
採用薬品一覧(外用剤)
薬品名 一般名 採用区分メーカー名

2023年4月11日現在東北大学病院

21331 正規採用10％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 サリチル酸 東豊=日医工=吉田製薬

20041 正規採用10％亜鉛華単軟膏 亜鉛華 マイランEPD=ヴィアトリス

40600 正規採用ＡＣＤ-Ａ液(500mL) ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ/ｸｴﾝ酸/ﾌﾞﾄﾞｳ糖 テルモ

20522 正規採用AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」 アズレンスルホン酸ナトリウム・炭酸水素ナトリウ
ム

ニプロ

20520 正規採用ＡＺ点眼液0.02％5mL アズレンスルホン酸ナトリウム ゼリア

20611 診療科限定Ｆバニッシュ歯科用5％3g フッ化ナトリウム 東洋製化=ビーブランド

20625 正規採用ＭＳ温シップ「ﾀｲﾎｳ」(5枚/包) ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ/dl-ｶﾝﾌﾙ/ﾄｳｶﾞﾗｼｴｷｽ 岡山大鵬=大鵬薬品=三笠=帝國製薬

20626 正規採用ＭＳ冷シップ「ﾀｲﾎｳ」(5枚/包) ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ/dl-ｶﾝﾌﾙ/l-ﾒﾝﾄｰﾙ 岡山大鵬=大鵬薬品=三笠=テイカ製薬

22335 診療科限定ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液20mL ヨウ素・ポリビニルアルコール ロートニッテン

20011 正規採用アイオピジンＵＤ点眼液1％0.1mL アプラクロニジン塩酸塩 ノバルティス

20025 正規採用アイファガン点眼液0.1％5mL ブリモニジン酒石酸塩 千寿=武田

20026 院外限定アイベータ配合点眼液 ブリモニジン酒石酸塩/チモロールマレイン酸塩
液

千寿=武田

20028 院外限定アイラミド配合懸濁性点眼液 ﾌﾞﾘﾓﾆｼﾞﾝ/ﾌﾞﾘﾝｿﾞﾗﾐﾄﾞ 千寿=武田

20043 院外限定アクアチムクリーム1％10g ナジフロキサシン 大塚製薬

20044 院外限定アクアチムローション1％20mL ナジフロキサシン 大塚製薬

20045 正規採用アクトシン軟膏3％30g ブクラデシンナトリウム ニプロファーマ=マルホ

20065 正規採用アクロマイシン軟膏3％ テトラサイクリン塩酸塩 サンファーマ

20085 院外かつ診療科限定アジマイシン点眼液1％ アジスロマイシン 千寿=武田

20106 院外限定アスタット外用液1％10mL ラノコナゾール マルホ

20104 院外限定アスタット軟膏1％10g ラノコナゾール マルホ

21111 院外限定アズノールうがい液4％10mL アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 ロートニッテン=日本新薬

20110 正規採用アズノール軟膏0.033％ アズレン 日本新薬

20122 院外限定アズマネックスﾂｲｽﾄﾍﾗｰ200µg60吸入 モメタゾンフランカルボン酸エステル オルガノン

40410 正規採用アセサイド6％消毒液800ｍＬ 過酢酸(エタンペルオキソ酸) サラヤ=オリンパスメディカル

20114 正規採用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 日新製薬

20115 正規採用アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日
新」

アセトアミノフェン 日新製薬

20125 院外限定アゾルガ配合懸濁性点眼液5mL ﾌﾞﾘﾝｿﾞﾗﾐﾄﾞ/ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 ノバルティス

20127 院外限定アダパレンクリーム0.1％「ニプロ」 アダパレン ニプロ

20118 正規採用アテキュラ吸入用カプセル高用量 ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩/ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸
ｴｽﾃﾙ

ノバルティス

20117 院外限定アテキュラ吸入用カプセル中用量 ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩/ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸
ｴｽﾃﾙ

ノバルティス

20116 院外限定アテキュラ吸入用カプセル低用量 ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩/ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸
ｴｽﾃﾙ

ノバルティス

20145 院外かつ診療科限定アドエア250エアゾール120吸入 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ﾝ酸ｴ
ｽﾃﾙ

GSK

20143 正規採用アドエア250ディスカス60吸入用 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ﾝ酸ｴ
ｽﾃﾙ

GSK

20144 院外限定アドエア500ディスカス60吸入用 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ﾝ酸ｴ
ｽﾃﾙ

GSK

20147 正規採用アドフィードパップ40ｍg(6枚/包) フルルビプロフェン リードケミカル=科研

20130 正規採用アトロベントエロゾル20µg イプラトロピウム臭化物水和物 帝人ファーマ

20148 院外限定アニュイティ100 µgエリプタ フルチカゾンフランカルボン酸エステル GSK

20156 院外限定アノーロエリプタ30吸入用 ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩/ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳﾑ臭化
物

GSK

20162 正規採用アフタッチ口腔用貼付剤25µg トリアムシノロンアセトニド アルフレッサファーマ

20165 院外限定アラセナA－軟膏3％10g ビダラビン 持田

20172 正規採用アラミスト点鼻液27.5µg 120噴霧用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル GSK

20173 診療科限定アリケイス吸入液590mg アミカシン硫酸塩(AMK) インスメッド

20175 正規採用アルスロマチック関節手術用灌流液3L 関節手術用灌流洗浄液 バクスター

20185 正規採用アルト原末500mg アルギン酸ナトリウム カイゲンファーマ
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20201 院外限定アレサガテープ4mg エメダスチンフマル酸塩 久光

20202 院外限定アレサガテープ8mg エメダスチンフマル酸塩 久光

20197 院外限定アレジオンLX点眼液0.1％ エピナスチン塩酸塩 参天

20250 正規採用アロンアルファーＡ0.5g「三共」 シアノアクリレート 東亞合成=第一三共

20269 正規採用アンテベートクリーム0.05％5g ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ 鳥居

20268 院外限定アンテベートローション0.05％10g ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ 鳥居

20267 正規採用アンテベート軟膏0.05％5g ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ 鳥居

20270 院外限定アンヒバ坐剤小児用100mg アセトアミノフェン マイランEPD

20275 院外限定アンヒバ坐剤小児用200mg アセトアミノフェン マイランEPD

20285 院外限定アンペック坐剤10mg モルヒネ塩酸塩水和物 住友ファーマ

20314 院外限定イオウ・カンフルローション500mL イオウ/dl-カンフル 東豊=丸石=吉田製薬

20353 正規採用イソジンゲル10％20g ポビドンヨード ムンディファーマ=塩野義

20355 正規採用イソジンゲル10％90g ポビドンヨード ムンディファーマ=塩野義

20346 正規採用イソジンシュガーパスタ軟膏100g 精製白糖・ポビドンヨード配合 ムンディファーマ=塩野義

20365 正規採用イナビル吸入粉末剤20ｍg ﾗﾆﾅﾐﾋﾞﾙｵｸﾀﾝ酸ｴｽﾃﾙ水和物 第一三共

20375 院外限定イミグラン点鼻液20mg スマトリプタンコハク酸塩 GSK

20412 院外限定インタール吸入液1％2mL クロモグリク酸ナトリウム サノフィ

20423 院外限定インテバンクリーム1％25g インドメタシン 帝國製薬

20425 正規採用インドメタシンクリーム1%「サワイ」 インドメタシン 沢井

40420 正規採用ウィル・ステラVジェル　250mL エタノール　76.9-81.4％

20460 院外限定ウブレチド点眼液1％5mL ジスチグミン臭化物 鳥居

20475 正規採用ウルティブロ吸入用カプセル ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩/ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ臭化物 ノバルティス

20482 正規採用ウレパールローション10％20g 尿素 大塚工場=大塚製薬

20490 正規採用ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液3Ｌ Ｄ－ソルビトール バクスター

20515 院外限定エイゾプト懸濁性点眼液1％5mL ブリンゾラミド ノバルティス

20518 院外かつ診療科限定エイベリスミニ点眼液0.002% オミデネパグ イソプロピル 参天

20517 院外限定エイベリス点眼液0.002％ オミデネパグ イソプロピル 参天

20529 正規採用エキザルベ5g 混合死菌浮遊液/ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ マルホ

20541 正規採用エクラープラスター20µg/cm2 デプロドンプロピオン酸エステル 久光

20538 診療科限定エクリラ400µgジェヌエア60吸入用 アクリジニウム臭化物 杏林

20549 院外かつ診療科限定エクロックゲル5% ソフピロニウム臭化物 科研

20551 正規採用エコリシン眼軟膏3.5g ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝﾗｸﾄﾋﾞｵﾝ酸塩/ｺﾘｽﾁﾝﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ
酸ﾅﾄﾘｳﾑ

参天

20555 正規採用エスクレ坐剤250mg 抱水クロラール 久光

20556 正規採用エスクレ坐剤500mg 抱水クロラール 久光

20559 院外限定エストラーナテープ0.09mg エストラジオール 久光

20560 院外限定エストラーナテープ0.18mg エストラジオール 久光

20558 院外限定エストラーナテープ0.36mg エストラジオール 久光

20557 院外限定エストラーナテープ0.72mg エストラジオール 久光

20545 正規採用エストリール腟錠0.5mg エストリオール 持田

20603 正規採用エナジア吸入用カプセル高用量 ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙ/ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ/ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞ
ﾝ酸ｴｽﾃﾙ

ノバルティス

20609 院外限定エナジア吸入用カプセル中用量 ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙ/ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ/ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞ
ﾝ酸ｴｽﾃﾙ

ノバルティス

20604 正規採用エネマスター注腸散 硫酸バリウム 伏見

20612 院外かつ診療科限定エピデュオゲル アダパレン/過酸化ベンゾイル マルホ

20627 正規採用エムラクリーム5g リドカイン/プロピトカイン 佐藤製薬

20628 診療科限定エムラパッチ リドカイン/プロピトカイン 佐藤製薬

20635 院外限定エリザス点鼻粉末200µg28噴霧用 デキサメタゾンシペシル酸エステル 日本新薬

20670 院外かつ診療科限定エンクラッセ62.5µgエリプタ ウメクリジニウム臭化物 GSK

20771 正規採用オイラックスＨクリーム ｸﾛﾀﾐﾄﾝ/ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ 日新製薬
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20770 正規採用オイラックスクリーム10％10g クロタミトン 日新製薬

20779 院外限定オーキシス9µgﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ60吸入 ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物 アストラゼネカ=MeijiSeika

20777 院外限定オキサロールローション25µg/g(10g) ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙ（ﾋﾞﾀﾐﾝD3） マルホ

20775 院外限定オキサロール軟膏25µg/g(10g) ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙ（ﾋﾞﾀﾐﾝD3） マルホ

20789 正規採用オキシドール「ヤクハン」 オキシドール ヤクハン=日医工=岩城

20792 正規採用オキナゾール腟錠600mg オキシコナゾール硝酸塩 田辺三菱

20810 正規採用オスバン消毒液10％500mL ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物 富士製薬

20814 正規採用オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」 オフロキサシン 東亜薬品=日東メディック

20830 正規採用オラドールトローチ0.5mg 臭化ドミフェン 日医工岐阜=日医工=武田

40422 正規採用オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケータ
25mL

オラネキシジングルコン酸塩

20831 院外かつ診療科限定オラビ錠口腔用50mg ミコナゾール そーせい=久光

20841 正規採用オリブ油「ヨシダ」 オリブ油 吉田製薬=中北

20832 院外限定オルテクサー口腔用軟膏0.1％ トリアムシノロンアセトニド ビーブランド=日本ジェネリック

20844 正規採用オルベスコ200µgｲﾝﾍﾗｰ56吸入用 シクレソニド 帝人ファーマ

20846 正規採用オンブレス吸入用ｶﾌﾟｾﾙ150µg(7Cap/
枚)

インダカテロールマレイン酸塩 ノバルティス

20852 正規採用ガチフロ点眼液0.3％5mL ガチフロキサシン水和物 千寿=武田

20854 正規採用カデックス軟膏0.9％40g ヨウ素 スミス&ネフュー

20855 正規採用カデックス軟膏分包153mg ヨウ素 スミス&ネフュー

20866 院外かつ診療科限定カルテオロール塩酸塩PF点眼液2%「日
点」

カルテオロール塩酸塩 ロートニッテン

20871 診療科限定カルビタール（末） 水酸化ｶﾙｼｳﾑ/ﾖｰﾄﾞﾎﾙﾑ/ｽﾙﾌｧﾁｱｿﾞｰﾙ/塩
酸ﾊﾟﾗﾌﾞﾁﾙｱﾐﾉ安息香酸ｼﾞｴﾁﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ

ネオ

20920 院外限定キサラタン点眼液0.005％2.5mL ラタノプロスト ヴィアトリス

20935 正規採用キシロカインゼリー2％30mL リドカイン塩酸塩 サンドファーマ=サンド

20932 正規採用キシロカインポンプスプレー8％80g リドカイン塩酸塩 サンドファーマ=サンド

20930 正規採用キシロカイン液4％100mL リドカイン塩酸塩 サンドファーマ=サンド

20931 正規採用キシロカイン点眼液4％100mL リドカイン塩酸塩 サンドファーマ=サンド

20941 診療科限定キャンフェニック「ﾈｵ」 ｄ－カンフル/フェノール ネオ

20951 院外限定キュバール100エアゾール ﾍﾞｸﾛﾒﾀｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ 住友ファーマ

20939 診療科限定ギリアデル脳内留置用剤7.7mg カルムスチン エーザイ

20965 院外限定キンダベート軟膏0.05％5g クロベタゾン酪酸エステル GSK

20966 院外限定グラアルファ配合点眼液 ﾘﾊﾟｽｼﾞﾙ/ﾌﾞﾘﾓﾆｼﾞﾝ酒石酸塩 興和

20967 正規採用グラナテック点眼液0.4％5mL リパスジル塩酸塩水和物 興和

20971 院外限定クラビット点眼液1.5％ レボフロキサシン 参天

20981 正規採用グリセリン グリセリン 丸石=ニプロ

20978 診療科限定グリセリンBC液「ヨシダ」250mL/本 グリセリン/ベンザルコニウム塩化物 吉田製薬

20984 正規採用グリセリン浣腸「ｵｦﾀ」50％60mL グリセリン 帝國製薬=日医工

20983 正規採用グリセリン浣腸「ｵｦﾀ」小児用50％30mL グリセリン 帝國製薬=日医工

20985 正規採用グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL グリセリン 健栄

21010 正規採用グリメサゾン軟膏5g ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ/脱脂大豆乾留ﾀｰﾙ 藤永=第一三共

20968 正規採用クリンダマイシンリン酸エステルゲル1％「サ
ワイ」

クリンダマイシンリン酸エステル 沢井

40419 診療科限定グルコジン消毒用ハンドローション1％ クロルヘキシジングルコン酸塩 ヤクハン=日医工=中北=3M

21015 診療科限定クレオドン グアヤコール ネオ

21033 正規採用クレナフィン爪外用液10％4mL エフィナコナゾール 科研

21036 正規採用クロベタゾールプロピオン酸エステルロー
ション0.05%「イワキ」

クロベタゾールプロピオン酸エステル 岩城

21037 正規採用クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏
0.05%「日医工」

ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ 池田薬品=日医工

21034 正規採用クロベタゾン酪酸エステル軟膏0．05％「テ
イコク」

クロベタゾン酪酸エステル 帝國製薬=日医工
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21035 正規採用クロマイ膣錠100mg クロラムフェニコール アルフレッサファーマ

21060 正規採用クロモグリグ酸Na吸入液1%「サワイ」 クロモグリク酸ナトリウム 沢井

21050 院外かつ診療科限定クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニッ
トー」

ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ 日東メディック

21042 正規採用ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩ｴﾀﾉｰﾙ消毒液
1％「東豊」

ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩/ｴﾀﾉｰﾙ 東豊=吉田製薬

21052 診療科限定クロロマイセチン局所用液5％25mL クロラムフェニコール アルフレッサファーマ

21115 正規採用ゲーベンクリーム１％ スルファジアジン銀 田辺三菱

21088 正規採用ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」 ケトコナゾール 岩城

21090 正規採用ケトチフェン点鼻液0.05％「ｻﾜｲ」 フマル酸ケトチフェン 沢井

21113 正規採用ケトプロフェンテープ40mg（7枚/包）「ﾃｲｺ
ｸ」

ケトプロフェン 帝國製薬=日本ジェネリック

21112 正規採用ケトプロフェンパップ30mg（7枚/包）「日医
工」

ケトプロフェン 日医工

21120 院外限定ケラチナミンコーワクリーム20％50g 尿素 興和

21149 正規採用ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1％10g「ﾀｲ
ﾖｰ」

ゲンタマイシン硫酸塩 武田テバファーマ=武田

40415 正規採用ゴージョーMHS　350mL エタノール　78.89％

21159 診療科限定コソプトミニ配合点眼液 ﾄﾞﾙｿﾞﾗﾐﾄﾞ塩酸塩/ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 参天

21158 院外限定コソプト配合点眼液5mL ﾄﾞﾙｿﾞﾗﾐﾄﾞ塩酸塩/ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 参天

21165 院外限定コムクロシャンプー0.05％ クロベタゾールプロピオン酸エステル マルホ

21196 院外かつ診療科限定コレクチム軟膏0.25% デルゴシチニブ 日本たばこ=鳥居

21196 院外かつ診療科限定コレクチム軟膏0.5% デルゴシチニブ 日本たばこ=鳥居

21266 診療科限定サージカルパック口腔用 酸化亜鉛/チヨウジ油 ジーシー昭和薬品

21285 正規採用サーファクテン気管注入用120mg 肺サーファクタント 田辺三菱

21255 正規採用サイプレジン点眼液1％10mL シクロペントラート塩酸塩 参天

21271 院外限定ザジテン点眼液0.05％5mL フマル酸ケトチフェン ノバルティス

21286 診療科限定サホライド液歯科用38％5mL フッ化ジアンミン銀 東洋製化=ビーブランド

21315 院外限定ザラカム配合点眼液2.5mL ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ/ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 ヴィアトリス

21321 正規採用サリベートエアーゾル50g リン酸一水素カリウム・無機塩類配合剤 帝人ファーマ

21332 院外限定サルコート外用カプセル50µg ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 帝人ファーマ

21336 正規採用サルタノールインヘラー100µg サルブタモール硫酸塩 GSK

21350 正規採用サンコバ点眼液0.02％5mL シアノコバラミン 参天

21382 正規採用サンピロ点眼液2％5mL ピロカルピン塩酸塩 参天

21355 院外限定シーブリ吸入用カプセル50µg グリコピロニウム臭化物 ノバルティス

21412 院外かつ診療科限定ｼﾞｵｸﾁﾙｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎｻｸｼﾈｰﾄ耳科用液
5％10mL/本「CEO」

ｼﾞｵｸﾁﾙｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎｻｸｼﾈｰﾄ セオリア=武田

21426 院外限定ジクアスLX点眼液3% ジクアホソルナトリウム 参天

21416 正規採用ジクアス点眼液3％5mL ジクアホソルナトリウム 参天

21422 正規採用ジクトルテープ75mg ジクロフェナクナトリウム 久光

21418 院外限定ジクロフェナクNaテープ15mg「ﾄｰﾜ」（7枚/
包）

ジクロフェナクナトリウム 東和薬品

21414 正規採用ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「日新」 ジクロフェナクナトリウム 日新製薬

21417 正規採用ジクロフェナクＮａ坐剤25ｍg「日新」 ジクロフェナクナトリウム 日新製薬=久光

21419 正規採用ジクロフェナクＮａ坐剤50ｍg「日新」 ジクロフェナクナトリウム 日新製薬=久光

21439 正規採用ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」 ジフルプレドナート 岩城

21438 正規採用ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 ジフルプレドナート 岩城

21441 診療科限定ジムソ膀胱内注入液50% ジメチルスルホキシド 杏林

21447 正規採用シムビコートタービュヘイラー60吸入 ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ/ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物 アストラゼネカ

21568 診療科限定スープレン吸入麻酔液240mL デスフルラン バクスター

21524 正規採用スクラビインS4%液 ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩 サラヤ

21530 正規採用スタデルムクリーム5％10g イブプロフェンピコノール 鳥居
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21535 正規採用ステリクロンＷ液0.02％1L ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩 健栄

21536 正規採用ステリクロンＷ液0.05％500mL ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩 健栄

21537 正規採用ステリクロンＷ液0.1％500mL ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩 健栄

21545 院外限定ステロネマ注腸3ｍg ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ 日医工

21310 正規採用スピール膏M サリチル酸 ニチバン

21569 正規採用スピオルトレスピマット60吸入 ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ臭化物水和物／ｵﾛﾀﾞﾃﾛｰﾙ塩酸塩 日本ベーリンガー

21566 正規採用スピリーバ2.5µgレスピマット60吸入 チオトロピウム臭化物水和物 日本ベーリンガー

21564 院外限定スピリーバ吸入用カプセル18µg チオトロピウム臭化物水和物 日本ベーリンガー

21565 院外限定スプレキュア点鼻液0.15％10mL ブセレリン酢酸塩 クリニジェン

21570 正規採用スポンゼル5㎝×2.5㎝ ゼラチン LTL

21601 院外限定ゼスタッククリーム25g ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質/副腎ｴｷｽ/ｻﾘﾁﾙ酸 三笠

21642 正規採用ゼビアックスローション２％ オゼノキサシン マルホ

21643 院外限定ゼビアックス油性クリーム2% オゼノキサシン マルホ

21611 院外限定ゼフナートクリーム10g リラナフタート 全薬=鳥居

21612 正規採用ゼフナート外用液2％(10mL/本) リラナフタート 全薬=鳥居

21646 正規採用セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セボフルラン 日興製薬

21667 院外限定セルタッチテープ70(7枚/包) フェルビナク 帝國製薬

21676 正規採用ゾビラックス眼軟膏3％5g アシクロビル 日東メディック=参天

21677 正規採用ゾビラックス軟膏5％5g アシクロビル GSK

21691 正規採用ソフラチュール貼付剤30㎝ フラジオマイシン硫酸塩 テイカ製薬

21690 正規採用ソフラチュ－ル貼付剤10㎝ フラジオマイシン硫酸塩 テイカ製薬

21727 正規採用ダイアップ坐剤10 ジアゼパム 高田

21725 正規採用ダイアップ坐剤4 ジアゼパム 高田

21726 正規採用ダイアップ坐剤6 ジアゼパム 高田

21736 正規採用タコシール組織接着用ｼｰﾄ4.8㎝×4.8㎝ フィブリノゲン配合剤 CSLベーリング

21737 正規採用タコシール組織接着用ｼｰﾄ9.5㎝×4.8㎝ フィブリノゲン配合剤 CSLベーリング

21740 院外限定タチオン点眼用2％5mL グルタチオン 長生堂=日本ジェネリック

21739 院外かつ診療科限定タプコム配合点眼液2.5mL ﾀﾌﾙﾌﾟﾛｽﾄ/ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 参天

21741 院外限定タプロスミニ点眼液0.0015％0.03mL タフルプロスト 参天

21742 院外限定タプロス点眼液0.0015％2.5mL タフルプロスト 参天

21744 院外限定ダラシンＴゲル1％10g クリンダマイシンリン酸エステル 佐藤製薬

21743 院外限定ダラシンTローション1％20mL クリンダマイシンリン酸エステル 佐藤製薬

21748 院外限定タリムス点眼液0.1％5mL タクロリムス水和物 千寿=武田

21807 正規採用チモプトールＸＥ点眼液0.5％2.5mL チモロールマレイン酸塩 参天

21842 正規採用ツロブテロールテープ1mg「NP」 ツロブテロール ニプロ=第一三共エスファ

21843 正規採用ツロブテロールテープ2mg「NP」 ツロブテロール ニプロ=第一三共エスファ

41261 診療科限定ﾃﾞｨｰｱｰﾙｴｯｸｽＨＱﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ12mL ハイドロキノン

41260 診療科限定ﾃﾞｨｰｱｰﾙｴｯｸｽＨＱﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ3mL ハイドロキノン

40405 正規採用ディスオーパ消毒液0.55%3.8Ｌ フタラール ASP

21853 院外限定ディビゲル1mg エストラジオール サンファーマ=持田

21856 正規採用ディフェリンゲル0.1％15g アダパレン マルホ

21902 院外限定デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 デキサメタゾン 日本化薬

21907 正規採用テクスメテンユニバーサルクリーム0.1％ ジフルコルトロン吉草酸エステル 佐藤製薬

21904 正規採用テクスメテン軟膏0.1％ ジフルコルトロン吉草酸エステル 佐藤製薬

21911 正規採用デスパコーワ口腔用クリーム5g ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ塩酸塩/ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ配合剤 興和

21917 正規採用デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリ
ング」

デスモプレシン酢酸塩水和物 フェリング=キッセイ

21925 正規採用デタントール0.01％点眼液5mL ブナゾシン塩酸塩 参天

21923 院外かつ診療科限定デュアック配合ゲル10g ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ水和物・過酸化ﾍﾞﾝｿﾞｲ
ﾙ

サンファーマ
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21942 院外限定デュオトラバ配合点眼液2.5mL ﾄﾗﾎﾞﾌﾟﾛｽﾄ/ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 ノバルティス

21931 院外限定テラ・コートリル軟膏5g ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ/ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ塩酸塩 陽進堂

21966 診療科限定テリルジー100エリプタ30吸入用 ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ/ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳﾑ/
ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙ

GSK

21967 診療科限定テリルジー200エリプタ30吸入用 ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ/ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳﾑ/
ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙ

GSK

21946 正規採用ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩ｸﾘｰﾑ1％「イワキ」 テルビナフィン塩酸塩 岩城

21957 正規採用デルモゾールG軟膏0.12 % ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫
酸塩

岩城=日本ジェネリック

21959 正規採用デルモベートクリーム0.05％5g ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ GSK

21962 院外限定デルモベートスカルプローション0.05％10g ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ GSK

21963 院内診療科限定・院外限
定

デルモベート軟膏0.05% クロベタゾールプロピオン酸エステル GSK

21973 正規採用テレミンソフト坐薬10mg ビサコジル EAファーマ

21970 正規採用テレミンソフト坐薬2mg ビサコジル EAファーマ

22010 院外限定トプシムクリーム0.05％5g フルオシノニド 田辺三菱

22013 正規採用トプシムローション0.05％10g フルオシノニド 田辺三菱

22015 院外限定トブラシン点眼液0.3％5mL トブラマイシン 日東メディック

22017 院外限定ドボネックス軟膏50µg/g（10g） ｶﾙｼﾎﾟﾄﾘｵｰﾙ（ﾋﾞﾀﾐﾝD3） レオファーマ

22016 院外かつ診療科限定ドボベットゲル15g ｶﾙｼﾎﾟﾄﾘｵｰﾙ水和物/ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴ
ｽﾃﾙ

レオファーマ=協和キリン

22021 院外かつ診療科限定ドボベットフォーム ｶﾙｼﾎﾟﾄﾘｵｰﾙ水和物/ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴ
ｽﾃﾙ

レオファーマ=協和キリン

22019 診療科限定ドボベット軟膏15g ｶﾙｼﾎﾟﾄﾘｵｰﾙ水和物/ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴ
ｽﾃﾙ

レオファーマ=協和キリン

22018 院外限定トラバタンズ点眼液0.004％2.5mL トラボプロスト ノバルティス

22014 正規採用トラボプロスト点眼液0.004％「ニットー」 トラボプロスト 東亜薬品=日東メディック

22032 院外限定トルソプト点眼液1％5mL ドルゾラミド塩酸塩 参天

22053 正規採用トロンビン液モチダソフトボトル1万 トロンビン 持田

22052 正規採用トロンビン液モチダソフトボトル5千 トロンビン 持田

22080 正規採用ナウゼリン坐剤10mg ドンペリドン 協和キリン

22081 正規採用ナウゼリン坐剤30mg ドンペリドン 協和キリン

22082 正規採用ナウゼリン坐剤60mg ドンペリドン 協和キリン

22085 院外限定ナサニール点鼻液0.2％5mL ナファレリン酢酸塩 ファイザー

22084 院外限定ナゾネックス点鼻液50µg56噴霧用 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 オルガノン=杏林

22094 院外かつ診療科限定ニコチネルＴＴＳ10 ニコチン GSKCHJ=アルフレッサファーマ

22096 院外かつ診療科限定ニコチネルＴＴＳ20 ニコチン GSKCHJ=アルフレッサファーマ

22098 院外かつ診療科限定ニコチネルＴＴＳ30 ニコチン GSKCHJ=アルフレッサファーマ

22093 院外限定ニゾラールクリーム2％10g ケトコナゾール ヤンセン

22089 正規採用ニトロダームTTS25mg ニトログリセリン サンファーマ

22092 正規採用ニフラン点眼液0.1％5mL プラノプロフェン 千寿=武田

22106 院外限定ニュープロ パッチ18mg ロチゴチン 大塚製薬

22104 正規採用ニュープロパッチ13.5mg ロチゴチン 大塚製薬

22101 正規採用ニュープロパッチ2.25mg ロチゴチン 大塚製薬

22102 正規採用ニュープロパッチ4.5mg ロチゴチン 大塚製薬

22103 正規採用ニュープロパッチ9mg ロチゴチン 大塚製薬

22125 正規採用ネイサート坐剤 ｼﾞﾌﾙｺﾙﾄﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ/ﾘﾄﾞｶｲﾝ 日新製薬

22130 院外限定ネオキシテープ73.5mg オキシブチニン塩酸塩 久光

22137 診療科限定ネオザロカインパスタ ｱﾐﾉ安息香酸ｴﾁﾙ／ﾊﾞﾗﾌﾞﾁﾙｱﾐﾉ安息香酸ｼﾞ
ｴﾁﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ塩酸塩ﾊﾟｽﾀ

ネオ

22140 診療科限定ネオシネジンコーワ5％点眼液10mL フェニレフリン塩酸塩 興和

22151 正規採用ネオステリングリーンうがい液0.2％40mL ベンゼトニウム塩化物 日本歯科

22160 正規採用ネオメドロールEE軟膏3g ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ/ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫酸塩 ファイザー
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22173 診療科限定ネバナック懸濁性点眼液0.1％5mL ネパフェナク ノバルティス

22181 院外限定ネリゾナユニバーサルクリーム0.1％5g ジフルコルトロン吉草酸エステル レオファーマ=LTL

22211 院外かつ診療科限定ノルスパンテープ10mg ブプレノルフィン ムンディファーマ

22210 診療科限定ノルスパンテープ5mg ブプレノルフィン ムンディファーマ

22235 院外限定ハイパジールコーワ点眼液0.25％5mL ニプラジロール 興和

22218 正規採用ハイポエタノール外用液2％「ｹﾝｴｰ」
500mL

ﾁｵ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物/ｴﾀﾉｰﾙ 健栄

22241 正規採用ハイポライト消毒液10％500g 次亜塩素酸ナトリウム サンケミファ

22221 院外限定バクスミー点鼻粉末剤3mg グルカゴン リリー

22271 正規採用バクトロバン鼻腔用軟膏2％3g ムピロシンカルシウム水和物 GSK

22273 正規採用パスタロンソフト軟膏10％20g 尿素 佐藤製薬

22277 院外限定パタノール点眼液0.1％5mL オロパタジン塩酸塩 ノバルティス=協和キリン

22219 診療科限定パッチテストパネル（Ｓ） パッチテスト用（24品目） 佐藤製薬

22281 正規採用パッチテスト試薬（液剤） パッチテスト用塩類 鳥居

22282 正規採用パッチテスト試薬（軟膏剤） パッチテスト用塩類 鳥居

22289 正規採用パピロックミニ点眼液0.1％0.4mL シクロスポリン 参天

22300 院外限定バラマイシン軟膏 ﾊﾞｼﾄﾗｼﾝ/ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫酸塩 東洋製化=小野

22322 院外限定パルミコート(200µg)ﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ112吸入 ブデソニド アストラゼネカ

22324 正規採用パルミコート吸入液0.25ｍg/本 ブデソニド アストラゼネカ

22306 院外限定ハルロピテープ16mg ロピニロール塩酸塩 久光=協和キリン

22307 院外限定ハルロピテープ24mg ロピニロール塩酸塩 久光=協和キリン

22308 院外限定ハルロピテープ32mg ロピニロール塩酸塩 久光=協和キリン

22309 院外限定ハルロピテープ40mg ロピニロール塩酸塩 久光=協和キリン

22305 正規採用ハルロピテープ8mg ロピニロール塩酸塩 久光=協和キリン

22337 正規採用ヒアルロン酸Na0.7眼粘弾剤1%「生化学」 ヒアルロン酸ナトリウム 生化学=参天

22338 院内診療科限定ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%HV「ｾﾝ
ｼﾞｭ」

ヒアルロン酸ナトリウム 千寿=武田

22342 正規採用ヒアレインミニ点眼液0.3％0.4mL ヒアルロン酸ナトリウム 参天

22341 正規採用ヒアレイン点眼液0.1％5mL ヒアルロン酸ナトリウム 参天

22343 院外限定ヒアレイン点眼液0.3％5mL ヒアルロン酸ナトリウム 参天

22328 正規採用ビーエスエスプラス500眼灌流液
0.0184％

オキシグルタチオン アルコン

22332 診療科限定ビーエスエスプラス500眼灌流液
0.0184％（バックタイプ）

オキシグルタチオン アルコン

22424 正規採用ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL ヒアルロン酸ナトリウム AMO

22344 正規採用ビスコート0.5眼粘弾剤0.5mL ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ/ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ アルコン

22354 正規採用ビソノテープ2mg ビソプロロールフマル酸塩 トーアエイヨー

22351 正規採用ビソノテープ4mg ビソプロロールフマル酸塩 トーアエイヨー

22352 正規採用ビダラビン軟膏3％「トーワ」 ビダラビン 東和薬品

22359 院外かつ診療科限定ヒノポロン口腔用軟膏5g ﾋﾉｷﾁｵｰﾙ/ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ/ｱﾐﾉ安息
香酸ｴﾁﾙ

ジーシー昭和薬品

22360 正規採用ヒビテン液5％500mL ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩 住友ファーマ

22358 院外かつ診療科限定ビベスピエアロスフィア120吸入 ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ/ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩 アストラゼネカ

22357 診療科限定ビベスピエアロスフィア28吸入 ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ/ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩 アストラゼネカ

40417 正規採用ピュアラビング　250mL エタノール　83%

40421 正規採用ピュレル アドバンスド ジェル エタノール　72％

22411 院外限定・院内診療科限
定

ヒルドイドクリーム0.3％25g ヘパリン類似物質 マルホ

22412 正規採用ヒルドイドソフト軟膏0.3％25g ヘパリン類似物質 マルホ

22414 院外限定ヒルドイドフォーム0.3％ ヘパリン類似物質 マルホ

22413 院外限定ヒルドイドローション0.3％25g ヘパリン類似物質 マルホ

22416 院外かつ診療科限定ビレーズトリエアロスフィア120吸入 ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ/ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ/ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩 アストラゼネカ
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22417 診療科限定ビレーズトリエアロスフィア56吸入 ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ/ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ/ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩 アストラゼネカ

22418 正規採用ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 ピレノキシン 参天

22453 正規採用フィブラストスプレー500µg5mL トラフェルミン（遺伝子組換え） 科研

21605 院内製剤原料フェノール「コザカイ・M」 フェノール 小堺

22467 正規採用フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 フェルビナク 三笠=大正製薬

22469 正規採用フェルビナクパップ70mg(7枚/包)「NP」 フェルビナク ニプロファーマ=ニプロ

22456 正規採用フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg
「第一三共」

フェンタニルクエン酸塩 救急=第一三共

22457 正規採用フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg
「第一三共」

フェンタニルクエン酸塩 救急=第一三共

22458 用時限定フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg
「第一三共」

フェンタニルクエン酸塩 救急=第一三共

22459 院外限定フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg
「第一三共」

フェンタニルクエン酸塩 救急=第一三共

22482 正規採用フェントステープ0.5mg フェンタニルクエン酸塩 久光=協和キリン

22473 用時限定フェントステープ1mg フェンタニルクエン酸塩 久光=協和キリン

22472 院外限定フェントステープ2mg フェンタニルクエン酸塩 久光=協和キリン

22474 院外限定フェントステープ4mg フェンタニルクエン酸塩 久光=協和キリン

22476 院外限定フェントステープ6mg フェンタニルクエン酸塩 久光=協和キリン

22505 正規採用フシジンレオ軟膏2％10g フシジン酸ナトリウム アルフレッサファーマ

22540 正規採用フラジール腟錠250mg メトロニダゾール 富士製薬

22576 院外限定フランドルテープ40mg 硝酸イソソルビド トーアエイヨー

22581 正規採用プリビナ液（点鼻）0.05％5mL ナファゾリン硝酸塩 日新製薬

22587 正規採用ブリンゾラミド懸濁性点眼液1％「ニットー」 ブリンゾラミド 東亜薬品=日東メディック

22586 診療科限定フルオール・ゼリー歯科用2％100g フッ化ナトリウム 東洋製化=ビーブランド

22590 正規採用フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」 フルオロメトロン ロートニッテン

22607 院外限定フルコートスプレー0.007％20g フルオシノロンアセトニド 田辺三菱

22622 院外かつ診療科限定フルタイド100µgエアゾール60吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル GSK

22627 院外限定フルタイド200ディスカス60ﾌﾞﾘｽﾀｰ フルチカゾンプロピオン酸エステル GSK

22632 診療科限定フルティフォーム125ｴｱｿﾞｰﾙ120吸入用 ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物/ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵ
ﾝ酸ｴｽﾃﾙ

杏林

22631 院外限定フルティフォーム50ｴｱｿﾞｰﾙ120吸入用 ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物/ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵ
ﾝ酸ｴｽﾃﾙ

杏林

22637 院外限定フルメタローション0.1％10g ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ シオノギファーマ=塩野義

22645 正規採用フルメトロン点眼液0.02％5mL フルオロメトロン 参天

22640 院外限定フルメトロン点眼液0.1％5mL フルオロメトロン 参天

22655 正規採用プレグランディン腟坐剤1mg ゲメプロスト 小野

22651 院外かつ診療科限定プレドニン眼軟膏 プレドニゾロン酢酸エステル シオノギファーマ=塩野義

22654 正規採用プレドネマ注腸20mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ 杏林

22657 院外限定プロクトセディル坐薬 ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ/ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫酸塩 EAファーマ

22660 正規採用フロジン外用液5％30mL カルプロニウム塩化物 ニプロファーマ=第一三共

22662 正規採用プロスタンディン軟膏30g アルプロスタジルアルファデクス 小野

22686 診療科限定プロトピック軟膏0.03％小児用5g タクロリムス水和物 マルホ

22685 正規採用プロトピック軟膏0.1％5g タクロリムス水和物 マルホ

22687 院外限定ブロナック点眼液0.1％5mL ブロムフェナクナトリウム 千寿=武田

22700 院内製剤原料プロピレングリコール プロピレングリコール 日興製薬=日興製薬販売

22707 正規採用ブロマゼパム坐剤3mg「サンド」 ブロマゼパム サンド

22709 正規採用ブロムフェナクNa点眼液0.1％「日新」 ブロムフェナクナトリウム 日新製薬=日本ジェネリック=テイカ製薬

22711 正規採用ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2％「ﾀｲ
ﾖｰ」

ブロムヘキシン塩酸塩 武田テバファーマ=武田

22712 正規採用ブロメライン軟膏5万単位/g（20g/本） ブロメライン ジェイドルフ=マルホ

22720 診療科限定フロリード腟坐剤100mg ミコナゾール 持田
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22730 正規採用ベガモックス点眼液0.5％5mL 塩酸モキシフロキサシン ノバルティス

22743 診療科限定ヘキザック水溶液1％消毒布20×30 クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

22745 院外限定ペキロンクリーム0.5％10g アモロルフィン塩酸塩 テイカ製薬

22762 正規採用ベストロン耳鼻科用1％50mL【吸入】 セフメノキシム塩酸塩 千寿=セオリア=武田=杏林

22761 院外限定ベストロン耳鼻科用1％5mL セフメノキシム塩酸塩 千寿=セオリア=武田=杏林

22763 正規採用ベストロン点眼用0.5％5mL セフメノキシム塩酸塩 千寿=武田

22767 診療科限定ベセルナクリーム5％ イミキモド 持田

22776 院外限定ベタキソロール点眼液0.5%「SW」 ベタキソロール塩酸塩 沢井=日東メディック

22769 正規採用ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻
科用液0.1％「日点」

ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ ロートニッテン

22768 正規採用ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イ
ワキ」

ベタメタゾン吉草酸エステル 岩城

22780 院外かつ診療科限定ベネトリン吸入液0.5％30mL サルブタモール硫酸塩 GSK

22792 正規採用ベノキシール点眼液0.4％5mL オキシブプロカイン塩酸塩 参天

22774 正規採用ヘパリン類似物質ローション0.3％「ニプロ」 ヘパリン類似物質 ニプロ

22773 院外限定ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医
工」

ヘパリン類似物質 日医工=持田

22772 院外かつ診療科限定ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3％
「ニットー」

ヘパリン類似物質 日東メディック

22775 診療科限定ベピオゲル2.5％15g 過酸化ベンゾイル マルホ

22796 正規採用ヘモポリゾン軟膏 大腸菌死菌/ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ ジェイドルフ

22793 診療科限定ペリオドン2g/本 ﾊﾟﾗﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ/ｼﾞﾌﾞｶｲﾝ塩酸塩 ネオ

22801 正規採用ベリプラストＰコンビセット組織3mL フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 CSLベーリング

22802 正規採用ベリプラストＰコンビセット組織5mL フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 CSLベーリング

22817 診療科限定ペンタサ坐剤1g メサラジン 杏林

22818 院外限定ペンタサ注腸1g メサラジン 杏林

22820 診療科限定ベンテイビス吸入液10 µg イロプロスト バイエル

22883 院外限定ホクナリンテープ0.5mg ツロブテロール ヴィアトリス

22881 院外限定ホクナリンテープ1mg ツロブテロール ヴィアトリス

22882 院外限定ホクナリンテープ2mg ツロブテロール ヴィアトリス

22910 正規採用ボスミン外用液0.1％ アドレナリン（エピネフリン） 第一三共

22893 正規採用ポビドンヨードガーグル液7％「明治」30 mL ポビドンヨード MeijiSeika

22892 正規採用ポビドンヨード外用液10％「明治」250mL ポビドンヨード MeijiSeika

22909 正規採用ポピヨドンスクラブ7.5％500mL ポビドンヨード 吉田製薬

22915 院外限定ボラザG軟膏2.4g ﾄﾘﾍﾞﾉｼﾄﾞ/ﾘﾄﾞｶｲﾝ 天藤=武田

22921 正規採用ボルヒール組織接着用1mL フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 KMバイオロジクス=日本血液製剤機構

22923 正規採用ボルヒール組織接着用5mL フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 KMバイオロジクス=日本血液製剤機構

22931 診療科限定ホルマリングアヤコールＦＧ「ﾈｵ」 ホルマリン/グアヤコール ネオ

22918 診療科限定ホルムクレゾールＦＣ「ネオ」 ホルマリン/クレゾール ネオ

22948 院外かつ診療科限定ボンアルファハイﾛｰｼｮﾝ20µg/g（10g） ﾀｶﾙｼﾄｰﾙ（ﾋﾞﾀﾐﾝD3） 帝人ファーマ

22932 院外限定ボンアルファハイ軟膏20µg/g(10g) ﾀｶﾙｼﾄｰﾙ（ﾋﾞﾀﾐﾝD3） 帝人ファーマ

22937 院外限定ボンアルファローション2µg/g(10g) ﾀｶﾙｼﾄｰﾙ（ﾋﾞﾀﾐﾝD3） 帝人ファーマ

22996 正規採用マーデュオックス軟膏 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

22947 院外限定マイザ－クリ－ム0.05％5g ジフルプレドナート 田辺三菱

22945 院外限定マイザ－軟膏0.05％5g ジフルプレドナート 田辺三菱

22955 正規採用マイティア点眼液5mL ホウ酸・無機塩類配合剤 千寿=武田

22980 正規採用マキサカルシトール軟膏25μg／g「タカ
タ」

マキサカルシトール 高田

22998 正規採用ミオコールスプレー0.3mg ニトログリセリン トーアエイヨー

23017 院外限定ミケランＬＡ点眼液2％2.5mL カルテオロール塩酸塩 大塚製薬

23016 正規採用ミケラン点眼液2％5mL カルテオロール塩酸塩 大塚製薬
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23020 院外限定ミケルナ配合点眼液  カルテオロール塩酸塩/ラタノプロスト 大塚製薬

23030 正規採用ミドリンＭ点眼液0.4％5mL トロピカミド 参天

23039 院外限定ミドリンＰ点眼液5mL ﾄﾛﾋﾟｶﾐﾄﾞ/ﾌｪﾆﾚﾌﾘﾝ塩酸塩 参天

23041 正規採用ミドレフリンP点眼液 ﾄﾛﾋﾟｶﾐﾄﾞ/ﾌｪﾆﾚﾌﾘﾝ塩酸塩 日東メディック

23043 診療科限定ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」 ミノサイクリン塩酸塩 ジーシー昭和薬品

40419 院外かつ診療科限定ミラノール顆粒11％(1g/包) フッ化ナトリウム 東洋製化=ビーブランド

23046 正規採用ミリステープ5mg ニトログリセリン 日本化薬

23055 正規採用ムコスタ点眼液ＵＤ2％0.35mL レバミピド 大塚製薬

23080 正規採用ムコフィリン吸入液20％2mL アセチルシステイン サンノーバ=エーザイ

23095 院外限定メサデルムクリーム0.1％ デキサメタゾンプロピオン酸エステル 岡山大鵬=大鵬薬品

23093 院外かつ診療科限定メサデルムローション0.1% デキサメタゾンプロピオン酸エステル 岡山大鵬=大鵬薬品

23090 院外かつ診療科限定メサデルム軟膏0.1% デキサメタゾンプロピオン酸エステル 岡山大鵬=大鵬薬品

23097 正規採用メサラジン注腸1g「ケンエー」 メサラジン 健栄

23119 診療科限定メトコール10mL ｸﾞｱﾔｺｰﾙ/ﾊﾟﾗｸﾛﾙﾌｪﾉｰﾙ ネオ

23132 院外限定メノエイドコンビパッチ ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ/酢酸ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ 久光

23133 正規採用メプチン10µgエアー100吸入(ｶｳﾝﾀｰ付） プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬

23129 正規採用メプチン吸入液ユニット0.3mL プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬

23140 院外限定メンタックスクリーム1％10g ブテナフィン塩酸塩 科研

23145 院外かつ診療科限定モイゼルト軟膏0.3% ジファミラスト 大塚製薬

23146 院外かつ診療科限定モイゼルト軟膏1% ジファミラスト 大塚製薬

23161 院外限定モーラステープ20mg（7枚/包） ケトプロフェン 久光=祐徳

23162 院外限定モーラステープL40mg ケトプロフェン 久光=祐徳

23159 院外限定モーラスパップＸＲ120mg（７枚/包） ケトプロフェン 久光=祐徳

23158 院外限定モーラスパップXR240mg ケトプロフェン 久光

23166 正規採用ヤクゾールＥ液0.1（500mL） ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物/ｴﾀﾉｰﾙ ヤクハン=日医工=ニプロ=サラヤ

23200 正規採用ユベラ軟膏 ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ（ﾋﾞﾀﾐﾝE）/ﾋﾞﾀﾐﾝA サンノーバ=エーザイ

23230 院内製剤原料ヨウ素 ヨウ素 小堺=吉田製薬

23240 院内製剤原料ヨードホルム ヨードホルム アグサジャパン

23265 院外限定ラクリミン点眼液0.05％5mL オキシブプロカイン塩酸塩 参天

23271 正規採用ラタノプロスト点眼液0.005%「サワイ」 ラタノプロスト 沢井

23273 正規採用ラノコナゾール軟膏1 %「イワキ」 ラノコナゾール 岩城

23274 院外かつ診療科限定ラパリムスゲル0.2% シロリムス ノーベル

23277 院外かつ診療科限定ラピフォートワイプ2.5% グリコピロニウムトシル酸塩水和物 マルホ

23343 診療科限定リグロス歯科用液キット1200μg トラフェルミン 科研

23342 診療科限定リグロス歯科用液キット600μg トラフェルミン 科研

23282 正規採用リザベン点眼液0.5％5mL トラニラスト キッセイ

23284 院外限定リズモンＴＧ0.5％点眼液2.5mL チモロールマレイン酸塩 わかもと=キッセイ

23294 診療科限定リティンパ耳科用250μgセット トラフェルミン（遺伝子組換え） ノーベル

23292 正規採用リドカインテープ18mg「NP」 リドカイン ニプロ

23302 正規採用リドメックスコーワローション0.3％10g ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸酢酸ｴｽﾃﾙ 興和

23308 院外限定リバスタッチパッチ13.5mg リバスチグミン 小野

23309 正規採用リバスタッチパッチ18mg リバスチグミン 小野

23307 正規採用リバスタッチパッチ9mg リバスチグミン 小野

23361 正規採用リンデロンＡ軟膏（眼・耳科用）5g ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ/ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫
酸塩

シオノギファーマ=塩野義

23391 院外限定リンデロンＶG軟膏0.12％5g ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ/ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ シオノギファーマ=塩野義

23381 正規採用リンデロンＶクリーム0.12％5g ベタメタゾン吉草酸エステル シオノギファーマ=塩野義

23389 正規採用リンデロンＶローション0.12％10mL ベタメタゾン吉草酸エステル シオノギファーマ=塩野義

23385 院外限定リンデロンＶ軟膏0.12％5g ベタメタゾン吉草酸エステル シオノギファーマ=塩野義

10/12 ページ外用剤



採用薬品一覧(外用剤)
薬品名 一般名 採用区分メーカー名

2023年4月11日現在東北大学病院

23365 正規採用リンデロン坐剤0.5mg ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ シオノギファーマ=塩野義

23350 院外限定リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1％5mL ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ シオノギファーマ=塩野義

23400 院外かつ診療科限定ル・エストロジェル0.06% エストラジオール 富士製薬

23405 正規採用ルコナック爪外用液5％ ルリコナゾール 佐藤製薬=サンファーマ

23410 診療科限定ルティナス腟錠100mg プロゲステロン フェリング

23415 院外かつ診療科限定ルテウム腟用坐剤400mg プロゲステロン あすか製薬=武田

23429 院外限定ルミガン点眼液0.03％2.5mL ビマトプロスト 千寿=武田

23425 正規採用ルリコンクリーム1％10g ルリコナゾール サンファーマ

23435 正規採用レクタブル2mg注腸フォーム14回 ブデソニド EAファーマ

23443 院外限定レスキュラ点眼液0.12％5mL イソプロピルウノプロストン 日東メディック

23445 正規採用レスタミンコーワクリーム1％ ジフェンヒドラミン塩酸塩 興和

23460 正規採用レペタン坐剤0.2mg ブプレノルフィン塩酸塩 大塚製薬

23461 院外限定レペタン坐剤0.4mg ブプレノルフィン塩酸塩 大塚製薬

23459 正規採用レボフロキサシン点眼液1.5％5mL「日点」 レボフロキサシン ロートニッテン

23473 院外限定レルベア100エリプタ30吸入用 ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩/ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙ
ﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ

GSK

23472 正規採用レルベア200エリプタ30吸入用 ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩/ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙ
ﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ

GSK

23465 院外限定ロキソニンゲル1％25g ロキソプロフェンナトリウム水和物 第一三共

23464 院外限定ロキソニンテープ100ｍg(7枚/包) ロキソプロフェンナトリウム水和物 リードケミカル=第一三共

23466 院外限定ロキソニンテープ50mg(7枚/包) ロキソプロフェンナトリウム水和物 リードケミカル=第一三共

23463 院外限定ロキソニンパップ100ｍg(7枚/包) ロキソプロフェンナトリウム水和物 リードケミカル=第一三共

23475 正規採用ロキソプロフェンNaゲル1％「NP」 ロキソプロフェンナトリウム ニプロファーマ=ニプロ

23468 正規採用ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「ケ
ミファ」

ロキソプロフェンナトリウム ケミファ=日本薬工

23469 正規採用ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケ
ミファ」

ロキソプロフェンナトリウム ケミファ

23478 診療科限定ロコアテープ ｴｽﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ/ﾊｯｶ油製剤 大正製薬=帝人ファーマ

23480 正規採用ロコイドクリーム0.1％5g ヒドロコルチゾン酪酸エステル 鳥居

23481 正規採用ロコイド軟膏0.1％5g ヒドロコルチゾン酪酸エステル 鳥居

23467 正規採用ロゼックスゲル0.75％50g メトロニダゾール マルホ

23515 診療科限定ロナセンテープ40mg ブロナンセリン 住友ファーマ

23522 正規採用ロメフロン耳科用液0.3％5mL 塩酸ロメフロキサシン 千寿=武田

23523 正規採用ワコビタール坐剤15mg フェノバルビタールナトリウム 高田

23527 正規採用ワコビタール坐剤50mg フェノバルビタールナトリウム 高田

20040 院内製剤原料亜鉛華デンプン「ヤマゼン」 酸化亜鉛 山善=日興製薬販売

20100 正規採用亜硝酸アミル「AFP」 亜硝酸アミル アルフレッサファーマ

41001 院内製剤原料安息香酸ナトリウム「コザカイ・M」 安息香酸ナトリウム 小堺

20660 正規採用塩化ナトリウム 塩化ナトリウム 山善

20680 院内製剤原料塩酸 塩酸 小堺

22280 院外限定含嗽用ハチアズレ顆粒 アズレンスルホン酸ナトリウム・炭酸水素ナトリウ
ム

東洋製化=小野

20961 診療科限定希ヨードチンキ「ニッコー」 希ヨードチンキ 日興製薬=ヴィアトリス=日興製薬販売

22901 院外限定強力ポステリザン軟膏2g 大腸菌死菌/ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ マルホ

20266 診療科限定歯科用アンチホルミン 次亜塩素酸ナトリウム 日本歯科

21409 正規採用歯科用ヨード・グリセリン ﾖｳ素/ﾖｳ化ｶﾘｳﾑ/硫酸亜鉛水和物 日本歯科

40400 正規採用消毒用エタノール液IP500ｍＬ エタノール 健栄

21453 正規採用硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」 硝酸イソソルビド 沢井

21460 院内製剤原料硝酸銀「ファイザー」原末 硝酸銀 マイラン=ファイザー

23440 正規採用新レシカルボン坐剤 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム 京都=ゼリア

21492 院内製剤原料・院外限定親水クリーム「ニッコー」 親水クリーム 日興製薬=丸石=健栄=日興製薬販売
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21493 院外限定親水ワセリン 親水ワセリン マイランEPD=ヴィアトリス

23360 正規採用点眼・点鼻用リンデロンＡ液5mL ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ/ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫
酸塩

シオノギファーマ=塩野義

20136 正規採用日点アトロピン点眼液1％5mL アトロピン硫酸塩水和物 ロートニッテン

22113 正規採用尿素クリーム10％「SUN」 尿素 サンファーマ

22115 正規採用尿素クリーム20％「SUN」 尿素 サンファーマ

22270 正規採用白色ワセリン 白色ワセリン 東豊=中北

22279 正規採用白色ワセリン「ｹﾝｴｰ」【ｿﾌﾄ】 白色ワセリン 健栄

22278 正規採用白色ワセリン「ｹﾝｴｰ」【ｿﾌﾄ】(25g/本 ﾁｭｰ
ﾌﾞ)

白色ワセリン 健栄

22395 院内製剤原料氷酢酸「ニッコー」 氷酢酸 日興製薬=丸石=日興製薬販売

23085 正規採用無水エタノール「ﾖｼﾀﾞ」500mL 無水エタノール 吉田製薬

23340 院内製剤原料流動パラフィン 流動パラフィン 健栄
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