﾝｴﾝｿｸﾎｳｼﾞｮｳ50mgTE アミオダロン塩酸塩 トーアエイヨー 0

採用薬品　在庫無 内用薬 アミサリン錠１２５ｍｇ 錠 2121001F1025 2121 循環器官用薬 不整脈用剤 プロカインアミド系製剤 ｱﾐｻﾘﾝｼﾞｮｳ125mg プロカインアミド塩酸塩 アルフレッサファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 アミティーザカプセル１２μｇ カプセル 2359006M2021 2359i 消化器官用薬 下剤、浣腸剤 その他 ｱﾐﾃｨｰｻﾞｶﾌﾟｾﾙ12ﾏｲｸﾛg ルビプロストン マイランＥＰＤ 2

限定薬品 内用薬 アミティーザカプセル２４μｇ カプセル 2359006M1025 2359i 消化器官用薬 下剤、浣腸剤 その他 ｱﾐﾃｨｰｻﾞｶﾌﾟｾﾙ24ﾏｲｸﾛg ルビプロストン マイランＥＰＤ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 アミノレバンＥＮ配合散 ｇ 3259108B1039 3259T 滋養強壮薬 たん白アミノ酸製剤 その他の配合剤 ｱﾐﾉﾚﾊﾞﾝENﾊｲｺﾞｳｻﾝ 肝不全用成分栄養剤 大塚製薬 2

採用薬品　在庫有 内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 錠 2171022F3072 後発品 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝODｼﾞｮｳ2.5mgNP アムロジピンベシル酸塩 ニプロ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」 錠 2171022F4079 後発品 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝODｼﾞｮｳ5mgNP アムロジピンベシル酸塩 ニプロ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 アメナリーフ錠２００ｍｇ 錠 6250046F1028 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ｱﾒﾅﾘｰﾌｼﾞｮｳ200mg アメナメビル マルホ 2

限定薬品 内用薬 アメパロモカプセル２５０ｍｇ カプセル 6419004M1024 6419i 寄生動物用薬 抗原虫剤 その他 ｱﾒﾊﾟﾛﾓｶﾌﾟｾﾙ250mg パロモマイシン硫酸塩 ファイザー 2

限定薬品 内用薬 アモキサンカプセル２５ｍｇ カプセル 1179001M2026 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg アモキサピン ファイザー 2 抗うつ剤

限定薬品 内用薬 アモバン錠１０ 錠 1129007F2022 1129i 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 その他 ｱﾓﾊﾞﾝｼﾞｮｳ10 ゾピクロン サノフィ 1 睡眠薬

限定薬品 内用薬 アラグリオ顆粒剤分包１．５ｇ 包 7290007D1027 7290i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他 ｱﾗｸﾞﾘｵｶﾘｭｳｻﾞｲﾌﾞﾝﾎﾟｳ1.5g アミノレブリン酸塩酸塩 ＳＢＩ 2

限定薬品 内用薬 アラバ錠１０ｍｇ 錠 3999020F1029 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｱﾗﾊﾞｼﾞｮｳ10mg レフルノミド サノフィ 2

限定薬品 内用薬 アラベル内用剤１．５ｇ 瓶 7290007X1031 7290i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他 ｱﾗﾍﾞﾙﾅｲﾖｳｻﾞｲ1.5g アミノレブリン酸塩酸塩 ノーベル 2

限定薬品 内用薬 アリセプトＤ錠１０ｍｇ 錠 1190012F6028 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ｱﾘｾﾌﾟﾄDｼﾞｮｳ10mg ドネペジル塩酸塩 エーザイ 1

採用薬品　在庫有 内用薬 アリセプトＤ錠３ｍｇ 錠 1190012F3029 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ｱﾘｾﾌﾟﾄDｼﾞｮｳ3mg ドネペジル塩酸塩 エーザイ 1

採用薬品　在庫有 内用薬 アリセプトＤ錠５ｍｇ 錠 1190012F4025 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ｱﾘｾﾌﾟﾄDｼﾞｮｳ5mg ドネペジル塩酸塩 エーザイ 1

限定薬品 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「ヨシトミ」 錠 1179045F6130 後発品 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙODｼﾞｮｳ12mgﾖｼﾄﾐ アリピプラゾール ニプロＥＳ 0 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「ヨシトミ」 錠 1179045F4138 後発品 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙODｼﾞｮｳ3mgﾖｼﾄﾐ アリピプラゾール ニプロＥＳ 0 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 アルギＵ配合顆粒 ｇ 3999100D1037 3999J その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 配合剤 ｱﾙｷﾞUﾊｲｺﾞｳｶﾘｭｳ Ｌ－アルギニン・Ｌ－アルギニン塩酸塩 ＥＡファーマ 2

限定薬品 内用薬 アルケラン錠２ｍｇ 錠 4219002F1034 4219i 腫瘍用薬 アルキル化剤 その他 ｱﾙｹﾗﾝｼﾞｮｳ2mg メルファラン サンドファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 アルサルミン細粒９０％ ｇ 2329008C1097 2329i 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 その他 ｱﾙｻﾙﾐﾝｻｲﾘｭｳ90% スクラルファート水和物 富士化学 1

限定薬品 内用薬 アルジオキサ錠１００ｍｇ「トーワ」 錠 2329002F2181 後発品 2329i 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 その他 ｱﾙｼﾞｵｷｻｼﾞｮｳ100mgﾄｰﾜ アルジオキサ 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「トーワ」 カプセル 3112001M1305 後発品 3112 ビタミン剤 ビタミンＡ及びＤ剤 合成ビタミンＤ製剤 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25ﾏｲｸﾛgﾄｰﾜ アルファカルシドール 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 アルファカルシドール錠１．０μｇ「アメル」 錠 3112001F3066 後発品 3112 ビタミン剤 ビタミンＡ及びＤ剤 合成ビタミンＤ製剤 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｼﾞｮｳ1.0ﾏｲｸﾛgｱﾒﾙ アルファカルシドール 共和薬品 0

限定薬品 内用薬 アルファロール内用液０．５μｇ／ｍＬ ｍＬ 3112001S1045 3112 ビタミン剤 ビタミンＡ及びＤ剤 合成ビタミンＤ製剤 ｱﾙﾌｧﾛｰﾙﾅｲﾖｳｴｷ0.5ﾏｲｸﾛg/mL アルファカルシドール 中外 2

採用薬品　在庫有 内用薬 アルロイドＧ内用液５％ ｍＬ 2329116S1094 2329T 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 その他の配合剤 ｱﾙﾛｲﾄﾞGﾅｲﾖｳｴｷ5% アルギン酸ナトリウム カイゲンファーマ 2

院外採用薬 内用薬 アレグラ錠３０ｍｇ 錠 4490023F2020 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ｱﾚｸﾞﾗｼﾞｮｳ30mg フェキソフェナジン塩酸塩 サノフィ 1

限定薬品 内用薬 アレセンサカプセル１５０ｍｇ カプセル 4291032M3021 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｱﾚｾﾝｻｶﾌﾟｾﾙ150mg アレクチニブ塩酸塩 中外 2

限定薬品 内用薬 アレビアチン散１０％ ｇ 1132002B1060 1132 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 ヒダントイン系製剤 ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝｻﾝ10% フェニトイン 大日本住友 2

採用薬品　在庫有 内用薬 アレビアチン錠１００ｍｇ 錠 1132002F2041 1132 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 ヒダントイン系製剤 ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝｼﾞｮｳ100mg フェニトイン 大日本住友 2

限定薬品 内用薬 アレビアチン錠２５ｍｇ 錠 1132002F1037 1132 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 ヒダントイン系製剤 ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝｼﾞｮｳ25mg フェニトイン 大日本住友 2

限定薬品 内用薬 アレロック顆粒０．５％ ｇ 4490025D1022 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ｱﾚﾛｯｸｶﾘｭｳ0.5% オロパタジン塩酸塩 協和キリン 1

採用薬品　在庫有 内用薬 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 錠 2123014F2228 後発品 2123 循環器官用薬 不整脈用剤 β－遮断剤 ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ10mgｻﾜｲ アロチノロール塩酸塩 沢井 0

中止薬品　在庫有 内用薬 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 錠 2123014F1108 後発品 2123 循環器官用薬 不整脈用剤 β－遮断剤 ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ5mgJG アロチノロール塩酸塩 日本ジェネリック 0

採用薬品　在庫有 内用薬 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 錠 2123014F1116 後発品 2123 循環器官用薬 不整脈用剤 β－遮断剤 ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ5mgｻﾜｲ アロチノロール塩酸塩 沢井 0

採用薬品　在庫有 内用薬 アロプリノール錠１００ｍｇ「アメル」 錠 3943001F1322 後発品 3943 その他の代謝性医薬品 痛風治療剤 アロプリノール製剤 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙｼﾞｮｳ100mgｱﾒﾙ アロプリノール 共和薬品 0

限定薬品 内用薬 アロマシン錠２５ｍｇ 錠 4291012F1022 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｱﾛﾏｼﾝｼﾞｮｳ25mg エキセメスタン ファイザー 1

限定薬品 内用薬 アンコチル錠５００ｍｇ 錠 6290001F1050 6290i 化学療法剤 その他の化学療法剤 その他 ｱﾝｺﾁﾙｼﾞｮｳ500mg フルシトシン 共和薬品 2

採用薬品　在庫有 内用薬 アンプラーグ錠１００ｍｇ 錠 3399006F2022 3399i 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 その他 ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞｼﾞｮｳ100mg サルポグレラート塩酸塩 田辺三菱 1

採用薬品　在庫有 内用薬 アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．３％「タイヨー」 ｍＬ 2239001Q1115 後発品 2239i 呼吸器官用薬 去たん剤 その他 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙｴﾝｻﾝｴﾝｼﾛｯﾌﾟｼｮｳﾆﾖｳ0.3%ﾀｲﾖｰ アンブロキソール塩酸塩 武田テバファーマ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「タイヨー」 錠 2239001F1475 後発品 2239i 呼吸器官用薬 去たん剤 その他 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ15mgﾀｲﾖｰ アンブロキソール塩酸塩 武田テバファーマ 0

限定薬品 内用薬 イーケプラドライシロップ５０％ ｇ 1139010R1020 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ｲｰｹﾌﾟﾗﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ50% レベチラセタム ＵＣＢ 1

採用薬品　在庫有 内用薬 イーケプラ錠２５０ｍｇ 錠 1139010F1024 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ｲｰｹﾌﾟﾗｼﾞｮｳ250mg レベチラセタム ＵＣＢ 1

採用薬品　在庫有 内用薬 イーケプラ錠５００ｍｇ 錠 1139010F2020 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ｲｰｹﾌﾟﾗｼﾞｮｳ500mg レベチラセタム ＵＣＢ 1

採用薬品　在庫有 内用薬 イグザレルトＯＤ錠１０ｍｇ 錠 3339003F3027 3339i 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 その他 ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄODｼﾞｮｳ10mg リバーロキサバン バイエル 2

採用薬品　在庫有 内用薬 イグザレルトＯＤ錠１５ｍｇ 錠 3339003F4023 3339i 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 その他 ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄODｼﾞｮｳ15mg リバーロキサバン バイエル 2

限定薬品 内用薬 イグザレルト細粒分包１０ｍｇ 包 3339003C1028 3339i 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 その他 ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄｻｲﾘｭｳﾌﾞﾝﾎﾟｳ10mg リバーロキサバン バイエル 2

限定薬品 内用薬 イグザレルト細粒分包１５ｍｇ 包 3339003C2024 3339i 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 その他 ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄｻｲﾘｭｳﾌﾞﾝﾎﾟｳ15mg リバーロキサバン バイエル 2

限定薬品 内用薬 イクスタンジ錠４０ｍｇ 錠 4291031F1025 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｲｸｽﾀﾝｼﾞｼﾞｮｳ40mg エンザルタミド アステラス 2

限定薬品 内用薬 イクスタンジ錠８０ｍｇ 錠 4291031F2021 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｲｸｽﾀﾝｼﾞｼﾞｮｳ80mg エンザルタミド アステラス 2

採用薬品　在庫有 内用薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「日医工」 包 3399004M4076 後発品 3399i 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 その他 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄｻﾝｴﾁﾙﾘｭｳｼﾞｮｳｶﾌﾟｾﾙ900mgﾆﾁｲｺｳ イコサペント酸エチル 日医工 0

採用薬品　在庫有 内用薬 イスコチン錠１００ｍｇ 錠 6222001F3037 6222 化学療法剤 抗結核剤 イソニアジド系製剤 ｲｽｺﾁﾝｼﾞｮｳ100mg イソニアジド アルフレッサファーマ 2

限定薬品 内用薬 イソソルビド内服ゼリー７０％分包３０ｇ「日医工」 個 2139001Q2035 2139i 循環器官用薬 利尿剤 その他 ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞﾅｲﾌｸｾﾞﾘｰ70%ﾌﾞﾝﾎﾟｳ30gﾆﾁｲｺｳ イソソルビド 三和化学 2

採用薬品　在庫有 内用薬 イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ 包 2139001S2032 2139i 循環器官用薬 利尿剤 その他 ｲｿﾊﾞｲﾄﾞｼﾛｯﾌﾟ70%ﾌﾞﾝﾎﾟｳ30mL イソソルビド 興和 2

採用薬品　在庫有 内用薬 イトラコナゾール錠５０ｍｇ「科研」 錠 6290004F1062 後発品 6290i 化学療法剤 その他の化学療法剤 その他 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙｼﾞｮｳ50mgｶｹﾝ イトラコナゾール 科研 0

採用薬品　在庫有 内用薬 イトラコナゾール内用液１％「ファイザー」 ｍＬ 6290004S1036 後発品 6290i 化学療法剤 その他の化学療法剤 その他 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙﾅｲﾖｳｴｷ1%ﾌｧｲｻﾞｰ イトラコナゾール ファイザー 0

採用薬品　在庫有 内用薬 イトリゾールカプセル５０ カプセル 6290004M1029 6290i 化学療法剤 その他の化学療法剤 その他 ｲﾄﾘｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 イトラコナゾール ヤンセン 1

限定薬品 内用薬 イトリゾール内用液１％ ｍＬ 6290004S1028 6290i 化学療法剤 その他の化学療法剤 その他 ｲﾄﾘｿﾞｰﾙﾅｲﾖｳｴｷ1% イトラコナゾール ヤンセン 1

院外採用薬 内用薬 イニシンク配合錠 錠 3969105F1023 3969J その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 配合剤 ｲﾆｼﾝｸﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ アログリプチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤 武田 2

採用薬品　在庫有 内用薬 イノラス配合経腸用液 ｍＬ 3259120S1021 3259T 滋養強壮薬 たん白アミノ酸製剤 その他の配合剤 ｲﾉﾗｽﾊｲｺﾞｳｹｲﾁｮｳﾖｳｴｷ 経腸成分栄養剤 ＥＮ大塚 2

限定薬品 内用薬 イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ カプセル 1179055N1021 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｲﾌｪｸｻｰSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg ベンラファキシン塩酸塩 ヴィアトリス 2 抗うつ剤

限定薬品 内用薬 イフェクサーＳＲカプセル７５ｍｇ カプセル 1179055N2028 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｲﾌｪｸｻｰSRｶﾌﾟｾﾙ75mg ベンラファキシン塩酸塩 ヴィアトリス 2 抗うつ剤

採用薬品　在庫有 内用薬 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 錠 2190005F1284 後発品 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙｼｭｾｷｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ10mgﾆﾁｲｺｳ イフェンプロジル酒石酸塩 日医工 0

採用薬品　在庫有 内用薬 イブプロフェン錠１００ｍｇ「タイヨー」 錠 1149001F1480 後発品 1149i 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他 ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝｼﾞｮｳ100mgﾀｲﾖｰ イブプロフェン 武田テバファーマ 0

限定薬品 内用薬 イブランス錠１２５ｍｇ 錠 4291051F2029 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｲﾌﾞﾗﾝｽｼﾞｮｳ125mg パルボシクリブ ファイザー 2

限定薬品 内用薬 イブランス錠２５ｍｇ 錠 4291051F1022 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｲﾌﾞﾗﾝｽｼﾞｮｳ25mg パルボシクリブ ファイザー 2

限定薬品 内用薬 イマチニブ錠１００ｍｇ「トーワ」 錠 4291011F1168 後発品 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｲﾏﾁﾆﾌﾞｼﾞｮｳ100mgﾄｰﾜ イマチニブメシル酸塩 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 イミグラン錠５０ 錠 2160003F1022 2160i 循環器官用薬 血管収縮剤 その他 ｲﾐｸﾞﾗﾝｼﾞｮｳ50 スマトリプタンコハク酸塩 ＧＳＫ 1

採用薬品　在庫有 内用薬 イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ「杏林」 錠 2590013F2074 後発品 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ｲﾐﾀﾞﾌｪﾅｼﾝODｼﾞｮｳ0.1mgｷｮｳﾘﾝ イミダフェナシン キョーリンリメディオ 0

限定薬品 内用薬 イムセラカプセル０．５ｍｇ カプセル 3999029M1029 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｲﾑｾﾗｶﾌﾟｾﾙ0.5mg フィンゴリモド塩酸塩 田辺三菱 2

限定薬品 内用薬 イムブルビカカプセル１４０ｍｇ カプセル 4291043M1027 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｲﾑﾌﾞﾙﾋﾞｶｶﾌﾟｾﾙ140mg イブルチニブ ヤンセン 2

採用薬品　在庫有 内用薬 イムラン錠５０ｍｇ 錠 3999005F1059 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｲﾑﾗﾝｼﾞｮｳ50mg アザチオプリン サンドファーマ 2

限定薬品 内用薬 イメンドカプセル１２５ｍｇ カプセル 2391008M2028 2391 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 鎮吐剤 ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ125mg アプレピタント 小野 1

限定薬品 内用薬 イメンドカプセル８０ｍｇ カプセル 2391008M1021 2391 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 鎮吐剤 ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ80mg アプレピタント 小野 1

限定薬品 内用薬 イリボーＯＤ錠２．５μｇ 錠 2399014F3029 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ｲﾘﾎﾞｰODｼﾞｮｳ2.5ﾏｲｸﾛg ラモセトロン塩酸塩 アステラス 2

採用薬品　在庫無 内用薬 イリボーＯＤ錠５μｇ 錠 2399014F4025 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ｲﾘﾎﾞｰODｼﾞｮｳ5ﾏｲｸﾛg ラモセトロン塩酸塩 アステラス 2

採用薬品　在庫有 内用薬 イルベサルタン錠１００ｍｇ「日医工」 錠 2149046F2127 後発品 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝｼﾞｮｳ100mgﾆﾁｲｺｳ イルベサルタン 日医工 0

採用薬品　在庫有 内用薬 インクレミンシロップ５％ ｍＬ 3222012Q1030 後発品 3222 滋養強壮薬 無機質製剤 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む） ｲﾝｸﾚﾐﾝｼﾛｯﾌﾟ5% 溶性ピロリン酸第二鉄 アルフレッサファーマ 0

限定薬品 内用薬 インチュニブ錠１ｍｇ 錠 1179057G1021 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｲﾝﾁｭﾆﾌﾞｼﾞｮｳ1mg グアンファシン塩酸塩 塩野義 2

限定薬品 内用薬 インチュニブ錠３ｍｇ 錠 1179057G2028 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｲﾝﾁｭﾆﾌﾞｼﾞｮｳ3mg グアンファシン塩酸塩 塩野義 2

採用薬品　在庫有 内用薬 インデラル錠１０ｍｇ 錠 2123008F1048 2123 循環器官用薬 不整脈用剤 β－遮断剤 ｲﾝﾃﾞﾗﾙｼﾞｮｳ10mg プロプラノロール塩酸塩 太陽ファルマ 2

限定薬品 内用薬 インライタ錠１ｍｇ 錠 4291027F1029 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｲﾝﾗｲﾀｼﾞｮｳ1mg アキシチニブ ファイザー 2

限定薬品 内用薬 インライタ錠５ｍｇ 錠 4291027F2025 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｲﾝﾗｲﾀｼﾞｮｳ5mg アキシチニブ ファイザー 2

限定薬品 内用薬 ウェールナラ配合錠 錠 2482010F1026 2482 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 混合ホルモン剤 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤 ｳｪｰﾙﾅﾗﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ エストラジオール・レボノルゲストレル バイエル 2

限定薬品 内用薬 ヴォトリエント錠２００ｍｇ 錠 4291028F1023 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｳﾞｫﾄﾘｴﾝﾄｼﾞｮｳ200mg パゾパニブ塩酸塩 ノバルティス 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ウテメリン錠５ｍｇ 錠 2590004F1192 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ｳﾃﾒﾘﾝｼﾞｮｳ5mg リトドリン塩酸塩 キッセイ 1

限定薬品 内用薬 ウプトラビ錠０．２ｍｇ 錠 2190037F1020 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ｳﾌﾟﾄﾗﾋﾞｼﾞｮｳ0.2mg セレキシパグ 日本新薬 2

限定薬品 内用薬 ウプトラビ錠０．４ｍｇ 錠 2190037F2027 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ｳﾌﾟﾄﾗﾋﾞｼﾞｮｳ0.4mg セレキシパグ 日本新薬 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ウブレチド錠５ｍｇ 錠 1231014F1054 1231 末梢神経系用薬 自律神経剤 四級アンモニウム塩製剤 ｳﾌﾞﾚﾁﾄﾞｼﾞｮｳ5mg ジスチグミン臭化物 鳥居 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ウラリット－Ｕ配合散 ｇ 3949101A1149 3949J その他の代謝性医薬品 痛風治療剤 配合剤 ｳﾗﾘｯﾄUﾊｲｺﾞｳｻﾝ クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 ケミファ 1

限定薬品 内用薬 ウラリット配合錠 錠 3949101F1073 3949J その他の代謝性医薬品 痛風治療剤 配合剤 ｳﾗﾘｯﾄﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 ケミファ 1

限定薬品 内用薬 ウリアデック錠４０ｍｇ 錠 3949004F2024 3949i その他の代謝性医薬品 痛風治療剤 その他 ｳﾘｱﾃﾞｯｸｼﾞｮｳ40mg トピロキソスタット 三和化学 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＪＧ」 錠 2362001F2190 後発品 2362 消化器官用薬 利胆剤 胆汁酸製剤 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙｻﾝｼﾞｮｳ100mgJG ウルソデオキシコール酸 日本ジェネリック 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ウロカルン錠２２５ｍｇ 錠 2590001F1024 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ｳﾛｶﾙﾝｼﾞｮｳ225mg ウラジロガシエキス 日本新薬 2

院外採用薬 内用薬 エカード配合錠ＨＤ 錠 2149111F2024 2149T 循環器官用薬 血圧降下剤 その他の配合剤 ｴｶｰﾄﾞﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳHD カンデサルタン　シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤 武田テバ薬品 1

限定薬品 内用薬 エカード配合錠ＬＤ 錠 2149111F1028 2149T 循環器官用薬 血圧降下剤 その他の配合剤 ｴｶｰﾄﾞﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳLD カンデサルタン　シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤 武田テバ薬品 1

採用薬品　在庫有 内用薬 エクア錠５０ｍｇ 錠 3969011F1020 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ｴｸｱｼﾞｮｳ50mg ビルダグリプチン ノバルティス 2

採用薬品　在庫有 内用薬 エクセグラン散２０％ ｇ 1139005B1048 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ｴｸｾｸﾞﾗﾝｻﾝ20% ゾニサミド 大日本住友 1

採用薬品　在庫有 内用薬 エクセグラン錠１００ｍｇ 錠 1139005F1023 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ｴｸｾｸﾞﾗﾝｼﾞｮｳ100mg ゾニサミド 大日本住友 1

限定薬品 内用薬 エクセラーゼ配合錠 錠 2339114F1034 後発品 2339L 消化器官用薬 健胃消化剤 消化酵素複合剤 ｴｸｾﾗｰｾﾞﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ サナクターゼ配合剤 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 0

院外採用薬 内用薬 エクメット配合錠ＨＤ 錠 3969104F2025 3969J その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 配合剤 ｴｸﾒｯﾄﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳHD ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤 ノバルティス 2

院外採用薬 内用薬 エクメット配合錠ＬＤ 錠 3969104F1029 3969J その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 配合剤 ｴｸﾒｯﾄﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳLD ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤 ノバルティス 2

採用薬品　在庫有 内用薬 エサンブトール錠２５０ｍｇ 錠 6225001F2040 6225 化学療法剤 抗結核剤 エタンブトール製剤 ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙｼﾞｮｳ250mg エタンブトール塩酸塩 サンド 2

採用薬品　在庫有 内用薬 エスゾピクロン錠１ｍｇ「トーワ」 錠 1129010F1125 後発品 1129i 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 その他 ｴｽｿﾞﾋﾟｸﾛﾝｼﾞｮｳ1mgﾄｰﾜ エスゾピクロン 東和薬品 0 睡眠薬

採用薬品　在庫有 内用薬 エスタゾラム錠１ｍｇ「アメル」 錠 1124001F1030 後発品 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ｴｽﾀｿﾞﾗﾑｼﾞｮｳ1mgｱﾒﾙ エスタゾラム 共和薬品 0 睡眠薬

院外採用薬 内用薬 エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ カプセル 4219003M1054 4219i 腫瘍用薬 アルキル化剤 その他 ｴｽﾄﾗｻｲﾄｶﾌﾟｾﾙ156.7mg エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物 日本新薬 2

採用薬品　在庫無 内用薬 エストリール錠１ｍｇ＊（持田） 錠 2475001F3033 2475 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 エストリオール系製剤 ｴｽﾄﾘｰﾙｼﾞｮｳ1mgﾓﾁﾀﾞ エストリオール 持田 2

採用薬品　在庫有 内用薬 エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０ 錠 4229101F1050 後発品 4229J 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 配合剤 ｴｽﾜﾝﾀｲﾎｳﾊｲｺﾞｳODｼﾞｮｳT20 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 岡山大鵬 0

採用薬品　在庫有 内用薬 エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５ 錠 4229101F2057 後発品 4229J 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 配合剤 ｴｽﾜﾝﾀｲﾎｳﾊｲｺﾞｳODｼﾞｮｳT25 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 岡山大鵬 0

採用薬品　在庫有 内用薬 エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 2189018F1035 後発品 2189i 循環器官用薬 高脂血症用剤 その他 ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞｼﾞｮｳ10mgDSEP エゼチミブ 第一三共エスファ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」 錠 1179025F1301 後発品 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｴﾁｿﾞﾗﾑｼﾞｮｳ0.5mgﾄｰﾜ エチゾラム 東和薬品 0 抗不安薬

採用薬品　在庫有 内用薬 エックスフォージ配合ＯＤ錠 錠 2149114F2028 2149T 循環器官用薬 血圧降下剤 その他の配合剤 ｴｯｸｽﾌｫｰｼﾞﾊｲｺﾞｳODｼﾞｮｳ バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 ノバルティス 1

限定薬品 内用薬 エトドラク錠２００ｍｇ「ＳＷ」 錠 1149032F2171 後発品 1149i 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他 ｴﾄﾄﾞﾗｸｼﾞｮｳ200mgSW エトドラク 沢井 0

限定薬品 内用薬 エドルミズ錠５０ｍｇ 錠 3999054F1028 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｴﾄﾞﾙﾐｽﾞｼﾞｮｳ50mg アナモレリン塩酸塩 小野 2

採用薬品　在庫有 内用薬 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 錠 2144002F1300 後発品 2144 循環器官用薬 血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ2.5mgｻﾜｲ エナラプリルマレイン酸塩 沢井 0

採用薬品　在庫有 内用薬 エネーボ配合経腸用液 ｍＬ 3259119S1029 3259T 滋養強壮薬 たん白アミノ酸製剤 その他の配合剤 ｴﾈｰﾎﾞﾊｲｺﾞｳｹｲﾁｮｳﾖｳｴｷ 経腸成分栄養剤 アボット 2

採用薬品　在庫有 内用薬 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＮＰ」 錠 3999013F1355 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄｼﾞｮｳ50mgNP エパルレスタット ニプロ 0

限定薬品 内用薬 エビスタ錠６０ｍｇ 錠 3999021F1023 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｴﾋﾞｽﾀｼﾞｮｳ60mg ラロキシフェン塩酸塩 リリー 1

採用薬品　在庫有 内用薬 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ファイザー」 錠 4490014F2242 後発品 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ20mgﾌｧｲｻﾞｰ エピナスチン塩酸塩 ファイザー 0

採用薬品　在庫有 内用薬 エビプロスタット配合錠ＤＢ 錠 2590100X2046 2590J 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 配合剤 ｴﾋﾞﾌﾟﾛｽﾀｯﾄﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳDB オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤 日本新薬 2

限定薬品 内用薬 エビリファイ錠１２ｍｇ 錠 1179045F3026 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲｼﾞｮｳ12mg アリピプラゾール 大塚製薬 1 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 エビリファイ錠３ｍｇ 錠 1179045F1023 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲｼﾞｮｳ3mg アリピプラゾール 大塚製薬 1 抗精神病薬
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限定薬品 内用薬 エビリファイ錠６ｍｇ 錠 1179045F2020 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲｼﾞｮｳ6mg アリピプラゾール 大塚製薬 1 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 エビリファイ内用液０．１％ ｍＬ 1179045S1021 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲﾅｲﾖｳｴｷ0.1% アリピプラゾール 大塚製薬 1 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 エピレオプチマル散５０％ ｇ 1139001B1031 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ｴﾋﾟﾚｵﾌﾟﾁﾏﾙｻﾝ50% エトスクシミド エーザイ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ 錠 3399009F5025 3399i 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 その他 ｴﾌｨｴﾝﾄODｼﾞｮｳ20mg プラスグレル塩酸塩 第一三共 2

限定薬品 内用薬 エフィエント錠２．５ｍｇ 錠 3399009F3022 3399i 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 その他 ｴﾌｨｴﾝﾄｼﾞｮｳ2.5mg プラスグレル塩酸塩 第一三共 2

採用薬品　在庫有 内用薬 エフィエント錠３．７５ｍｇ 錠 3399009F1020 3399i 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 その他 ｴﾌｨｴﾝﾄｼﾞｮｳ3.75mg プラスグレル塩酸塩 第一三共 2

限定薬品 内用薬 エプクルーサ配合錠 錠 6250116F1025 6250J 化学療法剤 抗ウイルス剤 配合剤 ｴﾌﾟｸﾙｰｻﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ ソホスブビル・ベルパタスビル ギリアド 2

採用薬品　在庫有 内用薬 エフピーＯＤ錠２．５ 錠 1169010F2020 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ｴﾌﾋﾟｰODｼﾞｮｳ2.5 セレギリン塩酸塩 エフピー 1

採用薬品　在庫有 内用薬 エブランチルカプセル１５ｍｇ カプセル 2149020N1031 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg ウラピジル 科研 2

限定薬品 内用薬 エベレンゾ錠２０ｍｇ 錠 3999047F1028 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｴﾍﾞﾚﾝｿﾞｼﾞｮｳ20mg ロキサデュスタット アステラス 2

限定薬品 内用薬 エベレンゾ錠５０ｍｇ 錠 3999047F2024 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｴﾍﾞﾚﾝｿﾞｼﾞｮｳ50mg ロキサデュスタット アステラス 2

限定薬品 内用薬 エボザックカプセル３０ｍｇ カプセル 2399012M1026 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ｴﾎﾞｻﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ30mg セビメリン塩酸塩水和物 アルフレッサファーマ 2

採用薬品　在庫無 内用薬 エラスチーム錠１８００ 錠 2189001F1200 2189i 循環器官用薬 高脂血症用剤 その他 ｴﾗｽﾁｰﾑｼﾞｮｳ1800 エラスターゼ エーザイ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 エリキュース錠２．５ｍｇ 錠 3339004F1029 3339i 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 その他 ｴﾘｷｭｰｽｼﾞｮｳ2.5mg アピキサバン ＢＭＳ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 エリキュース錠５ｍｇ 錠 3339004F2025 3339i 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 その他 ｴﾘｷｭｰｽｼﾞｮｳ5mg アピキサバン ＢＭＳ 2

限定薬品 内用薬 エリスロシンドライシロップＷ２０％ ｇ 6141001R2053 6141 抗生物質製剤 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの エリスロマイシン製剤 ｴﾘｽﾛｼﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟW20% エリスロマイシンエチルコハク酸エステル マイランＥＰＤ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 エリスロシン錠２００ｍｇ 錠 6141004F2042 6141 抗生物質製剤 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの エリスロマイシン製剤 ｴﾘｽﾛｼﾝｼﾞｮｳ200mg エリスロマイシンステアリン酸塩 マイランＥＰＤ 2

限定薬品 内用薬 エルカルチンＦＦ錠１００ｍｇ 錠 3999033F1026 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｴﾙｶﾙﾁﾝFFｼﾞｮｳ100mg レボカルニチン 大塚製薬 2

採用薬品　在庫有 内用薬 エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ 錠 3999033F2022 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｴﾙｶﾙﾁﾝFFｼﾞｮｳ250mg レボカルニチン 大塚製薬 2

限定薬品 内用薬 エルカルチンＦＦ内用液１０％ ｍＬ 3999033S1024 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｴﾙｶﾙﾁﾝFFﾅｲﾖｳｴｷ10% レボカルニチン 大塚製薬 2

限定薬品 内用薬 エルカルチンＦＦ内用液１０％分包１０ｍＬ 包 3999033S3027 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｴﾙｶﾙﾁﾝFFﾅｲﾖｳｴｷ10%ﾌﾞﾝﾎﾟｳ10mL レボカルニチン 大塚製薬 2

限定薬品 内用薬 エルカルチンＦＦ内用液１０％分包５ｍＬ 包 3999033S2020 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｴﾙｶﾙﾁﾝFFﾅｲﾖｳｴｷ10%ﾌﾞﾝﾎﾟｳ5mL レボカルニチン 大塚製薬 2

採用薬品　在庫有 内用薬 エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「サワイ」 カプセル 3112006M2037 後発品 3112 ビタミン剤 ビタミンＡ及びＤ剤 合成ビタミンＤ製剤 ｴﾙﾃﾞｶﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.75ﾏｲｸﾛgｻﾜｲ エルデカルシトール 沢井 0

採用薬品　在庫有 内用薬 エレンタール配合内用剤 ｇ 3259103B1036 3259T 滋養強壮薬 たん白アミノ酸製剤 その他の配合剤 ｴﾚﾝﾀｰﾙﾊｲｺﾞｳﾅｲﾖｳｻﾞｲ 経腸成分栄養剤 ＥＡファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 エンシュア・Ｈ ｍＬ 3259114S1026 3259T 滋養強壮薬 たん白アミノ酸製剤 その他の配合剤 ｴﾝｼｭｱH 経腸成分栄養剤 アボット 2

採用薬品　在庫有 内用薬 エンタカポン錠１００ｍｇ「サンド」 錠 1169014F1072 後発品 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ｴﾝﾀｶﾎﾟﾝｼﾞｮｳ100mgｻﾝﾄﾞ エンタカポン サンド 0

採用薬品　在庫有 内用薬 エンテカビル錠０．５ｍｇ「トーワ」 錠 6250029F1121 後発品 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ｴﾝﾃｶﾋﾞﾙｼﾞｮｳ0.5mgﾄｰﾜ エンテカビル 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 エンドキサン錠５０ｍｇ 錠 4211002F1044 4211 腫瘍用薬 アルキル化剤 クロルエチルアミン系製剤 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝｼﾞｮｳ50mg シクロホスファミド水和物 塩野義 2

限定薬品 内用薬 エンレスト錠１００ｍｇ 錠 2190041F2023 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ｴﾝﾚｽﾄｼﾞｮｳ100mg サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 ノバルティス 2

限定薬品 内用薬 エンレスト錠２００ｍｇ 錠 2190041F3020 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ｴﾝﾚｽﾄｼﾞｮｳ200mg サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 ノバルティス 2

採用薬品　在庫有 内用薬 オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ 錠 6139100F2044 6139J 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 配合剤 ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ250RS アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム ＧＳＫ 2

限定薬品 内用薬 オーラノフィン錠３ｍｇ「サワイ」 錠 4420001F1082 後発品 4420 アレルギー用薬 刺激療法剤 その他 ｵｰﾗﾉﾌｨﾝｼﾞｮｳ3mgｻﾜｲ オーラノフィン 沢井 0

採用薬品　在庫有 内用薬 オキシコドン徐放錠２０ｍｇＮＸ「第一三共」 錠 8119002G7030 後発品 8119i アルカロイド系麻薬（天然麻薬） あへんアルカロイド系麻薬 その他 ｵｷｼｺﾄﾞﾝｼﾞｮﾎｳｼﾞｮｳ20mgNXﾀﾞｲｲﾁｻﾝｷｮｳ オキシコドン塩酸塩水和物 第一三共プロファーマ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 オキシコドン徐放錠５ｍｇＮＸ「第一三共」 錠 8119002G5038 後発品 8119i アルカロイド系麻薬（天然麻薬） あへんアルカロイド系麻薬 その他 ｵｷｼｺﾄﾞﾝｼﾞｮﾎｳｼﾞｮｳ5mgNXﾀﾞｲｲﾁｻﾝｷｮｳ オキシコドン塩酸塩水和物 第一三共プロファーマ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 オキシコドン錠１０ｍｇＮＸ「第一三共」 錠 8119002F7027 後発品 8119i アルカロイド系麻薬（天然麻薬） あへんアルカロイド系麻薬 その他 ｵｷｼｺﾄﾞﾝｼﾞｮｳ10mgNXﾀﾞｲｲﾁｻﾝｷｮｳ オキシコドン塩酸塩水和物 第一三共プロファーマ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 オキシコドン錠２．５ｍｇＮＸ「第一三共」 錠 8119002F5024 後発品 8119i アルカロイド系麻薬（天然麻薬） あへんアルカロイド系麻薬 その他 ｵｷｼｺﾄﾞﾝｼﾞｮｳ2.5mgNXﾀﾞｲｲﾁｻﾝｷｮｳ オキシコドン塩酸塩水和物 第一三共プロファーマ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 オキシブチニン塩酸塩錠３ｍｇ「日医工」 錠 2590005F2231 後発品 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ｵｷｼﾌﾞﾁﾆﾝｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ3mgﾆﾁｲｺｳ オキシブチニン塩酸塩 日医工 0

中止薬品　在庫有 内用薬 オキノーム散１０ｍｇ 包 8119002B4026 8119i アルカロイド系麻薬（天然麻薬） あへんアルカロイド系麻薬 その他 ｵｷﾉｰﾑｻﾝ10mg オキシコドン塩酸塩水和物 シオノギファーマ 2

限定薬品 内用薬 オクソラレン錠１０ｍｇ 錠 2699002F1046 2699i 外皮用薬 その他の外皮用薬 その他 ｵｸｿﾗﾚﾝｼﾞｮｳ10mg メトキサレン 大正製薬 2

限定薬品 内用薬 オスポロット錠５０ｍｇ 錠 1137001F1039 1137 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 スルホンアミド系製剤 ｵｽﾎﾟﾛｯﾄｼﾞｮｳ50mg スルチアム 共和薬品 2

採用薬品　在庫有 内用薬 オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」 カプセル 6250021M1035 後発品 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ75mgｻﾜｲ オセルタミビルリン酸塩 沢井 0

限定薬品 内用薬 オダイン錠１２５ｍｇ 錠 4291005F1057 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｵﾀﾞｲﾝｼﾞｮｳ125mg フルタミド 日本化薬 1

限定薬品 内用薬 オテズラ錠１０ｍｇ 錠 3999042F1025 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｵﾃｽﾞﾗｼﾞｮｳ10mg アプレミラスト アムジェン 2

限定薬品 内用薬 オテズラ錠２０ｍｇ 錠 3999042F2021 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｵﾃｽﾞﾗｼﾞｮｳ20mg アプレミラスト アムジェン 2

限定薬品 内用薬 オテズラ錠３０ｍｇ 錠 3999042F3028 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｵﾃｽﾞﾗｼﾞｮｳ30mg アプレミラスト アムジェン 2

採用薬品　在庫有 内用薬 オパルモン錠５μｇ 錠 3399003F1073 3399i 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 その他 ｵﾊﾟﾙﾓﾝｼﾞｮｳ5ﾏｲｸﾛg リマプロスト　アルファデクス 小野 1

限定薬品 内用薬 オフェブカプセル１００ｍｇ カプセル 3999039M1022 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｵﾌｪﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg ニンテダニブエタンスルホン酸塩 日本ベーリンガー 2

限定薬品 内用薬 オフェブカプセル１５０ｍｇ カプセル 3999039M2029 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｵﾌｪﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ150mg ニンテダニブエタンスルホン酸塩 日本ベーリンガー 2

限定薬品 内用薬 オプスミット錠１０ｍｇ 錠 2190035F1021 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ｵﾌﾟｽﾐｯﾄｼﾞｮｳ10mg マシテンタン ヤンセン 2

採用薬品　在庫有 内用薬 オプソ内服液１０ｍｇ 包 8114005S2020 8114 アルカロイド系麻薬（天然麻薬） あへんアルカロイド系麻薬 モルヒネ系製剤 ｵﾌﾟｿﾅｲﾌｸｴｷ10mg モルヒネ塩酸塩水和物 大日本住友 2

採用薬品　在庫有 内用薬 オプソ内服液５ｍｇ 包 8114005S1024 8114 アルカロイド系麻薬（天然麻薬） あへんアルカロイド系麻薬 モルヒネ系製剤 ｵﾌﾟｿﾅｲﾌｸｴｷ5mg モルヒネ塩酸塩水和物 大日本住友 2

院外採用薬 内用薬 オメプラール錠１０ 錠 2329022H2023 2329i 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 その他 ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙｼﾞｮｳ10 オメプラゾール 太陽ファルマ 1

院外採用薬 内用薬 オメプラール錠２０ 錠 2329022H1043 2329i 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 その他 ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙｼﾞｮｳ20 オメプラゾール 太陽ファルマ 1

限定薬品 内用薬 オランザピンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 錠 1179044F5130 後発品 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝODｼﾞｮｳ10mgﾌｧｲｻﾞｰ オランザピン ダイト 0 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 錠 1179044F6110 後発品 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝODｼﾞｮｳ2.5mgﾌｧｲｻﾞｰ オランザピン ダイト 0 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」 錠 1179044F4133 後発品 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝODｼﾞｮｳ5mgﾌｧｲｻﾞｰ オランザピン ダイト 0 抗精神病薬

採用薬品　在庫有 内用薬 オルケディア錠１ｍｇ 錠 3999044F1024 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｵﾙｹﾃﾞｨｱｼﾞｮｳ1mg エボカルセト 協和キリン 2

採用薬品　在庫無 内用薬 オルミエント錠２ｍｇ 錠 3999043F1020 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｵﾙﾐｴﾝﾄｼﾞｮｳ2mg バリシチニブ リリー 2

採用薬品　在庫無 内用薬 オルミエント錠４ｍｇ 錠 3999043F2026 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｵﾙﾐｴﾝﾄｼﾞｮｳ4mg バリシチニブ リリー 2

採用薬品　在庫有 内用薬 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 2149044F5038 後発品 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝODｼﾞｮｳ10mgDSEP オルメサルタン　メドキソミル 第一三共エスファ 0

中止薬品　在庫有 内用薬 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 2149044F6034 後発品 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝODｼﾞｮｳ20mgDSEP オルメサルタン　メドキソミル 第一三共エスファ 0

限定薬品 内用薬 オルメテックＯＤ錠４０ｍｇ 錠 2149044F7022 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ｵﾙﾒﾃｯｸODｼﾞｮｳ40mg オルメサルタン　メドキソミル 第一三共 1

採用薬品　在庫有 内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 錠 4490025F4146 後発品 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝｴﾝｻﾝｴﾝODｼﾞｮｳ5mgﾄｰﾜ オロパタジン塩酸塩 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 オングリザ錠２．５ｍｇ 錠 3969017F1028 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ｵﾝｸﾞﾘｻﾞｼﾞｮｳ2.5mg サキサグリプチン水和物 協和キリン 2

採用薬品　在庫有 内用薬 オングリザ錠５ｍｇ 錠 3969017F2024 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ｵﾝｸﾞﾘｻﾞｼﾞｮｳ5mg サキサグリプチン水和物 協和キリン 2

限定薬品 内用薬 オンジェンティス錠２５ｍｇ 錠 1169019F1024 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ｵﾝｼﾞｪﾝﾃｨｽｼﾞｮｳ25mg オピカポン 小野 2

採用薬品　在庫有 内用薬 カイトリル錠２ｍｇ 錠 2391002F2021 2391 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 鎮吐剤 ｶｲﾄﾘﾙｼﾞｮｳ2mg グラニセトロン塩酸塩 太陽ファルマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ガスコン錠４０ｍｇ 錠 2318001F1063 2318 消化器官用薬 止しゃ剤、整腸剤 ジメチコン製剤 ｶﾞｽｺﾝｼﾞｮｳ40mg ジメチコン キッセイ 2

限定薬品 内用薬 ガスター錠１０ｍｇ 錠 2325003F1024 2325 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤 ｶﾞｽﾀｰｼﾞｮｳ10mg ファモチジン ＬＴＬ 1

採用薬品　在庫有 内用薬 ガストログラフイン経口・注腸用 ｍＬ 7211001X1030 7211 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） Ｘ線造影剤 ヨウ素化合物製剤 ｶﾞｽﾄﾛｸﾞﾗﾌｲﾝｹｲｺｳﾁｭｳﾁｮｳﾖｳ アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン バイエル 2

限定薬品 内用薬 ガスロンＮ錠２ｍｇ 錠 2329020F1027 2329i 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 その他 ｶﾞｽﾛﾝNｼﾞｮｳ2mg イルソグラジンマレイン酸塩 日本新薬 1

院外採用薬 内用薬 カデュエット配合錠４番 錠 2190104F1024 2190J 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 配合剤 ｶﾃﾞｭｴｯﾄﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ4ﾊﾞﾝ アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 ヴィアトリス 1

限定薬品 内用薬 カナグル錠１００ｍｇ 錠 3969022F1029 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ｶﾅｸﾞﾙｼﾞｮｳ100mg カナグリフロジン水和物 田辺三菱 2

限定薬品 内用薬 ガナトン錠５０ｍｇ 錠 2399008F1020 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ イトプリド塩酸塩 マイランＥＰＤ 1

限定薬品 内用薬 カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 カプセル 6123003M1042 6123 抗生物質製剤 主としてグラム陰性菌に作用するもの アミノ糖系抗生物質製剤 ｶﾅﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mgﾒｲｼﾞ カナマイシン一硫酸塩 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 2

限定薬品 内用薬 カナリア配合錠 錠 3969106F1028 3969J その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 配合剤 ｶﾅﾘｱﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤 田辺三菱 2

限定薬品 内用薬 カバサール錠１．０ｍｇ 錠 1169011F2024 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ｶﾊﾞｻｰﾙｼﾞｮｳ1.0mg カベルゴリン ファイザー 1

限定薬品 内用薬 ガバペン錠２００ｍｇ 錠 1139007F1022 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝｼﾞｮｳ200mg ガバペンチン 富士製薬 2

限定薬品 内用薬 カフェイン「ケンエー」 ｇ 2115004X1043 2115 循環器官用薬 強心剤 カフェイン系製剤 ｶﾌｪｲﾝｹﾝｴｰ カフェイン水和物 健栄 2

限定薬品 内用薬 カプトリル錠１２．５ｍｇ 錠 2144001F1020 2144 循環器官用薬 血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 ｶﾌﾟﾄﾘﾙｼﾞｮｳ12.5mg カプトプリル アルフレッサファーマ 1

採用薬品　在庫有 内用薬 カペシタビン錠３００ｍｇ「日医工」 錠 4223005F1057 後発品 4223 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 フルオロウラシル系製剤 ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝｼﾞｮｳ300mgﾆﾁｲｺｳ カペシタビン 日医工 0

限定薬品 内用薬 カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「サワイ」 錠 1169011F1044 後発品 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝｼﾞｮｳ0.25mgｻﾜｲ カベルゴリン 沢井 0

限定薬品 内用薬 カボメティクス錠２０ｍｇ 錠 4291064F1020 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｶﾎﾞﾒﾃｨｸｽｼﾞｮｳ20mg カボザンチニブリンゴ酸塩 武田 2

限定薬品 内用薬 カボメティクス錠６０ｍｇ 錠 4291064F2026 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｶﾎﾞﾒﾃｨｸｽｼﾞｮｳ60mg カボザンチニブリンゴ酸塩 武田 2

採用薬品　在庫有 内用薬 カムシア配合錠ＨＤ「ニプロ」 錠 2149116F2051 後発品 2149T 循環器官用薬 血圧降下剤 その他の配合剤 ｶﾑｼｱﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳHDﾆﾌﾟﾛ カンデサルタン　シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤 ニプロ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 錠 3999003F1335 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ100mgﾆﾁｲｺｳ カモスタットメシル酸塩 日医工 0

限定薬品 内用薬 ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「アメル」 錠 1190019F6062 後発品 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝODｼﾞｮｳ12mgｱﾒﾙ ガランタミン臭化水素酸塩 共和薬品 0

限定薬品 内用薬 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「アメル」 錠 1190019F4060 後発品 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝODｼﾞｮｳ4mgｱﾒﾙ ガランタミン臭化水素酸塩 共和薬品 0

限定薬品 内用薬 ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「アメル」 錠 1190019F5066 後発品 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝODｼﾞｮｳ8mgｱﾒﾙ ガランタミン臭化水素酸塩 共和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 カリジノゲナーゼ錠２５単位「トーワ」 錠 2491001F5196 後発品 2491 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 循環ホルモン剤 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞｼﾞｮｳ25ﾀﾝｲﾄｰﾜ カリジノゲナーゼ 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 カリメート経口液２０％ 包 2190016S1027 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ｶﾘﾒｰﾄｹｲｺｳｴｷ20% ポリスチレンスルホン酸カルシウム 興和 2

限定薬品 内用薬 カリメート散 ｇ 2190016X1105 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ｶﾘﾒｰﾄｻﾝ ポリスチレンスルホン酸カルシウム 興和 2

限定薬品 内用薬 カルタンＯＤ錠５００ｍｇ 錠 2190024F4022 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ｶﾙﾀﾝODｼﾞｮｳ500mg 沈降炭酸カルシウム マイラン 1

限定薬品 内用薬 カルナクリン錠５０ 錠 2491001F6060 2491 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 循環ホルモン剤 ｶﾙﾅｸﾘﾝｼﾞｮｳ50 カリジノゲナーゼ 三和化学 2

採用薬品　在庫有 内用薬 カルバマゼピン細粒５０％「フジナガ」 ｇ 1139002C1090 後発品 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝｻｲﾘｭｳ50%ﾌｼﾞﾅｶﾞ カルバマゼピン 藤永 0

限定薬品 内用薬 カルバマゼピン錠１００ｍｇ「フジナガ」 錠 1139002F2050 後発品 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝｼﾞｮｳ100mgﾌｼﾞﾅｶﾞ カルバマゼピン 藤永 0

採用薬品　在庫有 内用薬 カルバマゼピン錠２００ｍｇ「フジナガ」 錠 1139002F1100 後発品 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝｼﾞｮｳ200mgﾌｼﾞﾅｶﾞ カルバマゼピン 藤永 0

採用薬品　在庫有 内用薬 カルベジロール錠１．２５ｍｇ「サワイ」 錠 2149032F3032 後発品 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙｼﾞｮｳ1.25mgｻﾜｲ カルベジロール 沢井 2

採用薬品　在庫有 内用薬 カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 錠 2149032F1099 後発品 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙｼﾞｮｳ10mgｻﾜｲ カルベジロール 沢井 0

採用薬品　在庫有 内用薬 カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 錠 2149032F4039 後発品 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙｼﾞｮｳ2.5mgｻﾜｲ カルベジロール 沢井 0

採用薬品　在庫有 内用薬 カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 ｇ 2233002R2037 後発品 2233 呼吸器官用薬 去たん剤 システイン系製剤 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝDS50%ﾀｶﾀ Ｌ－カルボシステイン 高田 0

採用薬品　在庫有 内用薬 カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 錠 2233002F2103 後発品 2233 呼吸器官用薬 去たん剤 システイン系製剤 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝｼﾞｮｳ500mgｻﾜｲ Ｌ－カルボシステイン 沢井 0

採用薬品　在庫有 内用薬 カンデサルタン錠４ｍｇ「テバ」 錠 2149040F2294 後発品 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾞｮｳ4mgﾃﾊﾞ カンデサルタンシレキセチル 武田テバファーマ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 キシロカインビスカス２％ ｍＬ 1214001S1054 1214 末梢神経系用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤 ｷｼﾛｶｲﾝﾋﾞｽｶｽ2% リドカイン塩酸塩 サンドファーマ 2

限定薬品 内用薬 キックリンカプセル２５０ｍｇ カプセル 2190032M1027 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ｷｯｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg ビキサロマー アステラス 2

限定薬品 内用薬 キニジン硫酸塩錠１００ｍｇ「ファイザー」 錠 2122002F1078 2122 循環器官用薬 不整脈用剤 キニジン製剤 ｷﾆｼﾞﾝﾘｭｳｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ100mgﾌｧｲｻﾞｰ キニジン硫酸塩水和物 マイラン 2

限定薬品 内用薬 キプレス細粒４ｍｇ 包 4490026C1021 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ｷﾌﾟﾚｽｻｲﾘｭｳ4mg モンテルカストナトリウム 杏林 1

限定薬品 内用薬 キャブピリン配合錠 錠 3399103F1020 3399J 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 配合剤 ｷｬﾌﾞﾋﾟﾘﾝﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩 武田 2

採用薬品　在庫有 内用薬 グーフィス錠５ｍｇ 錠 2359008F1025 2359i 消化器官用薬 下剤、浣腸剤 その他 ｸﾞｰﾌｨｽｼﾞｮｳ5mg エロビキシバット水和物 ＥＡファーマ 2

限定薬品 内用薬 クエチアピン錠１００ｍｇ「アメル」 錠 1179042F2107 後発品 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｸｴﾁｱﾋﾟﾝｼﾞｮｳ100mgｱﾒﾙ クエチアピンフマル酸塩 共和薬品 0 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 クエチアピン錠１２．５ｍｇ「アメル」 錠 1179042F4029 後発品 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｸｴﾁｱﾋﾟﾝｼﾞｮｳ12.5mgｱﾒﾙ クエチアピンフマル酸塩 共和薬品 0 抗精神病薬

採用薬品　在庫有 内用薬 クエチアピン錠２５ｍｇ「アメル」 錠 1179042F1100 後発品 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｸｴﾁｱﾋﾟﾝｼﾞｮｳ25mgｱﾒﾙ クエチアピンフマル酸塩 共和薬品 0 抗精神病薬

採用薬品　在庫有 内用薬 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 錠 3222013F1157 後発品 3222 滋養強壮薬 無機質製剤 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む） ｸｴﾝｻﾝﾀﾞｲｲﾁﾃﾂNaｼﾞｮｳ50mgｻﾜｲ クエン酸第一鉄ナトリウム 沢井 0

採用薬品　在庫無 内用薬 クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒８．３％「ツルハラ」 ｇ 3222013D1075 後発品 3222 滋養強壮薬 無機質製剤 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む） ｸｴﾝｻﾝﾀﾞｲｲﾁﾃﾂﾅﾄﾘｳﾑｶﾘｭｳ8.3%ﾂﾙﾊﾗ クエン酸第一鉄ナトリウム 鶴原 0

限定薬品 内用薬 グラクティブ錠５０ｍｇ 錠 3969010F2022 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ｸﾞﾗｸﾃｨﾌﾞｼﾞｮｳ50mg シタグリプチンリン酸塩水和物 小野 2

採用薬品　在庫有 内用薬 グラケーカプセル１５ｍｇ カプセル 3160002M2028 3160 ビタミン剤 ビタミンＫ剤 ビタミンＫ製剤 ｸﾞﾗｹｰｶﾌﾟｾﾙ15mg メナテトレノン エーザイ 1

限定薬品 内用薬 クラシエ加味帰脾湯エキス錠 錠 5200016F1039 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ｸﾗｼｴｶﾐｷﾋﾄｳｴｷｽｼﾞｮｳ 加味帰脾湯エキス 大峰堂 2

採用薬品　在庫有 内用薬 クラシエ十味敗毒湯エキス錠 錠 5200070F1033 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ｸﾗｼｴｼﾞｭｳﾐﾊｲﾄﾞｸﾄｳｴｷｽｼﾞｮｳ 十味敗毒湯エキス 大峰堂 2

限定薬品 内用薬 クラシエ人参養栄湯エキス細粒 ｇ 5200117C1043 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ｸﾗｼｴﾆﾝｼﾞﾝﾖｳｴｲﾄｳｴｷｽｻｲﾘｭｳ 人参養栄湯エキス クラシエ 2

限定薬品 内用薬 クラシエ麻黄湯エキス細粒 ｇ 5200132C1064 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ｸﾗｼｴﾏｵｳﾄｳｴｷｽｻｲﾘｭｳ 麻黄湯エキス クラシエ 2

院外採用薬 内用薬 クラシエ六君子湯エキス細粒 ｇ 5200141C1063 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ｸﾗｼｴﾘｯｸﾝｼﾄｳｴｷｽｻｲﾘｭｳ 六君子湯エキス クラシエ 2

限定薬品 内用薬 クラバモックス小児用配合ドライシロップ ｇ 6139100R1036 6139J 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 配合剤 ｸﾗﾊﾞﾓｯｸｽｼｮｳﾆﾖｳﾊｲｺﾞｳﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム ＧＳＫ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 グラマリール錠２５ｍｇ 錠 1190004F1021 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ｸﾞﾗﾏﾘｰﾙｼﾞｮｳ25mg チアプリド塩酸塩 日医工 1

採用薬品　在庫有 内用薬 クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「トーワ」 ｇ 6149003R1216 後発品 6149i 抗生物質製剤 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの その他 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝDSｼｮｳﾆﾖｳ10%ﾄｰﾜ クラリスロマイシン 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「トーワ」 錠 6149003F2232 後発品 6149i 抗生物質製剤 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの その他 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝｼﾞｮｳ200mgﾄｰﾜ クラリスロマイシン 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「マイラン」 錠 6149003F1180 後発品 6149i 抗生物質製剤 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの その他 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝｼﾞｮｳ50mgｼｮｳﾆﾖｳﾏｲﾗﾝ クラリスロマイシン マイラン 0

限定薬品 内用薬 クラリチンドライシロップ１％ ｇ 4490027R1029 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ｸﾗﾘﾁﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ1% ロラタジン バイエル 1

採用薬品　在庫有 内用薬 グランダキシン錠５０ 錠 1124026F1022 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ｸﾞﾗﾝﾀﾞｷｼﾝｼﾞｮｳ50 トフィソパム 持田 1 抗不安薬

採用薬品　在庫有 内用薬 クリアナール錠２００ｍｇ 錠 2233004F1025 2233 呼吸器官用薬 去たん剤 システイン系製剤 ｸﾘｱﾅｰﾙｼﾞｮｳ200mg フドステイン 田辺三菱 2

限定薬品 内用薬 クリアミン配合錠Ａ１．０ 錠 1149109F1034 1149T 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他の配合剤 ｸﾘｱﾐﾝﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳA1.0 エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤 日医工 2

採用薬品　在庫有 内用薬 グリクラジド錠２０ｍｇ「トーワ」 錠 3961007F2103 後発品 3961 その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 スルフォニル尿素系製剤 ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞｼﾞｮｳ20mgﾄｰﾜ グリクラジド 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 グリチロン配合錠 錠 3919100F1150 3919K その他の代謝性医薬品 肝臓疾患用剤 グリチルリチン・メチオニン・グリシン複合剤 ｸﾞﾘﾁﾛﾝﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ グリチルリチン・グリシン・ＤＬ－メチオニン配合剤 ミノファーゲン 2

限定薬品 内用薬 グリベック錠１００ｍｇ 錠 4291011F1028 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｸﾞﾘﾍﾞｯｸｼﾞｮｳ100mg イマチニブメシル酸塩 ノバルティス 1

限定薬品 内用薬 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「サワイ」 錠 3961003F1168 後発品 3961 その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 スルフォニル尿素系製剤 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞｼﾞｮｳ1.25mgｻﾜｲ グリベンクラミド 沢井 0

採用薬品　在庫有 内用薬 グリメピリド錠１ｍｇ「トーワ」 錠 3961008F1250 後発品 3961 その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 スルフォニル尿素系製剤 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞｼﾞｮｳ1mgﾄｰﾜ グリメピリド 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 グルコバイ錠５０ｍｇ 錠 3969003F1026 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲｼﾞｮｳ50mg アカルボース バイエル 1

採用薬品　在庫有 内用薬 グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ ｇ 3229007C1032 3229i 滋養強壮薬 無機質製剤 その他 ｸﾞﾙｺﾝｻﾝKｻｲﾘｭｳ4mEq/g グルコン酸カリウム サンファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 グルコンサンＫ錠２．５ｍＥｑ 錠 3229007F1047 3229i 滋養強壮薬 無機質製剤 その他 ｸﾞﾙｺﾝｻﾝKｼﾞｮｳ2.5mEq グルコン酸カリウム サンファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 グルファスト錠１０ｍｇ 錠 3969008F2025 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ｸﾞﾙﾌｧｽﾄｼﾞｮｳ10mg ミチグリニドカルシウム水和物 キッセイ 1

院外採用薬 内用薬 グルベス配合錠 錠 3969102F1020 3969J その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 配合剤 ｸﾞﾙﾍﾞｽﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤 キッセイ 2

限定薬品 内用薬 クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ 錠 2189017F3025 2189i 循環器官用薬 高脂血症用剤 その他 ｸﾚｽﾄｰﾙODｼﾞｮｳ2.5mg ロスバスタチンカルシウム アストラゼネカ 1

限定薬品 内用薬 クレストール錠５ｍｇ 錠 2189017F2029 2189i 循環器官用薬 高脂血症用剤 その他 ｸﾚｽﾄｰﾙｼﾞｮｳ5mg ロスバスタチンカルシウム アストラゼネカ 1

限定薬品 内用薬 クレメジンカプセル２００ｍｇ カプセル 3929003M1054 3929i その他の代謝性医薬品 解毒剤 その他 ｸﾚﾒｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg 球形吸着炭 クレハ 1

採用薬品　在庫有 内用薬 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 錠 3399008F1114 後発品 3399i 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 その他 ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙｼﾞｮｳ25mgSANIK クロピドグレル硫酸塩 日医工 0

採用薬品　在庫有 内用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 錠 3399008F2110 後発品 3399i 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 その他 ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙｼﾞｮｳ75mgSANIK クロピドグレル硫酸塩 日医工 0

院外採用薬 内用薬 クロミッド錠５０ｍｇ 錠 2499009F1080 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ｸﾛﾐｯﾄﾞｼﾞｮｳ50mg クロミフェンクエン酸塩 富士製薬 2

限定薬品 内用薬 ケアラム錠２５ｍｇ 錠 3999031F1035 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｹｱﾗﾑｼﾞｮｳ25mg イグラチモド エーザイ 1

限定薬品 内用薬 ケアロードＬＡ錠６０μｇ 錠 2190027G1022 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ｹｱﾛｰﾄﾞLAｼﾞｮｳ60ﾏｲｸﾛg ベラプロストナトリウム 東レ 2

限定薬品 内用薬 ケイキサレートドライシロップ７６％ ｇ 2190009R1025 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ｹｲｷｻﾚｰﾄﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ76% ポリスチレンスルホン酸ナトリウム 鳥居 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ケイツーシロップ０．２％ ｍＬ 3160002Q1040 3160 ビタミン剤 ビタミンＫ剤 ビタミンＫ製剤 ｹｲﾂｰｼﾛｯﾌﾟ0.2% メナテトレノン サンノーバ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ケタスカプセル１０ｍｇ カプセル 4490010N1021 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ｹﾀｽｶﾌﾟｾﾙ10mg イブジラスト 杏林 2

限定薬品 内用薬 ケトチフェンＤＳ小児用０．１％「サワイ」 ｇ 4490003R1309 後発品 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ｹﾄﾁﾌｪﾝDSｼｮｳﾆﾖｳ0.1%ｻﾜｲ ケトチフェンフマル酸塩 沢井 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ケトチフェンカプセル１ｍｇ「日医工」 カプセル 4490003M1379 後発品 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ｹﾄﾁﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ1mgﾆﾁｲｺｳ ケトチフェンフマル酸塩 日医工ファーマ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 4291013F1035 後発品 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｹﾞﾌｨﾁﾆﾌﾞｼﾞｮｳ250mgDSEP ゲフィチニブ 第一三共エスファ 0

限定薬品 内用薬 ケフラール細粒小児用１００ｍｇ ｇ 6132005C1053 6132 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤 ｹﾌﾗｰﾙｻｲﾘｭｳｼｮｳﾆﾖｳ100mg セファクロル 共和薬品 2

採用薬品　在庫有 内用薬 コートリル錠１０ｍｇ 錠 2452002F1030 2452 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 コルチゾン系製剤 ｺｰﾄﾘﾙｼﾞｮｳ10mg ヒドロコルチゾン ファイザー 2

中止薬品　在庫有 内用薬 コートン錠２５ｍｇ 錠 2452001F1036 2452 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 コルチゾン系製剤 ｺｰﾄﾝｼﾞｮｳ25mg コルチゾン酢酸エステル 日医工 2

限定薬品 内用薬 コスパノン錠４０ｍｇ 錠 1249007F1032 1249i 末梢神経系用薬 鎮けい剤 その他 ｺｽﾊﾟﾉﾝｼﾞｮｳ40mg フロプロピオン エーザイ 2

院外採用薬 内用薬 コタロー呉茱萸湯エキス細粒 ｇ 5200046C1025 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ｺﾀﾛｰｺﾞｼｭﾕﾄｳｴｷｽｻｲﾘｭｳ 呉茱萸湯エキス 小太郎 2

院外採用薬 内用薬 コディオ配合錠ＥＸ 錠 2149112F2029 2149T 循環器官用薬 血圧降下剤 その他の配合剤 ｺﾃﾞｨｵﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳEX バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤 ノバルティス 1

採用薬品　在庫有 内用薬 コデインリン酸塩散１％「第一三共」 ｇ 2242001B2289 2242 呼吸器官用薬 鎮咳去たん剤 コデイン系製剤（家庭麻薬） ｺﾃﾞｲﾝﾘﾝｻﾝｴﾝｻﾝ1%ﾀﾞｲｲﾁｻﾝｷｮｳ コデインリン酸塩水和物 第一三共 2

院外採用薬 内用薬 コニール錠４ 錠 2171021F2020 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ｺﾆｰﾙｼﾞｮｳ4 ベニジピン塩酸塩 協和キリン 1

限定薬品 内用薬 コムタン錠１００ｍｇ 錠 1169014F1021 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ｺﾑﾀﾝｼﾞｮｳ100mg エンタカポン ノバルティス 1

限定薬品 内用薬 コララン錠２．５ｍｇ 錠 2190039F1020 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ｺﾗﾗﾝｼﾞｮｳ2.5mg イバブラジン塩酸塩 小野 2

限定薬品 内用薬 コリオパン錠１０ｍｇ 錠 1242003F2021 1242 末梢神経系用薬 鎮けい剤 アトロピン系製剤 ｺﾘｵﾊﾟﾝｼﾞｮｳ10mg ブトロピウム臭化物 エーザイ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 錠 3941001F1077 3941 その他の代謝性医薬品 痛風治療剤 コルヒチン製剤 ｺﾙﾋﾁﾝｼﾞｮｳ0.5mgﾀｶﾀ コルヒチン 高田 2

限定薬品 内用薬 コレバインミニ８３％ ｇ 2189014D2024 2189i 循環器官用薬 高脂血症用剤 その他 ｺﾚﾊﾞｲﾝﾐﾆ83% コレスチミド 田辺三菱 2

限定薬品 内用薬 コレバイン錠５００ｍｇ 錠 2189014F1029 2189i 循環器官用薬 高脂血症用剤 その他 ｺﾚﾊﾞｲﾝｼﾞｮｳ500mg コレスチミド 田辺三菱 2

採用薬品　在庫有 内用薬 コロネル細粒８３．３％ ｇ 2399011C1042 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ｺﾛﾈﾙｻｲﾘｭｳ83.3% ポリカルボフィルカルシウム アステラス 1

採用薬品　在庫有 内用薬 コロネル錠５００ｍｇ 錠 2399011F1022 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ｺﾛﾈﾙｼﾞｮｳ500mg ポリカルボフィルカルシウム アステラス 2

院外採用薬 内用薬 コンサータ錠１８ｍｇ 錠 1179009G1022 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｺﾝｻｰﾀｼﾞｮｳ18mg メチルフェニデート塩酸塩 ヤンセン 2

院外採用薬 内用薬 コンサータ錠２７ｍｇ 錠 1179009G2029 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｺﾝｻｰﾀｼﾞｮｳ27mg メチルフェニデート塩酸塩 ヤンセン 2

限定薬品 内用薬 コンサータ錠３６ｍｇ 錠 1179009G3025 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｺﾝｻｰﾀｼﾞｮｳ36mg メチルフェニデート塩酸塩 ヤンセン 2

採用薬品　在庫有 内用薬 コンスタン０．４ｍｇ錠 錠 1124023F1029 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ｺﾝｽﾀﾝ0.4mgｼﾞｮｳ アルプラゾラム 武田テバ薬品 1 抗不安薬

限定薬品 内用薬 コントール散１％ ｇ 1124028B1046 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ｺﾝﾄｰﾙｻﾝ1% クロルジアゼポキシド 武田テバ薬品 2 抗不安薬

採用薬品　在庫有 内用薬 コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ 錠 1171001F1073 1171 中枢神経系用薬 精神神経用剤 クロルプロマジン製剤 ｺﾝﾄﾐﾝﾄｳｲｼﾞｮｳ12.5mg クロルプロマジン塩酸塩 田辺三菱 2 抗精神病薬

採用薬品　在庫有 内用薬 コンプラビン配合錠 錠 3399101F1021 3399J 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 配合剤 ｺﾝﾌﾟﾗﾋﾞﾝﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ クロピドグレル硫酸塩・アスピリン サノフィ 1

限定薬品 内用薬 ザーコリカプセル２５０ｍｇ カプセル 4291026M2020 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｻﾞｰｺﾘｶﾌﾟｾﾙ250mg クリゾチニブ ファイザー 2

採用薬品　在庫有 内用薬 サアミオン錠５ｍｇ 錠 2190021F1348 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ｻｱﾐｵﾝｼﾞｮｳ5mg ニセルゴリン 田辺三菱 1

限定薬品 内用薬 ザイザルシロップ０．０５％ ｍＬ 4490028Q1028 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ｻﾞｲｻﾞﾙｼﾛｯﾌﾟ0.05% レボセチリジン塩酸塩 ＧＳＫ 1

限定薬品 内用薬 ザイティガ錠２５０ｍｇ 錠 4291033F1024 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｻﾞｲﾃｨｶﾞｼﾞｮｳ250mg アビラテロン酢酸エステル ヤンセン 2

採用薬品　在庫有 内用薬 サイトテック錠２００ 錠 2329024F1025 2329i 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 その他 ｻｲﾄﾃｯｸｼﾞｮｳ200 ミソプロストール ファイザー 2

限定薬品 内用薬 ザイボックス錠６００ｍｇ 錠 6249002F1024 6249i 化学療法剤 合成抗菌剤 その他 ｻﾞｲﾎﾞｯｸｽｼﾞｮｳ600mg リネゾリド ファイザー 1

採用薬品　在庫有 内用薬 サイレース錠１ｍｇ 錠 1124008F1024 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ｻｲﾚｰｽｼﾞｮｳ1mg フルニトラゼパム エーザイ 1 睡眠薬

限定薬品 内用薬 サインバルタカプセル２０ｍｇ カプセル 1179052M1022 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ20mg デュロキセチン塩酸塩 塩野義 1 抗うつ剤

限定薬品 内用薬 サインバルタカプセル３０ｍｇ カプセル 1179052M2029 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ30mg デュロキセチン塩酸塩 塩野義 1 抗うつ剤

院外採用薬 内用薬 ザクラス配合錠ＨＤ 錠 2149121F2028 2149T 循環器官用薬 血圧降下剤 その他の配合剤 ｻﾞｸﾗｽﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳHD アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 武田 1

限定薬品 内用薬 サノレックス錠０．５ｍｇ 錠 1190008F1020 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ｻﾉﾚｯｸｽｼﾞｮｳ0.5mg マジンドール 富士フイルム富山化学 2

限定薬品 内用薬 ザファテック錠１００ｍｇ 錠 3969024F2024 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ｻﾞﾌｧﾃｯｸｼﾞｮｳ100mg トレラグリプチンコハク酸塩 武田 2

限定薬品 内用薬 ザファテック錠５０ｍｇ 錠 3969024F1028 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ｻﾞﾌｧﾃｯｸｼﾞｮｳ50mg トレラグリプチンコハク酸塩 武田 2

採用薬品　在庫有 内用薬 サムスカＯＤ錠１５ｍｇ 錠 2139011F4022 2139i 循環器官用薬 利尿剤 その他 ｻﾑｽｶODｼﾞｮｳ15mg トルバプタン 大塚製薬 2

採用薬品　在庫有 内用薬 サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ 錠 2139011F3026 2139i 循環器官用薬 利尿剤 その他 ｻﾑｽｶODｼﾞｮｳ7.5mg トルバプタン 大塚製薬 2

限定薬品 内用薬 サムスカ顆粒１％ ｇ 2139011D1022 2139i 循環器官用薬 利尿剤 その他 ｻﾑｽｶｶﾘｭｳ1% トルバプタン 大塚製薬 2

限定薬品 内用薬 サムチレール内用懸濁液１５％ 包 6290006S1027 6290i 化学療法剤 その他の化学療法剤 その他 ｻﾑﾁﾚｰﾙﾅｲﾖｳｹﾝﾀﾞｸｴｷ15% アトバコン ＧＳＫ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 サラジェン錠５ｍｇ 錠 2399013F1021 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ｻﾗｼﾞｪﾝｼﾞｮｳ5mg ピロカルピン塩酸塩 キッセイ 2

限定薬品 内用薬 サラジェン顆粒０．５％ 包 2399013D1020 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ｻﾗｼﾞｪﾝｶﾘｭｳ0.5% ピロカルピン塩酸塩 キッセイ 2

限定薬品 内用薬 サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ「日医工」 錠 6219001H2060 後発品 6219i 化学療法剤 サルファ剤 その他 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝﾁｮｳﾖｳｼﾞｮｳ250mgﾆﾁｲｺｳ サラゾスルファピリジン 日医工ファーマ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「日医工」 錠 6219001H1072 後発品 6219i 化学療法剤 サルファ剤 その他 ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝﾁｮｳﾖｳｼﾞｮｳ500mgﾆﾁｲｺｳ サラゾスルファピリジン 日医工ファーマ 0

限定薬品 内用薬 サラゾピリン錠５００ｍｇ 錠 6219001F1071 6219i 化学療法剤 サルファ剤 その他 ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝｼﾞｮｳ500mg サラゾスルファピリジン ファイザー 1

限定薬品 内用薬 ザルティア錠５ｍｇ 錠 2590016F2027 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ｻﾞﾙﾃｨｱｼﾞｮｳ5mg タダラフィル 日本新薬 1

限定薬品 内用薬 サレドカプセル５０ カプセル 4291019M2020 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｻﾚﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50 サリドマイド 藤本 2

採用薬品　在庫有 内用薬 サワシリンカプセル２５０ カプセル 6131001M2300 6131 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ペニシリン系抗生物質製剤 ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 アモキシシリン水和物 ＬＴＬ 1

採用薬品　在庫有 内用薬 サンリズムカプセル２５ｍｇ カプセル 2129008M1024 2129i 循環器官用薬 不整脈用剤 その他 ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg ピルシカイニド塩酸塩水和物 第一三共 1

限定薬品 内用薬 ジアゾキシドカプセル２５ｍｇ「ＯＰ」 カプセル 3999024M1042 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｼﾞｱｿﾞｷｼﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ25mgOP ジアゾキシド オーファンパシフィック 2
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限定薬品 内用薬 ジェイゾロフト錠２５ｍｇ 錠 1179046F1028 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄｼﾞｮｳ25mg セルトラリン塩酸塩 ヴィアトリス 1 抗うつ剤

採用薬品　在庫有 内用薬 ジェニナック錠２００ｍｇ 錠 6241017F1022 6241 化学療法剤 合成抗菌剤 ピリドンカルボン酸系製剤 ｼﾞｪﾆﾅｯｸｼﾞｮｳ200mg メシル酸ガレノキサシン水和物 富士フイルム富山化学 2

限定薬品 内用薬 ジエノゲスト錠１ｍｇ「モチダ」 錠 2499010F1120 後発品 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ｼﾞｴﾉｹﾞｽﾄｼﾞｮｳ1mgﾓﾁﾀﾞ ジエノゲスト 持田販売 0

限定薬品 内用薬 ジオトリフ錠２０ｍｇ 錠 4291030F1020 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｼﾞｵﾄﾘﾌｼﾞｮｳ20mg アファチニブマレイン酸塩 日本ベーリンガー 2

限定薬品 内用薬 ジオトリフ錠３０ｍｇ 錠 4291030F2027 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｼﾞｵﾄﾘﾌｼﾞｮｳ30mg アファチニブマレイン酸塩 日本ベーリンガー 2

限定薬品 内用薬 ジオトリフ錠４０ｍｇ 錠 4291030F3023 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｼﾞｵﾄﾘﾌｼﾞｮｳ40mg アファチニブマレイン酸塩 日本ベーリンガー 2

限定薬品 内用薬 ジカディア錠１５０ｍｇ 錠 4291044F1022 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｼﾞｶﾃﾞｨｱｼﾞｮｳ150mg セリチニブ ノバルティス 2

採用薬品　在庫有 内用薬 シグマビタン配合カプセルＢ２５ カプセル 3179109M1082 後発品 3179K ビタミン剤 混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く） ＶＢ１・ＶＢ６・ＶＢ１２複合剤（ＶＢ２配合を含む） ｼｸﾞﾏﾋﾞﾀﾝﾊｲｺﾞｳｶﾌﾟｾﾙB25 ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ１２配合剤 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 シクレスト舌下錠５ｍｇ 錠 1179056F1021 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｼｸﾚｽﾄｾﾞｯｶｼﾞｮｳ5mg アセナピンマレイン酸塩 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 2 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「トーワ」 カプセル 3999004M3099 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ10mgﾄｰﾜ シクロスポリン 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「トーワ」 カプセル 3999004M4095 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ25mgﾄｰﾜ シクロスポリン 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 カプセル 3999004M5091 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ50mgﾄｰﾜ シクロスポリン 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ「トーワ」 カプセル 1147002N1190 後発品 1147 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 フェニル酢酸系製剤 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNaｼﾞｮﾎｳｶﾌﾟｾﾙ37.5mgﾄｰﾜ ジクロフェナクナトリウム 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」 錠 1147002F1625 後発品 1147 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 フェニル酢酸系製剤 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNaｼﾞｮｳ25mgﾄｰﾜ ジクロフェナクナトリウム 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 ジゴシン散０．１％ ｇ 2113004B1033 2113 循環器官用薬 強心剤 ジギタリス製剤 ｼﾞｺﾞｼﾝｻﾝ0.1% ジゴキシン 太陽ファルマ 2

限定薬品 内用薬 ジスロマック錠６００ｍｇ 錠 6149004F2024 6149i 抗生物質製剤 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの その他 ｼﾞｽﾛﾏｯｸｼﾞｮｳ600mg アジスロマイシン水和物 ファイザー 2

院外採用薬 内用薬 ジセレカ錠１００ｍｇ 錠 3999053F1023 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｼﾞｾﾚｶｼﾞｮｳ100mg フィルゴチニブマレイン酸塩 ギリアド 2

院外採用薬 内用薬 ジセレカ錠２００ｍｇ 錠 3999053F2020 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｼﾞｾﾚｶｼﾞｮｳ200mg フィルゴチニブマレイン酸塩 ギリアド 2

限定薬品 内用薬 ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「ファイザー」 カプセル 2129002M1167 後発品 2129i 循環器官用薬 不整脈用剤 その他 ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50mgﾌｧｲｻﾞｰ ジソピラミド ファイザー 0

限定薬品 内用薬 シダキュアスギ花粉舌下錠２，０００ＪＡＵ 錠 4490035F1027 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ｼﾀﾞｷｭｱｽｷﾞｶﾌﾝｾﾞｯｶｼﾞｮｳ2000JAU 標準化スギ花粉エキス 鳥居 2

限定薬品 内用薬 シダキュアスギ花粉舌下錠５，０００ＪＡＵ 錠 4490035F2023 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ｼﾀﾞｷｭｱｽｷﾞｶﾌﾝｾﾞｯｶｼﾞｮｳ5000JAU 標準化スギ花粉エキス 鳥居 2

限定薬品 内用薬 シタフロキサシン錠５０ｍｇ「サワイ」 錠 6241018F1035 後発品 6241 化学療法剤 合成抗菌剤 ピリドンカルボン酸系製剤 ｼﾀﾌﾛｷｻｼﾝｼﾞｮｳ50mgｻﾜｲ シタフロキサシン水和物 沢井 0

限定薬品 内用薬 シナール配合錠 錠 3179115F2034 3179L ビタミン剤 混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く） ＶＣ・パントテン酸カルシウム複合剤 ｼﾅｰﾙﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム シオノギファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 シナール配合顆粒 ｇ 3179115D1096 3179L ビタミン剤 混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く） ＶＣ・パントテン酸カルシウム複合剤 ｼﾅｰﾙﾊｲｺﾞｳｶﾘｭｳ アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム シオノギファーマ 2

限定薬品 内用薬 ジピリダモール散１２．５％「ＪＧ」 ｇ 2171010B1067 後発品 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙｻﾝ12.5%JG ジピリダモール 長生堂 0

限定薬品 内用薬 ジプレキサザイディス錠２．５ｍｇ 錠 1179044F6020 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｼﾞﾌﾟﾚｷｻｻﾞｲﾃﾞｨｽｼﾞｮｳ2.5mg オランザピン リリー 1 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ジプレキサザイディス錠５ｍｇ 錠 1179044F4028 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｼﾞﾌﾟﾚｷｻｻﾞｲﾃﾞｨｽｼﾞｮｳ5mg オランザピン リリー 1 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「日医工」 錠 6241008F1112 後発品 6241 化学療法剤 合成抗菌剤 ピリドンカルボン酸系製剤 ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝｼﾞｮｳ100mgﾆﾁｲｺｳ シプロフロキサシン塩酸塩 日医工 0

限定薬品 内用薬 ジベトス錠５０ｍｇ 錠 3962001F1093 後発品 3962 その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 ビグアナイド系製剤 ｼﾞﾍﾞﾄｽｼﾞｮｳ50mg ブホルミン塩酸塩 日医工 0

採用薬品　在庫有 内用薬 シベノール錠５０ｍｇ 錠 2129007F1020 2129i 循環器官用薬 不整脈用剤 その他 ｼﾍﾞﾉｰﾙｼﾞｮｳ50mg シベンゾリンコハク酸塩 トーアエイヨー 1

採用薬品　在庫有 内用薬 ジメチコン内用液２％「ホリイ」 ｍＬ 2318001Q1145 後発品 2318 消化器官用薬 止しゃ剤、整腸剤 ジメチコン製剤 ｼﾞﾒﾁｺﾝﾅｲﾖｳｴｷ2%ﾎﾘｲ ジメチコン 堀井 0

限定薬品 内用薬 ジャカビ錠５ｍｇ 錠 4291034F1029 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｼﾞｬｶﾋﾞｼﾞｮｳ5mg ルキソリチニブリン酸塩 ノバルティス 2

院外採用薬 内用薬 ジャディアンス錠１０ｍｇ 錠 3969023F1023 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ｼﾞｬﾃﾞｨｱﾝｽｼﾞｮｳ10mg エンパグリフロジン 日本ベーリンガー 2

限定薬品 内用薬 ジャディアンス錠２５ｍｇ 錠 3969023F2020 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ｼﾞｬﾃﾞｨｱﾝｽｼﾞｮｳ25mg エンパグリフロジン 日本ベーリンガー 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ジャヌビア錠５０ｍｇ 錠 3969010F2030 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ｼﾞｬﾇﾋﾞｱｼﾞｮｳ50mg シタグリプチンリン酸塩水和物 ＭＳＤ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 シュアポスト錠０．２５ｍｇ 錠 3969013F1020 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ｼｭｱﾎﾟｽﾄｼﾞｮｳ0.25mg レパグリニド 大日本住友 1

限定薬品 内用薬 ジュリナ錠０．５ｍｇ 錠 2473001F1028 2473 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 エストラジオール系製剤 ｼﾞｭﾘﾅｼﾞｮｳ0.5mg エストラジオール バイエル 2

院外採用薬 内用薬 ジルテック錠１０ 錠 4490020F2027 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ｼﾞﾙﾃｯｸｼﾞｮｳ10 セチリジン塩酸塩 ＵＣＢ 1

採用薬品　在庫有 内用薬 シルニジピン錠５ｍｇ「サワイ」 錠 2149037F1059 後発品 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝｼﾞｮｳ5mgｻﾜｲ シルニジピン 沢井 0

採用薬品　在庫有 内用薬 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「トーワ」 錠 3399002F3098 後発品 3399i 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 その他 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙODｼﾞｮｳ50mgﾄｰﾜ シロスタゾール 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 2590010F4030 後発品 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ｼﾛﾄﾞｼﾝODｼﾞｮｳ4mgDSEP シロドシン 第一三共エスファ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 シンフェーズＴ２８錠 組 254910AF1042 2549J 泌尿生殖器官及び肛門用薬 避妊剤 配合剤 ｼﾝﾌｪｰｽﾞT28ｼﾞｮｳ ノルエチステロン・エチニルエストラジオール 科研 2

限定薬品 内用薬 シンメトレル錠１００ｍｇ 錠 1161001F2057 1161 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 アマンタジン製剤 ｼﾝﾒﾄﾚﾙｼﾞｮｳ100mg アマンタジン塩酸塩 サンファーマ 1

限定薬品 内用薬 シンレスタール錠２５０ｍｇ 錠 2189008F1376 2189i 循環器官用薬 高脂血症用剤 その他 ｼﾝﾚｽﾀｰﾙｼﾞｮｳ250mg プロブコール アルフレッサファーマ 1

限定薬品 内用薬 スイニー錠１００ｍｇ 錠 3969016F1023 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ｽｲﾆｰｼﾞｮｳ100mg アナグリプチン 三和化学 2

採用薬品　在庫有 内用薬 スインプロイク錠０．２ｍｇ 錠 2359007F1020 2359i 消化器官用薬 下剤、浣腸剤 その他 ｽｲﾝﾌﾟﾛｲｸｼﾞｮｳ0.2mg ナルデメジントシル酸塩 塩野義 2

採用薬品　在庫有 内用薬 スーグラ錠５０ｍｇ 錠 3969018F2029 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ｽｰｸﾞﾗｼﾞｮｳ50mg イプラグリフロジン　Ｌ－プロリン アステラス 2

限定薬品 内用薬 スージャヌ配合錠 錠 3969107F1022 3969J その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 配合剤 ｽｰｼﾞｬﾇﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ シタグリプチンリン酸塩水和物・イプラグリフロジン　Ｌ－プロリン ＭＳＤ 2

限定薬品 内用薬 スーテントカプセル１２．５ｍｇ カプセル 4291018M1029 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｽｰﾃﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ12.5mg スニチニブリンゴ酸塩 ファイザー 2

採用薬品　在庫有 内用薬 スターシス錠９０ｍｇ 錠 3969006F2026 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ｽﾀｰｼｽｼﾞｮｳ90mg ナテグリニド アステラス 1

限定薬品 内用薬 スタラシドカプセル５０ カプセル 4224001M1020 4224 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 シトシン系製剤 ｽﾀﾗｼﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ50 シタラビン　オクホスファート水和物 日本化薬 2

限定薬品 内用薬 スタレボ配合錠Ｌ１００ 錠 1169102F2023 1169J 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 配合剤 ｽﾀﾚﾎﾞﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳL100 レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン ノバルティス 2

限定薬品 内用薬 スタレボ配合錠Ｌ５０ 錠 1169102F1027 1169J 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 配合剤 ｽﾀﾚﾎﾞﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳL50 レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン ノバルティス 2

限定薬品 内用薬 スチバーガ錠４０ｍｇ 錠 4291029F1028 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｽﾁﾊﾞｰｶﾞｼﾞｮｳ40mg レゴラフェニブ水和物 バイエル 2

採用薬品　在庫無 内用薬 ストミンＡ配合錠 錠 1329100F1031 1329J 感覚器官用薬 耳鼻科用剤 配合剤 ｽﾄﾐﾝAﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ ニコチン酸アミド・パパベリン塩酸塩 ゾンネボード 2

限定薬品 内用薬 ストラテラカプセル１０ｍｇ カプセル 1179050M2020 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｽﾄﾗﾃﾗｶﾌﾟｾﾙ10mg アトモキセチン塩酸塩 リリー 1

限定薬品 内用薬 ストラテラカプセル２５ｍｇ カプセル 1179050M3026 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｽﾄﾗﾃﾗｶﾌﾟｾﾙ25mg アトモキセチン塩酸塩 リリー 1

限定薬品 内用薬 ストラテラカプセル４０ｍｇ カプセル 1179050M4022 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｽﾄﾗﾃﾗｶﾌﾟｾﾙ40mg アトモキセチン塩酸塩 リリー 1

限定薬品 内用薬 ストラテラカプセル５ｍｇ カプセル 1179050M1023 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｽﾄﾗﾃﾗｶﾌﾟｾﾙ5mg アトモキセチン塩酸塩 リリー 1

限定薬品 内用薬 ストラテラ内用液０．４％ ｍＬ 1179050S1022 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｽﾄﾗﾃﾗﾅｲﾖｳｴｷ0.4% アトモキセチン塩酸塩 リリー 1

限定薬品 内用薬 ストロメクトール錠３ｍｇ 錠 6429008F1020 6429i 寄生動物用薬 駆虫剤 その他 ｽﾄﾛﾒｸﾄｰﾙｼﾞｮｳ3mg イベルメクチン ＭＳＤ 2

中止薬品　在庫有 内用薬 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 錠 2133001F1646 後発品 2133 循環器官用薬 利尿剤 抗アルドステロン製剤 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝｼﾞｮｳ25mgTCK スピロノラクトン 辰巳 0

採用薬品　在庫有 内用薬 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「テバ」 錠 2133001F1611 後発品 2133 循環器官用薬 利尿剤 抗アルドステロン製剤 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝｼﾞｮｳ25mgﾃﾊﾞ スピロノラクトン 武田テバファーマ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 スピロペント錠１０μｇ 錠 2259006F1080 2259i 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 その他 ｽﾋﾟﾛﾍﾟﾝﾄｼﾞｮｳ10ﾏｲｸﾛg クレンブテロール塩酸塩 帝人ファーマ 1

限定薬品 内用薬 ズファジラン錠１０ｍｇ 錠 2172002F1053 2172 循環器官用薬 血管拡張剤 末梢血管拡張剤 ｽﾞﾌｧｼﾞﾗﾝｼﾞｮｳ10mg イソクスプリン塩酸塩 第一三共 2

限定薬品 内用薬 スプリセル錠２０ｍｇ 錠 4291020F1027 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｽﾌﾟﾘｾﾙｼﾞｮｳ20mg ダサチニブ水和物 ＢＭＳ 2

限定薬品 内用薬 スプリセル錠５０ｍｇ 錠 4291020F2023 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｽﾌﾟﾘｾﾙｼﾞｮｳ50mg ダサチニブ水和物 ＢＭＳ 2

限定薬品 内用薬 スマイラフ錠１００ｍｇ 錠 3999046F2020 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｽﾏｲﾗﾌｼﾞｮｳ100mg ペフィシチニブ臭化水素酸塩 アステラス 2

限定薬品 内用薬 スマイラフ錠５０ｍｇ 錠 3999046F1023 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｽﾏｲﾗﾌｼﾞｮｳ50mg ペフィシチニブ臭化水素酸塩 アステラス 2

採用薬品　在庫有 内用薬 スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 錠 2329009F1217 後発品 2329i 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 その他 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞｼﾞｮｳ50mgｻﾜｲ スルピリド 沢井 0 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ゼストリル錠１０ 錠 2144006F2029 2144 循環器官用薬 血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 ｾﾞｽﾄﾘﾙｼﾞｮｳ10 リシノプリル水和物 アストラゼネカ 1

限定薬品 内用薬 セチロ配合錠 錠 2359103X1034 2359T 消化器官用薬 下剤、浣腸剤 その他の配合剤 ｾﾁﾛﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ ダイオウ・センナ配合剤 ジェイドルフ 2

限定薬品 内用薬 セディール錠１０ｍｇ 錠 1129008F2035 1129i 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 その他 ｾﾃﾞｨｰﾙｼﾞｮｳ10mg タンドスピロンクエン酸塩 大日本住友 1 抗不安薬

限定薬品 内用薬 セパゾン錠２ 錠 1124014F2034 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ｾﾊﾟｿﾞﾝｼﾞｮｳ2 クロキサゾラム アルフレッサファーマ 2 抗不安薬

採用薬品　在庫有 内用薬 セパミット－Ｒ細粒２％ ｇ 2171014C2032 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ｾﾊﾟﾐｯﾄRｻｲﾘｭｳ2% ニフェジピン 日本ジェネリック 2

限定薬品 内用薬 セファクロル細粒２０％「日医工」 ｇ 6132005C2106 6132 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤 ｾﾌｧｸﾛﾙｻｲﾘｭｳ20%ﾆﾁｲｺｳ セファクロル 日医工 2

採用薬品　在庫有 内用薬 セファドール錠２５ｍｇ 錠 1339002F1438 1339i 感覚器官用薬 鎮暈剤 その他 ｾﾌｧﾄﾞｰﾙｼﾞｮｳ25mg ジフェニドール塩酸塩 日本新薬 1

採用薬品　在庫有 内用薬 セファレキシンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 カプセル 6132002M2175 6132 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤 ｾﾌｧﾚｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250mgﾄｰﾜ セファレキシン 東和薬品 2

院外採用薬 内用薬 ゼフィックス錠１００ 錠 6250020F1023 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ｾﾞﾌｨｯｸｽｼﾞｮｳ100 ラミブジン ＧＳＫ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用１０％「ＣＨ」 ｇ 6132016C1035 後発品 6132 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙｴﾝｻﾝｴﾝｻｲﾘｭｳｼｮｳﾆﾖｳ10%CH セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 長生堂 0

採用薬品　在庫有 内用薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 錠 6132016F2038 後発品 6132 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ100mgｻﾜｲ セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 沢井 0

限定薬品 内用薬 セフジトレンピボキシル小児用細粒１０％「ＣＨ」 ｇ 6132015C1049 6132 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙｼｮｳﾆﾖｳｻｲﾘｭｳ10%CH セフジトレン　ピボキシル 長生堂 2

採用薬品　在庫有 内用薬 セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「トーワ」 錠 6132015F1061 6132 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙｼﾞｮｳ100mgﾄｰﾜ セフジトレン　ピボキシル 東和薬品 2

採用薬品　在庫有 内用薬 セフジニルカプセル１００ｍｇ「ＪＧ」 カプセル 6132013M2149 6132 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mgJG セフジニル 長生堂 2

採用薬品　在庫有 内用薬 セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ「トーワ」 錠 6132011F1110 後発品 6132 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤 ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙｼﾞｮｳ100mgﾄｰﾜ セフポドキシム　プロキセチル 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 セララ錠１００ｍｇ 錠 2149045F3021 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ｾﾗﾗｼﾞｮｳ100mg エプレレノン ヴィアトリス 2

採用薬品　在庫有 内用薬 セララ錠２５ｍｇ 錠 2149045F1029 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ｾﾗﾗｼﾞｮｳ25mg エプレレノン ヴィアトリス 2

限定薬品 内用薬 セララ錠５０ｍｇ 錠 2149045F2025 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ｾﾗﾗｼﾞｮｳ50mg エプレレノン ヴィアトリス 2

限定薬品 内用薬 セリンクロ錠１０ｍｇ 錠 1190025F1023 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ｾﾘﾝｸﾛｼﾞｮｳ10mg ナルメフェン塩酸塩水和物 大塚製薬 2

限定薬品 内用薬 セルシン散１％ ｇ 1124017B1129 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ｾﾙｼﾝｻﾝ1% ジアゼパム 武田テバ薬品 2 抗不安薬

限定薬品 内用薬 セルセプトカプセル２５０ カプセル 3999017M1026 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｾﾙｾﾌﾟﾄｶﾌﾟｾﾙ250 ミコフェノール酸　モフェチル 中外 1

限定薬品 内用薬 セルトラリン錠２５ｍｇ「三和」 錠 1179046F1133 後発品 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｾﾙﾄﾗﾘﾝｼﾞｮｳ25mgｻﾝﾜ セルトラリン塩酸塩 三和化学 0 抗うつ剤

採用薬品　在庫有 内用薬 セルニルトン錠 錠 2590003F1023 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ｾﾙﾆﾙﾄﾝｼﾞｮｳ セルニチンポーレンエキス 東菱 2

限定薬品 内用薬 ゼルヤンツ錠５ｍｇ 錠 3999034F1020 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｾﾞﾙﾔﾝﾂｼﾞｮｳ5mg トファシチニブクエン酸塩 ファイザー 2

採用薬品　在庫有 内用薬 セレキノン錠１００ｍｇ 錠 2399006F1331 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ｾﾚｷﾉﾝｼﾞｮｳ100mg トリメブチンマレイン酸塩 田辺三菱 1

採用薬品　在庫有 内用薬 セレコキシブ錠１００ｍｇ「アメル」 錠 1149037F1070 後発品 1149i 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他 ｾﾚｺｷｼﾌﾞｼﾞｮｳ100mgｱﾒﾙ セレコキシブ ダイト 0

採用薬品　在庫有 内用薬 セレジストＯＤ錠５ｍｇ 錠 1190014F2021 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ｾﾚｼﾞｽﾄODｼﾞｮｳ5mg タルチレリン水和物 田辺三菱 1

院外採用薬 内用薬 セレスタミン配合シロップ ｍＬ 2459100Q1031 2459J ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 配合剤 ｾﾚｽﾀﾐﾝﾊｲｺﾞｳｼﾛｯﾌﾟ ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 高田 2

採用薬品　在庫有 内用薬 セレスタミン配合錠 錠 2459100F1162 2459J ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 配合剤 ｾﾚｽﾀﾐﾝﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 高田 2

限定薬品 内用薬 セレニカＲ錠２００ｍｇ 錠 1139004G2039 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ｾﾚﾆｶRｼﾞｮｳ200mg バルプロ酸ナトリウム 興和 1

限定薬品 内用薬 ゼンタコートカプセル３ｍｇ カプセル 2399016M1024 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ｾﾞﾝﾀｺｰﾄｶﾌﾟｾﾙ3mg ブデソニド ゼリア 2

採用薬品　在庫有 内用薬 センノシド錠１２ｍｇ「トーワ」 錠 2354003F2375 後発品 2354 消化器官用薬 下剤、浣腸剤 植物性製剤 ｾﾝﾉｼﾄﾞｼﾞｮｳ12mgﾄｰﾜ センノシド 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ 錠 2160004F2023 2160i 循環器官用薬 血管収縮剤 その他 ｿﾞｰﾐｯｸﾞRMｼﾞｮｳ2.5mg ゾルミトリプタン 沢井 1

限定薬品 内用薬 ゾスパタ錠４０ｍｇ 錠 4291053F1021 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｿﾞｽﾊﾟﾀｼﾞｮｳ40mg ギルテリチニブフマル酸塩 アステラス 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ソセゴン錠２５ｍｇ 錠 1149034F1026 1149i 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他 ｿｾｺﾞﾝｼﾞｮｳ25mg 塩酸ペンタゾシン 丸石 2

限定薬品 内用薬 ソタコール錠８０ｍｇ 錠 2129013F2022 2129i 循環器官用薬 不整脈用剤 その他 ｿﾀｺｰﾙｼﾞｮｳ80mg ソタロール塩酸塩 サンドファーマ 1

限定薬品 内用薬 ゾテピン錠２５ｍｇ「ヨシトミ」 錠 1179024F1080 後発品 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｿﾞﾃﾋﾟﾝｼﾞｮｳ25mgﾖｼﾄﾐ ゾテピン 長生堂 0 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ソバルディ錠４００ｍｇ 錠 6250042F1020 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ｿﾊﾞﾙﾃﾞｨｼﾞｮｳ400mg ソホスブビル ギリアド 2

中止薬品　在庫有 内用薬 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「トーワ」 錠 1129007F1107 後発品 1129i 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 その他 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝｼﾞｮｳ7.5mgﾄｰﾜ ゾピクロン 東和薬品 0 睡眠薬

限定薬品 内用薬 ゾフルーザ錠２０ｍｇ 錠 6250047F2029 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ｿﾞﾌﾙｰｻﾞｼﾞｮｳ20mg バロキサビル　マルボキシル 塩野義 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ソリフェナシンコハク酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 錠 2590011F3055 後発品 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ｿﾘﾌｪﾅｼﾝｺﾊｸｻﾝｴﾝODｼﾞｮｳ2.5mgﾄｰﾜ コハク酸ソリフェナシン 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ソリフェナシンコハク酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 錠 2590011F4051 後発品 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ｿﾘﾌｪﾅｼﾝｺﾊｸｻﾝｴﾝODｼﾞｮｳ5mgﾄｰﾜ コハク酸ソリフェナシン 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 錠 1129009F1289 後発品 1129i 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 その他 ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑｼｭｾｷｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ5mgﾄｰﾜ ゾルピデム酒石酸塩 東和薬品 0 睡眠薬

院外採用薬 内用薬 ソロンカプセル１００ カプセル 2329011M2066 2329i 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 その他 ｿﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ100 ソファルコン 大正製薬 1

限定薬品 内用薬 ダーブロック錠１ｍｇ 錠 3999049F1027 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾀﾞｰﾌﾞﾛｯｸｼﾞｮｳ1mg ダプロデュスタット ＧＳＫ 2

限定薬品 内用薬 ダーブロック錠２ｍｇ 錠 3999049F2023 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾀﾞｰﾌﾞﾛｯｸｼﾞｮｳ2mg ダプロデュスタット ＧＳＫ 2

限定薬品 内用薬 ダーブロック錠４ｍｇ 錠 3999049F3020 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾀﾞｰﾌﾞﾛｯｸｼﾞｮｳ4mg ダプロデュスタット ＧＳＫ 2

限定薬品 内用薬 ダーブロック錠６ｍｇ 錠 3999049F4026 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾀﾞｰﾌﾞﾛｯｸｼﾞｮｳ6mg ダプロデュスタット ＧＳＫ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ダイアモックス錠２５０ｍｇ 錠 2134002F1109 2134 循環器官用薬 利尿剤 炭酸脱水酵素阻害剤 ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽｼﾞｮｳ250mg アセタゾラミド 三和化学 2

限定薬品 内用薬 タイケルブ錠２５０ｍｇ 錠 4291022F1026 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾀｲｹﾙﾌﾞｼﾞｮｳ250mg ラパチニブトシル酸塩水和物 ノバルティス 2

中止薬品　在庫有 内用薬 ダイフェン配合錠 錠 6290100F2107 6290J 化学療法剤 その他の化学療法剤 配合剤 ﾀﾞｲﾌｪﾝﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ スルファメトキサゾール・トリメトプリム 鶴原 2

採用薬品　在庫有 内用薬 タウリン散９８％「大正」 ｇ 3919006B1034 3919i その他の代謝性医薬品 肝臓疾患用剤 その他 ﾀｳﾘﾝｻﾝ98%ﾀｲｼｮｳ タウリン 大正製薬 2

限定薬品 内用薬 ダクチル錠５０ｍｇ 錠 1249004F1080 1249i 末梢神経系用薬 鎮けい剤 その他 ﾀﾞｸﾁﾙｼﾞｮｳ50mg ピペリドレート塩酸塩 キッセイ 2

限定薬品 内用薬 タグリッソ錠４０ｍｇ 錠 4291045F1027 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾀｸﾞﾘｯｿｼﾞｮｳ40mg オシメルチニブメシル酸塩 アストラゼネカ 2

限定薬品 内用薬 タグリッソ錠８０ｍｇ 錠 4291045F2023 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾀｸﾞﾘｯｿｼﾞｮｳ80mg オシメルチニブメシル酸塩 アストラゼネカ 2

限定薬品 内用薬 タクロリムス錠０．５ｍｇ「あゆみ」 錠 3999014F1058 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾀｸﾛﾘﾑｽｼﾞｮｳ0.5mgｱﾕﾐ タクロリムス水和物 あゆみ製薬 0

限定薬品 内用薬 タクロリムス錠０．５ｍｇ「トーワ」 錠 3999014F1023 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾀｸﾛﾘﾑｽｼﾞｮｳ0.5mgﾄｰﾜ タクロリムス水和物 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 タクロリムス錠１．５ｍｇ「あゆみ」 錠 3999014F3042 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾀｸﾛﾘﾑｽｼﾞｮｳ1.5mgｱﾕﾐ タクロリムス水和物 あゆみ製薬 0

限定薬品 内用薬 タクロリムス錠１ｍｇ「あゆみ」 錠 3999014F2054 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾀｸﾛﾘﾑｽｼﾞｮｳ1mgｱﾕﾐ タクロリムス水和物 あゆみ製薬 0

限定薬品 内用薬 タクロリムス錠１ｍｇ「トーワ」 錠 3999014F2020 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾀｸﾛﾘﾑｽｼﾞｮｳ1mgﾄｰﾜ タクロリムス水和物 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 タクロリムス錠３ｍｇ「あゆみ」 錠 3999014F4049 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾀｸﾛﾘﾑｽｼﾞｮｳ3mgｱﾕﾐ タクロリムス水和物 あゆみ製薬 0

採用薬品　在庫有 内用薬 タケキャブ錠１０ｍｇ 錠 2329030F1020 2329i 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 その他 ﾀｹｷｬﾌﾞｼﾞｮｳ10mg ボノプラザンフマル酸塩 武田 2

採用薬品　在庫有 内用薬 タケキャブ錠２０ｍｇ 錠 2329030F2027 2329i 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 その他 ﾀｹｷｬﾌﾞｼﾞｮｳ20mg ボノプラザンフマル酸塩 武田 2

限定薬品 内用薬 タケルダ配合錠 錠 3399102F1026 3399J 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 配合剤 ﾀｹﾙﾀﾞﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ アスピリン・ランソプラゾール配合剤 武田テバ薬品 2

限定薬品 内用薬 タシグナカプセル１５０ｍｇ カプセル 4291021M2027 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾀｼｸﾞﾅｶﾌﾟｾﾙ150mg ニロチニブ塩酸塩水和物 ノバルティス 2

限定薬品 内用薬 タシグナカプセル２００ｍｇ カプセル 4291021M1020 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾀｼｸﾞﾅｶﾌﾟｾﾙ200mg ニロチニブ塩酸塩水和物 ノバルティス 2

限定薬品 内用薬 タダラフィル錠２０ｍｇＡＤ「ＴＥ」 錠 2190030F1045 後発品 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙｼﾞｮｳ20mgADTE タダラフィル トーアエイヨー 0

限定薬品 内用薬 タナドーパ顆粒７５％ ｇ 2119007D1031 2119i 循環器官用薬 強心剤 その他 ﾀﾅﾄﾞｰﾊﾟｶﾘｭｳ75% ドカルパミン 田辺三菱 2

採用薬品　在庫有 内用薬 タナトリル錠５ 錠 2144008F2028 2144 循環器官用薬 血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 ﾀﾅﾄﾘﾙｼﾞｮｳ5 イミダプリル塩酸塩 田辺三菱 1

限定薬品 内用薬 タフィンラーカプセル５０ｍｇ カプセル 4291046M1020 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾀﾌｨﾝﾗｰｶﾌﾟｾﾙ50mg ダブラフェニブメシル酸塩 ノバルティス 2

限定薬品 内用薬 タフィンラーカプセル７５ｍｇ カプセル 4291046M2027 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾀﾌｨﾝﾗｰｶﾌﾟｾﾙ75mg ダブラフェニブメシル酸塩 ノバルティス 2

限定薬品 内用薬 タペンタ錠２５ｍｇ 錠 8219003G1024 8219i 非アルカロイド系麻薬 合成麻薬 その他 ﾀﾍﾟﾝﾀｼﾞｮｳ25mg タペンタドール塩酸塩 ヤンセン 2

採用薬品　在庫有 内用薬 タミフルドライシロップ３％ ｇ 6250021R1024 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ﾀﾐﾌﾙﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ3% オセルタミビルリン酸塩 中外 1

採用薬品　在庫有 内用薬 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ファイザー」 錠 2590008F2154 後発品 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ﾀﾑｽﾛｼﾝｴﾝｻﾝｴﾝODｼﾞｮｳ0.2mgﾌｧｲｻﾞｰ タムスロシン塩酸塩 ファイザー 0

採用薬品　在庫有 内用薬 タモキシフェン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 4291003F2119 後発品 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾀﾓｷｼﾌｪﾝｼﾞｮｳ20mgDSEP タモキシフェンクエン酸塩 第一三共エスファ 0

限定薬品 内用薬 ダラシンカプセル１５０ｍｇ カプセル 6112001M2038 6112 抗生物質製剤 主としてグラム陽性菌に作用するもの リンコマイシン系抗生物質製剤 ﾀﾞﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg クリンダマイシン塩酸塩 ファイザー 2

採用薬品　在庫有 内用薬 タリージェ錠２．５ｍｇ 錠 1190026F1028 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾀﾘｰｼﾞｪｼﾞｮｳ2.5mg ミロガバリンベシル酸塩 第一三共 2

採用薬品　在庫有 内用薬 タリージェ錠５ｍｇ 錠 1190026F2024 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾀﾘｰｼﾞｪｼﾞｮｳ5mg ミロガバリンベシル酸塩 第一三共 2

限定薬品 内用薬 タルセバ錠１００ｍｇ 錠 4291016F2027 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾀﾙｾﾊﾞｼﾞｮｳ100mg エルロチニブ塩酸塩 中外 2

限定薬品 内用薬 タルセバ錠１５０ｍｇ 錠 4291016F3023 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾀﾙｾﾊﾞｼﾞｮｳ150mg エルロチニブ塩酸塩 中外 2

限定薬品 内用薬 タルセバ錠２５ｍｇ 錠 4291016F1020 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾀﾙｾﾊﾞｼﾞｮｳ25mg エルロチニブ塩酸塩 中外 2

限定薬品 内用薬 ダントリウムカプセル２５ｍｇ カプセル 1229002M1036 1229i 末梢神経系用薬 骨格筋弛緩剤 その他 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg ダントロレンナトリウム水和物 オーファンパシフィック 2

採用薬品　在庫有 内用薬 タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」 ｇ 2312001X1235 2312 消化器官用薬 止しゃ剤、整腸剤 タンニン酸系製剤 ﾀﾝﾆﾝｻﾝｱﾙﾌﾞﾐﾝｹﾞﾝﾏﾂﾏﾙｲｼ タンニン酸アルブミン 丸石 2

限定薬品 内用薬 タンボコール錠５０ｍｇ 錠 2129009F1020 2129i 循環器官用薬 不整脈用剤 その他 ﾀﾝﾎﾞｺｰﾙｼﾞｮｳ50mg フレカイニド酢酸塩 エーザイ 1

採用薬品　在庫有 内用薬 チウラジール錠５０ｍｇ 錠 2432002F1054 2432 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 抗甲状腺ホルモン製剤 ﾁｳﾗｼﾞｰﾙｼﾞｮｳ50mg プロピルチオウラシル ニプロＥＳ 2

限定薬品 内用薬 チガソンカプセル１０ カプセル 3119001M1020 3119i ビタミン剤 ビタミンＡ及びＤ剤 その他 ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ10 エトレチナート 太陽ファルマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 錠 1249010F1263 後発品 1249i 末梢神経系用薬 鎮けい剤 その他 ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝｼﾞｮｳ1mgﾆﾁｲｺｳ チザニジン塩酸塩 日医工 0

限定薬品 内用薬 チラーヂンＳ散０．０１％ ｇ 2431004B1038 2431 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 甲状腺ホルモン製剤 ﾁﾗｰﾁﾞﾝSｻﾝ0.01% レボチロキシンナトリウム水和物 あすか製薬 2

採用薬品　在庫有 内用薬 チラーヂンＳ錠２５μｇ 錠 2431004F2052 2431 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 甲状腺ホルモン製剤 ﾁﾗｰﾁﾞﾝSｼﾞｮｳ25ﾏｲｸﾛg レボチロキシンナトリウム水和物 あすか製薬 2

採用薬品　在庫有 内用薬 チラーヂンＳ錠５０μｇ 錠 2431004F1056 2431 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 甲状腺ホルモン製剤 ﾁﾗｰﾁﾞﾝSｼﾞｮｳ50ﾏｲｸﾛg レボチロキシンナトリウム水和物 あすか製薬 2

限定薬品 内用薬 ツムラの生薬コウジン末（調剤用） ｇ 5100064A1183 5100 生薬 生薬 生薬 ﾂﾑﾗﾉｼｮｳﾔｸｺｳｼﾞﾝﾏﾂﾁｮｳｻﾞｲﾖｳ コウジン末 ツムラ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200011D1078 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｵｳﾚﾝｹﾞﾄﾞｸﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 黄連解毒湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200012D1080 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｵﾂｼﾞﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 乙字湯エキス ツムラ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200016D1054 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｶﾐｷﾋﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 加味帰脾湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200017D1083 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｶﾐｼｮｳﾖｳｻﾝｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 加味逍遙散エキス ツムラ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200013D1123 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｶｯｺﾝﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 葛根湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用） ｇ 5200015D1084 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｶｯｺﾝﾄｳｶｾﾝｷｭｳｼﾝｲｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 葛根湯加川きゅう辛夷エキス ツムラ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） ｇ 5200025D1029 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｺﾞｼｬｼﾞﾝｷｶﾞﾝｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 牛車腎気丸エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200034D1044 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｹｲｼｶｼﾞｭﾂﾌﾞﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 桂枝加朮附湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200033D1023 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｹｲｼｶｼｬｸﾔｸﾀﾞｲｵｳﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 桂枝加芍薬大黄湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200032D1045 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｹｲｼｶｼｬｸﾔｸﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 桂枝加芍薬湯エキス ツムラ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） ｇ 5200038D1093 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｹｲｼﾌﾞｸﾘｮｳｶﾞﾝｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 桂枝茯苓丸エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ五積散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200045D1034 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｺﾞｼｬｸｻﾝｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 五積散エキス ツムラ 2

院外採用薬 内用薬 ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200047D1025 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｺﾞﾘﾝｻﾝｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 五淋散エキス ツムラ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200048D1070 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｺﾞﾚｲｻﾝｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 五苓散エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200046D1039 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｺﾞｼｭﾕﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 呉茱萸湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200043D1027 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｺｳｿｻﾝｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 香蘇散エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200058D1023 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｻﾝﾓﾂｵｳｺﾞﾝﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 三物黄ごん湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ参蘇飲エキス顆粒（医療用） ｇ 5200081D1030 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｼﾞﾝｿｲﾝｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 参蘇飲エキス ツムラ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200061D1025 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｼｷﾞｬｸｻﾝｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 四逆散エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用） ｇ 5200098D1028 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾁﾞﾀﾞﾎﾞｸｲｯﾎﾟｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 治打撲一方エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ柴陥湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200049D1032 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｻｲｶﾝﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 柴陥湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200050D1094 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｻｲｺｶﾘｭｳｺﾂﾎﾞﾚｲﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200052D1034 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｻｲｺｹｲｼｶﾝｷｮｳﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 柴胡桂枝乾姜湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200052D1080 ﾂﾑﾗｻｲｺｹｲｼﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ ツムラ

限定薬品 内用薬 ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200054D1033 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｻｲﾎﾞｸﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 柴朴湯エキス ツムラ 2

中止薬品　在庫有 内用薬 ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200055D1020 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｻｲﾚｲﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 柴苓湯エキス ツムラ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200069D1048 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｼﾞｭｳｾﾞﾝﾀｲﾎﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 十全大補湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ女神散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200115D1023 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾆｮｼﾝｻﾝｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 女神散エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200072D1058 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｼｮｳｹﾝﾁｭｳﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 小建中湯エキス ツムラ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200075D1086 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｼｮｳｾｲﾘｭｳﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 小青竜湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200076D1030 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｼｮｳﾊﾝｹﾞｶﾌﾞｸﾘｮｳﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 小半夏加茯苓湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200083D1030 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｼﾝﾌﾞﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 真武湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200087D1020 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｾｲﾊｲﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 清肺湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200088D1032 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｾﾝｷｭｳﾁｬﾁｮｳｻﾝｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 川きゅう茶調散エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200089D1045 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｿｹｲｶｯｹﾂﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 疎経活血湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200090D1030 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾀﾞｲｵｳｶﾝｿﾞｳﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 大黄甘草湯エキス ツムラ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200092D1020 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾀﾞｲｹﾝﾁｭｳﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 大建中湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200093D1092 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾀﾞｲｻｲｺﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 大柴胡湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200097D1023 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾁｸｼﾞｮｳﾝﾀﾝﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 竹じょ温胆湯エキス ツムラ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200103D1101 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾁｮﾚｲﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 猪苓湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200104D1025 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾁｮﾚｲﾄｳｺﾞｳｼﾓﾂﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 猪苓湯合四物湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ通導散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200105D1038 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾂｳﾄﾞｳｻﾝｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 通導散エキス ツムラ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200101D1030 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾁｮｳﾄｳｻﾝｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 釣藤散エキス ツムラ 2
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限定薬品 内用薬 ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200106D1059 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾄｳｶｸｼﾞｮｳｷﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 桃核承気湯エキス ツムラ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200110D1047 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾄｳｷｼｷﾞｬｸｶｺﾞｼｭﾕｼｮｳｷｮｳﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200111D1076 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾄｳｷｼｬｸﾔｸｻﾝｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 当帰芍薬散エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200125D1035 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾋﾞｬｯｺｶﾆﾝｼﾞﾝﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 白虎加人参湯エキス ツムラ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200119D1030 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾊﾞｸﾓﾝﾄﾞｳﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 麦門冬湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） ｇ 5200121D1045 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾊﾁﾐｼﾞｵｳｶﾞﾝｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 八味地黄丸エキス ツムラ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200122D1074 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾊﾝｹﾞｺｳﾎﾞｸﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 半夏厚朴湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200124D1022 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾊﾝｹﾞﾋﾞｬｸｼﾞｭﾂﾃﾝﾏﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 半夏白朮天麻湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200123D1079 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾊﾝｹﾞｼｬｼﾝﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 半夏瀉心湯エキス ツムラ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200131D1065 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾎﾁｭｳｴｯｷﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 補中益気湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200130D1060 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾎﾞｳﾌｳﾂｳｼｮｳｻﾝｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 防風通聖散エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200133D1021 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾏｵｳﾌﾞｼｻｲｼﾝﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 麻黄附子細辛湯エキス ツムラ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） ｇ 5200136D1033 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾏｼﾆﾝｶﾞﾝｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 麻子仁丸エキス ツムラ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200139D1037 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾖｸｶﾝｻﾝｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 抑肝散エキス ツムラ 2

院外採用薬 内用薬 ツムラ立効散エキス顆粒（医療用） ｇ 5200149D1022 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾘｯｺｳｻﾝｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 立効散エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200145D1059 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾘｮｳｹｲｼﾞｭﾂｶﾝﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 苓桂朮甘湯エキス ツムラ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200141D1034 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗﾘｯｸﾝｼﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 六君子湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200066D1036 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｼｬｶﾝｿﾞｳﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 炙甘草湯エキス ツムラ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200067D1049 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｼｬｸﾔｸｶﾝｿﾞｳﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 芍薬甘草湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用） ｇ 5200003D1049 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾂﾑﾗｲﾝﾁﾝｺｳﾄｳｴｷｽｶﾘｭｳｲﾘｮｳﾖｳ 茵ちん蒿湯エキス ツムラ 2

限定薬品 内用薬 ツルバダ配合錠 錠 6250103F1036 6250J 化学療法剤 抗ウイルス剤 配合剤 ﾂﾙﾊﾞﾀﾞﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ エムトリシタビン・テノホビル　ジソプロキシルフマル酸塩 ギリアド 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ツロブテロール塩酸塩ＤＳ小児用０．１％「タカタ」 ｇ 2259002R1118 後発品 2259i 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 その他 ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙｴﾝｻﾝｴﾝDSｼｮｳﾆﾖｳ0.1%ﾀｶﾀ ツロブテロール塩酸塩 高田 0

限定薬品 内用薬 ディアコミットドライシロップ分包２５０ｍｇ 包 1139011R1025 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾃﾞｨｱｺﾐｯﾄﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟﾌﾞﾝﾎﾟｳ250mg スチリペントール ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 2

限定薬品 内用薬 ディオバン錠４０ｍｇ 錠 2149041F2027 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝｼﾞｮｳ40mg バルサルタン ノバルティス 1

院外採用薬 内用薬 ディレグラ配合錠 錠 4490100F1021 4490J アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 配合剤 ﾃﾞｨﾚｸﾞﾗﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン配合剤 ＬＴＬ 1

限定薬品 内用薬 デエビゴ錠２．５ｍｇ 錠 1190027F1022 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾃﾞｴﾋﾞｺﾞｼﾞｮｳ2.5mg レンボレキサント エーザイ 2 睡眠薬

採用薬品　在庫有 内用薬 デエビゴ錠５ｍｇ 錠 1190027F2029 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾃﾞｴﾋﾞｺﾞｼﾞｮｳ5mg レンボレキサント エーザイ 2 睡眠薬

採用薬品　在庫有 内用薬 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 錠 2251001F2166 後発品 2251 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 キサンチン系製剤 ﾃｵﾌｨﾘﾝｼﾞｮﾎｳｼﾞｮｳ100mgｻﾜｲ テオフィリン 沢井 0

採用薬品　在庫有 内用薬 テオフィリン徐放錠２００ｍｇ「サワイ」 錠 2251001F3154 後発品 2251 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 キサンチン系製剤 ﾃｵﾌｨﾘﾝｼﾞｮﾎｳｼﾞｮｳ200mgｻﾜｲ テオフィリン 沢井 0

採用薬品　在庫有 内用薬 デカドロンエリキシル０．０１％ ｍＬ 2454002S1122 2454 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝｴﾘｷｼﾙ0.01% デキサメタゾン 日医工 2

採用薬品　在庫有 内用薬 デカドロン錠０．５ｍｇ 錠 2454002F1183 2454 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝｼﾞｮｳ0.5mg デキサメタゾン 日医工 2

限定薬品 内用薬 デカドロン錠４ｍｇ 錠 2454002F3020 2454 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝｼﾞｮｳ4mg デキサメタゾン 日医工 2

限定薬品 内用薬 テクフィデラカプセル１２０ｍｇ カプセル 1190024M1028 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾃｸﾌｨﾃﾞﾗｶﾌﾟｾﾙ120mg フマル酸ジメチル バイオジェン 2

限定薬品 内用薬 テクフィデラカプセル２４０ｍｇ カプセル 1190024M2024 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾃｸﾌｨﾃﾞﾗｶﾌﾟｾﾙ240mg フマル酸ジメチル バイオジェン 2

院外採用薬 内用薬 テグレトール細粒５０％ ｇ 1139002C1082 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙｻｲﾘｭｳ50% カルバマゼピン サンファーマ 2

限定薬品 内用薬 テグレトール錠１００ｍｇ 錠 1139002F2026 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙｼﾞｮｳ100mg カルバマゼピン サンファーマ 2

院外採用薬 内用薬 テグレトール錠２００ｍｇ 錠 1139002F1062 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙｼﾞｮｳ200mg カルバマゼピン サンファーマ 2

採用薬品　在庫無 内用薬 デザレックス錠５ｍｇ 錠 4490032F1023 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ﾃﾞｻﾞﾚｯｸｽｼﾞｮｳ5mg デスロラタジン オルガノン 2

院外採用薬 内用薬 デジレル錠２５ 錠 1179037F1037 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾃﾞｼﾞﾚﾙｼﾞｮｳ25 トラゾドン塩酸塩 ファイザー 1 抗うつ剤

採用薬品　在庫有 内用薬 テトラミド錠１０ｍｇ 錠 1179033F1020 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾃﾄﾗﾐﾄﾞｼﾞｮｳ10mg ミアンセリン塩酸塩 オルガノン 2 抗うつ剤

院外採用薬 内用薬 デトルシトールカプセル２ｍｇ カプセル 2590012M1021 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ﾃﾞﾄﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ2mg トルテロジン酒石酸塩 ヴィアトリス 2

採用薬品　在庫有 内用薬 テネリアＯＤ錠２０ｍｇ 錠 3969015F3021 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ﾃﾈﾘｱODｼﾞｮｳ20mg テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 田辺三菱 2

限定薬品 内用薬 テノゼット錠３００ｍｇ 錠 6250024F1030 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ﾃﾉｾﾞｯﾄｼﾞｮｳ300mg テノホビル　ジソプロキシルフマル酸塩 ＧＳＫ 2

限定薬品 内用薬 デノタスチュアブル配合錠 錠 3219100F1020 3219J 滋養強壮薬 カルシウム剤 配合剤 ﾃﾞﾉﾀｽﾁｭｱﾌﾞﾙﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ 沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム 日東薬品 2

限定薬品 内用薬 デパケンＲ錠１００ｍｇ 錠 1139004G1040 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾃﾞﾊﾟｹﾝRｼﾞｮｳ100mg バルプロ酸ナトリウム 協和キリン 1

採用薬品　在庫有 内用薬 デパケンＲ錠２００ｍｇ 錠 1139004G2063 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾃﾞﾊﾟｹﾝRｼﾞｮｳ200mg バルプロ酸ナトリウム 協和キリン 1

採用薬品　在庫有 内用薬 デパケンシロップ５％ ｍＬ 1139004Q1100 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾃﾞﾊﾟｹﾝｼﾛｯﾌﾟ5% バルプロ酸ナトリウム 協和キリン 1

限定薬品 内用薬 デパケン錠１００ｍｇ 錠 1139004F1096 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾃﾞﾊﾟｹﾝｼﾞｮｳ100mg バルプロ酸ナトリウム 協和キリン 1

限定薬品 内用薬 デパケン錠２００ｍｇ 錠 1139004F2173 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾃﾞﾊﾟｹﾝｼﾞｮｳ200mg バルプロ酸ナトリウム 協和キリン 1

限定薬品 内用薬 デパス錠０．２５ｍｇ 錠 1179025F3029 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾃﾞﾊﾟｽｼﾞｮｳ0.25mg エチゾラム 田辺三菱 1 抗不安薬

限定薬品 内用薬 デパス錠１ｍｇ 錠 1179025F2022 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾃﾞﾊﾟｽｼﾞｮｳ1mg エチゾラム 田辺三菱 1 抗不安薬

限定薬品 内用薬 デフェラシロクス顆粒分包９０ｍｇ「サンド」 包 3929008D1030 後発品 3929i その他の代謝性医薬品 解毒剤 その他 ﾃﾞﾌｪﾗｼﾛｸｽｶﾘｭｳﾌﾞﾝﾎﾟｳ90mgｻﾝﾄﾞ デフェラシロクス サンド 0

限定薬品 内用薬 テプミトコ錠２５０ｍｇ 錠 4291065F1024 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾃﾌﾟﾐﾄｺｼﾞｮｳ250mg テポチニブ塩酸塩水和物 メルクバイオファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 テプレノンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 カプセル 2329012M1293 後発品 2329i 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 その他 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mgﾄｰﾜ テプレノン 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 テプレノン細粒１０％「サワイ」 ｇ 2329012C1328 後発品 2329i 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 その他 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｻｲﾘｭｳ10%ｻﾜｲ テプレノン 沢井 0

限定薬品 内用薬 デベルザ錠２０ｍｇ 錠 3969021F1032 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ﾃﾞﾍﾞﾙｻﾞｼﾞｮｳ20mg トホグリフロジン水和物 興和 2

限定薬品 内用薬 テモゾロミド錠１００ｍｇ「ＮＫ」 錠 4219004F2021 後発品 4219i 腫瘍用薬 アルキル化剤 その他 ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞｼﾞｮｳ100mgNK テモゾロミド 日本化薬 0

限定薬品 内用薬 テモゾロミド錠２０ｍｇ「ＮＫ」 錠 4219004F1025 後発品 4219i 腫瘍用薬 アルキル化剤 その他 ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞｼﾞｮｳ20mgNK テモゾロミド 日本化薬 0

限定薬品 内用薬 テモダールカプセル１００ｍｇ カプセル 4219004M2020 4219i 腫瘍用薬 アルキル化剤 その他 ﾃﾓﾀﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg テモゾロミド ＭＳＤ 1

限定薬品 内用薬 テモダールカプセル２０ｍｇ カプセル 4219004M1024 4219i 腫瘍用薬 アルキル化剤 その他 ﾃﾓﾀﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ20mg テモゾロミド ＭＳＤ 1

採用薬品　在庫有 内用薬 デュタステリド錠０．５ｍｇＡＶ「ＤＳＥＰ」 錠 2499011F1028 後発品 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ﾃﾞｭﾀｽﾃﾘﾄﾞｼﾞｮｳ0.5mgAVDSEP デュタステリド 第一三共エスファ 0

院外採用薬 内用薬 デュファストン錠５ｍｇ 錠 2478003F1031 2478 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 合成黄体ホルモン製剤 ﾃﾞｭﾌｧｽﾄﾝｼﾞｮｳ5mg ジドロゲステロン マイランＥＰＤ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 デュロキセチンＯＤ錠２０ｍｇ「ニプロ」 錠 1179052F3026 後発品 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝODｼﾞｮｳ20mgﾆﾌﾟﾛ デュロキセチン塩酸塩 ニプロ 0 抗うつ剤

採用薬品　在庫有 内用薬 テラムロ配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」 錠 2149117F1033 後発品 2149T 循環器官用薬 血圧降下剤 その他の配合剤 ﾃﾗﾑﾛﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳAPDSEP テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 第一三共エスファ 0

限定薬品 内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ファイザー」 錠 6290005F1288 後発品 6290i 化学療法剤 その他の化学療法剤 その他 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝｼﾞｮｳ125mgﾌｧｲｻﾞｰ テルビナフィン塩酸塩 ファイザー 0

採用薬品　在庫有 内用薬 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 2149042F2030 後発品 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝｼﾞｮｳ40mgDSEP テルミサルタン 第一三共エスファ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 トアラセット配合錠「トーワ」 錠 1149117F1195 後発品 1149T 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他の配合剤 ﾄｱﾗｾｯﾄﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳﾄｰﾜ トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ドキサゾシン錠１ｍｇ「トーワ」 錠 2149026F2235 後発品 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝｼﾞｮｳ1mgﾄｰﾜ ドキサゾシンメシル酸塩 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 ドキサゾシン錠４ｍｇ「トーワ」 錠 2149026F4190 後発品 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝｼﾞｮｳ4mgﾄｰﾜ ドキサゾシンメシル酸塩 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ「トーワ」 カプセル 2190006M1210 後発品 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝｻﾝｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ100mgﾄｰﾜ トコフェロールニコチン酸エステル 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用１５％「トーワ」 ｇ 6241010C1040 後発品 6241 化学療法剤 合成抗菌剤 ピリドンカルボン酸系製剤 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙｻﾝｴﾝｻｲﾘｭｳｼｮｳﾆﾖｳ15%ﾄｰﾜ トスフロキサシントシル酸塩水和物 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ「サワイ」 錠 6241010F2086 後発品 6241 化学療法剤 合成抗菌剤 ピリドンカルボン酸系製剤 ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ150mgｻﾜｲ トスフロキサシントシル酸塩水和物 沢井 0

採用薬品　在庫有 内用薬 トチモトのダイオウ末 ｇ 5100121A1132 5100 生薬 生薬 生薬 ﾄﾁﾓﾄﾉﾀﾞｲｵｳﾏﾂ ダイオウ末 栃本 2

限定薬品 内用薬 ドパストン散９８．５％ ｇ 1164001B1034 1164 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 レボドパ製剤 ﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝｻﾝ98.5% レボドパ 大原 2

限定薬品 内用薬 トビエース錠４ｍｇ 錠 2590015G1021 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ﾄﾋﾞｴｰｽｼﾞｮｳ4mg フェソテロジンフマル酸塩 ファイザー 2

限定薬品 内用薬 トビエース錠８ｍｇ 錠 2590015G2028 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ﾄﾋﾞｴｰｽｼﾞｮｳ8mg フェソテロジンフマル酸塩 ファイザー 2

限定薬品 内用薬 トピナ錠１００ｍｇ 錠 1139008F2023 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾄﾋﾟﾅｼﾞｮｳ100mg トピラマート 協和キリン 1

限定薬品 内用薬 トピナ錠２５ｍｇ 錠 1139008F3020 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾄﾋﾟﾅｼﾞｮｳ25mg トピラマート 協和キリン 1

限定薬品 内用薬 トピラマート錠２５ｍｇ「アメル」 錠 1139008F3038 後発品 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾄﾋﾟﾗﾏｰﾄｼﾞｮｳ25mgｱﾒﾙ トピラマート 共和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ドプスＯＤ錠１００ｍｇ 錠 1169006F1027 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾄﾞﾌﾟｽODｼﾞｮｳ100mg ドロキシドパ 大日本住友 1

院外採用薬 内用薬 ドプスＯＤ錠２００ｍｇ 錠 1169006F2023 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾄﾞﾌﾟｽODｼﾞｮｳ200mg ドロキシドパ 大日本住友 1

採用薬品　在庫有 内用薬 トフラニール錠１０ｍｇ 錠 1174006F1078 1174 中枢神経系用薬 精神神経用剤 イミプラミン系製剤 ﾄﾌﾗﾆｰﾙｼﾞｮｳ10mg イミプラミン塩酸塩 アルフレッサファーマ 2 抗うつ剤

院外採用薬 内用薬 トフラニール錠２５ｍｇ 錠 1174006F2074 1174 中枢神経系用薬 精神神経用剤 イミプラミン系製剤 ﾄﾌﾗﾆｰﾙｼﾞｮｳ25mg イミプラミン塩酸塩 アルフレッサファーマ 2 抗うつ剤

限定薬品 内用薬 ドラール錠１５ 錠 1124030F1029 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ﾄﾞﾗｰﾙｼﾞｮｳ15 クアゼパム 久光 1 睡眠薬

限定薬品 内用薬 ドラール錠２０ 錠 1124030F2025 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ﾄﾞﾗｰﾙｼﾞｮｳ20 クアゼパム 久光 1 睡眠薬

採用薬品　在庫有 内用薬 トラクリア錠６２．５ｍｇ 錠 2190026F1022 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ﾄﾗｸﾘｱｼﾞｮｳ62.5mg ボセンタン水和物 ヤンセン 1

採用薬品　在庫有 内用薬 トラセミド錠４ｍｇ「ＫＯ」 錠 2139009F1034 後発品 2139i 循環器官用薬 利尿剤 その他 ﾄﾗｾﾐﾄﾞｼﾞｮｳ4mg トラセミド 寿 0

採用薬品　在庫有 内用薬 トラゼンタ錠５ｍｇ 錠 3969014F1024 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ﾄﾗｾﾞﾝﾀｼﾞｮｳ5mg リナグリプチン 日本ベーリンガー 2

採用薬品　在庫有 内用薬 トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 錠 1179037F1053 後発品 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ25mgｱﾒﾙ トラゾドン塩酸塩 共和薬品 0 抗うつ剤

限定薬品 内用薬 トラディアンス配合錠ＡＰ 錠 3969108F1027 3969J その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 配合剤 ﾄﾗﾃﾞｨｱﾝｽﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳAP エンパグリフロジン・リナグリプチン 日本ベーリンガー 2

限定薬品 内用薬 トラニラストカプセル１００ｍｇ「ＣＨ」 カプセル 4490002M1439 後発品 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mgCH トラニラスト 長生堂 0

限定薬品 内用薬 トラピジル錠１００ｍｇ「サワイ」 錠 2171012F2404 後発品 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙｼﾞｮｳ100mgｻﾜｲ トラピジル 沢井 0

採用薬品　在庫有 内用薬 トラベルミン配合錠 錠 1339100F1038 1339J 感覚器官用薬 鎮暈剤 配合剤 ﾄﾗﾍﾞﾙﾐﾝﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン サンノーバ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 トラマールＯＤ錠２５ｍｇ 錠 1149038F1024 1149i 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他 ﾄﾗﾏｰﾙODｼﾞｮｳ25mg トラマドール塩酸塩 日本新薬 2

採用薬品　在庫有 内用薬 トラマールＯＤ錠５０ｍｇ 錠 1149038F2020 1149i 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他 ﾄﾗﾏｰﾙODｼﾞｮｳ50mg トラマドール塩酸塩 日本新薬 2

限定薬品 内用薬 トランコロン錠７．５ｍｇ 錠 1231009F1088 1231 末梢神経系用薬 自律神経剤 四級アンモニウム塩製剤 ﾄﾗﾝｺﾛﾝｼﾞｮｳ7.5mg メペンゾラート臭化物 アステラス 2

採用薬品　在庫有 内用薬 トランサミン錠２５０ｍｇ 錠 3327002F1142 3327 血液・体液用薬 止血剤 抗プラスミン剤 ﾄﾗﾝｻﾐﾝｼﾞｮｳ250mg トラネキサム酸 第一三共 2

限定薬品 内用薬 トランデート錠５０ｍｇ 錠 2149009F1030 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾄﾗﾝﾃﾞｰﾄｼﾞｮｳ50mg ラベタロール塩酸塩 サンドファーマ 1

採用薬品　在庫有 内用薬 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 錠 1124007F2239 後発品 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑｼﾞｮｳ0.25mgﾆﾁｲｺｳ トリアゾラム 日医工 0 睡眠薬

限定薬品 内用薬 トリキュラー錠２８ 組 254910BF2043 2549J 泌尿生殖器官及び肛門用薬 避妊剤 配合剤 ﾄﾘｷｭﾗｰｼﾞｮｳ28 レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール バイエル 2

採用薬品　在庫有 内用薬 トリクロリールシロップ１０％ ｍＬ 1129004Q1031 1129i 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 その他 ﾄﾘｸﾛﾘｰﾙｼﾛｯﾌﾟ10% トリクロホスナトリウム アルフレッサファーマ 2 睡眠薬

採用薬品　在庫無 内用薬 トリノシン顆粒１０％ ｇ 3992001D1040 3992 その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 アデノシン製剤 ﾄﾘﾉｼﾝｶﾘｭｳ10% アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 トーアエイヨー 2

採用薬品　在庫有 内用薬 トリプタノール錠１０ 錠 1179002F1068 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙｼﾞｮｳ10 アミトリプチリン塩酸塩 日医工 2 抗うつ剤

院外採用薬 内用薬 トリプタノール錠２５ 錠 1179002F2072 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙｼﾞｮｳ25 アミトリプチリン塩酸塩 日医工 2 抗うつ剤

限定薬品 内用薬 トリンテリックス錠１０ｍｇ 錠 1179060F1028 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾄﾘﾝﾃﾘｯｸｽｼﾞｮｳ10mg ボルチオキセチン臭化水素酸塩 武田 2 抗うつ剤

採用薬品　在庫有 内用薬 トレーランＧ液７５ｇ 瓶 7290003S1044 7290i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他 ﾄﾚｰﾗﾝGｴｷ75g デンプン部分加水分解物 エイワイファーマ 2

中止薬品　在庫有 内用薬 トレドミン錠２５ｍｇ 錠 1179040F2132 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾄﾚﾄﾞﾐﾝｼﾞｮｳ25mg ミルナシプラン塩酸塩 旭化成ファーマ 1 抗うつ剤

限定薬品 内用薬 トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ 錠 1169015F2022 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾄﾚﾘｰﾌODｼﾞｮｳ25mg ゾニサミド 大日本住友 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＹＤ」 錠 2399005F1221 後発品 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝｼﾞｮｳ5mgYD ドンペリドン 陽進堂 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ナイキサン錠１００ｍｇ 錠 1149007F1142 1149i 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他 ﾅｲｷｻﾝｼﾞｮｳ100mg ナプロキセン 田辺三菱 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ナウゼリンＯＤ錠５ 錠 2399005F3020 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ﾅｳｾﾞﾘﾝODｼﾞｮｳ5 ドンペリドン 協和キリン 1

限定薬品 内用薬 ナウゼリン錠５ 錠 2399005F1027 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ﾅｳｾﾞﾘﾝｼﾞｮｳ5 ドンペリドン 協和キリン 1

限定薬品 内用薬 ナディック錠３０ｍｇ 錠 2123015F1021 2123 循環器官用薬 不整脈用剤 β－遮断剤 ﾅﾃﾞｨｯｸｼﾞｮｳ30mg ナドロール 大日本住友 2

限定薬品 内用薬 ナディック錠６０ｍｇ 錠 2123015F2028 2123 循環器官用薬 不整脈用剤 β－遮断剤 ﾅﾃﾞｨｯｸｼﾞｮｳ60mg ナドロール 大日本住友 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ナトリックス錠１ 錠 2149012F1059 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾅﾄﾘｯｸｽｼﾞｮｳ1 インダパミド 京都 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＥＥ」 錠 2590009F6049 後発品 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙODｼﾞｮｳ25mgEE ナフトピジル エルメッド 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＥＥ」 錠 2590009F4046 後発品 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙODｼﾞｮｳ50mgEE ナフトピジル エルメッド 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ナルサス錠１２ｍｇ 錠 8119003G3021 8119i アルカロイド系麻薬（天然麻薬） あへんアルカロイド系麻薬 その他 ﾅﾙｻｽｼﾞｮｳ12mg ヒドロモルフォン塩酸塩 第一三共プロファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ナルサス錠２ｍｇ 錠 8119003G1029 8119i アルカロイド系麻薬（天然麻薬） あへんアルカロイド系麻薬 その他 ﾅﾙｻｽｼﾞｮｳ2mg ヒドロモルフォン塩酸塩 第一三共プロファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ナルサス錠６ｍｇ 錠 8119003G2025 8119i アルカロイド系麻薬（天然麻薬） あへんアルカロイド系麻薬 その他 ﾅﾙｻｽｼﾞｮｳ6mg ヒドロモルフォン塩酸塩 第一三共プロファーマ 2

限定薬品 内用薬 ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μｇ「サワイ」 錠 1190015F1038 後発品 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾅﾙﾌﾗﾌｨﾝｴﾝｻﾝｴﾝODｼﾞｮｳ2.5ﾏｲｸﾛgｻﾜｲ ナルフラフィン塩酸塩 沢井 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ナルラピド錠１ｍｇ 錠 8119003F1023 8119i アルカロイド系麻薬（天然麻薬） あへんアルカロイド系麻薬 その他 ﾅﾙﾗﾋﾟﾄﾞｼﾞｮｳ1mg ヒドロモルフォン塩酸塩 第一三共プロファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ナルラピド錠４ｍｇ 錠 8119003F3026 8119i アルカロイド系麻薬（天然麻薬） あへんアルカロイド系麻薬 その他 ﾅﾙﾗﾋﾟﾄﾞｼﾞｮｳ4mg ヒドロモルフォン塩酸塩 第一三共プロファーマ 2

限定薬品 内用薬 ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」 ｇ 3132002B1034 3132 ビタミン剤 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く） ニコチン酸系製剤 ﾆｺﾁﾝｻﾝｱﾐﾄﾞｻﾝ10%ｿﾞﾝﾈ ニコチン酸アミド ゾンネボード 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」 錠 2171017F2172 後発品 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙｼﾞｮｳ5mgﾄｰﾜ ニコランジル 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ニザチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 錠 2325005F1040 後発品 2325 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝｼﾞｮｳ150mgYD ニザチジン 陽進堂 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ニトラゼパム錠５ｍｇ「ＪＧ」 錠 1124003F2265 後発品 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑｼﾞｮｳ5mgJG ニトラゼパム 日本ジェネリック 0 睡眠薬

採用薬品　在庫有 内用薬 ニトロールＲカプセル２０ｍｇ カプセル 2171011N1050 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ﾆﾄﾛｰﾙRｶﾌﾟｾﾙ20mg 硝酸イソソルビド エーザイ 1

採用薬品　在庫有 内用薬 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 錠 2171018K1039 後発品 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ﾆﾄﾛﾍﾟﾝｾﾞｯｶｼﾞｮｳ0.3mg ニトログリセリン 日本化薬 0

限定薬品 内用薬 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「サワイ」 錠 2171014G3065 後発品 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCRｼﾞｮｳ10mgｻﾜｲ ニフェジピン 沢井 0

限定薬品 内用薬 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「トーワ」 錠 2171014G3090 後発品 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCRｼﾞｮｳ10mgﾄｰﾜ ニフェジピン 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「日医工」 錠 2171014G3103 後発品 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCRｼﾞｮｳ10mgﾆﾁｲｺｳ ニフェジピン 日医工 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「日医工」 錠 2171014G4100 後発品 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCRｼﾞｮｳ20mgﾆﾁｲｺｳ ニフェジピン 日医工 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「日医工」 錠 2171014G1267 後発品 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝLｼﾞｮｳ10mgﾆﾁｲｺｳ ニフェジピン 日医工 0

院外採用薬 内用薬 ニポラジン小児用シロップ０．０３％ ｍＬ 4413004Q1066 4413 アレルギー用薬 抗ヒスタミン剤 フェノチアジン系製剤 ﾆﾎﾟﾗｼﾞﾝｼｮｳﾆﾖｳｼﾛｯﾌﾟ0.03% メキタジン アルフレッサファーマ 2

限定薬品 内用薬 ニューレプチル錠１０ｍｇ 錠 1172005F2067 1172 中枢神経系用薬 精神神経用剤 フェノチアジン系製剤 ﾆｭｰﾚﾌﾟﾁﾙｼﾞｮｳ10mg プロペリシアジン 高田 2 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ニューレプチル錠５ｍｇ 錠 1172005F1044 1172 中枢神経系用薬 精神神経用剤 フェノチアジン系製剤 ﾆｭｰﾚﾌﾟﾁﾙｼﾞｮｳ5mg プロペリシアジン 高田 2 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ニュベクオ錠３００ｍｇ 錠 4291063F1025 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾆｭﾍﾞｸｵｼﾞｮｳ300mg ダロルタミド バイエル 2

限定薬品 内用薬 ニルバジピン錠２ｍｇ「ＪＧ」 錠 2149022F1060 後発品 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝｼﾞｮｳ2mgJG ニルバジピン 日本ジェネリック 0

限定薬品 内用薬 ニンラーロカプセル３ｍｇ カプセル 4291049M2020 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾆﾝﾗｰﾛｶﾌﾟｾﾙ3mg イキサゾミブクエン酸エステル 武田 2

限定薬品 内用薬 ニンラーロカプセル４ｍｇ カプセル 4291049M3027 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾆﾝﾗｰﾛｶﾌﾟｾﾙ4mg イキサゾミブクエン酸エステル 武田 2

限定薬品 内用薬 ネイリンカプセル１００ｍｇ カプセル 6290007M1022 6290i 化学療法剤 その他の化学療法剤 その他 ﾈｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ホスラブコナゾール　Ｌ－リシンエタノール付加物 佐藤製薬 2

限定薬品 内用薬 ネオーラル１０ｍｇカプセル カプセル 3999004M3021 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾈｵｰﾗﾙ10mgｶﾌﾟｾﾙ シクロスポリン ノバルティス 1

採用薬品　在庫有 内用薬 ネオーラル２５ｍｇカプセル カプセル 3999004M4028 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾈｵｰﾗﾙ25mgｶﾌﾟｾﾙ シクロスポリン ノバルティス 1

限定薬品 内用薬 ネオーラル５０ｍｇカプセル カプセル 3999004M5024 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾈｵｰﾗﾙ50mgｶﾌﾟｾﾙ シクロスポリン ノバルティス 1

限定薬品 内用薬 ネオーラル内用液１０％ ｍＬ 3999004S2032 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾈｵｰﾗﾙﾅｲﾖｳｴｷ10% シクロスポリン ノバルティス 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ネオドパストン配合錠Ｌ１００ 錠 1169101F1120 1169J 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 配合剤 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳL100 レボドパ・カルビドパ水和物 大原 1

採用薬品　在庫有 内用薬 ネキシウムカプセル１０ｍｇ カプセル 2329029M1027 2329i 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 その他 ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ10mg エソメプラゾールマグネシウム水和物 アストラゼネカ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ネキシウムカプセル２０ｍｇ カプセル 2329029M2023 2329i 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 その他 ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg エソメプラゾールマグネシウム水和物 アストラゼネカ 2

限定薬品 内用薬 ネキシウム懸濁用顆粒分包１０ｍｇ 包 2329029D1027 2329i 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 その他 ﾈｷｼｳﾑｹﾝﾀﾞｸﾖｳｶﾘｭｳﾌﾞﾝﾎﾟｳ10mg エソメプラゾールマグネシウム水和物 アストラゼネカ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ネキシウム懸濁用顆粒分包２０ｍｇ 包 2329029D2023 2329i 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 その他 ﾈｷｼｳﾑｹﾝﾀﾞｸﾖｳｶﾘｭｳﾌﾞﾝﾎﾟｳ20mg エソメプラゾールマグネシウム水和物 アストラゼネカ 2

限定薬品 内用薬 ネクサバール錠２００ｍｇ 錠 4291017F1025 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾈｸｻﾊﾞｰﾙｼﾞｮｳ200mg ソラフェニブトシル酸塩 バイエル 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ネシーナ錠２５ｍｇ 錠 3969012F3028 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ﾈｼｰﾅｼﾞｮｳ25mg アログリプチン安息香酸塩 武田 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ノアルテン錠（５ｍｇ） 錠 2479002F1026 2479i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 その他 ﾉｱﾙﾃﾝｼﾞｮｳ5mg ノルエチステロン 富士製薬 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ノイキノン錠１０ｍｇ 錠 2119003F2332 2119i 循環器官用薬 強心剤 その他 ﾉｲｷﾉﾝｼﾞｮｳ10mg ユビデカレノン エーザイ 1

採用薬品　在庫有 内用薬 ノイロトロピン錠４単位 錠 1149023F1036 1149i 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他 ﾉｲﾛﾄﾛﾋﾟﾝｼﾞｮｳ4ﾀﾝｲ ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 日本臓器 2

限定薬品 内用薬 ノウリアスト錠２０ｍｇ 錠 1169016F1020 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾉｳﾘｱｽﾄｼﾞｮｳ20mg イストラデフィリン 協和キリン 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ノバミン錠５ｍｇ 錠 1172010F1037 1172 中枢神経系用薬 精神神経用剤 フェノチアジン系製剤 ﾉﾊﾞﾐﾝｼﾞｮｳ5mg プロクロルペラジンマレイン酸塩 共和薬品 2 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ノベルジン錠２５ｍｇ 錠 3929007F1029 3929i その他の代謝性医薬品 解毒剤 その他 ﾉﾍﾞﾙｼﾞﾝｼﾞｮｳ25mg 酢酸亜鉛水和物 ノーベル 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ 錠 2113003F2029 2113 循環器官用薬 強心剤 ジギタリス製剤 ﾊｰﾌｼﾞｺﾞｷｼﾝKYｼﾞｮｳ0.125 ジゴキシン 京都 2

限定薬品 内用薬 ハーボニー配合錠 錠 6250107F1026 6250J 化学療法剤 抗ウイルス剤 配合剤 ﾊｰﾎﾞﾆｰﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ レジパスビル　アセトン付加物・ソホスブビル ギリアド 2

採用薬品　在庫有 内用薬 バイアスピリン錠１００ｍｇ 錠 3399007H1021 後発品 3399i 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 その他 ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝｼﾞｮｳ100mg アスピリン バイエル 0

限定薬品 内用薬 ハイドレアカプセル５００ｍｇ カプセル 4229001M1027 4229i 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 その他 ﾊｲﾄﾞﾚｱｶﾌﾟｾﾙ500mg ヒドロキシカルバミド ＢＭＳ 2

限定薬品 内用薬 パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ 錠 1179041G1020 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾊﾟｷｼﾙCRｼﾞｮｳ12.5mg パロキセチン塩酸塩水和物 ＧＳＫ 1 抗うつ剤

限定薬品 内用薬 パキロビッドパック シート 62501B5X1020 6250J 化学療法剤 抗ウイルス剤 配合剤 ニルマトレルビル・リトナビル ファイザー 2

限定薬品 内用薬 バクシダール錠１００ｍｇ 錠 6241005F1020 6241 化学療法剤 合成抗菌剤 ピリドンカルボン酸系製剤 ﾊﾞｸｼﾀﾞｰﾙｼﾞｮｳ100mg ノルフロキサシン 杏林 2

採用薬品　在庫有 内用薬 バクトラミン配合錠 錠 6290100F2123 6290J 化学療法剤 その他の化学療法剤 配合剤 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ スルファメトキサゾール・トリメトプリム 太陽ファルマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ハッカ水「ケンエー」 ｍＬ 7149005X1049 7149i 調剤用薬 矯味、矯臭、着色剤 その他 ﾊｯｶｽｲｹﾝｴｰ ハッカ水 健栄 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ハッカ油「ケンエー」 ｍＬ 7149006X1060 7149i 調剤用薬 矯味、矯臭、着色剤 その他 ﾊｯｶﾕｹﾝｴｰ ハッカ油 健栄 2

採用薬品　在庫有 内用薬 パナルジン錠１００ｍｇ 錠 3399001F1384 3399i 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 その他 ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝｼﾞｮｳ100mg チクロピジン塩酸塩 クリニジェン 1

限定薬品 内用薬 バファリン配合錠Ａ８１ 錠 3399100F1116 後発品 3399J 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 配合剤 ﾊﾞﾌｧﾘﾝﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳA81 アスピリン・ダイアルミネート ライオン 0

中止薬品　在庫有 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「アスペン」 錠 6250019F1330 後発品 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙｼﾞｮｳ500mgｱｽﾍﾟﾝ バラシクロビル塩酸塩 サンドファーマ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「トーワ」 錠 6250019F1276 後発品 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙｼﾞｮｳ500mgﾄｰﾜ バラシクロビル塩酸塩水和物 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 パリエット錠５ｍｇ 錠 2329028F3026 2329i 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 その他 ﾊﾟﾘｴｯﾄｼﾞｮｳ5mg ラベプラゾールナトリウム エーザイ 1

限定薬品 内用薬 バリキサドライシロップ５０００ｍｇ ｍＬ 6250025R1022 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ﾊﾞﾘｷｻﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ5000mg バルガンシクロビル塩酸塩 田辺三菱 2

限定薬品 内用薬 バリキサ錠４５０ｍｇ 錠 6250025F1026 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ﾊﾞﾘｷｻｼﾞｮｳ450mg バルガンシクロビル塩酸塩 田辺三菱 2

採用薬品　在庫無 内用薬 バリコンミール ｇ 7212022A1029 7212 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） Ｘ線造影剤 バリウム塩製剤 ﾊﾞﾘｺﾝﾐｰﾙ 硫酸バリウム 堀井 2

採用薬品　在庫無 内用薬 ハリゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ ｍＬ 6173001Q1055 6173 抗生物質製剤 主としてカビに作用するもの アムホテリシンＢ製剤 ﾊﾘｿﾞﾝｼﾛｯﾌﾟ100mg/mL アムホテリシンＢ 富士製薬 2

採用薬品　在庫無 内用薬 バリトゲンＨＤ ｇ 7212029X1023 7212 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） Ｘ線造影剤 バリウム塩製剤 ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD 硫酸バリウム 伏見 2

採用薬品　在庫有 内用薬 バルサルタン錠４０ｍｇ「Ｍｅ」 錠 2149041F2361 後発品 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝｼﾞｮｳ40mgMe バルサルタン Ｍｅファルマ 0

限定薬品 内用薬 バルサルタン錠４０ｍｇ「日医工」 錠 2149041F2280 後発品 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝｼﾞｮｳ40mgﾆﾁｲｺｳ バルサルタン 日医工 0

限定薬品 内用薬 バルサルタン錠８０ｍｇ「Ｍｅ」 錠 2149041F3368 後発品 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝｼﾞｮｳ80mgMe バルサルタン Ｍｅファルマ 0

採用薬品　在庫無 内用薬 バルプロ酸Ｎａ徐放顆粒４０％「フジナガ」 ｇ 1139004D1087 後発品 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛｻﾝNaｼﾞｮﾎｳｶﾘｭｳ40%ﾌｼﾞﾅｶﾞ バルプロ酸ナトリウム 藤永 0

限定薬品 内用薬 バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「ＤＳＰ」 ｍＬ 1139004Q1135 後発品 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛｻﾝﾅﾄﾘｳﾑｼﾛｯﾌﾟ5%DSP バルプロ酸ナトリウム 大日本住友 0

採用薬品　在庫有 内用薬 バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「日医工」 ｍＬ 1139004Q1119 後発品 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛｻﾝﾅﾄﾘｳﾑｼﾛｯﾌﾟ5%ﾆﾁｲｺｳ バルプロ酸ナトリウム 日医工 0

限定薬品 内用薬 バルプロ酸ナトリウム錠２００ｍｇ「ＤＳＰ」 錠 1139004F2203 後発品 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛｻﾝﾅﾄﾘｳﾑｼﾞｮｳ200mgDSP バルプロ酸ナトリウム 大日本住友 2

採用薬品　在庫無 内用薬 パルモディア錠０．１ｍｇ 錠 2183007F1025 2183 循環器官用薬 高脂血症用剤 クロフィブラート系製剤 ﾊﾟﾙﾓﾃﾞｨｱｼﾞｮｳ0.1mg ペマフィブラート 興和 2

採用薬品　在庫有 内用薬 バレイショデンプン原末「マルイシ」 ｇ 7112004X1257 7112 調剤用薬 賦形剤 デンプン類 ﾊﾞﾚｲｼｮﾃﾞﾝﾌﾟﾝｹﾞﾝﾏﾂﾏﾙｲｼ バレイショデンプン 丸石 2

採用薬品　在庫有 内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「トーワ」 錠 1179041F1254 後発品 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝｼﾞｮｳ10mgﾄｰﾜ パロキセチン塩酸塩水和物 東和薬品 0 抗うつ剤

採用薬品　在庫無 内用薬 バロス発泡顆粒 ｇ 7213013D1023 7213 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） Ｘ線造影剤 造影補助剤 ﾊﾞﾛｽﾊｯﾎﾟｳｶﾘｭｳ 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 堀井 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ハロペリドール錠１ｍｇ「アメル」 錠 1179020F2100 後発品 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙｼﾞｮｳ1mgｱﾒﾙ ハロペリドール 共和薬品 0 抗精神病薬

採用薬品　在庫有 内用薬 バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 瓶 6113001B1127 後発品 6113 抗生物質製剤 主としてグラム陽性菌に作用するもの バンコマイシン製剤 ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝｴﾝｻﾝｴﾝｻﾝ0.5gMEEK バンコマイシン塩酸塩 小林化工 2

限定薬品 内用薬 パントシン散２０％ ｇ 3133001B1193 3133 ビタミン剤 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く） パントテン酸系製剤 ﾊﾟﾝﾄｼﾝｻﾝ20% パンテチン アルフレッサファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 パントシン錠２００ 錠 3133001F4020 3133 ビタミン剤 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く） パントテン酸系製剤 ﾊﾟﾝﾄｼﾝｼﾞｮｳ200 パンテチン アルフレッサファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ 錠 1169012F1022 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾋﾞｼﾌﾛｰﾙｼﾞｮｳ0.125mg プラミペキソール塩酸塩水和物 日本ベーリンガー 1

採用薬品　在庫有 内用薬 ビ・シフロール錠０．５ｍｇ 錠 1169012F2029 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾋﾞｼﾌﾛｰﾙｼﾞｮｳ0.5mg プラミペキソール塩酸塩水和物 日本ベーリンガー 1

限定薬品 内用薬 ピーゼットシー糖衣錠２ｍｇ 錠 1172013F1030 1172 中枢神経系用薬 精神神経用剤 フェノチアジン系製剤 ﾋﾟｰｾﾞｯﾄｼｰﾄｳｲｼﾞｮｳ2mg ペルフェナジンマレイン酸塩 田辺三菱 2 抗精神病薬

採用薬品　在庫有 内用薬 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「日医工」 錠 3969007F1199 後発品 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝｼﾞｮｳ15mgﾆﾁｲｺｳ ピオグリタゾン塩酸塩 日医工 0

限定薬品 内用薬 ビオスミン配合散 ｇ 2316003B1058 2316 消化器官用薬 止しゃ剤、整腸剤 活性生菌製剤 ﾋﾞｵｽﾐﾝﾊｲｺﾞｳｻﾝ ビフィズス菌配合剤 ビオフェルミン 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ビオスリー配合錠 錠 2316017F1035 2316 消化器官用薬 止しゃ剤、整腸剤 活性生菌製剤 ﾋﾞｵｽﾘｰﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ 酪酸菌配合剤 東亜薬工 2

院外採用薬 内用薬 ビオチン散０．２％「ホエイ」 ｇ 3190001B1050 3190i ビタミン剤 その他のビタミン剤 その他 ﾋﾞｵﾁﾝｻﾝ0.2%ﾎｴｲ ビオチン 東洋製化 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ビオフェルミンＲ散 ｇ 2316004B1036 後発品 2316 消化器官用薬 止しゃ剤、整腸剤 活性生菌製剤 ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝRｻﾝ 耐性乳酸菌製剤 ビオフェルミン 0

限定薬品 内用薬 ビオフェルミンＲ錠 錠 2316004F1020 後発品 2316 消化器官用薬 止しゃ剤、整腸剤 活性生菌製剤 ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝRｼﾞｮｳ 耐性乳酸菌製剤 ビオフェルミン 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ビオフェルミン錠剤 錠 2316020F1029 後発品 2316 消化器官用薬 止しゃ剤、整腸剤 活性生菌製剤 ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝｼﾞｮｳｻﾞｲ ビフィズス菌製剤 ビオフェルミン 0

4 / 13 ページ



採用薬品　在庫無 内用薬 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 4291009F2124 後発品 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞODｼﾞｮｳ80mgDSEP ビカルタミド 第一三共エスファ 0

限定薬品 内用薬 ピコスルファートＮａ錠２．５ｍｇ「サワイ」 錠 2359005F1234 後発品 2359i 消化器官用薬 下剤、浣腸剤 その他 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄNaｼﾞｮｳ2.5mgｻﾜｲ ピコスルファートナトリウム水和物 沢井 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＪＧ」 ｍＬ 2359005S1291 後発品 2359i 消化器官用薬 下剤、浣腸剤 その他 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑﾅｲﾖｳｴｷ0.75%JG ピコスルファートナトリウム水和物 長生堂 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ビジクリア配合錠 錠 7990101F1035 7990J その他の治療を主目的としない医薬品 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 配合剤 ﾋﾞｼﾞｸﾘｱﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム ゼリア 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「トーワ」 錠 2123016F3100 後発品 2123 循環器官用薬 不整脈用剤 β－遮断剤 ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ0.625mgﾄｰﾜ ビソプロロールフマル酸塩 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 錠 2123016F1123 後発品 2123 循環器官用薬 不整脈用剤 β－遮断剤 ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ2.5mgﾄｰﾜ ビソプロロールフマル酸塩 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」 錠 2189016F5031 後発品 2189i 循環器官用薬 高脂血症用剤 その他 ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCaODｼﾞｮｳ2mgﾄｰﾜ ピタバスタチンカルシウム 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 ビタミンＫ１錠５ｍｇ「ツルハラ」 錠 3160001F1338 後発品 3160 ビタミン剤 ビタミンＫ剤 ビタミンＫ製剤 ﾋﾞﾀﾐﾝK1ｼﾞｮｳ5mgﾂﾙﾊﾗ フィトナジオン 鶴原 0

院外採用薬 内用薬 ヒダントール錠２５ｍｇ 錠 1132002F1029 1132 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 ヒダントイン系製剤 ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙｼﾞｮｳ25mg フェニトイン 藤永 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ピドキサール錠１０ｍｇ 錠 3134003F1388 3134 ビタミン剤 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く） ビタミンＢ６剤 ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙｼﾞｮｳ10mg ピリドキサールリン酸エステル水和物 太陽ファルマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ヒドロクロロチアジド錠２５ｍｇ「トーワ」 錠 2132004F1103 後発品 2132 循環器官用薬 利尿剤 チアジド系製剤 ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞｼﾞｮｳ25mgﾄｰﾜ ヒドロクロロチアジド 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 ビバンセカプセル２０ｍｇ カプセル 1179059M1024 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾋﾞﾊﾞﾝｾｶﾌﾟｾﾙ20mg リスデキサンフェタミンメシル酸塩 塩野義 2

限定薬品 内用薬 ビバンセカプセル３０ｍｇ カプセル 1179059M2020 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾋﾞﾊﾞﾝｾｶﾌﾟｾﾙ30mg リスデキサンフェタミンメシル酸塩 塩野義 2

採用薬品　在庫無 内用薬 ビビアント錠２０ｍｇ 錠 3999027F1020 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾋﾞﾋﾞｱﾝﾄｼﾞｮｳ20mg バゼドキシフェン酢酸塩 ファイザー 1

採用薬品　在庫無 内用薬 ビブラマイシン錠１００ｍｇ 錠 6152004F2089 6152 抗生物質製剤 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 テトラサイクリン系抗生物質製剤 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝｼﾞｮｳ100mg ドキシサイクリン塩酸塩水和物 ファイザー 2

限定薬品 内用薬 ビムパットドライシロップ１０％ ｇ 1139015R1023 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾋﾞﾑﾊﾟｯﾄﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ10% ラコサミド ＵＣＢ 2

限定薬品 内用薬 ビムパット錠１００ｍｇ 錠 1139015F2023 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾋﾞﾑﾊﾟｯﾄｼﾞｮｳ100mg ラコサミド ＵＣＢ 2

限定薬品 内用薬 ビムパット錠５０ｍｇ 錠 1139015F1027 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾋﾞﾑﾊﾟｯﾄｼﾞｮｳ50mg ラコサミド ＵＣＢ 2

限定薬品 内用薬 ピメノールカプセル５０ｍｇ カプセル 2129012M1020 2129i 循環器官用薬 不整脈用剤 その他 ﾋﾟﾒﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg ピルメノール塩酸塩水和物 ファイザー 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 錠 2119006F1020 後発品 2119i 循環器官用薬 強心剤 その他 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝｼﾞｮｳ1.25mgTE ピモベンダン トーアエイヨー 0

限定薬品 内用薬 ビラノア錠２０ｍｇ 錠 4490033F1028 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ﾋﾞﾗﾉｱｼﾞｮｳ20mg ビラスチン 大鵬薬品 2

限定薬品 内用薬 ピラマイド原末 ｇ 6223001X1037 6223 化学療法剤 抗結核剤 ピラジナミド製剤 ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞｹﾞﾝﾏﾂ ピラジナミド アルフレッサファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「トーワ」 カプセル 2129008M1130 後発品 2129i 循環器官用薬 不整脈用剤 その他 ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞｴﾝｻﾝｴﾝｶﾌﾟｾﾙ25mgﾄｰﾜ ピルシカイニド塩酸塩水和物 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 ヒルナミン錠（２５ｍｇ） 錠 1172014F2139 1172 中枢神経系用薬 精神神経用剤 フェノチアジン系製剤 ﾋﾙﾅﾐﾝｼﾞｮｳ25mg レボメプロマジンマレイン酸塩 共和薬品 2 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ヒルナミン錠（５０ｍｇ） 錠 1172014F3038 1172 中枢神経系用薬 精神神経用剤 フェノチアジン系製剤 ﾋﾙﾅﾐﾝｼﾞｮｳ50mg レボメプロマジンマレイン酸塩 共和薬品 2 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ヒルナミン錠（５ｍｇ） 錠 1172014F1027 1172 中枢神経系用薬 精神神経用剤 フェノチアジン系製剤 ﾋﾙﾅﾐﾝｼﾞｮｳ5mg レボメプロマジンマレイン酸塩 共和薬品 2 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ピレスパ錠２００ｍｇ 錠 3999025F1021 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾋﾟﾚｽﾊﾟｼﾞｮｳ200mg ピルフェニドン 塩野義 1

限定薬品 内用薬 ピレチア錠（２５ｍｇ） 錠 4413002F2054 4413 アレルギー用薬 抗ヒスタミン剤 フェノチアジン系製剤 ﾋﾟﾚﾁｱｼﾞｮｳ25mg プロメタジン塩酸塩 高田 2

限定薬品 内用薬 ビンダケルカプセル２０ｍｇ カプセル 1290001M1022 1290i 末梢神経系用薬 その他の末梢神経系用薬 その他 ﾋﾞﾝﾀﾞｹﾙｶﾌﾟｾﾙ20mg タファミジスメグルミン ファイザー 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 錠 2325003F3221 後発品 2325 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝODｼﾞｮｳ10mgﾃﾊﾞ ファモチジン 武田テバファーマ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「テバ」 錠 2325003F4244 後発品 2325 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝODｼﾞｮｳ20mgﾃﾊﾞ ファモチジン 武田テバファーマ 0

限定薬品 内用薬 ファモチジン散１０％「サワイ」 ｇ 2325003B1065 後発品 2325 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝｻﾝ10%ｻﾜｲ ファモチジン 沢井 0

限定薬品 内用薬 ファロムドライシロップ小児用１０％ ｇ 6139001R1032 6139i 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの その他 ﾌｧﾛﾑﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟｼｮｳﾆﾖｳ10% ファロペネムナトリウム水和物 マルホ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ファロム錠２００ｍｇ 錠 6139001F2024 6139i 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの その他 ﾌｧﾛﾑｼﾞｮｳ200mg ファロペネムナトリウム水和物 マルホ 2

限定薬品 内用薬 ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ ｍＬ 6173001Q1047 6173 抗生物質製剤 主としてカビに作用するもの アムホテリシンＢ製剤 ﾌｧﾝｷﾞｿﾞﾝｼﾛｯﾌﾟ100mg/mL アムホテリシンＢ クリニジェン 2

限定薬品 内用薬 フィコンパ細粒１％ ｇ 1139014C1026 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾌｨｺﾝﾊﾟｻｲﾘｭｳ1% ペランパネル水和物 エーザイ 2

限定薬品 内用薬 フィコンパ錠２ｍｇ 錠 1139014F1022 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾌｨｺﾝﾊﾟｼﾞｮｳ2mg ペランパネル水和物 エーザイ 2

限定薬品 内用薬 フィコンパ錠４ｍｇ 錠 1139014F2029 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾌｨｺﾝﾊﾟｼﾞｮｳ4mg ペランパネル水和物 エーザイ 2

限定薬品 内用薬 フェアストン錠６０ 錠 4291007F2028 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾌｪｱｽﾄﾝｼﾞｮｳ60 トレミフェンクエン酸塩 日本化薬 1

限定薬品 内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 錠 4490023F2098 後発品 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ30mgSANIK フェキソフェナジン塩酸塩 日医工 0

採用薬品　在庫有 内用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 錠 4490023F1091 後発品 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ60mgSANIK フェキソフェナジン塩酸塩 日医工 0

限定薬品 内用薬 フェノバールエリキシル０．４％ ｍＬ 1125004S1030 1125 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙｴﾘｷｼﾙ0.4% フェノバルビタール 藤永 2 睡眠薬

採用薬品　在庫有 内用薬 フェノバール散１０％ ｇ 1125003B2031 1125 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙｻﾝ10% フェノバルビタール 藤永 2 睡眠薬

採用薬品　在庫無 内用薬 フェノバール錠３０ｍｇ 錠 1125004F1023 1125 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙｼﾞｮｳ30mg フェノバルビタール 藤永 2 睡眠薬

採用薬品　在庫有 内用薬 フェノフィブラート錠８０ｍｇ「武田テバ」 錠 2183006F4046 後発品 2183 循環器官用薬 高脂血症用剤 クロフィブラート系製剤 ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄｼﾞｮｳ80mgﾀｹﾀﾞﾃﾊﾞ フェノフィブラート 武田テバファーマ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 フェブリク錠１０ｍｇ 錠 3949003F1023 3949i その他の代謝性医薬品 痛風治療剤 その他 ﾌｪﾌﾞﾘｸｼﾞｮｳ10mg フェブキソスタット 帝人ファーマ 2

限定薬品 内用薬 フェブリク錠２０ｍｇ 錠 3949003F2020 3949i その他の代謝性医薬品 痛風治療剤 その他 ﾌｪﾌﾞﾘｸｼﾞｮｳ20mg フェブキソスタット 帝人ファーマ 2

限定薬品 内用薬 フェルムカプセル１００ｍｇ カプセル 3222010N2022 3222 滋養強壮薬 無機質製剤 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む） ﾌｪﾙﾑｶﾌﾟｾﾙ100mg フマル酸第一鉄 日医工 2

限定薬品 内用薬 フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ 錠 3222007G1033 3222 滋養強壮薬 無機質製剤 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む） ﾌｪﾛｸﾞﾗﾃﾞｭﾒｯﾄｼﾞｮｳ105mg 乾燥硫酸鉄 マイランＥＰＤ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 フォサマック錠３５ｍｇ 錠 3999018F2028 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾌｫｻﾏｯｸｼﾞｮｳ35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物 オルガノン 1

限定薬品 内用薬 フォシーガ錠１０ｍｇ 錠 3969019F2023 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ﾌｫｼｰｶﾞｼﾞｮｳ10mg ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 アストラゼネカ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 フォシーガ錠５ｍｇ 錠 3969019F1027 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ﾌｫｼｰｶﾞｼﾞｮｳ5mg ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 アストラゼネカ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 フォリアミン錠 錠 3135001F1025 3135 ビタミン剤 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く） 葉酸製剤 ﾌｫﾘｱﾐﾝｼﾞｮｳ 葉酸 日本製薬 2

採用薬品　在庫無 内用薬 ブシラミン錠５０ｍｇ「トーワ」 錠 4420002F2067 後発品 4420 アレルギー用薬 刺激療法剤 その他 ﾌﾞｼﾗﾐﾝｼﾞｮｳ50mgﾄｰﾜ ブシラミン 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 ブシ末（調剤用）「ツムラ」 ｇ 5900004A1053 5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 生薬製剤 ﾌﾞｼﾏﾂﾁｮｳｻﾞｲﾖｳﾂﾑﾗ ブシ末 ツムラ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 フスコデ配合錠 錠 2229101F1060 2229J 呼吸器官用薬 鎮咳剤 エフェドリン・ノスカピン・クロルフェニラミン剤（生薬配合を含む） ﾌｽｺﾃﾞﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ 鎮咳配合剤 マイランＥＰＤ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ブスコパン錠１０ｍｇ 錠 1242002F1330 1242 末梢神経系用薬 鎮けい剤 アトロピン系製剤 ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝｼﾞｮｳ10mg ブチルスコポラミン臭化物 サノフィ 2

限定薬品 内用薬 フスタゾール糖衣錠１０ｍｇ 錠 2229004F1030 2229i 呼吸器官用薬 鎮咳剤 その他 ﾌｽﾀｿﾞｰﾙﾄｳｲｼﾞｮｳ10mg クロペラスチン塩酸塩 ニプロＥＳ 2

限定薬品 内用薬 ﾌﾞﾄﾞｳ糖(10g)(無償提供品･ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽのみ可) 不明 XXXXXXXA0052

限定薬品 内用薬 ブドウ糖＊（扶桑） ｇ 3231001X1094 3231 滋養強壮薬 糖類剤 ブドウ糖製剤 ﾌﾞﾄﾞｳﾄｳﾌｿｳ ブドウ糖 扶桑 2

限定薬品 内用薬 プラケニル錠２００ｍｇ 錠 3999038F1029 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾌﾟﾗｹﾆﾙｼﾞｮｳ200mg ヒドロキシクロロキン硫酸塩 サノフィ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 プラザキサカプセル１１０ｍｇ カプセル 3339001M2020 3339i 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 その他 ﾌﾟﾗｻﾞｷｻｶﾌﾟｾﾙ110mg ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 日本ベーリンガー 2

採用薬品　在庫有 内用薬 プラザキサカプセル７５ｍｇ カプセル 3339001M1024 3339i 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 その他 ﾌﾟﾗｻﾞｷｻｶﾌﾟｾﾙ75mg ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 日本ベーリンガー 2

採用薬品　在庫有 内用薬 フラジール内服錠２５０ｍｇ 錠 6419002F1131 6419i 寄生動物用薬 抗原虫剤 その他 ﾌﾗｼﾞｰﾙﾅｲﾌｸｼﾞｮｳ250mg メトロニダゾール シオノギファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ブラダロン錠２００ｍｇ 錠 2590002F1371 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ﾌﾞﾗﾀﾞﾛﾝｼﾞｮｳ200mg フラボキサート塩酸塩 日本新薬 1

限定薬品 内用薬 プラノバール配合錠 錠 2482005F1041 2482 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 混合ホルモン剤 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤 ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ ノルゲストレル・エチニルエストラジオール あすか製薬 2

採用薬品　在庫有 内用薬 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「トーワ」 錠 2189010F1357 後発品 2189i 循環器官用薬 高脂血症用剤 その他 ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNaｼﾞｮｳ5mgﾄｰﾜ プラバスタチンナトリウム 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 フラビタン錠１０ｍｇ 錠 3131001F2154 3131 ビタミン剤 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く） ビタミンＢ２剤 ﾌﾗﾋﾞﾀﾝｼﾞｮｳ10mg フラビンアデニンジヌクレオチド トーアエイヨー 2

採用薬品　在庫有 内用薬 プランルカストＤＳ１０％「サワイ」 ｇ 4490017R1130 後発品 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄDS10%ｻﾜｲ プランルカスト水和物 沢井 0

限定薬品 内用薬 フリバスＯＤ錠２５ｍｇ 錠 2590009F6022 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ﾌﾘﾊﾞｽODｼﾞｮｳ25mg ナフトピジル 旭化成ファーマ 1

採用薬品　在庫有 内用薬 フリバスＯＤ錠５０ｍｇ 錠 2590009F4020 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ﾌﾘﾊﾞｽODｼﾞｮｳ50mg ナフトピジル 旭化成ファーマ 1

院外採用薬 内用薬 フリバスＯＤ錠７５ｍｇ 錠 2590009F5026 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ﾌﾘﾊﾞｽODｼﾞｮｳ75mg ナフトピジル 旭化成ファーマ 1

院外採用薬 内用薬 プリミドン細粒９９．５％「日医工」 ｇ 1135002C1059 1135 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 プリミドン系製剤 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝｻｲﾘｭｳ99.5%ﾆﾁｲｺｳ プリミドン 日医工 2

限定薬品 内用薬 プリモボラン錠５ｍｇ 錠 2449003F1021 2449i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） たん白同化ステロイド剤 その他 ﾌﾟﾘﾓﾎﾞﾗﾝｼﾞｮｳ5mg メテノロン酢酸エステル バイエル 2

限定薬品 内用薬 ブリリンタ錠６０ｍｇ 錠 3399011F1027 3399i 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 その他 ﾌﾞﾘﾘﾝﾀｼﾞｮｳ60mg チカグレロル アストラゼネカ 2

限定薬品 内用薬 ブリリンタ錠９０ｍｇ 錠 3399011F2023 3399i 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 その他 ﾌﾞﾘﾘﾝﾀｼﾞｮｳ90mg チカグレロル アストラゼネカ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 プリンペラン錠５ 錠 2399004F1200 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝｼﾞｮｳ5 メトクロプラミド 日医工 2

採用薬品　在庫有 内用薬 フルイトラン錠２ｍｇ 錠 2132003F1257 2132 循環器官用薬 利尿剤 チアジド系製剤 ﾌﾙｲﾄﾗﾝｼﾞｮｳ2mg トリクロルメチアジド シオノギファーマ 2

限定薬品 内用薬 フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サワイ」 カプセル 6290002M2131 後発品 6290i 化学療法剤 その他の化学療法剤 その他 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mgｻﾜｲ フルコナゾール 沢井 0

限定薬品 内用薬 フルコナゾールカプセル５０ｍｇ「サワイ」 カプセル 6290002M1135 後発品 6290i 化学療法剤 その他の化学療法剤 その他 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mgｻﾜｲ フルコナゾール 沢井 0

採用薬品　在庫有 内用薬 フルスルチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 錠 3122007F2063 後発品 3122 ビタミン剤 ビタミンＢ１剤 ビタミンＢ１誘導体製剤 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝｼﾞｮｳ25mgﾄｰﾜ フルスルチアミン 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 フルダラ錠１０ｍｇ 錠 4229002F1022 4229i 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 その他 ﾌﾙﾀﾞﾗｼﾞｮｳ10mg フルダラビンリン酸エステル サノフィ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」 錠 1190017F1185 後発品 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝODｼﾞｮｳ25mgﾄｰﾜ プレガバリン 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「トーワ」 錠 1190017F2181 後発品 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝODｼﾞｮｳ75mgﾄｰﾜ プレガバリン 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 プレタールＯＤ錠１００ｍｇ 錠 3399002F4027 3399i 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 その他 ﾌﾟﾚﾀｰﾙODｼﾞｮｳ100mg シロスタゾール 大塚製薬 1

限定薬品 内用薬 ブレディニン錠２５ 錠 3999002F1020 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝｼﾞｮｳ25 ミゾリビン 旭化成ファーマ 1

限定薬品 内用薬 ブレディニン錠５０ 錠 3999002F2027 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝｼﾞｮｳ50 ミゾリビン 旭化成ファーマ 1

採用薬品　在庫有 内用薬 プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） 錠 2456001F2023 2456 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 プレドニゾロン系製剤 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｼﾞｮｳ1mgｱｻﾋｶｾｲ プレドニゾロン 旭化成ファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 プレドニン錠５ｍｇ 錠 2456001F1310 2456 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 プレドニゾロン系製剤 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝｼﾞｮｳ5mg プレドニゾロン シオノギファーマ 2

院外採用薬 内用薬 プレマリン錠０．６２５ｍｇ 錠 2479004F1033 2479i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 その他 ﾌﾟﾚﾏﾘﾝｼﾞｮｳ0.625mg 結合型エストロゲン ファイザー 2

限定薬品 内用薬 プレミネント配合錠ＨＤ 錠 2149110F2020 2149T 循環器官用薬 血圧降下剤 その他の配合剤 ﾌﾟﾚﾐﾈﾝﾄﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳHD ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤 オルガノン 1

採用薬品　在庫有 内用薬 プレミネント配合錠ＬＤ 錠 2149110F1040 2149T 循環器官用薬 血圧降下剤 その他の配合剤 ﾌﾟﾚﾐﾈﾝﾄﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳLD ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤 オルガノン 1

限定薬品 内用薬 プロ・バンサイン錠１５ｍｇ 錠 1231008F1032 1231 末梢神経系用薬 自律神経剤 四級アンモニウム塩製剤 ﾌﾟﾛﾊﾞﾝｻｲﾝｼﾞｮｳ15mg プロパンテリン臭化物 ファイザー 2

採用薬品　在庫有 内用薬 プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ／ｍＬ「日医工」 ｍＬ 2259004Q1197 後発品 2259i 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 その他 ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙｴﾝｻﾝｴﾝｼﾛｯﾌﾟ5ﾏｲｸﾛg/mLﾆﾁｲｺｳ プロカテロール塩酸塩水和物 日医工 0

限定薬品 内用薬 プログラフカプセル０．５ｍｇ カプセル 3999014M2029 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ0.5mg タクロリムス水和物 アステラス 1

限定薬品 内用薬 プログラフカプセル１ｍｇ カプセル 3999014M1022 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ1mg タクロリムス水和物 アステラス 1

限定薬品 内用薬 プログラフ顆粒０．２ｍｇ 包 3999014D1022 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾘｭｳ0.2mg タクロリムス水和物 アステラス 2

限定薬品 内用薬 プログラフ顆粒１ｍｇ 包 3999014D2029 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾘｭｳ1mg タクロリムス水和物 アステラス 2

採用薬品　在庫有 内用薬 プロスタール錠２５ 錠 2478001F2179 2478 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 合成黄体ホルモン製剤 ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙｼﾞｮｳ25 クロルマジノン酢酸エステル あすか製薬 1

限定薬品 内用薬 プロセキソール錠０．５ｍｇ 錠 2474001F1033 2474 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 エチニルエストラジオール系製剤 ﾌﾟﾛｾｷｿｰﾙｼﾞｮｳ0.5mg エチニルエストラジオール あすか製薬 2

採用薬品　在庫有 内用薬 フロセミド錠２０ｍｇ「武田テバ」 錠 2139005F1109 後発品 2139i 循環器官用薬 利尿剤 その他 ﾌﾛｾﾐﾄﾞｼﾞｮｳ20mgﾀｹﾀﾞﾃﾊﾞ フロセミド 武田テバファーマ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 フロセミド錠４０ｍｇ「武田テバ」 錠 2139005F2466 後発品 2139i 循環器官用薬 利尿剤 その他 ﾌﾛｾﾐﾄﾞｼﾞｮｳ40mgﾀｹﾀﾞﾃﾊﾞ フロセミド 武田テバファーマ 0

限定薬品 内用薬 プロタノールＳ錠１５ｍｇ 錠 2119002G1035 2119i 循環器官用薬 強心剤 その他 ﾌﾟﾛﾀﾉｰﾙSｼﾞｮｳ15mg ｄｌ－イソプレナリン塩酸塩 興和 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 錠 1124009F2068 後発品 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑODｼﾞｮｳ0.25mgJG ブロチゾラム 大興 0 睡眠薬

採用薬品　在庫無 内用薬 プロテカジン錠１０ 錠 2325006F2032 2325 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤 ﾌﾟﾛﾃｶｼﾞﾝｼﾞｮｳ10 ラフチジン 大鵬薬品 1

採用薬品　在庫有 内用薬 プロナーゼＭＳ 単位 7990002B2036 7990i その他の治療を主目的としない医薬品 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 その他 ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞMS プロナーゼ 科研 2

限定薬品 内用薬 プロノン錠１００ｍｇ 錠 2129006F2022 2129i 循環器官用薬 不整脈用剤 その他 ﾌﾟﾛﾉﾝｼﾞｮｳ100mg プロパフェノン塩酸塩 トーアエイヨー 1

限定薬品 内用薬 プロノン錠１５０ｍｇ 錠 2129006F1026 2129i 循環器官用薬 不整脈用剤 その他 ﾌﾟﾛﾉﾝｼﾞｮｳ150mg プロパフェノン塩酸塩 トーアエイヨー 1

院外採用薬 内用薬 プロパジール錠５０ｍｇ 錠 2432002F1046 2432 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 抗甲状腺ホルモン製剤 ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙｼﾞｮｳ50mg プロピルチオウラシル あすか製薬 2

限定薬品 内用薬 プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル６０ｍｇ「サワイ」 カプセル 2149014M1065 後発品 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮﾎｳｶﾌﾟｾﾙ60mgｻﾜｲ プロプラノロール塩酸塩 沢井 0

限定薬品 内用薬 プロペシア錠０．２ｍｇ 錠 249900XF1021 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ﾌﾟﾛﾍﾟｼｱｼﾞｮｳ0.2mg フィナステリド オルガノン 2

限定薬品 内用薬 プロペシア錠１ｍｇ 錠 249900XF2028 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ﾌﾟﾛﾍﾟｼｱｼﾞｮｳ1mg フィナステリド オルガノン 2

院外採用薬 内用薬 プロベラ錠２．５ｍｇ 錠 2478002F1070 2478 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 合成黄体ホルモン製剤 ﾌﾟﾛﾍﾞﾗｼﾞｮｳ2.5mg メドロキシプロゲステロン酢酸エステル ファイザー 2

限定薬品 内用薬 フロベン顆粒８％ ｇ 1149011D1032 1149i 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他 ﾌﾛﾍﾞﾝｶﾘｭｳ8% フルルビプロフェン 科研 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 錠 2234001F1363 後発品 2234 呼吸器官用薬 去たん剤 ブロムヘキシン製剤 ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ4mgｻﾜｲ ブロムヘキシン塩酸塩 沢井 0

限定薬品 内用薬 ブロムペリドール錠１ｍｇ「アメル」 錠 1179028F1089 後発品 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙｼﾞｮｳ1mgｱﾒﾙ ブロムペリドール 共和薬品 0 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「トーワ」 錠 1169005F1308 後発品 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝｼﾞｮｳ2.5mgﾄｰﾜ ブロモクリプチンメシル酸塩 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 フロリードゲル経口用２％ ｇ 6290003X1039 6290i 化学療法剤 その他の化学療法剤 その他 ﾌﾛﾘｰﾄﾞｹﾞﾙｹｲｺｳﾖｳ2% ミコナゾール 持田 2

限定薬品 内用薬 フロリネフ錠０．１ｍｇ 錠 2452003F1035 2452 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 コルチゾン系製剤 ﾌﾛﾘﾈﾌｼﾞｮｳ0.1mg フルドロコルチゾン酢酸エステル サンドファーマ 2

限定薬品 内用薬 ベージニオ錠１００ｍｇ 錠 4291054F2022 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾍﾞｰｼﾞﾆｵｼﾞｮｳ100mg アベマシクリブ リリー 2

限定薬品 内用薬 ベージニオ錠１５０ｍｇ 錠 4291054F3029 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾍﾞｰｼﾞﾆｵｼﾞｮｳ150mg アベマシクリブ リリー 2

限定薬品 内用薬 ベージニオ錠５０ｍｇ 錠 4291054F1026 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾍﾞｰｼﾞﾆｵｼﾞｮｳ50mg アベマシクリブ リリー 2

採用薬品　在庫無 内用薬 ベオーバ錠５０ｍｇ 錠 2590017F1025 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ﾍﾞｵｰﾊﾞｼﾞｮｳ50mg ビベグロン 杏林 2

限定薬品 内用薬 ベサコリン散５％ ｇ 1231004B1067 1231 末梢神経系用薬 自律神経剤 四級アンモニウム塩製剤 ﾍﾞｻｺﾘﾝｻﾝ5% ベタネコール塩化物 サンノーバ 2

限定薬品 内用薬 ベザトールＳＲ錠１００ｍｇ 錠 2183005G2028 2183 循環器官用薬 高脂血症用剤 クロフィブラート系製剤 ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙSRｼﾞｮｳ100mg ベザフィブラート キッセイ 1

採用薬品　在庫有 内用薬 ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ 錠 2183005G1234 2183 循環器官用薬 高脂血症用剤 クロフィブラート系製剤 ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙSRｼﾞｮｳ200mg ベザフィブラート キッセイ 1

限定薬品 内用薬 ベサノイドカプセル１０ｍｇ カプセル 4291006M1034 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾍﾞｻﾉｲﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ10mg トレチノイン 富士製薬 2

限定薬品 内用薬 ベシケアＯＤ錠２．５ｍｇ 錠 2590011F3020 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ﾍﾞｼｹｱODｼﾞｮｳ2.5mg コハク酸ソリフェナシン アステラス 1

限定薬品 内用薬 ベシケアＯＤ錠５ｍｇ 錠 2590011F4027 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ﾍﾞｼｹｱODｼﾞｮｳ5mg コハク酸ソリフェナシン アステラス 1

限定薬品 内用薬 ベタナミン錠２５ｍｇ 錠 1179023F2023 後発品 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾍﾞﾀﾅﾐﾝｼﾞｮｳ25mg ペモリン 三和化学 0 抗うつ剤

採用薬品　在庫有 内用薬 ベタニス錠２５ｍｇ 錠 2590014F1021 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ﾍﾞﾀﾆｽｼﾞｮｳ25mg ミラベグロン アステラス 2

限定薬品 内用薬 ベタニス錠５０ｍｇ 錠 2590014F2028 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ﾍﾞﾀﾆｽｼﾞｮｳ50mg ミラベグロン アステラス 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＴＳＵ」 錠 1339005F1440 後発品 1339i 感覚器官用薬 鎮暈剤 その他 ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝﾒｼﾙｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ6mgTSU ベタヒスチンメシル酸塩 鶴原 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 錠 2454004F2081 後発品 2454 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝｼﾞｮｳ0.5mgｻﾜｲ ベタメタゾン 沢井 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「トーワ」 錠 2171021F1253 後発品 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ2mgﾄｰﾜ ベニジピン塩酸塩 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 ベネクレクスタ錠１００ｍｇ 錠 4291062F3023 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾍﾞﾈｸﾚｸｽﾀｼﾞｮｳ100mg ベネトクラクス アッヴィ 2

限定薬品 内用薬 ベネクレクスタ錠１０ｍｇ 錠 4291062F1020 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾍﾞﾈｸﾚｸｽﾀｼﾞｮｳ10mg ベネトクラクス アッヴィ 2

限定薬品 内用薬 ベネクレクスタ錠５０ｍｇ 錠 4291062F2027 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾍﾞﾈｸﾚｸｽﾀｼﾞｮｳ50mg ベネトクラクス アッヴィ 2

限定薬品 内用薬 ベネシッド錠２５０ｍｇ 錠 3942001F1040 3942 その他の代謝性医薬品 痛風治療剤 プロベネシド製剤 ﾍﾞﾈｼｯﾄﾞｼﾞｮｳ250mg プロベネシド 科研 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ベネット錠１７．５ｍｇ 錠 3999019F2030 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾍﾞﾈｯﾄｼﾞｮｳ17.5mg リセドロン酸ナトリウム水和物 武田 1

限定薬品 内用薬 ベネット錠２．５ｍｇ 錠 3999019F1034 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾍﾞﾈｯﾄｼﾞｮｳ2.5mg リセドロン酸ナトリウム水和物 武田 1

限定薬品 内用薬 ヘプセラ錠１０ 錠 6250026F1020 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ﾍﾌﾟｾﾗｼﾞｮｳ10 アデホビル　ピボキシル ＧＳＫ 2

限定薬品 内用薬 ベプリコール錠１００ｍｇ 錠 2129011F2031 2129i 循環器官用薬 不整脈用剤 その他 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙｼﾞｮｳ100mg ベプリジル塩酸塩水和物 オルガノン 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ベプリコール錠５０ｍｇ 錠 2129011F1035 2129i 循環器官用薬 不整脈用剤 その他 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙｼﾞｮｳ50mg ベプリジル塩酸塩水和物 オルガノン 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 錠 4490022F2107 後発品 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝﾍﾞｼﾙｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ10mgﾄｰﾜ ベポタスチンベシル酸塩 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 ヘマンジオルシロップ小児用０．３７５％ ｍＬ 2900003Q1029 2900i その他の個々の器官系用医薬品 その他の個々の器官系用医薬品 その他 ﾍﾏﾝｼﾞｵﾙｼﾛｯﾌﾟｼｮｳﾆﾖｳ0.375% プロプラノロール塩酸塩 マルホ 2

限定薬品 内用薬 ベムリディ錠２５ｍｇ 錠 6250045F1023 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ﾍﾞﾑﾘﾃﾞｨｼﾞｮｳ25mg テノホビル　アラフェナミドフマル酸塩 ギリアド 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ヘモクロンカプセル２００ｍｇ カプセル 2559001M1104 2559i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 痔疾用剤 その他 ﾍﾓｸﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg トリベノシド 天藤 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ＪＧ」 錠 2171008F1118 後発品 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ40mgJG ベラパミル塩酸塩 大興 0

限定薬品 内用薬 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」 錠 3399005F1200 後発品 3399i 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 その他 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄNaｼﾞｮｳ20ﾏｲｸﾛgｻﾜｲ ベラプロストナトリウム 沢井 0

院外採用薬 内用薬 ペリアクチンシロップ０．０４％ ｍＬ 4419005Q1072 4419i アレルギー用薬 抗ヒスタミン剤 その他 ﾍﾟﾘｱｸﾁﾝｼﾛｯﾌﾟ0.04% シプロヘプタジン塩酸塩水和物 日医工 2

限定薬品 内用薬 ベリキューボ錠２．５ｍｇ 錠 2190042F1021 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ﾍﾞﾘｷｭｰﾎﾞｼﾞｮｳ2.5mg ベルイシグアト バイエル 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ベリチーム配合顆粒 ｇ 2339163D1037 2339L 消化器官用薬 健胃消化剤 消化酵素複合剤 ﾍﾞﾘﾁｰﾑﾊｲｺﾞｳｶﾘｭｳ 膵臓性消化酵素配合剤 共和薬品 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ「トーワ」 錠 2144012F2091 後発品 2144 循環器官用薬 血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝｼﾞｮｳ4mgﾄｰﾜ ペリンドプリルエルブミン 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ペルサンチン錠２５ｍｇ 錠 2171010F2553 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝｼﾞｮｳ25mg ジピリダモール 日本ベーリンガー 2

限定薬品 内用薬 ペルジピンＬＡカプセル２０ｍｇ カプセル 2149019N1160 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝLAｶﾌﾟｾﾙ20mg ニカルジピン塩酸塩 ＬＴＬ 1

限定薬品 内用薬 ベルソムラ錠１０ｍｇ 錠 1190023F3027 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾍﾞﾙｿﾑﾗｼﾞｮｳ10mg スボレキサント ＭＳＤ 2 睡眠薬

採用薬品　在庫有 内用薬 ベルソムラ錠１５ｍｇ 錠 1190023F1024 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾍﾞﾙｿﾑﾗｼﾞｮｳ15mg スボレキサント ＭＳＤ 2 睡眠薬

採用薬品　在庫有 内用薬 ベルソムラ錠２０ｍｇ 錠 1190023F2020 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾍﾞﾙｿﾑﾗｼﾞｮｳ20mg スボレキサント ＭＳＤ 2 睡眠薬

採用薬品　在庫有 内用薬 ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ カプセル 2171006N1105 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ﾍﾙﾍﾞｯｻｰRｶﾌﾟｾﾙ100mg ジルチアゼム塩酸塩 田辺三菱 1

限定薬品 内用薬 ヘルベッサー錠３０ 錠 2171006F1224 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ﾍﾙﾍﾞｯｻｰｼﾞｮｳ30 ジルチアゼム塩酸塩 田辺三菱 1

限定薬品 内用薬 ペルマックス錠２５０μｇ 錠 1169008F2022 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾍﾟﾙﾏｯｸｽｼﾞｮｳ250ﾏｲｸﾛg ペルゴリドメシル酸塩 協和キリン 1

限定薬品 内用薬 ペルマックス錠５０μｇ 錠 1169008F1026 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾍﾟﾙﾏｯｸｽｼﾞｮｳ50ﾏｲｸﾛg ペルゴリドメシル酸塩 協和キリン 1

限定薬品 内用薬 ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ「アメル」 錠 1179043F1040 後発品 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾍﾟﾛｽﾋﾟﾛﾝｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ4mgｱﾒﾙ ペロスピロン塩酸塩水和物 共和薬品 0 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ベンザリン錠５ 錠 1124003F2222 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝｼﾞｮｳ5 ニトラゼパム 共和薬品 2 睡眠薬

限定薬品 内用薬 ペンタサ錠２５０ｍｇ 錠 2399009F1149 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ﾍﾟﾝﾀｻｼﾞｮｳ250mg メサラジン 杏林 1

限定薬品 内用薬 ペンタサ錠５００ｍｇ 錠 2399009F2030 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ﾍﾟﾝﾀｻｼﾞｮｳ500mg メサラジン 杏林 1

限定薬品 内用薬 ペンタサ顆粒９４％ ｇ 2399009D2020 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ﾍﾟﾝﾀｻｶﾘｭｳ94% メサラジン 杏林 1

採用薬品　在庫無 内用薬 ボースデル内用液１０ 袋 7290006S1021 7290i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他 ﾎﾞｰｽﾃﾞﾙﾅｲﾖｳｴｷ10 塩化マンガン四水和物 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「トーワ」 錠 3969004F3082 後発品 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽODｼﾞｮｳ0.2mgﾄｰﾜ ボグリボース 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「トーワ」 錠 3969004F4089 後発品 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽODｼﾞｮｳ0.3mgﾄｰﾜ ボグリボース 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 ボシュリフ錠１００ｍｇ 錠 4291036F1028 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾎﾞｼｭﾘﾌｼﾞｮｳ100mg ボスチニブ水和物 ファイザー 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ホスミシンドライシロップ４００ ｇ 6135001R2110 6135 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ホスホマイシン製剤 ﾎｽﾐｼﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ400 ホスホマイシンカルシウム水和物 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ホスミシン錠５００ 錠 6135001F2025 6135 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ホスホマイシン製剤 ﾎｽﾐｼﾝｼﾞｮｳ500 ホスホマイシンカルシウム水和物 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 2

限定薬品 内用薬 ホスリボン配合顆粒 包 3229103D1020 3229T 滋養強壮薬 無機質製剤 その他の配合剤 ﾎｽﾘﾎﾞﾝﾊｲｺﾞｳｶﾘｭｳ リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム ゼリア 2

限定薬品 内用薬 ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ 包 3999018Q1022 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾎﾞﾅﾛﾝｹｲｺｳｾﾞﾘｰ35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物 帝人ファーマ 2

採用薬品　在庫無 内用薬 ボノサップパック４００ シート 6199104X1023 6199i 抗生物質製剤 その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む） その他 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン 武田 2

限定薬品 内用薬 ボノテオ錠１ｍｇ 錠 3999026F1026 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾎﾞﾉﾃｵｼﾞｮｳ1mg ミノドロン酸水和物 アステラス 1

限定薬品 内用薬 ボノテオ錠５０ｍｇ 錠 3999026F2022 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾎﾞﾉﾃｵｼﾞｮｳ50mg ミノドロン酸水和物 アステラス 1

院外採用薬 内用薬 ボノピオンパック シート 6199105X1028 6199i 抗生物質製剤 その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む） その他 ﾎﾞﾉﾋﾟｵﾝﾊﾟｯｸ ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール 武田 2

限定薬品 内用薬 ポマリストカプセル４ｍｇ カプセル 4291038M4025 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾎﾟﾏﾘｽﾄｶﾌﾟｾﾙ4mg ポマリドミド ＢＭＳ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 錠 2329027F1037 後発品 2329i 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 その他 ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸODｼﾞｮｳ75mgｻﾜｲ ポラプレジンク 沢井 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ポララミン錠２ｍｇ 錠 4419002F1027 4419i アレルギー用薬 抗ヒスタミン剤 その他 ﾎﾟﾗﾗﾐﾝｼﾞｮｳ2mg ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 高田 2

限定薬品 内用薬 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「トーワ」 錠 6179001F2089 後発品 6179i 抗生物質製剤 主としてカビに作用するもの その他 ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙｼﾞｮｳ200mgﾄｰﾜ ボリコナゾール 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 6179001F1031 後発品 6179i 抗生物質製剤 主としてカビに作用するもの その他 ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙｼﾞｮｳ50mgDSEP ボリコナゾール 第一三共エスファ 0

限定薬品 内用薬 ポリスチレンスルホン酸Ｃａ顆粒８９．２９％分包５．６ｇ「三和」 ｇ 2190016D1036 後発品 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝｻﾝCaｶﾘｭｳ89.29%ﾌﾞﾝﾎﾟｳ5.6gｻﾝﾜ ポリスチレンスルホン酸カルシウム 三和化学 0

採用薬品　在庫無 内用薬 ホリナート錠２５ｍｇ「タイホウ」 錠 3929004F2048 後発品 3929i その他の代謝性医薬品 解毒剤 その他 ﾎﾘﾅｰﾄｼﾞｮｳ25mgﾀｲﾎｳ ホリナートカルシウム 岡山大鵬 0

限定薬品 内用薬 ポリフル錠５００ｍｇ 錠 2399011F1030 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ﾎﾟﾘﾌﾙｼﾞｮｳ500mg ポリカルボフィルカルシウム マイランＥＰＤ 2

限定薬品 内用薬 ポルトラック原末 ｇ 3999015A1039 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾎﾟﾙﾄﾗｯｸｹﾞﾝﾏﾂ ラクチトール水和物 日本新薬 2

採用薬品　在庫有 内用薬 マーズレン配合錠０．３７５ＥＳ 錠 2329122F3027 2329T 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 その他の配合剤 ﾏｰｽﾞﾚﾝﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ0.375ES アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・Ｌ－グルタミン 寿 2

限定薬品 内用薬 マーベロン２８ 組 254910CF2021 2549J 泌尿生殖器官及び肛門用薬 避妊剤 配合剤 ﾏｰﾍﾞﾛﾝ28 デソゲストレル・エチニルエストラジオール オルガノン 2

限定薬品 内用薬 マーロックス懸濁用配合顆粒 ｇ 2349101D1253 後発品 2349J 消化器官用薬 制酸剤 配合剤 ﾏｰﾛｯｸｽｹﾝﾀﾞｸﾖｳﾊｲｺﾞｳｶﾘｭｳ 水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム サノフィ 0

限定薬品 内用薬 マイスタン細粒１％ ｇ 1139006C1030 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾏｲｽﾀﾝｻｲﾘｭｳ1% クロバザム 大日本住友 2

採用薬品　在庫無 内用薬 マイスタン錠５ｍｇ 錠 1139006F1028 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾏｲｽﾀﾝｼﾞｮｳ5mg クロバザム 大日本住友 2

限定薬品 内用薬 マイテラーゼ錠１０ｍｇ 錠 1231001F1030 1231 末梢神経系用薬 自律神経剤 四級アンモニウム塩製剤 ﾏｲﾃﾗｰｾﾞｼﾞｮｳ10mg アンベノニウム塩化物 アルフレッサファーマ 2

限定薬品 内用薬 マヴィレット配合錠 錠 6250113F1021 6250J 化学療法剤 抗ウイルス剤 配合剤 ﾏｳﾞｨﾚｯﾄﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル アッヴィ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 マグコロール散６８％分包１００ｇ 包 7213005B2024 7213 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） Ｘ線造影剤 造影補助剤 ﾏｸﾞｺﾛｰﾙｻﾝ68%ﾌﾞﾝﾎﾟｳ100g クエン酸マグネシウム 堀井 2

採用薬品　在庫有 内用薬 マグコロール散６８％分包５０ｇ 包 7213005B1028 7213 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） Ｘ線造影剤 造影補助剤 ﾏｸﾞｺﾛｰﾙｻﾝ68%ﾌﾞﾝﾎﾟｳ50g クエン酸マグネシウム 堀井 2

採用薬品　在庫有 内用薬 マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ 錠 2160006F2022 2160i 循環器官用薬 血管収縮剤 その他 ﾏｸｻﾙﾄRPDｼﾞｮｳ10mg リザトリプタン安息香酸塩 杏林 1

採用薬品　在庫有 内用薬 マグミット錠２５０ｍｇ 錠 2344009F1035 後発品 2344 消化器官用薬 制酸剤 無機塩製剤 ﾏｸﾞﾐｯﾄｼﾞｮｳ250mg 酸化マグネシウム 協和化学 0

採用薬品　在庫有 内用薬 マグミット錠３３０ｍｇ 錠 2344009F2031 後発品 2344 消化器官用薬 制酸剤 無機塩製剤 ﾏｸﾞﾐｯﾄｼﾞｮｳ330mg 酸化マグネシウム 協和化学 0

採用薬品　在庫有 内用薬 マドパー配合錠 錠 1169100F1079 1169J 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 配合剤 ﾏﾄﾞﾊﾟｰﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ レボドパ・ベンセラジド塩酸塩 太陽ファルマ 2

限定薬品 内用薬 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「タイヨー」 錠 2149027F2132 後発品 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ10mgﾀｲﾖｰ マニジピン塩酸塩 武田テバファーマ 0

限定薬品 内用薬 マリゼブ錠１２．５ｍｇ 錠 3969025F1022 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ﾏﾘｾﾞﾌﾞｼﾞｮｳ12.5mg オマリグリプチン ＭＳＤ 2
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限定薬品 内用薬 マリゼブ錠２５ｍｇ 錠 3969025F2029 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ﾏﾘｾﾞﾌﾞｼﾞｮｳ25mg オマリグリプチン ＭＳＤ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ミオナール錠５０ｍｇ 錠 1249009F1090 1249i 末梢神経系用薬 鎮けい剤 その他 ﾐｵﾅｰﾙｼﾞｮｳ50mg エペリゾン塩酸塩 エーザイ 1

限定薬品 内用薬 ミカトリオ配合錠 錠 2149122F1026 2149T 循環器官用薬 血圧降下剤 その他の配合剤 ﾐｶﾄﾘｵﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロロチアジド配合剤 日本ベーリンガー 2

限定薬品 内用薬 ミカムロ配合錠ＢＰ 錠 2149117F2021 2149T 循環器官用薬 血圧降下剤 その他の配合剤 ﾐｶﾑﾛﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳBP テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 日本ベーリンガー 1

限定薬品 内用薬 ミカルディス錠２０ｍｇ 錠 2149042F1025 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾐｶﾙﾃﾞｨｽｼﾞｮｳ20mg テルミサルタン 日本ベーリンガー 1

限定薬品 内用薬 ミグシス錠５ｍｇ 錠 2190023F1037 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ﾐｸﾞｼｽｼﾞｮｳ5mg ロメリジン塩酸塩 ファイザー 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ミグリトール錠５０ｍｇ「トーワ」 錠 3969009F2038 後発品 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ﾐｸﾞﾘﾄｰﾙｼﾞｮｳ50mgﾄｰﾜ ミグリトール 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 ミケランＬＡカプセル１５ｍｇ カプセル 2149025N1034 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾐｹﾗﾝLAｶﾌﾟｾﾙ15mg カルテオロール塩酸塩 大塚製薬 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ミケラン錠５ｍｇ 錠 2123005F1141 2123 循環器官用薬 不整脈用剤 β－遮断剤 ﾐｹﾗﾝｼﾞｮｳ5mg カルテオロール塩酸塩 大塚製薬 1

限定薬品 内用薬 ミコブティンカプセル１５０ｍｇ カプセル 6169001M1026 6169i 抗生物質製剤 主として抗酸菌に作用するもの その他 ﾐｺﾌﾞﾃｨﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg リファブチン ファイザー 2

院外採用薬 内用薬 ミコンビ配合錠ＡＰ 錠 2149113F1027 2149T 循環器官用薬 血圧降下剤 その他の配合剤 ﾐｺﾝﾋﾞﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳAP テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤 日本ベーリンガー 1

限定薬品 内用薬 ミコンビ配合錠ＢＰ 錠 2149113F2023 2149T 循環器官用薬 血圧降下剤 その他の配合剤 ﾐｺﾝﾋﾞﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳBP テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤 日本ベーリンガー 1

限定薬品 内用薬 ミティキュアダニ舌下錠１０，０００ＪＡＵ 錠 4490031F2025 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ﾐﾃｨｷｭｱﾀﾞﾆｾﾞｯｶｼﾞｮｳ10000JAU アレルゲンエキス 鳥居 2

限定薬品 内用薬 ミティキュアダニ舌下錠３，３００ＪＡＵ 錠 4490031F1029 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ﾐﾃｨｷｭｱﾀﾞﾆｾﾞｯｶｼﾞｮｳ3300JAU アレルゲンエキス 鳥居 2

限定薬品 内用薬 ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ 錠 2419001F1023 2419i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 脳下垂体ホルモン剤 その他 ﾐﾆﾘﾝﾒﾙﾄODｼﾞｮｳ120ﾏｲｸﾛg デスモプレシン酢酸塩水和物 フェリング 2

限定薬品 内用薬 ミニリンメルトＯＤ錠２５μｇ 錠 2419001F4022 2419i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 脳下垂体ホルモン剤 その他 ﾐﾆﾘﾝﾒﾙﾄODｼﾞｮｳ25ﾏｲｸﾛg デスモプレシン酢酸塩水和物 フェリング 2

限定薬品 内用薬 ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ 錠 2419001F3026 2419i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 脳下垂体ホルモン剤 その他 ﾐﾆﾘﾝﾒﾙﾄODｼﾞｮｳ60ﾏｲｸﾛg デスモプレシン酢酸塩水和物 フェリング 2

限定薬品 内用薬 ミネブロ錠２．５ｍｇ 錠 2149049F2023 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾐﾈﾌﾞﾛｼﾞｮｳ2.5mg エサキセレノン 第一三共 2

限定薬品 内用薬 ミノアレ散６６．７％ ｇ 1133002B1032 1133 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 オキサゾリジン系製剤 ﾐﾉｱﾚｻﾝ66.7% トリメタジオン 日医工 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 錠 6152005F2121 後発品 6152 抗生物質製剤 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 テトラサイクリン系抗生物質製剤 ﾐﾉｻｲｸﾘﾝｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ100mgﾄｰﾜ ミノサイクリン塩酸塩 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 ミノサイクリン塩酸塩顆粒２％「サワイ」 ｇ 6152005D1108 6152 抗生物質製剤 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 テトラサイクリン系抗生物質製剤 ﾐﾉｻｲｸﾘﾝｴﾝｻﾝｴﾝｶﾘｭｳ2%ｻﾜｲ ミノサイクリン塩酸塩 沢井 2

限定薬品 内用薬 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「ＮＩＧ」 錠 3999026F2138 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾐﾉﾄﾞﾛﾝｻﾝｼﾞｮｳ50mgNIG ミノドロン酸水和物 日医工岐阜 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ミヤＢＭ細粒 ｇ 2316009C1026 2316 消化器官用薬 止しゃ剤、整腸剤 活性生菌製剤 ﾐﾔBMｻｲﾘｭｳ 酪酸菌製剤 ミヤリサン 2

限定薬品 内用薬 ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ 錠 1169012G1028 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾐﾗﾍﾟｯｸｽLAｼﾞｮｳ0.375mg プラミペキソール塩酸塩水和物 日本ベーリンガー 1

限定薬品 内用薬 ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ 錠 1169012G2024 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾐﾗﾍﾟｯｸｽLAｼﾞｮｳ1.5mg プラミペキソール塩酸塩水和物 日本ベーリンガー 1

限定薬品 内用薬 ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 錠 1179051F3048 後発品 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾐﾙﾀｻﾞﾋﾟﾝODｼﾞｮｳ15mgｻﾜｲ ミルタザピン 沢井 0 抗うつ剤

限定薬品 内用薬 ミルラクト細粒５０％ ｇ 2339004C1036 2339i 消化器官用薬 健胃消化剤 その他 ﾐﾙﾗｸﾄｻｲﾘｭｳ50% β－ガラクトシダーゼ（ペニシリウム） 高田 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ミンクリア内用散布液０．８％ 筒 7990004S1020 7990i その他の治療を主目的としない医薬品 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 その他 ﾐﾝｸﾘｱﾅｲﾖｳｻﾝﾌｴｷ0.8% ｌ－メントール 日本製薬 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ムーベン配合内用液 瓶 7990100S1020 後発品 7990J その他の治療を主目的としない医薬品 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 配合剤 ﾑｰﾍﾞﾝﾊｲｺﾞｳﾅｲﾖｳｴｷ ナトリウム・カリウム配合剤 日本製薬 0

限定薬品 内用薬 ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ 錠 2239001G2027 2239i 呼吸器官用薬 去たん剤 その他 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝLｼﾞｮｳ45mg アンブロキソール塩酸塩 帝人ファーマ 1

限定薬品 内用薬 ムコダイン錠２５０ｍｇ 錠 2233002F1174 2233 呼吸器官用薬 去たん剤 システイン系製剤 ﾑｺﾀﾞｲﾝｼﾞｮｳ250mg Ｌ－カルボシステイン 杏林 1

限定薬品 内用薬 ムルプレタ錠３ｍｇ 錠 3399010F1022 3399i 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 その他 ﾑﾙﾌﾟﾚﾀｼﾞｮｳ3mg ルストロンボパグ 塩野義 2

限定薬品 内用薬 ムンデシンカプセル１００ｍｇ カプセル 4291050M1027 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾑﾝﾃﾞｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg フォロデシン塩酸塩 ムンディファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 メイラックス錠１ｍｇ 錠 1124029F1026 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ﾒｲﾗｯｸｽｼﾞｮｳ1mg ロフラゼプ酸エチル ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 1 抗不安薬

採用薬品　在庫有 内用薬 メキシチールカプセル１００ｍｇ カプセル 2129003M2028 2129i 循環器官用薬 不整脈用剤 その他 ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg メキシレチン塩酸塩 太陽ファルマ 1

限定薬品 内用薬 メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「日医工」 カプセル 2129003M1196 後発品 2129i 循環器官用薬 不整脈用剤 その他 ﾒｷｼﾚﾁﾝｴﾝｻﾝｴﾝｶﾌﾟｾﾙ50mgﾆﾁｲｺｳ メキシレチン塩酸塩 日医工 0

採用薬品　在庫有 内用薬 メキタジン錠３ｍｇ「トーワ」 錠 4413004F1316 後発品 4413 アレルギー用薬 抗ヒスタミン剤 フェノチアジン系製剤 ﾒｷﾀｼﾞﾝｼﾞｮｳ3mgﾄｰﾜ メキタジン 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 メキニスト錠０．５ｍｇ 錠 4291047F1026 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾒｷﾆｽﾄｼﾞｮｳ0.5mg トラメチニブ　ジメチルスルホキシド付加物 ノバルティス 2

限定薬品 内用薬 メサペイン錠５ｍｇ 錠 8219002F1024 8219i 非アルカロイド系麻薬 合成麻薬 その他 ﾒｻﾍﾟｲﾝｼﾞｮｳ5mg メサドン塩酸塩 帝國製薬 2

採用薬品　在庫有 内用薬 メサラジン錠２５０ｍｇ「トーワ」 錠 2399009F1157 後発品 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ﾒｻﾗｼﾞﾝｼﾞｮｳ250mgﾄｰﾜ メサラジン 東和薬品 0

採用薬品　在庫無 内用薬 メサラジン錠５００ｍｇ「トーワ」 錠 2399009F2137 後発品 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ﾒｻﾗｼﾞﾝｼﾞｮｳ500mgﾄｰﾜ メサラジン 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「サワイ」 錠 2399009F3044 後発品 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ﾒｻﾗｼﾞﾝﾁｮｳﾖｳｼﾞｮｳ400mgｻﾜｲ メサラジン 沢井 0

採用薬品　在庫有 内用薬 メジコン散１０％ ｇ 2223001B1210 2223 呼吸器官用薬 鎮咳剤 デキストロメトルファン製剤 ﾒｼﾞｺﾝｻﾝ10% デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 シオノギファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 メジコン錠１５ｍｇ 錠 2223001F2099 2223 呼吸器官用薬 鎮咳剤 デキストロメトルファン製剤 ﾒｼﾞｺﾝｼﾞｮｳ15mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 シオノギファーマ 2

限定薬品 内用薬 メスチノン錠６０ｍｇ 錠 1239003F1046 1239i 末梢神経系用薬 自律神経剤 その他 ﾒｽﾁﾉﾝｼﾞｮｳ60mg ピリドスチグミン臭化物 共和薬品 2

限定薬品 内用薬 メソトレキセート錠２．５ｍｇ 錠 4222001F1027 4222 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 メトトレキサート製剤 ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄｼﾞｮｳ2.5mg メトトレキサート ファイザー 2

限定薬品 内用薬 メタクト配合錠ＬＤ 錠 3969100F1020 3969J その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 配合剤 ﾒﾀｸﾄﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳLD ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤 武田テバ薬品 2

限定薬品 内用薬 メタルカプターゼカプセル２００ｍｇ カプセル 3929001M3031 3929i その他の代謝性医薬品 解毒剤 その他 ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ200mg ペニシラミン 大正製薬 2

限定薬品 内用薬 メチコバール細粒０．１％ 包 3136004C1038 後発品 3136 ビタミン剤 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く） ビタミンＢ１２剤 ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙｻｲﾘｭｳ0.1% メコバラミン エーザイ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 メチコバール錠５００μｇ 錠 3136004F2138 後発品 3136 ビタミン剤 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く） ビタミンＢ１２剤 ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙｼﾞｮｳ500ﾏｲｸﾛg メコバラミン エーザイ 0

限定薬品 内用薬 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠０．１２５ｍｇ「Ｆ」 錠 2531002F1222 2531 泌尿生殖器官及び肛門用薬 子宮収縮剤 バッカク類製剤 ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝﾏﾚｲﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ0.125mgF メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 富士製薬 2

限定薬品 内用薬 メトアナ配合錠ＬＤ 錠 3969109F1021 3969J その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 配合剤 ﾒﾄｱﾅﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳLD アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤 三和化学 2

採用薬品　在庫有 内用薬 メトトレキサート錠２ｍｇ「あゆみ」 錠 3999016F1073 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｼﾞｮｳ2mgｱﾕﾐ メトトレキサート あゆみ製薬 0

限定薬品 内用薬 メトピロンカプセル２５０ｍｇ カプセル 7223001M1035 72231 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） 機能検査用試薬 下垂体機能検査用試薬 ﾒﾄﾋﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg メチラポン セオリア 2

採用薬品　在庫有 内用薬 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 錠 2149010F1173 後発品 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙｼｭｾｷｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ20mgﾄｰﾜ メトプロロール酒石酸塩 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「トーワ」 錠 3962002F2086 3962 その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 ビグアナイド系製剤 ﾒﾄﾎﾙﾐﾝｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ250mgMTﾄｰﾜ メトホルミン塩酸塩 東和薬品 2

採用薬品　在庫有 内用薬 メトリジンＤ錠２ｍｇ 錠 2160002F2024 2160i 循環器官用薬 血管収縮剤 その他 ﾒﾄﾘｼﾞﾝDｼﾞｮｳ2mg ミドドリン塩酸塩 大正製薬 1

限定薬品 内用薬 メトリジン錠２ｍｇ 錠 2160002F1028 2160i 循環器官用薬 血管収縮剤 その他 ﾒﾄﾘｼﾞﾝｼﾞｮｳ2mg ミドドリン塩酸塩 大正製薬 1

院外採用薬 内用薬 メプチンドライシロップ０．００５％ ｇ 2259004R2024 2259i 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 その他 ﾒﾌﾟﾁﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ0.005% プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬 1

院外採用薬 内用薬 メプチンミニ錠２５μｇ 錠 2259004F1110 2259i 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 その他 ﾒﾌﾟﾁﾝﾐﾆｼﾞｮｳ25ﾏｲｸﾛg プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬 2

採用薬品　在庫有 内用薬 メプチン錠５０μｇ 錠 2259004F2168 2259i 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 その他 ﾒﾌﾟﾁﾝｼﾞｮｳ50ﾏｲｸﾛg プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬 2

限定薬品 内用薬 メマリーＯＤ錠１０ｍｇ 錠 1190018F5029 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾒﾏﾘｰODｼﾞｮｳ10mg メマンチン塩酸塩 第一三共 1

限定薬品 内用薬 メマリーＯＤ錠５ｍｇ 錠 1190018F4022 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾒﾏﾘｰODｼﾞｮｳ5mg メマンチン塩酸塩 第一三共 1

限定薬品 内用薬 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 1190018F6033 後発品 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾒﾏﾝﾁﾝｴﾝｻﾝｴﾝODｼﾞｮｳ20mgDSEP メマンチン塩酸塩 第一三共エスファ 0

限定薬品 内用薬 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 1190018F4030 後発品 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾒﾏﾝﾁﾝｴﾝｻﾝｴﾝODｼﾞｮｳ5mgDSEP メマンチン塩酸塩 第一三共エスファ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 メラトベル顆粒小児用０．２％ ｇ 1190028D1026 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾒﾗﾄﾍﾞﾙｶﾘｭｳｼｮｳﾆﾖｳ0.2% メラトニン ノーベル 2 睡眠薬

採用薬品　在庫有 内用薬 メルカゾール錠２．５ｍｇ 錠 2432001F2021 2432 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 抗甲状腺ホルモン製剤 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙｼﾞｮｳ2.5mg チアマゾール あすか製薬 2

採用薬品　在庫有 内用薬 メルカゾール錠５ｍｇ 錠 2432001F1033 2432 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 抗甲状腺ホルモン製剤 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙｼﾞｮｳ5mg チアマゾール あすか製薬 2

採用薬品　在庫有 内用薬 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＮＰ」 錠 1149035F2051 後発品 1149i 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他 ﾒﾛｷｼｶﾑｼﾞｮｳ10mgNP メロキシカム ニプロ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 錠 2399010F2245 後発品 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ5mgﾆﾁｲｺｳ モサプリドクエン酸塩水和物 日医工 0

限定薬品 内用薬 モニラック・シロップ６５％ ｍＬ 3999001Q2058 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾓﾆﾗｯｸｼﾛｯﾌﾟ65% ラクツロース 中外 1

採用薬品　在庫有 内用薬 モビコール配合内用剤ＬＤ 包 2359110B1037 2359T 消化器官用薬 下剤、浣腸剤 その他の配合剤 ﾓﾋﾞｺｰﾙﾊｲｺﾞｳﾅｲﾖｳｻﾞｲLD マクロゴール・ナトリウム・カリウム ＥＡファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 モビプレップ配合内用剤 袋 7990102A1024 7990J その他の治療を主目的としない医薬品 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 配合剤 ﾓﾋﾞﾌﾟﾚｯﾌﾟﾊｲｺﾞｳﾅｲﾖｳｻﾞｲ ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤 ＥＡファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「武田テバ」 錠 4490026F4078 後発品 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄODｼﾞｮｳ10mgﾀｹﾀﾞﾃﾊﾞ モンテルカストナトリウム 武田テバファーマ 0

限定薬品 内用薬 モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 錠 4490026F5023 後発品 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄODｼﾞｮｳ5mgEE モンテルカストナトリウム エルメッド 0

採用薬品　在庫有 内用薬 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「日医工」 錠 4490026F1265 後発品 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾁｭｱﾌﾞﾙｼﾞｮｳ5mgﾆﾁｲｺｳ モンテルカストナトリウム 日医工 0

採用薬品　在庫無 内用薬 モンテルカスト細粒４ｍｇ「日医工」 包 4490026C1170 後発品 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄｻｲﾘｭｳ4mgﾆﾁｲｺｳ モンテルカストナトリウム 日医工 0

院外採用薬 内用薬 ヤーズ配合錠 錠 2482011F1020 2482 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 混合ホルモン剤 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤 ﾔｰｽﾞﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ ドロスピレノン・エチニルエストラジオール　ベータデクス バイエル 2

限定薬品 内用薬 ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００ 包 4229100D3023 4229J 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 配合剤 ﾕｰｴﾌﾃｨEﾊｲｺﾞｳｶﾘｭｳT100 テガフール・ウラシル 大鵬薬品 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ユナシン錠３７５ｍｇ 錠 6131008F1030 6131 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ペニシリン系抗生物質製剤 ﾕﾅｼﾝｼﾞｮｳ375mg スルタミシリントシル酸塩水和物 ファイザー 2

限定薬品 内用薬 ユニシア配合錠ＬＤ 錠 2149116F1020 2149T 循環器官用薬 血圧降下剤 その他の配合剤 ﾕﾆｼｱﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳLD カンデサルタン　シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤 武田テバ薬品 1

採用薬品　在庫有 内用薬 ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ 錠 2251001G1076 2251 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 キサンチン系製剤 ﾕﾆﾌｨﾙLAｼﾞｮｳ200mg テオフィリン 大塚製薬 1

限定薬品 内用薬 ユベラＮカプセル１００ｍｇ カプセル 2190006M1156 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ﾕﾍﾞﾗNｶﾌﾟｾﾙ100mg トコフェロールニコチン酸エステル エーザイ 2

限定薬品 内用薬 ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ カプセル 2190006M2179 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ﾕﾍﾞﾗNｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg トコフェロールニコチン酸エステル エーザイ 2

限定薬品 内用薬 ユリス錠１ｍｇ 錠 3949005F2029 3949i その他の代謝性医薬品 痛風治療剤 その他 ﾕﾘｽｼﾞｮｳ1mg ドチヌラド 富士薬品 2

限定薬品 内用薬 ユリス錠２ｍｇ 錠 3949005F3025 3949i その他の代謝性医薬品 痛風治療剤 その他 ﾕﾘｽｼﾞｮｳ2mg ドチヌラド 富士薬品 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ユリノーム錠５０ｍｇ 錠 3949002F2114 3949i その他の代謝性医薬品 痛風治療剤 その他 ﾕﾘﾉｰﾑｼﾞｮｳ50mg ベンズブロマロン トーアエイヨー 1

採用薬品　在庫有 内用薬 ヨウ化カリウム「日医工」 ｇ 3221001X1195 3221 滋養強壮薬 無機質製剤 ヨウ素化合物製剤 ﾖｳｶｶﾘｳﾑﾆﾁｲｺｳ ヨウ化カリウム 日医工 2

限定薬品 内用薬 ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 丸 3221002L1074 3221 滋養強壮薬 無機質製剤 ヨウ素化合物製剤 ﾖｳｶｶﾘｳﾑｶﾞﾝ50mgﾆﾁｲｺｳ ヨウ化カリウム 日医工 2

限定薬品 内用薬 ヨクイニンエキス散「コタロー」 ｇ 5900003B1020 5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 生薬製剤 ﾖｸｲﾆﾝｴｷｽｻﾝｺﾀﾛｰ ヨクイニンエキス 小太郎 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ヨクイニンエキス錠「コタロー」 錠 5900003F1021 5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 生薬製剤 ﾖｸｲﾆﾝｴｷｽｼﾞｮｳｺﾀﾛｰ ヨクイニンエキス 小太郎 2

院外採用薬 内用薬 ライトゲン配合シロップ ｍＬ 2229102Q1170 2229J 呼吸器官用薬 鎮咳剤 エフェドリン・ノスカピン・クロルフェニラミン剤（生薬配合を含む） ﾗｲﾄｹﾞﾝﾊｲｺﾞｳｼﾛｯﾌﾟ 鎮咳配合剤 帝人ファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ラクツロースシロップ６５％「タカタ」 ｍＬ 3999001Q2090 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾗｸﾂﾛｰｽｼﾛｯﾌﾟ65%ﾀｶﾀ ラクツロース 高田 0

限定薬品 内用薬 ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ 包 3999001Q6029 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾗｸﾞﾉｽNFｹｲｺｳｾﾞﾘｰﾌﾞﾝﾎﾟｳ12g ラクツロース 三和化学 0

限定薬品 内用薬 ラゲブリオカプセル２００ｍｇ カプセル 62500B6M1020 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ﾗｹﾞﾌﾞﾘｵｶﾌﾟｾﾙ200mg モルヌピラビル ＭＳＤ 2

限定薬品 内用薬 ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 ｇ 3259118T1020 3259T 滋養強壮薬 たん白アミノ酸製剤 その他の配合剤 ﾗｺｰﾙNFﾊｲｺﾞｳｹｲﾁｮｳﾖｳﾊﾝｺｹｲｻﾞｲ 経腸成分栄養剤 ＥＮ大塚 2

限定薬品 内用薬 ラジレス錠１５０ｍｇ 錠 2149047F1028 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾗｼﾞﾚｽｼﾞｮｳ150mg アリスキレンフマル酸塩 オーファンパシフィック 2

限定薬品 内用薬 ラステットＳカプセル２５ｍｇ カプセル 4240001M1067 4240 腫瘍用薬 抗腫瘍性植物成分製剤 その他 ﾗｽﾃｯﾄSｶﾌﾟｾﾙ25mg エトポシド 日本化薬 2

限定薬品 内用薬 ラスビック錠７５ｍｇ 錠 6241019F1021 6241 化学療法剤 合成抗菌剤 ピリドンカルボン酸系製剤 ﾗｽﾋﾞｯｸｼﾞｮｳ75mg ラスクフロキサシン塩酸塩 杏林 2

限定薬品 内用薬 ラックビー錠 錠 2316014F1023 2316 消化器官用薬 止しゃ剤、整腸剤 活性生菌製剤 ﾗｯｸﾋﾞｰｼﾞｮｳ ビフィズス菌製剤 興和 2

限定薬品 内用薬 ラパリムス錠１ｍｇ 錠 4291035F1023 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾗﾊﾟﾘﾑｽｼﾞｮｳ1mg シロリムス ノーベル 2

採用薬品　在庫無 内用薬 ラフチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 錠 2325006F2105 後発品 2325 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤 ﾗﾌﾁｼﾞﾝｼﾞｮｳ10mgﾄｰﾜ ラフチジン 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 ラベキュアパック４００ シート 6199102X1024 6199i 抗生物質製剤 その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む） その他 ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ400 ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン エーザイ 2

限定薬品 内用薬 ラベファインパック シート 6199103X1029 6199i 抗生物質製剤 その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む） その他 ﾗﾍﾞﾌｧｲﾝﾊﾟｯｸ ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール エーザイ 2

採用薬品　在庫無 内用薬 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 錠 2329028F1112 後発品 2329i 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 その他 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNaｼﾞｮｳ10mgﾄｰﾜ ラベプラゾールナトリウム 東和薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ケミファ」 錠 2329028F1210 後発品 2329i 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 その他 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑｼﾞｮｳ10mgｹﾐﾌｧ ラベプラゾールナトリウム ケミファ 0

限定薬品 内用薬 ラミクタール錠１００ｍｇ 錠 1139009F4020 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾗﾐｸﾀｰﾙｼﾞｮｳ100mg ラモトリギン ＧＳＫ 1

限定薬品 内用薬 ラミクタール錠２５ｍｇ 錠 1139009F3024 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾗﾐｸﾀｰﾙｼﾞｮｳ25mg ラモトリギン ＧＳＫ 1

限定薬品 内用薬 ラミクタール錠小児用２ｍｇ 錠 1139009F1021 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾗﾐｸﾀｰﾙｼﾞｮｳｼｮｳﾆﾖｳ2mg ラモトリギン ＧＳＫ 1

限定薬品 内用薬 ラミクタール錠小児用５ｍｇ 錠 1139009F2028 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾗﾐｸﾀｰﾙｼﾞｮｳｼｮｳﾆﾖｳ5mg ラモトリギン ＧＳＫ 1

採用薬品　在庫有 内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 錠 2329023F1071 後発品 2329i 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 その他 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙODｼﾞｮｳ15mgﾄｰﾜ ランソプラゾール 東和薬品 0

限定薬品 内用薬 ランデル錠１０ 錠 2149034F1020 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾗﾝﾃﾞﾙｼﾞｮｳ10 エホニジピン塩酸塩 ゼリア 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ランデル錠２０ 錠 2149034F2027 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾗﾝﾃﾞﾙｼﾞｮｳ20 エホニジピン塩酸塩 ゼリア 2

採用薬品　在庫無 内用薬 リアルダ錠１２００ｍｇ 錠 2399009F4024 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ﾘｱﾙﾀﾞｼﾞｮｳ1200mg メサラジン 持田 2

採用薬品　在庫有 内用薬 リーゼ錠５ｍｇ 錠 1179012F1118 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾘｰｾﾞｼﾞｮｳ5mg クロチアゼパム 田辺三菱 1 抗不安薬

限定薬品 内用薬 リーダイ配合錠 錠 2319100F1080 後発品 2319J 消化器官用薬 止しゃ剤、整腸剤 配合剤 ﾘｰﾀﾞｲﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス 武田テバファーマ 0

院外採用薬 内用薬 リーバクト配合経口ゼリー 個 3253003Q1029 3253 滋養強壮薬 たん白アミノ酸製剤 混合アミノ酸製剤 ﾘｰﾊﾞｸﾄﾊｲｺﾞｳｹｲｺｳｾﾞﾘｰ イソロイシン・ロイシン・バリン ＥＡファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 リーバクト配合顆粒 包 3253003D2031 3253 滋養強壮薬 たん白アミノ酸製剤 混合アミノ酸製剤 ﾘｰﾊﾞｸﾄﾊｲｺﾞｳｶﾘｭｳ イソロイシン・ロイシン・バリン ＥＡファーマ 1

限定薬品 内用薬 リーマス錠１００ 錠 1179017F1056 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾘｰﾏｽｼﾞｮｳ100 炭酸リチウム 大正製薬 1

限定薬品 内用薬 リーマス錠２００ 錠 1179017F2052 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾘｰﾏｽｼﾞｮｳ200 炭酸リチウム 大正製薬 1

限定薬品 内用薬 ﾘｳﾏﾁ治験(GSK-2)ﾄﾌｧｼﾁﾆﾌﾞ/ﾌﾟﾗｾﾎﾞ(31個入) 不明 XXXXXXXA0130

採用薬品　在庫有 内用薬 リオナ錠２５０ｍｇ 錠 2190033F1022 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ﾘｵﾅｼﾞｮｳ250mg クエン酸第二鉄水和物 日本たばこ 2

限定薬品 内用薬 リオベル配合錠ＨＤ 錠 3969103F2020 3969J その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 配合剤 ﾘｵﾍﾞﾙﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳHD アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤 武田 2

限定薬品 内用薬 リオベル配合錠ＬＤ 錠 3969103F1024 3969J その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 配合剤 ﾘｵﾍﾞﾙﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳLD アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤 武田 2

採用薬品　在庫有 内用薬 リオレサール錠５ｍｇ 錠 1249006F1054 1249i 末梢神経系用薬 鎮けい剤 その他 ﾘｵﾚｻｰﾙｼﾞｮｳ5mg バクロフェン サンファーマ 2

限定薬品 内用薬 リカルボン錠５０ｍｇ 錠 3999026F2030 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾘｶﾙﾎﾞﾝｼﾞｮｳ50mg ミノドロン酸水和物 小野 1

限定薬品 内用薬 リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ 錠 3339002F4029 3339i 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 その他 ﾘｸｼｱﾅODｼﾞｮｳ15mg エドキサバントシル酸塩水和物 第一三共 2

採用薬品　在庫有 内用薬 リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ 錠 3339002F5025 3339i 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 その他 ﾘｸｼｱﾅODｼﾞｮｳ30mg エドキサバントシル酸塩水和物 第一三共 2

採用薬品　在庫有 内用薬 リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ 錠 3339002F6021 3339i 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 その他 ﾘｸｼｱﾅODｼﾞｮｳ60mg エドキサバントシル酸塩水和物 第一三共 2

限定薬品 内用薬 リザベンカプセル１００ｍｇ カプセル 4490002M1315 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg トラニラスト キッセイ 1

限定薬品 内用薬 リスパダール細粒１％ ｇ 1179038C1027 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙｻｲﾘｭｳ1% リスペリドン ヤンセン 1 抗精神病薬

採用薬品　在庫有 内用薬 リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ ｍＬ 1179038S1021 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙﾅｲﾖｳｴｷ1mg/mL リスペリドン ヤンセン 1 抗精神病薬

採用薬品　在庫有 内用薬 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「トーワ」 錠 1179038F7056 後発品 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝODｼﾞｮｳ0.5mgﾄｰﾜ リスペリドン 東和薬品 0 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 錠 1179038F5061 後発品 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝODｼﾞｮｳ1mgﾄｰﾜ リスペリドン 東和薬品 0 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 リスペリドン錠１ｍｇ「ファイザー」 錠 1179038F1198 後発品 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝｼﾞｮｳ1mgﾌｧｲｻﾞｰ リスペリドン ファイザー 0 抗精神病薬

中止薬品　在庫有 内用薬 リスミー錠１ｍｇ 錠 1129006F1021 1129i 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 その他 ﾘｽﾐｰｼﾞｮｳ1mg リルマザホン塩酸塩水和物 共和薬品 1 睡眠薬

採用薬品　在庫有 内用薬 リズミック錠１０ｍｇ 錠 2190022F1024 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ﾘｽﾞﾐｯｸｼﾞｮｳ10mg アメジニウムメチル硫酸塩 大日本住友 1

採用薬品　在庫有 内用薬 リスモダンＲ錠１５０ｍｇ 錠 2129005F1129 2129i 循環器官用薬 不整脈用剤 その他 ﾘｽﾓﾀﾞﾝRｼﾞｮｳ150mg リン酸ジソピラミド クリニジェン 1

限定薬品 内用薬 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「日医工」 錠 3999019F1115 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾘｾﾄﾞﾛﾝｻﾝNaｼﾞｮｳ2.5mgﾆﾁｲｺｳ リセドロン酸ナトリウム水和物 日医工 0

限定薬品 内用薬 リネゾリド錠６００ｍｇ「明治」 錠 6249002F1032 後発品 6249i 化学療法剤 合成抗菌剤 その他 ﾘﾈｿﾞﾘﾄﾞｼﾞｮｳ600mgﾒｲｼﾞ リネゾリド ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 リパクレオンカプセル１５０ｍｇ カプセル 2331007M1029 2331 消化器官用薬 健胃消化剤 消化酵素製剤 ﾘﾊﾟｸﾚｵﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg パンクレリパーゼ マイランＥＰＤ 2

限定薬品 内用薬 リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包 包 2331007D1029 2331 消化器官用薬 健胃消化剤 消化酵素製剤 ﾘﾊﾟｸﾚｵﾝｶﾘｭｳ300mgﾌﾞﾝﾎﾟｳ パンクレリパーゼ マイランＥＰＤ 2

限定薬品 内用薬 リバロ錠１ｍｇ 錠 2189016F1028 2189i 循環器官用薬 高脂血症用剤 その他 ﾘﾊﾞﾛｼﾞｮｳ1mg ピタバスタチンカルシウム 興和 1

院外採用薬 内用薬 リピトール錠１０ｍｇ 錠 2189015F2020 2189i 循環器官用薬 高脂血症用剤 その他 ﾘﾋﾟﾄｰﾙｼﾞｮｳ10mg アトルバスタチンカルシウム水和物 ヴィアトリス 1

採用薬品　在庫有 内用薬 リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 カプセル 6164001M1186 後発品 6164 抗生物質製剤 主として抗酸菌に作用するもの リファンピシン製剤 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mgｻﾝﾄﾞ リファンピシン サンド 0

限定薬品 内用薬 リフキシマ錠２００ｍｇ 錠 6199001F1026 6199i 抗生物質製剤 その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む） その他 ﾘﾌｷｼﾏｼﾞｮｳ200mg リファキシミン あすか製薬 2

採用薬品　在庫無 内用薬 リベルサス錠１４ｍｇ 錠 2499014F3024 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ﾘﾍﾞﾙｻｽｼﾞｮｳ14mg セマグルチド（遺伝子組換え） ノボ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 リベルサス錠３ｍｇ 錠 2499014F1021 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ﾘﾍﾞﾙｻｽｼﾞｮｳ3mg セマグルチド（遺伝子組換え） ノボ 2

採用薬品　在庫無 内用薬 リベルサス錠７ｍｇ 錠 2499014F2028 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ﾘﾍﾞﾙｻｽｼﾞｮｳ7mg セマグルチド（遺伝子組換え） ノボ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 リボトリール細粒０．１％ ｇ 1139003C1044 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙｻｲﾘｭｳ0.1% クロナゼパム 太陽ファルマ 2

限定薬品 内用薬 リボトリール錠０．５ｍｇ 錠 1139003F1040 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙｼﾞｮｳ0.5mg クロナゼパム 太陽ファルマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 リボトリール錠１ｍｇ 錠 1139003F2047 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙｼﾞｮｳ1mg クロナゼパム 太陽ファルマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 リポバス錠５ 錠 2189011F1025 2189i 循環器官用薬 高脂血症用剤 その他 ﾘﾎﾟﾊﾞｽｼﾞｮｳ5 シンバスタチン オルガノン 1

採用薬品　在庫有 内用薬 リマチル錠１００ｍｇ 錠 4420002F1117 4420 アレルギー用薬 刺激療法剤 その他 ﾘﾏﾁﾙｼﾞｮｳ100mg ブシラミン あゆみ製薬 1

限定薬品 内用薬 リムパーザ錠１００ｍｇ 錠 4291052F1027 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾘﾑﾊﾟｰｻﾞｼﾞｮｳ100mg オラパリブ アストラゼネカ 2

限定薬品 内用薬 リムパーザ錠１５０ｍｇ 錠 4291052F2023 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾘﾑﾊﾟｰｻﾞｼﾞｮｳ150mg オラパリブ アストラゼネカ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 リリカＯＤ錠７５ｍｇ 錠 1190017F2025 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾘﾘｶODｼﾞｮｳ75mg プレガバリン ヴィアトリス 1

限定薬品 内用薬 リリカカプセル１５０ｍｇ カプセル 1190017M3020 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ150mg プレガバリン ヴィアトリス 1

採用薬品　在庫有 内用薬 リルゾール錠５０ｍｇ「タナベ」 錠 1190011F1048 後発品 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾘﾙｿﾞｰﾙｼﾞｮｳ50mgﾀﾅﾍﾞ リルゾール ニプロＥＳ 0

限定薬品 内用薬 リルテック錠５０ 錠 1190011F1021 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾘﾙﾃｯｸｼﾞｮｳ50 リルゾール サノフィ 1

限定薬品 内用薬 リンヴォック錠１５ｍｇ 錠 3999048G2024 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾘﾝｳﾞｫｯｸｼﾞｮｳ15mg ウパダシチニブ水和物 アッヴィ 2

限定薬品 内用薬 リンヴォック錠７．５ｍｇ 錠 3999048G1028 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾘﾝｳﾞｫｯｸｼﾞｮｳ7.5mg ウパダシチニブ水和物 アッヴィ 2

院外採用薬 内用薬 リンゼス錠０．２５ｍｇ 錠 2399017F1020 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ﾘﾝｾﾞｽｼﾞｮｳ0.25mg リナクロチド アステラス 2

採用薬品　在庫有 内用薬 リンデロン錠０．５ｍｇ 錠 2454004F2090 2454 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝｼﾞｮｳ0.5mg ベタメタゾン シオノギファーマ 2

限定薬品 内用薬 リン酸コデイン錠５ｍｇ「ファイザー」 錠 2242001F1055 2242 呼吸器官用薬 鎮咳去たん剤 コデイン系製剤（家庭麻薬） ﾘﾝｻﾝｺﾃﾞｲﾝｼﾞｮｳ5mgﾌｧｲｻﾞｰ コデインリン酸塩 ファイザー 2

限定薬品 内用薬 ルーラン錠４ｍｇ 錠 1179043F1032 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾙｰﾗﾝｼﾞｮｳ4mg ペロスピロン塩酸塩水和物 大日本住友 1 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ルセフィ錠２．５ｍｇ 錠 3969020F1020 3969i その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 その他 ﾙｾﾌｨｼﾞｮｳ2.5mg ルセオグリフロジン水和物 大正製薬 2

限定薬品 内用薬 ルトラール錠２ｍｇ 錠 2478001F1040 2478 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 合成黄体ホルモン製剤 ﾙﾄﾗｰﾙｼﾞｮｳ2mg クロルマジノン酢酸エステル 富士製薬 2

院外採用薬 内用薬 ルナベル配合錠ＬＤ 錠 2482009F1031 2482 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 混合ホルモン剤 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤 ﾙﾅﾍﾞﾙﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳLD ノルエチステロン・エチニルエストラジオール ノーベル 1

限定薬品 内用薬 ルナベル配合錠ＵＬＤ 錠 2482009F2020 2482 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 混合ホルモン剤 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤 ﾙﾅﾍﾞﾙﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳULD ノルエチステロン・エチニルエストラジオール ノーベル 1

限定薬品 内用薬 ルネスタ錠２ｍｇ 錠 1129010F2024 1129i 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 その他 ﾙﾈｽﾀｼﾞｮｳ2mg エスゾピクロン エーザイ 1 睡眠薬

限定薬品 内用薬 ルネスタ錠３ｍｇ 錠 1129010F3020 1129i 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 その他 ﾙﾈｽﾀｼﾞｮｳ3mg エスゾピクロン エーザイ 1 睡眠薬

限定薬品 内用薬 ルパフィン錠１０ｍｇ 錠 4490034F1022 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ﾙﾊﾟﾌｨﾝｼﾞｮｳ10mg ルパタジンフマル酸塩 帝國製薬 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ルボックス錠２５ 錠 1179039F1036 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾙﾎﾞｯｸｽｼﾞｮｳ25 フルボキサミンマレイン酸塩 アッヴィ 1 抗うつ剤

限定薬品 内用薬 レキサルティ錠１ｍｇ 錠 1179058F1020 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾚｷｻﾙﾃｨｼﾞｮｳ1mg ブレクスピプラゾール 大塚製薬 2 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 レキソタン錠１ 錠 1124020F1025 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ﾚｷｿﾀﾝｼﾞｮｳ1 ブロマゼパム サンドファーマ 2 抗不安薬

限定薬品 内用薬 レキソタン錠２ 錠 1124020F2030 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ﾚｷｿﾀﾝｼﾞｮｳ2 ブロマゼパム サンドファーマ 1 抗不安薬

限定薬品 内用薬 レキソタン錠５ 錠 1124020F4032 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ﾚｷｿﾀﾝｼﾞｮｳ5 ブロマゼパム サンドファーマ 1 抗不安薬

限定薬品 内用薬 レキップＣＲ錠２ｍｇ 錠 1169013G1022 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾚｷｯﾌﾟCRｼﾞｮｳ2mg ロピニロール塩酸塩 ＧＳＫ 1

限定薬品 内用薬 レキップＣＲ錠８ｍｇ 錠 1169013G2029 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾚｷｯﾌﾟCRｼﾞｮｳ8mg ロピニロール塩酸塩 ＧＳＫ 1

限定薬品 内用薬 レキップ錠０．２５ｍｇ 錠 1169013F1027 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾚｷｯﾌﾟｼﾞｮｳ0.25mg ロピニロール塩酸塩 ＧＳＫ 1

限定薬品 内用薬 レキップ錠１ｍｇ 錠 1169013F2023 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾚｷｯﾌﾟｼﾞｮｳ1mg ロピニロール塩酸塩 ＧＳＫ 1

限定薬品 内用薬 レキップ錠２ｍｇ 錠 1169013F3020 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾚｷｯﾌﾟｼﾞｮｳ2mg ロピニロール塩酸塩 ＧＳＫ 1

限定薬品 内用薬 レクサプロ錠１０ｍｇ 錠 1179054F1022 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾚｸｻﾌﾟﾛｼﾞｮｳ10mg エスシタロプラムシュウ酸塩 持田 2 抗うつ剤

限定薬品 内用薬 レクチゾール錠２５ｍｇ 錠 2699003F1024 2699i 外皮用薬 その他の外皮用薬 その他 ﾚｸﾁｿﾞｰﾙｼﾞｮｳ25mg ジアフェニルスルホン 田辺三菱 2

限定薬品 内用薬 レグナイト錠３００ｍｇ 錠 1190020F1020 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾚｸﾞﾅｲﾄｼﾞｮｳ300mg ガバペンチン　エナカルビル アステラス 2

限定薬品 内用薬 レグパラ錠２５ｍｇ 錠 3999023F1022 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾚｸﾞﾊﾟﾗｼﾞｮｳ25mg シナカルセト塩酸塩 協和キリン 2

院外採用薬 内用薬 レザルタス配合錠ＨＤ 錠 2149115F2022 2149T 循環器官用薬 血圧降下剤 その他の配合剤 ﾚｻﾞﾙﾀｽﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳHD オルメサルタン　メドキソミル・アゼルニジピン配合剤 第一三共 2

採用薬品　在庫有 内用薬 レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 錠 4411001F1040 4411 アレルギー用薬 抗ヒスタミン剤 ジフェンヒドラミン系製剤 ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜｼﾞｮｳ10mg ジフェンヒドラミン塩酸塩 興和 2

採用薬品　在庫無 内用薬 レスミット錠５ 錠 1124021F2166 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ﾚｽﾐｯﾄｼﾞｮｳ5 メダゼパム 共和薬品 2 抗不安薬

限定薬品 内用薬 レダマイシンカプセル１５０ｍｇ カプセル 6152003M1036 6152 抗生物質製剤 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 テトラサイクリン系抗生物質製剤 ﾚﾀﾞﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩 サンファーマ 2

限定薬品 内用薬 レットヴィモカプセル４０ｍｇ カプセル 4291075M1027 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾚｯﾄｳﾞｨﾓｶﾌﾟｾﾙ40mg セルペルカチニブ リリー 2

限定薬品 内用薬 レットヴィモカプセル８０ｍｇ カプセル 4291075M2023 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾚｯﾄｳﾞｨﾓｶﾌﾟｾﾙ80mg セルペルカチニブ リリー 2

採用薬品　在庫有 内用薬 レトロゾール錠２．５ｍｇ「サンド」 錠 4291015F1204 後発品 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾚﾄﾛｿﾞｰﾙｼﾞｮｳ2.5mgｻﾝﾄﾞ レトロゾール サンド 0

限定薬品 内用薬 レナジェル錠２５０ｍｇ 錠 2190025F1036 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ﾚﾅｼﾞｪﾙｼﾞｮｳ250mg セベラマー塩酸塩 中外 2

限定薬品 内用薬 レナデックス錠４ｍｇ 錠 2454002F2023 2454 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 ﾚﾅﾃﾞｯｸｽｼﾞｮｳ4mg デキサメタゾン ＢＭＳ 2

限定薬品 内用薬 レバチオ錠２０ｍｇ 錠 2190028F1021 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ﾚﾊﾞﾁｵｼﾞｮｳ20mg シルデナフィルクエン酸塩 ヴィアトリス 2

採用薬品　在庫有 内用薬 レバミピド錠１００ｍｇ「タナベ」 錠 2329021F1200 後発品 2329i 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 その他 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞｼﾞｮｳ100mgﾀﾅﾍﾞ レバミピド ニプロＥＳ 2

限定薬品 内用薬 レブラミドカプセル５ｍｇ カプセル 4291024M1024 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ5mg レナリドミド水和物 ＢＭＳ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 レボセチリジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ニプロ」 錠 4490028F2090 後発品 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳ2.5mgﾆﾌﾟﾛ レボセチリジン塩酸塩 ニプロ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 6241013F2055 後発品 6241 化学療法剤 合成抗菌剤 ピリドンカルボン酸系製剤 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝｼﾞｮｳ250mgDSEP レボフロキサシン水和物 第一三共エスファ 0

限定薬品 内用薬 レボレード錠１２．５ｍｇ 錠 3999028F1025 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾚﾎﾞﾚｰﾄﾞｼﾞｮｳ12.5mg エルトロンボパグ　オラミン ノバルティス 2

限定薬品 内用薬 レルパックス錠２０ｍｇ 錠 2160005F1021 2160i 循環器官用薬 血管収縮剤 その他 ﾚﾙﾊﾟｯｸｽｼﾞｮｳ20mg エレトリプタン臭化水素酸塩 ヴィアトリス 1

採用薬品　在庫有 内用薬 レルミナ錠４０ｍｇ 錠 2499013F1027 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ﾚﾙﾐﾅｼﾞｮｳ40mg レルゴリクス あすか製薬 2
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限定薬品 内用薬 レンビマカプセル１０ｍｇ カプセル 4291039M2027 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾚﾝﾋﾞﾏｶﾌﾟｾﾙ10mg レンバチニブメシル酸塩 エーザイ 2

限定薬品 内用薬 レンビマカプセル４ｍｇ カプセル 4291039M1020 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾚﾝﾋﾞﾏｶﾌﾟｾﾙ4mg レンバチニブメシル酸塩 エーザイ 2

限定薬品 内用薬 ロイケリン散１０％ ｇ 4221001B1052 4221 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 メルカプトプリン系製剤 ﾛｲｹﾘﾝｻﾝ10% メルカプトプリン水和物 大原 2

採用薬品　在庫無 内用薬 ローコール錠２０ｍｇ 錠 2189012F2026 2189i 循環器官用薬 高脂血症用剤 その他 ﾛｰｺｰﾙｼﾞｮｳ20mg フルバスタチンナトリウム サンファーマ 1

限定薬品 内用薬 ローブレナ錠１００ｍｇ 錠 4291055F2027 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾛｰﾌﾞﾚﾅｼﾞｮｳ100mg ロルラチニブ ファイザー 2

限定薬品 内用薬 ローブレナ錠２５ｍｇ 錠 4291055F1020 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾛｰﾌﾞﾚﾅｼﾞｮｳ25mg ロルラチニブ ファイザー 2

限定薬品 内用薬 ロカルトロールカプセル０．５ カプセル 3112004M2020 3112 ビタミン剤 ビタミンＡ及びＤ剤 合成ビタミンＤ製剤 ﾛｶﾙﾄﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5 カルシトリオール 中外 1

採用薬品　在庫有 内用薬 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「サワイ」 錠 6149002F1177 後発品 6149i 抗生物質製剤 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの その他 ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝｼﾞｮｳ150mgｻﾜｲ ロキシスロマイシン 沢井 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「日医工」 錠 1149019F1595 後発品 1149i 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑｼﾞｮｳ60mgﾆﾁｲｺｳ ロキソプロフェンナトリウム水和物 日医工 0

限定薬品 内用薬 ロケルマ懸濁用散分包５ｇ 包 2190040B1020 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ﾛｹﾙﾏｹﾝﾀﾞｸﾖｳｻﾝﾌﾞﾝﾎﾟｳ5g ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物 アストラゼネカ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「日医工」 錠 2149039F1309 後発品 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑｼﾞｮｳ25mgﾆﾁｲｺｳ ロサルタンカリウム 日医工 0

採用薬品　在庫無 内用薬 ロスーゼット配合錠ＨＤ 錠 2189102F2020 2189J 循環器官用薬 高脂血症用剤 配合剤 ﾛｽｰｾﾞｯﾄﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳHD エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム オルガノン 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 錠 2189017F1030 後発品 2189i 循環器官用薬 高脂血症用剤 その他 ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝｼﾞｮｳ2.5mgDSEP ロスバスタチンカルシウム 第一三共エスファ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ロゼレム錠８ｍｇ 錠 1190016F1024 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾛｾﾞﾚﾑｼﾞｮｳ8mg ラメルテオン 武田 2 睡眠薬

限定薬品 内用薬 ロタテック内用液 本 631301AS1024 6313 生物学的製剤 ワクチン類 ウイルスワクチン類 ﾛﾀﾃｯｸﾅｲﾖｳｴｷ ５価経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン ＭＳＤ 2

限定薬品 内用薬 ロタリックス内用液 本 631300AS1020 6313 生物学的製剤 ワクチン類 ウイルスワクチン類 ﾛﾀﾘｯｸｽﾅｲﾖｳｴｷ 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン ＧＳＫ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ロトリガ粒状カプセル２ｇ 包 2189019M1020 2189i 循環器官用薬 高脂血症用剤 その他 ﾛﾄﾘｶﾞﾘｭｳｼﾞｮｳｶﾌﾟｾﾙ2g オメガ－３脂肪酸エチル 武田 2

限定薬品 内用薬 ロナセン錠２ｍｇ 錠 1179048F1027 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾛﾅｾﾝｼﾞｮｳ2mg ブロナンセリン 大日本住友 1 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ロナセン錠４ｍｇ 錠 1179048F2023 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾛﾅｾﾝｼﾞｮｳ4mg ブロナンセリン 大日本住友 1 抗精神病薬

限定薬品 内用薬 ロプレソールＳＲ錠１２０ｍｇ 錠 2149010G1055 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙSRｼﾞｮｳ120mg メトプロロール酒石酸塩 サンファーマ 2

限定薬品 内用薬 ロペミンカプセル１ｍｇ カプセル 2319001M1213 2319i 消化器官用薬 止しゃ剤、整腸剤 その他 ﾛﾍﾟﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg ロペラミド塩酸塩 ヤンセン 1

採用薬品　在庫無 内用薬 ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「サワイ」 カプセル 2319001M1353 後発品 2319i 消化器官用薬 止しゃ剤、整腸剤 その他 ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞｴﾝｻﾝｴﾝｶﾌﾟｾﾙ1mgｻﾜｲ ロペラミド塩酸塩 沢井 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ロレアス配合錠「杏林」 錠 3399101F1056 後発品 3399J 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 配合剤 ﾛﾚｱｽﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳｷｮｳﾘﾝ クロピドグレル硫酸塩・アスピリン キョーリンリメディオ 0

限定薬品 内用薬 ロンゲス錠５ｍｇ 錠 2144006F1030 2144 循環器官用薬 血圧降下剤 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 ﾛﾝｹﾞｽｼﾞｮｳ5mg リシノプリル水和物 共和薬品 1

限定薬品 内用薬 ロンサーフ配合錠Ｔ１５ 錠 4299100F1026 4299J 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 配合剤 ﾛﾝｻｰﾌﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳT15 トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤 大鵬薬品 2

限定薬品 内用薬 ロンサーフ配合錠Ｔ２０ 錠 4299100F2022 4299J 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 配合剤 ﾛﾝｻｰﾌﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳT20 トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤 大鵬薬品 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ワーファリン錠０．５ｍｇ 錠 3332001F3035 3332 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 ジクマロール系製剤 ﾜｰﾌｧﾘﾝｼﾞｮｳ0.5mg ワルファリンカリウム エーザイ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ワーファリン錠１ｍｇ 錠 3332001F1024 3332 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 ジクマロール系製剤 ﾜｰﾌｧﾘﾝｼﾞｮｳ1mg ワルファリンカリウム エーザイ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ワイテンス錠２ｍｇ 錠 2149017F1035 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾜｲﾃﾝｽｼﾞｮｳ2mg グアナベンズ酢酸塩 アルフレッサファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 ワイドシリン細粒２０％ ｇ 6131001C2100 後発品 6131 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ペニシリン系抗生物質製剤 ﾜｲﾄﾞｼﾘﾝｻｲﾘｭｳ20% アモキシシリン水和物 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 0

採用薬品　在庫有 内用薬 ワイパックス錠０．５ 錠 1124022F1067 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ﾜｲﾊﾟｯｸｽｼﾞｮｳ0.5 ロラゼパム ファイザー 1 抗不安薬

限定薬品 内用薬 ワイパックス錠１．０ 錠 1124022F2071 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ﾜｲﾊﾟｯｸｽｼﾞｮｳ1.0 ロラゼパム ファイザー 1 抗不安薬

限定薬品 内用薬 ワゴスチグミン散（０．５％） ｇ 1233001B1025 1233 末梢神経系用薬 自律神経剤 ネオスチグミン系製剤 ﾜｺﾞｽﾁｸﾞﾐﾝｻﾝ0.5% ネオスチグミン臭化物 共和薬品 2

限定薬品 内用薬 ワントラム錠１００ｍｇ 錠 1149038G1020 1149i 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他 ﾜﾝﾄﾗﾑｼﾞｮｳ100mg トラマドール塩酸塩 日本新薬 2

採用薬品　在庫有 内用薬 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 錠 2171023F2127 後発品 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ｲﾁｼｮｳｻﾝｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞｼﾞｮｳ20mgｻﾜｲ 一硝酸イソソルビド 沢井 0

限定薬品 内用薬 塩化カリウム「日医工」 ｇ 3229001X1061 3229i 滋養強壮薬 無機質製剤 その他 ｴﾝｶｶﾘｳﾑﾆﾁｲｺｳ 塩化カリウム 日医工ファーマ 2

採用薬品　在庫有 内用薬 塩化カリウム徐放錠６００ｍｇ「Ｓｔ」 錠 3229002G1082 後発品 3229i 滋養強壮薬 無機質製剤 その他 ｴﾝｶｶﾘｳﾑｼﾞｮﾎｳｼﾞｮｳ600mgSt 塩化カリウム 佐藤薬品 0

採用薬品　在庫有 内用薬 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「アメル」 錠 2590007F1080 後発品 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ｴﾝｻﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝｼﾞｮｳ10mgｱﾒﾙ プロピベリン塩酸塩 共和薬品 0

限定薬品 内用薬 球形吸着炭カプセル２００ｍｇ「マイラン」 カプセル 3929003M1046 後発品 3929i その他の代謝性医薬品 解毒剤 その他 ｷｭｳｹｲｷｭｳﾁｬｸﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ200mgﾏｲﾗﾝ 球形吸着炭 マイラン 0

採用薬品　在庫有 内用薬 球形吸着炭細粒「マイラン」 ｇ 3929003C1059 後発品 3929i その他の代謝性医薬品 解毒剤 その他 ｷｭｳｹｲｷｭｳﾁｬｸﾀﾝｻｲﾘｭｳﾏｲﾗﾝ 球形吸着炭 マイラン 0

採用薬品　在庫有 内用薬 三和麻黄附子細辛湯エキス細粒 ｇ 5200133C1026 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ｻﾝﾜﾏｵｳﾌﾞｼｻｲｼﾝﾄｳｴｷｽｻｲﾘｭｳ 麻黄附子細辛湯エキス 三和生薬 2

限定薬品 内用薬 三和芍薬甘草附子湯エキス細粒 ｇ 5200068C1021 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ｻﾝﾜｼｬｸﾔｸｶﾝｿﾞｳﾌﾞｼﾄｳｴｷｽｻｲﾘｭｳ 芍薬甘草附子湯エキス 三和生薬 2

採用薬品　在庫有 内用薬 酸化マグネシウム原末「マルイシ」 ｇ 2344002X1322 2344 消化器官用薬 制酸剤 無機塩製剤 ｻﾝｶﾏｸﾞﾈｼｳﾑｹﾞﾝﾏﾂﾏﾙｲｼ 酸化マグネシウム 丸石 2

限定薬品 内用薬 酸化マグネシウム錠２００ｍｇ「ヨシダ」 錠 2344009F3046 後発品 2344 消化器官用薬 制酸剤 無機塩製剤 ｻﾝｶﾏｸﾞﾈｼｳﾑｼﾞｮｳ200mgﾖｼﾀﾞ 酸化マグネシウム 吉田製薬 0

限定薬品 内用薬 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「モチダ」 錠 2344009F2066 後発品 2344 消化器官用薬 制酸剤 無機塩製剤 ｻﾝｶﾏｸﾞﾈｼｳﾑｼﾞｮｳ330mgﾓﾁﾀﾞ 酸化マグネシウム 持田販売 0

限定薬品 内用薬 治験(M19ｰ130)ABBVｰ105/ｳﾊﾟﾀﾞｼﾁﾆﾌﾞ/ﾌﾟﾗｾﾎﾞ 不明 XXXXXXXA0143

限定薬品 内用薬 治験(M19ｰ130)ウパダシチニブ30ｍｇ/15ｍｇ 不明 XXXXXXXA1332

限定薬品 内用薬 治験(M19ｰ130)エルスブルチニブ20mg/プラセボ 不明 XXXXXXXA1763 ﾁｹﾝ(M19ｰ130)ｴﾙｽﾌﾞﾙﾁﾆﾌﾞ20mg/ﾌﾟﾗｾﾎﾞ

限定薬品 内用薬 治験(M19-944)ｳﾊﾟﾀﾞｼﾁﾆﾌﾞ15mg 不明 XXXXXXXA0146

限定薬品 内用薬 治験(M19-944)ｳﾊﾟﾀﾞｼﾁﾆﾌﾞ15mg/ﾌﾟﾗｾﾎﾞ 不明 XXXXXXXA0138

限定薬品 内用薬 治験(MC-MTX.17/RA)MTX2mg/ﾌﾟﾗｾﾎﾞ(4個入) 不明 XXXXXXXA0134

採用薬品　在庫有 内用薬 重カマ「ヨシダ」 ｇ 2344002X1241 2344 消化器官用薬 制酸剤 無機塩製剤 ｼﾞｭｳｶﾏﾖｼﾀﾞ 酸化マグネシウム 吉田製薬 2

限定薬品 内用薬 太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒 ｇ 5200024D1024 5200 漢方製剤 漢方製剤 漢方製剤 ﾀｲｺﾄﾞｳﾉｷｭｳｷﾁｮｳｹﾂｲﾝｴｷｽｶﾘｭｳ きゅう帰調血飲エキス 太虎精堂 2

採用薬品　在庫有 内用薬 単シロップ「ケンエー」 ｍＬ 7142001X1040 7142 調剤用薬 矯味、矯臭、着色剤 シロップ製剤 ﾀﾝｼﾛｯﾌﾟｹﾝｴｰ 単シロップ 健栄 2

採用薬品　在庫有 内用薬 炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「フソー」 錠 2190029F3061 後発品 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ﾀﾝｻﾝﾗﾝﾀﾝODｼﾞｮｳ250mgﾌｿｰ 炭酸ランタン水和物 扶桑 0

採用薬品　在庫有 内用薬 炭酸水素ナトリウム「ケンエー」 ｇ 2344004X1070 2344 消化器官用薬 制酸剤 無機塩製剤 ﾀﾝｻﾝｽｲｿﾅﾄﾘｳﾑｹﾝｴｰ 炭酸水素ナトリウム 健栄 2

限定薬品 内用薬 炭酸水素ナトリウム錠５００ｍｇ「ファイザー」 錠 2344005F1053 後発品 2344 消化器官用薬 制酸剤 無機塩製剤 ﾀﾝｻﾝｽｲｿﾅﾄﾘｳﾑｼﾞｮｳ500mgﾌｧｲｻﾞｰ 炭酸水素ナトリウム マイラン 0

採用薬品　在庫有 内用薬 調剤用パンビタン末 ｇ 3179121A1028 3179N ビタミン剤 混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く） 総合ビタミン剤 ﾁｮｳｻﾞｲﾖｳﾊﾟﾝﾋﾞﾀﾝﾏﾂ レチノール・カルシフェロール配合剤 武田テバ薬品 2

採用薬品　在庫有 内用薬 沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」 錠 2190024F1040 後発品 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ﾁﾝｺｳﾀﾝｻﾝｶﾙｼｳﾑｼﾞｮｳ500mgｻﾝﾜ 沈降炭酸カルシウム 三和化学 0

採用薬品　在庫有 内用薬 乳酸カルシウム「ケンエー」 ｇ 3211001X1059 3211 滋養強壮薬 カルシウム剤 乳酸カルシウム製剤 ﾆｭｳｻﾝｶﾙｼｳﾑｹﾝｴｰ 乳酸カルシウム水和物 健栄 2

採用薬品　在庫有 内用薬 乳糖水和物原末「マルイシ」 ｇ 7111001X1302 7111 調剤用薬 賦形剤 乳糖類 ﾆｭｳﾄｳｽｲﾜﾌﾞﾂｹﾞﾝﾏﾂﾏﾙｲｼ 乳糖水和物 丸石 2

限定薬品 内用薬 複合アレビアチン配合錠 錠 1139100F1037 1139J 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 フェニトイン含有配合製剤 ﾌｸｺﾞｳｱﾚﾋﾞｱﾁﾝﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳ フェニトイン・フェノバルビタール 大日本住友 2

採用薬品　在庫有 内用薬 薬用炭「日医工」 ｇ 2319003X1049 2319i 消化器官用薬 止しゃ剤、整腸剤 その他 ﾔｸﾖｳﾀﾝﾆﾁｲｺｳ 薬用炭 日医工 2

限定薬品 内用薬 硫酸ポリミキシンＢ錠１００万単位「ファイザー」 錠 6126001F2034 6126 抗生物質製剤 主としてグラム陰性菌に作用するもの ポリミキシンＢ製剤 ﾘｭｳｻﾝﾎﾟﾘﾐｷｼﾝBｼﾞｮｳ100ﾏﾝﾀﾝｲﾌｧｲｻﾞｰ ポリミキシンＢ硫酸塩 ファイザー 2

採用薬品　在庫有 注射薬 １％ディプリバン注－キット　５００ｍｇ５０ｍＬ 筒 1119402G2021 1119i 中枢神経系用薬 全身麻酔剤 その他 1%ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝﾁｭｳｷｯﾄ プロポフォール サンドファーマ 1

限定薬品 注射薬 15%フェノールグリセリン注(院内製剤) 不明 XXXXXXXA0154

採用薬品　在庫有 注射薬 ２０％マンニットール注射液「ＹＤ」 袋 2190400A5037 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 20%ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙﾁｭｳｼｬｴｷYD Ｄ－マンニトール 陽進堂 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ５－ＦＵ注１０００ｍｇ 瓶 4223401A3022 4223 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 フルオロウラシル系製剤 5FUﾁｭｳ1000mg フルオロウラシル 協和キリン 1

採用薬品　在庫有 注射薬 ５－ＦＵ注２５０ｍｇ 瓶 4223401A4029 4223 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 フルオロウラシル系製剤 5FUﾁｭｳ250mg フルオロウラシル 協和キリン 1

限定薬品 注射薬 7～8％ﾌｪﾉｰﾙ水（院内製剤） 不明 XXXXXXXA0155

限定薬品 注射薬 ＤＴビック 瓶 636140AA5020 6361 生物学的製剤 混合生物学的製剤 ワクチン・トキソイド混合製剤 DTﾋﾞｯｸ 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド 阪大微研 2

採用薬品　在庫無 注射薬 ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ　１８．１４３％１０ｍＬ 筒 7290415G2027 7290i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他 EOBﾌﾟﾘﾓﾋﾞｽﾄﾁｭｳｼﾘﾝｼﾞ ガドキセト酸ナトリウム バイエル 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ＫＣＬ注１０ｍＥｑキット「テルモ」 キット 3319402G3028 後発品 3319i 血液・体液用薬 血液代用剤 その他 KCLﾁｭｳ10mEqｷｯﾄﾃﾙﾓ 塩化カリウム テルモ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「タナベ」 管 7223400A1037 72231 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） 機能検査用試薬 下垂体機能検査用試薬 LHRHﾁｭｳ0.1mgﾀﾅﾍﾞ ゴナドレリン酢酸塩 ニプロＥＳ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ＴＲＨ注０．５ｍｇ「タナベ」 管 7223402A1036 72231 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） 機能検査用試薬 下垂体機能検査用試薬 TRHﾁｭｳ0.5mgﾀﾅﾍﾞ プロチレリン ニプロＥＳ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液　２００ｍＬ 袋 3319510A5136 3319L 血液・体液用薬 血液代用剤 乳酸ナトリウム・無機塩類・糖類剤 YDｿﾘﾀT3ｺﾞｳﾕｴｷ 維持液 陽進堂 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液　５００ｍＬ 袋 3319510A4113 3319L 血液・体液用薬 血液代用剤 乳酸ナトリウム・無機塩類・糖類剤 YDｿﾘﾀT3ｺﾞｳﾕｴｷ 維持液 陽進堂 2

採用薬品　在庫有 注射薬 アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 キット 3399500G1025 3399J 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 配合剤 ｱｰﾄｾﾚﾌﾞﾉｳｾｷｽﾞｲｼｭｼﾞｭﾂﾖｳｾﾝｼﾞｮｳｶﾝﾘｭｳｴｷ ブドウ糖・無機塩類配合剤 大塚工場 2

採用薬品　在庫無 注射薬 アービタックス注射液１００ｍｇ 瓶 4291415A1021 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽﾁｭｳｼｬｴｷ100mg セツキシマブ（遺伝子組換え） メルクバイオファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 アイソボリン点滴静注用１００ｍｇ 瓶 3929407D2108 3929i その他の代謝性医薬品 解毒剤 その他 ｱｲｿﾎﾞﾘﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ100mg レボホリナートカルシウム ファイザー 1

採用薬品　在庫有 注射薬 アイソボリン点滴静注用２５ｍｇ 瓶 3929407D1160 3929i その他の代謝性医薬品 解毒剤 その他 ｱｲｿﾎﾞﾘﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ25mg レボホリナートカルシウム ファイザー 1

採用薬品　在庫有 注射薬 アイリーア硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ 筒 1319405G1020 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ｱｲﾘｰｱｼｮｳｼﾀｲﾅｲﾁｭｳｼｬﾖｳｷｯﾄ40mg/mL アフリベルセプト（遺伝子組換え） バイエル 2

採用薬品　在庫有 注射薬 アクチット輸液　５００ｍＬ 袋 3319550A5092 3319T 血液・体液用薬 血液代用剤 その他の配合剤 ｱｸﾁｯﾄﾕｴｷ 酢酸維持液 扶桑 2

採用薬品　在庫有 注射薬 アクテムラ点滴静注用２００ｍｇ 瓶 6399421A1020 6399i 生物学的製剤 その他の生物学的製剤 その他 ｱｸﾃﾑﾗﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ200mg トシリズマブ（遺伝子組換え） 中外 2

採用薬品　在庫有 注射薬 アクテムラ点滴静注用４００ｍｇ 瓶 6399421A3022 6399i 生物学的製剤 その他の生物学的製剤 その他 ｱｸﾃﾑﾗﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ400mg トシリズマブ（遺伝子組換え） 中外 2

採用薬品　在庫有 注射薬 アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ 瓶 6399421A2026 6399i 生物学的製剤 その他の生物学的製剤 その他 ｱｸﾃﾑﾗﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ80mg トシリズマブ（遺伝子組換え） 中外 2

限定薬品 注射薬 アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター キット 6399421G2029 6399i 生物学的製剤 その他の生物学的製剤 その他 ｱｸﾃﾑﾗﾋｶﾁｭｳ162mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ トシリズマブ（遺伝子組換え） 中外 2

限定薬品 注射薬 アクトヒブ 瓶（溶解液付） 631140CD1029 6311 生物学的製剤 ワクチン類 細菌ワクチン類 ｱｸﾄﾋﾌﾞ 乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチン（破傷風トキソイド結合体） サノフィ 2

限定薬品 注射薬 アクプラ静注用１００ｍｇ 瓶 4291405F3028 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｱｸﾌﾟﾗｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ100mg ネダプラチン 日医工 2

限定薬品 注射薬 アクプラ静注用１０ｍｇ 瓶 4291405F1025 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｱｸﾌﾟﾗｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ10mg ネダプラチン 日医工 2

限定薬品 注射薬 アクプラ静注用５０ｍｇ 瓶 4291405F2021 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｱｸﾌﾟﾗｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ50mg ネダプラチン 日医工 2

限定薬品 注射薬 アクラシノン注射用２０ｍｇ 瓶 4235400D1030 4235 腫瘍用薬 抗腫瘍性抗生物質製剤 アントラサイクリン系抗生物質製剤 ｱｸﾗｼﾉﾝﾁｭｳｼｬﾖｳ20mg アクラルビシン塩酸塩 マイクロバイオ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 アコアラン静注用１８００ 瓶 6343444D2028 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ｱｺｱﾗﾝｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ1800 アンチトロンビン　ガンマ（遺伝子組換え） 協和キリン 2

限定薬品 注射薬 アコアラン静注用６００ 瓶 6343444D1021 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ｱｺｱﾗﾝｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ600 アンチトロンビン　ガンマ（遺伝子組換え） 協和キリン 2

採用薬品　在庫有 注射薬 アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇバッグ１００ｍＬ「アイロム」 袋 6250401G4036 後発品 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ250mgﾊﾞｯｸﾞ100mLｱｲﾛﾑ アシクロビル 共和クリティケア 0

限定薬品 注射薬 アスパラカリウム注１０ｍＥｑ 管 3229401A1096 3229i 滋養強壮薬 無機質製剤 その他 ｱｽﾊﾟﾗｶﾘｳﾑﾁｭｳ10mEq Ｌ－アスパラギン酸カリウム ニプロＥＳ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ 袋 1141400A2020 1141 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 アニリン系製剤 ｱｾﾘｵｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ1000mgﾊﾞｯｸﾞ アセトアミノフェン テルモ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） 管 1179401A1026 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｱﾀﾗｯｸｽPﾁｭｳｼｬｴｷ25mg/ml ヒドロキシジン塩酸塩 ファイザー 2

限定薬品 注射薬 アディノベイト静注用キット２０００ キット 6343446G4026 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ｱﾃﾞｨﾉﾍﾞｲﾄｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳｷｯﾄ2000 ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え） 武田 2

採用薬品　在庫有 注射薬 アデホス－Ｌコーワ注２０ｍｇ 管 3992400A2138 3992 その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 アデノシン製剤 ｱﾃﾞﾎｽLｺｰﾜﾁｭｳ20mg アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 興和 2

限定薬品 注射薬 アドセトリス点滴静注用５０ｍｇ 瓶 4291425D1021 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｱﾄﾞｾﾄﾘｽﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ50mg ブレンツキシマブ　ベドチン（遺伝子組換え） 武田 2

採用薬品　在庫有 注射薬 アドナ注（静脈用）５０ｍｇ 管 3321401A3142 3321 血液・体液用薬 止血剤 カルバゾクロム系製剤 ｱﾄﾞﾅﾁｭｳｼﾞｮｳﾐｬｸﾖｳ50mg カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 ニプロＥＳ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 アトニン－Ｏ注５単位 管 2414400A2075 2414 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 脳下垂体ホルモン剤 脳下垂体後葉ホルモン製剤 ｱﾄﾆﾝOﾁｭｳ5ﾀﾝｲ オキシトシン あすか製薬 2

限定薬品 注射薬 アドベイト静注用キット１０００ キット 6343432G3028 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ｱﾄﾞﾍﾞｲﾄｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳｷｯﾄ1000 ルリオクトコグ　アルファ（遺伝子組換え） 武田 2

限定薬品 注射薬 アドベイト静注用キット１５００ キット 6343432G4024 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ｱﾄﾞﾍﾞｲﾄｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳｷｯﾄ1500 ルリオクトコグ　アルファ（遺伝子組換え） 武田 2

採用薬品　在庫有 注射薬 アドリアシン注用１０ 瓶 4235402D1030 4235 腫瘍用薬 抗腫瘍性抗生物質製剤 アントラサイクリン系抗生物質製剤 ｱﾄﾞﾘｱｼﾝﾁｭｳﾖｳ10 ドキソルビシン塩酸塩 サンドファーマ 1

採用薬品　在庫有 注射薬 アドリアシン注用５０ 瓶 4235402D2036 4235 腫瘍用薬 抗腫瘍性抗生物質製剤 アントラサイクリン系抗生物質製剤 ｱﾄﾞﾘｱｼﾝﾁｭｳﾖｳ50 ドキソルビシン塩酸塩 サンドファーマ 1

採用薬品　在庫有 注射薬 アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 筒 2451402G1040 後発品 2451 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 エピネフリン製剤 ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝﾁｭｳ0.1%ｼﾘﾝｼﾞﾃﾙﾓ アドレナリン テルモ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 筒 1242406G1035 後発品 1242 末梢神経系用薬 鎮けい剤 アトロピン系製剤 ｱﾄﾛﾋﾟﾝﾁｭｳ0.05%ｼﾘﾝｼﾞﾃﾙﾓ アトロピン硫酸塩水和物 テルモ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ「タナベ」 管 1242405A1062 1242 末梢神経系用薬 鎮けい剤 アトロピン系製剤 ｱﾄﾛﾋﾟﾝﾘｭｳｻﾝｴﾝﾁｭｳ0.5mgﾀﾅﾍﾞ アトロピン硫酸塩 ニプロＥＳ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 アトワゴリバース静注シリンジ３ｍＬ 筒 1233500G1029 1233 末梢神経系用薬 自律神経剤 ネオスチグミン系製剤 ｱﾄﾜｺﾞﾘﾊﾞｰｽｼﾞｮｳﾁｭｳｼﾘﾝｼﾞ3mL ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水和物 テルモ 2

限定薬品 注射薬 アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ　０．２％１００ｍＬ 袋 1214405A2021 1214 末梢神経系用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤 ｱﾅﾍﾟｲﾝﾁｭｳ2mg/mL ロピバカイン塩酸塩水和物 サンドファーマ 2

限定薬品 注射薬 アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ　０．７５％１０ｍＬ 管 1214405A3028 1214 末梢神経系用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤 ｱﾅﾍﾟｲﾝﾁｭｳ7.5mg/mL ロピバカイン塩酸塩水和物 サンドファーマ 2

限定薬品 注射薬 アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ 瓶 6419401A1027 6419i 寄生動物用薬 抗原虫剤 その他 ｱﾈﾒﾄﾛﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ500mg メトロニダゾール ファイザー 2

採用薬品　在庫有 注射薬 アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ 瓶 4291413A1022 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｱﾊﾞｽﾁﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ100mg/4mL ベバシズマブ（遺伝子組換え） 中外 1

採用薬品　在庫有 注射薬 アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ 瓶 4291413A2029 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｱﾊﾞｽﾁﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ400mg/16mL ベバシズマブ（遺伝子組換え） 中外 1

限定薬品 注射薬 アピドラ注ソロスター キット 2492418G1027 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ｱﾋﾟﾄﾞﾗﾁｭｳｿﾛｽﾀｰ インスリン　グルリジン（遺伝子組換え） サノフィ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ 瓶 4240409D1023 4240 腫瘍用薬 抗腫瘍性植物成分製剤 その他 ｱﾌﾞﾗｷｻﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ100mg パクリタキセル（アルブミン懸濁型） 大鵬薬品 2

限定薬品 注射薬 アポカイン皮下注３０ｍｇ 筒 1169400G1028 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ｱﾎﾟｶｲﾝﾋｶﾁｭｳ30mg アポモルヒネ塩酸塩水和物 協和キリン 2

限定薬品 注射薬 アボネックス筋注３０μｇペン キット 6399422G2023 6399i 生物学的製剤 その他の生物学的製剤 その他 ｱﾎﾞﾈｯｸｽｷﾝﾁｭｳ30ﾏｲｸﾛgﾍﾟﾝ インターフェロン　ベータ－１ａ（遺伝子組換え） バイオジェン 2

限定薬品 注射薬 アボネックス筋注用シリンジ３０μｇ 筒 6399422G1027 6399i 生物学的製剤 その他の生物学的製剤 その他 ｱﾎﾞﾈｯｸｽｷﾝﾁｭｳﾖｳｼﾘﾝｼﾞ30ﾏｲｸﾛg インターフェロン　ベータ－１ａ（遺伝子組換え） バイオジェン 2

採用薬品　在庫有 注射薬 アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 管 2129410A1036 後発品 2129i 循環器官用薬 不整脈用剤 その他 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳﾁｭｳ150mgTE アミオダロン塩酸塩 トーアエイヨー 0

採用薬品　在庫有 注射薬 アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「明治」 管 6123402A1222 6123 抗生物質製剤 主としてグラム陰性菌に作用するもの アミノ糖系抗生物質製剤 ｱﾐｶｼﾝﾘｭｳｻﾝｴﾝﾁｭｳｼｬｴｷ100mgﾒｲｼﾞ アミカシン硫酸塩 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 アミサリン注１００ｍｇ 管 2121400A1034 2121 循環器官用薬 不整脈用剤 プロカインアミド系製剤 ｱﾐｻﾘﾝﾁｭｳ100mg プロカインアミド塩酸塩 アルフレッサファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 アミノレバン点滴静注　５００ｍＬ 袋 3253404A4051 3253 滋養強壮薬 たん白アミノ酸製剤 混合アミノ酸製剤 ｱﾐﾉﾚﾊﾞﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ 肝不全用アミノ酸製剤 大塚工場 1

限定薬品 注射薬 アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ 瓶 6173400D2023 6173 抗生物質製剤 主としてカビに作用するもの アムホテリシンＢ製剤 ｱﾑﾋﾞｿﾞｰﾑﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ50mg アムホテリシンＢ 大日本住友 2

採用薬品　在庫有 注射薬 アリクストラ皮下注５ｍｇ 筒 3339400G3021 3339i 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 その他 ｱﾘｸｽﾄﾗﾋｶﾁｭｳ5mg フォンダパリヌクスナトリウム サンドファーマ 2

限定薬品 注射薬 アリクストラ皮下注７．５ｍｇ 筒 3339400G4028 3339i 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 その他 ｱﾘｸｽﾄﾗﾋｶﾁｭｳ7.5mg フォンダパリヌクスナトリウム サンドファーマ 2

限定薬品 注射薬 アリナミンＦ１００注 管 3122401A5028 3122 ビタミン剤 ビタミンＢ１剤 ビタミンＢ１誘導体製剤 ｱﾘﾅﾐﾝF100ﾁｭｳ フルスルチアミン塩酸塩 武田テバ薬品 2

採用薬品　在庫有 注射薬 アリナミン注射液１０ｍｇ 管 3122404A1034 3122 ビタミン剤 ビタミンＢ１剤 ビタミンＢ１誘導体製剤 ｱﾘﾅﾐﾝﾁｭｳｼｬｴｷ10mg プロスルチアミン 武田テバ薬品 2

採用薬品　在庫無 注射薬 アリムタ注射用１００ｍｇ 瓶 4229401D2026 4229i 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 その他 ｱﾘﾑﾀﾁｭｳｼｬﾖｳ100mg ペメトレキセドナトリウム水和物 リリー 1

採用薬品　在庫無 注射薬 アリムタ注射用５００ｍｇ 瓶 4229401D1020 4229i 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 その他 ｱﾘﾑﾀﾁｭｳｼｬﾖｳ500mg ペメトレキセドナトリウム水和物 リリー 1

限定薬品 注射薬 アルギニン点滴静注３０ｇ「ＡＹ」 袋 7223404A2031 72231 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） 機能検査用試薬 下垂体機能検査用試薬 ｱﾙｷﾞﾆﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ30gAY Ｌ－アルギニン塩酸塩 エイワイファーマ 2

限定薬品 注射薬 アルケラン静注用５０ｍｇ 瓶 4219403F1023 4219i 腫瘍用薬 アルキル化剤 その他 ｱﾙｹﾗﾝｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ50mg メルファラン サンドファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 アルツディスポ関節注２５ｍｇ 筒 3999408G1247 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｱﾙﾂﾃﾞｨｽﾎﾟｶﾝｾﾂﾁｭｳ25mg 精製ヒアルロン酸ナトリウム 生化学 1

採用薬品　在庫有 注射薬 アルプロスタジルアルファデクス注射用２０μｇ「タカタ」 瓶 2190402D3080 後発品 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽﾁｭｳｼｬﾖｳ20ﾏｲｸﾛgﾀｶﾀ アルプロスタジル　アルファデクス 高田 0

採用薬品　在庫有 注射薬 アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用５００μｇ「タカタ」 瓶 2190402D2106 後発品 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ500ﾏｲｸﾛgﾀｶﾀ アルプロスタジル　アルファデクス 高田 0

採用薬品　在庫有 注射薬 アルプロスタジル注５μｇ「サワイ」 管 2190406A1110 後発品 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙﾁｭｳ5ﾏｲｸﾛgｻﾜｲ アルプロスタジル 沢井 0

採用薬品　在庫有 注射薬 アレビアチン注２５０ｍｇ 管 1132400A1033 1132 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 ヒダントイン系製剤 ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝﾁｭｳ250mg フェニトインナトリウム 大日本住友 2

限定薬品 注射薬 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 瓶 7290417A1027 7290i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他 ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽﾖｳｾｲﾀｲｼｮｳｴｷﾄﾘｲﾋｽﾀﾐﾝ2ｴﾝｻﾝｴﾝ 診断用アレルゲンエキス（ヒスタミン二塩酸塩） 日本たばこ 2

限定薬品 注射薬 アレンドロン酸点滴静注バッグ９００μｇ「ＨＫ」 袋 3999419G1040 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝｻﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾊﾞｯｸﾞ900ﾏｲｸﾛgHK アレンドロン酸ナトリウム水和物 光 0

採用薬品　在庫有 注射薬 アンサー皮下注２０μｇ 管 3399403A1036 3399i 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 その他 ｱﾝｻｰﾋｶﾁｭｳ20ﾏｲｸﾛg 結核菌熱水抽出物 ゼリア 2

限定薬品 注射薬 アンチレクス静注１０ｍｇ 管 7229401A1035 7229i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） 機能検査用試薬 その他 ｱﾝﾁﾚｸｽｼﾞｮｳﾁｭｳ10mg エドロホニウム塩化物 杏林 2

採用薬品　在庫有 注射薬 イーケプラ点滴静注５００ｍｇ 瓶 1139402A1025 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ｲｰｹﾌﾟﾗﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ500mg レベチラセタム ＵＣＢ 1

採用薬品　在庫無 注射薬 イオパミドール３７０注１００ｍＬ「Ｆ」 瓶 7219412A6136 後発品 7219i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） Ｘ線造影剤 その他 ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ370ﾁｭｳ100mLF イオパミドール 富士製薬 0

採用薬品　在庫無 注射薬 イオパミドール３７０注５０ｍＬ「Ｆ」 瓶 7219412A5121 後発品 7219i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） Ｘ線造影剤 その他 ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ370ﾁｭｳ50mLF イオパミドール 富士製薬 0

採用薬品　在庫無 注射薬 イオパミロン注３００　６１．２４％１００ｍＬ 瓶 7219412A3072 7219i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） Ｘ線造影剤 その他 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝﾁｭｳ300 イオパミドール バイエル 1

採用薬品　在庫無 注射薬 イオパミロン注３００　６１．２４％２０ｍＬ 瓶 7219412A9054 7219i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） Ｘ線造影剤 その他 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝﾁｭｳ300 イオパミドール バイエル 1

採用薬品　在庫無 注射薬 イオパミロン注３００シリンジ　６１．２４％５０ｍＬ 筒 7219412G2052 7219i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） Ｘ線造影剤 その他 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝﾁｭｳ300ｼﾘﾝｼﾞ イオパミドール バイエル 1

採用薬品　在庫無 注射薬 イオパミロン注３７０　７５．５２％２０ｍＬ 瓶 7219412H1051 7219i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） Ｘ線造影剤 その他 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝﾁｭｳ370 イオパミドール バイエル 1

採用薬品　在庫無 注射薬 イオメロン３００注１００ｍＬ 瓶 7219417A3032 7219i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） Ｘ線造影剤 その他 ｲｵﾒﾛﾝ300ﾁｭｳ100mL イオメプロール ブラッコ 2

採用薬品　在庫無 注射薬 イオメロン３００注２０ｍＬ 瓶 7219417A1030 7219i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） Ｘ線造影剤 その他 ｲｵﾒﾛﾝ300ﾁｭｳ20mL イオメプロール ブラッコ 2

採用薬品　在庫無 注射薬 イスコチン注１００ｍｇ 管 6222400A1035 6222 化学療法剤 抗結核剤 イソニアジド系製剤 ｲｽｺﾁﾝﾁｭｳ100mg イソニアジド アルフレッサファーマ 2

限定薬品 注射薬 イソゾール注射用０．５ｇ 瓶 1115403D3043 1115 中枢神経系用薬 全身麻酔剤 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤 ｲｿｿﾞｰﾙﾁｭｳｼｬﾖｳ0.5g チアミラールナトリウム 日医工 2

採用薬品　在庫無 注射薬 イソビスト注２４０ 瓶 7219414A3039 7219i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） Ｘ線造影剤 その他 ｲｿﾋﾞｽﾄﾁｭｳ240 イオトロラン バイエル 2

限定薬品 注射薬 イダマイシン静注用５ｍｇ 瓶 4235405D1033 4235 腫瘍用薬 抗腫瘍性抗生物質製剤 アントラサイクリン系抗生物質製剤 ｲﾀﾞﾏｲｼﾝｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ5mg イダルビシン塩酸塩 ファイザー 2

採用薬品　在庫有 注射薬 イノバン注０．６％シリンジ 筒 2119402P5025 2119i 循環器官用薬 強心剤 その他 ｲﾉﾊﾞﾝﾁｭｳ0.6%ｼﾘﾝｼﾞ ドパミン塩酸塩 協和キリン 1

限定薬品 注射薬 イノレット３０Ｒ注 キット 2492413G5046 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ｲﾉﾚｯﾄ30Rﾁｭｳ インスリン　ヒト（遺伝子組換え） ノボ 2

限定薬品 注射薬 イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ 筒 3999449G1025 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｲﾍﾞﾆﾃｨﾋｶﾁｭｳ105mgｼﾘﾝｼﾞ ロモソズマブ（遺伝子組換え） アムジェン 2

限定薬品 注射薬 イミグランキット皮下注３ｍｇ 筒 2160402G1026 2160i 循環器官用薬 血管収縮剤 その他 ｲﾐｸﾞﾗﾝｷｯﾄﾋｶﾁｭｳ3mg スマトリプタンコハク酸塩 ＧＳＫ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ 瓶 4291443A1023 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｲﾐﾌｨﾝｼﾞﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ120mg デュルバルマブ（遺伝子組換え） アストラゼネカ 2

限定薬品 注射薬 イミフィンジ点滴静注５００ｍｇ 瓶 4291443A2020 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｲﾐﾌｨﾝｼﾞﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ500mg デュルバルマブ（遺伝子組換え） アストラゼネカ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 イモバックスポリオ皮下注 筒 631340UG1024 6313 生物学的製剤 ワクチン類 ウイルスワクチン類 ｲﾓﾊﾞｯｸｽﾎﾟﾘｵﾋｶﾁｭｳ 不活化ポリオワクチン サノフィ 2

限定薬品 注射薬 イラリス皮下注射液１５０ｍｇ 瓶 3999434A1026 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｲﾗﾘｽﾋｶﾁｭｳｼｬｴｷ150mg カナキヌマブ（遺伝子組換え） ノバルティス 2

採用薬品　在庫有 注射薬 インジゴカルミン注２０ｍｇ「ＡＦＰ」 管 7225400A1058 7225 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） 機能検査用試薬 腎機能検査用試薬 ｲﾝｼﾞｺﾞｶﾙﾐﾝﾁｭｳ20mgAFP インジゴカルミン アルフレッサファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 インスリン　アスパルトＢＳ注ソロスター　ＮＲ「サノフィ」 キット 2492423G1028 後発品 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄBSﾁｭｳｿﾛｽﾀｰ NRｻﾉﾌｨ インスリン　アスパルト（遺伝子組換え） サノフィ 0

限定薬品 注射薬 インスリン　グラルギンＢＳ注カート「リリー」 筒 2492420A1021 後発品 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ｲﾝｽﾘﾝ ｸﾞﾗﾙｷﾞﾝBSﾁｭｳｶｰﾄﾘﾘｰ インスリン　グラルギン（遺伝子組換え） リリー 0

採用薬品　在庫有 注射薬 インスリン　グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 キット 2492420G1024 後発品 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ｲﾝｽﾘﾝ ｸﾞﾗﾙｷﾞﾝBSﾁｭｳﾐﾘｵﾍﾟﾝﾘﾘｰ インスリン　グラルギン（遺伝子組換え） リリー 0

採用薬品　在庫有 注射薬 インスリン　リスプロＢＳ注ソロスター　ＨＵ「サノフィ」 キット 2492422G1023 後発品 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛBSﾁｭｳｿﾛｽﾀｰ HUｻﾉﾌｨ インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） サノフィ 0

限定薬品 注射薬 インデラル注射液２ｍｇ 管 2123402A1020 2123 循環器官用薬 不整脈用剤 β－遮断剤 ｲﾝﾃﾞﾗﾙﾁｭｳｼｬｴｷ2mg プロプラノロール塩酸塩 太陽ファルマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 イントラリポス輸液２０％　１００ｍＬ 袋 3299505A4045 3299J 滋養強壮薬 その他の滋養強壮薬 配合剤 ｲﾝﾄﾗﾘﾎﾟｽﾕｴｷ20% ダイズ油 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ウロナーゼ静注用６万単位 瓶 3954400D4080 3954 その他の代謝性医薬品 酵素製剤 ウロキナーゼ製剤 ｳﾛﾅｰｾﾞｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ6ﾏﾝﾀﾝｲ ウロキナーゼ 持田 2

限定薬品 注射薬 ウロミテキサン注１００ｍｇ 管 3929406A1020 3929i その他の代謝性医薬品 解毒剤 その他 ｳﾛﾐﾃｷｻﾝﾁｭｳ100mg メスナ 塩野義 2

限定薬品 注射薬 ウロミテキサン注４００ｍｇ 管 3929406A2026 3929i その他の代謝性医薬品 解毒剤 その他 ｳﾛﾐﾃｷｻﾝﾁｭｳ400mg メスナ 塩野義 2

採用薬品　在庫有 注射薬 エイムゲン 瓶（溶解液付） 631340GD1030 6313 生物学的製剤 ワクチン類 ウイルスワクチン類 ｴｲﾑｹﾞﾝ 乾燥組織培養不活化Ａ型肝炎ワクチン ＫＭバイオロジクス 2

採用薬品　在庫有 注射薬 エクザール注射用１０ｍｇ 瓶 4240401D2031 4240 腫瘍用薬 抗腫瘍性植物成分製剤 その他 ｴｸｻﾞｰﾙﾁｭｳｼｬﾖｳ10mg ビンブラスチン硫酸塩 日本化薬 2

限定薬品 注射薬 エクストラニール腹膜透析液　１．５Ｌ（排液用バッグ付） 袋 3420432A2034 3420J 人工透析用薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤 ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙﾌｸﾏｸﾄｳｾｷｴｷ 腹膜透析液 バクスター 1

限定薬品 注射薬 エクストラニール腹膜透析液　２Ｌ 袋 3420432A3030 3420J 人工透析用薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤 ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙﾌｸﾏｸﾄｳｾｷｴｷ 腹膜透析液 バクスター 1

限定薬品 注射薬 エクストラニール腹膜透析液　２Ｌ（排液用バッグ付） 袋 3420432A4037 3420J 人工透析用薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤 ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙﾌｸﾏｸﾄｳｾｷｴｷ 腹膜透析液 バクスター 1

採用薬品　在庫有 注射薬 エスポー皮下用２４０００シリンジ 筒 3999412G7020 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｴｽﾎﾟｰﾋｶﾖｳ24000ｼﾘﾝｼﾞ エポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 協和キリン 2

限定薬品 注射薬 エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ「ＴＹ」 筒 3999451G2029 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄBSﾋｶﾁｭｳ25mgｼﾘﾝｼﾞ0.5mLTY エタネルセプト（遺伝子組換え） 陽進堂 0

採用薬品　在庫有 注射薬 エトキシスクレロール１％注射液 瓶 3329405A1022 3329i 血液・体液用薬 止血剤 その他 ｴﾄｷｼｽｸﾚﾛｰﾙ1%ﾁｭｳｼｬｴｷ ポリドカノール カイゲンファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 瓶 4240403A2069 後発品 4240 腫瘍用薬 抗腫瘍性植物成分製剤 その他 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ100mgｻﾝﾄﾞ エトポシド サンド 0

採用薬品　在庫有 注射薬 エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ 管 2461400A1079 2461 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 男性ホルモン剤 テストステロン製剤 ｴﾅﾙﾓﾝﾃﾞﾎﾟｰｷﾝﾁｭｳ125mg テストステロンエナント酸エステル あすか製薬 2

採用薬品　在庫無 注射薬 エピペン注射液０．１５ｍｇ 筒 2451402G2020 2451 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 エピネフリン製剤 ｴﾋﾟﾍﾟﾝﾁｭｳｼｬｴｷ0.15mg アドレナリン マイランＥＰＤ 2

採用薬品　在庫無 注射薬 エピペン注射液０．３ｍｇ 筒 2451402G3026 2451 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 エピネフリン製剤 ｴﾋﾟﾍﾟﾝﾁｭｳｼｬｴｷ0.3mg アドレナリン マイランＥＰＤ 2

限定薬品 注射薬 エビリファイ持続性水懸筋注用４００ｍｇシリンジ キット 1179410G2024 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲｼﾞｿﾞｸｾｲｽｲｹﾝｷﾝﾁｭｳﾖｳ400mgｼﾘﾝｼﾞ アリピプラゾール水和物 大塚製薬 2

採用薬品　在庫有 注射薬 エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 瓶 4235404D1063 後発品 4235 腫瘍用薬 抗腫瘍性抗生物質製剤 アントラサイクリン系抗生物質製剤 ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝｴﾝｻﾝｴﾝﾁｭｳｼｬﾖｳ10mgNK エピルビシン塩酸塩 マイラン 0

採用薬品　在庫有 注射薬 エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 瓶 4235404D2060 後発品 4235 腫瘍用薬 抗腫瘍性抗生物質製剤 アントラサイクリン系抗生物質製剤 ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝｴﾝｻﾝｴﾝﾁｭｳｼｬﾖｳ50mgNK エピルビシン塩酸塩 マイラン 0

限定薬品 注射薬 エポエチンアルファＢＳ注３０００シリンジ「ＪＣＲ」 筒 3999427G3021 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｴﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧBSﾁｭｳ3000ｼﾘﾝｼﾞJCR エポエチン　カッパ（遺伝子組換え） ＪＣＲ 0

採用薬品　在庫無 注射薬 エポエチンアルファＢＳ注７５０シリンジ「ＪＣＲ」 筒 3999427G1029 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｴﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧBSﾁｭｳ750ｼﾘﾝｼﾞJCR エポエチン　カッパ（遺伝子組換え） ＪＣＲ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 エホチール注１０ｍｇ 管 2119401A1057 2119i 循環器官用薬 強心剤 その他 ｴﾎﾁｰﾙﾁｭｳ10mg エチレフリン塩酸塩 サノフィ 2

限定薬品 注射薬 エムプリシティ点滴静注用３００ｍｇ 瓶 4291434D1020 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ300mg エロツズマブ（遺伝子組換え） ＢＭＳ 2

限定薬品 注射薬 エムプリシティ点滴静注用４００ｍｇ 瓶 4291434D2027 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ400mg エロツズマブ（遺伝子組換え） ＢＭＳ 2

限定薬品 注射薬 エラプレース点滴静注液６ｍｇ 瓶 3959413A1029 3959i その他の代謝性医薬品 酵素製剤 その他 ｴﾗﾌﾟﾚｰｽﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ6mg イデュルスルファーゼ（遺伝子組換え） サノフィ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 エリル点滴静注液３０ｍｇ 管 2190414A1033 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ｴﾘﾙﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ30mg ファスジル塩酸塩水和物 旭化成ファーマ 1

限定薬品 注射薬 エルシトニン注４０単位 管 3999401A1200 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｴﾙｼﾄﾆﾝﾁｭｳ40ﾀﾝｲ エルカトニン 旭化成ファーマ 1

限定薬品 注射薬 エルネオパＮＦ１号輸液　１０００ｍＬ キット 3259533G1029 3259T 滋養強壮薬 たん白アミノ酸製剤 その他の配合剤 ｴﾙﾈｵﾊﾟNF1ｺﾞｳﾕｴｷ アミノ酸・糖・電解質・ビタミン 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 エルネオパＮＦ１号輸液　１５００ｍＬ キット 3259533G2025 3259T 滋養強壮薬 たん白アミノ酸製剤 その他の配合剤 ｴﾙﾈｵﾊﾟNF1ｺﾞｳﾕｴｷ アミノ酸・糖・電解質・ビタミン 大塚工場 2

限定薬品 注射薬 エルネオパＮＦ２号輸液　１０００ｍＬ キット 3259534G1023 3259T 滋養強壮薬 たん白アミノ酸製剤 その他の配合剤 ｴﾙﾈｵﾊﾟNF2ｺﾞｳﾕｴｷ アミノ酸・糖・電解質・ビタミン 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 エルネオパＮＦ２号輸液　１５００ｍＬ キット 3259534G2020 3259T 滋養強壮薬 たん白アミノ酸製剤 その他の配合剤 ｴﾙﾈｵﾊﾟNF2ｺﾞｳﾕｴｷ アミノ酸・糖・電解質・ビタミン 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 エルプラット点滴静注液１００ｍｇ 瓶 4291410A2025 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ100mg オキサリプラチン ヤクルト 1

採用薬品　在庫有 注射薬 エルプラット点滴静注液２００ｍｇ 瓶 4291410A3021 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ200mg オキサリプラチン ヤクルト 1

採用薬品　在庫有 注射薬 エルプラット点滴静注液５０ｍｇ 瓶 4291410A1029 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ50mg オキサリプラチン ヤクルト 1
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採用薬品　在庫有 注射薬 エレジェクト注シリンジ 筒 3229501G1070 後発品 3229K 滋養強壮薬 無機質製剤 微量元素配合剤 ｴﾚｼﾞｪｸﾄﾁｭｳｼﾘﾝｼﾞ 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤 テルモ 0

限定薬品 注射薬 エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ 瓶 2399405F1020 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ｴﾝﾀｲﾋﾞｵﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ300mg ベドリズマブ（遺伝子組換え） 武田 2

採用薬品　在庫有 注射薬 エンハーツ点滴静注用１００ｍｇ 瓶 4291452D1029 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｴﾝﾊｰﾂﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ100mg トラスツズマブ　デルクステカン（遺伝子組換え） 第一三共 2

限定薬品 注射薬 エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ 筒 3999424G1025 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｴﾝﾌﾞﾚﾙﾋｶﾁｭｳ25mgｼﾘﾝｼﾞ0.5mL エタネルセプト（遺伝子組換え） ファイザー 1

限定薬品 注射薬 エンブレル皮下注５０ｍｇシリンジ１．０ｍＬ 筒 3999424G2021 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｴﾝﾌﾞﾚﾙﾋｶﾁｭｳ50mgｼﾘﾝｼﾞ1.0mL エタネルセプト（遺伝子組換え） ファイザー 1

限定薬品 注射薬 エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ キット 3999424G3028 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｴﾝﾌﾞﾚﾙﾋｶﾁｭｳ50mgﾍﾟﾝ1.0mL エタネルセプト（遺伝子組換え） ファイザー 1

採用薬品　在庫有 注射薬 オキシコドン注射液１０ｍｇ「第一三共」 管 8119400A1033 後発品 8119i アルカロイド系麻薬（天然麻薬） あへんアルカロイド系麻薬 その他 ｵｷｼｺﾄﾞﾝﾁｭｳｼｬｴｷ10mgﾀﾞｲｲﾁｻﾝｷｮｳ オキシコドン塩酸塩水和物 第一三共プロファーマ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 オキシコドン注射液５０ｍｇ「第一三共」 管 8119400A2030 後発品 8119i アルカロイド系麻薬（天然麻薬） あへんアルカロイド系麻薬 その他 ｵｷｼｺﾄﾞﾝﾁｭｳｼｬｴｷ50mgﾀﾞｲｲﾁｻﾝｷｮｳ オキシコドン塩酸塩水和物 第一三共プロファーマ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「サンド」 管 2499403A2068 後発品 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ｵｸﾄﾚｵﾁﾄﾞｻｸｻﾝｴﾝﾋｶﾁｭｳ100ﾏｲｸﾛgｻﾝﾄﾞ オクトレオチド酢酸塩 サンド 0

採用薬品　在庫有 注射薬 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「ＦＹ」 管 3999411A8038 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｵｻﾞｸﾞﾚﾙNaﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ80mgFY オザグレルナトリウム 富士薬品 0

採用薬品　在庫有 注射薬 オゼンピック皮下注０．２５ｍｇＳＤ キット 2499418G1028 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ｵｾﾞﾝﾋﾟｯｸﾋｶﾁｭｳ0.25mgSD セマグルチド（遺伝子組換え） ノボ 2

院外採用薬 注射薬 オゼンピック皮下注０．５ｍｇＳＤ キット 2499418G2024 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ｵｾﾞﾝﾋﾟｯｸﾋｶﾁｭｳ0.5mgSD セマグルチド（遺伝子組換え） ノボ 2

院外採用薬 注射薬 オゼンピック皮下注１．０ｍｇＳＤ キット 2499418G3020 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ｵｾﾞﾝﾋﾟｯｸﾋｶﾁｭｳ1.0mgSD セマグルチド（遺伝子組換え） ノボ 2

限定薬品 注射薬 オニバイド点滴静注４３ｍｇ 瓶 4240404A3027 4240 腫瘍用薬 抗腫瘍性植物成分製剤 その他 ｵﾆﾊﾞｲﾄﾞﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ43mg イリノテカン塩酸塩水和物 日本セルヴィエ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 オノアクト点滴静注用５０ｍｇ 瓶 2123404D1033 2123 循環器官用薬 不整脈用剤 β－遮断剤 ｵﾉｱｸﾄﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ50mg ランジオロール塩酸塩 小野 2

採用薬品　在庫有 注射薬 オビソート注射用０．１ｇ 管 1232400X1031 1232 末梢神経系用薬 自律神経剤 アセチルコリン系製剤 ｵﾋﾞｿｰﾄﾁｭｳｼｬﾖｳ0.1g アセチルコリン塩化物 第一三共 2

採用薬品　在庫有 注射薬 オフサグリーン静注用２５ｍｇ 瓶 7290412F1021 7290i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他 ｵﾌｻｸﾞﾘｰﾝｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ25mg インドシアニングリーン 参天 2

限定薬品 注射薬 オプジーボ点滴静注１２０ｍｇ 瓶 4291427A4023 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ120mg ニボルマブ（遺伝子組換え） 小野 2

限定薬品 注射薬 オプジーボ点滴静注２０ｍｇ 瓶 4291427A1024 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ20mg ニボルマブ（遺伝子組換え） 小野 2

限定薬品 注射薬 オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ 瓶 4291427A3027 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ240mg ニボルマブ（遺伝子組換え） 小野 2

採用薬品　在庫無 注射薬 オムニパーク２４０注１０ｍＬ 瓶 7219415A4030 7219i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） Ｘ線造影剤 その他 ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ240ﾁｭｳ10mL イオヘキソール ＧＥヘルスケア 1

採用薬品　在庫無 注射薬 オムニパーク３００注シリンジ１００ｍＬ 筒 7219415G3117 7219i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） Ｘ線造影剤 その他 ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300ﾁｭｳｼﾘﾝｼﾞ100mL イオヘキソール ＧＥヘルスケア 2

採用薬品　在庫有 注射薬 オルガラン静注１２５０単位 管 3339600A1030 3339A 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 動物製剤 ｵﾙｶﾞﾗﾝｼﾞｮｳﾁｭｳ1250ﾀﾝｲ ダナパロイドナトリウム 共和クリティケア 2

採用薬品　在庫有 注射薬 オルダミン注射用１ｇ 瓶 3329404D1032 3329i 血液・体液用薬 止血剤 その他 ｵﾙﾀﾞﾐﾝﾁｭｳｼｬﾖｳ1g モノエタノールアミンオレイン酸塩 富士化学 2

採用薬品　在庫有 注射薬 オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ 瓶 3999429D1021 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｵﾚﾝｼｱﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ250mg アバタセプト（遺伝子組換え） ＢＭＳ 2

限定薬品 注射薬 オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター１ｍＬ キット 3999429G2024 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｵﾚﾝｼｱﾋｶﾁｭｳ125mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ1mL アバタセプト（遺伝子組換え） ＢＭＳ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 オンコビン注射用１ｍｇ 瓶 4240400D1030 4240 腫瘍用薬 抗腫瘍性植物成分製剤 その他 ｵﾝｺﾋﾞﾝﾁｭｳｼｬﾖｳ1mg ビンクリスチン硫酸塩 日本化薬 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 筒 631340TG1020 6313 生物学的製剤 ワクチン類 ウイルスワクチン類 ｶﾞｰﾀﾞｼﾙｽｲｾｲｹﾝﾀﾞｸｷﾝﾁｭｳｼﾘﾝｼﾞ 組換え沈降４価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン ＭＳＤ 2

限定薬品 注射薬 カーボスター透析剤・Ｌ　６Ｌ（炭酸水素ナトリウム液付） 瓶 3410535A1025 3410J 人工透析用薬 人工腎臓透析用剤 配合剤 ｶｰﾎﾞｽﾀｰﾄｳｾｷｻﾞｲL 人工透析液 エイワイファーマ 2

限定薬品 注射薬 カイプロリス点滴静注用１０ｍｇ 瓶 4291433D1026 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ10mg カルフィルゾミブ 小野 2

限定薬品 注射薬 カイプロリス点滴静注用４０ｍｇ 瓶 4291433D2022 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ40mg カルフィルゾミブ 小野 2

限定薬品 注射薬 ガザイバ点滴静注１０００ｍｇ 瓶 4291444A1028 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｶﾞｻﾞｲﾊﾞﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ1000mg オビヌツズマブ（遺伝子組換え） 中外 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ガスター注射液２０ｍｇ 管 2325401A2027 2325 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 Ｈ２遮断剤 ｶﾞｽﾀｰﾁｭｳｼｬｴｷ20mg ファモチジン ＬＴＬ 1

限定薬品 注射薬 カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ 瓶 4291426D1026 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｶﾄﾞｻｲﾗﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ100mg トラスツズマブ　エムタンシン（遺伝子組換え） 中外 2

採用薬品　在庫有 注射薬 カドサイラ点滴静注用１６０ｍｇ 瓶 4291426D2022 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｶﾄﾞｻｲﾗﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ160mg トラスツズマブ　エムタンシン（遺伝子組換え） 中外 2

採用薬品　在庫無 注射薬 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ１０ｍＬ 筒 7290416G3028 7290i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他 ｶﾞﾄﾞﾋﾞｽﾄｼﾞｮｳﾁｭｳ1.0mol/Lｼﾘﾝｼﾞ10mL ガドブトロール バイエル 2

採用薬品　在庫無 注射薬 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ５ｍＬ 筒 7290416G1025 7290i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他 ｶﾞﾄﾞﾋﾞｽﾄｼﾞｮｳﾁｭｳ1.0mol/Lｼﾘﾝｼﾞ5mL ガドブトロール バイエル 2

採用薬品　在庫無 注射薬 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ７．５ｍＬ 筒 7290416G2021 7290i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他 ｶﾞﾄﾞﾋﾞｽﾄｼﾞｮｳﾁｭｳ1.0mol/Lｼﾘﾝｼﾞ7.5mL ガドブトロール バイエル 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「タカタ」 瓶 3999403D1310 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｶﾞﾍﾞｷｻｰﾄﾒｼﾙｻﾝｴﾝﾁｭｳｼｬﾖｳ100mgﾀｶﾀ ガベキサートメシル酸塩 高田 0

採用薬品　在庫有 注射薬 ガベキサートメシル酸塩注射用５００ｍｇ「タカタ」 瓶 3999403D2120 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｶﾞﾍﾞｷｻｰﾄﾒｼﾙｻﾝｴﾝﾁｭｳｼｬﾖｳ500mgﾀｶﾀ ガベキサートメシル酸塩 高田 0

限定薬品 注射薬 カルセド注射用２０ｍｇ 瓶 4235406D1020 4235 腫瘍用薬 抗腫瘍性抗生物質製剤 アントラサイクリン系抗生物質製剤 ｶﾙｾﾄﾞﾁｭｳｼｬﾖｳ20mg アムルビシン塩酸塩 大日本住友 2

限定薬品 注射薬 カルセド注射用５０ｍｇ 瓶 4235406D2026 4235 腫瘍用薬 抗腫瘍性抗生物質製剤 アントラサイクリン系抗生物質製剤 ｶﾙｾﾄﾞﾁｭｳｼｬﾖｳ50mg アムルビシン塩酸塩 大日本住友 2

採用薬品　在庫有 注射薬 カルチコール注射液８．５％５ｍＬ 管 3213400A2047 3213 滋養強壮薬 カルシウム剤 グルコン酸カルシウム製剤 ｶﾙﾁｺｰﾙﾁｭｳｼｬｴｷ8.5%5mL グルコン酸カルシウム水和物 日医工 2

採用薬品　在庫有 注射薬 カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「日医工」 瓶 4291403A2122 後発品 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝﾁｭｳｼｬｴｷ150mgﾆﾁｲｺｳ カルボプラチン 日医工 0

採用薬品　在庫有 注射薬 カルボプラチン注射液４５０ｍｇ「日医工」 瓶 4291403A3129 後発品 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝﾁｭｳｼｬｴｷ450mgﾆﾁｲｺｳ カルボプラチン 日医工 0

採用薬品　在庫有 注射薬 カルボプラチン注射液５０ｍｇ「日医工」 瓶 4291403A1126 後発品 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝﾁｭｳｼｬｴｷ50mgﾆﾁｲｺｳ カルボプラチン 日医工 0

採用薬品　在庫有 注射薬 ガンシクロビル点滴静注用５００ｍｇ「ファイザー」 瓶 6250402F1044 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ｶﾞﾝｼｸﾛﾋﾞﾙﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ500mgﾌｧｲｻﾞｰ ガンシクロビル マイラン 0

採用薬品　在庫有 注射薬 カンプト点滴静注１００ｍｇ 瓶 4240404A2047 4240 腫瘍用薬 抗腫瘍性植物成分製剤 その他 ｶﾝﾌﾟﾄﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ100mg イリノテカン塩酸塩水和物 ヤクルト 1

採用薬品　在庫有 注射薬 カンプト点滴静注４０ｍｇ 瓶 4240404A1040 4240 腫瘍用薬 抗腫瘍性植物成分製剤 その他 ｶﾝﾌﾟﾄﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ40mg イリノテカン塩酸塩水和物 ヤクルト 1

採用薬品　在庫有 注射薬 キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ 瓶 4291435A2025 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｷｲﾄﾙｰﾀﾞﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ100mg ペムブロリズマブ（遺伝子組換え） ＭＳＤ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 キシロカイン注ポリアンプ０．５％　１０ｍＬ 管 1214400A6059 1214 末梢神経系用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤 ｷｼﾛｶｲﾝﾁｭｳﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ0.5% リドカイン塩酸塩 サンドファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 キシロカイン注ポリアンプ１％　１０ｍＬ 管 1214400A8051 1214 末梢神経系用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤 ｷｼﾛｶｲﾝﾁｭｳﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1% リドカイン塩酸塩 サンドファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 キシロカイン注ポリアンプ２％　１０ｍＬ 管 1214400H1055 1214 末梢神経系用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤 ｷｼﾛｶｲﾝﾁｭｳﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ2% リドカイン塩酸塩 サンドファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 キシロカイン注射液「０．５％」エピレナミン（１：１００，０００）含有 ｍＬバイアル 1214400A1022 1214 末梢神経系用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤 ｷｼﾛｶｲﾝﾁｭｳｼｬｴｷ0.5%ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ1:100000ｶﾞﾝﾕｳ リドカイン塩酸塩・アドレナリン サンドファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１００，０００）含有 ｍＬバイアル 1214400A2029 1214 末梢神経系用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤 ｷｼﾛｶｲﾝﾁｭｳｼｬｴｷ1%ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ1:100000ｶﾞﾝﾕｳ リドカイン塩酸塩・アドレナリン サンドファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 キシロカイン注射液「２％」エピレナミン（１：８０，０００）含有 ｍＬバイアル 1214400A3025 1214 末梢神経系用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤 ｷｼﾛｶｲﾝﾁｭｳｼｬｴｷ2%ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ1:80000ｶﾞﾝﾕｳ リドカイン塩酸塩・アドレナリン サンドファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 キドミン輸液　２００ｍＬ 袋 3253414A1030 3253 滋養強壮薬 たん白アミノ酸製剤 混合アミノ酸製剤 ｷﾄﾞﾐﾝﾕｴｷ 腎不全用アミノ酸製剤 大塚工場 2

採用薬品　在庫無 注射薬 ギャバロン髄注０．００５％ 管 1249401A1022 1249i 末梢神経系用薬 鎮けい剤 その他 ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝｽﾞｲﾁｭｳ0.005% バクロフェン 第一三共 2

採用薬品　在庫無 注射薬 ギャバロン髄注０．０５％ 管 1249401A2029 1249i 末梢神経系用薬 鎮けい剤 その他 ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝｽﾞｲﾁｭｳ0.05% バクロフェン 第一三共 2

採用薬品　在庫無 注射薬 ギャバロン髄注０．２％ 管 1249401A3025 1249i 末梢神経系用薬 鎮けい剤 その他 ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝｽﾞｲﾁｭｳ0.2% バクロフェン 第一三共 2

採用薬品　在庫有 注射薬 キュビシン静注用３５０ｍｇ 瓶 6119402D1021 6119i 抗生物質製剤 主としてグラム陽性菌に作用するもの その他 ｷｭﾋﾞｼﾝｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ350mg ダプトマイシン ＭＳＤ 2

限定薬品 注射薬 キロサイドＮ注１ｇ 瓶 4224401A7025 4224 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 シトシン系製剤 ｷﾛｻｲﾄﾞNﾁｭｳ1g シタラビン 日本新薬 1

限定薬品 注射薬 キロサイド注２００ｍｇ 管 4224401A5030 4224 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 シトシン系製剤 ｷﾛｻｲﾄﾞﾁｭｳ200mg シタラビン 日本新薬 2

限定薬品 注射薬 キロサイド注２０ｍｇ 管 4224401A1035 4224 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 シトシン系製剤 ｷﾛｻｲﾄﾞﾁｭｳ20mg シタラビン 日本新薬 2

限定薬品 注射薬 キロサイド注４０ｍｇ 管 4224401A2031 4224 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 シトシン系製剤 ｷﾛｻｲﾄﾞﾁｭｳ40mg シタラビン 日本新薬 2

限定薬品 注射薬 キロサイド注６０ｍｇ 管 4224401A3038 4224 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 シトシン系製剤 ｷﾛｻｲﾄﾞﾁｭｳ60mg シタラビン 日本新薬 2

採用薬品　在庫有 注射薬 キンダリー透析剤ＡＦ２号　６Ｌ（炭酸水素ナトリウム液付） 瓶 3410520A5032 3410J 人工透析用薬 人工腎臓透析用剤 配合剤 ｷﾝﾀﾞﾘｰﾄｳｾｷｻﾞｲAF2ｺﾞｳ 人工透析液 扶桑 2

限定薬品 注射薬 キンダリー透析剤ＡＦ３号　６Ｌ（炭酸水素ナトリウム液付） 瓶 3410523A4030 3410J 人工透析用薬 人工腎臓透析用剤 配合剤 ｷﾝﾀﾞﾘｰﾄｳｾｷｻﾞｲAF3ｺﾞｳ 人工透析液 扶桑 2

採用薬品　在庫有 注射薬 グラニセトロン静注液１ｍｇ「サワイ」 管 2391400A3130 後発品 2391 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 鎮吐剤 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ1mgｻﾜｲ グラニセトロン塩酸塩 メディサ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 クラフォラン注射用０．５ｇ 瓶 6132409D1050 6132 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤 ｸﾗﾌｫﾗﾝﾁｭｳｼｬﾖｳ0.5g セフォタキシムナトリウム サノフィ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 クリアクター静注用８０万 瓶 3959407D2034 3959i その他の代謝性医薬品 酵素製剤 その他 ｸﾘｱｸﾀｰｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ80ﾏﾝ モンテプラーゼ（遺伝子組換え） エーザイ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 グリセレブ配合点滴静注　２００ｍＬ 袋 2190501A4114 後発品 2190J 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 配合剤 ｸﾞﾘｾﾚﾌﾞﾊｲｺﾞｳﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ 濃グリセリン・果糖 テルモ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ「ＮＰ」 管 6112401A2182 6112 抗生物質製剤 主としてグラム陽性菌に作用するもの リンコマイシン系抗生物質製剤 ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝｻﾝｴｽﾃﾙﾁｭｳｼｬｴｷ600mgNP クリンダマイシンリン酸エステル ニプロ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ 瓶 7229402D1036 7229i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） 機能検査用試薬 その他 ｸﾞﾙｶｺﾞﾝGﾉﾎﾞﾁｭｳｼｬﾖｳ1mg グルカゴン（遺伝子組換え） ノボ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 グルトパ注２４００万 瓶 3959402D3038 3959i その他の代謝性医薬品 酵素製剤 その他 ｸﾞﾙﾄﾊﾟﾁｭｳ2400ﾏﾝ アルテプラーゼ（遺伝子組換え） 田辺三菱 2

採用薬品　在庫有 注射薬 グルトパ注６００万 瓶 3959402D1035 3959i その他の代謝性医薬品 酵素製剤 その他 ｸﾞﾙﾄﾊﾟﾁｭｳ600ﾏﾝ アルテプラーゼ（遺伝子組換え） 田辺三菱 2

限定薬品 注射薬 クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ 筒 3334406G1020 3334 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 ヘパリン製剤 ｸﾚｷｻﾝﾋｶﾁｭｳｷｯﾄ2000IU エノキサパリンナトリウム サノフィ 2

限定薬品 注射薬 グロウジェクト皮下注１２ｍｇ 筒 2412402A5036 2412 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 脳下垂体ホルモン剤 脳下垂体前葉ホルモン製剤 ｸﾞﾛｳｼﾞｪｸﾄﾋｶﾁｭｳ12mg ソマトロピン（遺伝子組換え） ＪＣＲ 2

限定薬品 注射薬 グロブリン筋注４５０ｍｇ／３ｍＬ「ＪＢ」 ｍＬ 6343412X1168 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝｷﾝﾁｭｳ450mg/3mLJB 人免疫グロブリン 日本血液製剤機構 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ケイセントラ静注用１０００ 瓶 6343449D2020 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ｹｲｾﾝﾄﾗｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ1000 乾燥濃縮人プロトロンビン複合体 ＣＳＬベーリング 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ケイセントラ静注用５００ 瓶 6343449D1024 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ｹｲｾﾝﾄﾗｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ500 乾燥濃縮人プロトロンビン複合体 ＣＳＬベーリング 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ケイツーＮ静注１０ｍｇ 管 3160401A6041 3160 ビタミン剤 ビタミンＫ剤 ビタミンＫ製剤 ｹｲﾂｰNｼﾞｮｳﾁｭｳ10mg メナテトレノン エーザイ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ケタラール静注用２００ｍｇ 瓶 1119400A1031 1119i 中枢神経系用薬 全身麻酔剤 その他 ｹﾀﾗｰﾙｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ200mg ケタミン塩酸塩 第一三共プロファーマ 2

限定薬品 注射薬 ケタラール静注用５０ｍｇ 管 1119400A3026 1119i 中枢神経系用薬 全身麻酔剤 その他 ｹﾀﾗｰﾙｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ50mg ケタミン塩酸塩 第一三共プロファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ 瓶 2454402A3033 2454 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 ｹﾅｺﾙﾄAｷﾝﾁｭｳﾖｳｶﾝｾﾂｸｳﾅｲﾖｳｽｲｹﾝﾁｭｳ40mg/1mL トリアムシノロンアセトニド ＢＭＳ 2

限定薬品 注射薬 ケブザラ皮下注１５０ｍｇシリンジ 筒 3999444G1022 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｹﾌﾞｻﾞﾗﾋｶﾁｭｳ150mgｼﾘﾝｼﾞ サリルマブ（遺伝子組換え） サノフィ 2

限定薬品 注射薬 ケブザラ皮下注２００ｍｇオートインジェクター キット 3999444G4021 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｹﾌﾞｻﾞﾗﾋｶﾁｭｳ200mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ サリルマブ（遺伝子組換え） サノフィ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクルト」 瓶 4224403D2061 後発品 4224 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 シトシン系製剤 ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ1gﾔｸﾙﾄ ゲムシタビン塩酸塩 高田 0

採用薬品　在庫有 注射薬 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ヤクルト」 瓶 4224403D1065 後発品 4224 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 シトシン系製剤 ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ200mgﾔｸﾙﾄ ゲムシタビン塩酸塩 高田 0

採用薬品　在庫有 注射薬 ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０ｍｇ「日医工」 管 6134407A3094 6134 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの アミノ糖系抗生物質製剤 ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝﾘｭｳｻﾝｴﾝﾁｭｳｼｬｴｷ60mgﾆﾁｲｺｳ ゲンタマイシン硫酸塩 日医工 2

限定薬品 注射薬 コアベータ静注用１２．５ｍｇ 瓶 2123404D2021 2123 循環器官用薬 不整脈用剤 β－遮断剤 ｺｱﾍﾞｰﾀｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ12.5mg ランジオロール塩酸塩 小野 2

限定薬品 注射薬 コートロシンＺ筋注０．５ｍｇ 瓶 2411401A3023 2411 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 脳下垂体ホルモン剤 ＡＣＴＨ製剤 ｺｰﾄﾛｼﾝZｷﾝﾁｭｳ0.5mg テトラコサクチド酢酸塩 アルフレッサファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 コートロシン注射用０．２５ｍｇ　（溶解液付） 瓶 2411400D2029 2411 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 脳下垂体ホルモン剤 ＡＣＴＨ製剤 ｺｰﾄﾛｼﾝﾁｭｳｼｬﾖｳ0.25mg テトラコサクチド酢酸塩 アルフレッサファーマ 2

限定薬品 注射薬 コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン キット 3999439G2028 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｺｾﾝﾃｨｸｽﾋｶﾁｭｳ150mgﾍﾟﾝ セクキヌマブ（遺伝子組換え） ノバルティス 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ　（溶解液付） 瓶 2499412D4023 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ｺﾞﾅｯｸｽﾋｶﾁｭｳﾖｳ120mg デガレリクス酢酸塩 アステラス 2

限定薬品 注射薬 ゴナックス皮下注用２４０ｍｇ 瓶 2499412D5020 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ｺﾞﾅｯｸｽﾋｶﾁｭｳﾖｳ240mg デガレリクス酢酸塩 アステラス 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ゴナックス皮下注用８０ｍｇ　（溶解液付） 瓶 2499412D3027 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ｺﾞﾅｯｸｽﾋｶﾁｭｳﾖｳ80mg デガレリクス酢酸塩 アステラス 2

限定薬品 注射薬 コパキソン皮下注２０ｍｇシリンジ 筒 3999440G1024 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｺﾊﾟｷｿﾝﾋｶﾁｭｳ20mgｼﾘﾝｼﾞ グラチラマー酢酸塩 武田 2

限定薬品 注射薬 コラテジェン筋注用４ｍｇ 瓶 4900403X1025 4900 その他の組織細胞機能用医薬品 その他の組織細胞機能用医薬品 その他の組織細胞機能用医薬品 ｺﾗﾃｼﾞｪﾝｷﾝﾁｭｳﾖｳ4mg ベペルミノゲン　ペルプラスミド アンジェス 2

限定薬品 注射薬 コントミン筋注１０ｍｇ 管 1171400A1040 1171 中枢神経系用薬 精神神経用剤 クロルプロマジン製剤 ｺﾝﾄﾐﾝｷﾝﾁｭｳ10mg クロルプロマジン塩酸塩 田辺三菱 2

限定薬品 注射薬 コンファクトＦ注射用１０００ 瓶 6343406X8094 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ｺﾝﾌｧｸﾄFﾁｭｳｼｬﾖｳ1000 乾燥濃縮人血液凝固第ＶＩＩＩ因子 ＫＭバイオロジクス 2

限定薬品 注射薬 サーバリックス 筒 631340QG1022 6313 生物学的製剤 ワクチン類 ウイルスワクチン類 ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 組換え沈降２価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン ＧＳＫ 2

限定薬品 注射薬 ザイボックス注射液６００ｍｇ 袋 6249401A1025 6249i 化学療法剤 合成抗菌剤 その他 ｻﾞｲﾎﾞｯｸｽﾁｭｳｼｬｴｷ600mg リネゾリド ファイザー 1

限定薬品 注射薬 サイモグロブリン点滴静注用２５ｍｇ 瓶 6399423F1026 6399i 生物学的製剤 その他の生物学的製剤 その他 ｻｲﾓｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ25mg 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン サノフィ 2

限定薬品 注射薬 ザイヤフレックス注射用 瓶 2900401D1020 2900i その他の個々の器官系用医薬品 その他の個々の器官系用医薬品 その他 ｻﾞｲﾔﾌﾚｯｸｽﾁｭｳｼｬﾖｳ コラゲナーゼ（クロストリジウム　ヒストリチクム） 旭化成ファーマ 2

採用薬品　在庫無 注射薬 サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ 瓶 4291429A1023 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｻｲﾗﾑｻﾞﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ100mg ラムシルマブ（遺伝子組換え） リリー 2

採用薬品　在庫有 注射薬 サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ 瓶 4291429A2020 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｻｲﾗﾑｻﾞﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ500mg ラムシルマブ（遺伝子組換え） リリー 2

採用薬品　在庫有 注射薬 サイレース静注２ｍｇ 管 1124400A1058 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ｻｲﾚｰｽｼﾞｮｳﾁｭｳ2mg フルニトラゼパム エーザイ 2

限定薬品 注射薬 ザノサー点滴静注用１ｇ 瓶 4219406D1026 4219i 腫瘍用薬 アルキル化剤 その他 ｻﾞﾉｻｰﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ1g ストレプトゾシン ノーベル 2

限定薬品 注射薬 サビーン点滴静注用５００ｍｇ 瓶 3929410D1022 3929i その他の代謝性医薬品 解毒剤 その他 ｻﾋﾞｰﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ500mg デクスラゾキサン キッセイ 2

限定薬品 注射薬 サフネロー点滴静注３００ｍｇ 瓶 3999462A1028 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｻﾌﾈﾛｰﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ300mg アニフロルマブ（遺伝子組換え） アストラゼネカ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 サブパック血液ろ過用補充液－Ｂｉ　２０２０ｍＬ キット 3410534G2038 後発品 3410J 人工透析用薬 人工腎臓透析用剤 配合剤 ｻﾌﾞﾊﾟｯｸｹﾂｴｷﾛｶﾖｳﾎｼﾞｭｳｴｷBi 人工透析液 ニプロ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 サム点滴静注セット 管 3399400X1035 3399i 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 その他 ｻﾑﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳｾｯﾄ トロメタモール 大塚工場 2

限定薬品 注射薬 ザルトラップ点滴静注１００ｍｇ 瓶 4291436A1023 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｻﾞﾙﾄﾗｯﾌﾟﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ100mg アフリベルセプト　ベータ（遺伝子組換え） サノフィ 2

限定薬品 注射薬 ザルトラップ点滴静注２００ｍｇ 瓶 4291436A2020 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｻﾞﾙﾄﾗｯﾌﾟﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ200mg アフリベルセプト　ベータ（遺伝子組換え） サノフィ 2

限定薬品 注射薬 サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット２０ｍｇ キット 2499403G2028 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ｻﾝﾄﾞｽﾀﾁﾝLARｷﾝﾁｭｳﾖｳｷｯﾄ20mg オクトレオチド酢酸塩 ノバルティス 2

限定薬品 注射薬 サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット３０ｍｇ キット 2499403G3024 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ｻﾝﾄﾞｽﾀﾁﾝLARｷﾝﾁｭｳﾖｳｷｯﾄ30mg オクトレオチド酢酸塩 ノバルティス 2

限定薬品 注射薬 サンラビン点滴静注用１５０ｍｇ 瓶 4224402D1036 4224 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 シトシン系製剤 ｻﾝﾗﾋﾞﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ150mg エノシタビン 旭化成ファーマ 2

限定薬品 注射薬 サンラビン点滴静注用２００ｍｇ 瓶 4224402D2032 4224 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 シトシン系製剤 ｻﾝﾗﾋﾞﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ200mg エノシタビン 旭化成ファーマ 2

限定薬品 注射薬 サンラビン点滴静注用２５０ｍｇ 瓶 4224402D3039 4224 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 シトシン系製剤 ｻﾝﾗﾋﾞﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ250mg エノシタビン 旭化成ファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 サンリズム注射液５０ 管 2129408A1020 2129i 循環器官用薬 不整脈用剤 その他 ｻﾝﾘｽﾞﾑﾁｭｳｼｬｴｷ50 ピルシカイニド塩酸塩水和物 第一三共 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ 瓶 7224400A1034 7224 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） 機能検査用試薬 肝機能検査用試薬 ｼﾞｱｸﾞﾉｸﾞﾘｰﾝﾁｭｳｼｬﾖｳ25mg インドシアニングリーン 第一三共 2

限定薬品 注射薬 シアノコバラミン注射液１ｍｇ「日医工」 管 3136402A3190 3136 ビタミン剤 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く） ビタミンＢ１２剤 ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝﾁｭｳｼｬｴｷ1mgﾆﾁｲｺｳ シアノコバラミン 日医工 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ 筒 3399410G1020 3399i 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 その他 ｼﾞｰﾗｽﾀﾋｶﾁｭｳ3.6mg ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え） 協和キリン 2

採用薬品　在庫無 注射薬 ジェービックＶ 瓶（溶解液付） 631340ND1022 6313 生物学的製剤 ワクチン類 ウイルスワクチン類 ｼﾞｪｰﾋﾞｯｸV 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン 阪大微研 2

限定薬品 注射薬 ジェノトロピンゴークイック注用１２ｍｇ キット 2412402P5020 2412 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 脳下垂体ホルモン剤 脳下垂体前葉ホルモン製剤 ｼﾞｪﾉﾄﾛﾋﾟﾝｺﾞｰｸｲｯｸﾁｭｳﾖｳ12mg ソマトロピン（遺伝子組換え） ファイザー 1

限定薬品 注射薬 ジェノトロピンゴークイック注用５．３ｍｇ キット 2412402P4024 2412 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 脳下垂体ホルモン剤 脳下垂体前葉ホルモン製剤 ｼﾞｪﾉﾄﾛﾋﾟﾝｺﾞｰｸｲｯｸﾁｭｳﾖｳ5.3mg ソマトロピン（遺伝子組換え） ファイザー 1

限定薬品 注射薬 ジェブタナ点滴静注６０ｍｇ 瓶 4240410A1020 4240 腫瘍用薬 抗腫瘍性植物成分製剤 その他 ｼﾞｪﾌﾞﾀﾅﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ60mg カバジタキセルアセトン付加物 サノフィ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 シグマート注１２ｍｇ 瓶 2171406D2028 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ｼｸﾞﾏｰﾄﾁｭｳ12mg ニコランジル 中外 1

採用薬品　在庫有 注射薬 ジゴシン注０．２５ｍｇ 管 2113400A1032 2113 循環器官用薬 強心剤 ジギタリス製剤 ｼﾞｺﾞｼﾝﾁｭｳ0.25mg ジゴキシン 太陽ファルマ 2

採用薬品　在庫無 注射薬 シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」 瓶 4291401A1070 後発品 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝﾁｭｳ10mgﾆﾁｲｺｳ シスプラチン 日医工 0

採用薬品　在庫無 注射薬 シスプラチン注２５ｍｇ「日医工」 瓶 4291401A2069 後発品 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝﾁｭｳ25mgﾆﾁｲｺｳ シスプラチン 日医工 0

採用薬品　在庫有 注射薬 シスプラチン注５０ｍｇ「日医工」 瓶 4291401A3073 後発品 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝﾁｭｳ50mgﾆﾁｲｺｳ シスプラチン 日医工 0

限定薬品 注射薬 ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ 瓶 6149400D1021 6149i 抗生物質製剤 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの その他 ｼﾞｽﾛﾏｯｸﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ500mg アジスロマイシン水和物 ファイザー 2

限定薬品 注射薬 シナジス筋注液１００ｍｇ 瓶 6250404A2026 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ｼﾅｼﾞｽｷﾝﾁｭｳｴｷ100mg パリビズマブ（遺伝子組換え） アストラゼネカ 2

限定薬品 注射薬 シナジス筋注液５０ｍｇ 瓶 6250404A1020 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ｼﾅｼﾞｽｷﾝﾁｭｳｴｷ50mg パリビズマブ（遺伝子組換え） アストラゼネカ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ジノプロスト注射液１０００μｇ「Ｆ」 管 2499401A2093 後発品 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ｼﾞﾉﾌﾟﾛｽﾄﾁｭｳｼｬｴｷ1000ﾏｲｸﾛgF ジノプロスト 富士製薬 0

限定薬品 注射薬 ジフォルタ注射液２０ｍｇ 瓶 4229404A1027 4229i 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 その他 ｼﾞﾌｫﾙﾀﾁｭｳｼｬｴｷ20mg プララトレキサート ムンディファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 シプロフロキサシン点滴静注２００ｍｇ／１００ｍＬ「明治」 袋 6241400A4099 後発品 6241 化学療法剤 合成抗菌剤 ピリドンカルボン酸系製剤 ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ200mg/100mLﾒｲｼﾞ シプロフロキサシン ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 0

限定薬品 注射薬 シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス キット 3999437G2029 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｼﾑｼﾞｱﾋｶﾁｭｳ200mgｵｰﾄｸﾘｯｸｽ セルトリズマブ　ペゴル（遺伝子組換え） ＵＣＢ 2

限定薬品 注射薬 シムジア皮下注２００ｍｇシリンジ 筒 3999437G1022 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｼﾑｼﾞｱﾋｶﾁｭｳ200mgｼﾘﾝｼﾞ セルトリズマブ　ペゴル（遺伝子組換え） ＵＣＢ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ジルチアゼム塩酸塩静注用１０ｍｇ「日医工」 管 2171405D1051 後発品 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ10mgﾆﾁｲｺｳ ジルチアゼム塩酸塩 日医工ファーマ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 ジルチアゼム塩酸塩静注用５０ｍｇ「日医工」 管 2171405D2066 後発品 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ50mgﾆﾁｲｺｳ ジルチアゼム塩酸塩 日医工ファーマ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 シングリックス筋注用 瓶（溶解液付） 631341BE1028 6313 生物学的製剤 ワクチン類 ウイルスワクチン類 ｼﾝｸﾞﾘｯｸｽｷﾝﾁｭｳﾖｳ 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン（チャイニーズハムスター卵巣細胞由来） ＧＳＫ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 シンビット静注用５０ｍｇ 瓶 2129407D1030 2129i 循環器官用薬 不整脈用剤 その他 ｼﾝﾋﾞｯﾄｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ50mg ニフェカラント塩酸塩 トーアエイヨー 2

限定薬品 注射薬 シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクター キット 3999433G2020 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｼﾝﾎﾟﾆｰﾋｶﾁｭｳ50mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ ゴリムマブ（遺伝子組換え） ヤンセン 2

限定薬品 注射薬 シンポニー皮下注５０ｍｇシリンジ 筒 3999433G1024 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｼﾝﾎﾟﾆｰﾋｶﾁｭｳ50mgｼﾘﾝｼﾞ ゴリムマブ（遺伝子組換え） ヤンセン 2

採用薬品　在庫有 注射薬 スキサメトニウム注４０「マルイシ」 管 1224400A2050 1224 末梢神経系用薬 骨格筋弛緩剤 コリン系製剤 ｽｷｻﾒﾄﾆｳﾑﾁｭｳ40ﾏﾙｲｼ スキサメトニウム塩化物 丸石 2

限定薬品 注射薬 スキリージ皮下注１５０ｍｇペン１ｍＬ キット 3999450G3020 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｽｷﾘｰｼﾞﾋｶﾁｭｳ150mgﾍﾟﾝ1mL リサンキズマブ（遺伝子組換え） アッヴィ 2

限定薬品 注射薬 スキリージ皮下注７５ｍｇシリンジ０．８３ｍＬ 筒 3999450G1028 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｽｷﾘｰｼﾞﾋｶﾁｭｳ75mgｼﾘﾝｼﾞ0.83mL リサンキズマブ（遺伝子組換え） アッヴィ 2

限定薬品 注射薬 ステラーラ点滴静注１３０ｍｇ 瓶 3999431A1022 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｽﾃﾗｰﾗﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ130mg ウステキヌマブ（遺伝子組換え） ヤンセン 2

限定薬品 注射薬 ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ 筒 3999431G1025 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｽﾃﾗｰﾗﾋｶﾁｭｳ45mgｼﾘﾝｼﾞ ウステキヌマブ（遺伝子組換え） ヤンセン 2

採用薬品　在庫有 注射薬 スルバシリン静注用１．５ｇ 瓶 6139504F2088 後発品 6139J 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 配合剤 ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ1.5g アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 0

限定薬品 注射薬 スルピリン注射液２５０ｍｇ「日医工」 管 1144400A2197 1144 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 ピラゾロン系製剤 ｽﾙﾋﾟﾘﾝﾁｭｳｼｬｴｷ250mgﾆﾁｲｺｳ スルピリン 日医工 2

採用薬品　在庫有 注射薬 スルペラゾン静注用１ｇ 瓶 6139500F2020 6139J 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 配合剤 ｽﾙﾍﾟﾗｿﾞﾝｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ1g セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム ファイザー 1

限定薬品 注射薬 ゼオマイン筋注用１００単位 瓶 1229407E2025 1229i 末梢神経系用薬 骨格筋弛緩剤 その他 ｾﾞｵﾏｲﾝｷﾝﾁｭｳﾖｳ100ﾀﾝｲ インコボツリヌストキシンＡ 帝人ファーマ 2

限定薬品 注射薬 ゼオマイン筋注用２００単位 瓶 1229407E3021 1229i 末梢神経系用薬 骨格筋弛緩剤 その他 ｾﾞｵﾏｲﾝｷﾝﾁｭｳﾖｳ200ﾀﾝｲ インコボツリヌストキシンＡ 帝人ファーマ 2

限定薬品 注射薬 ゼオマイン筋注用５０単位 瓶 1229407E1029 1229i 末梢神経系用薬 骨格筋弛緩剤 その他 ｾﾞｵﾏｲﾝｷﾝﾁｭｳﾖｳ50ﾀﾝｲ インコボツリヌストキシンＡ 帝人ファーマ 2

限定薬品 注射薬 ゼビュディ点滴静注液５００ｍｇ 瓶 62504A4A1023 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ｾﾞﾋﾞｭﾃﾞｨﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ500mg ソトロビマブ（遺伝子組換え） ＧＳＫ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 セファゾリンＮａ注射用１ｇ「ＮＰ」 瓶 6132401D3200 後発品 6132 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤 ｾﾌｧｿﾞﾘﾝNaﾁｭｳｼｬﾖｳ1gNP セファゾリンナトリウム ニプロ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 セファランチン注１０ｍｇ 管 2900400A2034 2900i その他の個々の器官系用医薬品 その他の個々の器官系用医薬品 その他 ｾﾌｧﾗﾝﾁﾝﾁｭｳ10mg セファランチン メディサ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」 瓶 6132425D2039 後発品 6132 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤 ｾﾌｪﾋﾟﾑｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ1gｻﾝﾄﾞ セフェピム塩酸塩水和物 サンド 0

採用薬品　在庫有 注射薬 セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「ＮＰ」 瓶 6132400F3192 後発品 6132 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤 ｾﾌｫﾁｱﾑｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ1gNP セフォチアム塩酸塩 ニプロ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 瓶 6132418F2129 後発品 6132 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤 ｾﾌﾀｼﾞｼﾞﾑｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ1gﾏｲﾗﾝ セフタジジム水和物 マイラン 0

採用薬品　在庫有 注射薬 セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日医工」 瓶 6132419F2140 後発品 6132 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤 ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ1gﾆﾁｲｺｳ セフトリアキソンナトリウム水和物 日医工 0

採用薬品　在庫有 注射薬 セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 瓶 6132408F3130 6132 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの セフェム系抗生物質製剤 ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙNaｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ1gNP セフメタゾールナトリウム ニプロ 2

限定薬品 注射薬 ゼプリオン水懸筋注１００ｍｇシリンジ キット 1179409G4024 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｾﾞﾌﾟﾘｵﾝｽｲｹﾝｷﾝﾁｭｳ100mgｼﾘﾝｼﾞ パリペリドンパルミチン酸エステル ヤンセン 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ゼプリオン水懸筋注１５０ｍｇシリンジ キット 1179409G5020 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ｾﾞﾌﾟﾘｵﾝｽｲｹﾝｷﾝﾁｭｳ150mgｼﾘﾝｼﾞ パリペリドンパルミチン酸エステル ヤンセン 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ソセゴン注射液１５ｍｇ 管 1149401A1027 1149i 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他 ｿｾｺﾞﾝﾁｭｳｼｬｴｷ15mg ペンタゾシン 丸石 1

限定薬品 注射薬 ソナゾイド注射用１６μＬ 瓶 7290414D1038 7290i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他 ｿﾅｿﾞｲﾄﾞﾁｭｳｼｬﾖｳ16ﾏｲｸﾛL ペルフルブタン ＧＥヘルスケア 2

限定薬品 注射薬 ソマチュリン皮下注９０ｍｇ 筒 2499413G2021 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ｿﾏﾁｭﾘﾝﾋｶﾁｭｳ90mg ランレオチド酢酸塩 帝人ファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ゾラデックス１．８ｍｇデポ 筒 2499406G2021 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ｿﾞﾗﾃﾞｯｸｽ1.8mgﾃﾞﾎﾟ ゴセレリン酢酸塩 アストラゼネカ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ゾラデックス３．６ｍｇデポ 筒 2499406G1025 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ｿﾞﾗﾃﾞｯｸｽ3.6mgﾃﾞﾎﾟ ゴセレリン酢酸塩 アストラゼネカ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ 筒 2499406G3028 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ｿﾞﾗﾃﾞｯｸｽLA10.8mgﾃﾞﾎﾟ ゴセレリン酢酸塩 アストラゼネカ 2

限定薬品 注射薬 ソリクア配合注ソロスター キット 3969501G1023 3969J その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 配合剤 ｿﾘｸｱﾊｲｺﾞｳﾁｭｳｿﾛｽﾀｰ インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）・リキシセナチド サノフィ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ソリタ－Ｔ２号輸液　５００ｍＬ 袋 3319531A4026 3319L 血液・体液用薬 血液代用剤 乳酸ナトリウム・無機塩類・糖類剤 ｿﾘﾀT2ｺﾞｳﾕｴｷ 脱水補給液 エイワイファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ソリタ－Ｔ４号輸液　５００ｍＬ 袋 3319524A4026 3319L 血液・体液用薬 血液代用剤 乳酸ナトリウム・無機塩類・糖類剤 ｿﾘﾀT4ｺﾞｳﾕｴｷ 術後回復液 エイワイファーマ 2

限定薬品 注射薬 ソル・メドロール静注用１０００ｍｇ 瓶 2456400D4074 2456 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 プレドニゾロン系製剤 ｿﾙﾒﾄﾞﾛｰﾙｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ1000mg メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム ファイザー 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ 瓶 2456400D2098 2456 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 プレドニゾロン系製剤 ｿﾙﾒﾄﾞﾛｰﾙｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ125mg メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム ファイザー 2

限定薬品 注射薬 ソル・メドロール静注用５００ｍｇ 瓶 2456400D3094 2456 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 プレドニゾロン系製剤 ｿﾙﾒﾄﾞﾛｰﾙｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ500mg メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム ファイザー 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ソルアセトＤ輸液　５００ｍＬ 袋 3319551A4074 3319M 血液・体液用薬 血液代用剤 リンゲル製剤 ｿﾙｱｾﾄDﾕｴｷ 酢酸リンゲル液（ブドウ糖加） テルモ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ソルアセトＦ輸液　５００ｍＬ 袋 3319557A2036 3319M 血液・体液用薬 血液代用剤 リンゲル製剤 ｿﾙｱｾﾄFﾕｴｷ 酢酸リンゲル液 テルモ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ソルダクトン静注用１００ｍｇ 管 2133400D1082 2133 循環器官用薬 利尿剤 抗アルドステロン製剤 ｿﾙﾀﾞｸﾄﾝｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ100mg カンレノ酸カリウム ファイザー 1

採用薬品　在庫有 注射薬 ソルデム１輸液　２００ｍＬ 袋 3319500A5060 3319J 血液・体液用薬 血液代用剤 塩化ナトリウム・ブドウ糖剤 ｿﾙﾃﾞﾑ1ﾕｴｷ 開始液 テルモ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ソルデム１輸液　５００ｍＬ 袋 3319500A3067 3319J 血液・体液用薬 血液代用剤 塩化ナトリウム・ブドウ糖剤 ｿﾙﾃﾞﾑ1ﾕｴｷ 開始液 テルモ 2

限定薬品 注射薬 ゾルトファイ配合注フレックスタッチ キット 3969500G1029 3969J その他の代謝性医薬品 糖尿病用剤 配合剤 ｿﾞﾙﾄﾌｧｲﾊｲｺﾞｳﾁｭｳﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ インスリン　デグルデク（遺伝子組換え）・リラグルチド（遺伝子組換え） ノボ 2

限定薬品 注射薬 ソルラクト輸液　１Ｌ 袋 3319534A6120 3319M 血液・体液用薬 血液代用剤 リンゲル製剤 ｿﾙﾗｸﾄﾕｴｷ 乳酸リンゲル液 テルモ 2

限定薬品 注射薬 ゾレア皮下注１５０ｍｇシリンジ 筒 2290400G2028 2290i 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 その他 ｿﾞﾚｱﾋｶﾁｭｳ150mgｼﾘﾝｼﾞ オマリズマブ（遺伝子組換え） ノバルティス 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「トーワ」 袋 3999423A3047 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ｿﾞﾚﾄﾞﾛﾝｻﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ4mg/100mLﾊﾞｯｸﾞﾄｰﾜ ゾレドロン酸水和物 東和薬品 0

限定薬品 注射薬 ダイアモックス注射用５００ｍｇ 瓶 2134400D1039 2134 循環器官用薬 利尿剤 炭酸脱水酵素阻害剤 ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽﾁｭｳｼｬﾖｳ500mg アセタゾラミドナトリウム 三和化学 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ダイメジン・マルチ注 瓶 3179515F1030 後発品 3179N ビタミン剤 混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く） 総合ビタミン剤 ﾀﾞｲﾒｼﾞﾝﾏﾙﾁﾁｭｳ 高カロリー輸液用総合ビタミン剤 日医工ファーマ 0

限定薬品 注射薬 ダウノマイシン静注用２０ｍｇ 瓶 4235401D1035 4235 腫瘍用薬 抗腫瘍性抗生物質製剤 アントラサイクリン系抗生物質製剤 ﾀﾞｳﾉﾏｲｼﾝｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ20mg ダウノルビシン塩酸塩 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 2

限定薬品 注射薬 ダカルバジン注用１００ 瓶 4219401D1031 4219i 腫瘍用薬 アルキル化剤 その他 ﾀﾞｶﾙﾊﾞｼﾞﾝﾁｭｳﾖｳ100 ダカルバジン サンドファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 タケプロン静注用３０ｍｇ 瓶 2329404F1020 2329i 消化器官用薬 消化性潰瘍用剤 その他 ﾀｹﾌﾟﾛﾝｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ30mg ランソプラゾール 武田テバ薬品 2

採用薬品　在庫有 注射薬 タゾピペ配合静注用２．２５「ニプロ」 瓶 6139505F3100 後発品 6139J 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 配合剤 ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ2.25ﾆﾌﾟﾛ タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム ニプロ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」 瓶 6139505F4107 後発品 6139J 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 配合剤 ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟﾊｲｺﾞｳｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ4.5ﾆﾌﾟﾛ タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム ニプロ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 タチオン注射用２００ｍｇ 管 3922400D3128 3922 その他の代謝性医薬品 解毒剤 グルタチオン製剤 ﾀﾁｵﾝﾁｭｳｼｬﾖｳ200mg グルタチオン 長生堂 2

限定薬品 注射薬 ダラキューロ配合皮下注 瓶 4291500A1023 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ダラツムマブ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼ　アルファ（遺伝子組換え） ヤンセン 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ダラザレックス点滴静注１００ｍｇ 瓶 4291437A1028 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ100mg ダラツムマブ（遺伝子組換え） ヤンセン 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ダラザレックス点滴静注４００ｍｇ 瓶 4291437A2024 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ400mg ダラツムマブ（遺伝子組換え） ヤンセン 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ダルベポエチン　アルファ注１２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 筒 3999425U2038 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧﾁｭｳ120ﾏｲｸﾛgｼﾘﾝｼﾞKKF ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 協和キリンフロンティア 0

採用薬品　在庫有 注射薬 ダルベポエチン　アルファ注２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 筒 3999425S7039 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧﾁｭｳ20ﾏｲｸﾛgｼﾘﾝｼﾞKKF ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 協和キリンフロンティア 0

採用薬品　在庫有 注射薬 ダルベポエチン　アルファ注３０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 筒 3999425S8035 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧﾁｭｳ30ﾏｲｸﾛgｼﾘﾝｼﾞKKF ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 協和キリンフロンティア 0

採用薬品　在庫有 注射薬 ダルベポエチン　アルファ注４０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 筒 3999425S9031 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧﾁｭｳ40ﾏｲｸﾛgｼﾘﾝｼﾞKKF ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 協和キリンフロンティア 0
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採用薬品　在庫有 注射薬 ダルベポエチン　アルファ注６０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 筒 3999425U1031 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧﾁｭｳ60ﾏｲｸﾛgｼﾘﾝｼﾞKKF ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 協和キリンフロンティア 0

採用薬品　在庫有 注射薬 ダントリウム静注用２０ｍｇ 瓶 1229402D1039 1229i 末梢神経系用薬 骨格筋弛緩剤 その他 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ20mg ダントロレンナトリウム水和物 オーファンパシフィック 2

限定薬品 注射薬 チエナム点滴静注用０．５ｇ 瓶 6139501D2105 6139J 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 配合剤 ﾁｴﾅﾑﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ0.5g イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム ＭＳＤ 1

限定薬品 注射薬 チラーヂンＳ静注液２００μｇ 管 2431400A1029 2431 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 甲状腺ホルモン製剤 ﾁﾗｰﾁﾞﾝSｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ200ﾏｲｸﾛg レボチロキシンナトリウム水和物 あすか製薬 2

採用薬品　在庫有 注射薬 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「日医工」 瓶 6119401D1051 後発品 6119i 抗生物質製剤 主としてグラム陽性菌に作用するもの その他 ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ200mgﾆﾁｲｺｳ テイコプラニン 日医工 0

採用薬品　在庫有 注射薬 デキサート注射液１．６５ｍｇ 管 2454405H1032 後発品 2454 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 ﾃﾞｷｻｰﾄﾁｭｳｼｬｴｷ1.65mg デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム 富士製薬 0

採用薬品　在庫有 注射薬 デキサート注射液３．３ｍｇ 管 2454405H3035 後発品 2454 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 ﾃﾞｷｻｰﾄﾁｭｳｼｬｴｷ3.3mg デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム 富士製薬 0

採用薬品　在庫有 注射薬 デキサート注射液６．６ｍｇ 瓶 2454405H5038 後発品 2454 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 ﾃﾞｷｻｰﾄﾁｭｳｼｬｴｷ6.6mg デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム 富士製薬 0

採用薬品　在庫有 注射薬 デクスメデトミジン静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「ニプロ」 筒 1129400G1049 後発品 1129i 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 その他 ﾃﾞｸｽﾒﾃﾞﾄﾐｼﾞﾝｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ200ﾏｲｸﾛg/50mLｼﾘﾝｼﾞﾆﾌﾟﾛ デクスメデトミジン塩酸塩 ニプロ 0

限定薬品 注射薬 テスチノンデポー筋注用２５０ｍｇ 管 2461400A2083 2461 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 男性ホルモン剤 テストステロン製剤 ﾃｽﾁﾉﾝﾃﾞﾎﾟｰｷﾝﾁｭｳﾖｳ250mg テストステロンエナント酸エステル 持田 2

限定薬品 注射薬 デスフェラール注射用５００ｍｇ 瓶 3929402D1036 3929i その他の代謝性医薬品 解毒剤 その他 ﾃﾞｽﾌｪﾗｰﾙﾁｭｳｼｬﾖｳ500mg デフェロキサミンメシル酸塩 ノバルティス 2

採用薬品　在庫有 注射薬 テセントリク点滴静注１２００ｍｇ 瓶 4291441A1024 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾃｾﾝﾄﾘｸﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ1200mg アテゾリズマブ（遺伝子組換え） 中外 2

限定薬品 注射薬 テセントリク点滴静注８４０ｍｇ 瓶 4291441A2020 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾃｾﾝﾄﾘｸﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ840mg アテゾリズマブ（遺伝子組換え） 中外 2

採用薬品　在庫有 注射薬 テタガムＰ筋注シリンジ２５０ 筒 6343415G1021 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ﾃﾀｶﾞﾑPｷﾝﾁｭｳｼﾘﾝｼﾞ250 抗破傷風人免疫グロブリン ＣＳＬベーリング 2

採用薬品　在庫有 注射薬 デトキソール静注液２ｇ 瓶 3925400A2020 3925 その他の代謝性医薬品 解毒剤 チオ硫酸ナトリウム製剤 ﾃﾞﾄｷｿｰﾙｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ2g チオ硫酸ナトリウム 日医工 2

限定薬品 注射薬 テトラビック皮下注シリンジ 筒 636140DG1021 6361 生物学的製剤 混合生物学的製剤 ワクチン・トキソイド混合製剤 ﾃﾄﾗﾋﾞｯｸﾋｶﾁｭｳｼﾘﾝｼﾞ 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株）混合ワクチン 阪大微研 2

限定薬品 注射薬 デノシン点滴静注用５００ｍｇ 瓶 6250402F1036 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ﾃﾞﾉｼﾝﾃﾝｶﾞﾝ ガンシクロビル 田辺三菱 2

限定薬品 注射薬 テモダール点滴静注用１００ｍｇ 瓶 4219404D1027 4219i 腫瘍用薬 アルキル化剤 その他 ﾃﾓﾀﾞｰﾙﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ100mg テモゾロミド ＭＳＤ 2

限定薬品 注射薬 デュピクセント皮下注３００ｍｇペン キット 4490405G2020 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ﾃﾞｭﾋﾟｸｾﾝﾄﾋｶﾁｭｳ300mgﾍﾟﾝ デュピルマブ（遺伝子組換え） サノフィ 2

採用薬品　在庫無 注射薬 テリパラチドＢＳ皮下注キット６００μｇ「モチダ」 キット 2439402G1029 後発品 2439i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 その他 ﾃﾘﾊﾟﾗﾁﾄﾞBSﾋｶﾁｭｳｷｯﾄ600ﾏｲｸﾛｸﾞﾗﾑﾓﾁﾀﾞ テリパラチド（遺伝子組換え） 持田 0

限定薬品 注射薬 テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェクター キット 2439401G1024 2439i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 その他 ﾃﾘﾎﾞﾝﾋｶﾁｭｳ28.2ﾏｲｸﾛgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ テリパラチド酢酸塩 旭化成ファーマ 2

限定薬品 注射薬 テリボン皮下注用５６．５μｇ 瓶 2439401D1028 2439i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 その他 ﾃﾘﾎﾞﾝﾋｶﾁｭｳﾖｳ56.5ﾏｲｸﾛg テリパラチド酢酸塩 旭化成ファーマ 2

限定薬品 注射薬 テルモ血液バッグＣＰＤＡ セット 333940AX2020 ﾃﾙﾓｹﾂｴｷﾊﾞｯｸﾞCPDA ＣＰＤＡ テルモ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 テルモ糖注５０％　２００ｍＬ 袋 3231401J3046 3231 滋養強壮薬 糖類剤 ブドウ糖製剤 ﾃﾙﾓﾄｳﾁｭｳ50% ブドウ糖 テルモ 2

限定薬品 注射薬 トーリセル点滴静注液２５ｍｇ 瓶 4291418A1025 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾄｰﾘｾﾙﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ25mg テムシロリムス ファイザー 2

限定薬品 注射薬 ドキシル注２０ｍｇ 瓶 4235402A1025 4235 腫瘍用薬 抗腫瘍性抗生物質製剤 アントラサイクリン系抗生物質製剤 ﾄﾞｷｼﾙﾁｭｳ20mg ドキソルビシン塩酸塩 ヤンセン 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ヤクルト」 瓶 4240405A3129 後発品 4240 腫瘍用薬 抗腫瘍性植物成分製剤 その他 ﾄﾞｾﾀｷｾﾙﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ20mg/1mLﾔｸﾙﾄ ドセタキセル ヤクルト 0

採用薬品　在庫有 注射薬 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ヤクルト」 瓶 4240405A4125 後発品 4240 腫瘍用薬 抗腫瘍性植物成分製剤 その他 ﾄﾞｾﾀｷｾﾙﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ80mg/4mLﾔｸﾙﾄ ドセタキセル ヤクルト 0

限定薬品 注射薬 ドパストン静注２５ｍｇ 管 1164400A1045 1164 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 レボドパ製剤 ﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝｼﾞｮｳﾁｭｳ25mg レボドパ 大原 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ドブタミン持続静注３００ｍｇシリンジ「ＫＫＣ」 筒 2119404G7035 後発品 2119i 循環器官用薬 強心剤 その他 ﾄﾞﾌﾞﾀﾐﾝｼﾞｿﾞｸｼﾞｮｳﾁｭｳ300mgｼﾘﾝｼﾞKKC ドブタミン塩酸塩 テルモ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 トブラシン注６０ｍｇ 管 6123401A2038 6123 抗生物質製剤 主としてグラム陰性菌に作用するもの アミノ糖系抗生物質製剤 ﾄﾌﾞﾗｼﾝﾁｭｳ60mg トブラマイシン 東和薬品 2

採用薬品　在庫有 注射薬 トランサミン注５％ 管 3327401A1127 3327 血液・体液用薬 止血剤 抗プラスミン剤 ﾄﾗﾝｻﾐﾝﾁｭｳ5% トラネキサム酸 第一三共 2

限定薬品 注射薬 トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェクター キット 3999442G2020 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾄﾙﾂﾋｶﾁｭｳ80mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ イキセキズマブ（遺伝子組換え） リリー 2

限定薬品 注射薬 トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス キット 2499416G1029 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ﾄﾙﾘｼﾃｨﾋｶﾁｭｳ0.75mgｱﾃｵｽ デュラグルチド（遺伝子組換え） リリー 2

限定薬品 注射薬 トレアキシン点滴静注液１００ｍｇ／４ｍＬ 瓶 4219405A1025 4219i 腫瘍用薬 アルキル化剤 その他 ﾄﾚｱｷｼﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ100mg/4mL ベンダムスチン塩酸塩水和物 シンバイオ 2

限定薬品 注射薬 トレアキシン点滴静注用１００ｍｇ 瓶 4219405D1021 4219i 腫瘍用薬 アルキル化剤 その他 ﾄﾚｱｷｼﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ100mg ベンダムスチン塩酸塩 シンバイオ 2

限定薬品 注射薬 トレアキシン点滴静注用２５ｍｇ 瓶 4219405D2028 4219i 腫瘍用薬 アルキル化剤 その他 ﾄﾚｱｷｼﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ25mg ベンダムスチン塩酸塩 シンバイオ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 トレシーバ注　フレックスタッチ キット 2492419G1021 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ﾄﾚｼｰﾊﾞﾁｭｳﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ インスリン　デグルデク（遺伝子組換え） ノボ 2

限定薬品 注射薬 トレシーバ注　ペンフィル 筒 2492419A1029 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ﾄﾚｼｰﾊﾞﾁｭｳﾍﾟﾝﾌｨﾙ インスリン　デグルデク（遺伝子組換え） ノボ 2

限定薬品 注射薬 トレムフィア皮下注１００ｍｇシリンジ 筒 3999446G1021 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾄﾚﾑﾌｨｱﾋｶﾁｭｳ100mgｼﾘﾝｼﾞ グセルクマブ（遺伝子組換え） ヤンセン 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ドロレプタン注射液２５ｍｇ ｍＬバイアル 1119401A1036 1119i 中枢神経系用薬 全身麻酔剤 その他 ﾄﾞﾛﾚﾌﾟﾀﾝﾁｭｳｼｬｴｷ25mg ドロペリドール アルフレッサファーマ 2

限定薬品 注射薬 ナイクリン注射液５０ｍｇ 管 3132400A2020 3132 ビタミン剤 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く） ニコチン酸系製剤 ﾅｲｸﾘﾝﾁｭｳｼｬｴｷ50mg ニコチン酸 トーアエイヨー 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「ＡＹ」 瓶 3999407D2331 後発品 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙｻﾝｴﾝﾁｭｳｼｬﾖｳ50mgAY ナファモスタットメシル酸塩 エイワイファーマ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 ナルベイン注２ｍｇ 管 8119401A1020 8119i アルカロイド系麻薬（天然麻薬） あへんアルカロイド系麻薬 その他 ﾅﾙﾍﾞｲﾝﾁｭｳ2mg ヒドロモルフォン塩酸塩 第一三共プロファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第一三共」 管 2219402A1030 2219i 呼吸器官用薬 呼吸促進剤 その他 ﾅﾛｷｿﾝｴﾝｻﾝｴﾝｼﾞｮｳﾁｭｳ0.2mgﾀﾞｲｲﾁｻﾝｷｮｳ ナロキソン塩酸塩 第一三共 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワイ」 管 2149400A2155 後発品 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝｴﾝｻﾝｴﾝﾁｭｳｼｬｴｷ10mgｻﾜｲ ニカルジピン塩酸塩 沢井 0

採用薬品　在庫無 注射薬 ニコペリック腹膜透析液　１．５Ｌ 袋 3420432A1046 後発品 3420J 人工透析用薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤 ﾆｺﾍﾟﾘｯｸﾌｸﾏｸﾄｳｾｷｴｷ 腹膜透析液 テルモ 0

採用薬品　在庫無 注射薬 ニコペリック腹膜透析液　１．５Ｌ（排液用バッグ付） 袋 3420432A2042 後発品 3420J 人工透析用薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤 ﾆｺﾍﾟﾘｯｸﾌｸﾏｸﾄｳｾｷｴｷ 腹膜透析液 テルモ 0

限定薬品 注射薬 ニコペリック腹膜透析液　２Ｌ 袋 3420432A3049 後発品 3420J 人工透析用薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤 ﾆｺﾍﾟﾘｯｸﾌｸﾏｸﾄｳｾｷｴｷ 腹膜透析液 テルモ 0

限定薬品 注射薬 ニトプロ持続静注液６ｍｇ 管 2149401A1030 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾆﾄﾌﾟﾛｼﾞｿﾞｸｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ6mg ニトロプルシドナトリウム水和物 丸石 2

限定薬品 注射薬 ニドラン注射用５０ｍｇ 瓶 4219400D2025 4219i 腫瘍用薬 アルキル化剤 その他 ﾆﾄﾞﾗﾝﾁｭｳｼｬﾖｳ50mg ニムスチン塩酸塩 第一三共 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ニトロール持続静注２５ｍｇシリンジ 筒 2171404G2025 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ﾆﾄﾛｰﾙｼﾞｿﾞｸｼﾞｮｳﾁｭｳ25mgｼﾘﾝｼﾞ 硝酸イソソルビド エーザイ 1

採用薬品　在庫有 注射薬 ニトロール注５ｍｇシリンジ 筒 2171404G1029 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ﾆﾄﾛｰﾙﾁｭｳ5mgｼﾘﾝｼﾞ 硝酸イソソルビド エーザイ 1

採用薬品　在庫有 注射薬 ニトログリセリン静注１ｍｇ／２ｍＬ「ＴＥ」 管 2171403A1072 後発品 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝｼﾞｮｳﾁｭｳ1mg/2mLTE ニトログリセリン トーアエイヨー 0

採用薬品　在庫有 注射薬 ニトログリセリン静注２５ｍｇ／５０ｍＬシリンジ「ＴＥ」 筒 2171403G1032 後発品 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝｼﾞｮｳﾁｭｳ25mg/50mLｼﾘﾝｼﾞTE ニトログリセリン トーアエイヨー 0

採用薬品　在庫有 注射薬 ニューモバックスＮＰシリンジ 筒 6311400G1021 6311 生物学的製剤 ワクチン類 細菌ワクチン類 ﾆｭｰﾓﾊﾞｯｸｽNPｼﾘﾝｼﾞ 肺炎球菌ワクチン ＭＳＤ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ヌーカラ皮下注１００ｍｇペン キット 2290401G2022 2290i 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 その他 ﾇｰｶﾗﾋｶﾁｭｳ100mgﾍﾟﾝ メポリズマブ（遺伝子組換え） ＧＳＫ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ネオシネジンコーワ注１ｍｇ 管 2160400A1032 2160i 循環器官用薬 血管収縮剤 その他 ﾈｵｼﾈｼﾞﾝｺｰﾜﾁｭｳ1mg フェニレフリン塩酸塩 興和 2

限定薬品 注射薬 ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ 筒 1149503G1027 1149T 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他の配合剤 ﾈｵﾋﾞﾀｶｲﾝﾁｭｳｼﾘﾝｼﾞ5mL サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤 ビタカイン 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ネオファーゲン静注２０ｍＬ 管 3919502A1376 後発品 3919L その他の代謝性医薬品 肝臓疾患用剤 グリチルリチン・グリシン・システイン剤 ﾈｵﾌｧｰｹﾞﾝｼﾞｮｳﾁｭｳ20mL グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 大塚工場 0

採用薬品　在庫有 注射薬 ネオフィリン注２５０ｍｇ 管 2115400A1193 2115 循環器官用薬 強心剤 カフェイン系製剤 ﾈｵﾌｨﾘﾝﾁｭｳ250mg アミノフィリン エーザイ 2

限定薬品 注射薬 ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ 筒 3999425U2020 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾈｽﾌﾟﾁｭｳｼｬｴｷ120ﾏｲｸﾛgﾌﾟﾗｼﾘﾝｼﾞ ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 協和キリン 1

限定薬品 注射薬 ノイアート静注用１５００単位 瓶 6343424D3035 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ﾉｲｱｰﾄｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ1500ﾀﾝｲ 乾燥濃縮人アンチトロンビンＩＩＩ 日本血液製剤機構 2

限定薬品 注射薬 ノイアート静注用５００単位 瓶 6343424D2080 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ﾉｲｱｰﾄｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ500ﾀﾝｲ 乾燥濃縮人アンチトロンビンＩＩＩ 日本血液製剤機構 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ノイトロジン注１００μｇ 瓶 3399406D2024 3399i 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 その他 ﾉｲﾄﾛｼﾞﾝﾁｭｳ100ﾏｲｸﾛg レノグラスチム（遺伝子組換え） 中外 2

限定薬品 注射薬 ノイトロジン注２５０μｇ 瓶 3399406D3020 3399i 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 その他 ﾉｲﾄﾛｼﾞﾝﾁｭｳ250ﾏｲｸﾛg レノグラスチム（遺伝子組換え） 中外 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ノーベルバール静注用２５０ｍｇ 瓶 1139400F1023 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾉｰﾍﾞﾙﾊﾞｰﾙｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ250mg フェノバルビタールナトリウム ノーベル 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ノバスタンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ 管 2190408A2034 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ﾉﾊﾞｽﾀﾝHIﾁｭｳ10mg/2mL アルガトロバン水和物 田辺三菱 1

限定薬品 注射薬 ノバントロン注１０ｍｇ 瓶 4291402A2020 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾉﾊﾞﾝﾄﾛﾝﾁｭｳ10mg ミトキサントロン塩酸塩 あすか製薬 2

限定薬品 注射薬 ノバントロン注２０ｍｇ 瓶 4291402A1032 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾉﾊﾞﾝﾄﾛﾝﾁｭｳ20mg ミトキサントロン塩酸塩 あすか製薬 2

限定薬品 注射薬 ノボラピッド３０ミックス注　フレックスペン キット 2492415G2020 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ30ﾐｯｸｽﾁｭｳﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ インスリン　アスパルト（遺伝子組換え） ノボ 2

限定薬品 注射薬 ノボラピッド注　１００単位／ｍＬ ｍＬバイアル 2492415A3031 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞﾁｭｳ100ﾀﾝｲ/mL インスリン　アスパルト（遺伝子組換え） ノボ 1

限定薬品 注射薬 ノボラピッド注　イノレット キット 2492415G3026 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞﾁｭｳｲﾉﾚｯﾄ インスリン　アスパルト（遺伝子組換え） ノボ 1

限定薬品 注射薬 ノボラピッド注　フレックスタッチ キット 2492415G6025 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞﾁｭｳﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ インスリン　アスパルト（遺伝子組換え） ノボ 1

限定薬品 注射薬 ノボラピッド注　ペンフィル 筒 2492415A2035 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞﾁｭｳﾍﾟﾝﾌｨﾙ インスリン　アスパルト（遺伝子組換え） ノボ 1

限定薬品 注射薬 ノボリン３０Ｒ注フレックスペン キット 2492413G5054 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ﾉﾎﾞﾘﾝ30Rﾁｭｳﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ インスリン　ヒト（遺伝子組換え） ノボ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ノボリンＲ注　１００単位／ｍＬ ｍＬバイアル 2492403A4043 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ﾉﾎﾞﾘﾝRﾁｭｳ100ﾀﾝｲ/mL インスリン　ヒト（遺伝子組換え） ノボ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ノルアドリナリン注１ｍｇ 管 2451401A1034 2451 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 エピネフリン製剤 ﾉﾙｱﾄﾞﾘﾅﾘﾝﾁｭｳ1mg ノルアドレナリン アルフレッサファーマ 2

限定薬品 注射薬 ノルディトロピン　フレックスプロ注　１０ｍｇ キット 2412402P7023 2412 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 脳下垂体ホルモン剤 脳下垂体前葉ホルモン製剤 ﾉﾙﾃﾞｨﾄﾛﾋﾟﾝ ﾌﾚｯｸｽﾌﾟﾛﾁｭｳ10mg ソマトロピン（遺伝子組換え） ノボ 2

限定薬品 注射薬 パーサビブ静注透析用２．５ｍｇ 瓶 3999443A1025 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾊﾟｰｻﾋﾞﾌﾞｼﾞｮｳﾁｭｳﾄｳｾｷﾖｳ2.5mg エテルカルセチド塩酸塩 小野 2

採用薬品　在庫有 注射薬 パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ 瓶 4291424A1020 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾊﾟｰｼﾞｪﾀﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ420mg/14mL ペルツズマブ（遺伝子組換え） 中外 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ハーセプチン注射用１５０ 瓶 4291406D4028 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝﾁｭｳｼｬﾖｳ150 トラスツズマブ（遺伝子組換え） 中外 1

採用薬品　在庫有 注射薬 ハーセプチン注射用６０ 瓶 4291406D3021 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝﾁｭｳｼｬﾖｳ60 トラスツズマブ（遺伝子組換え） 中外 1

限定薬品 注射薬 バイエッタ皮下注１０μｇペン３００ キット 2499411G2022 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ﾊﾞｲｴｯﾀﾋｶﾁｭｳ10ﾏｲｸﾛgﾍﾟﾝ300 エキセナチド アストラゼネカ 2

限定薬品 注射薬 バイエッタ皮下注５μｇペン３００ キット 2499411G1026 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ﾊﾞｲｴｯﾀﾋｶﾁｭｳ5ﾏｲｸﾛgﾍﾟﾝ300 エキセナチド アストラゼネカ 2

採用薬品　在庫無 注射薬 ハイカムチン注射用１．１ｍｇ 瓶 4240408D1037 4240 腫瘍用薬 抗腫瘍性植物成分製剤 その他 ﾊｲｶﾑﾁﾝﾁｭｳｼｬﾖｳ1.1mg ノギテカン塩酸塩 日本化薬 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ハイカリックＲＦ輸液　５００ｍＬ 袋 3239527A2032 3239T 滋養強壮薬 糖類剤 その他の配合剤 ﾊｲｶﾘｯｸRFﾕｴｷ 高カロリー輸液用基本液 テルモ 2

限定薬品 注射薬 ハイゼントラ２０％皮下注４ｇ／２０ｍＬ 瓶 6343439A3027 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ﾊｲｾﾞﾝﾄﾗ20%ﾋｶﾁｭｳ4g/20mL ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射） ＣＳＬベーリング 2

限定薬品 注射薬 バクトラミン注 管 6419500A1020 6419J 寄生動物用薬 抗原虫剤 配合剤 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝﾁｭｳ スルファメトキサゾール・トリメトプリム 太陽ファルマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ＮＫ」 瓶 4240406A2046 後発品 4240 腫瘍用薬 抗腫瘍性植物成分製剤 その他 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙﾁｭｳ100mg/16.7mLNK パクリタキセル 日本化薬 0

採用薬品　在庫有 注射薬 パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 瓶 4240406A1040 後発品 4240 腫瘍用薬 抗腫瘍性植物成分製剤 その他 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙﾁｭｳ30mg/5mLNK パクリタキセル 日本化薬 0

限定薬品 注射薬 パドセブ点滴静注用３０ｍｇ 瓶 4291459D1020 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾊﾟﾄﾞｾﾌﾞﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ30mg エンホルツマブ　ベドチン（遺伝子組換え） アステラス 2

採用薬品　在庫有 注射薬 パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」 管 1243400A1059 1243 末梢神経系用薬 鎮けい剤 パパベリン系製剤 ﾊﾟﾊﾟﾍﾞﾘﾝｴﾝｻﾝｴﾝﾁｭｳ40mgﾆﾁｲｺｳ パパベリン塩酸塩 日医工 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」 瓶 6343419X1046 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ﾊﾌﾟﾄｸﾞﾛﾋﾞﾝｼﾞｮｳﾁｭｳ2000ﾀﾝｲJB 人ハプトグロビン 日本血液製剤機構 2

限定薬品 注射薬 バベンチオ点滴静注２００ｍｇ 不明 XXXXXXXA0492 ﾊﾞﾍﾞﾝﾁｵﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ200mg

採用薬品　在庫有 注射薬 パム静注５００ｍｇ 管 3929401A1035 3929i その他の代謝性医薬品 解毒剤 その他 ﾊﾟﾑｼﾞｮｳﾁｭｳ500mg プラリドキシムヨウ化物 大日本住友 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ハラヴェン静注１ｍｇ 瓶 4291420A1022 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾊﾗｳﾞｪﾝｼﾞｮｳﾁｭｳ1mg エリブリンメシル酸塩 エーザイ 2

限定薬品 注射薬 パルナパリンＮａ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ「フソー」 筒 3334404G3040 3334 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 ヘパリン製剤 ﾊﾟﾙﾅﾊﾟﾘﾝNaﾄｳｾｷﾖｳ200ﾀﾝｲ/mLｼﾘﾝｼﾞ20mLﾌｿｰ パルナパリンナトリウム 扶桑 2

採用薬品　在庫有 注射薬 パロノセトロン静注０．７５ｍｇ／５ｍＬ「タイホウ」 瓶 2391404A1038 後発品 2391 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 鎮吐剤 ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝｼﾞｮｳﾁｭｳ0.75mg/5mLﾀｲﾎｳ パロノセトロン塩酸塩 岡山大鵬 0

採用薬品　在庫有 注射薬 ハロペリドール注５ｍｇ「ヨシトミ」 管 1179404A1097 後発品 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙﾁｭｳ5mgﾖｼﾄﾐ ハロペリドール 田辺三菱 0

採用薬品　在庫有 注射薬 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 瓶 6113400A1189 後発品 6113 抗生物質製剤 主としてグラム陽性菌に作用するもの バンコマイシン製剤 ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝｴﾝｻﾝｴﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ0.5gMEEK バンコマイシン塩酸塩 小林化工 0

採用薬品　在庫有 注射薬 パントール注射液５００ｍｇ 管 3133401A3045 3133 ビタミン剤 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く） パントテン酸系製剤 ﾊﾟﾝﾄｰﾙﾁｭｳｼｬｴｷ500mg パンテノール トーアエイヨー 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ハンプ注射用１０００ 瓶 2179400D1022 2179i 循環器官用薬 血管拡張剤 その他 ﾊﾝﾌﾟﾁｭｳｼｬﾖｳ1000 カルペリチド（遺伝子組換え） 第一三共 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ビーフリード輸液　５００ｍＬ キット 3259529G1030 3259T 滋養強壮薬 たん白アミノ酸製剤 その他の配合剤 ﾋﾞｰﾌﾘｰﾄﾞﾕｴｷ アミノ酸・糖・電解質・ビタミン 大塚工場 2

採用薬品　在庫無 注射薬 ビームゲン注０．５ｍＬ 瓶 6313402A2070 6313 生物学的製剤 ワクチン類 ウイルスワクチン類 ﾋﾞｰﾑｹﾞﾝﾁｭｳ0.5mL 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） ＫＭバイオロジクス 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ビカネイト輸液　１Ｌ 袋 3319564A2028 3319M 血液・体液用薬 血液代用剤 リンゲル製剤 ﾋﾞｶﾈｲﾄﾕｴｷ 重炭酸リンゲル液 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ビカネイト輸液　５００ｍＬ 袋 3319564A1021 3319M 血液・体液用薬 血液代用剤 リンゲル製剤 ﾋﾞｶﾈｲﾄﾕｴｷ 重炭酸リンゲル液 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ビクシリン注射用１ｇ 瓶 6131400D3100 6131 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ペニシリン系抗生物質製剤 ﾋﾞｸｼﾘﾝﾁｭｳｼｬﾖｳ1g アンピシリンナトリウム ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 2

中止薬品　在庫有 注射薬 ビクトーザ皮下注１８ｍｇ キット 2499410G1021 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ﾋﾞｸﾄｰｻﾞﾋｶﾁｭｳ18mg リラグルチド（遺伝子組換え） ノボ 2

限定薬品 注射薬 ビケンＨＡ 瓶 631340FA1047 6313 生物学的製剤 ワクチン類 ウイルスワクチン類 ﾋﾞｹﾝHA インフルエンザＨＡワクチン 阪大微研 2

採用薬品　在庫無 注射薬 ビジパーク２７０注１００ｍＬ 瓶 7219420A3034 7219i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） Ｘ線造影剤 その他 ﾋﾞｼﾞﾊﾟｰｸ270ﾁｭｳ100mL イオジキサノール ＧＥヘルスケア 2

採用薬品　在庫無 注射薬 ビジパーク２７０注２０ｍＬ 瓶 7219420A1031 7219i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） Ｘ線造影剤 その他 ﾋﾞｼﾞﾊﾟｰｸ270ﾁｭｳ20mL イオジキサノール ＧＥヘルスケア 2

限定薬品 注射薬 ビジパーク２７０注５０ｍＬ 瓶 7219420A2038 7219i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） Ｘ線造影剤 その他 ﾋﾞｼﾞﾊﾟｰｸ270ﾁｭｳ50mL イオジキサノール ＧＥヘルスケア 2

限定薬品 注射薬 ピシバニール注射用１ＫＥ 瓶 4299400D3030 4299i 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他 ﾋﾟｼﾊﾞﾆｰﾙﾁｭｳｼｬﾖｳ1KE 溶連菌抽出物 中外 2

採用薬品　在庫無 注射薬 ピシバニール注射用５ＫＥ 瓶 4299400D4037 4299i 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他 ﾋﾟｼﾊﾞﾆｰﾙﾁｭｳｼｬﾖｳ5KE 溶連菌抽出物 中外 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ビスダイン静注用１５ｍｇ 瓶 1319401F1026 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾋﾞｽﾀﾞｲﾝｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ15mg ベルテポルフィン クリニジェン 2

限定薬品 注射薬 ビダーザ注射用１００ｍｇ 瓶 4291419D1026 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾋﾞﾀﾞｰｻﾞﾁｭｳｼｬﾖｳ100mg アザシチジン 日本新薬 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ビタミンＣ注「フソー」－５００ｍｇ 管 3140400A4157 3140i ビタミン剤 ビタミンＣ剤 ビタミンＣ製剤 ﾋﾞﾀﾐﾝCﾁｭｳﾌｿｰ500mg アスコルビン酸 扶桑 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ビタメジン静注用 瓶 3179506F1023 3179K ビタミン剤 混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く） ＶＢ１・ＶＢ６・ＶＢ１２複合剤（ＶＢ２配合を含む） ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ リン酸チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合剤 アルフレッサファーマ 2

限定薬品 注射薬 ヒトＣＲＨ静注用１００μｇ「タナベ」 瓶 7223406D1030 72239 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） 機能検査用試薬 その他の内分泌機能検査用試薬 ﾋﾄCRHｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ100ﾏｲｸﾛgﾀﾅﾍﾞ コルチコレリン（ヒト） ニプロＥＳ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ピトレシン注射液２０ 管 2414402A1035 2414 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 脳下垂体ホルモン剤 脳下垂体後葉ホルモン製剤 ﾋﾟﾄﾚｼﾝﾁｭｳｼｬｴｷ20 バソプレシン 第一三共 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ヒドロコルチゾンコハク酸エステルＮａ注射用１００ｍｇ「武田テバ」 瓶 2452400D1106 後発品 2452 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 コルチゾン系製剤 ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝｺﾊｸｻﾝｴｽﾃﾙNaﾁｭｳｼｬﾖｳ100mgﾀｹﾀﾞﾃﾊﾞ ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 武田テバ薬品 0

限定薬品 注射薬 ピノルビン注射用３０ｍｇ 瓶 4235403D3029 4235 腫瘍用薬 抗腫瘍性抗生物質製剤 アントラサイクリン系抗生物質製剤 ﾋﾟﾉﾙﾋﾞﾝﾁｭｳｼｬﾖｳ30mg ピラルビシン塩酸塩 マイクロバイオ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 瓶 6131403D1217 後発品 6131 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ペニシリン系抗生物質製剤 ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑﾁｭｳｼｬﾖｳ1gﾆﾁｲｺｳ ピペラシリンナトリウム 日医工 0

限定薬品 注射薬 ビムパット点滴静注１００ｍｇ 瓶 1139404A2020 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾋﾞﾑﾊﾟｯﾄﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ100mg ラコサミド ＵＣＢ 2

限定薬品 注射薬 ヒューマトロープ注射用１２ｍｇ 筒 2412402L4049 2412 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 脳下垂体ホルモン剤 脳下垂体前葉ホルモン製剤 ﾋｭｰﾏﾄﾛｰﾌﾟﾁｭｳｼｬﾖｳ12mg ソマトロピン（遺伝子組換え） リリー 2

限定薬品 注射薬 ヒューマリンＲ注ミリオペン キット 2492413P2020 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ﾋｭｰﾏﾘﾝRﾁｭｳﾐﾘｵﾍﾟﾝ インスリン　ヒト（遺伝子組換え） リリー 2

限定薬品 注射薬 ヒューマログミックス２５注ミリオペン キット 2492414G6020 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ﾋｭｰﾏﾛｸﾞﾐｯｸｽ25ﾁｭｳﾐﾘｵﾍﾟﾝ インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） リリー 2

限定薬品 注射薬 ヒューマログミックス５０注ミリオペン キット 2492414G7027 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ﾋｭｰﾏﾛｸﾞﾐｯｸｽ50ﾁｭｳﾐﾘｵﾍﾟﾝ インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） リリー 2

限定薬品 注射薬 ヒューマログ注１００単位／ｍＬ ｍＬバイアル 2492414A2030 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ﾋｭｰﾏﾛｸﾞﾁｭｳ100ﾀﾝｲ/mL インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） リリー 1

限定薬品 注射薬 ヒューマログ注カート 筒 2492414A1026 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ﾋｭｰﾏﾛｸﾞﾁｭｳｶｰﾄ インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） リリー 1

限定薬品 注射薬 ヒューマログ注ミリオペンＨＤ キット 2492414G9020 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ﾋｭｰﾏﾛｸﾞﾁｭｳﾐﾘｵﾍﾟﾝHD インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） リリー 1

限定薬品 注射薬 ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．４ｍＬ 筒 3999426G3027 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾋｭﾐﾗﾋｶﾁｭｳ40mgｼﾘﾝｼﾞ0.4mL アダリムマブ（遺伝子組換え） アッヴィ 1

限定薬品 注射薬 ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ キット 3999426G5020 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾋｭﾐﾗﾋｶﾁｭｳ40mgﾍﾟﾝ0.4mL アダリムマブ（遺伝子組換え） アッヴィ 1

限定薬品 注射薬 ヒュミラ皮下注８０ｍｇシリンジ０．８ｍＬ 筒 3999426G4023 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾋｭﾐﾗﾋｶﾁｭｳ80mgｼﾘﾝｼﾞ0.8mL アダリムマブ（遺伝子組換え） アッヴィ 1

限定薬品 注射薬 ヒュミラ皮下注８０ｍｇペン０．８ｍＬ キット 3999426G6026 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾋｭﾐﾗﾋｶﾁｭｳ80mgﾍﾟﾝ0.8mL アダリムマブ（遺伝子組換え） アッヴィ 1

採用薬品　在庫無 注射薬 ビリスコピン点滴静注５０ 瓶 7219403A1038 7219i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） Ｘ線造影剤 その他 ﾋﾞﾘｽｺﾋﾟﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ50 イオトロクス酸メグルミン バイエル 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ヒルトニン２ｍｇ注射液 管 7223401A3026 72231 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） 機能検査用試薬 下垂体機能検査用試薬 ﾋﾙﾄﾆﾝ2mgﾁｭｳｼｬｴｷ プロチレリン酒石酸塩水和物 武田テバ薬品 1

限定薬品 注射薬 ファイバ静注用１０００ 瓶 6343414X2058 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ﾌｧｲﾊﾞｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ1000 乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体 武田 2

限定薬品 注射薬 ファセンラ皮下注３０ｍｇシリンジ 筒 2290402G1020 2290i 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 その他 ﾌｧｾﾝﾗﾋｶﾁｭｳ30mgｼﾘﾝｼﾞ ベンラリズマブ（遺伝子組換え） アストラゼネカ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ファンガード点滴用５０ｍｇ 瓶 6179400D1020 6179i 抗生物質製剤 主としてカビに作用するもの その他 ﾌｧﾝｶﾞｰﾄﾞﾃﾝﾃｷﾖｳ50mg ミカファンギンナトリウム アステラス 1

採用薬品　在庫有 注射薬 フィアスプ注　１００単位／ｍＬ ｍＬバイアル 2492415A5026 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ﾌｨｱｽﾌﾟﾁｭｳ100ﾀﾝｲ/mL インスリン　アスパルト（遺伝子組換え） ノボ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 フィジオゾール３号輸液 袋 3319516A3041 3319L 血液・体液用薬 血液代用剤 乳酸ナトリウム・無機塩類・糖類剤 ﾌｨｼﾞｵｿﾞｰﾙ3ｺﾞｳﾕｴｷ500mL 維持液 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 フィニバックス点滴静注用０．２５ｇ 瓶 6139402D1032 6139i 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの その他 ﾌｨﾆﾊﾞｯｸｽﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ0.25g ドリペネム水和物 塩野義 2

限定薬品 注射薬 ブイフェンド２００ｍｇ静注用 瓶 6179401F1026 6179i 抗生物質製剤 主としてカビに作用するもの その他 ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ200mgｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ ボリコナゾール ファイザー 2

採用薬品　在庫有 注射薬 フィブロガミンＰ静注用 瓶 6343431D2020 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ﾌｨﾌﾞﾛｶﾞﾐﾝPｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ＸＩＩＩ因子 ＣＳＬベーリング 2

採用薬品　在庫有 注射薬 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「モチダ」 筒 3399408G1031 後発品 3399i 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 その他 ﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑBSﾁｭｳ75ﾏｲｸﾛgｼﾘﾝｼﾞﾓﾁﾀﾞ フィルグラスチム（遺伝子組換え） 持田販売 0

採用薬品　在庫有 注射薬 フェインジェクト静注５００ｍｇ 瓶 3222404A1021 3222 滋養強壮薬 無機質製剤 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む） ﾌｪｲﾝｼﾞｪｸﾄｼﾞｮｳﾁｭｳ500mg カルボキシマルトース第二鉄 ゼリア 2

採用薬品　在庫有 注射薬 フェジン静注４０ｍｇ 管 3222400A1058 3222 滋養強壮薬 無機質製剤 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む） ﾌｪｼﾞﾝｼﾞｮｳﾁｭｳ40mg 含糖酸化鉄 日医工 2

採用薬品　在庫無 注射薬 フェソロデックス筋注２５０ｍｇ 筒 4291421G1020 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾌｪｿﾛﾃﾞｯｸｽｷﾝﾁｭｳ250mg フルベストラント アストラゼネカ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 フェノバール注射液１００ｍｇ 管 1125402A1054 1125 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙﾁｭｳｼｬｴｷ100mg フェノバルビタール 藤永 2

限定薬品 注射薬 フエロン注射用３００万 瓶 6399402D2054 6399i 生物学的製剤 その他の生物学的製剤 その他 ﾌｴﾛﾝﾁｭｳｼｬﾖｳ300ﾏﾝ インターフェロン　ベータ 東レ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」 管 8219400A1071 後発品 8219i 非アルカロイド系麻薬 合成麻薬 その他 ﾌｪﾝﾀﾆﾙﾁｭｳｼｬｴｷ0.1mgﾃﾙﾓ フェンタニルクエン酸塩 テルモ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ「ＮＰ」 管 1242401A1366 後発品 1242 末梢神経系用薬 鎮けい剤 アトロピン系製剤 ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝｼｭｳｶﾌﾞﾂﾁｭｳ20mgNP ブチルスコポラミン臭化物 ニプロ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇシリンジ「ＮＰ」 筒 1242401G1032 後発品 1242 末梢神経系用薬 鎮けい剤 アトロピン系製剤 ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝｼｭｳｶﾌﾞﾂﾁｭｳ20mgｼﾘﾝｼﾞNP ブチルスコポラミン臭化物 ニプロ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 ブドウ糖注２０％ＰＬ「フソー」 管 3231401H1254 3231 滋養強壮薬 糖類剤 ブドウ糖製剤 ﾌﾞﾄﾞｳﾄｳﾁｭｳ20%PLﾌｿｰ ブドウ糖 扶桑 2

限定薬品 注射薬 プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ 筒 3999435G1023 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾌﾟﾗﾘｱﾋｶﾁｭｳ60mgｼﾘﾝｼﾞ デノスマブ（遺伝子組換え） 第一三共 2

採用薬品　在庫有 注射薬 プリズバインド静注液２．５ｇ 瓶 3399412A1027 3399i 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 その他 ﾌﾟﾘｽﾞﾊﾞｲﾝﾄﾞｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ2.5g イダルシズマブ（遺伝子組換え） 日本ベーリンガー 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ブリディオン静注２００ｍｇ 瓶 3929409A1023 3929i その他の代謝性医薬品 解毒剤 その他 ﾌﾞﾘﾃﾞｨｵﾝｼﾞｮｳﾁｭｳ200mg スガマデクスナトリウム ＭＳＤ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 プリンペラン注射液１０ｍｇ 管 2399401A1083 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝﾁｭｳｼｬｴｷ10mg 塩酸メトクロプラミド 日医工 2

限定薬品 注射薬 フルービックＨＡシリンジ 筒 631340FG1040 6313 生物学的製剤 ワクチン類 ウイルスワクチン類 ﾌﾙｰﾋﾞｯｸHAｼﾘﾝｼﾞ インフルエンザＨＡワクチン 阪大微研 2

採用薬品　在庫有 注射薬 フルオレサイト静注５００ｍｇ 瓶 7290402A2035 後発品 7290i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他 ﾌﾙｵﾚｻｲﾄｼﾞｮｳﾁｭｳ500mg フルオレセイン ノバルティス 0

限定薬品 注射薬 フルダラ静注用５０ｍｇ 瓶 4229400D1033 4229i 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 その他 ﾌﾙﾀﾞﾗｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ50mg フルダラビンリン酸エステル サノフィ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 フルマゼニル静注０．５ｍｇシリンジ「テルモ」 筒 2219403G1020 後発品 2219i 呼吸器官用薬 呼吸促進剤 その他 ﾌﾙﾏｾﾞﾆﾙｼﾞｮｳﾁｭｳ0.5mgｼﾘﾝｼﾞﾃﾙﾓ フルマゼニル テルモ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 フルマリン静注用１ｇ 瓶 6133401F2023 6133 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの オキサセフェム系抗生物質製剤 ﾌﾙﾏﾘﾝｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ1g フロモキセフナトリウム 塩野義 2

限定薬品 注射薬 ブレオ注射用１５ｍｇ 瓶 4234400D5039 4234 腫瘍用薬 抗腫瘍性抗生物質製剤 ブレオマイシン系製剤 ﾌﾞﾚｵﾁｭｳｼｬﾖｳ15mg ブレオマイシン塩酸塩 日本化薬 2

限定薬品 注射薬 ブレオ注射用５ｍｇ 瓶 4234400D4032 4234 腫瘍用薬 抗腫瘍性抗生物質製剤 ブレオマイシン系製剤 ﾌﾞﾚｵﾁｭｳｼｬﾖｳ5mg ブレオマイシン塩酸塩 日本化薬 2

採用薬品　在庫無 注射薬 プレベナー１３水性懸濁注 筒 631140EC1022 6311 生物学的製剤 ワクチン類 細菌ワクチン類 ﾌﾟﾚﾍﾞﾅｰ13ｽｲｾｲｹﾝﾀﾞｸﾁｭｳ 沈降１３価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体） ファイザー 2

採用薬品　在庫有 注射薬 プロイメンド点滴静注用１５０ｍｇ 瓶 2391405D1020 2391 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 鎮吐剤 ﾌﾟﾛｲﾒﾝﾄﾞﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ150mg ホスアプレピタントメグルミン 小野 1

採用薬品　在庫有 注射薬 プロジフ静注液２００ 瓶 6290402A2022 6290i 化学療法剤 その他の化学療法剤 その他 ﾌﾟﾛｼﾞﾌｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ200 ホスフルコナゾール ファイザー 2

採用薬品　在庫有 注射薬 プロタノールＬ注０．２ｍｇ 管 2119400A1036 2119i 循環器官用薬 強心剤 その他 ﾌﾟﾛﾀﾉｰﾙLﾁｭｳ0.2mg ｌ－イソプレナリン塩酸塩 興和 2

採用薬品　在庫有 注射薬 プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」 ｍＬバイアル 3329403A1058 3329i 血液・体液用薬 止血剤 その他 ﾌﾟﾛﾀﾐﾝﾘｭｳｻﾝｴﾝｼﾞｮｳﾁｭｳ100mgﾓﾁﾀﾞ プロタミン硫酸塩 持田 2

採用薬品　在庫有 注射薬 プロポフォール静注１％１００ｍＬ「マルイシ」 瓶 1119402A3106 後発品 1119i 中枢神経系用薬 全身麻酔剤 その他 ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙｼﾞｮｳﾁｭｳ1%100mLﾏﾙｲｼ プロポフォール 丸石 0

採用薬品　在庫有 注射薬 プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」 管 1119402A1120 後発品 1119i 中枢神経系用薬 全身麻酔剤 その他 ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙｼﾞｮｳﾁｭｳ1%20mLﾏﾙｲｼ プロポフォール 丸石 0

採用薬品　在庫有 注射薬 プロポフォール静注１％５０ｍＬ「マルイシ」 瓶 1119402A2150 後発品 1119i 中枢神経系用薬 全身麻酔剤 その他 ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙｼﾞｮｳﾁｭｳ1%50mLﾏﾙｲｼ プロポフォール 丸石 0

採用薬品　在庫有 注射薬 ブロムヘキシン塩酸塩注射液４ｍｇ「タイヨー」 管 2234400A1054 後発品 2234 呼吸器官用薬 去たん剤 ブロムヘキシン製剤 ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝｴﾝｻﾝｴﾝﾁｭｳｼｬｴｷ4mgﾀｲﾖｰ ブロムヘキシン塩酸塩 武田テバファーマ 0

限定薬品 注射薬 ベオビュ硝子体内注射用キット１２０ｍｇ／ｍＬ 筒 1319406G1024 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾍﾞｵﾋﾞｭｼｮｳｼﾀｲﾅｲﾁｭｳｼｬﾖｳｷｯﾄ120mg/mL ブロルシズマブ（遺伝子組換え） ノバルティス 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ 瓶 4291417A1020 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ100mg パニツムマブ（遺伝子組換え） 武田 2

採用薬品　在庫無 注射薬 ベクティビックス点滴静注４００ｍｇ 瓶 4291417A2027 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ400mg パニツムマブ（遺伝子組換え） 武田 2

限定薬品 注射薬 ベクルリー点滴静注用１００ｍｇ 瓶 6250407D1020 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ﾍﾞｸﾙﾘｰﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ100mg レムデシビル ギリアド 2

限定薬品 注射薬 ベスポンサ点滴静注用１ｍｇ 瓶 4239401D1026 4239i 腫瘍用薬 抗腫瘍性抗生物質製剤 その他 ﾍﾞｽﾎﾟﾝｻﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ1mg イノツズマブ　オゾガマイシン（遺伝子組換え） ファイザー 2

限定薬品 注射薬 ベタフェロン皮下注用９６０万国際単位 瓶 6399416D1033 6399i 生物学的製剤 その他の生物学的製剤 その他 ﾍﾞﾀﾌｪﾛﾝﾋｶﾁｭｳﾖｳ960ﾏﾝｺｸｻｲﾀﾝｲ インターフェロン　ベータ－１ｂ（遺伝子組換え） バイエル 2

限定薬品 注射薬 ペチジン塩酸塩注射液３５ｍｇ「タケダ」 管 8211400A1049 8211 非アルカロイド系麻薬 合成麻薬 フェニルピペリジン系製剤 ﾍﾟﾁｼﾞﾝｴﾝｻﾝｴﾝﾁｭｳｼｬｴｷ35mgﾀｹﾀﾞ ペチジン塩酸塩 武田 2

限定薬品 注射薬 ベナンバックス注用３００ｍｇ 瓶 6419400D1037 6419i 寄生動物用薬 抗原虫剤 その他 ﾍﾞﾅﾝﾊﾞｯｸｽﾁｭｳﾖｳ300mg ペンタミジンイセチオン酸塩 サノフィ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ヘパリンＣａ皮下注２万単位／０．８ｍＬ「サワイ」 瓶 3334400A3049 後発品 3334 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 ヘパリン製剤 ﾍﾊﾟﾘﾝCaﾋｶﾁｭｳ2ﾏﾝﾀﾝｲ/0.8mLｻﾜｲ ヘパリンカルシウム 沢井 0

採用薬品　在庫有 注射薬 ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」１０ｍＬ 筒 3334402G2079 後発品 3334 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 ヘパリン製剤 ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸﾖｳ10ﾀﾝｲ/mLｼﾘﾝｼﾞｵｰﾂｶ10mL ヘパリンナトリウム 大塚工場 0

限定薬品 注射薬 ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」５ｍＬ 筒 3334402G1064 後発品 3334 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 ヘパリン製剤 ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸﾖｳ10ﾀﾝｲ/mLｼﾘﾝｼﾞｵｰﾂｶ5mL ヘパリンナトリウム 大塚工場 0

採用薬品　在庫有 注射薬 ヘパリンＮａ注１万単位／１０ｍＬ「モチダ」 瓶 3334401A6158 3334 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 ヘパリン製剤 ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾁｭｳ1ﾏﾝﾀﾝｲ/10mLﾓﾁﾀﾞ ヘパリンナトリウム 持田 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ヘパリンＮａ注５千単位／５ｍＬ「モチダ」 瓶 3334401A5062 3334 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 ヘパリン製剤 ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾁｭｳ5ｾﾝﾀﾝｲ/5mLﾓﾁﾀﾞ ヘパリンナトリウム 持田 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ヘパリンＮａ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ「フソー」 筒 3334402P1030 後発品 3334 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 ヘパリン製剤 ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾄｳｾｷﾖｳ200ﾀﾝｲ/mLｼﾘﾝｼﾞ20mLﾌｿｰ ヘパリンナトリウム 扶桑 0

限定薬品 注射薬 ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍＬシリンジ「モチダ」 筒 3334400G1022 後発品 3334 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 ヘパリン製剤 ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑﾋｶﾁｭｳ5ｾﾝﾀﾝｲ/0.2mLｼﾘﾝｼﾞﾓﾁﾀﾞ ヘパリンカルシウム 持田 0

限定薬品 注射薬 ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位 瓶 6343436A1039 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ﾍﾌﾞｽﾌﾞﾘﾝIHｼﾞｮｳﾁｭｳ1000ﾀﾝｲ ポリエチレングリコール処理抗ＨＢｓ人免疫グロブリン 日本血液製剤機構 2

限定薬品 注射薬 ヘブスブリン筋注用２００単位 瓶 6343423X1042 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ﾍﾌﾞｽﾌﾞﾘﾝｷﾝﾁｭｳﾖｳ200ﾀﾝｲ 乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン 日本血液製剤機構 2

限定薬品 注射薬 ヘプタバックス－２水性懸濁注シリンジ０．２５ｍＬ 筒 6313402G1025 6313 生物学的製剤 ワクチン類 ウイルスワクチン類 ﾍﾌﾟﾀﾊﾞｯｸｽ2ｽｲｾｲｹﾝﾀﾞｸﾁｭｳｼﾘﾝｼﾞ0.25mL 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） ＭＳＤ 2

限定薬品 注射薬 ヘプタバックス－２水性懸濁注シリンジ０．５ｍＬ 筒 6313402G2021 6313 生物学的製剤 ワクチン類 ウイルスワクチン類 ﾍﾌﾟﾀﾊﾞｯｸｽ2ｽｲｾｲｹﾝﾀﾞｸﾁｭｳｼﾘﾝｼﾞ0.5mL 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） ＭＳＤ 2

採用薬品　在庫無 注射薬 ペプレオ注射用５ｍｇ 瓶 4234402D1032 4234 腫瘍用薬 抗腫瘍性抗生物質製剤 ブレオマイシン系製剤 ﾍﾟﾌﾟﾚｵﾁｭｳｼｬﾖｳ5mg ペプロマイシン硫酸塩 日本化薬 2

限定薬品 注射薬 ペメトレキセド点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」 瓶 4229401A1023 後発品 4229i 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 その他 ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ100mgNK ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物 日本化薬 0

限定薬品 注射薬 ペメトレキセド点滴静注液５００ｍｇ「ＮＫ」 瓶 4229401A2020 後発品 4229i 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 その他 ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ500mgNK ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物 日本化薬 0

限定薬品 注射薬 ペメトレキセド点滴静注液８００ｍｇ「ＮＫ」 瓶 4229401A3026 後発品 4229i 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 その他 ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ800mgNK ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物 日本化薬 0

採用薬品　在庫有 注射薬 ベルケイド注射用３ｍｇ 瓶 4291412D1024 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞﾁｭｳｼｬﾖｳ3mg ボルテゾミブ ヤンセン 1

採用薬品　在庫有 注射薬 ベンリスタ点滴静注用１２０ｍｇ 瓶 3999445D1020 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾍﾞﾝﾘｽﾀﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ120mg ベリムマブ（遺伝子組換え） ＧＳＫ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ベンリスタ点滴静注用４００ｍｇ 瓶 3999445D2027 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾍﾞﾝﾘｽﾀﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ400mg ベリムマブ（遺伝子組換え） ＧＳＫ 2

限定薬品 注射薬 ベンリスタ皮下注２００ｍｇオートインジェクター キット 3999445G2023 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾍﾞﾝﾘｽﾀﾋｶﾁｭｳ200mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ ベリムマブ（遺伝子組換え） ＧＳＫ 2

限定薬品 注射薬 ポートラーザ点滴静注液【規格無し】 不明 XXXXXXXA0381
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限定薬品 注射薬 ポートラーザ点滴静注液８００ｍｇ 瓶 4291448A1026 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾎﾟｰﾄﾗｰｻﾞﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ800mg ネシツムマブ（遺伝子組換え） 日本化薬 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ホストイン静注７５０ｍｇ 瓶 1132401A1020 1132 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 ヒダントイン系製剤 ﾎｽﾄｲﾝｼﾞｮｳﾁｭｳ750mg ホスフェニトインナトリウム水和物 ノーベル 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 瓶 6135400F2198 6135 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ホスホマイシン製剤 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝNaｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ1gNP ホスホマイシンナトリウム ニプロ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ボスミン注１ｍｇ 管 2451400A1030 2451 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 エピネフリン製剤 ﾎﾞｽﾐﾝﾁｭｳ1mg アドレナリン 第一三共 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ポタコールＲ輸液　５００ｍＬ 袋 3319538A4109 3319M 血液・体液用薬 血液代用剤 リンゲル製剤 ﾎﾟﾀｺｰﾙRﾕｴｷ 乳酸リンゲル液（マルトース加） 大塚工場 2

限定薬品 注射薬 ポテリジオ点滴静注２０ｍｇ 瓶 4291422A1021 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾎﾟﾃﾘｼﾞｵﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ20mg モガムリズマブ（遺伝子組換え） 協和キリン 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ボトックス注用１００単位 瓶 1229404D2026 1229i 末梢神経系用薬 骨格筋弛緩剤 その他 ﾎﾞﾄｯｸｽﾁｭｳﾖｳ100ﾀﾝｲ Ａ型ボツリヌス毒素 ＧＳＫ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ボトックス注用５０単位 瓶 1229404D1020 1229i 末梢神経系用薬 骨格筋弛緩剤 その他 ﾎﾞﾄｯｸｽﾁｭｳﾖｳ50ﾀﾝｲ Ａ型ボツリヌス毒素 ＧＳＫ 2

限定薬品 注射薬 ボナロン点滴静注バッグ９００μｇ 袋 3999419G1024 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾎﾞﾅﾛﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾊﾞｯｸﾞ900ﾏｲｸﾛg アレンドロン酸ナトリウム水和物 帝人ファーマ 1

採用薬品　在庫有 注射薬 ポプスカイン０．２５％注２５ｍｇ／１０ｍＬ 管 1214407A1024 1214 末梢神経系用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤 ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%ﾁｭｳ25mg/10mL レボブピバカイン塩酸塩 丸石 2

限定薬品 注射薬 ポプスカイン０．２５％注バッグ２５０ｍｇ／１００ｍＬ 袋 1214407G3020 1214 末梢神経系用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤 ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%ﾁｭｳﾊﾞｯｸﾞ250mg/100mL レボブピバカイン塩酸塩 丸石 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ポプスカイン０．５％注５０ｍｇ／１０ｍＬ 管 1214407A4023 1214 末梢神経系用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤 ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.5%ﾁｭｳ50mg/10mL レボブピバカイン塩酸塩 丸石 2

限定薬品 注射薬 ポライビー点滴静注用１４０ｍｇ 瓶 4291455D2029 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾎﾟﾗｲﾋﾞｰﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ140mg ポラツズマブ　ベドチン（遺伝子組換え） 中外 2

限定薬品 注射薬 ポライビー点滴静注用３０ｍｇ 瓶 4291455D1022 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾎﾟﾗｲﾋﾞｰﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ30mg ポラツズマブ　ベドチン（遺伝子組換え） 中外 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ポララミン注５ｍｇ 管 4419400A1023 4419i アレルギー用薬 抗ヒスタミン剤 その他 ﾎﾟﾗﾗﾐﾝﾁｭｳ5mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 高田 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ホリゾン注射液１０ｍｇ 管 1124402A2045 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ﾎﾘｿﾞﾝﾁｭｳｼｬｴｷ10mg ジアゼパム 丸石 1

採用薬品　在庫有 注射薬 ボルベン輸液６％ 袋 3319408A1020 3319i 血液・体液用薬 血液代用剤 その他 ﾎﾞﾙﾍﾞﾝﾕｴｷ6% ヒドロキシエチルデンプン１３００００ フレゼニウスＫ 2

限定薬品 注射薬 ボンビバ静注１ｍｇシリンジ 筒 3999438G1027 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾎﾞﾝﾋﾞﾊﾞｼﾞｮｳﾁｭｳ1mgｼﾘﾝｼﾞ イバンドロン酸ナトリウム水和物 中外 2

採用薬品　在庫有 注射薬 マーカイン注０．２５％ ｍＬバイアル 1214403A2022 1214 末梢神経系用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤 ﾏｰｶｲﾝﾁｭｳ0.25% ブピバカイン塩酸塩水和物 サンドファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 マーカイン注脊麻用０．５％高比重 管 1214403A4025 1214 末梢神経系用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤 ﾏｰｶｲﾝﾁｭｳｾｷﾏﾖｳ0.5%ｺｳﾋｼﾞｭｳ ブピバカイン塩酸塩水和物 サンドファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 マーカイン注脊麻用０．５％等比重 管 1214403A5021 1214 末梢神経系用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤 ﾏｰｶｲﾝﾁｭｳｾｷﾏﾖｳ0.5%ﾄｳﾋｼﾞｭｳ ブピバカイン塩酸塩水和物 サンドファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 マイトマイシン注用２ｍｇ 瓶 4231400D1031 4231 腫瘍用薬 抗腫瘍性抗生物質製剤 マイトマイシンＣ製剤 ﾏｲﾄﾏｲｼﾝﾁｭｳﾖｳ2mg マイトマイシンＣ 協和キリン 2

限定薬品 注射薬 マイロターグ点滴静注用５ｍｇ 瓶 4239400D1030 4239i 腫瘍用薬 抗腫瘍性抗生物質製剤 その他 ﾏｲﾛﾀｰｸﾞﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ5mg ゲムツズマブオゾガマイシン（遺伝子組換え） ファイザー 2

採用薬品　在庫有 注射薬 マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「ファイザー」 管 3112401A1069 後発品 3112 ビタミン剤 ビタミンＡ及びＤ剤 合成ビタミンＤ製剤 ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙｼﾞｮｳﾁｭｳﾄｳｾｷﾖｳ2.5ﾏｲｸﾛgﾌｧｲｻﾞｰ マキサカルシトール マイラン 0

限定薬品 注射薬 マキュエイド眼注用４０ｍｇ 瓶 1319404D1037 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾏｷｭｴｲﾄﾞｶﾞﾝﾁｭｳﾖｳ40mg トリアムシノロンアセトニド わかもと 2

採用薬品　在庫有 注射薬 マグセント注１００ｍＬ 瓶 2590500A1023 2590J 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 配合剤 ﾏｸﾞｾﾝﾄﾁｭｳ100mL 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖 あすか製薬 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ミールビック 瓶（溶解液付） 636940CD1029 6369 生物学的製剤 混合生物学的製剤 その他 ﾐｰﾙﾋﾞｯｸ 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン 阪大微研 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 管 1124401A1060 後発品 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑﾁｭｳ10mgｻﾝﾄﾞ ミダゾラム サンド 0

採用薬品　在庫有 注射薬 ミダフレッサ静注０．１％ 瓶 1139401A1020 1139i 中枢神経系用薬 抗てんかん剤 その他 ﾐﾀﾞﾌﾚｯｻｼﾞｮｳﾁｭｳ0.1% ミダゾラム アルフレッサファーマ 2

採用薬品　在庫無 注射薬 ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液　１．５Ｌ（排液用バッグ付） 袋 3420429A4043 3420J 人工透析用薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤 ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135ﾌｸﾏｸﾄｳｾｷｴｷ 腹膜透析液 テルモ 2

採用薬品　在庫無 注射薬 ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液　１Ｌ（排液用バッグ付） 袋 3420429A2040 3420J 人工透析用薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤 ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135ﾌｸﾏｸﾄｳｾｷｴｷ 腹膜透析液 テルモ 2

採用薬品　在庫無 注射薬 ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液　２．５Ｌ 袋 3420429H1034 3420J 人工透析用薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤 ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135ﾌｸﾏｸﾄｳｾｷｴｷ 腹膜透析液 テルモ 2

採用薬品　在庫無 注射薬 ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液　２Ｌ（排液用バッグ付） 袋 3420429A6046 3420J 人工透析用薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤 ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135ﾌｸﾏｸﾄｳｾｷｴｷ 腹膜透析液 テルモ 2

限定薬品 注射薬 ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液　２．５Ｌ 袋 3420430H1037 3420J 人工透析用薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤 ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL250ﾌｸﾏｸﾄｳｾｷｴｷ 腹膜透析液 テルモ 2

採用薬品　在庫無 注射薬 ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液　２Ｌ（排液用バッグ付） 袋 3420430A6049 3420J 人工透析用薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤 ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL250ﾌｸﾏｸﾄｳｾｷｴｷ 腹膜透析液 テルモ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「日医工」 瓶 6152401F1090 後発品 6152 抗生物質製剤 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 テトラサイクリン系抗生物質製剤 ﾐﾉｻｲｸﾘﾝｴﾝｻﾝｴﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ100mgﾆﾁｲｺｳ ミノサイクリン塩酸塩 日医工 0

採用薬品　在庫有 注射薬 ミラクリッド注射液５万単位 管 3999405A2077 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾐﾗｸﾘｯﾄﾞﾁｭｳｼｬｴｷ5ﾏﾝﾀﾝｲ ウリナスタチン 持田 2

限定薬品 注射薬 ミリプラ動注用７０ｍｇ 瓶 4291416D1022 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾐﾘﾌﾟﾗﾄﾞｳﾁｭｳﾖｳ70mg ミリプラチン水和物 大日本住友 2

限定薬品 注射薬 ミリプラ用懸濁用液４ｍＬ 管 7990401A1040 7990i その他の治療を主目的としない医薬品 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 その他 ﾐﾘﾌﾟﾗﾖｳｹﾝﾀﾞｸﾖｳｴｷ4mL ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル 大日本住友 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ミルセラ注シリンジ１５０μｇ 筒 3999432G5025 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾐﾙｾﾗﾁｭｳｼﾘﾝｼﾞ150ﾏｲｸﾛg エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え） 中外 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ミルセラ注シリンジ２５μｇ 筒 3999432G1020 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾐﾙｾﾗﾁｭｳｼﾘﾝｼﾞ25ﾏｲｸﾛg エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え） 中外 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ミルセラ注シリンジ７５μｇ 筒 3999432G3022 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾐﾙｾﾗﾁｭｳｼﾘﾝｼﾞ75ﾏｲｸﾛg エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え） 中外 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ミルリノン注射液１０ｍｇ「Ｆ」 瓶 2119408A2020 後発品 2119i 循環器官用薬 強心剤 その他 ﾐﾙﾘﾉﾝﾁｭｳｼｬｴｷ10mgF ミルリノン 富士製薬 0

採用薬品　在庫有 注射薬 メイロン静注７％　２０ｍＬ 管 3929400A3238 3929i その他の代謝性医薬品 解毒剤 その他 ﾒｲﾛﾝｼﾞｮｳﾁｭｳ7% 炭酸水素ナトリウム 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 メイロン静注７％　２５０ｍＬ 袋 3929400H2035 3929i その他の代謝性医薬品 解毒剤 その他 ﾒｲﾛﾝｼﾞｮｳﾁｭｳ7% 炭酸水素ナトリウム 大塚工場 2

限定薬品 注射薬 メソトレキセート点滴静注液１０００ｍｇ 瓶 4222400A2024 4222 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 メトトレキサート製剤 ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ1000mg メトトレキサート ファイザー 2

限定薬品 注射薬 メソトレキセート点滴静注液２００ｍｇ 瓶 4222400A1036 4222 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 メトトレキサート製剤 ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ200mg メトトレキサート ファイザー 2

採用薬品　在庫有 注射薬 メチコバール注射液５００μｇ 管 3136403A1140 3136 ビタミン剤 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く） ビタミンＢ１２剤 ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙﾁｭｳｼｬｴｷ500ﾏｲｸﾛg メコバラミン エーザイ 1

採用薬品　在庫有 注射薬 メチルエルゴメトリン注０．２ｍｇ「あすか」 管 2531401A1142 後発品 2531 泌尿生殖器官及び肛門用薬 子宮収縮剤 バッカク類製剤 ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝﾁｭｳ0.2mgｱｽｶ メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 あすか製薬 0

限定薬品 注射薬 メナクトラ筋注　０．５ｍＬ 瓶 6311401A1023 6311 生物学的製剤 ワクチン類 細菌ワクチン類 ﾒﾅｸﾄﾗｷﾝﾁｭｳ ４価髄膜炎菌ワクチン（ジフテリアトキソイド結合体） サノフィ 2

中止薬品　在庫有 注射薬 メルカゾール注１０ｍｇ 管 2432400A1034 2432 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 抗甲状腺ホルモン製剤 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙﾁｭｳ10mg チアマゾール あすか製薬 2

採用薬品　在庫有 注射薬 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」 瓶 6139400D2110 後発品 6139i 抗生物質製剤 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの その他 ﾒﾛﾍﾟﾈﾑﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ0.5gﾒｲｼﾞ メロペネム水和物 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 0

限定薬品 注射薬 モゾビル皮下注２４ｍｇ 瓶 3399413A1021 3399i 血液・体液用薬 その他の血液・体液用薬 その他 ﾓｿﾞﾋﾞﾙﾋｶﾁｭｳ24mg プレリキサホル サノフィ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「タケダ」 管 8114401A1139 8114 アルカロイド系麻薬（天然麻薬） あへんアルカロイド系麻薬 モルヒネ系製剤 ﾓﾙﾋﾈｴﾝｻﾝｴﾝﾁｭｳｼｬｴｷ10mgﾀｹﾀﾞ モルヒネ塩酸塩 武田 2

採用薬品　在庫有 注射薬 モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「タケダ」 管 8114401A2135 8114 アルカロイド系麻薬（天然麻薬） あへんアルカロイド系麻薬 モルヒネ系製剤 ﾓﾙﾋﾈｴﾝｻﾝｴﾝﾁｭｳｼｬｴｷ50mgﾀｹﾀﾞ モルヒネ塩酸塩 武田 2

限定薬品 注射薬 ヤーボイ点滴静注液２０ｍｇ 瓶 4291430A2022 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾔｰﾎﾞｲﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ20mg イピリムマブ（遺伝子組換え） ＢＭＳ 2

限定薬品 注射薬 ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ 瓶 4291430A1026 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾔｰﾎﾞｲﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ50mg イピリムマブ（遺伝子組換え） ＢＭＳ 2

限定薬品 注射薬 ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ 瓶 4299405D1022 4299i 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他 ﾕﾆﾀﾙｸｷｮｳﾏｸｸｳﾅｲﾁｭｳﾆｭｳﾖｳｹﾝﾀﾞｸｻﾞｲ4g 滅菌調整タルク ノーベル 2

限定薬品 注射薬 ヨンデリス点滴静注用０．２５ｍｇ 瓶 4291431D1027 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾖﾝﾃﾞﾘｽﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ0.25mg トラベクテジン 大鵬薬品 2

限定薬品 注射薬 ヨンデリス点滴静注用１ｍｇ 瓶 4291431D2023 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾖﾝﾃﾞﾘｽﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ1mg トラベクテジン 大鵬薬品 2

限定薬品 注射薬 ライゾデグ配合注　フレックスタッチ キット 2492500G1025 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ﾗｲｿﾞﾃﾞｸﾞﾊｲｺﾞｳﾁｭｳﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ 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） ノボ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ラクテック注　５００ｍＬ 袋 3319534A4046 3319M 血液・体液用薬 血液代用剤 リンゲル製剤 ﾗｸﾃｯｸﾁｭｳ 乳酸リンゲル液 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ キット 1190401G1026 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾗｼﾞｶｯﾄﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾊﾞｯｸﾞ30mg エダラボン 田辺三菱 1

採用薬品　在庫有 注射薬 ラシックス注２０ｍｇ 管 2139401A2137 2139i 循環器官用薬 利尿剤 その他 ﾗｼｯｸｽﾁｭｳ20mg フロセミド サノフィ 2

限定薬品 注射薬 ラスリテック点滴静注用１．５ｍｇ 瓶 3959415F1025 3959i その他の代謝性医薬品 酵素製剤 その他 ﾗｽﾘﾃｯｸﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ1.5mg ラスブリカーゼ（遺伝子組換え） サノフィ 2

限定薬品 注射薬 ラスリテック点滴静注用７．５ｍｇ 瓶 3959415F2021 3959i その他の代謝性医薬品 酵素製剤 その他 ﾗｽﾘﾃｯｸﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ7.5mg ラスブリカーゼ（遺伝子組換え） サノフィ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ラピアクタ点滴静注液バイアル１５０ｍｇ 瓶 6250405A1032 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ﾗﾋﾟｱｸﾀﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷﾊﾞｲｱﾙ150mg ペラミビル水和物 塩野義 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ランタスＸＲ注ソロスター キット 2492416G3020 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ﾗﾝﾀｽXRﾁｭｳｿﾛｽﾀｰ インスリン　グラルギン（遺伝子組換え） サノフィ 2

限定薬品 注射薬 ランマーク皮下注１２０ｍｇ 瓶 3999435A1020 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾗﾝﾏｰｸﾋｶﾁｭｳ120mg デノスマブ（遺伝子組換え） 第一三共 2

限定薬品 注射薬 ﾘｳﾏﾁ治験TS152(継続)-3002-JA(30mg) 不明 XXXXXXXA0118

限定薬品 注射薬 ﾘｳﾏﾁ治験TS152(継続)-3002-JA(80mg) 不明 XXXXXXXA0122

限定薬品 注射薬 ﾘｳﾏﾁ治験TS152-3000-JA 不明 XXXXXXXA0109

限定薬品 注射薬 リキスミア皮下注３００μｇ キット 2499415G1024 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ﾘｷｽﾐｱﾋｶﾁｭｳ300ﾏｲｸﾛg リキシセナチド サノフィ 2

限定薬品 注射薬 リクラスト点滴静注液５ｍｇ 瓶 3999423A4027 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾘｸﾗｽﾄﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ5mg ゾレドロン酸水和物 旭化成ファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 リコモジュリン点滴静注用１２８００ 瓶 3339401D1027 3339i 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 その他 ﾘｺﾓｼﾞｭﾘﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ12800 トロンボモデュリン　アルファ（遺伝子組換え） 旭化成ファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 リスモダンＰ静注５０ｍｇ 管 2129401A1070 2129i 循環器官用薬 不整脈用剤 その他 ﾘｽﾓﾀﾞﾝPｼﾞｮｳﾁｭｳ50mg リン酸ジソピラミド クリニジェン 2

採用薬品　在庫有 注射薬 リツキサン点滴静注１００ｍｇ 瓶 4291407A1035 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾘﾂｷｻﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ100mg リツキシマブ（遺伝子組換え） 全薬 1

採用薬品　在庫有 注射薬 リツキサン点滴静注５００ｍｇ 瓶 4291407A2031 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾘﾂｷｻﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ500mg リツキシマブ（遺伝子組換え） 全薬 1

限定薬品 注射薬 リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＫＨＫ」 瓶 4291439A1027 後発品 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBSﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ100mgKHK リツキシマブ（遺伝子組換え） サンド 0

限定薬品 注射薬 リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ＫＨＫ」 瓶 4291439A2023 後発品 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBSﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ500mgKHK リツキシマブ（遺伝子組換え） サンド 0

採用薬品　在庫有 注射薬 リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 筒 2129409G1036 後発品 2129i 循環器官用薬 不整脈用剤 その他 ﾘﾄﾞｶｲﾝｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ2%ｼﾘﾝｼﾞﾃﾙﾓ リドカイン テルモ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「オーハラ」 管 2590402A1270 後発品 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ﾘﾄﾄﾞﾘﾝｴﾝｻﾝｴﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ50mgｵｰﾊﾗ リトドリン塩酸塩 共創未来ファーマ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 リネゾリド点滴静注６００ｍｇ／３００ｍＬ「ＨＫ」 袋 6249401A1076 後発品 6249i 化学療法剤 合成抗菌剤 その他 ﾘﾈｿﾞﾘﾄﾞﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳ600mg/300mLHK リネゾリド 光 0

採用薬品　在庫無 注射薬 リピオドール４８０注１０ｍＬ 管 7211404X1037 7211 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） Ｘ線造影剤 ヨウ素化合物製剤 ﾘﾋﾟｵﾄﾞｰﾙ480ﾁｭｳ10mL ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル ゲルベ 2

限定薬品 注射薬 リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ 筒 2499407G4029 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝPROﾁｭｳｼｬﾖｳｷｯﾄ22.5mg リュープロレリン酢酸塩 武田 2

限定薬品 注射薬 リュープリン注射用１．８８ｍｇ 瓶 2499407D2038 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝﾁｭｳｼｬﾖｳ1.88mg リュープロレリン酢酸塩 武田 1

採用薬品　在庫有 注射薬 リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．８８ｍｇ「ＮＰ」 筒 2499407G1038 後発品 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝｻｸｻﾝｴﾝﾁｭｳｼｬﾖｳｷｯﾄ1.88mgNP リュープロレリン酢酸塩 ニプロ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍｇ「ＮＰ」 筒 2499407G2034 後発品 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝｻｸｻﾝｴﾝﾁｭｳｼｬﾖｳｷｯﾄ3.75mgNP リュープロレリン酢酸塩 ニプロ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 リンデロン注２ｍｇ（０．４％） 管 2454404A1064 2454 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝﾁｭｳ2mg0.4% ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム シオノギファーマ 2

限定薬品 注射薬 リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ 管 3319407A1025 3319i 血液・体液用薬 血液代用剤 その他 ﾘﾝｻﾝNaﾎｾｲｴｷ0.5mmol/mL リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物 大塚工場 2

限定薬品 注射薬 ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ 筒 1319403G1020 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾙｾﾝﾃｨｽｼｮｳｼﾀｲﾅｲﾁｭｳｼｬﾖｳｷｯﾄ10mg/mL ラニビズマブ（遺伝子組換え） ノバルティス 1

限定薬品 注射薬 ルミセフ皮下注２１０ｍｇシリンジ 筒 3999441G1029 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾙﾐｾﾌﾋｶﾁｭｳ210mgｼﾘﾝｼﾞ ブロダルマブ（遺伝子組換え） 協和キリン 2

限定薬品 注射薬 ルムジェブ注ミリオペンＨＤ キット 2492414P2025 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ﾙﾑｼﾞｪﾌﾞﾁｭｳﾐﾘｵﾍﾟﾝHD インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） リリー 2

限定薬品 注射薬 レギチーン注射液５ｍｇ 瓶 7290404A2026 7290i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他 ﾚｷﾞﾁｰﾝﾁｭｳｼｬｴｷ5mg フェントラミンメシル酸塩 ノバルティス 2

限定薬品 注射薬 レギュニール　ＬＣａ　１．５腹膜透析液 袋 3420436A2024 3420J 人工透析用薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤 ﾚｷﾞｭﾆｰﾙ LCa 1.5ﾌｸﾏｸﾄｳｾｷｴｷ 腹膜透析液 バクスター 2

限定薬品 注射薬 レギュニール　ＬＣａ　２．５腹膜透析液 袋 3420437A2029 3420J 人工透析用薬 腹膜透析用剤 腹膜透析用剤 ﾚｷﾞｭﾆｰﾙ LCa 2.5ﾌｸﾏｸﾄｳｾｷｴｷ 腹膜透析液 バクスター 2

限定薬品 注射薬 レパーサ皮下注１４０ｍｇペン キット 2189401G2026 2189i 循環器官用薬 高脂血症用剤 その他 ﾚﾊﾟｰｻﾋｶﾁｭｳ140mgﾍﾟﾝ エボロクマブ（遺伝子組換え） アムジェン 2

限定薬品 注射薬 レフィキシア静注用２０００ 瓶 6343452D3029 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ﾚﾌｨｷｼｱｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ2000 ノナコグ　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え） ノボ 2

限定薬品 注射薬 レベスティブ皮下注用３．８ｍｇ 瓶 2499419D1026 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ﾚﾍﾞｽﾃｨﾌﾞﾋｶﾁｭｳﾖｳ3.8mg テデュグルチド（遺伝子組換え） 武田 2

採用薬品　在庫有 注射薬 レペタン注０．２ｍｇ 管 1149403A1050 1149i 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他 ﾚﾍﾟﾀﾝﾁｭｳ0.2mg ブプレノルフィン塩酸塩 大塚製薬 1

限定薬品 注射薬 レベミル注　イノレット キット 2492417G2029 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ﾚﾍﾞﾐﾙﾁｭｳｲﾉﾚｯﾄ インスリン　デテミル（遺伝子組換え） ノボ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 レベミル注　フレックスペン キット 2492417G1030 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ﾚﾍﾞﾐﾙﾁｭｳﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ インスリン　デテミル（遺伝子組換え） ノボ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ「ＤＳＥＰ」 キット 6241402G1032 後発品 6241 化学療法剤 合成抗菌剤 ピリドンカルボン酸系製剤 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾊﾞｯｸﾞ500mg/100mLDSEP レボフロキサシン水和物 第一三共エスファ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ヤクルト」 瓶 3929407D2060 後発品 3929i その他の代謝性医薬品 解毒剤 その他 ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ100mgﾔｸﾙﾄ レボホリナートカルシウム ヤクルト 0

採用薬品　在庫有 注射薬 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ヤクルト」 瓶 3929407D1136 後発品 3929i その他の代謝性医薬品 解毒剤 その他 ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ25mgﾔｸﾙﾄ レボホリナートカルシウム ヤクルト 0

採用薬品　在庫有 注射薬 レミケード点滴静注用１００ 瓶 2399402F1026 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ﾚﾐｹｰﾄﾞﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ100 インフリキシマブ（遺伝子組換え） 田辺三菱 1

採用薬品　在庫有 注射薬 レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」 瓶 8219401D1030 後発品 8219i 非アルカロイド系麻薬 合成麻薬 その他 ﾚﾐﾌｪﾝﾀﾆﾙｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ2mgﾀﾞｲｲﾁｻﾝｷｮｳ レミフェンタニル塩酸塩 丸石 0

採用薬品　在庫有 注射薬 レミフェンタニル静注用５ｍｇ「第一三共」 瓶 8219401D2036 後発品 8219i 非アルカロイド系麻薬 合成麻薬 その他 ﾚﾐﾌｪﾝﾀﾆﾙｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ5mgﾀﾞｲｲﾁｻﾝｷｮｳ レミフェンタニル塩酸塩 丸石 0

限定薬品 注射薬 ロイコボリン注３ｍｇ 管 3929403A1034 3929i その他の代謝性医薬品 解毒剤 その他 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝﾁｭｳ3mg ホリナートカルシウム ファイザー 2

限定薬品 注射薬 ロイスタチン注８ｍｇ 瓶 4291408A1021 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾛｲｽﾀﾁﾝﾁｭｳ8mg クラドリビン ヤンセン 2

限定薬品 注射薬 ロイナーゼ注用１００００ 瓶 4291400A2030 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾛｲﾅｰｾﾞﾁｭｳﾖｳ10000 Ｌ－アスパラギナーゼ 協和キリン 2

限定薬品 注射薬 ロイナーゼ注用５０００ 瓶 4291400A1033 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾛｲﾅｰｾﾞﾁｭｳﾖｳ5000 Ｌ－アスパラギナーゼ 協和キリン 2

限定薬品 注射薬 ロカイン注１％　１ｍＬ 管 1211401A4067 1211 末梢神経系用薬 局所麻酔剤 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤 ﾛｶｲﾝﾁｭｳ1% プロカイン塩酸塩 扶桑 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ「マルイシ」 瓶 1229405A2040 後発品 1229i 末梢神経系用薬 骨格筋弛緩剤 その他 ﾛｸﾛﾆｳﾑｼｭｳｶﾌﾞﾂｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ50mg/5.0mLﾏﾙｲｼ ロクロニウム臭化物 丸石 0

限定薬品 注射薬 ロゼウス静注液１０ｍｇ 瓶 4240407A1036 後発品 4240 腫瘍用薬 抗腫瘍性植物成分製剤 その他 ﾛｾﾞｳｽｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ10mg ビノレルビン酒石酸塩 日本化薬 0

限定薬品 注射薬 ロゼウス静注液４０ｍｇ 瓶 4240407A2032 後発品 4240 腫瘍用薬 抗腫瘍性植物成分製剤 その他 ﾛｾﾞｳｽｼﾞｮｳﾁｭｳｴｷ40mg ビノレルビン酒石酸塩 日本化薬 0

限定薬品 注射薬 ロナプリーブ注射液セット１３３２ セット 62505A0A2038 6250J 化学療法剤 抗ウイルス剤 配合剤 ﾛﾅﾌﾟﾘｰﾌﾞﾁｭｳｼｬｴｷｾｯﾄ1332 カシリビマブ（遺伝子組換え）・イムデビマブ（遺伝子組換え） 中外 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ロピオン静注５０ｍｇ 管 1149407A1040 1149i 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他 ﾛﾋﾟｵﾝｼﾞｮｳﾁｭｳ50mg フルルビプロフェン　アキセチル 科研 2

限定薬品 注射薬 ロミプレート皮下注２５０μｇ調製用 瓶 3999430D1024 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾛﾐﾌﾟﾚｰﾄﾋｶﾁｭｳ250ﾏｲｸﾛgﾁｮｳｾｲﾖｳ ロミプロスチム（遺伝子組換え） 協和キリン 2

採用薬品　在庫有 注射薬 ワソラン静注５ｍｇ 管 2129402A1040 2129i 循環器官用薬 不整脈用剤 その他 ﾜｿﾗﾝｼﾞｮｳﾁｭｳ5mg ベラパミル塩酸塩 エーザイ 1

採用薬品　在庫有 注射薬 ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ 管 2221400A2060 2221 呼吸器官用薬 鎮咳剤 エフェドリン及びマオウ製剤 ｴﾌｪﾄﾞﾘﾝﾅｶﾞｲﾁｭｳｼｬｴｷ40mg エフェドリン塩酸塩 日医工 2

採用薬品　在庫有 注射薬 一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用 瓶 6393401X2028 6393 生物学的製剤 その他の生物学的製剤 精製ツベルクリン ｲｯﾊﾟﾝｼﾝﾀﾞﾝﾖｳｾｲｾｲﾂﾍﾞﾙｸﾘﾝPPDﾋﾄﾘﾖｳ 精製ツベルクリン 日本ＢＣＧ 2

限定薬品 注射薬 塩酸メピバカイン注シリンジ０．５％「ＮＰ」 筒 1214406G1022 後発品 1214 末梢神経系用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤 ｴﾝｻﾝﾒﾋﾟﾊﾞｶｲﾝﾁｭｳｼﾘﾝｼﾞ0.5%NP メピバカイン塩酸塩 ニプロ 0

限定薬品 注射薬 塩酸メピバカイン注シリンジ２％「ＮＰ」 筒 1214406G3025 後発品 1214 末梢神経系用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤 ｴﾝｻﾝﾒﾋﾟﾊﾞｶｲﾝﾁｭｳｼﾘﾝｼﾞ2%NP メピバカイン塩酸塩 ニプロ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 乾燥ＢＣＧワクチン（経皮用・１人用） 瓶（溶解液付） 631140BD3027 6311 生物学的製剤 ワクチン類 細菌ワクチン類 ｶﾝｿｳBCGﾜｸﾁﾝｹｲﾋﾖｳﾋﾄﾘﾖｳ 乾燥ＢＣＧワクチン 日本ＢＣＧ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 乾燥まむしウマ抗毒素注射用６０００単位「ＫＭＢ」 瓶 6331412X1086 6331 生物学的製剤 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類 抗毒素類 ｶﾝｿｳﾏﾑｼｳﾏｺｳﾄﾞｸｿﾁｭｳｼｬﾖｳ6000ﾀﾝｲKMB 乾燥まむしウマ抗毒素 ＫＭバイオロジクス 2

採用薬品　在庫無 注射薬 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 瓶（溶解液付） 631340AD1040 6313 生物学的製剤 ワクチン類 ウイルスワクチン類 ｶﾝｿｳｼﾞｬｸﾄﾞｸﾅﾏｵﾀﾌｸｶｾﾞﾜｸﾁﾝﾀｹﾀﾞ 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 武田 2

採用薬品　在庫有 注射薬 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 瓶（溶解液付） 631340ED1022 6313 生物学的製剤 ワクチン類 ウイルスワクチン類 ｶﾝｿｳｼﾞｬｸﾄﾞｸﾅﾏｽｲﾄｳﾜｸﾁﾝﾋﾞｹﾝ 乾燥弱毒生水痘ワクチン 阪大微研 2

採用薬品　在庫有 注射薬 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 瓶（溶解液付） 631340BD1053 6313 生物学的製剤 ワクチン類 ウイルスワクチン類 ｶﾝｿｳｼﾞｬｸﾄﾞｸﾅﾏﾌｳｼﾝﾜｸﾁﾝﾀｹﾀﾞ 乾燥弱毒生風しんワクチン 武田 2

採用薬品　在庫無 注射薬 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 瓶（溶解液付） 631340DD1036 6313 生物学的製剤 ワクチン類 ウイルスワクチン類 ｶﾝｿｳｼﾞｬｸﾄﾞｸﾅﾏﾏｼﾝﾜｸﾁﾝﾀｹﾀﾞ 乾燥弱毒生麻しんワクチン 武田 2

採用薬品　在庫有 注射薬 献血アルブミン２０％静注１０ｇ／５０ｍＬ「ＪＢ」 瓶 6343410X6179 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ｹﾝｹﾂｱﾙﾌﾞﾐﾝ20%ｼﾞｮｳﾁｭｳ10g/50mLJB 人血清アルブミン 日本血液製剤機構 2

採用薬品　在庫有 注射薬 献血アルブミン５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ「ＪＢ」 瓶 6343410X2130 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ｹﾝｹﾂｱﾙﾌﾞﾐﾝ5%ｼﾞｮｳﾁｭｳ12.5g/250mLJB 人血清アルブミン 日本血液製剤機構 2

採用薬品　在庫有 注射薬 献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ 瓶 6343428A8020 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ｹﾝｹﾂｳﾞｪﾉｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝIH10%ｼﾞｮｳﾁｭｳ5g/50mL ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 日本血液製剤機構 2

限定薬品 注射薬 献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注０．５ｇ／１０ｍＬ 瓶 6343428A1050 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ｹﾝｹﾂｳﾞｪﾉｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝIH5%ｼﾞｮｳﾁｭｳ0.5g/10mL ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 日本血液製剤機構 2

限定薬品 注射薬 献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注２．５ｇ／５０ｍＬ 瓶 6343428A2057 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ｹﾝｹﾂｳﾞｪﾉｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝIH5%ｼﾞｮｳﾁｭｳ2.5g/50mL ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 日本血液製剤機構 2

限定薬品 注射薬 献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注５ｇ／１００ｍＬ 瓶 6343428A4033 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ｹﾝｹﾂｳﾞｪﾉｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝIH5%ｼﾞｮｳﾁｭｳ5g/100mL ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 日本血液製剤機構 2

限定薬品 注射薬 献血グロベニン－Ｉ静注用２５００ｍｇ 瓶 6343402X2071 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ｹﾝｹﾂｸﾞﾛﾍﾞﾆﾝIｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ2500mg 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 日本製薬 2

限定薬品 注射薬 献血グロベニン－Ｉ静注用５０００ｍｇ 瓶 6343402X3035 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ｹﾝｹﾂｸﾞﾛﾍﾞﾆﾝIｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ5000mg 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 日本製薬 2

限定薬品 注射薬 献血ノンスロン１５００注射用 瓶 6343424D3027 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ｹﾝｹﾂﾉﾝｽﾛﾝ1500ﾁｭｳｼｬﾖｳ 乾燥濃縮人アンチトロンビンＩＩＩ 日本製薬 2

限定薬品 注射薬 献血ベニロン－Ｉ静注用２５００ｍｇ 瓶 6343400X3044 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ｹﾝｹﾂﾍﾞﾆﾛﾝIｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ2500mg 乾燥スルホ化人免疫グロブリン ＫＭバイオロジクス 2

採用薬品　在庫有 注射薬 献血ベニロン－Ｉ静注用５０００ｍｇ 瓶 6343400X5020 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ｹﾝｹﾂﾍﾞﾆﾛﾝIｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳ5000mg 乾燥スルホ化人免疫グロブリン ＫＭバイオロジクス 2

限定薬品 注射薬 抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１０００倍「ＪＢ」 瓶 6343407X2074 6343 生物学的製剤 血液製剤類 血漿分画製剤 ｺｳDﾋﾄﾒﾝｴｷｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝｷﾝﾁｭｳﾖｳ1000ﾊﾞｲJB 乾燥抗Ｄ（Ｒｈｏ）人免疫グロブリン 日本血液製剤機構 2

採用薬品　在庫有 注射薬 持参GLP-1（mg） 不明 XXXXXXXA0378

採用薬品　在庫有 注射薬 持参GLP-1（μｇ） 不明 XXXXXXXA0377

限定薬品 注射薬 持参インスリンA（単位） 不明 XXXXXXXA0376

限定薬品 注射薬 持参インスリンB（単位） 不明 XXXXXXXA0375

限定薬品 注射薬 持参配合剤（ドーズ） 不明 XXXXXXXA0379

限定薬品 注射薬 治験(GSK-2)Otilimab/90/150 不明 XXXXXXXA0124

限定薬品 注射薬 治験(GSK-2)Otilimab/生食/90/150 不明 XXXXXXXA0123

限定薬品 注射薬 治験(GSK-3)Otilimab/ｻﾘﾙﾏﾌﾞ/90/150 不明 XXXXXXXA0128

限定薬品 注射薬 治験(GSK-3)Otilimab/生食/ｻﾘﾙﾏﾌﾞ/90/150 不明 XXXXXXXA0125

限定薬品 注射薬 治験(MC-MTX.17/RA)MJK101(10mg) 不明 XXXXXXXA0140

限定薬品 注射薬 治験(MC-MTX.17/RA)MJK101(12.5mg) 不明 XXXXXXXA0141

限定薬品 注射薬 治験(MC-MTX.17/RA)MJK101(15mg) 不明 XXXXXXXA0142

限定薬品 注射薬 治験(MC-MTX.17/RA)MJK101(7.5mg) 不明 XXXXXXXA0139

限定薬品 注射薬 治験(MC-MTX.17/RA)MJK101(7.5mg)/ﾌﾟﾗｾﾎﾞ 不明 XXXXXXXA0135

限定薬品 注射薬 治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」１０，０００ＪＡＵ／ｍＬ 瓶 4490404A1027 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ﾁﾘｮｳﾖｳﾀﾞﾆｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽﾋｶﾁｭｳﾄﾘｲ10000JAU/mL アレルゲンエキス 鳥居 2

限定薬品 注射薬 治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉２，０００ＪＡＵ／ｍＬ 瓶 4490403A1049 4490 アレルギー用薬 その他のアレルギー用薬 その他 ﾁﾘｮｳﾖｳﾋｮｳｼﾞｭﾝｶｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽﾋｶﾁｭｳﾄﾘｲｽｷﾞｶﾌﾝ2000JAU/mL 標準化スギ花粉エキス 鳥居 2

限定薬品 注射薬 循内治験　（AMG0001/プラセボ） 不明 XXXXXXXA0380

限定薬品 注射薬 診断用アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」 瓶 7290401A1026 7290i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他 ｼﾝﾀﾞﾝﾖｳｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽﾄﾘｲ 診断用アレルゲンエキス 鳥居 2

採用薬品　在庫有 注射薬 水溶性ハイドロコートン注射液１００ｍｇ 瓶 2452402A2040 2452 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 コルチゾン系製剤 ｽｲﾖｳｾｲﾊｲﾄﾞﾛｺｰﾄﾝﾁｭｳｼｬｴｷ100mg ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム 日医工 1

採用薬品　在庫有 注射薬 水溶性プレドニン１０ｍｇ 管 2456405D1027 2456 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 プレドニゾロン系製剤 ｽｲﾖｳｾｲﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム シオノギファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 水溶性プレドニン５０ｍｇ 管 2456405D3020 2456 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 プレドニゾロン系製剤 ｽｲﾖｳｾｲﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ50mg プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム シオノギファーマ 2

採用薬品　在庫有 注射薬 生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ 筒 3311402G7050 後発品 3311 血液・体液用薬 血液代用剤 生理食塩液類 ｾｲｼｮｸﾁｭｳｼﾘﾝｼﾞｵｰﾂｶ10mL 生理食塩液 大塚工場 0

採用薬品　在庫無 注射薬 生食注シリンジ５０ｍＬ「ニプロ」 筒 3311402P6029 後発品 3311 血液・体液用薬 血液代用剤 生理食塩液類 ｾｲｼｮｸﾁｭｳｼﾘﾝｼﾞ50mLﾆﾌﾟﾛ 生理食塩液 ニプロ 0

採用薬品　在庫有 注射薬 生理食塩液「ヒカリ」　２５０ｍＬ 袋 3311401H6062 3311 血液・体液用薬 血液代用剤 生理食塩液類 ｾｲﾘｼｮｸｴﾝｴｷﾋｶﾘ 生理食塩液 光 2

採用薬品　在庫有 注射薬 生理食塩液ＰＬ「フソー」　２０ｍＬ 管 3311401A2204 3311 血液・体液用薬 血液代用剤 生理食塩液類 ｾｲﾘｼｮｸｴﾝｴｷPLﾌｿｰ 生理食塩液 扶桑 2

採用薬品　在庫有 注射薬 生理食塩液ＰＬ「フソー」　２Ｌ 袋 3311401H9037 3311 血液・体液用薬 血液代用剤 生理食塩液類 ｾｲﾘｼｮｸｴﾝｴｷPLﾌｿｰ 生理食塩液 扶桑 2

採用薬品　在庫無 注射薬 生理食塩液バッグ「フソー」　１．５Ｌ 袋 3311401H8049 3311 血液・体液用薬 血液代用剤 生理食塩液類 ｾｲﾘｼｮｸｴﾝｴｷﾊﾞｯｸﾞﾌｿｰ 生理食塩液 扶桑 2

採用薬品　在庫有 注射薬 生理食塩液バッグ「フソー」　１Ｌ 袋 3311401H1117 3311 血液・体液用薬 血液代用剤 生理食塩液類 ｾｲﾘｼｮｸｴﾝｴｷﾊﾞｯｸﾞﾌｿｰ 生理食塩液 扶桑 2

採用薬品　在庫有 注射薬 生理食塩液バッグ「フソー」　５００ｍＬ 袋 3311401A9110 3311 血液・体液用薬 血液代用剤 生理食塩液類 ｾｲﾘｼｮｸｴﾝｴｷﾊﾞｯｸﾞﾌｿｰ 生理食塩液 扶桑 2

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚塩カル注２％　２０ｍＬ 管 3215400A2076 3215 滋養強壮薬 カルシウム剤 ハロゲン化カルシウム製剤 ｵｵﾂｶｴﾝｶﾙﾁｭｳ2% 塩化カルシウム水和物 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚蒸留水　１００ｍＬ 瓶 7131400A4105 7131 調剤用薬 溶解剤 精製水類 ｵｵﾂｶｼﾞｮｳﾘｭｳｽｲ 注射用水 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚蒸留水　１Ｌ 瓶 7131400A6027 7131 調剤用薬 溶解剤 精製水類 ｵｵﾂｶｼﾞｮｳﾘｭｳｽｲ 注射用水 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚蒸留水　２０ｍＬ 管 7131400A2129 7131 調剤用薬 溶解剤 精製水類 ｵｵﾂｶｼﾞｮｳﾘｭｳｽｲ 注射用水 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚蒸留水　５００ｍＬ 瓶 7131400A5020 7131 調剤用薬 溶解剤 精製水類 ｵｵﾂｶｼﾞｮｳﾘｭｳｽｲ 注射用水 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚食塩注１０％　２０ｍＬ 管 3311400A1068 3311 血液・体液用薬 血液代用剤 生理食塩液類 ｵｵﾂｶｼｮｸｴﾝﾁｭｳ10% 塩化ナトリウム 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注　１００ｍＬ 瓶 3311401A3111 3311 血液・体液用薬 血液代用剤 生理食塩液類 ｵｵﾂｶｾｲｼｮｸﾁｭｳ 生理食塩液 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注　１Ｌ 瓶 3311401A8024 3311 血液・体液用薬 血液代用剤 生理食塩液類 ｵｵﾂｶｾｲｼｮｸﾁｭｳ 生理食塩液 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注　２０ｍＬ 管 3311401A2026 3311 血液・体液用薬 血液代用剤 生理食塩液類 ｵｵﾂｶｾｲｼｮｸﾁｭｳ 生理食塩液 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注　２５０ｍＬ 袋 3311401H6038 3311 血液・体液用薬 血液代用剤 生理食塩液類 ｵｵﾂｶｾｲｼｮｸﾁｭｳ 生理食塩液 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注　５００ｍＬ 瓶 3311401A7028 3311 血液・体液用薬 血液代用剤 生理食塩液類 ｵｵﾂｶｾｲｼｮｸﾁｭｳ 生理食塩液 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注　５０ｍＬ 瓶 3311401H2059 3311 血液・体液用薬 血液代用剤 生理食塩液類 ｵｵﾂｶｾｲｼｮｸﾁｭｳ 生理食塩液 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注２ポート１００ｍＬ キット 3311402G9036 後発品 3311 血液・体液用薬 血液代用剤 生理食塩液類 ｵｵﾂｶｾｲｼｮｸﾁｭｳ2ﾎﾟｰﾄ100mL 生理食塩液 大塚工場 0

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚生食注２ポート５０ｍＬ キット 3311402P3020 後発品 3311 血液・体液用薬 血液代用剤 生理食塩液類 ｵｵﾂｶｾｲｼｮｸﾁｭｳ2ﾎﾟｰﾄ50mL 生理食塩液 大塚工場 0

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚糖液５％　１００ｍＬ 瓶 3231401A2066 3231 滋養強壮薬 糖類剤 ブドウ糖製剤 ｵｵﾂｶﾄｳｴｷ5% ブドウ糖 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚糖液５％　２０ｍＬ 管 3231401A1094 3231 滋養強壮薬 糖類剤 ブドウ糖製剤 ｵｵﾂｶﾄｳｴｷ5% ブドウ糖 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚糖液５％　２５０ｍＬ 袋 3231401J6029 3231 滋養強壮薬 糖類剤 ブドウ糖製剤 ｵｵﾂｶﾄｳｴｷ5% ブドウ糖 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚糖液５％　５００ｍＬ 袋 3231401Q3028 3231 滋養強壮薬 糖類剤 ブドウ糖製剤 ｵｵﾂｶﾄｳｴｷ5% ブドウ糖 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 大塚糖液５０％　２０ｍＬ 管 3231401H7023 3231 滋養強壮薬 糖類剤 ブドウ糖製剤 ｵｵﾂｶﾄｳｴｷ50% ブドウ糖 大塚工場 2

限定薬品 注射薬 大塚糖液５０％　５００ｍＬ 袋 3231401J4034 3231 滋養強壮薬 糖類剤 ブドウ糖製剤 ｵｵﾂｶﾄｳｴｷ50% ブドウ糖 大塚工場 2

限定薬品 注射薬 注射用ＧＨＲＰ科研１００ 瓶 7223407D1027 72231 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） 機能検査用試薬 下垂体機能検査用試薬 ﾁｭｳｼｬﾖｳGHRPｶｹﾝ100 プラルモレリン塩酸塩 科研 2

限定薬品 注射薬 注射用イホマイド１ｇ 瓶 4211402D1020 4211 腫瘍用薬 アルキル化剤 クロルエチルアミン系製剤 ﾁｭｳｼｬﾖｳｲﾎﾏｲﾄﾞ1g イホスファミド 塩野義 2

採用薬品　在庫有 注射薬 注射用エラスポール１００ 瓶 3999422D1020 3999i その他の代謝性医薬品 他に分類されない代謝性医薬品 その他 ﾁｭｳｼｬﾖｳｴﾗｽﾎﾟｰﾙ100 シベレスタットナトリウム水和物 丸石 1

採用薬品　在庫有 注射薬 注射用エンドキサン５００ｍｇ 瓶 4211401D2021 4211 腫瘍用薬 アルキル化剤 クロルエチルアミン系製剤 ﾁｭｳｼｬﾖｳｴﾝﾄﾞｷｻﾝ500mg シクロホスファミド水和物 塩野義 2

限定薬品 注射薬 注射用サイメリン１００ｍｇ 瓶 4219402D2024 4219i 腫瘍用薬 アルキル化剤 その他 ﾁｭｳｼｬﾖｳｻｲﾒﾘﾝ100mg ラニムスチン ニプロＥＳ 2

限定薬品 注射薬 注射用サイメリン５０ｍｇ 瓶 4219402D1028 4219i 腫瘍用薬 アルキル化剤 その他 ﾁｭｳｼｬﾖｳｻｲﾒﾘﾝ50mg ラニムスチン ニプロＥＳ 2

限定薬品 注射薬 注射用フィルデシン１ｍｇ 瓶 4240402D1021 4240 腫瘍用薬 抗腫瘍性植物成分製剤 その他 ﾁｭｳｼｬﾖｳﾌｨﾙﾃﾞｼﾝ1mg ビンデシン硫酸塩 日医工 2

限定薬品 注射薬 注射用フィルデシン３ｍｇ 瓶 4240402D2028 4240 腫瘍用薬 抗腫瘍性植物成分製剤 その他 ﾁｭｳｼｬﾖｳﾌｨﾙﾃﾞｼﾝ3mg ビンデシン硫酸塩 日医工 2

限定薬品 注射薬 注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位 瓶 6111400D3051 6111 抗生物質製剤 主としてグラム陽性菌に作用するもの ペニシリン系抗生物質製剤 ﾁｭｳｼｬﾖｳﾍﾟﾆｼﾘﾝGｶﾘｳﾑ100ﾏﾝﾀﾝｲ ベンジルペニシリンカリウム ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 2

限定薬品 注射薬 注射用メソトレキセート５０ｍｇ 瓶 4222400D2020 4222 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 メトトレキサート製剤 ﾁｭｳｼｬﾖｳﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ50mg メトトレキサート ファイザー 2

採用薬品　在庫無 注射薬 注射用メソトレキセート５ｍｇ 瓶 4222400D1024 4222 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 メトトレキサート製剤 ﾁｭｳｼｬﾖｳﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ5mg メトトレキサート ファイザー 2

採用薬品　在庫有 注射薬 注射用水　５００ｍＬ 袋 7131400H2020 7131 調剤用薬 溶解剤 精製水類 ﾁｭｳｼｬﾖｳｽｲ 注射用水 光 2

限定薬品 注射薬 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンキット「タケダ」 筒 636140BG1022 6361 生物学的製剤 混合生物学的製剤 ワクチン・トキソイド混合製剤 ﾁﾝｺｳｾｲｾｲﾋｬｸﾆﾁｾｷｼﾞﾌﾃﾘｱﾊｼｮｳﾌｳｺﾝｺﾞｳﾜｸﾁﾝｷｯﾄﾀｹﾀﾞ 武田
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採用薬品　在庫有 注射薬 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 筒 6322401G1020 6322 生物学的製剤 毒素及びトキソイド類 トキソイド類 ﾁﾝｺｳﾊｼｮｳﾌｳﾄｷｿｲﾄﾞｷｯﾄﾀｹﾀﾞ 沈降破傷風トキソイド 武田 2

採用薬品　在庫有 注射薬 低分子デキストランＬ注　２５０ｍＬ 袋 3319536A4029 3319M 血液・体液用薬 血液代用剤 リンゲル製剤 ﾃｲﾌﾞﾝｼﾃﾞｷｽﾄﾗﾝLﾁｭｳ 乳酸リンゲル液（デキストラン４０加） 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 注射薬 低分子デキストランＬ注　５００ｍＬ 袋 3319536A3022 3319M 血液・体液用薬 血液代用剤 リンゲル製剤 ﾃｲﾌﾞﾝｼﾃﾞｷｽﾄﾗﾝLﾁｭｳ 乳酸リンゲル液（デキストラン４０加） 大塚工場 2

限定薬品 注射薬 点滴静注用ホスカビル注２４ｍｇ／ｍＬ 瓶 6250403A1033 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ﾃﾝﾃｷｼﾞｮｳﾁｭｳﾖｳﾎｽｶﾋﾞﾙﾁｭｳ24mg/mL ホスカルネットナトリウム水和物 クリニジェン 2

限定薬品 注射薬 動注用アイエーコール１００ｍｇ 瓶 4291401D1026 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾄﾞｳﾁｭｳﾖｳｱｲｴｰｺｰﾙ100mg シスプラチン 日本化薬 2

限定薬品 注射薬 動注用アイエーコール５０ｍｇ 瓶 4291401D2022 4291 腫瘍用薬 その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤 ﾄﾞｳﾁｭｳﾖｳｱｲｴｰｺｰﾙ50mg シスプラチン 日本化薬 2

採用薬品　在庫有 注射薬 無水エタノール注「フソー」 管 4291411A1023 ﾑｽｲｴﾀﾉｰﾙﾁｭｳﾌｿｰ 無水エタノール 扶桑 2

採用薬品　在庫有 注射薬 硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ 管 1244401A1069 1244 末梢神経系用薬 鎮けい剤 マグネシウム塩製剤 ﾘｭｳｻﾝMgﾎｾｲｴｷ1mEq/mL 硫酸マグネシウム 大塚工場 2

限定薬品 注射薬 硫酸カナマイシン注射液１０００ｍｇ「明治」 管 6169400A1036 6169i 抗生物質製剤 主として抗酸菌に作用するもの その他 ﾘｭｳｻﾝｶﾅﾏｲｼﾝﾁｭｳｼｬｴｷ1000mgﾒｲｼﾞ カナマイシン硫酸塩 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 2

限定薬品 注射薬 硫酸ストレプトマイシン注射用１ｇ「明治」 瓶 6161400D1034 6161 抗生物質製剤 主として抗酸菌に作用するもの ストレプトマイシン系抗生物質製剤 ﾘｭｳｻﾝｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝﾁｭｳｼｬﾖｳ1gﾒｲｼﾞ ストレプトマイシン硫酸塩 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 2

限定薬品 歯科用剤 歯科用ヨード・グリセリン ｍＬ 2790808Q1031 ｼｶﾖｳﾖｰﾄﾞｸﾞﾘｾﾘﾝ 歯科用ヨード・グリセリン 日本歯科 2

採用薬品　在庫有 外用薬 「純生」ミョウバン ｇ 2649703X1033 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ｼﾞｭﾝｾｲﾐｮｳﾊﾞﾝ 硫酸アルミニウムカリウム水和物 小堺 2

採用薬品　在庫有 外用薬 0.02％リンデロン吸入液（院内製剤） 不明 XXXXXXXA0747

限定薬品 外用薬 ０．０２５Ｗ／Ｖ％ヂアミトール水 ｍＬ 2616700Q4041 2616 外皮用薬 外皮用殺菌消毒剤 石鹸類製剤 0.025W/V%ﾁﾞｱﾐﾄｰﾙｽｲ ベンザルコニウム塩化物 日興製薬 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ０．０２ｗ／ｖ％マスキン水 ｍＬ 2619702Q8030 後発品 2619i 外皮用薬 外皮用殺菌消毒剤 その他 0.02w/v%ﾏｽｷﾝｽｲ クロルヘキシジングルコン酸塩 日興製薬 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ０．０５％トレチノイン水性ゲル　１０ｇ 不明 XXXXXXXA0083

採用薬品　在庫有 外用薬 ０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水 ｍＬ 2619702Q6045 後発品 2619i 外皮用薬 外皮用殺菌消毒剤 その他 0.05W/V%ﾏｽｷﾝｽｲ クロルヘキシジングルコン酸塩 日興製薬 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ０．１％トレチノイン水性ゲル　１０ｇ 不明 XXXXXXXA0084

限定薬品 外用薬 ０．５％アトロピン点眼液　５ｍＬ〔院内製 不明 XXXXXXXA0027

採用薬品　在庫有 外用薬 10％カリ石ケン溶液（院内製剤） 不明 XXXXXXXA0558

限定薬品 外用薬 ３倍希釈　プリビナ点鼻液５ｍＬ〔院内製剤 不明 XXXXXXXA0021

採用薬品　在庫無 外用薬 ５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 ｇ 2652701M1025 後発品 2652 外皮用薬 寄生性皮ふ疾患用剤 外用サリチル酸系製剤 5%ｻﾘﾁﾙｻﾝﾜｾﾘﾝﾅﾝｺｳﾄｳﾎｳ サリチル酸 東豊 0

採用薬品　在庫有 外用薬 ５％ハイドロキノン軟膏７％乳酸（１０ｇ） 不明 XXXXXXXA0077

限定薬品 外用薬 ５－ＦＵ軟膏５％協和 ｇ 4223701M1047 4223 腫瘍用薬 代謝拮抗剤 フルオロウラシル系製剤 5FUﾅﾝｺｳ5%ｷｮｳﾜ フルオロウラシル 協和キリン 2

限定薬品 外用薬 ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 ｍＬ 1319715Q1031 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 PAﾖｰﾄﾞﾃﾝｶﾞﾝｾﾝｶﾞﾝｴｷ ポリビニルアルコールヨウ素 日本点眼薬 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 錠 2399710E1046 後発品 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 SPﾄﾛｰﾁ0.25mgﾒｲｼﾞ デカリニウム塩化物 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 0

採用薬品　在庫有 外用薬 アイオピジンＵＤ点眼液１％ 個 1319737Q1038 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ｱｲｵﾋﾟｼﾞﾝUDﾃﾝｶﾞﾝｴｷ1% アプラクロニジン塩酸塩 ノバルティス 2

採用薬品　在庫有 外用薬 アイファガン点眼液０．１％ ｍＬ 1319761Q1023 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ｱｲﾌｧｶﾞﾝﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.1% ブリモニジン酒石酸塩 千寿 1

限定薬品 外用薬 アイベータ配合点眼液 ｍＬ 1319824Q1020 1319J 感覚器官用薬 眼科用剤 配合剤 ｱｲﾍﾞｰﾀﾊｲｺﾞｳﾃﾝｶﾞﾝｴｷ ブリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩 千寿 2

限定薬品 外用薬 アイラミド配合懸濁性点眼液 ｍＬ 1319825Q1025 1319J 感覚器官用薬 眼科用剤 配合剤 ｱｲﾗﾐﾄﾞﾊｲｺﾞｳｹﾝﾀﾞｸｾｲﾃﾝｶﾞﾝｴｷ ブリモニジン酒石酸塩・ブリンゾラミド 千寿 2

採用薬品　在庫有 外用薬 アクアチムクリーム１％ ｇ 2639700N1032 2639i 外皮用薬 化膿性疾患用剤 その他 ｱｸｱﾁﾑｸﾘｰﾑ1% ナジフロキサシン 大塚製薬 1

限定薬品 外用薬 アクアチムローション１％ ｍＬ 2639700Q1055 2639i 外皮用薬 化膿性疾患用剤 その他 ｱｸｱﾁﾑﾛｰｼｮﾝ1% ナジフロキサシン 大塚製薬 1

採用薬品　在庫有 外用薬 アクトシン軟膏３％ ｇ 2699703M1039 2699i 外皮用薬 その他の外皮用薬 その他 ｱｸﾄｼﾝﾅﾝｺｳ3% ブクラデシンナトリウム ニプロファーマ 2

限定薬品 外用薬 アクロマイシン軟膏３％ ｇ 2634704M1047 2634 外皮用薬 化膿性疾患用剤 外用抗生物質製剤 ｱｸﾛﾏｲｼﾝﾅﾝｺｳ3% テトラサイクリン塩酸塩 サンファーマ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 アシクロビル軟膏５％「トーワ」 ｇ 6250701M1078 後発品 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙﾅﾝｺｳ5%ﾄｰﾜ アシクロビル 東和薬品 0

限定薬品 外用薬 アジマイシン点眼液１％ ｍＬ 1317714Q1024 1317 感覚器官用薬 眼科用剤 眼科用抗生物質製剤 ｱｼﾞﾏｲｼﾝﾃﾝｶﾞﾝｴｷ1% アジスロマイシン水和物 千寿 2

採用薬品　在庫有 外用薬 アズノールうがい液４％ ｍＬ 2260700F1021 後発品 2260i 呼吸器官用薬 含嗽剤 その他 ｱｽﾞﾉｰﾙｳｶﾞｲｴｷ4% アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 日本点眼薬 0

採用薬品　在庫有 外用薬 アズノール軟膏０．０３３％ ｇ 2649716M1042 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ｱｽﾞﾉｰﾙﾅﾝｺｳ0.033% ジメチルイソプロピルアズレン 日本新薬 2

採用薬品　在庫有 外用薬 アスプール液（０．５％） ｍＬ 2252700G1025 2252 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 イソプレナリン系製剤 ｱｽﾌﾟｰﾙｴｷ0.5% ｄｌ－イソプレナリン塩酸塩 アルフレッサファーマ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 アセトアミノフェン坐剤小児用１００ｍｇ「ＪＧ」 個 1141700J2181 1141 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 アニリン系製剤 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝｻﾞｻﾞｲｼｮｳﾆﾖｳ100mgJG アセトアミノフェン 長生堂 2

採用薬品　在庫有 外用薬 アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「ＪＧ」 個 1141700J3153 後発品 1141 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 アニリン系製剤 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝｻﾞｻﾞｲｼｮｳﾆﾖｳ200mgJG アセトアミノフェン 長生堂 0

限定薬品 外用薬 アゾルガ配合懸濁性点眼液 ｍＬ 1319821Q1027 1319J 感覚器官用薬 眼科用剤 配合剤 ｱｿﾞﾙｶﾞﾊｲｺﾞｳｹﾝﾀﾞｸｾｲﾃﾝｶﾞﾝｴｷ ブリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩 ノバルティス 2

採用薬品　在庫有 外用薬 アドエア１００ディスカス２８吸入用 キット 2290800G1032 2290J 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 配合剤 ｱﾄﾞｴｱ100ﾃﾞｨｽｶｽ28ｷｭｳﾆｭｳﾖｳ サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル ＧＳＫ 2

限定薬品 外用薬 アドエア２５０ディスカス６０吸入用 キット 2290800G5038 2290J 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 配合剤 ｱﾄﾞｴｱ250ﾃﾞｨｽｶｽ60ｷｭｳﾆｭｳﾖｳ サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル ＧＳＫ 2

採用薬品　在庫無 外用薬 アドエア５０エアゾール１２０吸入用 瓶 2290800G7030 2290J 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 配合剤 ｱﾄﾞｴｱ50ｴｱｿﾞｰﾙ120ｷｭｳﾆｭｳﾖｳ サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル ＧＳＫ 2

限定薬品 外用薬 アトロベントエロゾル２０μｇ 瓶 2259702G2021 2259i 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 その他 ｱﾄﾛﾍﾞﾝﾄｴﾛｿﾞﾙ20ﾏｲｸﾛg イプラトロピウム臭化物水和物 帝人ファーマ 2

院外採用薬 外用薬 アノーロエリプタ３０吸入用 キット 2259806G2028 2259T 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 その他の配合剤 ｱﾉｰﾛｴﾘﾌﾟﾀ30ｷｭｳﾆｭｳﾖｳ 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 ＧＳＫ 2

限定薬品 外用薬 アノーロエリプタ７吸入用 キット 2259806G1021 2259T 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 その他の配合剤 ｱﾉｰﾛｴﾘﾌﾟﾀ7ｷｭｳﾆｭｳﾖｳ 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 ＧＳＫ 2

限定薬品 外用薬 アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ 錠 2399707D1030 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ｱﾌﾀｯﾁｺｳｸｳﾖｳﾁｮｳﾌｻﾞｲ25ﾏｲｸﾛg トリアムシノロンアセトニド アルフレッサファーマ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 アラセナ－Ａ軟膏３％ ｇ 6250700M1189 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ｱﾗｾﾅAﾅﾝｺｳ3% ビダラビン 持田 1

採用薬品　在庫無 外用薬 アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用 キット 1329711Q1021 1329i 感覚器官用薬 耳鼻科用剤 その他 ｱﾗﾐｽﾄﾃﾝﾋﾞｴｷ27.5ﾏｲｸﾛg56ﾌﾝﾑﾖｳ フルチカゾンフランカルボン酸エステル ＧＳＫ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 アルメタ軟膏 ｇ 2646727M1022 2646 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤 ｱﾙﾒﾀﾅﾝｺｳ アルクロメタゾンプロピオン酸エステル シオノギファーマ 1

限定薬品 外用薬 アレジオンＬＸ点眼液０．１％ ｍＬ 1319762Q2024 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ｱﾚｼﾞｵﾝLXﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.1% エピナスチン塩酸塩 参天 1

限定薬品 外用薬 アレジオン点眼液０．０５％ ｍＬ 1319762Q1028 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ｱﾚｼﾞｵﾝﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.05% エピナスチン塩酸塩 参天 1

限定薬品 外用薬 アンテベートローション０．０５％ ｇ 2646730Q1026 2646 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤 ｱﾝﾃﾍﾞｰﾄﾛｰｼｮﾝ0.05% ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 鳥居 1

採用薬品　在庫有 外用薬 アンテベート軟膏０．０５％ ｇ 2646730M1059 2646 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤 ｱﾝﾃﾍﾞｰﾄﾅﾝｺｳ0.05% ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 鳥居 1

採用薬品　在庫有 外用薬 アンペック坐剤１０ｍｇ 個 8114700J1023 8114 アルカロイド系麻薬（天然麻薬） あへんアルカロイド系麻薬 モルヒネ系製剤 ｱﾝﾍﾟｯｸｻﾞｻﾞｲ10mg モルヒネ塩酸塩水和物 大日本住友 2

限定薬品 外用薬 イオウ・カンフルローション「東豊」 ｍＬ 2669700X1040 2669i 外皮用薬 皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む） その他 ｲｵｳｶﾝﾌﾙﾛｰｼｮﾝﾄｳﾎｳ イオウ・カンフルローション 東豊 2

限定薬品 外用薬 イクセロンパッチ１３．５ｍｇ 枚 1190700S3021 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ｲｸｾﾛﾝﾊﾟｯﾁ13.5mg リバスチグミン ノバルティス 1

限定薬品 外用薬 イクセロンパッチ１８ｍｇ 枚 1190700S4028 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ｲｸｾﾛﾝﾊﾟｯﾁ18mg リバスチグミン ノバルティス 1

限定薬品 外用薬 イクセロンパッチ４．５ｍｇ 枚 1190700S1029 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ｲｸｾﾛﾝﾊﾟｯﾁ4.5mg リバスチグミン ノバルティス 1

限定薬品 外用薬 イクセロンパッチ９ｍｇ 枚 1190700S2025 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ｲｸｾﾛﾝﾊﾟｯﾁ9mg リバスチグミン ノバルティス 1

採用薬品　在庫有 外用薬 イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ キット 6250703G1022 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ｲﾅﾋﾞﾙｷｭｳﾆｭｳﾌﾝﾏﾂｻﾞｲ20mg ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 第一三共 2

限定薬品 外用薬 イミグラン点鼻液２０ 個 2160700Q1027 2160i 循環器官用薬 血管収縮剤 その他 ｲﾐｸﾞﾗﾝﾃﾝﾋﾞｴｷ20 スマトリプタン ＧＳＫ 2

限定薬品 外用薬 イムノブラダー膀注用４０ｍｇ 瓶 6391700X3020 6391 生物学的製剤 その他の生物学的製剤 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤 ｲﾑﾉﾌﾞﾗﾀﾞｰﾎﾞｳﾁｭｳﾖｳ40mg 乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日本株） 日本ＢＣＧ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 イムノブラダー膀注用８０ｍｇ　（溶解液付） 瓶 6391700X4026 6391 生物学的製剤 その他の生物学的製剤 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤 ｲﾑﾉﾌﾞﾗﾀﾞｰﾎﾞｳﾁｭｳﾖｳ80mg 乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日本株） 日本ＢＣＧ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 インテバン外用液１％ ｍＬ 2649719Q2087 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ｲﾝﾃﾊﾞﾝｶﾞｲﾖｳｴｷ1% インドメタシン 帝國製薬 1

限定薬品 外用薬 ウブレチド点眼液１％ ｍＬ 1312704Q2020 1312 感覚器官用薬 眼科用剤 縮瞳剤 ｳﾌﾞﾚﾁﾄﾞﾃﾝｶﾞﾝｴｷ1% ジスチグミン臭化物 鳥居 2

限定薬品 外用薬 ウルティブロ吸入用カプセル カプセル 2259805G1027 2259T 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 その他の配合剤 ｳﾙﾃｨﾌﾞﾛｷｭｳﾆｭｳﾖｳｶﾌﾟｾﾙ 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 ノバルティス 2

限定薬品 外用薬 ウレパールローション１０％ ｇ 2669701Q1040 2669i 外皮用薬 皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む） その他 ｳﾚﾊﾟｰﾙﾛｰｼｮﾝ10% 尿素 大塚工場 1

限定薬品 外用薬 ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％ 袋 2519700Q1030 2519i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 泌尿器官用剤 その他 ｳﾛﾏﾁｯｸSﾋﾆｮｳｷｶﾖｳｶﾝﾘｭｳｴｷ3% Ｄ－ソルビトール バクスター 2

限定薬品 外用薬 エイベリス点眼液０．００２％ ｍＬ 1319764Q1027 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ｴｲﾍﾞﾘｽﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.002% オミデネパグ　イソプロピル 参天 2

採用薬品　在庫有 外用薬 エキザルベ ｇ 2649852M1020 2649T 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他の配合剤 ｴｷｻﾞﾙﾍﾞ 混合死菌製剤 マルホ 2

限定薬品 外用薬 エクラープラスター２０μｇ／ｃｍ２ 枚 2646729S2035 2646 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤 ｴｸﾗｰﾌﾟﾗｽﾀｰ20ﾏｲｸﾛg/cm2 デプロドンプロピオン酸エステル 久光 2

限定薬品 外用薬 エクロックゲル５％ ｇ 1259700Q1027 1259i 末梢神経系用薬 発汗剤、止汗剤 その他の発汗剤、止汗剤 ｴｸﾛｯｸｹﾞﾙ5% ソフピロニウム臭化物 科研 2

限定薬品 外用薬 エコリシン眼軟膏 ｇ 1319800M1023 1319J 感覚器官用薬 眼科用剤 配合剤 ｴｺﾘｼﾝｶﾞﾝﾅﾝｺｳ エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム 参天 2

採用薬品　在庫有 外用薬 エスクレ坐剤「２５０」 個 1123700J1020 1123 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 抱水クロラール系製剤 ｴｽｸﾚｻﾞｻﾞｲ250 抱水クロラール 久光 2 睡眠薬

採用薬品　在庫有 外用薬 エスクレ注腸用キット「５００」 筒 1123700X1023 1123 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 抱水クロラール系製剤 ｴｽｸﾚﾁｭｳﾁｮｳﾖｳｷｯﾄ500 抱水クロラール 久光 2 睡眠薬

採用薬品　在庫有 外用薬 エストラーナテープ０．３６ｍｇ 枚 2473700S7027 2473 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 エストラジオール系製剤 ｴｽﾄﾗｰﾅﾃｰﾌﾟ0.36mg エストラジオール 久光 2

院外採用薬 外用薬 エストラーナテープ０．７２ｍｇ 枚 2473700S2076 2473 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 エストラジオール系製剤 ｴｽﾄﾗｰﾅﾃｰﾌﾟ0.72mg エストラジオール 久光 2

限定薬品 外用薬 エナジア吸入用カプセル高用量 カプセル 2290807G2022 2290J 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 配合剤 ｴﾅｼﾞｱｷｭｳﾆｭｳﾖｳｶﾌﾟｾﾙｺｳﾖｳﾘｮｳ インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル ノバルティス 2

限定薬品 外用薬 エナジア吸入用カプセル中用量 カプセル 2290807G1026 2290J 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 配合剤 ｴﾅｼﾞｱｷｭｳﾆｭｳﾖｳｶﾌﾟｾﾙﾁｭｳﾖｳﾘｮｳ インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル ノバルティス 2

採用薬品　在庫無 外用薬 エネマスター注腸散 ｇ 7212701W1021 後発品 7212 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） Ｘ線造影剤 バリウム塩製剤 ｴﾈﾏｽﾀｰﾁｭｳﾁｮｳｻﾝ 硫酸バリウム 伏見 0

限定薬品 外用薬 エムラクリーム ｇ 1219800N1023 1219J 末梢神経系用薬 局所麻酔剤 配合剤 ｴﾑﾗｸﾘｰﾑ リドカイン・プロピトカイン配合剤 佐藤製薬 2

採用薬品　在庫有 外用薬 エリザス点鼻粉末２００μｇ２８噴霧用 瓶 1329712R1021 1329i 感覚器官用薬 耳鼻科用剤 その他 ｴﾘｻﾞｽﾃﾝﾋﾞﾌﾝﾏﾂ200ﾏｲｸﾛg28ﾌﾝﾑﾖｳ デキサメタゾンシペシル酸エステル 日本新薬 2

限定薬品 外用薬 エンクラッセ６２．５μｇエリプタ３０吸入用 キット 2259714G2024 2259i 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 その他 ｴﾝｸﾗｯｾ62.5ﾏｲｸﾛgｴﾘﾌﾟﾀ30ｷｭｳﾆｭｳﾖｳ ウメクリジニウム臭化物 ＧＳＫ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 オイラックスＨクリーム ｇ 2649800N1029 2649J 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ステロイド・殺菌剤 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 日新製薬 2

採用薬品　在庫有 外用薬 オイラックスクリーム１０％ ｇ 2649722N1027 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ｵｲﾗｯｸｽｸﾘｰﾑ10% クロタミトン 日新製薬 2

限定薬品 外用薬 オーキシス９μｇタービュヘイラー６０吸入 キット 2259711G2020 2259i 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 その他 ｵｰｷｼｽ9ﾏｲｸﾛgﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ60ｷｭｳﾆｭｳ ホルモテロールフマル酸塩水和物 アストラゼネカ 2

限定薬品 外用薬 オキサロールローション２５μｇ／ｇ ｇ 2691702Q1020 2691 外皮用薬 その他の外皮用薬 外用ビタミン製剤 ｵｷｻﾛｰﾙﾛｰｼｮﾝ25ﾏｲｸﾛg/g マキサカルシトール マルホ 1

限定薬品 外用薬 オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ ｇ 2691702M1036 2691 外皮用薬 その他の外皮用薬 外用ビタミン製剤 ｵｷｻﾛｰﾙﾅﾝｺｳ25ﾏｲｸﾛg/g マキサカルシトール マルホ 1

採用薬品　在庫無 外用薬 オキシグルタチオン眼灌流液０．０１８４％キット「センジュ」 キット 1319731Q4048 後発品 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ｵｷｼｸﾞﾙﾀﾁｵﾝｶﾞﾝｶﾝﾘｭｳｴｷ0.0184%ｷｯﾄｾﾝｼﾞｭ オキシグルタチオン 千寿 0

採用薬品　在庫有 外用薬 オキシドール「ヤクハン」 ｍＬ 2614700X1255 2614 外皮用薬 外皮用殺菌消毒剤 過酸化物製剤 ｵｷｼﾄﾞｰﾙﾔｸﾊﾝ オキシドール ヤクハン 2

採用薬品　在庫無 外用薬 オキナゾールクリーム１％ ｇ 2655706N1041 2655 外皮用薬 寄生性皮ふ疾患用剤 イミダゾール系製剤 ｵｷﾅｿﾞｰﾙｸﾘｰﾑ1% オキシコナゾール硝酸塩 田辺三菱 2

採用薬品　在庫有 外用薬 オキナゾール腟錠６００ｍｇ 錠 2529709H2042 2529i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 生殖器官用剤（性病予防剤を含む） その他 ｵｷﾅｿﾞｰﾙﾁﾂｼﾞｮｳ600mg オキシコナゾール硝酸塩 田辺三菱 1

採用薬品　在庫有 外用薬 オゼックス点眼液０．３％ ｍＬ 1319751Q1020 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ｵｾﾞｯｸｽﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.3% トスフロキサシントシル酸塩水和物 富士フイルム富山化学 2

採用薬品　在庫有 外用薬 オフサロン点眼液 瓶 1319802Q2020 1319J 感覚器官用薬 眼科用剤 配合剤 ｵﾌｻﾛﾝﾃﾝｶﾞﾝｴｷ クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム わかもと 2

限定薬品 外用薬 オフロキサシンゲル化点眼液０．３％「わかもと」 ｍＬ 1319722Q2020 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ｵﾌﾛｷｻｼﾝｹﾞﾙｶﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.3%ﾜｶﾓﾄ オフロキサシン わかもと 2

採用薬品　在庫無 外用薬 オペガードＭＡ眼灌流液　２０ｍＬ 管 1319814Q1035 1319J 感覚器官用薬 眼科用剤 配合剤 ｵﾍﾟｶﾞｰﾄﾞMAｶﾞﾝｶﾝﾘｭｳｴｷ ブドウ糖・無機塩類配合剤 千寿 2

採用薬品　在庫有 外用薬 オリブ油「ヨシダ」 ｍＬ 7121704X1407 7121 調剤用薬 軟膏基剤 油脂性基剤 ｵﾘﾌﾞﾕﾖｼﾀﾞ オリブ油 吉田製薬 2

限定薬品 外用薬 オルテクサー口腔用軟膏０．１％ ｇ 2399707M1057 後発品 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ｵﾙﾃｸｻｰｺｳｸｳﾖｳﾅﾝｺｳ0.1% トリアムシノロンアセトニド ビーブランド 0

限定薬品 外用薬 オルベスコ１００μｇインヘラー１１２吸入用 キット 2290702G2021 2290i 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 その他 ｵﾙﾍﾞｽｺ100ﾏｲｸﾛgｲﾝﾍﾗｰ112ｷｭｳﾆｭｳﾖｳ シクレソニド 帝人ファーマ 2

限定薬品 外用薬 オルベスコ１００μｇインヘラー５６吸入用 キット 2290702G4024 2290i 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 その他 ｵﾙﾍﾞｽｺ100ﾏｲｸﾛgｲﾝﾍﾗｰ56ｷｭｳﾆｭｳﾖｳ シクレソニド 帝人ファーマ 2

限定薬品 外用薬 オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用 キット 2290702G3028 2290i 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 その他 ｵﾙﾍﾞｽｺ200ﾏｲｸﾛgｲﾝﾍﾗｰ56ｷｭｳﾆｭｳﾖｳ シクレソニド 帝人ファーマ 2

限定薬品 外用薬 オルベスコ５０μｇインヘラー１１２吸入用 キット 2290702G1025 2290i 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 その他 ｵﾙﾍﾞｽｺ50ﾏｲｸﾛgｲﾝﾍﾗｰ112ｷｭｳﾆｭｳﾖｳ シクレソニド 帝人ファーマ 2

限定薬品 外用薬 オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ カプセル 2259710G1020 2259i 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 その他 ｵﾝﾌﾞﾚｽｷｭｳﾆｭｳﾖｳｶﾌﾟｾﾙ150ﾏｲｸﾛg インダカテロールマレイン酸塩 ノバルティス 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ガチフロ点眼液０．３％ ｍＬ 1319749Q1030 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ｶﾞﾁﾌﾛﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.3% ガチフロキサシン水和物 千寿 2

採用薬品　在庫有 外用薬 カデックス軟膏０．９％ ｇ 2699704M1025 2699i 外皮用薬 その他の外皮用薬 その他 ｶﾃﾞｯｸｽﾅﾝｺｳ0.9% ヨウ素 スミス＆ネフュー 2

限定薬品 外用薬 カデックス軟膏分包４５ｍｇ ｇ 2699704M2021 2699i 外皮用薬 その他の外皮用薬 その他 ｶﾃﾞｯｸｽﾅﾝｺｳﾌﾞﾝﾎﾟｳ45mg ヨウ素 スミス＆ネフュー 2

限定薬品 外用薬 カリ石ケン「ニッコー」 ｇ 2662700X1104 2662 外皮用薬 皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む） アルカリ製剤 ｶﾘｾｯｹﾝﾆｯｺｰ カリ石ケン 日興製薬 2

採用薬品　在庫有 外用薬 キシロカインゼリー２％ ｍＬ 1214700P1054 1214 末梢神経系用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤 ｷｼﾛｶｲﾝｾﾞﾘｰ2% リドカイン塩酸塩 サンドファーマ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 キシロカインポンプスプレー８％ ｇ 1214701R1050 後発品 1214 末梢神経系用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤 ｷｼﾛｶｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟｽﾌﾟﾚｰ8% リドカイン サンドファーマ 0

採用薬品　在庫有 外用薬 キシロカイン液「４％」 ｍＬ 1214700Q1033 1214 末梢神経系用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤 ｷｼﾛｶｲﾝｴｷ4% リドカイン塩酸塩 サンドファーマ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 キシロカイン点眼液４％ ｍＬ 1214700Q1041 1214 末梢神経系用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤 ｷｼﾛｶｲﾝﾃﾝｶﾞﾝｴｷ4% リドカイン塩酸塩 サンドファーマ 2

限定薬品 外用薬 ギリアデル脳内留置用剤７．７ｍｇ 枚 4219700X1020 4219i 腫瘍用薬 アルキル化剤 その他 ｷﾞﾘｱﾃﾞﾙﾉｳﾅｲﾘｭｳﾁﾖｳｻﾞｲ7.7mg カルムスチン エーザイ 2

限定薬品 外用薬 グラッシュビスタ外用液剤０．０３％５ｍＬ ｍＬ 267970AQ1020 2679i 外皮用薬 毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤） その他 ｸﾞﾗｯｼｭﾋﾞｽﾀｶﾞｲﾖｳｴｷｻﾞｲ0.03%5mL ビマトプロスト アラガン 2

限定薬品 外用薬 グラナテック点眼液０．４％ ｍＬ 1319763Q1022 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ｸﾞﾗﾅﾃｯｸﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.4% リパスジル塩酸塩水和物 興和 2

中止薬品　在庫有 外用薬 クラビット点眼液０．５％ ｍＬ 1319742Q1039 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ｸﾗﾋﾞｯﾄﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.5% レボフロキサシン水和物 参天 1

採用薬品　在庫有 外用薬 グリセリン「マルイシ」 ｍＬ 2357700X1256 2357 消化器官用薬 下剤、浣腸剤 グリセリン製剤 ｸﾞﾘｾﾘﾝﾏﾙｲｼ グリセリン 丸石 2

限定薬品 外用薬 グリセリンＢＣ液「ヨシダ」 ｍＬ 235770AX2028 ｸﾞﾘｾﾘﾝBCｴｷﾖｼﾀﾞ ベンザルコニウム塩化物添加グリセリン 吉田製薬 2

採用薬品　在庫有 外用薬 グリセリン浣腸液５０％「ムネ」１２０ｍＬ 個 2357701K8185 2357 消化器官用薬 下剤、浣腸剤 グリセリン製剤 ｸﾞﾘｾﾘﾝｶﾝﾁｮｳｴｷ50%ﾑﾈ120mL グリセリン ムネ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 グリセリン浣腸液５０％「ムネ」３０ｍＬ 個 2357701K3132 2357 消化器官用薬 下剤、浣腸剤 グリセリン製剤 ｸﾞﾘｾﾘﾝｶﾝﾁｮｳｴｷ50%ﾑﾈ30mL グリセリン ムネ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 グリセリン浣腸液５０％「ムネ」６０ｍＬ 個 2357701K6220 2357 消化器官用薬 下剤、浣腸剤 グリセリン製剤 ｸﾞﾘｾﾘﾝｶﾝﾁｮｳｴｷ50%ﾑﾈ60mL グリセリン ムネ 2

院外採用薬 外用薬 グリメサゾン軟膏 ｇ 2649801M1028 2649J 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ステロイド・殺菌剤 ｸﾞﾘﾒｻｿﾞﾝﾅﾝｺｳ デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール 藤永 2

院外採用薬 外用薬 クレナフィン爪外用液１０％ ｇ 6290702Q1029 6290i 化学療法剤 その他の化学療法剤 その他 ｸﾚﾅﾌｨﾝﾂﾒｶﾞｲﾖｳｴｷ10% エフィナコナゾール 科研 2

採用薬品　在庫有 外用薬 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．０５％「ＭＹＫ」 ｇ 2646713M1209 後発品 2646 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤 ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｻﾝｴｽﾃﾙﾅﾝｺｳ0.05%MYK クロベタゾールプロピオン酸エステル 前田 0

採用薬品　在庫有 外用薬 クロマイ腟錠１００ｍｇ 錠 2521701H1050 2521 泌尿生殖器官及び肛門用薬 生殖器官用剤（性病予防剤を含む） 生殖器官用抗生物質製剤 ｸﾛﾏｲﾁﾂｼﾞｮｳ100mg クロラムフェニコール アルフレッサファーマ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「サワイ」 管 2259701G1071 後発品 2259i 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 その他 ｸﾛﾓｸﾞﾘｸｻﾝNaｷｭｳﾆｭｳｴｷ1%ｻﾜｲ クロモグリク酸ナトリウム 沢井 0

限定薬品 外用薬 クロラムフェニコール点眼液０．５％「ニットー」 ｍＬ 1317702Q1064 1317 感覚器官用薬 眼科用剤 眼科用抗生物質製剤 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.5%ﾆｯﾄｰ クロラムフェニコール 日東メディック 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩ｴﾀﾉｰﾙ液1% 不明 XXXXXXXA0892

採用薬品　在庫有 外用薬 クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液１％「東豊」 ｍＬ 261970BQ5057 ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝｻﾝｴﾝｴﾀﾉｰﾙｼｮｳﾄﾞｸｴｷ1%ﾄｳﾎｳ クロルヘキシジングルコン酸塩 東豊 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ゲーベンクリーム１％ ｇ 2633705N1031 2633 外皮用薬 化膿性疾患用剤 外用サルファ製剤 ｹﾞｰﾍﾞﾝｸﾘｰﾑ1% スルファジアジン銀 田辺三菱 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ケトコナゾールクリーム２％「ＪＧ」 ｇ 2655709N1070 後発品 2655 外皮用薬 寄生性皮ふ疾患用剤 イミダゾール系製剤 ｹﾄｺﾅｿﾞｰﾙｸﾘｰﾑ2%JG ケトコナゾール 日本ジェネリック 0

採用薬品　在庫有 外用薬 ケトコナゾールローション２％「ＪＧ」 ｇ 2655709Q1068 後発品 2655 外皮用薬 寄生性皮ふ疾患用剤 イミダゾール系製剤 ｹﾄｺﾅｿﾞｰﾙﾛｰｼｮﾝ2%JG ケトコナゾール 日本ジェネリック 0

採用薬品　在庫有 外用薬 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「日医工」 枚 2649729S2126 後発品 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ20mgﾆﾁｲｺｳ ケトプロフェン 日医工 0

採用薬品　在庫有 外用薬 ケトプロフェンパップ３０ｍｇ「ラクール」 枚 2649729S1162 後発品 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾊﾟｯﾌﾟ30mgﾗｸｰﾙ ケトプロフェン 三友 0

限定薬品 外用薬 ケラチナミンコーワクリーム２０％ ｇ 2669701N2067 2669i 外皮用薬 皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む） その他 ｹﾗﾁﾅﾐﾝｺｰﾜｸﾘｰﾑ20% 尿素 興和 1

採用薬品　在庫有 外用薬 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「Ｆ」 ｇ 2634710M1093 2634 外皮用薬 化膿性疾患用剤 外用抗生物質製剤 ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝﾘｭｳｻﾝｴﾝﾅﾝｺｳ0.1%F ゲンタマイシン硫酸塩 富士製薬 2

限定薬品 外用薬 コソプトミニ配合点眼液 個 1319819Q2026 1319J 感覚器官用薬 眼科用剤 配合剤 ｺｿﾌﾟﾄﾐﾆﾊｲｺﾞｳﾃﾝｶﾞﾝｴｷ ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩 参天 2

限定薬品 外用薬 コソプト配合点眼液 ｍＬ 1319819Q1020 1319J 感覚器官用薬 眼科用剤 配合剤 ｺｿﾌﾟﾄﾊｲｺﾞｳﾃﾝｶﾞﾝｴｷ ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩 参天 1

限定薬品 外用薬 コムクロシャンプー０．０５％ ｇ 2646713Q2029 2646 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤 ｺﾑｸﾛｼｬﾝﾌﾟｰ0.05% クロベタゾールプロピオン酸エステル マルホ 2

限定薬品 外用薬 コレクチム軟膏０．５％ ｇ 2699714M1029 2699i 外皮用薬 その他の外皮用薬 その他 ｺﾚｸﾁﾑﾅﾝｺｳ0.5% デルゴシチニブ 日本たばこ 2

限定薬品 外用薬 サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ 瓶 2219700G1039 2219i 呼吸器官用薬 呼吸促進剤 その他 ｻｰﾌｧｸﾃﾝｷｶﾝﾁｭｳﾆｭｳﾖｳ120mg 肺サーファクタント 田辺三菱 2

採用薬品　在庫有 外用薬 サイプレジン１％点眼液 ｍＬ 1311701Q1031 1311 感覚器官用薬 眼科用剤 散瞳剤 ｻｲﾌﾟﾚｼﾞﾝ1%ﾃﾝｶﾞﾝｴｷ シクロペントラート塩酸塩 参天 2

院外採用薬 外用薬 ザラカム配合点眼液 ｍＬ 1319817Q1020 1319J 感覚器官用薬 眼科用剤 配合剤 ｻﾞﾗｶﾑﾊｲｺﾞｳﾃﾝｶﾞﾝｴｷ ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩 ヴィアトリス 1

限定薬品 外用薬 サラゾピリン坐剤５００ｍｇ 個 6219700J1034 6219i 化学療法剤 サルファ剤 その他 ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝｻﾞｻﾞｲ500mg サラゾスルファピリジン ファイザー 2

採用薬品　在庫有 外用薬 サリチル酸「ケンエー」 ｇ 2652700X1043 2652 外皮用薬 寄生性皮ふ疾患用剤 外用サリチル酸系製剤 ｻﾘﾁﾙｻﾝｹﾝｴｰ サリチル酸 健栄 2

限定薬品 外用薬 サリベートエアゾール 個 2399801E1037 2399J 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 配合剤 ｻﾘﾍﾞｰﾄｴｱｿﾞｰﾙ リン酸二カリウム・無機塩類配合剤 帝人ファーマ 2

限定薬品 外用薬 サルコートカプセル外用５０μｇ カプセル 2399708A1039 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ｻﾙｺｰﾄｶﾌﾟｾﾙｶﾞｲﾖｳ50ﾏｲｸﾛg ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 帝人ファーマ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 サルタノールインヘラー１００μｇ 瓶 2254700G4037 2254 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 サルブタモール製剤 ｻﾙﾀﾉｰﾙｲﾝﾍﾗｰ100ﾏｲｸﾛg サルブタモール硫酸塩 ＧＳＫ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 サンコバ点眼液０．０２％ 瓶 1319710Q2078 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ｻﾝｺﾊﾞﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.02% シアノコバラミン 参天 2

採用薬品　在庫有 外用薬 サンピロ点眼液２％ 瓶 1312701Q3082 1312 感覚器官用薬 眼科用剤 縮瞳剤 ｻﾝﾋﾟﾛﾃﾝｶﾞﾝｴｷ2% ピロカルピン塩酸塩 参天 2

採用薬品　在庫有 外用薬 サンピロ点眼液４％ 瓶 1312701Q5050 1312 感覚器官用薬 眼科用剤 縮瞳剤 ｻﾝﾋﾟﾛﾃﾝｶﾞﾝｴｷ4% ピロカルピン塩酸塩 参天 2

限定薬品 外用薬 シーブリ吸入用カプセル５０μｇ カプセル 2259712G1029 2259i 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 その他 ｼｰﾌﾞﾘｷｭｳﾆｭｳﾖｳｶﾌﾟｾﾙ50ﾏｲｸﾛg グリコピロニウム臭化物 ノバルティス 2

採用薬品　在庫無 外用薬 シェルガン０．５眼粘弾剤 筒 1319816Q1042 後発品 1319J 感覚器官用薬 眼科用剤 配合剤 ｼｪﾙｶﾞﾝ0.5ｶﾞﾝﾈﾝﾀﾞﾝｻﾞｲ 精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 生化学 0

限定薬品 外用薬 ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％「ＣＥＯ」 ｍＬ 1329701Q1036 後発品 1329i 感覚器官用薬 耳鼻科用剤 その他 ｼﾞｵｸﾁﾙｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎｻｸｼﾈｰﾄｼﾞｶﾖｳｴｷ5%CEO ジオクチルソジウムスルホサクシネート セオリア 0

採用薬品　在庫有 外用薬 ジクアス点眼液３％ 瓶 1319758Q1021 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ｼﾞｸｱｽﾃﾝｶﾞﾝｴｷ3% ジクアホソルナトリウム 参天 2

限定薬品 外用薬 ジクトルテープ７５ｍｇ 枚 1147700S1028 1147 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 フェニル酢酸系製剤 ｼﾞｸﾄﾙﾃｰﾌﾟ75mg ジクロフェナクナトリウム 久光 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ジクロフェナクＮａゲル１％「日本臓器」 ｇ 2649734Q1085 後発品 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNaｹﾞﾙ1%ﾆﾎﾝｿﾞｳｷ ジクロフェナクナトリウム 東光 0

限定薬品 外用薬 ジムソ膀胱内注入液５０％ 瓶 2590701X1027 2590i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 その他 ｼﾞﾑｿﾎﾞｳｺｳﾅｲﾁｭｳﾆｭｳｴｷ50% ジメチルスルホキシド 杏林 2

採用薬品　在庫無 外用薬 スープレン吸入麻酔液 ｍＬ 1119703G1024 1119i 中枢神経系用薬 全身麻酔剤 その他 ｽｰﾌﾟﾚﾝｷｭｳﾆｭｳﾏｽｲｴｷ デスフルラン バクスター 2

採用薬品　在庫有 外用薬 スコピゾル眼科用液 瓶 131980AQ1038 ｽｺﾋﾟｿﾞﾙｶﾞﾝｶﾖｳｴｷ ヒドロキシエチルセルロース・ホウ酸・無機塩類配合剤 千寿 2

採用薬品　在庫無 外用薬 ステリスコープ３Ｗ／Ｖ％液 ｍＬ 732170AQ3020 ｽﾃﾘｽｺｰﾌﾟ3W/V%ｴｷ グルタラール 丸石 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ステロネマ注腸３ｍｇ 個 2454701X1033 後発品 2454 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 ｽﾃﾛﾈﾏﾁｭｳﾁｮｳ3mg ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 日医工 0

採用薬品　在庫有 外用薬 スピール膏Ｍ 枚 2661701X1020 2661 外皮用薬 皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む） 有機酸製剤 ｽﾋﾟｰﾙｺｳM サリチル酸 ニチバン 2

院外採用薬 外用薬 スピオルトレスピマット２８吸入 キット 2259807G1026 2259T 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 その他の配合剤 ｽﾋﾟｵﾙﾄﾚｽﾋﾟﾏｯﾄ28ｷｭｳﾆｭｳ チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩 日本ベーリンガー 2

限定薬品 外用薬 スピオルトレスピマット６０吸入 キット 2259807G2022 2259T 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 その他の配合剤 ｽﾋﾟｵﾙﾄﾚｽﾋﾟﾏｯﾄ60ｷｭｳﾆｭｳ チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩 日本ベーリンガー 2

採用薬品　在庫有 外用薬 スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 キット 2259709G2023 2259i 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 その他 ｽﾋﾟﾘｰﾊﾞ2.5ﾏｲｸﾛgﾚｽﾋﾟﾏｯﾄ60ｷｭｳﾆｭｳ チオトロピウム臭化物水和物 日本ベーリンガー 2

採用薬品　在庫有 外用薬 スピリーバ吸入用カプセル１８μｇ カプセル 2259709G1027 2259i 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 その他 ｽﾋﾟﾘｰﾊﾞｷｭｳﾆｭｳﾖｳｶﾌﾟｾﾙ18ﾏｲｸﾛg チオトロピウム臭化物水和物 日本ベーリンガー 2

限定薬品 外用薬 スプレキュア点鼻液０．１５％ 瓶 2499701R1052 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ｽﾌﾟﾚｷｭｱﾃﾝﾋﾞｴｷ0.15% ブセレリン酢酸塩 サノフィ 1

採用薬品　在庫有 外用薬 スポンゼル　５ｃｍ×２．５ｃｍ 枚 3322700X1026 3322 血液・体液用薬 止血剤 ゼラチン製剤 ｽﾎﾟﾝｾﾞﾙ ゼラチン ＬＴＬ 2

限定薬品 外用薬 スミスリンローション５％ ｇ 6429700Q1021 6429i 寄生動物用薬 駆虫剤 その他 ｽﾐｽﾘﾝﾛｰｼｮﾝ5% フェノトリン クラシエ 2

限定薬品 外用薬 ゼビアックスローション２％ ｇ 2639701Q1025 2639i 外皮用薬 化膿性疾患用剤 その他 ｾﾞﾋﾞｱｯｸｽﾛｰｼｮﾝ2% オゼノキサシン マルホ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 ｍＬ 1119702G1070 後発品 1119i 中枢神経系用薬 全身麻酔剤 その他 ｾﾎﾞﾌﾙﾗﾝｷｭｳﾆｭｳﾏｽｲｴｷﾆｯｺｰ セボフルラン 日興製薬 0

中止薬品　在庫有 外用薬 ゼポラスパップ４０ｍｇ 枚 2649732S1164 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ｾﾞﾎﾟﾗｽﾊﾟｯﾌﾟ40mg フルルビプロフェン 三笠 1

中止薬品　在庫有 外用薬 セルタッチパップ７０ 枚 2649731S1143 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ｾﾙﾀｯﾁﾊﾟｯﾌﾟ70 フェルビナク 帝國製薬 1

採用薬品　在庫無 外用薬 ゼルフォーム　２ｃｍ×６ｃｍ×０．７ｃｍ 枚 3322701X1020 3322 血液・体液用薬 止血剤 ゼラチン製剤 ｾﾞﾙﾌｫｰﾑ ゼラチン ファイザー 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ゾビラックス眼軟膏３％ ｇ 1319719M1046 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽｶﾞﾝﾅﾝｺｳ3% アシクロビル 日東メディック 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ 枚 2634711S1046 2634 外皮用薬 化膿性疾患用剤 外用抗生物質製剤 ｿﾌﾗﾁｭｰﾙﾁｮｳﾌｻﾞｲ10cm フラジオマイシン硫酸塩 テイカ製薬 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ソルベース ｇ 7123700M1113 7123 調剤用薬 軟膏基剤 水溶性基剤 ｿﾙﾍﾞｰｽ マクロゴール 陽進堂 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ダイアップ坐剤１０ 個 1124701J3025 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ﾀﾞｲｱｯﾌﾟｻﾞｻﾞｲ10 ジアゼパム 高田 2 抗不安薬

採用薬品　在庫有 外用薬 ダイアップ坐剤４ 個 1124701J1022 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ﾀﾞｲｱｯﾌﾟｻﾞｻﾞｲ4 ジアゼパム 高田 2 抗不安薬

採用薬品　在庫有 外用薬 ダイアップ坐剤６ 個 1124701J2029 1124 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 ベンゾジアゼピン系製剤 ﾀﾞｲｱｯﾌﾟｻﾞｻﾞｲ6 ジアゼパム 高田 2 抗不安薬

限定薬品 外用薬 タクロリムス軟膏０．１％「ＰＰ」 ｇ 2699709M1044 後発品 2699i 外皮用薬 その他の外皮用薬 その他 ﾀｸﾛﾘﾑｽﾅﾝｺｳ0.1%PP タクロリムス水和物 サンファーマ 0

採用薬品　在庫有 外用薬 タコシール組織接着用シート　４．８ｃｍ×４．８ｃｍ 枚 6349802X2027 6349J 生物学的製剤 血液製剤類 配合剤 ﾀｺｼｰﾙｿｼｷｾｯﾁｬｸﾖｳｼｰﾄ フィブリノゲン配合剤 ＣＳＬベーリング 2

限定薬品 外用薬 タコシール組織接着用シート　９．５ｃｍ×４．８ｃｍ 枚 6349802X3023 6349J 生物学的製剤 血液製剤類 配合剤 ﾀｺｼｰﾙｿｼｷｾｯﾁｬｸﾖｳｼｰﾄ フィブリノゲン配合剤 ＣＳＬベーリング 2

限定薬品 外用薬 タプコム配合点眼液 ｍＬ 1319822Q1021 1319J 感覚器官用薬 眼科用剤 配合剤 ﾀﾌﾟｺﾑﾊｲｺﾞｳﾃﾝｶﾞﾝｴｷ タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩 参天 2

限定薬品 外用薬 タプロスミニ点眼液０．００１５％ 個 1319756Q2029 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾀﾌﾟﾛｽﾐﾆﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.0015% タフルプロスト 参天 2

限定薬品 外用薬 タプロス点眼液０．００１５％ ｍＬ 1319756Q1022 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾀﾌﾟﾛｽﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.0015% タフルプロスト 参天 2

限定薬品 外用薬 ダラシンＴゲル１％ ｇ 2634713M1020 2634 外皮用薬 化膿性疾患用剤 外用抗生物質製剤 ﾀﾞﾗｼﾝTｹﾞﾙ1% クリンダマイシンリン酸エステル 佐藤製薬 1

採用薬品　在庫有 外用薬 タリビッド眼軟膏０．３％ ｇ 1319722M1056 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞｶﾞﾝﾅﾝｺｳ0.3% オフロキサシン 参天 2

採用薬品　在庫有 外用薬 タリビッド耳科用液０．３％ ｍＬ 1329706Q1039 1329i 感覚器官用薬 耳鼻科用剤 その他 ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞｼﾞｶﾖｳｴｷ0.3% オフロキサシン アルフレッサファーマ 2

限定薬品 外用薬 タリムス点眼液０．１％ 瓶 1319755Q1028 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾀﾘﾑｽﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.1% タクロリムス水和物 千寿 2

採用薬品　在庫有 外用薬 タルク「ケンエー」 ｇ 7113700X1067 7113 調剤用薬 賦形剤 タルク類 ﾀﾙｸｹﾝｴｰ タルク 健栄 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ヂアミトール消毒用液１０Ｗ／Ｖ％ ｍＬ 2616700Q1530 2616 外皮用薬 外皮用殺菌消毒剤 石鹸類製剤 ﾁﾞｱﾐﾄｰﾙｼｮｳﾄﾞｸﾖｳｴｷ10W/V% ベンザルコニウム塩化物 丸石 2

採用薬品　在庫有 外用薬 チモプトールＸＥ点眼液０．５％ ｍＬ 1319702Q4033 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾁﾓﾌﾟﾄｰﾙXEﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.5% チモロールマレイン酸塩 参天 1

限定薬品 外用薬 チモプトール点眼液０．５％ ｍＬ 1319702Q2111 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾁﾓﾌﾟﾄｰﾙﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.5% チモロールマレイン酸塩 参天 1

限定薬品 外用薬 チモロールＰＦ点眼液０．５％「日点」 ｍＬ 1319702Q2189 後発品 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾁﾓﾛｰﾙPFﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.5%ﾆｯﾃﾝ チモロールマレイン酸塩 日本点眼薬 0

限定薬品 外用薬 ツムラ紫雲膏 ｇ 2649873M1030 2649T 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他の配合剤 ﾂﾑﾗｼｳﾝｺｳ 紫雲膏 ツムラ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「久光」 枚 2259707S1217 後発品 2259i 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 その他 ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ0.5mgﾋｻﾐﾂ ツロブテロール 久光 0

採用薬品　在庫有 外用薬 ツロブテロールテープ１ｍｇ「久光」 枚 2259707S2213 後発品 2259i 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 その他 ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ1mgﾋｻﾐﾂ ツロブテロール 久光 0

採用薬品　在庫有 外用薬 ツロブテロールテープ２ｍｇ「久光」 枚 2259707S3210 後発品 2259i 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 その他 ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ2mgﾋｻﾐﾂ ツロブテロール 久光 0

限定薬品 外用薬 ディビゲル１ｍｇ 包 2473700M1020 2473 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 エストラジオール系製剤 ﾃﾞｨﾋﾞｹﾞﾙ1mg エストラジオール サンファーマ 2

限定薬品 外用薬 ディフェリンゲル０．１％ ｇ 2699711Q1027 2699i 外皮用薬 その他の外皮用薬 その他 ﾃﾞｨﾌｪﾘﾝｹﾞﾙ0.1% アダパレン マルホ 1
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限定薬品 外用薬 デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏０．１％「日医工」 ｇ 2646726M1141 後発品 2646 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｻﾝｴｽﾃﾙﾅﾝｺｳ0.1%ﾆﾁｲｺｳ デキサメタゾンプロピオン酸エステル 池田薬品 0

採用薬品　在庫有 外用薬 デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」 ｇ 2399706M1125 後発品 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝｺｳｸｳﾖｳﾅﾝｺｳ0.1%NK デキサメタゾン 日本化薬 0

限定薬品 外用薬 デスモプレシン・スプレー１０協和 瓶 2419700R2029 2419i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 脳下垂体ホルモン剤 その他 ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝｽﾌﾟﾚｰ10ｷｮｳﾜ デスモプレシン酢酸塩水和物 フェリング 1

限定薬品 外用薬 デスモプレシン点鼻スプレー２．５μｇ「フェリング」 瓶 2419700R1030 2419i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 脳下垂体ホルモン剤 その他 ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝﾃﾝﾋﾞｽﾌﾟﾚｰ2.5ﾏｲｸﾛgﾌｪﾘﾝｸﾞ デスモプレシン酢酸塩水和物 フェリング 2

採用薬品　在庫無 外用薬 デタントール０．０１％点眼液 ｍＬ 1319747Q1023 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙ0.01%ﾃﾝｶﾞﾝｴｷ ブナゾシン塩酸塩 参天 2

限定薬品 外用薬 デュアック配合ゲル ｇ 2699803Q1020 2699J 外皮用薬 その他の外皮用薬 配合剤 ﾃﾞｭｱｯｸﾊｲｺﾞｳｹﾞﾙ クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル サンファーマ 2

院外採用薬 外用薬 デュオトラバ配合点眼液 ｍＬ 1319820Q1022 1319J 感覚器官用薬 眼科用剤 配合剤 ﾃﾞｭｵﾄﾗﾊﾞﾊｲｺﾞｳﾃﾝｶﾞﾝｴｷ トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩 ノバルティス 1

採用薬品　在庫有 外用薬 テラ・コートリル軟膏 ｇ 2647705M1023 2647 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤 ﾃﾗｺｰﾄﾘﾙﾅﾝｺｳ オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン 陽進堂 2

限定薬品 外用薬 テリルジー１００エリプタ１４吸入用 キット 2290804G1022 2290J 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 配合剤 ﾃﾘﾙｼﾞｰ100ｴﾘﾌﾟﾀ14ｷｭｳﾆｭｳﾖｳ 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 ＧＳＫ 2

限定薬品 外用薬 テリルジー１００エリプタ３０吸入用 キット 2290804G2029 2290J 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 配合剤 ﾃﾘﾙｼﾞｰ100ｴﾘﾌﾟﾀ30ｷｭｳﾆｭｳﾖｳ 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 ＧＳＫ 2

限定薬品 外用薬 テリルジー２００エリプタ１４吸入用 キット 2290804G3025 2290J 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 配合剤 ﾃﾘﾙｼﾞｰ200ｴﾘﾌﾟﾀ14ｷｭｳﾆｭｳﾖｳ 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 ＧＳＫ 2

限定薬品 外用薬 テリルジー２００エリプタ３０吸入用 キット 2290804G4021 2290J 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 配合剤 ﾃﾘﾙｼﾞｰ200ｴﾘﾌﾟﾀ30ｷｭｳﾆｭｳﾖｳ 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 ＧＳＫ 2

限定薬品 外用薬 デルモベートスカルプローション０．０５％ ｇ 2646713Q1081 2646 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤 ﾃﾞﾙﾓﾍﾞｰﾄｽｶﾙﾌﾟﾛｰｼｮﾝ0.05% クロベタゾールプロピオン酸エステル ＧＳＫ 1

採用薬品　在庫有 外用薬 テレミンソフト坐薬１０ｍｇ 個 2359700J2106 2359i 消化器官用薬 下剤、浣腸剤 その他 ﾃﾚﾐﾝｿﾌﾄｻﾞﾔｸ10mg ビサコジル ＥＡファーマ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 トパルジック軟膏１％ ｇ 2649733M1089 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ﾄﾊﾟﾙｼﾞｯｸﾅﾝｺｳ1% スプロフェン アルフレッサファーマ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 トプシムローション０．０５％ ｇ 2646708Q1030 2646 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤 ﾄﾌﾟｼﾑﾛｰｼｮﾝ0.05% フルオシノニド 田辺三菱 1

限定薬品 外用薬 トブラシン点眼液０．３％ ｍＬ 1317708Q1037 1317 感覚器官用薬 眼科用剤 眼科用抗生物質製剤 ﾄﾌﾞﾗｼﾝﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.3% トブラマイシン 日東メディック 2

限定薬品 外用薬 ドボベットゲル ｇ 2699802Q1026 2699J 外皮用薬 その他の外皮用薬 配合剤 ﾄﾞﾎﾞﾍﾞｯﾄｹﾞﾙ カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル レオファーマ 2

限定薬品 外用薬 ドボベットフォーム ｇ 2699802R1021 2699J 外皮用薬 その他の外皮用薬 配合剤 ﾄﾞﾎﾞﾍﾞｯﾄﾌｫｰﾑ カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル レオファーマ 2

限定薬品 外用薬 ドボベット軟膏 ｇ 2699802M1024 2699J 外皮用薬 その他の外皮用薬 配合剤 ﾄﾞﾎﾞﾍﾞｯﾄﾅﾝｺｳ カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル レオファーマ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 トラバタンズ点眼液０．００４％ ｍＬ 1319754Q1023 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾄﾗﾊﾞﾀﾝｽﾞﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.004% トラボプロスト ノバルティス 1

院外採用薬 外用薬 トルソプト点眼液１％ ｍＬ 1319738Q2020 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾄﾙｿﾌﾟﾄﾃﾝｶﾞﾝｴｷ1% ドルゾラミド塩酸塩 参天 2

院外採用薬 外用薬 ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２ 枚 2646711S2051 2646 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤 ﾄﾞﾚﾆｿﾞﾝﾃｰﾌﾟ4ﾏｲｸﾛg/cm2 フルドロキシコルチド 大日本住友 2

採用薬品　在庫有 外用薬 トロンビン液モチダ　ソフトボトル５千 キット 3323702Q2024 3323 血液・体液用薬 止血剤 臓器性止血製剤 ﾄﾛﾝﾋﾞﾝｴｷﾓﾁﾀﾞｿﾌﾄﾎﾞﾄﾙ5ｾﾝ トロンビン 持田 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ナウゼリン坐剤１０ 個 2399714J1026 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ﾅｳｾﾞﾘﾝｻﾞｻﾞｲ10 ドンペリドン 協和キリン 1

採用薬品　在庫有 外用薬 ナウゼリン坐剤３０ 個 2399714J2022 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ﾅｳｾﾞﾘﾝｻﾞｻﾞｲ30 ドンペリドン 協和キリン 1

採用薬品　在庫有 外用薬 ナウゼリン坐剤６０ 個 2399714J3029 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ﾅｳｾﾞﾘﾝｻﾞｻﾞｲ60 ドンペリドン 協和キリン 2

限定薬品 外用薬 ナサニール点鼻液０．２％ 瓶 2499702Q1043 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ﾅｻﾆｰﾙﾃﾝﾋﾞｴｷ0.2% ナファレリン酢酸塩水和物 ファイザー 1

限定薬品 外用薬 ニコチネルＴＴＳ１０ 枚 7990712S1022 7990i その他の治療を主目的としない医薬品 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 その他 ﾆｺﾁﾈﾙTTS10 ニコチン ＧＳＫＣＨＪ 2

限定薬品 外用薬 ニコチネルＴＴＳ２０ 枚 7990712S2029 7990i その他の治療を主目的としない医薬品 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 その他 ﾆｺﾁﾈﾙTTS20 ニコチン ＧＳＫＣＨＪ 2

限定薬品 外用薬 ニコチネルＴＴＳ３０ 枚 7990712S3025 7990i その他の治療を主目的としない医薬品 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 その他 ﾆｺﾁﾈﾙTTS30 ニコチン ＧＳＫＣＨＪ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ 枚 2171701S2037 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ﾆﾄﾛﾀﾞｰﾑTTS25mg ニトログリセリン サンファーマ 1

採用薬品　在庫有 外用薬 ニフラン点眼液０．１％ ｍＬ 1319724Q1120 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾆﾌﾗﾝﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.1% プラノプロフェン 千寿 1

限定薬品 外用薬 ニュープロパッチ１３．５ｍｇ 枚 1169700S4024 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾆｭｰﾌﾟﾛﾊﾟｯﾁ13.5mg ロチゴチン 大塚製薬 2

限定薬品 外用薬 ニュープロパッチ１８ｍｇ 枚 1169700S5020 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾆｭｰﾌﾟﾛﾊﾟｯﾁ18mg ロチゴチン 大塚製薬 2

限定薬品 外用薬 ニュープロパッチ２．２５ｍｇ 枚 1169700S1025 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾆｭｰﾌﾟﾛﾊﾟｯﾁ2.25mg ロチゴチン 大塚製薬 2

限定薬品 外用薬 ニュープロパッチ４．５ｍｇ 枚 1169700S2021 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾆｭｰﾌﾟﾛﾊﾟｯﾁ4.5mg ロチゴチン 大塚製薬 2

限定薬品 外用薬 ニュープロパッチ９ｍｇ 枚 1169700S3028 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾆｭｰﾌﾟﾛﾊﾟｯﾁ9mg ロチゴチン 大塚製薬 2

限定薬品 外用薬 ネオキシテープ７３．５ｍｇ 枚 2590700S0025 ﾈｵｷｼﾃｰﾌﾟ73.5mg 久光

採用薬品　在庫有 外用薬 ネオシネジンコーワ５％点眼液 ｍＬ 1311702Q1036 1311 感覚器官用薬 眼科用剤 散瞳剤 ﾈｵｼﾈｼﾞﾝｺｰﾜ5%ﾃﾝｶﾞﾝｴｷ フェニレフリン塩酸塩 興和 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ネオ兼一消アルＡ ｍＬ 2619813X1028 後発品 2619J 外皮用薬 外皮用殺菌消毒剤 配合剤 ﾈｵｶﾈｲﾁｼｮｳｱﾙA エタノール 兼一 0

採用薬品　在庫有 外用薬 ネグミンシュガー軟膏 ｇ 2699801V1068 後発品 2699J 外皮用薬 その他の外皮用薬 配合剤 ﾈｸﾞﾐﾝｼｭｶﾞｰﾅﾝｺｳ 精製白糖・ポビドンヨード マイラン 0

限定薬品 外用薬 ネバナック懸濁性点眼液０．１％ ｍＬ 1319759Q1026 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾈﾊﾞﾅｯｸｹﾝﾀﾞｸｾｲﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.1% ネパフェナク ノバルティス 2

採用薬品　在庫無 外用薬 ネリザ軟膏 ｇ 2559814M1042 後発品 2559J 泌尿生殖器官及び肛門用薬 痔疾用剤 配合剤 ﾈﾘｻﾞﾅﾝｺｳ ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン ジェイドルフ 0

採用薬品　在庫有 外用薬 ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％ ｇ 2646700N1169 2646 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤 ﾈﾘｿﾞﾅﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｸﾘｰﾑ0.1% ジフルコルトロン吉草酸エステル レオファーマ 2

限定薬品 外用薬 ノルスパンテープ１０ｍｇ 枚 1149704S2027 1149i 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他 ﾉﾙｽﾊﾟﾝﾃｰﾌﾟ10mg ブプレノルフィン ムンディファーマ 2

限定薬品 外用薬 ノルスパンテープ５ｍｇ 枚 1149704S1020 1149i 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他 ﾉﾙｽﾊﾟﾝﾃｰﾌﾟ5mg ブプレノルフィン ムンディファーマ 2

院外採用薬 外用薬 ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ ｍＬ 1319740Q1056 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙｺｰﾜﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.25% ニプラジロール 興和 1

採用薬品　在庫有 外用薬 ハイポアルコール 不明 XXXXXXXA2341

限定薬品 外用薬 バクスミー点鼻粉末剤３ｍｇ 瓶 2492700R1022 2492 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） すい臓ホルモン剤 ﾊﾞｸｽﾐｰﾃﾝﾋﾞﾌﾝﾏﾂｻﾞｲ3mg グルカゴン リリー 2

採用薬品　在庫有 外用薬 バクトロバン鼻腔用軟膏２％ ｇ 6119700M1035 6119i 抗生物質製剤 主としてグラム陽性菌に作用するもの その他 ﾊﾞｸﾄﾛﾊﾞﾝﾋﾞｸｳﾖｳﾅﾝｺｳ2% ムピロシンカルシウム水和物 ＧＳＫ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 パタノール点眼液０．１％ ｍＬ 1319752Q1024 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾊﾟﾀﾉｰﾙﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.1% オロパタジン塩酸塩 ノバルティス 1

限定薬品 外用薬 パッチテストパネル（Ｓ） 組 7290707T2025 7290i 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） その他 ﾊﾟｯﾁﾃｽﾄﾊﾟﾈﾙS パッチテスト用貼付剤 佐藤製薬 2

院外採用薬 外用薬 パピロックミニ点眼液０．１％ 個 1319750Q1025 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾊﾟﾋﾟﾛｯｸﾐﾆﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.1% シクロスポリン 参天 2

採用薬品　在庫有 外用薬 パルミコート２００μｇタービュヘイラー１１２吸入 瓶 2290701G3031 2290i 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 その他 ﾊﾟﾙﾐｺｰﾄ200ﾏｲｸﾛgﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ112ｷｭｳﾆｭｳ ブデソニド アストラゼネカ 2

限定薬品 外用薬 パルミコート２００μｇタービュヘイラー５６吸入 瓶 2290701G2035 2290i 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 その他 ﾊﾟﾙﾐｺｰﾄ200ﾏｲｸﾛgﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ56ｷｭｳﾆｭｳ ブデソニド アストラゼネカ 2

限定薬品 外用薬 パルミコート吸入液０．５ｍｇ 管 2290701G5026 2290i 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 その他 ﾊﾟﾙﾐｺｰﾄｷｭｳﾆｭｳｴｷ0.5mg ブデソニド アストラゼネカ 1

限定薬品 外用薬 ハルロピテープ１６ｍｇ 枚 1169701S2026 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾊﾙﾛﾋﾟﾃｰﾌﾟ16mg ロピニロール塩酸塩 久光 2

限定薬品 外用薬 ハルロピテープ２４ｍｇ 枚 1169701S3022 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾊﾙﾛﾋﾟﾃｰﾌﾟ24mg ロピニロール塩酸塩 久光 2

限定薬品 外用薬 ハルロピテープ３２ｍｇ 枚 1169701S4029 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾊﾙﾛﾋﾟﾃｰﾌﾟ32mg ロピニロール塩酸塩 久光 2

限定薬品 外用薬 ハルロピテープ４０ｍｇ 枚 1169701S5025 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾊﾙﾛﾋﾟﾃｰﾌﾟ40mg ロピニロール塩酸塩 久光 2

限定薬品 外用薬 ハルロピテープ８ｍｇ 枚 1169701S1020 1169i 中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤 その他 ﾊﾙﾛﾋﾟﾃｰﾌﾟ8mg ロピニロール塩酸塩 久光 2

限定薬品 外用薬 ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ点眼液5mL 不明 XXXXXXXA0089 ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝﾃﾝｶﾞﾝｴｷ5mL

採用薬品　在庫無 外用薬 ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％「生化学」 筒 1319720Q8258 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾋｱﾙﾛﾝｻﾝNa0.85ｶﾞﾝﾈﾝﾀﾞﾝｻﾞｲ1%ｾｲｶｶﾞｸ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 生化学 2

限定薬品 外用薬 ヒアレインミニ点眼液０．１％ 個 1319720Q4031 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾋｱﾚｲﾝﾐﾆﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.1% 精製ヒアルロン酸ナトリウム 参天 2

限定薬品 外用薬 ヒアレインミニ点眼液０．３％ 個 1319720Q5038 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾋｱﾚｲﾝﾐﾆﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.3% 精製ヒアルロン酸ナトリウム 参天 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ヒアレイン点眼液０．１％ 瓶 1319720Q3078 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾋｱﾚｲﾝﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.1% 精製ヒアルロン酸ナトリウム 参天 1

限定薬品 外用薬 ビーエスエスプラス５００眼灌流液０．０１８４％ 瓶 1319731Q2045 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾋﾞｰｴｽｴｽﾌﾟﾗｽ500ｶﾞﾝｶﾝﾘｭｳｴｷ0.0184% オキシグルタチオン アルコン 1

採用薬品　在庫無 外用薬 ヒーロンＶ眼粘弾剤２．３％シリンジ０．６ｍＬ 筒 1319720Y1040 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾋｰﾛﾝVｶﾞﾝﾈﾝﾀﾞﾝｻﾞｲ2.3%ｼﾘﾝｼﾞ0.6mL 精製ヒアルロン酸ナトリウム ＡＭＯ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ビソノテープ２ｍｇ 枚 2149700S3020 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾋﾞｿﾉﾃｰﾌﾟ2mg ビソプロロール トーアエイヨー 2

限定薬品 外用薬 ビソノテープ４ｍｇ 枚 2149700S1027 2149i 循環器官用薬 血圧降下剤 その他 ﾋﾞｿﾉﾃｰﾌﾟ4mg ビソプロロール トーアエイヨー 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ヒビスコール液Ａ ｍＬ 261970BQ1078 ﾋﾋﾞｽｺｰﾙｴｷA クロルヘキシジングルコン酸塩 サラヤ 2

限定薬品 外用薬 ヒビスコール液Ａ０．５％ ｍＬ 261970BQ4042 ﾋﾋﾞｽｺｰﾙｴｷA0.5% クロルヘキシジングルコン酸塩 サラヤ 2

限定薬品 外用薬 ヒビスコール液Ａ１％ ｍＬ 261970BQ5081 ﾋﾋﾞｽｺｰﾙｴｷA1% クロルヘキシジングルコン酸塩 サラヤ 2

限定薬品 外用薬 ピマリシン眼軟膏１％「センジュ」 ｇ 1317712M1031 1317 感覚器官用薬 眼科用剤 眼科用抗生物質製剤 ﾋﾟﾏﾘｼﾝｶﾞﾝﾅﾝｺｳ1%ｾﾝｼﾞｭ ピマリシン 千寿 2

限定薬品 外用薬 ヒルドイドクリーム０．３％ ｇ 3339950N1035 3339A 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 動物製剤 ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞｸﾘｰﾑ0.3% ヘパリン類似物質 マルホ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ヒルドイドソフト軟膏０．３％ ｇ 3339950M1137 3339A 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 動物製剤 ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞｿﾌﾄﾅﾝｺｳ0.3% ヘパリン類似物質 マルホ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ヒルドイドローション０．３％ ｇ 3339950Q1074 3339A 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 動物製剤 ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞﾛｰｼｮﾝ0.3% ヘパリン類似物質 マルホ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ピレノキシン懸濁性点眼液０．００５％「参天」 瓶 1319706Q3043 後発品 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾋﾟﾚﾉｷｼﾝｹﾝﾀﾞｸｾｲﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.005%ｻﾝﾃﾝ ピレノキシン 参天 0

限定薬品 外用薬 ブイフェンド点眼（５ｍＬ） 不明 XXXXXXXA0088

採用薬品　在庫有 外用薬 フィブラストスプレー５００ 瓶 2699710R2024 2699i 外皮用薬 その他の外皮用薬 その他 ﾌｨﾌﾞﾗｽﾄｽﾌﾟﾚｰ500 トラフェルミン（遺伝子組換え） 科研 2

採用薬品　在庫無 外用薬 フェノール・亜鉛華リニメント〈ハチ〉 ｇ 2649804X1109 2649K 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 殺菌・皮膚保護剤 ﾌｪﾉｰﾙｱｴﾝｶﾘﾆﾒﾝﾄﾊﾁ フェノール・亜鉛華リニメント 東洋製化 2

採用薬品　在庫有 外用薬 フェルビナクスチック軟膏３％「三笠」 ｇ 2649731M1098 後発品 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸｽﾁｯｸﾅﾝｺｳ3%ﾐｶｻ フェルビナク 三笠 0

採用薬品　在庫有 外用薬 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ１ｍｇ「第一三共」 枚 8219701S1033 後発品 8219i 非アルカロイド系麻薬 合成麻薬 その他 ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝｻﾝｴﾝ1ｶﾖｳﾃｰﾌﾟ1mgﾀﾞｲｲﾁｻﾝｷｮｳ フェンタニルクエン酸塩 救急 0

採用薬品　在庫有 外用薬 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ２ｍｇ「第一三共」 枚 8219701S2030 後発品 8219i 非アルカロイド系麻薬 合成麻薬 その他 ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝｻﾝｴﾝ1ｶﾖｳﾃｰﾌﾟ2mgﾀﾞｲｲﾁｻﾝｷｮｳ フェンタニルクエン酸塩 救急 0

採用薬品　在庫有 外用薬 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ４ｍｇ「第一三共」 枚 8219701S3036 後発品 8219i 非アルカロイド系麻薬 合成麻薬 その他 ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝｻﾝｴﾝ1ｶﾖｳﾃｰﾌﾟ4mgﾀﾞｲｲﾁｻﾝｷｮｳ フェンタニルクエン酸塩 救急 0

限定薬品 外用薬 フェントステープ０．５ｍｇ 枚 8219701S6027 8219i 非アルカロイド系麻薬 合成麻薬 その他 ﾌｪﾝﾄｽﾃｰﾌﾟ0.5mg フェンタニルクエン酸塩 久光 1

限定薬品 外用薬 ﾌﾟｯｼｭ綿棒P（ﾊｸｿﾞｳﾒﾃﾞｨｶﾙ株式会社） 不明 XXXXXXXA0891

採用薬品　在庫有 外用薬 ブデソニド吸入液０．２５ｍｇ「武田テバ」 管 2290701G4038 後発品 2290i 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 その他 ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞｷｭｳﾆｭｳｴｷ0.25mgﾀｹﾀﾞﾃﾊﾞ ブデソニド 武田テバファーマ 0

採用薬品　在庫有 外用薬 ブデホル吸入粉末剤３０吸入「ＪＧ」 キット 2290801G1037 後発品 2290J 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 配合剤 ﾌﾞﾃﾞﾎﾙｷｭｳﾆｭｳﾌﾝﾏﾂｻﾞｲ30ｷｭｳﾆｭｳJG ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 日本ジェネリック 0

限定薬品 外用薬 ブデホル吸入粉末剤６０吸入「ＪＧ」 キット 2290801G2033 後発品 2290J 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 配合剤 ﾌﾞﾃﾞﾎﾙｷｭｳﾆｭｳﾌﾝﾏﾂｻﾞｲ60ｷｭｳﾆｭｳJG ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 日本ジェネリック 0

採用薬品　在庫有 外用薬 フラジール腟錠２５０ｍｇ 錠 2529707H1063 2529i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 生殖器官用剤（性病予防剤を含む） その他 ﾌﾗｼﾞｰﾙﾁﾂｼﾞｮｳ250mg メトロニダゾール 富士製薬 2

限定薬品 外用薬 フラビタン眼軟膏０．１％ ｇ 1319714M1060 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾌﾗﾋﾞﾀﾝｶﾞﾝﾅﾝｺｳ0.1% フラビンアデニンジヌクレオチド トーアエイヨー 2

採用薬品　在庫有 外用薬 プリビナ液０．０５％ ｍＬ 1324704Q1033 1324 感覚器官用薬 耳鼻科用剤 耳鼻科用血管収縮剤 ﾌﾟﾘﾋﾞﾅｴｷ0.05% ナファゾリン硝酸塩 日新製薬 2

限定薬品 外用薬 プリビナ点眼液０．５ｍｇ／ｍＬ ｍＬ 1316700Q1050 1316 感覚器官用薬 眼科用剤 眼科用局所血管収縮剤 ﾌﾟﾘﾋﾞﾅﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.5mg/mL ナファゾリン硝酸塩 日新製薬 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％「サンド」 ｍＬ 1319748Q1060 後発品 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾌﾞﾘﾝｿﾞﾗﾐﾄﾞｹﾝﾀﾞｸｾｲﾃﾝｶﾞﾝｴｷ1%ｻﾝﾄﾞ ブリンゾラミド サンド 0

限定薬品 外用薬 フルタイド１００μｇエアゾール６０吸入用 瓶 2290700G8039 2290i 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 その他 ﾌﾙﾀｲﾄﾞ100ﾏｲｸﾛgｴｱｿﾞｰﾙ60ｷｭｳﾆｭｳﾖｳ フルチカゾンプロピオン酸エステル ＧＳＫ 2

採用薬品　在庫無 外用薬 フルタイド２００ディスカス 個 2290700G6028 2290i 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 その他 ﾌﾙﾀｲﾄﾞ200ﾃﾞｨｽｶｽ フルチカゾンプロピオン酸エステル ＧＳＫ 2

限定薬品 外用薬 フルタイド５０μｇエアゾール１２０吸入用 瓶 2290700G7032 2290i 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 その他 ﾌﾙﾀｲﾄﾞ50ﾏｲｸﾛgｴｱｿﾞｰﾙ120ｷｭｳﾆｭｳﾖｳ フルチカゾンプロピオン酸エステル ＧＳＫ 2

限定薬品 外用薬 フルタイド５０ディスカス 個 2290700G4025 2290i 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 その他 ﾌﾙﾀｲﾄﾞ50ﾃﾞｨｽｶｽ フルチカゾンプロピオン酸エステル ＧＳＫ 2

限定薬品 外用薬 フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用 瓶 2290802G4022 2290J 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 配合剤 ﾌﾙﾃｨﾌｫｰﾑ125ｴｱｿﾞｰﾙ120ｷｭｳﾆｭｳﾖｳ フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物 杏林 2

限定薬品 外用薬 フルティフォーム１２５エアゾール５６吸入用 瓶 2290802G2020 2290J 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 配合剤 ﾌﾙﾃｨﾌｫｰﾑ125ｴｱｿﾞｰﾙ56ｷｭｳﾆｭｳﾖｳ フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物 杏林 2

限定薬品 外用薬 フルティフォーム５０エアゾール１２０吸入用 瓶 2290802G3026 2290J 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 配合剤 ﾌﾙﾃｨﾌｫｰﾑ50ｴｱｿﾞｰﾙ120ｷｭｳﾆｭｳﾖｳ フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物 杏林 2

限定薬品 外用薬 フルナーゼ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 瓶 1329707Q3052 1329i 感覚器官用薬 耳鼻科用剤 その他 ﾌﾙﾅｰｾﾞﾃﾝﾋﾞｴｷ50ﾏｲｸﾛg56ﾌﾝﾑﾖｳ フルチカゾンプロピオン酸エステル ＧＳＫ 1

採用薬品　在庫有 外用薬 フルメトロン点眼液０．０２％ ｍＬ 1315704Q1115 1315 感覚器官用薬 眼科用剤 眼科用コルチゾン製剤 ﾌﾙﾒﾄﾛﾝﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.02% フルオロメトロン 参天 1

採用薬品　在庫有 外用薬 フルメトロン点眼液０．１％ ｍＬ 1315704Q3126 1315 感覚器官用薬 眼科用剤 眼科用コルチゾン製剤 ﾌﾙﾒﾄﾛﾝﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.1% フルオロメトロン 参天 1

限定薬品 外用薬 ブレオＳ軟膏５ｍｇ／ｇ ｇ 4234700M1038 4234 腫瘍用薬 抗腫瘍性抗生物質製剤 ブレオマイシン系製剤 ﾌﾞﾚｵSﾅﾝｺｳ5mg/g ブレオマイシン硫酸塩 日本化薬 2

採用薬品　在庫無 外用薬 プレグランディン腟坐剤１ｍｇ 個 2499700H1036 2499i ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） その他 ﾌﾟﾚｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝﾁﾂｻﾞｻﾞｲ1mg ゲメプロスト 小野 2

採用薬品　在庫有 外用薬 プレドニン眼軟膏 ｇ 1315705M1037 1315 感覚器官用薬 眼科用剤 眼科用コルチゾン製剤 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝｶﾞﾝﾅﾝｺｳ プレドニゾロン酢酸エステル シオノギファーマ 2

限定薬品 外用薬 プレドネマ注腸２０ｍｇ 個 2456700X1025 後発品 2456 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 プレドニゾロン系製剤 ﾌﾟﾚﾄﾞﾈﾏﾁｭｳﾁｮｳ20mg プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム 杏林 0

限定薬品 外用薬 プロヴォックスオプティダーム　楕円形（72 不明 XXXXXXXA0373

限定薬品 外用薬 プロヴォックスフレキシダーム　楕円形（72 不明 XXXXXXXA0374

限定薬品 外用薬 プロクトセディル軟膏 ｇ 2559806M1021 2559J 泌尿生殖器官及び肛門用薬 痔疾用剤 配合剤 ﾌﾟﾛｸﾄｾﾃﾞｨﾙﾅﾝｺｳ ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤 ＥＡファーマ 2

限定薬品 外用薬 フロジン外用液５％ ｍＬ 2679701Q1055 後発品 2679i 外皮用薬 毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤） その他 ﾌﾛｼﾞﾝｶﾞｲﾖｳｴｷ5% カルプロニウム塩化物 ニプロファーマ 0

採用薬品　在庫有 外用薬 プロスタンディン軟膏０．００３％ ｇ 2699705M1038 2699i 外皮用薬 その他の外皮用薬 その他 ﾌﾟﾛｽﾀﾝﾃﾞｨﾝﾅﾝｺｳ0.003% アルプロスタジル　アルファデクス 小野 2

限定薬品 外用薬 プロトピック軟膏０．０３％小児用 ｇ 2699709M2024 2699i 外皮用薬 その他の外皮用薬 その他 ﾌﾟﾛﾄﾋﾟｯｸﾅﾝｺｳ0.03%ｼｮｳﾆﾖｳ タクロリムス水和物 マルホ 2

採用薬品　在庫無 外用薬 プロトピック軟膏０．１％ ｇ 2699709M1028 2699i 外皮用薬 その他の外皮用薬 その他 ﾌﾟﾛﾄﾋﾟｯｸﾅﾝｺｳ0.1% タクロリムス水和物 マルホ 1

採用薬品　在庫有 外用薬 ブロナック点眼液０．１％ ｍＬ 1319743Q1033 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾌﾞﾛﾅｯｸﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.1% ブロムフェナクナトリウム水和物 千寿 1

採用薬品　在庫有 外用薬 プロペト ｇ 7121703X1330 7121 調剤用薬 軟膏基剤 油脂性基剤 ﾌﾟﾛﾍﾟﾄ 白色ワセリン 丸石 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 ｍＬ 2234700G1043 後発品 2234 呼吸器官用薬 去たん剤 ブロムヘキシン製剤 ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝｴﾝｻﾝｴﾝｷｭｳﾆｭｳｴｷ0.2%ﾀｲﾖｰ ブロムヘキシン塩酸塩 武田テバファーマ 0

採用薬品　在庫有 外用薬 ベガモックス点眼液０．５％ ｍＬ 1319753Q1029 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾍﾞｶﾞﾓｯｸｽﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.5% モキシフロキサシン塩酸塩 ノバルティス 1

採用薬品　在庫有 外用薬 ベストロン吸入液（院内製剤） 不明 XXXXXXXA0748

採用薬品　在庫有 外用薬 ベストロン耳鼻科用１％ ｍＬ 1325702Q1040 1325 感覚器官用薬 耳鼻科用剤 耳鼻科用抗生物質製剤 ﾍﾞｽﾄﾛﾝｼﾞﾋﾞｶﾖｳ1% セフメノキシム塩酸塩 千寿 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ベストロン点眼用０．５％ ｍＬ 1317713Q1038 1317 感覚器官用薬 眼科用剤 眼科用抗生物質製剤 ﾍﾞｽﾄﾛﾝﾃﾝｶﾞﾝﾖｳ0.5% セフメノキシム塩酸塩 千寿 2

限定薬品 外用薬 ベセルナクリーム５％ 包 6290701N1028 6290i 化学療法剤 その他の化学療法剤 その他 ﾍﾞｾﾙﾅｸﾘｰﾑ5% イミキモド 持田 2

院外採用薬 外用薬 ベナパスタ軟膏４％ ｇ 2642703M1036 2642 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 外用抗ヒスタミン製剤 ﾍﾞﾅﾊﾟｽﾀﾅﾝｺｳ4% ジフェンヒドラミンラウリル硫酸塩 田辺三菱 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ベネトリン吸入液０．５％ ｍＬ 2254700G2034 2254 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 サルブタモール製剤 ﾍﾞﾈﾄﾘﾝｷｭｳﾆｭｳｴｷ0.5% サルブタモール硫酸塩 ＧＳＫ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ベノキシール点眼液０．４％ ｍＬ 1313700Q2070 1313 感覚器官用薬 眼科用剤 眼科用局所麻酔剤 ﾍﾞﾉｷｼｰﾙﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.4% オキシブプロカイン塩酸塩 参天 2

限定薬品 外用薬 ヘパリン類似物質ローション０．３％「日医工」 ｇ 3339950Q1139 後発品 3339A 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 動物製剤 ﾍﾊﾟﾘﾝﾙｲｼﾞﾌﾞｯｼﾂﾛｰｼｮﾝ0.3%ﾆﾁｲｺｳ ヘパリン類似物質 帝國製薬 0

採用薬品　在庫有 外用薬 ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日医工」 ｇ 3339950R1126 後発品 3339A 血液・体液用薬 血液凝固阻止剤 動物製剤 ﾍﾊﾟﾘﾝﾙｲｼﾞﾌﾞｯｼﾂｶﾞｲﾖｳｽﾌﾟﾚｰ0.3%ﾆﾁｲｺｳ ヘパリン類似物質 日医工 0

限定薬品 外用薬 ベピオゲル２．５％ ｇ 2699712Q1021 2699i 外皮用薬 その他の外皮用薬 その他 ﾍﾞﾋﾟｵｹﾞﾙ2.5% 過酸化ベンゾイル マルホ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ヘモポリゾン軟膏 ｇ 2559808M1039 後発品 2559J 泌尿生殖器官及び肛門用薬 痔疾用剤 配合剤 ﾍﾓﾎﾟﾘｿﾞﾝﾅﾝｺｳ 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン ジェイドルフ 0

限定薬品 外用薬 ペンタサ坐剤１ｇ 個 2399715J1020 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ﾍﾟﾝﾀｻｻﾞｻﾞｲ1g メサラジン 杏林 2

限定薬品 外用薬 ベンテイビス吸入液１０μｇ 管 2190701G1025 2190i 循環器官用薬 その他の循環器官用薬 その他 ﾍﾞﾝﾃｲﾋﾞｽｷｭｳﾆｭｳｴｷ10ﾏｲｸﾛg イロプロスト バイエル 2

限定薬品 外用薬 ペンレステープ１８ｍｇ 枚 1214701S1051 1214 末梢神経系用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤 ﾍﾟﾝﾚｽﾃｰﾌﾟ18mg リドカイン 日東電工 1

採用薬品　在庫有 外用薬 ボアラ軟膏０．１２％ ｇ 2646724M1045 2646 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤 ﾎﾞｱﾗﾅﾝｺｳ0.12% デキサメタゾン吉草酸エステル マルホ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ホーリンＶ腟用錠１ｍｇ 錠 2529701H2046 2529i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 生殖器官用剤（性病予防剤を含む） その他 ﾎｰﾘﾝVﾁﾂﾖｳｼﾞｮｳ1mg エストリオール あすか製薬 2

限定薬品 外用薬 ホスコＨ－１５ ｇ 7190700X1031 後発品 7190 調剤用薬 その他の調剤用薬 その他 ﾎｽｺH15 ウイテプゾール 丸石 0

採用薬品　在庫有 外用薬 ボスミン外用液０．１％ ｍＬ 2451700Q1032 2451 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 エピネフリン製剤 ﾎﾞｽﾐﾝｶﾞｲﾖｳｴｷ0.1% アドレナリン 第一三共 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ポビドンヨードガーグル７％「日医工」 ｍＬ 2260701F1352 後発品 2260i 呼吸器官用薬 含嗽剤 その他 ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞｶﾞｰｸﾞﾙ7%ﾆﾁｲｺｳ ポビドンヨード 日医工 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ポビドンヨードゲル１０％「明治」 ｇ 2612701Q2133 後発品 2612 外皮用薬 外皮用殺菌消毒剤 ヨウ素化合物 ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞｹﾞﾙ10%ﾒｲｼﾞ ポビドンヨード ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 0

採用薬品　在庫有 外用薬 ポピヨドンスクラブ７．５％ ｍＬ 2612701Q1099 後発品 2612 外皮用薬 外皮用殺菌消毒剤 ヨウ素化合物 ﾎﾟﾋﾟﾖﾄﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ7.5% ポビドンヨード 吉田製薬 0

採用薬品　在庫有 外用薬 ポピヨドン液１０％ ｍＬ 2612701Q3334 後発品 2612 外皮用薬 外皮用殺菌消毒剤 ヨウ素化合物 ﾎﾟﾋﾟﾖﾄﾞﾝｴｷ10% ポビドンヨード 吉田製薬 0

限定薬品 外用薬 ボラザＧ坐剤 個 2559813J1033 2559J 泌尿生殖器官及び肛門用薬 痔疾用剤 配合剤 ﾎﾞﾗｻﾞGｻﾞｻﾞｲ トリベノシド・リドカイン 天藤 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ボルタレンサポ２５ｍｇ 個 1147700J2061 1147 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 フェニル酢酸系製剤 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ25mg ジクロフェナクナトリウム ノバルティス 1

採用薬品　在庫有 外用薬 ボルタレンサポ５０ｍｇ 個 1147700J3084 1147 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 フェニル酢酸系製剤 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ50mg ジクロフェナクナトリウム ノバルティス 1

限定薬品 外用薬 ボルタレンテープ１５ｍｇ 枚 2649734S1074 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝﾃｰﾌﾟ15mg ジクロフェナクナトリウム 同仁 1

限定薬品 外用薬 ボルタレンテープ３０ｍｇ 枚 2649734S2070 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝﾃｰﾌﾟ30mg ジクロフェナクナトリウム 同仁 1

限定薬品 外用薬 ボルヒール組織接着用　０．５ｍＬ４瓶 組 6349801X1026 6349J 生物学的製剤 血液製剤類 配合剤 ﾎﾞﾙﾋｰﾙｿｼｷｾｯﾁｬｸﾖｳ フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 ＫＭバイオロジクス 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ボルヒール組織接着用　１ｍＬ４瓶 組 6349801X2022 6349J 生物学的製剤 血液製剤類 配合剤 ﾎﾞﾙﾋｰﾙｿｼｷｾｯﾁｬｸﾖｳ フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 ＫＭバイオロジクス 2

限定薬品 外用薬 ボルヒール組織接着用　３ｍＬ４瓶 組 6349801X4025 6349J 生物学的製剤 血液製剤類 配合剤 ﾎﾞﾙﾋｰﾙｿｼｷｾｯﾁｬｸﾖｳ フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 ＫＭバイオロジクス 2

限定薬品 外用薬 ボンアルファハイ軟膏２０μｇ／ｇ ｇ 2691700M2025 2691 外皮用薬 その他の外皮用薬 外用ビタミン製剤 ﾎﾞﾝｱﾙﾌｧﾊｲﾅﾝｺｳ20ﾏｲｸﾛg/g タカルシトール水和物 帝人ファーマ 2

限定薬品 外用薬 ボンアルファ軟膏２μｇ／ｇ ｇ 2691700M1053 2691 外皮用薬 その他の外皮用薬 外用ビタミン製剤 ﾎﾞﾝｱﾙﾌｧﾅﾝｺｳ2ﾏｲｸﾛg/g タカルシトール水和物 帝人ファーマ 1

限定薬品 外用薬 マーデュオックス軟膏 ｇ 2699804M1023 2699J 外皮用薬 その他の外皮用薬 配合剤 ﾏｰﾃﾞｭｵｯｸｽﾅﾝｺｳ マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル マルホ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 マイザー軟膏０．０５％ ｇ 2646725M1201 2646 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤 ﾏｲｻﾞｰﾅﾝｺｳ0.05% ジフルプレドナート 田辺三菱 1

採用薬品　在庫有 外用薬 マスキン液（５Ｗ／Ｖ％） ｍＬ 2619702Q3160 後発品 2619i 外皮用薬 外皮用殺菌消毒剤 その他 ﾏｽｷﾝｴｷ5W/V% クロルヘキシジングルコン酸塩 丸石 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ミオコールスプレー０．３ｍｇ 缶 2171701R4038 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ﾐｵｺｰﾙｽﾌﾟﾚｰ0.3mg ニトログリセリン トーアエイヨー 2

採用薬品　在庫無 外用薬 ミケランＬＡ点眼液２％ ｍＬ 1319701Q4020 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾐｹﾗﾝLAﾃﾝｶﾞﾝｴｷ2% カルテオロール塩酸塩 大塚製薬 1

限定薬品 外用薬 ミケルナ配合点眼液 ｍＬ 1319823Q1026 1319J 感覚器官用薬 眼科用剤 配合剤 ﾐｹﾙﾅﾊｲｺﾞｳﾃﾝｶﾞﾝｴｷ カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト 大塚製薬 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ミドリンＭ点眼液０．４％ ｍＬ 1311705Q1048 1311 感覚器官用薬 眼科用剤 散瞳剤 ﾐﾄﾞﾘﾝMﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.4% トロピカミド 参天 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ミドリンＰ点眼液 ｍＬ 1319810Q1053 1319J 感覚器官用薬 眼科用剤 配合剤 ﾐﾄﾞﾘﾝPﾃﾝｶﾞﾝｴｷ トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩 参天 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ミルタックスパップ３０ｍｇ 枚 2649729S1189 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ﾐﾙﾀｯｸｽﾊﾟｯﾌﾟ30mg ケトプロフェン ニプロファーマ 1

限定薬品 外用薬 ミレーナ５２ｍｇ 個 2529710X1027 2529i 泌尿生殖器官及び肛門用薬 生殖器官用剤（性病予防剤を含む） その他 ﾐﾚｰﾅ52mg レボノルゲストレル バイエル 2

院外採用薬 外用薬 ムコスタ点眼液ＵＤ２％ 本 1319760Q1029 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾑｺｽﾀﾃﾝｶﾞﾝｴｷUD2% レバミピド 大塚製薬 2

限定薬品 外用薬 ムコフィリン吸入液２０％ 包 2233700G2034 2233 呼吸器官用薬 去たん剤 システイン系製剤 ﾑｺﾌｨﾘﾝｷｭｳﾆｭｳｴｷ20% アセチルシステイン サンノーバ 2

限定薬品 外用薬 メサラジン注腸１ｇ「ＪＧ」 個 2399715X1031 後発品 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ﾒｻﾗｼﾞﾝﾁｭｳﾁｮｳ1gJG メサラジン 日本ジェネリック 0

限定薬品 外用薬 メノエイドコンビパッチ 枚 2482800S1026 2482 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 混合ホルモン剤 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤 ﾒﾉｴｲﾄﾞｺﾝﾋﾞﾊﾟｯﾁ エストラジオール・酢酸ノルエチステロン 久光 2

院外採用薬 外用薬 メプチンキッドエアー５μｇ吸入１００回 キット 2259704G8037 2259i 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 その他 ﾒﾌﾟﾁﾝｷｯﾄﾞｴｱｰ5ﾏｲｸﾛgｷｭｳﾆｭｳ100ｶｲ プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬 2

採用薬品　在庫有 外用薬 メプチンスイングヘラー１０μｇ吸入１００回 キット 2259704Y1020 2259i 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 その他 ﾒﾌﾟﾁﾝｽｲﾝｸﾞﾍﾗｰ10ﾏｲｸﾛgｷｭｳﾆｭｳ100ｶｲ プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬 2

採用薬品　在庫有 外用薬 メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ 個 2259704G5020 2259i 呼吸器官用薬 気管支拡張剤 その他 ﾒﾌﾟﾁﾝｷｭｳﾆｭｳｴｷﾕﾆｯﾄ0.3mL プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬 2

中止薬品　在庫有 外用薬 モーラステープ２０ｍｇ 枚 2649729S2169 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ﾓｰﾗｽﾃｰﾌﾟ20mg ケトプロフェン 久光 1

限定薬品 外用薬 モーラステープＬ４０ｍｇ 枚 2649729S3084 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ﾓｰﾗｽﾃｰﾌﾟL40mg ケトプロフェン 久光 1

限定薬品 外用薬 モーラスパップ３０ｍｇ 枚 2649729S1154 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ﾓｰﾗｽﾊﾟｯﾌﾟ30mg ケトプロフェン 久光 1

限定薬品 外用薬 モーラスパップ６０ｍｇ 枚 2649729S4030 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ﾓｰﾗｽﾊﾟｯﾌﾟ60mg ケトプロフェン 久光 1

限定薬品 外用薬 モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ 枚 2649729S5028 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ﾓｰﾗｽﾊﾟｯﾌﾟXR120mg ケトプロフェン 久光 1

限定薬品 外用薬 モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ 枚 2649729S6024 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ﾓｰﾗｽﾊﾟｯﾌﾟXR240mg ケトプロフェン 久光 1

採用薬品　在庫有 外用薬 モメタゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６噴霧用 瓶 1329710Q1035 後発品 1329i 感覚器官用薬 耳鼻科用剤 その他 ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾃﾝﾋﾞｴｷ50ﾏｲｸﾛgｷｮｳﾘﾝ56ﾌﾝﾑﾖｳ モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 キョーリンリメディオ 0

限定薬品 外用薬 ヤクバンテープ４０ｍｇ 枚 2649732S2055 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ﾔｸﾊﾞﾝﾃｰﾌﾟ40mg フルルビプロフェン トクホン 1

中止薬品　在庫有 外用薬 ラクティオンパップ７０ｍｇ 枚 2649719S1290 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ﾗｸﾃｨｵﾝﾊﾟｯﾌﾟ70mg インドメタシン テイカ製薬 2

限定薬品 外用薬 ラタノプロストＰＦ点眼液０．００５％「日点」 ｍＬ 1319739Q1258 後発品 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄPFﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.005%ﾆｯﾃﾝ ラタノプロスト 日本点眼薬 0

限定薬品 外用薬 ラタノプロスト点眼液０．００５％「三和」 ｍＬ 1319739Q1169 後発品 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.005%ｻﾝﾜ ラタノプロスト 三和化学 0

限定薬品 外用薬 ラノコナゾール軟膏１％「イワキ」 ｇ 2655710M1042 後発品 2655 外皮用薬 寄生性皮ふ疾患用剤 イミダゾール系製剤 ﾗﾉｺﾅｿﾞｰﾙﾅﾝｺｳ1%ｲﾜｷ ラノコナゾール 岩城 0

限定薬品 外用薬 ラミシールクリーム１％ ｇ 2659710N1152 2659i 外皮用薬 寄生性皮ふ疾患用剤 その他 ﾗﾐｼｰﾙｸﾘｰﾑ1% テルビナフィン塩酸塩 サンファーマ 1

採用薬品　在庫有 外用薬 リザベン点眼液０．５％ 瓶 1319736Q1076 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾘｻﾞﾍﾞﾝﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.5% トラニラスト キッセイ 1

限定薬品 外用薬 リティンパ耳科用２５０μｇセット セット 1329713X1025 1329i 感覚器官用薬 耳鼻科用剤 その他 ﾘﾃｨﾝﾊﾟｼﾞｶﾖｳ250ﾏｲｸﾛgｾｯﾄ トラフェルミン（遺伝子組換え） ノーベル 2

採用薬品　在庫有 外用薬 リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」 枚 1214701S1086 後発品 1214 末梢神経系用薬 局所麻酔剤 キシリジン系製剤 ﾘﾄﾞｶｲﾝﾃｰﾌﾟ18mgYP リドカイン 祐徳 0

採用薬品　在庫有 外用薬 リドメックスコーワローション０．３％ ｇ 2646720Q1065 2646 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤 ﾘﾄﾞﾒｯｸｽｺｰﾜﾛｰｼｮﾝ0.3% プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 興和 1

限定薬品 外用薬 リバスタッチパッチ１３．５ｍｇ 枚 1190700S3030 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾘﾊﾞｽﾀｯﾁﾊﾟｯﾁ13.5mg リバスチグミン 小野 1

限定薬品 外用薬 リバスタッチパッチ１８ｍｇ 枚 1190700S4036 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾘﾊﾞｽﾀｯﾁﾊﾟｯﾁ18mg リバスチグミン 小野 1

限定薬品 外用薬 リバスタッチパッチ４．５ｍｇ 枚 1190700S1037 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾘﾊﾞｽﾀｯﾁﾊﾟｯﾁ4.5mg リバスチグミン 小野 1

限定薬品 外用薬 リバスタッチパッチ９ｍｇ 枚 1190700S2033 1190 中枢神経系用薬 その他の中枢神経系用薬 その他 ﾘﾊﾞｽﾀｯﾁﾊﾟｯﾁ9mg リバスチグミン 小野 1

限定薬品 外用薬 リファンピシン坐剤３００ｍｇ（約束処方） 不明 XXXXXXXA0488 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｻﾞｻﾞｲ300mg

採用薬品　在庫無 外用薬 リボスチン点眼液０．０２５％ ｍＬ 1319746Q1029 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾘﾎﾞｽﾁﾝﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.025% レボカバスチン塩酸塩 ヤンセン 1

限定薬品 外用薬 リボスチン点鼻液０．０２５ｍｇ１１２噴霧用 瓶 1329708Q1038 1329i 感覚器官用薬 耳鼻科用剤 その他 ﾘﾎﾞｽﾁﾝﾃﾝﾋﾞｴｷ0.025mg112ﾌﾝﾑﾖｳ レボカバスチン塩酸塩 日本新薬 2

限定薬品 外用薬 リレンザ ブリスター 6250702G1028 6250i 化学療法剤 抗ウイルス剤 その他 ﾘﾚﾝｻﾞ ザナミビル水和物 ＧＳＫ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％ ｇ 2647709N1060 2647 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝVGｸﾘｰﾑ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 シオノギファーマ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ ｇ 2647709M1102 2647 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝVGﾅﾝｺｳ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 シオノギファーマ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 リンデロン－Ｖローション ｍＬ 2646701Q1038 2646 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝVﾛｰｼｮﾝ ベタメタゾン吉草酸エステル シオノギファーマ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％ ｇ 2646701M2156 2646 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝVﾅﾝｺｳ0.12% ベタメタゾン吉草酸エステル シオノギファーマ 2

限定薬品 外用薬 リンデロン坐剤０．５ｍｇ 個 2454700J1028 2454 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝｻﾞｻﾞｲ0.5mg ベタメタゾン シオノギファーマ 2

限定薬品 外用薬 リンデロン坐剤１．０ｍｇ 個 2454700J2024 2454 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） 副腎ホルモン剤 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝｻﾞｻﾞｲ1.0mg ベタメタゾン シオノギファーマ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ ｍＬ 1315706Q2102 1315 感覚器官用薬 眼科用剤 眼科用コルチゾン製剤 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝﾃﾝｶﾞﾝﾃﾝｼﾞﾃﾝﾋﾞｴｷ0.1% ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム シオノギファーマ 2

限定薬品 外用薬 ルコナック爪外用液５％ ｇ 6290703Q1023 6290i 化学療法剤 その他の化学療法剤 その他 ﾙｺﾅｯｸﾂﾒｶﾞｲﾖｳｴｷ5% ルリコナゾール 佐藤製薬 2

限定薬品 外用薬 ルミガン点眼液０．０３％ ｍＬ 1319757Q1027 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾙﾐｶﾞﾝﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.03% ビマトプロスト 千寿 1
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採用薬品　在庫有 外用薬 ルリコンクリーム１％ ｇ 2655712N1020 2655 外皮用薬 寄生性皮ふ疾患用剤 イミダゾール系製剤 ﾙﾘｺﾝｸﾘｰﾑ1% ルリコナゾール サンファーマ 2

採用薬品　在庫無 外用薬 ルリコン液１％ ｍＬ 2655712Q1027 2655 外皮用薬 寄生性皮ふ疾患用剤 イミダゾール系製剤 ﾙﾘｺﾝｴｷ1% ルリコナゾール サンファーマ 2

限定薬品 外用薬 レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回 瓶 2399716K1020 2399i 消化器官用薬 その他の消化器官用薬 その他 ﾚｸﾀﾌﾞﾙ2mgﾁｭｳﾁｮｳﾌｫｰﾑ14ｶｲ ブデソニド ＥＡファーマ 2

採用薬品　在庫無 外用薬 レスキュラ点眼液０．１２％ ｍＬ 1319732Q1035 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾚｽｷｭﾗﾃﾝｶﾞﾝｴｷ0.12% イソプロピルウノプロストン 日東メディック 1

採用薬品　在庫有 外用薬 レスタミンコーワクリーム１％ ｇ 2642702N1029 2642 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 外用抗ヒスタミン製剤 ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜｸﾘｰﾑ1% ジフェンヒドラミン 興和 2

中止薬品　在庫有 外用薬 レペタン坐剤０．２ｍｇ 個 1149703J1020 1149i 中枢神経系用薬 解熱鎮痛消炎剤 その他 ﾚﾍﾟﾀﾝｻﾞｻﾞｲ0.2mg ブプレノルフィン塩酸塩 大塚製薬 2

採用薬品　在庫有 外用薬 レボフロキサシン点眼液１．５％「ファイザー」 ｍＬ 1319742Q2140 後発品 1319i 感覚器官用薬 眼科用剤 その他 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝﾃﾝｶﾞﾝｴｷ1.5%ﾌｧｲｻﾞｰ レボフロキサシン水和物 ファイザー 0

限定薬品 外用薬 レルベア１００エリプタ１４吸入用 キット 2290803G1028 2290J 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 配合剤 ﾚﾙﾍﾞｱ100ｴﾘﾌﾟﾀ14ｷｭｳﾆｭｳﾖｳ 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 ＧＳＫ 2

限定薬品 外用薬 レルベア１００エリプタ３０吸入用 キット 2290803G3020 2290J 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 配合剤 ﾚﾙﾍﾞｱ100ｴﾘﾌﾟﾀ30ｷｭｳﾆｭｳﾖｳ 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 ＧＳＫ 2

限定薬品 外用薬 レルベア２００エリプタ１４吸入用 キット 2290803G2024 2290J 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 配合剤 ﾚﾙﾍﾞｱ200ｴﾘﾌﾟﾀ14ｷｭｳﾆｭｳﾖｳ 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 ＧＳＫ 2

限定薬品 外用薬 レルベア２００エリプタ３０吸入用 キット 2290803G4027 2290J 呼吸器官用薬 その他の呼吸器官用薬 配合剤 ﾚﾙﾍﾞｱ200ｴﾘﾌﾟﾀ30ｷｭｳﾆｭｳﾖｳ 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 ＧＳＫ 2

中止薬品　在庫有 外用薬 ロキソニンテープ１００ｍｇ 枚 2649735S3020 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ﾛｷｿﾆﾝﾃｰﾌﾟ100mg ロキソプロフェンナトリウム水和物 リードケミカル 1

限定薬品 外用薬 ロキソニンテープ５０ｍｇ 枚 2649735S2024 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ﾛｷｿﾆﾝﾃｰﾌﾟ50mg ロキソプロフェンナトリウム水和物 リードケミカル 1

中止薬品　在庫有 外用薬 ロキソニンパップ１００ｍｇ 枚 2649735S1028 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ﾛｷｿﾆﾝﾊﾟｯﾌﾟ100mg ロキソプロフェンナトリウム水和物 リードケミカル 1

採用薬品　在庫有 外用薬 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ユートク」 枚 2649735S3209 後発品 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ100mgﾕｰﾄｸ ロキソプロフェンナトリウム水和物 祐徳 0

採用薬品　在庫有 外用薬 ロコアテープ 枚 2649896S1022 2649T 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他の配合剤 ﾛｺｱﾃｰﾌﾟ エスフルルビプロフェン・ハッカ油 大正製薬 2

採用薬品　在庫有 外用薬 ロコイドクリーム０．１％ ｇ 2646717N1083 2646 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤 ﾛｺｲﾄﾞｸﾘｰﾑ0.1% ヒドロコルチゾン酪酸エステル 鳥居 2

限定薬品 外用薬 ロコイド軟膏０．１％ ｇ 2646717M1096 2646 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 副腎皮質ホルモン製剤 ﾛｺｲﾄﾞﾅﾝｺｳ0.1% ヒドロコルチゾン酪酸エステル 鳥居 2

限定薬品 外用薬 ロゼックスゲル０．７５％ ｇ 2699713Q1026 2699i 外皮用薬 その他の外皮用薬 その他 ﾛｾﾞｯｸｽｹﾞﾙ0.75% メトロニダゾール マルホ 2

限定薬品 外用薬 ロナセンテープ２０ｍｇ 枚 1179700S1021 1179i 中枢神経系用薬 精神神経用剤 その他 ﾛﾅｾﾝﾃｰﾌﾟ20mg ブロナンセリン 大日本住友 2 抗精神病薬

限定薬品 外用薬 ワコビタール坐剤１００ 個 1125700J5039 1125 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 ﾜｺﾋﾞﾀｰﾙｻﾞｻﾞｲ100 フェノバルビタールナトリウム 高田 2 睡眠薬

採用薬品　在庫有 外用薬 ワコビタール坐剤３０ 個 1125700J3028 1125 中枢神経系用薬 催眠鎮静剤、抗不安剤 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 ﾜｺﾋﾞﾀｰﾙｻﾞｻﾞｲ30 フェノバルビタールナトリウム 高田 2 睡眠薬

採用薬品　在庫有 外用薬 亜鉛華（１０％）単軟膏「ニッコー」 ｇ 2649710M2050 後発品 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ｱｴﾝｶ10%ﾀﾝﾅﾝｺｳﾆｯｺｰ 亜鉛華単軟膏 日興製薬 0

採用薬品　在庫有 外用薬 液状フェノール「ニッコー」 ｍＬ 2619705X1238 2619i 外皮用薬 外皮用殺菌消毒剤 その他 ｴｷｼﾞｮｳﾌｪﾉｰﾙﾆｯｺｰ 液状フェノール 日興製薬 2

限定薬品 外用薬 塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑﾛｰｼｮﾝ 100mL 不明 XXXXXXXA0126

採用薬品　在庫有 外用薬 塩化ナトリウム「オーツカ」 ｇ 7190701X1036 7190 調剤用薬 その他の調剤用薬 その他 ｴﾝｶﾅﾄﾘｳﾑｵｰﾂｶ 塩化ナトリウム 大塚工場 2

採用薬品　在庫有 外用薬 過マンガン酸カリウム「ケンエー」 ｇ 2614701X1063 2614 外皮用薬 外皮用殺菌消毒剤 過酸化物製剤 ｶﾏﾝｶﾞﾝｻﾝｶﾘｳﾑｹﾝｴｰ 過マンガン酸カリウム 健栄 2

採用薬品　在庫有 外用薬 含嗽用ハチアズレ顆粒 ｇ 2260702F1055 2260i 呼吸器官用薬 含嗽剤 その他 ｶﾞﾝｿｳﾖｳﾊﾁｱｽﾞﾚｶﾘｭｳ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム 東洋製化 2

採用薬品　在庫有 外用薬 酸化亜鉛「ヨシダ」 ｇ 2649708X1257 2649i 外皮用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 その他 ｻﾝｶｱｴﾝﾖｼﾀﾞ 酸化亜鉛 吉田製薬 2

採用薬品　在庫有 外用薬 消毒用エタノール液ＩＰ ｍＬ 2615705Q1048 後発品 2615 外皮用薬 外皮用殺菌消毒剤 アルコール製剤 ｼｮｳﾄﾞｸﾖｳｴﾀﾉｰﾙｴｷIP 消毒用エタノール 健栄 0

採用薬品　在庫有 外用薬 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 枚 2171700S1133 後発品 2171 循環器官用薬 血管拡張剤 冠血管拡張剤 ｼｮｳｻﾝｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞﾃｰﾌﾟ40mgEMEC 硝酸イソソルビド 救急 0

限定薬品 外用薬 人工鼻　エクストラフローHME（7291） 不明 XXXXXXXA0148

限定薬品 外用薬 人工鼻　エクストラモイストHME（7290） 不明 XXXXXXXA0149

採用薬品　在庫有 外用薬 人工鼻　マイクロンHME（7247） 不明 XXXXXXXA0150

採用薬品　在庫有 外用薬 人工鼻　マイクロンHME（7248） 不明 XXXXXXXA0151

限定薬品 外用薬 人工涙液マイティア点眼液 瓶 1319808Q2036 1319J 感覚器官用薬 眼科用剤 配合剤 ｼﾞﾝｺｳﾙｲｴｷﾏｲﾃｨｱﾃﾝｶﾞﾝｴｷ ホウ酸・無機塩類配合剤 千寿 2

採用薬品　在庫有 外用薬 水 不明 XXXXXXXA1423

採用薬品　在庫有 外用薬 日点アトロピン点眼液１％ 瓶 1311706Q2022 1311 感覚器官用薬 眼科用剤 散瞳剤 ﾆｯﾃﾝｱﾄﾛﾋﾟﾝﾃﾝｶﾞﾝｴｷ1% アトロピン硫酸塩水和物 日本点眼薬 2

採用薬品　在庫有 外用薬 尿素クリーム１０％「フジナガ」 ｇ 2669701N1117 後発品 2669i 外皮用薬 皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む） その他 ﾆｮｳｿｸﾘｰﾑ10%ﾌｼﾞﾅｶﾞ 尿素 藤永 0

採用薬品　在庫有 外用薬 白色ワセリン「ケンエー」 ｇ 7121703X1089 7121 調剤用薬 軟膏基剤 油脂性基剤 ﾊｸｼｮｸﾜｾﾘﾝｹﾝｴｰ 白色ワセリン 健栄 2

採用薬品　在庫有 外用薬 無水エタノール　シオエ ｍＬ 2615704X1110 2615 外皮用薬 外皮用殺菌消毒剤 アルコール製剤 ﾑｽｲｴﾀﾉｰﾙ ｼｵｴ 無水エタノール シオエ 2

採用薬品　在庫有 外用薬 流動パラフィン ｍＬ 7121718X1018 ﾘｭｳﾄﾞｳﾊﾟﾗﾌｨﾝ 流動パラフィン 2

採用薬品　在庫有 不明 ペンニードルプラス３２Ｇ４ｍｍ(１４本入) 不明 XXXXXXXA0008

採用薬品　在庫有 不明 ペンニードルプラス３２Ｇ４ｍｍ(７０本入) 不明 XXXXXXXA0009

限定薬品 不明 ﾏｲｸﾛﾌｧｲﾝﾌﾟﾗｽ３１Ｇ（７０本／１箱） 不明 XXXXXXXA0006

限定薬品 不明 マイクロファインプラス３２Ｇ（４ｍｍ）１ 不明 XXXXXXXA0081
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