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薬品名
内服

ＰＬ配合顆粒
硫酸アトロピン アトロピン硫酸塩（力価）
トリヘキシフェニジル塩酸 アーテン錠２ｍｇ
アパルタミド 院外　アーリーダ錠60ｍｇ　【限定使用】
ラルテグラビル アイセントレス錠４００ｍｇ
トシル酸スプラタスト 院外　アイピーディカプセル１００mg 【限定使用】
アコチアミド塩酸塩水和物 アコファイド錠１００ｍｇ
サラゾスルファピリジン アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ
アシクロビル アシクロビルDS80％｢ｻﾜｲ｣　（力価）
アジスロマイシン水和物 アジスロマイシン小児用細粒１０％｢ﾀｶﾀ｣　（力価）
アジスロマイシン アジスロマイシン小児用錠100ｍｇ｢ﾀｶﾀ｣
アジスロマイシン水和物 アジスロマイシン錠250㎎｢ﾄｰﾜ｣
アジルサルタン アジルバ錠【２０】ｍｇ
アジルサルタン 院外　アジルバ錠【４０】ｍｇ
ラサギリン アジレクト錠1ｍｇ
アスパラギン酸カルシウム アスパラ－ＣＡ錠２００
アスパラギン酸カルシウム アスパラカリウム散５０％　（５００ｍｇ/ｇ）
アスパラギン酸カルシウム アスパラカリウム錠３００ｍｇ
アスピリン アスピリン
アスピリン アスピリン　外用（口腔外科用）
アプリンジン塩酸 アスペノンカプセル２０
ヒベンズ酸チペピジン アスベリンシロップ0.5％（5mg/ｍｌ）
アセトアミノフェン アセトアミノフェン錠【200】ｍｇ｢ﾏﾙｲｼ｣
アセトアミノフェン アセトアミノフェン錠【500】ｍｇ 「ﾏﾙｲｼ」
アゾセミド アゾセミド錠60㎎｢JG｣
ヘレニエン アダプチノール錠５㎎
ヒドロキシジンパモ酸 アタラックス-Ｐカプセル25mg
アデノシン三リン酸二ナトリウム アデホスコーワ顆粒１０％（１００ｍｇ／ｇ）
グアニル酸シクラーゼ 院外　アデムパス錠0.5ｍｇ【限定使用】
グアニル酸シクラーゼ 院外　アデムパス錠1ｍｇ【限定使用】
シルニジピン アテレック錠10mg
エゼチミブ/アトルバスタチン アトーゼット配合錠LD
天然ケイ酸アルミニウム アドソルビン原末
アトモキセチン塩酸塩 アトモキセチン錠【10】mg｢ﾄｰﾜ｣
アトモキセチン塩酸塩 アトモキセチン錠【25】mg｢ﾄｰﾜ｣
アトモキセチン塩酸塩 アトモキセチン錠【40】mg｢ﾄｰﾜ｣
アトモキセチン塩酸塩 アトモキセチン錠【5】mg｢ﾄｰﾜ｣
アトモキセチン塩酸塩 アトモキセチン内用液0.4％｢ﾄｰﾜ｣（４ｍｇ／ｍｌ）
アトルバスタチン錠10mg アトルバスタチン錠10mg｢ﾄｰﾜ｣
アナストロゾール アナストロゾール錠1mg｢NK｣
エベロリムス 院外　アフィニトール錠 ５ｍｇ【限定使用】
エベロリムス 院外　アフィニトール分散錠２ｍｇ【限定使用】
エベロリムス 院外　アフィニトール分散錠３ｍｇ【限定使用】
フェンタニルクエン酸塩 アブストラル舌下錠１００μｇ
フェンタニルクエン酸塩 アブストラル舌下錠２００μｇ
アプレピタント アプレピタントカプセル【１２５】ｍｇ｢NK｣
アプレピタント アプレピタントカプセル【８０】ｍｇ｢NK｣
アヘン アヘンチンキ10％
グリメピリド アマリール錠１㎎
アマンタジン塩酸 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」
アミオダロン塩酸塩 アミオダロン塩酸塩速崩錠50ｍｇ
ルビプロストン アミティーザカプセル２４μｇ

アミノレバンEN配合散　　　50ｇ/包
アムロジピンベシル酸塩 アムロジピンOD錠５ｍｇ「明治」
アメナメビル アメナリーフ錠200mg
アモキシシリン アモキシシリンカプセル250mg「ﾄｰﾜ」　（新）
チアマゾール 院外　アラバ錠10ｍｇ　【限定使用】
フルスルチアミン アリナミンＦ糖衣錠〔２５㎎〕
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アリピラゾール ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠6mg「ﾄｰﾜ」　　【限定使用】
メチルドパ 院外　アルドメット錠250mg
アルファカルシドール アルファロール内用液０．５μｇ/ml
アロチノロール塩酸 ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ塩酸塩錠10mg「DSP」　【旧ｱﾙﾏｰﾙ】
アルギン酸ナトリウム アルロイドＧ内用液５％
アレクチニブ塩酸塩 アレセンサカプセル１５０ｍｇ
フェニトイン アレビアチン散１０％　（力価）
フェニトイン 院外　アレビアチン錠１００㎎
オロペタジン塩酸塩 アレロック顆粒0.5％　(2.5ｍｇ/0.5ｇ/包)
アレンドロン酸Ｎａ水和物 アレンドロン酸錠35㎎｢ﾄｰﾜ｣ 【週1回】
センナ・ミレフォリウム草・オニ アローゼン顆粒　０．５ｇ／包
アロプリノール アロプリノール錠100ｍｇ「DSP」　（旧ｻﾛﾍﾞｰﾙ錠）
トラゾドン塩酸 ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ塩酸塩錠25mg「ｱﾒﾙ」　（旧名称　ｱﾝﾃﾞﾌﾟﾚ）
アンブロキソ－ル塩酸 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩ｼﾛｯﾌﾟ小児用0.3％「ﾀｲﾖｰ」
アレブロキソ－ル塩酸 アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45㎎「ﾆﾌﾟﾛ」
アレブロキソ－ル塩酸 アンブロキソール塩酸塩錠１５㎎「サワイ」
リバーロキサバン イグザレルトOD錠【10】mg
リバーロキサバン イグザレルトOD錠【15】mg
エンザルタミド イクスタンジ錠【８０】ｍｇ
イコサペント酸エチル ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ900mg「日医工」
イシニアジド イスコチン錠１００ｍｇ
イソソルビド イソバイドシロップ70％分包【20ｍｌ】
イソソルビド イソバイドシロップ70％分包【30ｍｌ】
イトラコナゾ－ル イトラコナゾールカプセル50ｍｇ｢SW｣
イトラコナゾール イトラコナゾール内用液１％｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ酸塩水和物/ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ イニシンク配合錠
ルフィナミド イノベロン錠２００ｍｇ　【限定使用】
経腸栄養剤 イノラス配合経腸用液　(ｺｰﾋｰ味)(187.5mL/本)
経腸栄養剤 イノラス配合経腸用液　(ﾖｰｸﾞﾙﾄ味)(187.5mL/本)
イフェンプロジル酒石酸塩 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「ﾄｰﾜ」
ポリエンホスファチジルコリン ＥＰＬＣｐ２５０㎎
パルボシクリブ イブランス錠125mg　【限定使用】
パルボシクリブ イブランス錠25mg　【限定使用】
メシル酸イマニチブ イマチニブ錠100mg「ﾔｸﾙﾄ」
イミダフェナシン 【泌】イミダフェナシンOD錠0.1ｍｇ「杏林」
イミダプリル塩酸 【ACE阻】【般】イミダプリル塩酸塩錠5㎎
イミダプリル塩酸 【ACE阻】イミダプリル塩酸塩錠5㎎｢ﾄｰﾜ｣
アザチオプリン イムラン錠50ｍｇ
ラモセトロン塩酸塩 イリボーＯＤ錠2.5μｇ
ラモセトロン塩酸塩 イリボーＯＤ錠5μｇ
溶性ピロリン酸第二鉄・塩酸リジ インクレミンシロップ5％
グアンファシン インチュニブ錠１ｍｇ
グアンファシン インチュニブ錠３ｍｇ
プロプラノロール塩酸 院外　インデラル錠１０ｍｇ　【限定使用】
アキシチニブ インライタ錠【1】mg
アキシチニブ インライタ錠【5】mg
クロルプロマジンフェノールフタ ウインタミン細粒１０％　（力価）
バゾパニプ ヴォトリエント錠200mg　【限定使用】
臭化ジスチグミン ウブレチド錠５ｍｇ
ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ・ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ ウラリット配合錠
ウルソデオキシコール酸 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「サワイ」
ウルソデスオキシコール酸 ウルソ顆粒５％　（50ｍｇ/ｇ）
カンデサルタンシレキセチル/ヒ エカード配合錠HD
エキセメスタン エキセメスタン錠25ｍｇ｢NK｣
ゾニサミド エクセグラン散　２０％　（力価）
ゾニサミド エクセグラン錠１００ｍｇ
ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ/ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ エクメット配合錠ＨＤ
エスゾピクロン エスゾピクロン錠1mg「ﾆﾌﾟﾛ」
エストリオール エストリール錠１㎎
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テガフール　ギメスタット　オタ 【20ｍｇOD】ｴｽﾜﾝﾀｲﾎｳ配合OD錠T20
テガフール　ギメスタット　オタ 【25ｍｇOD】ｴｽﾜﾝﾀｲﾎｳ配合OD錠T25
エゼチミブ エゼチミブ錠10ｍｇ｢DSEP｣
エチゾラム エチゾラム錠0.5mg｢SW｣
エトドラク エトドラク錠200mg｢SW｣
アナモレリン塩酸塩 エドルミズ錠50ｍｇ
エナラプリルマレイン酸 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg｢ﾄｰﾜ｣
経腸栄養剤 エネーボ配合経腸用液（２５０ｍｌ／缶)
エパルレスタット エパルレスタット錠50㎎｢NP｣
ラロキシフェン 院外　エビスタ錠60mg
コムギ胚芽油・スギナエキス・ハ エビプロスタット配合錠DB
アリピプラゾール水和物 エビリファイ散1％(力価) 【限定使用】
アリピプラゾール 院外　エビリファイ内用液0.1％（1ｍｇ/ｍｌ）
エトスクシミド エピレオプチマル散　５０％（力価）　【限定】
プラスグレル塩酸塩 エフィエント錠３．７５ｍｇ
ソホズブビル　ベルパタスビル エプクルーサ配合錠
エタンブトール塩酸 エブトール２５０ｍｇ錠
塩酸セレギリン エフピーOD錠2.5mg
ウラピジル エブランチルＣｐ　１５㎎
エペリゾン塩酸 エペリゾン塩酸塩錠50mg｢ﾄｰﾜ｣
アピキサバン エリキュース錠２．５ｍｇ
エリスロマイシン エリスロシン錠200ｍｇ
塩化レボカルニチン エルカルチンFF錠１００㎎
レボカルニチン エルカルチンFF内用液10％(100mg/ｍL)
エルデカルシトールカプセル エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「ｻﾜｲ」
エレトリプタン臭化水素酸 エレトリプタン錠20ｍｇ｢DSEP｣

エレンタール配合内用剤（８０ｇ／包）
エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤（40ｇ／包）

栄養剤 院外　エンシュア・Ｈ　（ﾊﾞﾆﾗ）250ml
栄養剤 エンシュア・ﾘｷｯﾄﾞ（ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ）（250ｍｌ／缶）
栄養剤 エンシュア・リキッド（バニラ）（２５０ｍｌ／缶)
エンタカポン エンタカポン錠１００ｍｇ「ｻﾝﾄﾞ」
エンテカビル エンテカビル錠0.5ｍｇ｢EE｣
シクロホスファミド エンドキサン錠５０ｍｇ
サクビトリルバルサルタン エンレスト錠100ｍｇ
サクビトリルバルサルタン 院外　エンレスト錠200ｍｇ
ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸ｶﾘｳﾑ/ｱﾓｷｼｼﾘﾝ オーグメンチン配合錠250RS
オキシコドン塩酸塩 オキシコドン徐放カプセル20ｍｇ｢テルモ｣
オキシコドン塩酸塩 ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放ｶﾌﾟｾﾙ【40mg】｢ﾃﾙﾓ｣
オキシコドン塩酸塩 オキシコドン徐放カプセル5ｍｇ｢テルモ｣
オキシコドン塩酸塩 【2.5mg】オキノーム散0.5％ (2.5mg／包,0.5g)
オキシコドン塩酸塩 【5mg】オキノーム散0.5％ (5mg／包,1g)
オキシコドン塩酸塩 【10mg】オキノーム散　（10mg／包）
オキシコドン塩酸塩 【20mg】オキノーム散 (20mg／包)
スルチアム 【限定】オスポロット錠５０㎎
オセルタミビルリン酸 オセルタミビルDS ３％｢ｻﾜｲ｣ (力価）
オセルタミビルリン酸 オセルタミビルカプセル７５mg｢ｻﾜｲ｣
フルタミド オダイン錠１２５ｍｇ
アプレミラスト オテズラ錠【10】ｍｇ
アプレミラスト オテズラ錠【20】ｍｇ
アプレミラスト オテズラ錠【30】ｍｇ
プランルカスト水和物 オノンドライシロップ10％　（力価）
ニンテダニブエタンスルホン酸塩 オフェブカプセル１００mg　【限定使用】
ニンテダニブエタンスルホン酸塩 オフェブカプセル１５０mg　【限定使用】
マシテンタン オプスミット錠10ｍｇ　【限定使用】
モルヒネ塩酸 オプソ内服液１０ｍｇ／包
モルヒネ塩酸 オプソ内服液５ｍｇ／包
オメガー３脂肪酸エチル オメガ-３脂肪酸エチル粒状カプセル２ｇ｢武田ﾃﾊﾞ｣
テビペネムピボキシル細粒 オラペネム小児用細粒10%(力価)



採用薬品一覧 2022年12月現在

薬品名

オランザピン オランザピンOD錠２．５ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣
ダプロデュスタット 院外　オルケディア錠2ｍｇ　【限定使用】
バリシチニブ オルミエント錠2mg　【限定使用】
バリシチニブ 【4mg】　オルミエント錠4mg　【限定使用】
オルメサルタン オルメサルタンＯＤ錠20ｍｇ｢DSEP｣
オロパタジン塩酸 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg｢トーワ｣
オピカポン オンジェンティス錠25mg
ジメチコン ガスコン錠４０ｍｇ
ファモチジン ガスター散２％（力価）
塩酸クロニジン カタプレス錠75μｇ
カナグリフロジン水和物 カナグル錠１００ｍｇ
硫酸カナマイシン カナマイシンCp明治２５０ｍｇ
カベルゴリン カバサール錠１．０ｍｇ
カベルゴリン カバサ－ル錠０．２５㎎
ガバペンチン 院外　ガバペン錠200ｍｇ　【限定使用】
カプトプリル カプトリル錠１２．５ｍｇ【限定・負荷試験用】
カペシタビン カペシタビン錠300ｍｇ「ﾔｸﾙﾄ」
カボザンチニブ カボメティクス錠20ｍｇ
カボザンチニブ カボメティクス錠60ｍｇ
メシル酸カモスタット カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「NP」
β－ガラクトシダーゼ ガランターゼ散50％　（0.5ｇ/包）
ガランタミン臭化水素酸塩 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ｢ﾆﾌﾟﾛ｣
ガランタミン臭化水素酸塩 ガランタミンOD錠８ｍｇ｢ﾆﾌﾟﾛ｣
デノパミン カルグート錠５㎎
沈降炭酸カルシウム カルタン錠500mg
カリジノゲナ－ゼ カルナクリン錠５０単位
カルバゾクロムスルホン酸ナトリ ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ錠30mg｢日医工｣
アルファカルシドール ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ錠0.5μｇ「ｱﾒﾙ」
アゼルニジピン カルブロック錠16mg
カルベジロール カルベジロール錠10mg｢サワイ｣
カルベジロール カルベジロール錠2.5mg｢サワイ｣
カルボシステイン カルボシステインDS50%「タカタ」（力価）
カルボシステイン ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝｼﾛｯﾌﾟ5％「ﾀｶﾀ」（50ｍｇ／ｍｌ）
カルボシステイン カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」
カルボシステイン カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」
アセトアミノフエンシロップ カロナール【シロップ】２％（20ｍｇ/ｍｌ）
リドカイン塩酸 キシロカインビスカス２％
エロビキシバット グーフィス錠5mg
クエチアピンフマル酸 ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ細粒50％　「ﾖｼﾄﾐ」　(力価)
クエチアピンフマル酸塩 クエチアピン錠25ｍｇ｢明治｣
クエン酸第一鉄ナトリウム ｸｴﾝ酸第一鉄Ｎａ錠50mg「ｻﾜｲ」　（旧名称ﾌｪﾛﾁｰﾑ）
メナテトレノン グラケーカプセル１５ｍｇ
タクロリムス 院外　ｸﾞﾗｾﾌﾟﾀｰｶﾌﾟｾﾙ0.5ｍｇ　【限定使用】
タクロリムス 院外　ｸﾞﾗｾﾌﾟﾀｰｶﾌﾟｾﾙ【1】ｍｇ　【限定使用】
グラニセトロン塩酸塩 グラニセトロン内服ゼリ-2mg｢ｹﾐﾌｧ｣
クラブラン酸ｶﾘｳﾑ・ｱﾓｷｼｼﾘﾝ (0.505g/包)ｸﾗﾊﾞﾓｯｸｽ小児用配合ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ
クラブラン酸ｶﾘｳﾑ・ｱﾓｷｼｼﾘﾝ (1.01g/包)ｸﾗﾊﾞﾓｯｸｽ小児用配合ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ
クラリスロマイシン（ＣＡＭ） クラリスロマイシンＤＳ10％小児用｢ｻﾜｲ｣(力価)
クラリスロマイシン クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」
トフィソパム グランダキシン錠５０
エルゴタミン・カエイン・イソプ 院外　クリアミン配合錠Ａ１．０
グリクラジド グリクラジド錠４０ｍｇ｢トーワ｣
グリセリン グリセリン（内服）
甘草成分 グリチロン配合錠
炭 クレメジン速崩錠500mg(4T/包)
クロピドグレル硫酸 クロピドグレル錠75ｍｇ｢SANIK｣
クエン酸クロミフェン クロミッド錠５０ｍｇ
イグラチモド ケアラム錠25mg　【限定使用】
ポリスチレンスルホン酸ﾅﾄﾘｳﾑ ケイキサレートドライシロップ76％（3.27ｇ/包）
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メナテトレノン ケイツーカプセル５㎎
メナテトレノン ケイツーシロップ0.2％（2mg／ｍｌ）
イブジラスト ケタスカプセル１０ｍｇ
ゲフイチニブ ゲフィチニブ錠250ｍｇ｢DSEP｣
セファクロル ケフラール細粒小児用１００ｍｇ（力価）
セファレキシン ケフレックスカプセル２５０ｍｇ
ヒドロコルチゾン コートリル錠１０ｍｇ
フロプロピオン コスパノン錠８０ｍｇ
バルサルタン/ヒドロクロロチア コディオ配合錠EX
リン酸コデイン散 コデインリン酸塩散１％　（１０ｍｇ／ｇ）
ジラゼプ塩酸 コメリアンコーワ錠５０㎎
イバブラジン塩酸塩 コララン錠2.5ｍｇ
臭化ブトロピウム コリオパンＣｐ５㎎
コルヒチン コルヒチン錠「タカタ」０．５ｍｇ
コレスチミド コレバインミニ83％（1.81ｇ/包）
ポリカルボフィルＣａ コロネル細粒83.3%　１．２ｇ／包
クロルジアゼポキシド コントール散10％（100ｍｇ/ｇ）　【限定使用】
パモ酸ピランテル コンバントリンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ（100ｍｇ／ｇ）
クリゾチニブ ザーコリカプセル200mg　【限定使用】
クリゾチニブ ザーコリカプセル250mg　【限定使用】
エベロリムス 院外　ｻｰﾃｨｶﾝ錠0.5ｍｇ　【限定使用】
アビラテロン酢酸エステル ザイティガ錠250mg
ミソプロストール サイトテック錠２００μｇ
フルニトラゼパム サイレース錠１㎎
デュタステリド ザガーロカプセル０．５ｍｇ【院外限定】
ｱｼﾞﾙｻﾙﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 院外　ザクラス配合錠HD
トルバプタン サムスカOD錠【１５】ｍｇ
ピロカルピン塩酸塩 サラジェン錠5ｍｇ
サラゾスルファピリジン サラゾピリン錠５００ｍｇ
サルポグレラ－ト塩酸 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ﾄｰﾜ」
ジアゼパム ジアゼパム錠５mg「ﾄｰﾜ」　　【限定使用】

ジェイゾロフト錠25mg
ジエノゲスト ジエノゲスト錠１ｍｇ｢ﾓﾁﾀﾞ｣
ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ・ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ 院外　ジェミーナ配合錠
アファチニブマレイン酸塩 ジオトリフ錠２０ｍｇ
アファチニブマレイン酸塩 ジオトリフ錠３０ｍｇ
アファチニブマレイン酸塩 ジオトリフ錠４０ｍｇ
アセナピンマレイン酸 シクレスト舌下錠５mg
シクロスポリン シクロスポリンカプセル２５ｍｇ｢ｻﾝﾄﾞ｣
ジクロフェナックＮａ ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg｢オーハラ｣
ジクロフェナクナトリウム ジクロフェナクNa錠25mg｢サワイ｣
ジゴキシン ジゴシン錠０．２５ｍｇ
フィルゴチニブマレイン酸塩 院外　ジセレカ錠【100】mg　【限定使用】
フィルゴチニブマレイン酸塩 院外　ジセレカ錠【200】mg　【限定使用】
スギ花粉エキス シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU　【限定使用】
スギ花粉エキス シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU　【限定使用】
シタフロキサン シタフロキサシン錠50mg｢ｻﾜｲ｣

シナール配合顆粒
ジフェニドール塩酸 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「タイヨー」
テジゾリドリン酸エステル シベクトロ錠200mg
コハク酸シベンゾリン シベノール錠１００ｍｇ
エンパグリフロジン ジャディアンス錠１０ｍｇ
シタグリプチンリン酸塩水和物 院外　ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠12.5ｍｇ　【限定使用】
シタグリプチンリン酸塩水和物 ジャヌビア錠50ｍｇ
シロスタゾール シロスタゾールOD錠１００ｍｇ「タカタ」
シロドシン シロドシンＯＤ錠４ｍｇ｢DSEP｣
エチニルエストラジオール 院外　《自費》　シンフェーズＴ２８
ナルデメジントシル酸塩 スインプロイク錠0.2ｍｇ
イプラグリフロジンＬ・プロリン スーグラ錠５０ｍｇ
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ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ・イプラグリフロジン 院外　スージャヌ配合錠
スニチニブリンゴ酸塩カプセル スーテントカプセル１２．５mg
レゴラフェニブ スチバーガ錠４０ｍｇ
イベルメクチン ストロメクトール錠３㎎
スピラマイシン 院外　ｽﾋﾟﾗﾏｲｼﾝ錠150万単位「ｻﾉﾌｨ」【限定】
スピロノラクトン スピロノラクトン錠２５ｍｇ「杏林」
クレンブテロ－ル塩酸 スピロペント錠１０μｇ
フドステイン スペリア錠　２００㎎
コハク酸スマトリプタン スマトリプタン錠50ｍｇ「SPKK」
スルピリド スルピリド錠50ｍｇ｢ｻﾜｲ｣
ミグリトール セイブル錠50mg
シクロフェニル セキソビット錠１００㎎
タンドスピロンクエン酸 セディール錠１０mg
セファランチン セファランチン末１％　（力価）
セフカペンピボキシル塩酸 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「ＳＷ」
セフジトレンピボキシル セフジトレンピボキシル小児用細粒10%｢SW｣（力価）
セフジニル セフジニルカプセル１００ｍｇ「日医工」
エプレレノン セララ錠50mg
ジアゼパム セルシンシロップ０．１％（１ｍｇ／ｍｌ）
ジアゼパム 院外　セルシン錠2mg　【限定使用】
ミコフェノール セルセプトカプセル２５０㎎　【限定使用】
トファシチニブクエン酸塩 院外　ゼルヤンツ錠5ｍｇ　【限定使用】
セレコキシブ セレコキシブ錠100ｍｇ｢ﾆﾌﾟﾛ｣
ベタメサゾン　ｄ－マレイン酸ク セレスタミン配合錠
バルプロ酸ナトリウム セレニカＲ顆粒40％（力価）
ハロペリドール セレネース錠０．７５ｍｇ
酒石酸メトプロロ－ル 院外　セロケンＬ錠１２０㎎
メトプロロール セロケン錠２０ｍｇ
ブデソニド 院外　ゼンタコートカプセル３ｍｇ　【限定使用】
センノシド センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」
エンシトレルビルフマル酸 ゾコーバ錠125ｍｇ　【緊急承認用】
アルプラゾラム ソラナックス０．４ｍｇ錠
電解質 ｿﾘﾀ-T配合顆粒3号　4ｇ/包【限定使用】
ソリフェナシンコハク酸塩 ソリフェナシンコハク酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」
ゾルピデム酒石酸 【入眠】ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg｢ﾄｰﾜ｣
ダプロデュスタット ダーブロック錠【２】ｍｇ
ダプロデュスタット ダーブロック錠【４】ｍｇ
アセタゾラミド ダイアモックス錠２５０ｍｇ
ラパチニブトシル酸塩水和物 タイケルブ錠250ｍｇ
ピペリドレート塩酸 ダクチル錠５０ｍｇ
オシメルチニブ タグリッソ錠【40】mg
オシメルチニブ タグリッソ錠【80】mg
ボノプラザンフマル酸塩 タケキャブ錠【１０】ｍｇ
ボノプラザンフマル酸塩 タケキャブ錠【２０】ｍｇ
タダラフィル タダラフィル錠5ｍｇZA｢あすか｣
ダブラフェニブメシル酸 タフィンラーカプセル５０ｍｇ　（限定使用）
ダブラフェニブメシル酸 タフィンラーカプセル７５ｍｇ　（限定使用）
フィダキソマイシン ダフクリア錠200ｍｇ 【限定使用】

タフマックＥ配合カプセル
タペンタドール塩酸塩 タペンタ錠50ｍｇ　【限定使用】
タムスロシン塩酸 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２㎎｢ｻﾜｲ｣
タモキシフェンクエン酸 ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ錠20mg「MYL」
クリンダマイシン ダラシンカプセル150mg
ミロガバリンベシル酸塩 タリージェ錠5ｍｇ
エルロチニブ タルセバ錠100ｍｇ
エルロチニブ タルセバ錠150ｍｇ
タルチレリン水和物 タルチレリンOD錠5mg｢ｻﾜｲ｣
ダントロレンナトリウム ダントリウムｶﾌﾟｾﾙ２５ｍｇ
タンニン酸アルブミン タンニン酸アルブミン
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チアプリド塩酸 チアプリド錠25ｍｇ｢サワイ｣
プロピルチオウラシル チウラジール錠５０㎎
チオプロニン 院外　チオラ錠１００㎎　　　　【限定使用】
エトレチナ―ト チガソンカプセル１０
チザニジン塩酸 チザニジン錠１ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣
レボチロキシンナトリウム チラーヂンＳ錠５０μｇ
リオチロニンナトリウム チロナミン錠５μｇ
イメグリミン塩酸塩 ツイミーグ錠500mg
安中散ｴｷｽ顆粒 院外　ﾂﾑﾗ安中散ｴｷｽ顆粒 No.5（2.5ｇ/包)【限定】
甘麦大棗湯ｴｷｽ顆粒 No.72 ﾂﾑﾗ甘麦大棗湯ｴｷｽ顆粒 No.72 （2.5ｇ/包)　★限定
牛車腎気丸エキス顆粒 ﾂﾑﾗ牛車腎気丸ｴｷｽ顆粒No.107（2.5ｇ/包）
呉茱萸湯エキス顆粒 ﾂﾑﾗ呉茱萸湯ｴｷｽ顆粒 No.31（2.5ｇ/包)★限定使用
酸棗仁湯ｴｷｽ顆粒No.103 院外　ﾂﾑﾗ酸棗仁湯ｴｷｽ顆粒No.103（2.5ｇ/包）限定
治打撲一方ｴｷｽ ﾂﾑﾗ治打撲一方ｴｷｽ顆粒 No.89（2.5ｇ/包）
柴苓湯エキス顆粒（医療用 ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒 No.114 （３ｇ／包）
十全大補湯エキス顆粒 ﾂﾑﾗ十全大補湯ｴｷｽ顆粒 No.48（2.5ｇ/包)
小建中湯エキス顆粒（医療 ﾂﾑﾗ小建中湯ｴｷｽ顆粒No.99 （2.5ｇ／包）
小青竜湯エキス顆粒（医療 ﾂﾑﾗ小青竜湯ｴｷｽ顆粒 No.19（３ｇ/包）
小半夏加茯苓湯 院外　ﾂﾑﾗ小半夏加茯苓湯ｴｷｽ顆粒 No.21（2.5ｇ／包）
ﾂﾑﾗ人参養栄湯ｴｷｽ顆粒No.108 3g/ 院外　ﾂﾑﾗ人参養栄湯ｴｷｽ顆粒No.108 3g/包【限定】
大黄牡丹皮湯 院外　ﾂﾑﾗ大黄牡丹皮湯ｴｷｽ顆粒 No.33（2.5ｇ／包）
大建中湯エキス顆粒（医療 ﾂﾑﾗ大建中湯ｴｷｽ顆粒 No.100（2.5ｇ/包）
猪苓湯エキス顆粒 ﾂﾑﾗ猪苓湯ｴｷｽ顆粒 No.40 （2.5ｇ/包)
桃核承気湯 院外　ﾂﾑﾗ桃核承気湯ｴｷｽ顆粒 No.61（2.5ｇ／包）
当帰飲子エキス顆粒 ﾂﾑﾗ当帰飲子ｴｷｽ顆粒 No.86（2.5ｇ/包)
当帰芍薬散エキス顆粒（医 ﾂﾑﾗ当帰芍薬散ｴｷｽ顆粒 No.23（2.5ｇ/包)
二朮湯ｴｷｽ顆粒 ﾂﾑﾗ二朮湯ｴｷｽ顆粒 No.88（2.5ｇ/包）
排膿散及湯ｴｷｽ顆粒No.122 院外　ﾂﾑﾗ排膿散及湯ｴｷｽ顆粒No.122（2.5ｇ/包）限定
白虎加人参湯エキス顆粒 院外　ﾂﾑﾗ白虎加人参湯ｴｷｽ顆粒 No.34（３ｇ／包）
麦門冬湯エキス顆粒（医療 ﾂﾑﾗ麦門冬湯ｴｷｽ顆粒 No.29（３ｇ/包）
八味地黄丸エキス顆粒（医 ﾂﾑﾗ八味地黄丸ｴｷｽ顆粒 No.７ （2.5ｇ/包）
補中益気湯エキス顆粒（医 ﾂﾑﾗ補中益気湯ｴｷｽ顆粒 No.41（2.5ｇ/包)
防己黄耆湯エキス顆粒 ﾂﾑﾗ防已黄耆湯ｴｷｽ顆粒No.20　2.5ｇ/包
麻杏よく甘湯 院外　ﾂﾑﾗ麻杏よく甘湯ｴｷｽ顆粒 No.78（2.5ｇ/包）
麻子仁丸エキス顆粒（医療 ﾂﾑﾗ麻子仁丸ｴｷｽ顆粒 No.126（2.5ｇ/包）
六君子湯エキス顆粒 No.４ ﾂﾑﾗ六君子湯ｴｷｽ顆粒 No.43 （2.5ｇ/包)
芍薬甘草湯エキス顆粒（医 ﾂﾑﾗ芍薬甘草湯ｴｷｽ顆粒 No.68 （2.5ｇ/包)
茵ちん蒿ｴｷｽ顆粒 ﾂﾑﾗ茵ちん蒿ｴｷｽ顆粒 No.135（2.5ｇ/包)
エムトリシタビン　テノホビル ツルバダ配合錠
スチリペントール ディアコミット　ドライシロップ分包２５０ｍｇ
ジエノゲスト ディナゲスト錠0.5mg
レンボレキサント デエビゴ錠5ｍｇ
テオフィリン テオロング錠１００㎎
テオフィリン テオロング錠２００㎎
デキサメタゾン 院外　ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝｴﾘｷｼﾙ0.01％（0.1mg/ｍｌ）　【限定】
デキサメタゾン デカドロン錠0.5ｍｇ
デキサメタゾン デカドロン錠4ｍｇ
フマル酸ジメチル 院外　テクフィデラカプセル120mg　【限定使用】
フマル酸ジメチル 院外　テクフィデラカプセル240mg　【限定使用】
カルバマゼピン テグレトール細粒５０％（力価）
カルバマゼピン 院外　テグレトール錠１００㎎
カルバマゼピン テグレトール錠２００ｍｇ
テスト テスト用薬品
アテノロール テノーミン錠２５ｍｇ
沈降炭酸Ca/ｺﾚｶﾙｼﾌｪﾛｰﾙ/炭酸Mg ﾃﾞﾉﾀｽﾁｭｱﾌﾞﾙ配合錠【ﾗﾝﾏｰｸ、ﾌﾟﾗﾘｱ併用】
バルプロ酸ナトリウム （院外）デパケンＲ錠１００㎎【限定使用】
バルプロ酸ナトリウム デパケンＲ錠２００㎎
テポチニブ テプミトコ錠250ｍｇ　【限定使用】
テプレノン テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」
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テプレノン テプレノン細粒１０％｢ﾄｰﾜ｣（100ｍｇ／ｇ）
マレイン酸フルボキサミン デプロメール錠２５㎎
マレイン酸フルボキサミン デプロメール錠25mg（口腔外科用）
テモゾロミド テモゾロミド錠１００mg「ＮＫ」
テモゾロミド テモゾロミド錠２０mg「ＮＫ」
デュタステリド デュタステリドカプセル0．5mgAV｢武田ﾃﾊﾞ｣
ジドロゲステロン デュファストン錠５㎎
デュロキセチン塩酸塩 デュロキセチンOD錠20mg「ﾆﾌﾟﾛ」
フマル酸クレマスチン ｸﾚﾏｽﾁﾝDS0.1%「ﾀｶﾀ」（力価）　（旧名称ﾃﾙｷﾞﾝG）
トラマドール塩酸塩／ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ トアラセット配合錠｢ﾄｰﾜ｣
トコフェロール酢酸ｴｽﾃﾙ ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ顆粒20％「ﾂﾙﾊﾗ」【力価】
トスフロキサシン ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩小児用細粒15％「明治」　（力価）
ドネペジル塩酸 ドネペジル塩酸塩OD錠１０ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣
ドネペジル塩酸 ドネペジル塩酸塩OD錠３ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣
ドネペジル塩酸 ドネペジル塩酸塩OD錠５ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣
レボドパ ドパコール配合錠Ｌ１００
フェソテロジンフマル酸塩 トビエース錠４ｍｇ
トピラマート トピナ細粒１０％（力価）
トピラマート トピナ錠50ｍｇ
ドロキシドパ ドプス【ＯＤ】錠１００ｍｇ
イミプラミン塩酸 トフラニール錠１０ｍｇ
ボセンタン水和物 トラクリア錠62.5mg【限定使用】
トラセミド トラセミドOD錠４ｍｇ｢TE｣
リナグリプチン トラゼンタ錠５ｍｇ
ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ/ﾘﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ トラディアンス配合錠AP
ジフェンヒドラミン・ジプロフィ トラベルミン配合錠
トラマドール塩酸塩 トラマールＯＤ錠２５ｍｇ
トラネキサム酸 トランサミン散５０％　（力価）
トラネキサム酸 トランサミン錠２５０mg
トリアゾラム トリアゾラム錠０．１２５㎎
リン酸トリクロルエチルナトリウ トリクロリールシロップ10％（100ｍｇ／ｍｌ）
アミトリプテリン塩酸 トリプタノール錠１０
マレイン酸トリメプチン トリメブチンマレイン酸塩錠100mg｢ﾄｰﾜ｣
トルバプタン トルバプタンOD錠【７．５】ｍｇ｢ｵｰﾂｶ｣
ゾニサミド トレリーフOD錠２５ｍｇ
ナプロキセン ナイキサン錠100mg
ドンペリドン ナウゼリン【OD】錠１０㎎
ナフトピジル ナフトピジルOD錠75mg｢EE｣
ヒドロモルフォン塩酸塩 【12mg】ナルサス錠12ｍｇ
ヒドロモルフォン塩酸塩 【24mg】ナルサス錠24ｍｇ
ヒドロモルフォン塩酸塩 ナルサス錠2ｍｇ
ヒドロモルフォン塩酸塩 ナルサス錠6ｍｇ
ナルフラフィン塩酸塩 ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μｇ｢ｻﾜｲ｣
ニコランジル ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」
ニセルゴリン ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」
イソソルビド硝酸 ニトロール錠５ｍｇ
ニトログリセリン 院外　ニトロペン舌下錠0.3ｍｇ
ニルバピン ニバジール錠４ｍｇ
ニフェジピン ニフェジピンＣＲ錠【２０】ｍｇ｢トーワ｣
ニフェジピン 院外　ニフェジピンＣＲ錠【４０】ｍｇ｢トーワ｣

ニフレック配合内用剤
ロサルタンカリウム ニューロタン錠２５ｍｇ【限定使用】
ホスラブコナゾール ネイリンカプセル100mg
シクロスポリン ネオーラル内用液１０％（100ｍｇ/ｍｌ）(１本
エソメプラゾールマグネシウム ネキシウムカプセル２０ｍｇ
エソメプラゾール ネキシウム懸濁用顆粒分包【１０】mg
ソラフェニブトシル酸塩 ネクサバール錠200mg
ユビデカレノン ノイキノン錠１０㎎
ワクシニアウィルス接種家兎延焼 ノイロトロピン錠4単位
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イストラデフィリン ノウリアスト錠２０ｍｇ
プロクロルペラジン ノバミン錠5mg
酢酸亜鉛水和物 ノベルジン錠50ｍｇ
ジゴキシン ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ｍｇ
ソホズブビル　レジパスビル ハーボニー配合錠
ブロモクリプチン パーロデル錠２．５㎎
クエン酸シルデナフィル 院外　《自費》　バイアグラ錠２５㎎
クエン酸シルデナフィル 院外　《自費》　バイアグラ錠５０㎎
アスピリン バイアスピリン錠１００ｍｇ
ヒドロキシカルバミド ハイドレアカプセル500ｍｇ　【限定使用】
リボフラビン酪酸 ハイボン錠２０㎎
パロキセチン水和物塩酸 パキシルCR錠　1２．５ｍｇ
ニルマトレルビル、リトナビル パキロビッドパック　　　【特例承認】
ニルマトレルビル、リトナビル ﾊﾟｷﾛﾋﾞｯﾄﾞﾊﾟｯｸ【腎障害用　減量】【特例】
スルファメトキサゾール バクタ配合錠
スルファメトキサゾール・トリメ バクタ配合顆粒
バラシクロビル塩酸塩 バラシクロビル粒状錠500ｍｇ｢モチダ｣
ブコローム パラミヂンカプセル３００ｍｇ
バルガンシクロビル バリキサ錠450ｍｇ　【限定使用】
バルサルタン バルサルタン錠８０ｍｇ「杏林」
マレイン酸メチルエルゴメトリン パルタンＭ錠０．１２５㎎
ペマフィブラート パルモディア錠0.1ｍｇ
バレイショデンプン バレイショデンプン
バルプロ酸ナトリウム ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑｼﾛｯﾌﾟ5%「DSP」　（50mg/ml）【ﾊﾞﾚﾘﾝ】
バンコマイシン塩酸塩 バンコマイシン塩酸塩散0.5ｇ「明治」　ﾊﾞｲｱﾙ
プラミペキソール塩酸 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ
プラミペキソール塩酸 ビ・シフロール錠０．５ｍｇ
ピオグリタゾン塩酸 ピオグリタゾン錠15mg｢NP｣
ラクトミン・酪酸菌・糖化菌 ビオスリー配合散
ビオチン ﾋﾞｵﾁﾝ・ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ0.1%（1mg/g）　（力価）　【限定】
ビカルタミド ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＫ」
ピコスルファートナトリウム ピコスルファートナトリウム内用液0.75％｢日医工｣
ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄNa・酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ ピコプレップ配合内用剤
ビソプロロ－ルフマル酸 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg｢トーワ｣
ビソプロロ－ルフマル酸 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg｢サワイ｣
ピタバスタチンカルシウム ピタバスタチンCa・OD錠1mg｢トーワ｣
ピリドキシン塩酸 ビタミンＢ６散１０％（力価）

ビタメジン配合カプセルＢ２５
 Ｂ1　Ｂ6　Ｂ12 院外　ビタメジン配合散　【限定使用】
フェニトイン ヒダントール錠２５ｍｇ
ピりドキサールリン酸 ピドキサール錠２０㎎
リスデキサンフェタミン 院外　ビバンセカプセル２０ｍｇ　【処方医登録要】
リスデキサンフェタミン 院外　ビバンセカプセル３０ｍｇ　【処方医登録要】
ドキシサイクリン塩酸塩水和物 ビブラマイシン錠100ｍｇ
ラコサミド ビムパットドライシロップ１０％　（力価）
ラコサミド ビムパット錠【１００mg】
ラコサミド ビムパット錠【５０mg】
ピルメノ－ル塩酸 院外　ピメノールカプセル５０ｍｇ【限定使用】
ピモべンダン ピモベンダン錠１．２５mg「TE」
ビラスチン ビラノア錠20ｍｇ
エンコラフェニブ ビラフトビカプセル75ｍｇ　【限定使用】
ピラジナミド ピラマイド原末
アセトアミノフェン ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ「ＪＧ」原末　（旧名称ﾋﾟﾘﾅｼﾞﾝ）
ピルシカイニド塩酸 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg｢サワイ｣
ピルフェニドン ピルフェニドン錠200ｍｇ｢日医工｣
ファモチジン ファモチジンD錠２０ｍｇ「EMEC」
アムホテリシンＢ ファンギゾンシロップ（１００ｍｇ／ｍｌ）
アムホテリシンＢ ﾌｧﾝｷﾞｿﾞﾝｼﾛｯﾌﾟ100mg/ｍｌ【希釈　うがい】
アムホテリシンＢ ﾌｧﾝｷﾞｿﾞﾝｼﾛｯﾌﾟ100mg/ｍｌ【原液　含かん】
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アムホテリシンＢ ﾌｧﾝｷﾞｿﾞﾝｼﾛｯﾌﾟ100mg/ｍｌ【希釈　内服】
ペランパネル 院外　フィコンパ細粒１％（力価）　【限定使用】
ペランパネル フィコンパ錠2mg
ペランパネル フィコンパ錠4mg
クエン酸トレミフェン フェアストン錠４０
フェキソフェナジン ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩DS5％｢ﾄｰﾜ｣(15mg/0.3g/包)
フエキソフエナジン塩酸 ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩OD錠３０ｍｇ「ﾄｰﾜ]　　【小児用】
フエキソフエナジン塩酸 ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩OD錠60mg「ﾄｰﾜ」
フェノバルビタール フェノバールエリキシル0.4％（4mg/ml）【限定】
フェノバルビタール フェノバール錠３０㎎
フェノバルビタール フェノバルビタール散１０％（力価）
フェブキソスタット フェブキソスタット錠20mg｢DSEP｣
ﾀﾞﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ 院外　フォシーガ錠【１０】ｍｇ
ﾀﾞﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ フォシーガ錠【５】ｍｇ
葉酸 フォリアミン錠５ｍｇ
ブシ末 ブシ末（調剤用）「ツムラ」
臭化ブチルスコポラミン ブスコパン錠１０ｍｇ
ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ/ﾌﾟｿｲﾄﾞｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ プソフェキ配合錠｢ｻﾜｲ｣

ブドウ糖１０ｇ／包
ヒドロキシクロロキン 院外　プラケニル錠200ｍｇ　【限定使用】
ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾗﾝｴﾃｷｼﾗｰﾄﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸塩 プラザキサカプセル１１０ｍｇ
ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾗﾝｴﾃｷｼﾗｰﾄﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸塩 ﾌﾟﾗｻﾞｷｻｶﾌﾟｾﾙ75ｍｇ　【限定使用】
メトロニダロール フラジール内服錠２５０ｍｇ
ノルゲストレル・エチニルエスト プラノバール配合錠
プラバスタチンナトリウム プラバスタチンＮａ錠10ｍｇ｢サワイ｣
プランルカスト水和物 プランルカストカプセル112.5mg｢サワイ｣
ノルエチステロン・エチニルエス フリウェル配合錠ＬＤ「ﾓﾁﾀﾞ」
メトクロプラミド プリンペランシロップ0.1%（ 1mg／ｍｌ）
トリクロルメチアジド フルイトラン錠２ｍｇ
フレカイニド酢酸 フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ｢VTRS｣
プレガバリン プレガバリンOD錠【25】ｍｇ「ﾌｧｲｻﾞｰ」
プレガバリン プレガバリンOD錠【75】mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
ミゾリビン ブレディニン錠５０
プレドニゾロン プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成）
プレドニゾロン プレドニン錠５ｍｇ
エストロゲン結合型 プレマリン錠０．６２５ｍｇ
ロサルタンカリウム　ヒドロクロ プレミネント配合錠ＬＤ
プロパンテリン プロ・バンサイン錠15ｍｇ
プロカテロール塩酸 プロカテロール塩酸塩ｼﾛｯﾌﾟ（5μｇ/mL）「日医工」
タクロリムス プログラフカプセル０．５mg
クロルマジノン酢酸 プロスタール錠２５
ジノプロストロン プロスタグランジンE2錠0.5ｍｇ「科研」
フロセミド フロセミド錠２０ｍｇ｢武田テバ｣
フロセミド フロセミド錠４０ｍｇ「武田テバ」
イソプレナリン塩酸 プロタノールＳ錠１５ｍｇ【限定使用】
ブロチゾラム ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」
ブロナンセリン ブロナンセリン錠２ｍｇ｢DSPB｣
プロパフェノン塩酸塩 院外　プロノン錠150mg　【限定使用】
プロピベリン塩酸 プロピベリン塩酸塩錠10ｍｇ｢ﾀﾅﾍﾞ｣
フィナステリド 院外　《自費》　プロペシア錠１ｍｇ
メドロキシプロゲステロン酢酸 プロベラ錠　２．５㎎
フルルビブロフェン フロベン顆粒８％（力価）
ブロマゼパム ブロマゼパム細粒１％（力価）　【限定使用】
ミコナゾ－ル フロリードゲル経口用2%(５ｇ／本）
フルヒドロコルチゾン 院外　フロリネフ錠0.1ｍｇ　　【限定使用】
アベマシクリブ ベージニオ錠100ｍｇ
アベマシクリブ ベージニオ錠150ｍｇ
アベマシクリブ ベージニオ錠50ｍｇ
ビベグロン ベオーバ錠50ｍｇ
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ベザフィブラ－ト ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」
コハク酸ソリフェナシン 院外　ベシケアOD錠　2.5mg　【限定使用】
ミラベグロン ベタニス錠５０ｍｇ
ベタヒスチンメシル酸 ベタヒスチンメシル酸塩錠6ｍｇ｢JD｣
ベニジピン塩酸 ベニジピン塩酸塩錠4mg｢ﾄｰﾜ｣

ヘパンＥＤ配合内用剤　80ｇ／包
ベプリジル塩酸 ベプリコール錠50ｍｇ【限定使用】
ベポタスチンベシル酸塩 ベポタスチンベシル酸塩錠10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣
テノホビル　アラフェナミド ベムリディ錠25ｍｇ
ベラプロストナトリウム ベラプロストNa錠20μｇ｢サワイ｣
シクロヘプタジン塩酸 ペリアクチンシロップ　０．０４％
ベルイシグアト 院外　ベリキューボ錠2.5ｍｇ　【限定使用】
濃厚膵臓性消化酵素など ベリチーム配合顆粒　（消化酵素剤）
ジピリダモール ペルサンチン錠２５ｍｇ
スボレキサント ベルソムラ錠15ｍｇ
ジルチアゼム塩酸 ヘルベッサーＲＣｐ１００㎎
ニトラゼパム ベンザリン錠５㎎
メサラジン ペンタサ錠【２５０ｍｇ】
メサラジン ペンタサ錠【500mg】
メサラジン ペンタサ顆粒94％(1000㎎/包)
ボグリボ－ス ボグリボースOD錠0.2mg｢サワイ｣
ホスホマイシンカルシウム ホスミシンドライシロップ４００（力価）
ホスホマイシンカルシウム ホスミシン錠５００
ﾘﾝ酸二水素Na・無水ﾘﾝ酸水素二Na ホスリボン配合顆粒　【限定使用】
ﾀｹｷｬﾌﾞ・ｱﾓｷｼｼﾘﾝ・ｸﾗﾘｽ ボノサップパック400
ミノドロン酸水和物 ボノテオ錠５０ｍｇ【４週間に1回】
ﾀｹｷｬﾌﾞ・ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物・ﾌﾗｼﾞｰﾙ ボノピオンパック
オキシブチニン塩酸 ポラキス錠２㎎
ポラプレジンク ポラプレジンクOD錠75mg｢ｻﾜｲ｣
ボリコナゾール ボリコナゾール錠200ｍｇ｢トーワ｣
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Ca経口ｾﾞﾘｰ20%分包25ｇ「三和」
ホリナートカルシウム ホリナート錠25ｍｇ｢ﾀｲﾎｳ｣
クロバザム 【抗癲癇】マイスタン細粒１％（力価）
クロバザム 【抗癲癇】院外　マイスタン錠１０㎎
ｸﾞﾚｶﾌﾟﾚﾋﾞﾙ ﾋﾟﾌﾞﾚﾝﾀｽﾋﾞﾙ マヴィレット配合錠
クエン酸マグネシウム マグコロール散68％　分包５０ｇ
リザトリプタン安息香酸 マクサルトRPD錠１０ｍｇ
酸化マグネシウム マグミット錠　３３０㎎
酸化マグネシウム 【0.4ｇ】酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ細粒83%「ﾖｼﾀﾞ」（旧ﾏｸﾞﾗｯｸｽ）
酸化マグネシウム 【0.6g】酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ細粒83%「ﾖｼﾀﾞ」（旧ﾏｸﾞﾗｯｸｽ）
酸化マグネシウム 【0.8ｇ】酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ細粒83%「ﾖｼﾀﾞ」　（旧ﾏｸﾞﾗｯｸｽ）
酸化マグネシウム 【秤量】酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ細粒83％「ﾖｼﾀﾞ」（旧ﾏｸﾞﾗｯｸｽ）
レボドパ・ベンセラジド塩酸塩 マドパー配合錠
オマリグリプチン マリゼブ錠25ｍｇ【週1回】
塩酸ロメリジン ミグシス錠５ｍｇ
ｺﾅﾋｮｳﾋﾀﾞﾆ抽出ｴｷｽ ミティキュアダニ舌下錠10000JAU
ｺﾅﾋｮｳﾋﾀﾞﾆ抽出ｴｷｽ ミティキュアダニ舌下錠3300JAU
デスモプレシン酢酸塩水和物 ミニリンメルトOD錠１２０μｇ
エサキセレノン ミネブロ錠2.5ｍｇ
ミノサイクリン塩酸 ミノサイクリン塩酸塩錠50ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣
酪酸菌 ミヤＢＭ錠20ｍｇ
プラミペキソール塩酸 院外　ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ
ミルタザピン ミルタザピンＯＤ錠15ｍｇ｢ｻﾜｲ｣
アンブロキサール ムコサールﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ1.5％（15mg/ｇ）（力価）
ルストロンボパグ ムルプレタ錠３ｍｇ
ロフラゼブ酸エチル メイラックス錠１ｍｇ
メキシレチン塩酸 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg｢サワイ｣
メキシレチン塩酸 メキシレチン塩酸塩カプセル50mg｢サワイ｣
メキタジン メキタジン錠3mg｢サワイ｣
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トラメチニブ メキニスト錠0.5ｍｇ　【限定使用】
トラメチニブ メキニスト錠2ｍｇ　【限定使用】
ビニメチニブ メクトビ錠１５ｍｇ　【限定使用】
メサドン塩酸塩 メサペイン錠5ｍｇ
メサラジン メサラジン腸溶錠400mg｢ｻﾜｲ｣
デキストロメトルファン臭化水素 メジコン散１０％　（力価）
デキストロメトルファン臭化水素 メジコン錠１５㎎
トリエンチン塩酸 メタライトＣｐ２５０㎎
ペニシラミン メタルカプターゼｶﾌﾟｾﾙ１００㎎
メコバラミン メチコバール錠５００μｇ
メチラポン メトピロンカプセル250mg　【限定使用】
メトホルミン塩酸塩 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ 「ＴＥ」
塩酸ミドドリン メトリジン錠2ｍｇ
イソソルビド イソソルビド内服ゼリー70％分包30ｇ「日医工」
プロカテロール塩酸 メプチンドライシロップ0.005％（力価）（50μg/g）
プロカテロール塩酸 メプチン錠５０μｇ
メマンチン塩酸塩 メマンチン塩酸塩OD錠20mg｢DSEP｣
メマンチン塩酸塩 メマンチン塩酸塩OD錠５ｍｇ｢DSEP｣
メラトニン 院外　ﾒﾗﾄﾍﾞﾙ顆粒小児用0.2％　（力価）　【限定】
チアマゾール メルカゾール錠５ｍｇ
クエン酸モサプリド モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」
モダフィニル 院外　モディオダール錠100mg【限定使用】
マクロゴール4000 モビコール配合内用剤LD （6.8523ｇ/包）
マクロゴール４０００ モビプレップ配合内用剤
モンテルカストＮａ モンテルカストチュアブル錠5ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣
モンテルカスト モンテルカスト細粒４ｍｇ｢タカタ｣
モンテルカストＮａ モンテルカスト錠１０ｍｇ｢KM｣
テガフール１００ｍｇ・ウラシル ユーエフティ配合ｶﾌﾟｾﾙＴ１００　１００㎎
エスタゾラム ユーロジン錠２mg　【限定使用】
ニコチン酸トコフェロ－ル ユベラＮソフトカプセル　２００㎎
ドチヌラド ユリス錠1mg
ベンズブロマロン ユリノーム５０ｍｇ
ヨウ素レシチン ヨウレチン錠１００μｇ
ヨウ化カリウム ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」

ヨクイニンエキス錠
ラクツロース ラクツロースシロップ65％「ﾀｶﾀ」
モルヌピラビル ラゲブリオカプセル200ｍｇ
経腸栄養剤 院外　ラコールNF配合経腸用液　200mL
経腸栄養剤 【半固形】ﾗｺｰﾙNF配合経腸用半固形剤300ｇ/包
アリスキレンフマル酸塩 ラジレス錠150ｍｇ
ラスクフロキサシン ラスビック錠７５ｍｇ
ルラシドン塩酸塩 ラツーダ錠２０ｍｇ　【限定使用】
メチルジゴキシン ラニラピッド錠【0.05】ｍｇ
ラフチジン ラフチジン錠10mg「サワイ」
ラベプラゾ－ルナトリウム ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg「ﾄｰﾜ」
ペントバルビタールカルシウム ラボナ錠５０㎎
ラモトリギン ラミクタール錠【100ｍｇ】
ラモトリギン ラミクタール錠【25ｍｇ】
ラモトリギン ラミクタール錠･小児用2ｍｇ
ラモトリギン ラミクタール錠･小児用5ｍｇ
テルビナフィン塩酸 院外　ラミシール錠１２５ｍｇ　【限定使用】
ラメルテオン ラメルテオン錠８ｍｇ｢武田ﾃﾊﾞ｣
ランソプラゾール ランソプラゾールOD錠15ｍｇ｢サワイ｣
クロナゼパム ランドセン細粒０．１％　（力価）
クロナゼパム 院外　ランドセン錠1ｍｇ　【限定使用】
メサラジン リアルダ錠1200mg
分岐鎖ｱﾐﾉ酸 リーバクト配合顆粒４．１５ｇ
メトトレキサート リウマトレックスカプセル２ｍｇ
エドキサバントシル リクシアナＯＤ錠30ｍｇ



採用薬品一覧 2022年12月現在

薬品名

トラニラスト リザベンＣｐ１００㎎
トラニラスト リザベン細粒１０％　（力価）
リスペリドン リスパダール錠１ｍｇ
リスペリドン リスパダール内用液【0.5mg】/0.5ml/本
リルマザホン塩酸 リスミー錠２㎎
メチル硫酸アメジニウム リズミック錠１０ｍｇ
ジソピラミドリン酸 リスモダンＲ錠１５０㎎
リセドロン酸 リセドロン酸Na錠７５ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣【４週間に1回】
リトドリン塩酸 リトドリン塩酸塩錠5mg｢日医工｣
パンクレリパーゼ リパクレオンカプセル１５０ｍｇ
リファンピシン リファジンカプセル１５０ｍｇ
リファキシミン リフキシマ錠200ｍｇ
ゲーファピキサントクエン酸塩 リフヌア錠45mg　【限定使用】
セマグルチド リベルサス錠14ｍｇ
セマグルチド リベルサス錠3ｍｇ
セマグルチド リベルサス錠7ｍｇ
ブシラミン リマチル１００ｍｇ
プロスタグランジンＥ１誘導体 ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ錠５μｇ｢日医工｣
オラパリブ リムパーザ錠100ｍｇ
オラパリブ リムパーザ錠150ｍｇ
ウパダシチニブ 【15mg】　リンヴォック錠15mg　【限定使用】
ウパダシチニブ 【7.5mg】　リンヴォック錠7.5mg　【限定使用】
リナクロチド リンゼス錠0.25mg
ベタメタゾン リンデロンｼﾛｯﾌﾟ　０．０１％　（0.1ｍｇ/ｍｌ）
ベタメタゾン リンデロン錠０．５㎎
ペロスピロン塩酸塩 ルーラン錠４ｍｇ
ルゴール 【院製】ルゴール液　《内服》
マプロチニン塩酸 ルジオミール錠１０ｍｇ
ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ ルナベル配合錠ＵＬＤ
ルパタジン ルパフィン錠10ｍｇ
ロキシスロマイシン 院外　ルリッド錠150mg
ブレクスピプラゾール レキサルティ錠1ｍｇ
 エスシタロプラムシュウ酸塩 レクサプロ錠１０ｍｇ
ジフェンヒドラミン塩酸 レスタミンコーワ錠　１０㎎
エプラジノン塩酸 レスプレン錠２０㎎
レトロゾール レトロゾール錠2.5ｍｇ｢ﾔｸﾙﾄ｣
レパグリニド レパグリニド錠0.5ｍｇ｢ｻﾜｲ｣
シルデナフィルクエン酸塩 レバチオ錠20mg
レバミピド レバミピド錠１００ｍｇ「EMEC」
塩酸バルデナフィル 院外　《自費》　レビトラ錠10㎎
塩酸バルデナフィル 院外　《自費》　レビトラ錠20㎎
レベチラセタム レベチラセタムＤＳ５０％｢ｻﾜｲ｣（力価）
レベチラセタム レベチラセタム錠【２５０ｍｇ】「ｻﾜｲ」
レベチラセタム レベチラセタム錠【５００ｍｇ】「ｻﾜｲ」
塩化レボカルニチン レボカルニチンFF錠１００㎎｢ﾄｰﾜ｣
レボセチリジン塩酸塩 ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩ｼﾛｯﾌﾟ0.05％（0.5mg/ｍｌ）｢ﾆﾌﾟﾛ｣
レボセチリジン塩酸塩 レボセチリジン塩酸塩錠5ｍｇ｢武田ﾃﾊﾞ｣
レボチロキシンナトリウム レボチロキシンNa25μg「ｻﾝﾄﾞ」
レボノルゲストレル レボノルゲストレル錠1.5㎎「Ｆ」  【限定使用】
レボフロキサシン レボフロキサシン錠500ｍｇ｢DSEP｣
レルゴリクス レルミナ錠40ｍｇ
レンバチニブメシル酸塩製剤 レンビマカプセル４mg　【限定使用】
ロートエキス ﾛｰﾄｴｷｽ散　〈ﾊﾁ〉　100mg/ｇ　（力価）　【限定使用】
ロキソプロフェンナトリウム ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「EMEC」
ｼﾞﾙｺﾆｳﾑｼｸﾛｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ ロケルマ懸濁用散分包（５ｇ/包）
エゼチミブ/ロスバスタチン ロスーゼット配合錠ＬＤ
ロバスタチンCa ロスバスタチンＯＤ錠2.5mg「DSEP」
ロピニロール塩酸塩 ロピニロール徐放錠【２ｍｇ】「共創未来」
ロピニロール塩酸塩 ロピニロール徐放錠【８ｍｇ】「共創未来」
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ロペラミド塩酸 ロペミンカプセル１ｍｇ
ロペラミド塩酸 院外　ﾛﾍﾟﾐﾝ小児用細粒　0.05％（力価）　【限定】
ロラゼパム ロラゼパム錠0.5mg｢サワイ｣
ロルノキシカム 院外　ロルカム錠　４㎎　【限定使用】
クロピドグレル硫酸塩・ｱｽﾋﾟﾘﾝ ロレアス配合錠「SANIK」
リシノプリル ロンゲス錠１０ｍｇ
トリフルリジン・チピラシル 【15ｍｇ】ロンサーフ配合錠T15
トリフルリジン・チピラシル 【20ｍｇ】ロンサーフ配合錠T20
ワルファリンカリウム ワーファリン錠１ｍｇ
アモキシシリン ワイドシリン細粒20%（力価）
ベラパミル塩酸 ワソラン錠４０ｍｇ
トラマドール塩酸塩 ワントラム錠100ｍｇ
安息香酸ナトリウム 安息香酸ナトリウム
イソソルビド硝酸 一硝酸イソソルビド錠20mg｢トーワ｣
塩酸メチルフエニデート 院外　コンサータ錠１８㎎　【処方医登録要】
塩酸メチルフエニデート 院外　コンサータ錠２７㎎　【処方医登録要】
塩酸メチルフエニデート 院外　コンサータ錠３６㎎　【処方医登録要】
タダラフィル 院外　シアリス錠10ｍｇ
タダラフィル 院外　シアリス錠20ｍｇ
越婢加朮湯ｴｷｽ顆粒　No.28 ﾂﾑﾗ越婢加朮湯ｴｷｽ顆粒　No.28　（2.5/包）
塩化ナトリウム 塩化ナトリウム
乙字湯エキス顆粒　No.3 ﾂﾑﾗ乙字湯ｴｷｽ顆粒　No.3　（2.5/包）
温経湯エキス顆粒No.１０ ﾂﾑﾗ温経湯ｴｷｽ顆粒　No.106　（2.5ｇ/包）
温清飲エキス顆粒　No.５ ﾂﾑﾗ温清飲ｴｷｽ顆粒　No.57　（2.5ｇ/包）
加味帰脾湯エキス顆粒（医 ﾂﾑﾗ加味帰脾湯ｴｷｽ顆粒　No.137（2.5ｇ/包）
加味逍遙散エキス顆粒（医 ﾂﾑﾗ加味逍遙散ｴｷｽ顆粒　No.24（2.5ｇ/包）
葛根湯エキス顆粒（医療用 ﾂﾑﾗ葛根湯ｴｷｽ顆粒　No.１　（2.5ｇ/包）
クレメジン 球形吸着炭細粒分包２ｇ「日医工」
桂枝加朮附湯エキス顆粒 ﾂﾑﾗ桂枝加朮附湯ｴｷｽ顆粒　No.18（2.5ｇ/包）
桂枝加芍薬湯ｴｷｽ顆粒No.60 ﾂﾑﾗ桂枝加芍薬湯ｴｷｽ顆粒No.60（2.5ｇ/包）★限定使用
桂枝茯苓丸エキス顆粒（医 ﾂﾑﾗ桂枝茯苓丸ｴｷｽ顆粒 No.25（2.5ｇ/包)
トロンビン ﾄﾛﾝﾋﾞﾝ細粒〔経口用〕0.5万単位/包「ｻﾜｲ」
五苓散ｴｷｽ顆粒　No.17（2.5/包） ﾂﾑﾗ五苓散ｴｷｽ顆粒　No.17（2.5/包）
四物湯ｴｷｽ顆粒No.71 院外　ﾂﾑﾗ四物湯ｴｷｽ顆粒No.71（2.5ｇ/包）★限定
桂枝加竜骨牡蛎湯ｴｷｽ顆粒 ﾂﾑﾗ柴胡加竜骨牡蛎湯ｴｷｽ顆粒　No.12（2.5ｇ/包）
柴胡桂枝湯ｴｷｽ顆 院外　ﾂﾑﾗ柴胡桂枝湯ｴｷｽ顆粒No.10（2.5ｇ/包）
柴朴湯エキス顆粒（医療用 ﾂﾑﾗ柴朴湯ｴｷｽ顆粒 No.96 （2.5ｇ/包）
臭化カリウム 臭化カリウム 【限定使用】
人参湯エキス顆粒（医療用 （院外）　ﾂﾑﾗ人参湯ｴｷｽ顆粒　No.32　（2.5ｇ/包）
精製水 精製水
大柴胡湯ｴｷｽ顆粒 院外　ﾂﾑﾗ大柴胡湯ｴｷｽ顆粒No.8（2.5ｇ/包）
白糖 単シロップ
炭酸リチウム 炭酸リチウム錠１００mg｢大正｣
炭酸水素ナトリウム 炭酸水素ナトリウム
当帰四逆加呉茱萸生姜湯ｴｷｽ顆粒 ﾂﾑﾗ当帰四逆加呉茱萸生姜湯ｴｷｽ顆粒　No.38　2.5ｇ
乳酸カルシウム 乳酸カルシウム原末
乳糖 乳糖
半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用 ﾂﾑﾗ半夏厚朴湯ｴｷｽ顆粒　No.16　（2.5ｇ/包）
半夏瀉心湯ｴｷｽ顆粒 ﾂﾑﾗ半夏瀉心湯ｴｷｽ顆粒　No.14　（2.5ｇ/包）
ホウフウツウショウサン ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒 No.62（2.5ｇ/包）
麻黄附子細辛湯 ﾂﾑﾗ麻黄附子細辛湯ｴｷｽ顆粒No.127　（2.5ｇ/包）
オセルタミビルリン酸 ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙDSﾟ3％　(力価）　【自費　予防投与】
オセルタミビルリン酸 ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ７５【自費 予防投与】
抑肝散ｴｷｽ顆粒　No.54 ﾂﾑﾗ抑肝散ｴｷｽ顆粒　No.54　（2.5/包）
苓桂朮甘湯ｴｷｽ顆 院外　ﾂﾑﾗ苓桂朮甘湯ｴｷｽ顆粒No.39（2.5ｇ/包）
茯苓飲ｴｷｽ顆粒 ﾂﾑﾗ茯苓飲ｴｷｽ顆粒 No.69（2.5ｇ/包)　★限定使用
トロンビン トロンビン液モチダソフトボトル１万

デカリニウム塩化 ＳＰトローチ０．２５㎎「明治」
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薬品名

塩酸アプラクロニジン アイオピジンUD点眼液1％（0.1ｍｌ）
ブリモニジン酒石酸塩 アイファガン点眼液０．１％
ブリンゾラミド、ブリモジニン 院外　ｱｲﾗﾐﾄﾞ配合懸濁性点眼液（5ｍｌ／本）
ナジフロキサシン 院外　アクアチムクリーム1％　（10g／本）
テトラサイクリン塩酸 アクロマイシン軟膏3%
アジスロマイシン 院外　アジマイシン点眼液1％　（2.5ml／本）
アズレン アズノールうがい液４％（希釈用）
アズレン アズノール軟膏0.033％（20ｇ/本）
アズレンスルホン酸Ｎａ アズノ－ルうがい液４％　（５ｍｌ/本）
アセトアミノフエン アセトアミノフェン坐剤小児用100ｍｇ「日新」
アセトアミノフェン アセトアミノフェン坐剤小児用200㎎「日新」
アダパレン アダパレンゲル0.1％｢共創未来｣（15ｇ／本）
ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ アドエア100ﾃﾞｨｽｶｽ60吸入用（60ﾌﾞﾘｽﾀｰ）
ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵ アドエア50エアゾール　120吸入用【50】
硫酸アトロピン アトロピン点眼液１％５ｍｌ

アネソキシンー３０
アネソキシンー５０

ウメクリジニウム臭化物 アノーロエリプタ３０吸入用
デキサメタゾン アフタゾロン口腔用軟膏0.1％ （5ｇ／本）
フルチカゾンﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ アラミスト点鼻液27.μg56噴霧用
アルギン酸ナトリウム アルト原末　１ｇ／Ａ
エメダスチンフマル酸塩 アレサガテープ４ｍｇ【1回貼付量】
エピナスチン塩酸塩 アレジオンＬＸ点眼液0.1％（５ｍｌ／瓶）
シアノアクリレート アロンアルフアＡ「三共」
ベタメタゾン酪酸プロピオン酸 アンテベートローション（１０ｇ／本）
ベタメタゾン酪酸プロピオン酸 アンテベート軟膏0.05％（１０ｇ／本）
塩酸モルヒネ アンペック坐剤１０ｍｇ
塩酸モルヒネ アンペック坐剤２０ｍｇ
イオウ　カンフル　アラビアゴム イオウ・カンフルローション
ポヒドンヨードゲル イソジングリーム（産婦人科用）５％
ポヒドンヨードゲル イソジンゲル10%（ｇ単位）
イソジンシュガーゲル イソジンシュガーパスタ軟膏（100ｇ/本）
ポヒドンヨードゲル イソジンスクラブ　７．５％　（OP室のみ）
イソプロピルアルコール イソプロパノール消毒液70％
ラニナビルオクタン酸エステル水 イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ
ラニナビルオクタン酸エステル水 ｲﾅﾋﾞﾙ吸入粉末剤２０ｍｇ　【自費　予防投与】
インドメタシン インドメタシンクリーム1%｢日医工｣（50ｇ／本）
ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ臭化物・ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙ ウルティブロ吸入用カプセル(7Cp/1ｼｰﾄ)【１回量】
ソルビトール ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％　３Ｌ
オミデネパグ　イソプロピル 院外　エイベリス点眼液0.002％（2.5ml／本）

エキザルベ軟膏（５g／本）
デプロドンﾌプロピル 院外　ｴｸﾗｰﾌﾟﾗｽﾀｰ20μｇ/cm2　7.5×10cm【限定使用】
ソフピロニウム臭化物ゲル 院外　エクロックゲル5％　（20ｇ／本）
抱水クロラール エスクレ腸注用キット500mg
エストラジオール エストラーナテープ0.72ｍｇ
エタノール エタノール
エタノール 消毒用エタライト液（80％ｴﾀﾉｰﾙ添加物有）
ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙ・ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ・ﾓﾒﾀｿﾞﾝ エナジア吸入用カプセル高用量【１回量】
リドカイン・プロピトカイン エムラクリーム（５ｇ／本）
デキサメタゾンシペシル酸 ｴﾘｻﾞｽ点鼻粉末200μg28分噴霧用
クロタミトン オイラックスクリーム１０％
マキサカルシトール 院外　オキサロールローション　（１０ｇ／本）
マキサカルシトール オキサロール軟膏（１０ｇ／本）

オキシドール
オキシコナゾール硝酸塩 オキナゾール膣錠６００ｍｇ
メトキサレン オクソラレンローション１％(３０ｍｌ／本)
トスフロキサシン オゼックス点眼液0.3％（５ｍｌ／瓶）
コリスチン　クロラム 院外）オフサロン点眼液（５ｍｌ／本）【限定使用】

オペリード
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薬品名

オリブ油 オリブ油
シフレソニド ｵﾙﾍﾞｽｺ200μgｲﾝﾍﾗｰ56吸入用
オロパタジン塩酸 ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ点眼液0.1％｢ｻﾝﾄﾞ｣（5ｍｌ／瓶）
インダカテロールマレイン酸塩 オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ【１回量】
ガチフロキサシン ガチフロ点眼液0.3％（５ｍｌ／瓶）
尿素 カデックス軟膏0.9％　40ｇ／本　【限定使用】
カラミンローション 院外　カラミンローション　　【限定使用】
ピレノキシン ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」（5ml／本）
リドカイン キシロカインゼリー2％（30ml／本）
リドカイン ｷｼﾛｶｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟｽﾌﾟﾚｰ（８０ｇ/本）用時購入
リドカイン キシロカイン液「４％」（２０ｍｌ／本）
リドカイン キシロカイン点眼液４％
クロベタゾン酢酸 キンダベート軟膏0.05％（５ｇ／本）
リパスジル塩酸塩 グラナテック点眼液0.4%（5ｍｌ／本）
グリセリン グリセリン
エフィナコナゾール クレナフィン爪外用液10％（4ｍL/本）
クロラムフェニコール クロマイ腟錠１００㎎
スルファジアジン銀 ゲーベンクリーム1％（５００ｇ／缶）
尿素 ケラチナミンコーワクリーム20％　（25ｇ／本）
グリセリン浣腸 ｸﾞﾘｾﾘﾝ浣腸液50%「ｹﾝｴｰ」（60ｍｌ/本）
グリセリン浣腸 ｸﾞﾘｾﾘﾝ浣腸液50%「ｹﾝｴｰ」（30ｍｌ/本）〔Sﾀｲﾌﾟ〕
ゲンタマイシン硫酸 ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩軟膏0.1％「NIG」（10ｇ／本）
ﾄﾞﾙｿﾞﾗﾐﾄﾞ塩酸塩／ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 院外　コソプト配合点眼液
クロベタゾール 院外　ｺﾑｸﾛｼｬﾝﾌﾟｰ0.05％　125ｇ（ｍｌ）/本
デルゴシチニブ 院外　ｺﾚｸﾁﾑ軟膏0.5%　（５ｇ／本）　【限定】
セルロース酸化 ｻｰｼﾞｾﾙ・（ｱﾌﾞ・ﾍﾓ）・ﾆｭｰﾆｯﾄ2.5×8.9ｃｍ
セルロース酸化 サージセル綿型　5.1ｃｍ×2.5ｃｍ
ビタミンＡ軟膏 ザーネ軟膏0.5％
ウシ肺抽出物 サーファクテン気管注入用１２０㎎
シクロペントレート塩酸 サイプレジン１％点眼液（１０ｍｌ／瓶）
ラタノプロスト　チモロールマレ ザラカム配合点眼液
サリチル酸 サリチル酸ワセリン１０％
人工唾液 サリベートエアゾール　５０ｇ
サルブタモール硫酸塩 院外　サルタノールインヘラー 100μｇ
シアノコバラミン サンコバ点眼液0.02％（５ｍｌ／本）
ピロカルピン塩酸 サンピロ点眼液１％（５ｍｌ／本）
リン酸ベタメタゾンＮａ眼耳鼻科 【点眼】サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%（5ｍｌ／本）
リン酸ベタメタゾンＮａ眼耳鼻科 【点耳】サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%（5ｍｌ／本）
リン酸ベタメタゾンＮａ眼耳鼻科 【点鼻】サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%(5ml/本)
ジクアホソルナトリウム 院外　ジクアスＬＸ点眼液３％
ジクアホソルナトリウム ジクアス点眼液３％
ジクトルテープ75mg ジクトルテープ75mg【1回貼付量】
ジクロフェナック ジクロフェナクNaゲル1% ｢日本臓器｣（25ｇ／本）
ジクロフェナクナトリウム ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg｢JG｣
ジクロフェナクナトリウム ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg｢JG｣
ﾌﾞﾄﾞｾﾞﾆﾄﾞ/ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸水和物 シムビコートﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ60吸入
サリチル酸 スピール膏Ｍ２５ｃ㎡
チオトロピウム・オロダテロール スピオルトレスピマット60吸入
臭化チオトロピウム スピリーバ2.5μｇﾚｽﾋﾟﾏｯﾄ60吸入
ゼラチン スポンゼル　5ｃｍ×2.5ｃｍ
フェノトリン 院外　ｽﾐｽﾘﾝﾛｰｼｮﾝ5%（30ｇ/本）　【限定使用】
オゼノキサシン ゼビアックスローション　２％ 10ｇ
ソラナフタート 院外　ｾﾞﾌﾅｰﾄｸﾘｰﾑ2％（10ｇ／本）　【限定】
アシクロビル ゾビラックス眼軟膏3％（５ｇ／本）
フラジオマイシン硫酸 ソフラチュール貼付剤１０㎝　10.8㎎10×10㎝
ソルベース ソルベース　（院内製剤基剤）
ジアゼパム ダイアップ坐剤【１０】㎎
ジアゼパム ダイアップ坐剤【４】㎎
ヒトフィブリノゲン ≪特生≫タコシール組織接着用ｼｰﾄ　9.5㎝×4.8㎝
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タフルプロスト・チモロール タプコム配合点眼液　（2.5ml／本）
タフルプロスト点眼液 タプロス点眼液0.0015%(2.5ｍＬ/本）
クリンダマイシンリン酸 院外　ダラシンＴゲル１％(１０ｇ／本)
オフロキサシン タリビッド眼軟膏0.3％（３．５ｇ／本）
オフロキサシン タリビッド耳科用液0.3%（５ｍｌ／本）
マレイン酸チモロール チモプトール点眼液０．５％（５ｍｌ／本）
ツロブテロール 【0.5】ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ0.5ｍｇ「久光」【1回貼付量】
ツロブテロール 【1】ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ1ｍｇ｢久光｣【1回貼付量】
ツロブテロール 【2】ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ2ｍｇ｢久光｣【1回貼付量】
エストラジオール ディビゲル1ｍｇ
酢酸デスモプレシン 院外　ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝｽﾌﾟﾚｰ　10協和
酢酸デスモプレシン ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ点鼻ｽﾌﾟﾚｰ2.5μｇ「ﾌｪﾘﾝｸﾞ」　125μｇ
ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ1％・過酸化ﾍﾞﾝｿﾞｲﾙ3％ デュアック配合ゲル（10ｇ/本）
ﾄﾗﾎﾞﾌﾟﾛｽﾄ・ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 デュオトラバ配合点眼液
ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ・ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ テラ・コートリル軟膏（5ｇ/本）
ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙ・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ・ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳﾑ テリルジー１００エリプタ　３０吸入用
クロベタゾールプロピオン酸 デルモベートクリーム0.05%（５ｇ／本）
クロベタゾールプロピオン酸 デルモベートスカルプローション0.05％（10ｇ/本）
クロベタゾールプロピオン酸 デルモベート軟膏0.05%（５ｇ／本）
トブラマイシン トブラシン点眼液0.3%（５ｍｌ／本）
ｶﾙｼﾎﾟﾄﾘｵｰﾙ・ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ ドボベット軟膏（15ｇ／本）
トラボプロスト トラバタンズ点眼液0.004％（2.5ml／本）
ドルゾラミド塩酸 トルソプト点眼液１％（５ｍｌ／本）
フルドロキシコルチド ﾄﾞﾚﾆｿﾞﾝﾃｰﾌﾟ4μg/ｃｍ2　7.5cm×10cm
ドンペリドン ナウゼリン坐剤１０
ドンペリドン ナウゼリン坐剤３０
ドンペリドン ナウゼリン坐剤６０㎎
フェルビナク ナパゲルンローション　３％　５０ｍｌ／本
ニコチン 院外　《禁煙外来》　ニコチネルＴＴＳ１０

院外　《自費》　ニコチネルＴＴＳ１０
ニコチン 院外　《禁煙外来》　ニコチネルＴＴＳ２０

院外　《自費》　ニコチネルＴＴＳ２０
ニコチン 院外　《禁煙外来》　ニコチネルＴＴＳ３０

院外　《自費》　ニコチネルＴＴＳ３０
ケトコナゾ－ル ニゾラールクリーム2%（１０ｇ／本）
ケトコナゾール ニゾラールローション（10g／本）
プラノプロフェン点眼液 ニフラン点眼液0.1%（５ｍｌ／本）
フェニレフリン塩酸 ネオシネジンコーワ５％点眼液（１０ｍｌ／本）
ジフルコルトン吉草酸・リドカイ ネリザ軟膏（２ｇ／本）
ジフルコルトロン 院外　ﾈﾘｿﾞﾅﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｸﾘｰﾑ0.1%（10ｇ/本）
ハイポエタノール ハイポエタノール液2％「ﾖｼﾀﾞ」
グルカゴン バクスミー点鼻粉末剤３mg
ハッカ油 ハッカ油

パッチテスト試薬金属
ブデゾニド パルミコート吸入液【0.25ｍｇ】
ブデゾニド パルミコート吸入液0.5ｍｇ
ロピニロール塩酸塩 ハルロピテープ【３２】㎎／枚【1回貼付量】
ロピニロール塩酸塩 ハルロピテープ【８】㎎／枚【1回貼付量】
ヒアルロン酸ナトリウム ヒアレインミニ点眼液０．３％（0.4ml/個）
ヒアルロン酸ナトリウム ヒアレイン点眼液０．１％（５ｍｌ／本）

ﾋﾞｰｴｽｴｽﾌﾟﾗｽ500眼灌流（５００ｍｌ／瓶）
ヘパリン類似物質 ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質油性ｸﾘｰﾑ0.3％「日医工」（25ｇ/本）

ビスコート0.5眼粘弾剤０．５ｍｌ
ビソプロロール ビソノテープ４ｍｇ【1回貼付量】
ビダラビン ビダラビン軟膏3％｢ﾄｰﾜ｣（５ｇ／本）
ジピベフリン塩酸 院外　ﾋﾟﾊﾞﾚﾌﾘﾝ点眼液0.1％　（5ｍｌ/本）　【限定】
ピマリシン点眼液 ピマリシン５％点眼液「ｾﾝｼﾞｭ」（５ｍｌ／瓶）
ヘパリン類似物質 ヒルドイドローション0.3％（２５ｇ／本)
ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ　ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ　ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙ ビレーズトリエアロスフィア 【120】吸入
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トラフェルミン フィブラストスプレー５００
フェノール・亜鉛華リニメント　（Ｃ．Ｚ．Ｌ　）

フェンタニル 【0.5mg】フェントステープ0.5ｍｇ　【1回貼付量】
フェンタニル 【1mg】フェントステープ１ｍｇ　【1回貼付量】
フェンタニル 【2mg】フェントステープ2ｍｇ　【1回貼付量】
フェンタニル 【4mg】フェントステープ4ｍｇ　【1回貼付量】
フェンタニル 【8mg】フェントステープ8ｍｇ　【1回貼付量】
ミダゾラム ブコラム口腔用液2.5mg　0.5ｍｌ
ミダゾラム ブコラム口腔用液５mg　1ｍｌ
フシジン酸ナトリウム フシジンレオ軟膏2％（10g/本）
メトロニダゾ－ル フラジール膣錠２５０ｍｇ
プラスチベース プラスチベース
フラビンアデニンジヌクレオチド (院外)フラビタン眼軟膏0.1％（5ｇ／本）【限定使用】
ナファゾリン硝酸塩 プリビナ液０．０５％
ブリンゾラミド ブリンゾラミド懸濁性点眼液1％｢ｻﾝﾄﾞ｣（５ｍｌ／本）
フルオシノロンアセトニド フルコートスプレー0.007％（５７ｇ／本）
プロピオン酸フルチカゾン フルタイド１００ディスカス　(６０ブリスター)
プロピオン酸フルチカゾン フルタイド２００ディスカス　(６０ブリスター)
プロピオン酸フルチカゾン フルタイド５０μｇエアゾール　120吸入用
ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩・ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵ フルティフォーム125エアゾール　120吸入用
プロピオン酸フルチカゾン 小児用ﾌﾙﾅｰｾﾞ点鼻液25μg56噴霧用
フランカルボン酸モメタゾン フルメタクリーム　０．１％（１０g／本）
フランカルボン酸モメタゾン フルメタローション　０．１％(１０ml／本)
フルオロメトロン フルメトロン点眼液０．１%（５ｍｌ／本）
ブレオマイシン硫酸 ブレオＳ軟膏5mg/g　(５g／本)
ゲメプロスト プレグランディン腟坐剤1ｍｇ
プレドニゾロン プレドニン眼軟膏　０．２５％ (５g／本)
リン酸プレドニゾロン プレドネマ注腸２０㎎
カルプロニウム塩化 フロジン外用液５%（３０ｍｌ／本）
アルプロスタジルアルファデクス プロスタンディン軟膏（３０ｇ／本）
タクロリムス水和物 ﾌﾟﾛﾄﾋﾟｯｸ軟膏0.03％小児用　（5ｇ/本）
タクロリムス水和物 プロトピック軟膏０．１％（５ｇ／本）
白色ワセリン 院外　プロペト
ブロマゼパム ブロマゼパム坐剤3ｍｇ「ｻﾝﾄﾞ」　（旧名称ｾﾆﾗﾝ）
ブロムフェナク ブロムフェナクNa点眼液0.1% ｢ﾆｯﾄｰ｣（5ｍｌ/本）
ブロムヘキシン塩酸 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」
ブロメライン ブロメライン軟膏5万単位／ｇ（ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ）(20ｇ／本)
グルコン酸クロルヘキシジン ﾍｷｻﾞｯｸ水Ｒ0.05％　（ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ、添加物有）
グルコン酸クロルヘキシジン 0.05％ﾍｷｻﾞｯｸ水Ｗ　（ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸0.05%）
セフメノキシム塩酸 ベストロン耳鼻科用1%
セフメノキシム塩酸 ベストロン点眼用0.5%　(５ml／本)
イモキミド 院外　ベセルナクリーム5％
ベタメタゾンＮａ眼耳鼻科 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」

ベノキシール点眼液０．４％
ヘパリン類似物質 ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質外用泡状ｽﾌﾟﾚｰ0.3％「PP」（100ｇ/本）
過酸化ゲンゾイル ベピオゲル2.5％（15ｇ／本）
ヒドロコルチゾン ヘモポリゾン軟膏（２ｇ／本）
フィブリノゲン加第１３因子製剤 ≪特生≫ﾍﾞﾘﾌﾟﾗｽﾄPｺﾝﾋﾞｾｯﾄ１ml（2ｷｯﾄ1組）
フィブリノゲン加第１３因子製剤 ≪特生≫ﾍﾞﾘﾌﾟﾗｽﾄPｺﾝﾋﾞｾｯﾄ5ml（2ｷｯﾄ1組）
ベンゼトニウム ﾍﾞﾝｾﾞﾄﾆｳﾑ塩化物うがい液0.2%「KYS」40ml/本
メサラジン ペンタサ坐剤1ｇ
メサラジン ペンタサ注腸
リドカイン ペンレステープ18mg(30.5㎜×50.0㎜)
ベタメタゾン吉草酸 ボアラ軟膏0.12％（１０ｇ／本）
エストリオール ホーリンＶ膣用錠１㎎
エピネフリン ボスミン外用液0.1％（１ｍｇ／ｍｌ）
ポビドンヨード ポビドンヨードガーグル液７％｢ｹﾝｴｰ｣(30ｍｌ／本）
ポビドンヨード ポピヨドン消毒液10%（１本250ｍｌ）　《ｲｿｼﾞﾝ》と同
トリベノシド・リドカイン ボラザＧ軟膏（２．４ｇ／本）
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ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙ・ベタメタゾン酪酸 マーデュオックス軟膏０．１２％（１０ｇ／本）
ジフルプレドナート マイザー軟膏　０．０５％(１０g／本)
グルコン酸クロルヘキシジン マスキン液（５Ｗ／Ｖ％）
ニトログリセリン ミオコールスプレー0.3mg
カルテオロ―ル塩酸 ミケランLA点眼液２％（2.5ｍｌ／本）
カルテオロ―ル塩酸 ミケラン点眼液２％（５ｍｌ／本）
ラタノプロスト　カルテオロール 院外　ミケルナ配合点眼液
トロピカミド ミドリンＭ点眼液0.4%（５ｍｌ／本）

ミドリンＰ点眼液（5ｍｌ／本）
レバミピド ムコスタ点眼液UD２％（0.35ｍｌ／本）
プロカテロ－ル塩酸塩水和物 メプチンエアｰ10μg　吸入100回
プロカテロ－ル塩酸塩水和物 メプチンキッドｴｱｰ5μg100吸入(ｶｳﾝﾀｰ付き)
プロカテロ－ル塩酸 メプチン吸入液　０．０１％
塩酸プロカテロール メプチン吸入液ﾕﾆｯﾄ　0.3ｍL/個
ケトプロフェン (7枚/袋) モーラスパップXR120mg　(10×14cm)
ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩 モキシフロキサシン点眼液0.5% ｢ﾆｯﾄｰ｣(5ｍL/本)
モメタゾンフランカルボン酸 モメタゾン点鼻液50μg｢杏林｣112噴霧用9mg18g
ビタミンＥ剤 ユベラ軟膏　（５６ｇ／本）

ヨードチンキ
ラタノプロスト ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ点眼液0.005％｢NP｣（2.5ml／本）
シロリムス ラパリムスゲル0.2％（10ｇ/本）　【院外限定使用】
トラニラスト リザベン点眼液0.5%（５ｍｌ／本）
プレドニゾロン吉草酸酢酸 リドメックスコーワローション0.3％（１0ｇ／本）
クリモグリク酸ナトリウム クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「ｱﾒﾙ」
リバスチグミン ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝﾃｰﾌﾟ【4.5】mg｢ﾆﾌﾟﾛ｣/枚【1回貼付量】
リバスチグミン ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝﾃｰﾌﾟ【9】mg｢ﾆﾌﾟﾛ｣/枚【1回貼付量】
レボカバスチン塩酸 【点鼻】ﾘﾎﾞｽﾁﾝ点鼻液0.025mg112噴霧用
ベタメタゾン吉草酸・硫酸ゲンタ リンデロン－ＶＧｸﾘｰﾑ０．１２％（１０ｇ／本）
ベタメタゾン吉草酸・硫酸ゲンタ リンデロンＶＧローション（１０ｇ／本）
ベタメタゾン吉草酸・硫酸ゲンタ リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％（１０ｇ／本）
ベタメサゾン リンデロン坐剤０．５㎎

ルゴール液　(複方ヨードグリセリン)
ルリコナゾール ルコナック爪外用液5％（3.5ｇ／本）
ビマトプロスト ルミガン点眼液0.03％(2.5ｍL/本)
ルリコナゾール ルリコンクリーム1％（１０ｇ／本）
ブデソニド レクタブル２mg注腸フォーム14回
ジフェンヒドラミン レスタミンコーワクリーム１％
ブプレノフィン塩酸 レペタン坐剤０．２㎎
レボフロキサシン レボフロキサシン点眼液1.5％｢VTRS｣（5ｍｌ/本）
ビランテロール・フルチカゾン レルベア１００エリプタ　３０吸入用
ビランテロール・フルチカゾン レルベア２００エリプタ　３０吸入用
エスフルルビプロフェン (7枚/袋) ﾛｺｱﾃｰﾌﾟ10cm×14cm
ヒドロコルチゾン酪酸エステル ロコイド軟膏０．１％　(１０ｇ/本)
メトロニダゾール ロゼックスゲル0.75％　（50ｇ／本）
フェノバルビタールナトリウム ワコビタール坐剤５０㎎
亜鉛華 亜鉛華単軟膏１０％
塩化ナトリウム 塩化ナトリウム
塩化ベンザルコニウム 塩化ベンザルコニウム液〔１０％〕（原液）
塩化ベンザルコニウム 塩化ベンザルコニウム液０．０２％
塩化ベンザルコニウム 【消毒】塩化ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ液0.05％（500ｍｌ/本）
イソソルビド硝酸 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞﾃｰﾌﾟ40㎎｢EMEC｣／枚【1回貼付量】
サリチル酸メチル　ｄ。カンフル (5枚/袋) ＭＳ温ｼｯﾌﾟ「ﾀｲﾎｳ」200ｇ
インドメタシン (7枚/袋)ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝﾊﾟｯﾌﾟ70mg｢日医工｣（10×14cm）
ケトプロヘン (7枚/袋) ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ40mg｢ﾃｲｺｸ｣(10×14cm)
フエルビナク (7枚/袋) ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸﾊﾟｯﾌﾟ70mg｢NP｣(10×14cm)

新レシカルボン坐剤
ロキソプロフェン （7枚/袋） ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ50mg｢ﾕｰﾄｸ｣
親水軟膏（軟膏基剤） 親水軟膏
ラノリン 精製ラノリン
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白色ワセリン 白色ワセリン
エタノール 無水エタノール

滅菌精製水１０００ｍｌ
滅菌精製水５００ｍｌ

薬用炭 薬用炭「日医工」

トシリズマブ アクテムラ皮下注162ｍｇｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ【自己注】
アダリムマブ ｱﾀﾞﾘﾑﾏﾌﾞBS皮下注40mgペン0.4ｍL「MA]【自己注】
ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝﾍﾞｰﾀｰ1a(遺伝子組換) アボネックス筋注用ｼﾘﾝｼﾞ30μg【自己注】
ヒトインスリン イノレット３０Ｒ注（300単位/本）
スマトリプタンコハク酸塩 イミグランキット皮下注3mg
インスリングラルギン インスリングラルギンBS注ミリオペン｢リリー｣
エタネルセプト ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄBS皮下注50ｍｇﾍﾟﾝ1ml「MA」　【自己注】
エピネフリン 院外　エピペン注射液0.15ｍｇ
エピネフリン 院外　エピペン注射液0.3ｍｇ
エタネルセプト ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注25ｍｇｼﾘﾝｼﾞ0.5ｍL【自己注】（限定）
エタネルセプト ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注50ｍｇﾍﾟﾝ1ml　【自己注】　【限定】
セマグルチド(遺伝子組換え) オゼンピック皮下注２ｍｇ
アバタセプト ｵﾚﾝｼｱ皮下注125ｍｇｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ1ｍL【自己注】

グルカゴンG・ﾉﾎﾞ〔注射用〕1mg自己注
ソマトロピン 院外　グロウジェクト皮下注１２mg
ソマトロピン 院外　グロウジェクト皮下注６mg【限定】
サリルマブ ｹﾌﾞｻﾞﾗ皮下注200mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ【自己注】　【限定】
ホリトロピン　アルファ ゴナールエフ皮下注ペン900【自己注】【限定使用】
ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン ゴナトロピン注用5000単位　【自己注】
ソマトロピン（遺伝子組換え） ｼﾞｪﾉﾄﾛﾋﾟﾝ　ｺﾞｰｸｲｯｸ注用5.3mg
セルトリズマブ ｼﾑｼﾞｱ皮下注200mgｵｰﾄｸﾘｯｸｽ【自己注】
ゴリムマブ ｼﾝﾎﾟﾆｰ皮下注50mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ【自己注】　【限定】
ソリクア配合注ソロスター ソリクア配合注ソロスター
ｲﾝｽﾘﾝﾃﾞｸﾞﾙﾃﾞｸﾞ/ﾘﾗｸﾞﾙﾁﾄﾞ ゾルトファイ配合注フレックスタッチ（300ﾄﾞｰｽﾞ/本）

ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｼﾘﾝｼﾞ7本/袋（ﾛｰﾄﾞｰｽﾞ100単位用）
（ｸﾞﾙｶｺﾞﾝ用）ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙｼﾘﾝｼﾞ1ml

デュピルマブ デュピクセント皮下注300mgペンﾞ【自己注】
デュラグルチド トルリシティ皮下注0.75ｍｇアテオス
インスリンアナログ ﾄﾚｼｰﾊﾞ注ﾍﾟﾝﾌｨﾙ　（300単位/ｶｰﾄﾘｯｼﾞ）　【限定使用】
インスリンデグルデク トレシーバ注フレックスタッチ　（300単位/本）
インスリン針 院外　ナノパスニードルⅡ(34G･4mm）(14本入）

ﾆﾌﾟﾛｼﾘﾝｼﾞ1ｍｌ針付26G×1/2SB
メボリズマブ ヌーカラ皮下注100ｍｇペン　1ｍL【自己注】【限定】
インスリンアスパルト 院外　ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ注ﾍﾟﾝﾌｨﾙ　（３００単位/ｶｰﾄﾘｯｼﾞ）
インスリンアスパルト ノボラピッド注フレックスタッチ（300単位/本）

ノボリン30Ｒ注フレックスペン（300単位/本）
ノボリンＲ注フレックスペン（300単位/本）

ソマトロピン ﾉﾙﾃﾞｨﾄﾛﾋﾟﾝ　ﾌﾚｯｸｽﾌﾟﾛ注10mg
ソマトロピン 【15mg】ﾉﾙﾃﾞｨﾄﾛﾋﾟﾝ　ﾌﾚｯｸｽﾌﾟﾛ注15mg　（限定使用）
ソマトロピン 【5mg】ﾉﾙﾃﾞｨﾄﾛﾋﾟﾝ　ﾌﾚｯｸｽﾌﾟﾛ注5mg　（限定使用）
人免疫グロブリン ハイゼントラ20％皮下注1ｇ／5ｍｌ　【自己注】
人免疫グロブリン ハイゼントラ20％皮下注2ｇ／10ｍｌ　【自己注】
人免疫グロブリン ハイゼントラ20％皮下注4ｇ／20ｍｌ　【自己注】
リラグルチド(遺伝子組換え) ビクトーザ皮下注１８ｍｇ
ソマトロピン ヒューマトロープ注射用１２ｍｇ
ソマトロピン ヒューマトロープ注射用６ｍｇ
インスリン ヒューマリンＲ注100単位/ｍｌ（10ｍｌ/ﾊﾞｲｱﾙ）
インスリン・リスフ゜ロ ﾋｭｰﾏﾛｸﾞ・ﾐｯｸｽ【25】注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ　（300単位/本）
インスリン・リスフ゜ロ ﾋｭｰﾏﾛｸﾞ・ﾐｯｸｽ【50】注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ　（300単位/本）
インスリン ﾋｭｰﾏﾛｸﾞ注100単位/ml（10ml/ﾊﾞｲｱﾙ）
インスリン 院外　ﾋｭｰﾏﾛｸﾞ注ｶｰﾄ　300単位/本　【限定使用】
インスリン・リスフ゜ロ ヒューマログ注ミリオペン　（300単位/本）
インスリン・リスフ゜ロ 院外　ﾋｭｰﾏﾛｸﾞ注ﾐﾘｵﾍﾟﾝＨＤ　（ＨＤ・300単位/本）
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アダリムマブ ヒュミラ皮下注40ｍｇペン0.4ｍL【自己注】（新）
インスリンアスパルト ﾌｨｱｽﾌﾟ注ﾍﾟﾝﾌｨﾙ　（３００単位/ｶｰﾄﾘｯｼﾞ）　【限定】
ヘパリンカルシウム ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑ皮下注5千単位/0.2ｍｌｼﾘﾝｼﾞﾓﾁﾀﾞ
インスリン針 BD　マイクロファインプロ　(4mm×32G）(14本入/袋）
ｲﾝｽﾘﾝﾃﾞｸﾞﾙﾃﾞｸ・ｲﾝｽﾘﾝｱｽﾊﾟﾙﾄ ﾗｲｿﾞﾃﾞｸﾞ配合注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ（300単位/本）
インスリングラルギン 院外　ランタスXR注ソロスター　（450単位/本）
インスリン 院外　ﾙﾑｼﾞｪﾌﾞ注100単位/ml（10ml/ﾊﾞｲｱﾙ）
インスリン・リスフ゜ロ ルムジェブ注ミリオペン　（300単位/本）
インスリン・リスフ゜ロ 院外　ﾙﾑｼﾞｪﾌﾞ注ﾐﾘｵﾍﾟﾝHD　（300単位/本）
エボロクマブ レパーサ皮下注420mgｵｰﾄﾐﾆﾄﾞｰｻﾞ　【自己注】
インスリンデテミル レベミル注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ（300単位/本）【限定使用】

アモキシシリン 【般】　アモキシシリンカプセル250mg
グリメピリド 【般】　グリメピリド錠0.5mg　【限定使用】
クリモグリク酸ナトリウム 【般】　クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％
セフカペンピボキシル塩酸 【般】　セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ
テモゾロミド 【般】　テモゾロミド錠１００mg
テモゾロミド 【般】　テモゾロミド錠２０mg
ラクツロース 【般】　ラクツロースシロップ65％
ケトプロフェン 【般】（7枚/袋） ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ40mg (10×14cm非温感)
フエルビナク 【般】（7枚/袋）ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸﾊﾟｯﾌﾟ70mg (10×14cm非温感)
ロキソプロフェン 【般】(7枚/袋)ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ50mg（7×10cm非温感）
アジスロマイシン水和物 【般】アジスロマイシン錠250㎎
アセトアミノフェン 【般】アセトアミノフェン錠【200】ｍｇ
アセトアミノフェン 【般】アセトアミノフェン錠【500】ｍｇ
アゾセミド 【般】アゾセミド錠60㎎
アダパレン 【般】アダパレンゲル0.1％（15ｇ／本）
アトモキセチン塩酸塩 【般】アトモキセチン経口液０．４％（4ｍｇ／ｍｌ）
アトモキセチン塩酸塩 【般】アトモキセチン錠【10】mg
アトモキセチン塩酸塩 【般】アトモキセチン錠【25】mg
アトモキセチン塩酸塩 【般】アトモキセチン錠【40】mg
アトモキセチン塩酸塩 【般】アトモキセチン錠【5】mg
エゼチミブ 【般】アトルバスタチン錠10ｍｇ
アナストロゾール 【般】アナストロゾール錠1ｍｇ
アプレピタント 【般】アプレピタントカプセル【１２５】ｍｇ
アプレピタント 【般】アプレピタントカプセル【８０】ｍｇ
アルファカルシドール 【般】アルファカルシドール錠0.5μｇ
アレンドロン酸Ｎａ水和物 【般】アレンドロン酸錠35㎎ 【週1回】
アロプリノール 【般】アロプリノール錠１００㎎
アレブロキソ－ル塩酸 【般】アンブロキソール塩酸塩徐放錠45㎎
イトラコナゾール 【般】イトラコナゾール経口液１％
イフェンプロジル酒石酸塩 【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ
メシル酸イマニチブ 【般】イマチニブ錠100mg
インドメタシン 【般】インドメタシンクリーム1% （50ｇ／本）
エキセメスタン 【般】エキセメスタン錠25ｍｇ
エスゾピクロン 【般】エスゾピクロン錠1mg
エゼチミブ 【般】エゼチミブ錠10ｍｇ
エパルレスタット 【般】エパルレスタット錠50㎎
エペリゾン塩酸 【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg
エルデカルシトールカプセル 【般】エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ
エレトリプタン臭化水素酸 【般】エレトリプタン錠20ｍｇ
エンタカポン 【般】エンタカポン錠１００ｍｇ
エンテカビル 【般】エンテカビル錠0.5ｍｇ
オセルタミビルリン酸 【般】オセルタミビルカプセル７５mg
オセルタミビルリン酸 【般】オセルタミビルシロップ用３％ (力価）
オメガー３脂肪酸エチル 【般】オメガ-３脂肪酸エチル粒状カプセル２ｇ
オランザピン 【般】ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ口腔内崩壊錠2.5ｍｇ
オルメサルタン 【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg
オロパタジン塩酸 【般】オロパタジン点眼液0.1％
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カペシタビン 【般】カペシタビン錠300ｍｇ
メシル酸カモスタット 【般】カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ
ガランタミン臭化水素酸塩 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠４ｍｇ
ガランタミン臭化水素酸塩 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠８ｍｇ
グラニセトロン塩酸塩 【般】グラニセトロン経口ゼリ-2mg
グリメピリド 【般】グリメピリド口腔内崩壊錠1mg
クロピドグレル硫酸塩・ｱｽﾋﾟﾘﾝ 【般】クロピドグレル・アスピリン配合錠
クロピドグレル硫酸 【般】クロピドグレル錠75ｍｇ
ゲフイチニブ 【般】ゲフィチニブ錠250ｍｇ
サルポグレラ－ト塩酸 【般】サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
ジエノゲスト 【般】ジエノゲスト錠１ｍｇ
シクロスポリン 【般】シクロスポリンカプセル２５ｍｇ：ＮＥ
ジクロフェナクナトリウム 【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg
ジクロフェナクナトリウム 【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg
シタフロキサン 【般】シタフロキサシン錠50mg
シロドシン 【般】シロドシン口腔内崩壊錠４ｍｇ
スピロノラクトン 【般】スピロノラクトン錠２５ｍｇ
スマトリプタンコハク酸 【般】スマトリプタン錠50ｍｇ
セレコキシブ 【般】セレコキシブ錠100mg
ソリフェナシンコハク酸塩 【般】ｿﾘﾌｪﾅｼﾝｺﾊｸ酸塩口腔内崩壊錠5mg
タダラフィル 【般】タダラフィル錠5ｍｇ：ZA
タムスロシン塩酸 【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠０．２㎎
タモキシフェンクエン酸 【般】タモキシフェン錠20ｍｇ
タルチレリン水和物 【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mg
チクロピジン塩酸 【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg
チザニジン塩酸 【般】チザニジン錠１ｍｇ
デキサメタゾン 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1％ （5ｇ／本）
デュタステリド 【般】デュタステリドカプセル0．5mg：AV
デュロキセチン塩酸塩 【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠20mg
ドネペジル塩酸 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠１０ｍｇ
ドネペジル塩酸 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠３ｍｇ
ドネペジル塩酸 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ
トラセミド 【般】トラセミド口腔内崩壊錠４ｍｇ
トラネキサム酸 【般】トラネキサム酸錠２５０㎎
トラマドール塩酸塩／ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠
トルバプタン 【般】トルバプタン口腔内崩壊錠【７．５】ｍｇ
ナルフラフィン塩酸塩 【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μｇ
ニフェジピン 【般】ニフェジピン徐放錠【２０】ｍｇ (24時間持続)
ピオグリタゾン塩酸 【般】ピオグリタゾン錠15mg
ビダラビン 【般】ビダラビン軟膏3％（５ｇ／本）
ピルフェニドン 【般】ピルフェニドン錠200ｍｇ
ピレノキシン 【般】ピレノキシン点眼液0.005％5ｍｌ
ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ/ﾌﾟｿｲﾄﾞｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ 【般】ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ・ﾌﾟｿｲﾄﾞｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ配合錠
フエキソフエナジン塩酸 【般】ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩口腔内崩壊錠30mg　【小児】
フエキソフエナジン塩酸 【般】ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩口腔内崩壊錠60mg
フェブキソスタット 【般】フェブキソスタット錠20mg
ブリンゾラミド 【般】ブリンゾラミド点眼液1％（5ｍｌ／本）
マレイン酸フルボキサミン 【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg
フレカイニド酢酸 【般】フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ
プレガバリン 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠【25】ｍｇ
プレガバリン 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠【75】mg
フロセミド 【般】フロセミド錠２０ｍｇ
フロセミド 【般】フロセミド錠４０ｍｇ
ブロナンセリン 【般】ブロナンセリン錠２ｍｇ
プロピベリン塩酸 【般】プロピベリン塩酸塩錠10ｍｇ
ブロムフェナク 【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1％
ベタヒスチンメシル酸 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6ｍｇ
ベポタスチンベシル酸塩 【般】ベポタスチンベシル酸塩錠10mg
ボリコナゾール 【般】ボリコナゾール錠200ｍｇ
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ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 【般】ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Ca経口ｾﾞﾘｰ20%分包25ｇ
ミコフェノール 【般】ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０㎎
ミルタザピン 【般】ミルタザピン口腔内崩壊錠15ｍg
メサラジン 【般】メサラジン腸溶錠400mg
メトクロプラミド 【般】メトクロプラミド錠5ｍｇ　【限定使用】
メトホルミン塩酸塩 【般】メトホルミン塩酸塩錠【500ｍｇ】：ＭＴ
メマンチン塩酸塩 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg
メマンチン塩酸塩 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠５ｍｇ
ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩 【般】モキシフロキサシン点眼液0.5% (5ｍL/本)
モメタゾンフランカルボン酸 【般】モメタゾン点鼻液50μg 112噴霧用
モンテルカストＮａ 【般】モンテルカストチュアブル錠5ｍｇ
モンテルカスト 【般】モンテルカスト細粒４ｍｇ
モンテルカストＮａ 【般】モンテルカスト錠１０ｍｇ
ラタノプロスト 【般】ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ点眼液0.005％（2.5ml／本）
ラベプラゾ－ルナトリウム 【般】ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg
ラメルテオン 【般】ラメルテオン錠８ｍｇ
リセドロン酸 【般】リセドロン酸Na錠７５ｍｇ【４週間に1回】
リバスチグミン 【般】ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝﾃｰﾌﾟ【4.5】mg/枚【1回貼付量】
リバスチグミン 【般】ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝﾃｰﾌﾟ【9】mg/枚【1回貼付量】
レトロゾール 【般】レトロゾール錠2.5ｍｇ
レパグリニド 【般】レパグリニド錠0.5ｍｇ
レベチラセタム 【般】レベチラセタムシロップ用５０％（力価）
レベチラセタム 【般】レベチラセタム錠【２５０ｍｇ】
レベチラセタム 【般】レベチラセタム錠【５００ｍｇ】
塩化レボカルニチン 【般】レボカルニチンFF錠１００㎎
レボセチリジン塩酸塩 【般】ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩ｼﾛｯﾌﾟ0.05％（0.5mg/ｍｌ）
レボセチリジン塩酸塩 【般】レボセチリジン塩酸塩錠5ｍｇ
レボフロキサシン 【般】レボフロキサシン点眼液1.5％（5ｍｌ／本）
ロバスタチンCa 【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg
ロピニロール塩酸塩 【般】ロピニロール徐放錠【２ｍｇ】
ロピニロール塩酸塩 【般】ロピニロール徐放錠【８ｍｇ】
ロペラミド塩酸 【般】ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ
イソソルビド硝酸 【般】硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞﾃｰﾌﾟ40㎎／枚【1回貼付量】
炭酸リチウム 【般】炭酸リチウム錠１００mg
イミダフェナシン 【泌】【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1ｍｇ
ゾルピデム酒石酸 【入眠】【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠10mg


