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12553 正規採用d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠
6mg「武田テバ」

d-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 武田テバファーマ=武田

13831 診療科限定D-ソルビトール経口液75%「コーワ」 D-ソルビトール 興和

10970 院外限定ＥＰＬカプセル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

11485 正規採用L-ケフレックス顆粒 セファレキシン 共和薬品

11500 院内製剤原料l-メントール「コザカイ・M」 ｌ－メントール 小堺=日興製薬販売=吉田製薬

11416 用時限定ＭＳコンチン錠10mg モルヒネ硫酸塩水和物 シオノギファーマ=塩野義

16201 正規採用ＰＬ配合顆粒1g包 ｻﾘﾁﾙｱﾐﾄﾞ/ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ/無水ｶﾌｪｲﾝ/ﾌﾟﾛﾒﾀ
ｼﾞﾝﾒﾁﾚﾝｼﾞｻﾘﾁﾙ酸塩

シオノギファーマ=塩野義

11312 正規採用ＳＧ配合顆粒 ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ/ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ/ｱﾘﾙｲｿﾌﾟﾛﾋﾟ
ﾙｱｾﾁﾙ尿素/無水ｶﾌｪｲﾝ

シオノギファーマ=塩野義

11301 正規採用ＳＭ配合散 ﾀｶｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ/生薬配合剤 アルフレッサファーマ

10264 院外限定アーチスト錠10mg カルベジロール 第一三共

10267 院外限定アーチスト錠2.5mg カルベジロール 第一三共

10268 院外限定アーチスト錠20mg カルベジロール 第一三共

10301 正規採用アーテン散1％(10mg/g) トリヘキシフェニジル塩酸塩 ファイザー

10300 正規採用アーテン錠2mg トリヘキシフェニジル塩酸塩 ファイザー

10564 院外かつ診療科限定アーリーダ錠60mg アパルタミド ヤンセン

10003 診療科限定アイクルシグ錠15mg ポナチニブ塩酸塩 大塚製薬

10007 診療科限定アイセントレス錠600mg ラルテグラビルカリウム MSD

10010 院外限定アイトロール錠20mg 一硝酸イソソルビド トーアエイヨー

10015 院外限定アイピーディカプセル100mg スプラタストトシル酸塩 大鵬薬品

10052 正規採用アキネトン細粒1％(10mg/g) ビペリデン塩酸塩 住友ファーマ

10050 正規採用アキネトン錠1mg ビペリデン塩酸塩 住友ファーマ

10057 院外限定アキョウ アキョウ

10087 院外限定アクトス錠15mg ピオグリタゾン塩酸塩 武田テバ薬品=武田

10089 院外限定アクトネル錠17.5mg リセドロン酸ナトリウム水和物 EAファーマ=エーザイ

10091 院外限定アクトネル錠75mg リセドロン酸ナトリウム水和物 EAファーマ=エーザイ

10092 院外かつ診療科限定アグリリンカプセル0.5mg アナグレリド塩酸塩水和物 武田

10094 院外かつ診療科限定アコニンサン錠 加工ブシ末 三和生薬=化研生薬

10097 正規採用アコファイド錠100mg アコチアミド塩酸塩水和物 ゼリア

10109 院外限定アサコール錠400mg メサラジン ゼリア

10113 院外限定アザルフィジンＥＮ錠250mg サラゾスルファピリジン あゆみ製薬

10108 正規採用アシクロビル錠200mg「サワイ」 アシクロビル(ACV) 沢井

10116 院外限定アシノン錠150mg ニザチジン ゼリア

10117 院外限定アジルバ錠10mg アジルサルタン 武田

10118 正規採用アジルバ錠20mg アジルサルタン 武田

10119 院外限定アジルバ錠40mg アジルサルタン 武田

10106 正規採用アジレクト錠1mg ラサギリンメシル酸塩 武田

10130 正規採用アストミン錠10mg ジメモルファンリン酸塩 オーファンパシフィック

10181 正規採用アスパラＣＡ錠200mg L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ水和物 ニプロES

10192 正規採用アスパラカリウム錠300mg（1.8mEq/錠） Ｌ－アスパラギン酸カリウム ニプロES

10170 正規採用アスパラ配合錠（K：0.44mEq/錠） L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ/ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 田辺三菱=ニプロES

10205 院外限定アスペノンカプセル10mg アプリンジン塩酸塩 バイエル

10206 診療科限定アスペノンカプセル20mg アプリンジン塩酸塩 バイエル

10212 正規採用アスベリンシロップ0.5％(5mg/mL) チペピジンヒベンズ酸塩 ニプロES

10211 院外限定アスベリン散10％(１00mg/g) チペピジンヒベンズ酸塩 ニプロES

10210 正規採用アスベリン錠20mg チペピジンヒベンズ酸塩 ニプロES

10219 正規採用アセチルシステイン内用液17.6％「あゆ
み」

アセチルシステイン あゆみ製薬

10224 院外限定アゼプチン錠1mg アゼラスチン塩酸塩 エーザイ
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10228 正規採用アゼルニジピン錠16mg「NP」 アゼルニジピン ニプロ

10235 正規採用アゾセミド錠60mg「DSEP」 アゾセミド 第一三共エスファ

10230 院外限定アダプチノール錠5mg ヘレニエン バイエル

10254 院外限定アダラートＣＲ錠10mg ニフェジピン バイエル

10255 院外限定アダラートＣＲ錠20mg ニフェジピン バイエル

10256 院外限定アダラートＣＲ錠40mg ニフェジピン バイエル

10250 正規採用アタラックス-Ｐカプセル25mg ヒドロキシジンパモ酸塩 ファイザー

10270 院外限定アテディオ配合錠 バルサルタン/シルニジピン EAファーマ=持田

10302 正規採用アテノロール錠25mg「トーワ」 アテノロール 東和薬品

10271 正規採用アデホスコーワ顆粒10％(100mg/g) ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ水和物 興和

10272 正規採用アデホス腸溶錠20mg ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ水和物 興和=日医工

10287 診療科限定アデムパス錠0.5mg リオシグアト バイエル

10288 診療科限定アデムパス錠1.0mg リオシグアト バイエル

10289 診療科限定アデムパス錠2.5mg リオシグアト バイエル

10276 院外限定アテレック錠10mg シルニジピン EAファーマ=持田

10277 院外限定アテレック錠20mg シルニジピン EAファーマ=持田

10275 院外限定アテレック錠5mg シルニジピン EAファーマ=持田

10319 院外限定アトーゼット配合錠HD ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ/ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和物 オルガノン=バイエル=MSD

10318 院外限定アトーゼット配合錠LD ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ/ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和物 オルガノン=バイエル=MSD

10305 正規採用アドシルカ錠20mg タダラフィル 日本新薬

10320 正規採用アドソルビン原末 天然ケイ酸アルミニウム アルフレッサファーマ

10333 院外限定アドナ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ ニプロES

10353 正規採用アトルバスタチン錠10mg「NP」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ニプロ

10352 正規採用アトルバスタチン錠5mg「NP」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ニプロ

10391 院外限定アナフラニール錠10mg クロミプラミン塩酸塩 アルフレッサファーマ

10395 正規採用アナフラニール錠25mg クロミプラミン塩酸塩 アルフレッサファーマ

10401 院外限定アバプロ錠200mg イルベサルタン 住友ファーマ

10436 診療科限定アフィニトール錠5mg エベロリムス ノバルティス

10441 正規採用アブストラル舌下錠100µg フェンタニルクエン酸塩 協和キリン=久光

10442 用時限定アブストラル舌下錠200µg フェンタニルクエン酸塩 協和キリン=久光

10460 院外限定・院内診療科限
定

アプレゾリン錠50mg ヒドララジン塩酸塩 サンファーマ

10465 正規採用アプレピタントカプセル125mg「NK」 アプレピタント 日本化薬

10464 正規採用アプレピタントカプセル80mg「NK」 アプレピタント 日本化薬

10471 正規採用アベロックス錠400mg ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩(MFLX) バイエル

10486 正規採用アボルブカプセル0.5mg デュタステリド GSK

10483 院外限定アマージ錠2.5mg ナラトリプタン塩酸塩 GSK

10484 院外限定アマリール錠0.5mg グリメピリド サノフィ

10487 院外限定アマリール錠1mg グリメピリド サノフィ

10488 院外限定アマリール錠3mg グリメピリド サノフィ

10493 正規採用アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」 アマンタジン塩酸塩 沢井

10489 正規採用アマンタジン塩酸塩錠50mg「ｻﾜｲ」 アマンタジン塩酸塩 沢井

10492 正規採用アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 アミオダロン塩酸塩 トーアエイヨー

10491 院外限定アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 アミオダロン塩酸塩 トーアエイヨー

10514 正規採用アミティーザカプセル12µg ルビプロストン ヴィアトリス

10515 正規採用アミティーザカプセル24µg ルビプロストン ヴィアトリス

10524 正規採用アミノレバンEN配合散50g/包（コーヒー
味）

肝不全用成分栄養剤 大塚製薬

10523 正規採用アミノレバンEN配合散50g/包（フルーツ
味）

肝不全用成分栄養剤 大塚製薬
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10533 正規採用アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 アムロジピンベシル酸塩 東和薬品

10534 正規採用アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 アムロジピンベシル酸塩 東和薬品

10536 院外限定アムロジンOD錠5mg アムロジピンベシル酸塩 住友ファーマ

10539 正規採用アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワ
イ」

アメジニウムメチル硫酸塩 沢井

10541 院外限定アメナリーフ錠200mg アメナメビル マルホ

10545 正規採用アモキサンカプセル25mg アモキサピン ファイザー

10548 正規採用アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物(AMPC) 東和薬品

10547 院外限定アモバン錠7.5mg ゾピクロン サノフィ=日医工

10551 診療科限定アラグリオ顆粒剤分包1.5g アミノレブリン酸塩酸塩 SBI=日本化薬

10554 診療科限定アラベル内用剤(1.5g/瓶) アミノレブリン酸塩酸塩 ノーベル

10559 院外限定アリセプトＤ錠10mg ドネペジル塩酸塩 エーザイ

10557 院外限定アリセプトＤ錠3mg ドネペジル塩酸塩 エーザイ

10558 院外限定アリセプトＤ錠5mg ドネペジル塩酸塩 エーザイ

10560 院外限定アリナミンＦ糖衣錠25mg フルスルチアミン 武田テバ薬品=武田

10570 診療科限定アリミデックス錠1mg アナストロゾール アストラゼネカ

10580 正規採用アルギＵ配合顆粒 L-ｱﾙｷﾞﾆﾝ塩酸塩/L-ｱﾙｷﾞﾆﾝ EAファーマ

10590 院外かつ診療科限定アルケラン錠2mg メルファラン サンドファーマ=サンド

10602 正規採用アルサルミン細粒90％（900mg/g) スクラルファート 富士化学=日医工

10611 正規採用アルダクトンＡ細粒10％(100mg/g) スピロノラクトン ファイザー

10612 院外限定アルダクトンＡ錠25mg スピロノラクトン ファイザー

10613 院外限定アルタットカプセル75mg ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 あすか製薬=武田

10621 正規採用アルドメット錠250mg メチルドパ ミノファーゲン

10633 正規採用アルファカルシドールカプセル0.25µg「ﾄｰ
ﾜ」

アルファカルシドール 東和薬品

10634 正規採用アルファカルシドールカプセル1µg「トーワ」 アルファカルシドール 東和薬品

10635 院外限定アルファロールカプセル0.25µg アルファカルシドール 中外

10636 院外限定アルファロールカプセル1µg アルファカルシドール 中外

10638 正規採用アルファロール内用液0.5µg/mL(10mL/
本)

アルファカルシドール 中外

10642 正規採用アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 アルプラゾラム メディサ=沢井

10671 正規採用アルロイドG内用液5％(600mL/本) アルギン酸ナトリウム カイゲンファーマ

10673 院外限定アレグラ錠30mg フェキソフェナジン塩酸塩 サノフィ

10679 院外限定アレグラ錠60mg フェキソフェナジン塩酸塩 サノフィ

10681 正規採用アレジオンドライシロップ1％(10mg/g) エピナスチン塩酸塩 日本ベーリンガー

10677 正規採用アレジオン錠10mg エピナスチン塩酸塩 日本ベーリンガー

10678 院外限定アレジオン錠20mg エピナスチン塩酸塩 日本ベーリンガー

10688 診療科限定アレセンサカプセル150mg アレクチニブ塩酸塩 中外

10692 正規採用アレビアチン散10％(100mg/g) フェニトイン(PHT) 住友ファーマ

10699 院外限定アレロックOD錠5ｍｇ オロパタジン塩酸塩 協和キリン

10697 院外限定アレロック顆粒0.5％（5mg/g) オロパタジン塩酸塩 協和キリン

10704 正規採用アレンドロン酸錠5mg「トーワ」 アレンドロン酸ナトリウム水和物 東和薬品

10703 院外限定アローゼン顆粒ＳＰ1g包 センナ・センナ実 サンファーマ

10646 院外限定アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 アロチノロール塩酸塩 住友ファーマ

10647 正規採用アロチノロール塩酸塩錠5mg「サワイ」 アロチノロール塩酸塩 沢井

10725 正規採用アロプリノール錠100mg「ケミファ」 アロプリノール ケミファ

10727 診療科限定アロマシン錠25mg エキセメスタン ファイザー

10808 正規採用アンプラーグ錠100mg サルポグレラート塩酸塩 田辺三菱

10812 診療科限定アンブリセンタン錠2.5mg「サワイ」 アンブリセンタン 沢井

10815 正規採用アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「タ
カタ」

アンブロキソール塩酸塩 高田
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10813 正規採用アンブロキソール塩酸塩ｼﾛｯﾌﾟ小児用
0.3％(3mg/mL)「ﾄｰﾜ」

アンブロキソール塩酸塩 東和薬品

10814 正規採用アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 アンブロキソール塩酸塩 東和薬品

10864 正規採用イーケプラﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ50％(500mg/g) レベチラセタム UCB

10862 正規採用イーケプラ錠250mg レベチラセタム UCB

10863 正規採用イーケプラ錠500mg レベチラセタム UCB

10858 正規採用イグザレルトOD錠10mg リバーロキサバン バイエル

10859 正規採用イグザレルトOD錠15mg リバーロキサバン バイエル

10856 正規採用イグザレルト錠2.5mg リバーロキサバン バイエル

10872 診療科限定イクスタンジ錠40mg エンザルタミド アステラス

10873 診療科限定イクスタンジ錠80mg エンザルタミド アステラス

10855 正規採用イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg
「日医工」

イコサペント酸エチル 日医工

10870 院外限定イスコチン原末 イソニアジド(INH) アルフレッサファーマ

10871 正規採用イスコチン錠100mg イソニアジド(INH) アルフレッサファーマ

10875 院外かつ診療科限定イスツリサ錠1mg オシロドロスタットリン酸塩 レコルダティ

10894 院外限定イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医
工」

イソソルビド 三和化学=エルメッド=日医工

10895 正規採用イソソルビド内用液70％「CEO」 イソソルビド セオリア=武田

10900 院外限定イソバイドシロップ70％（700mg/mL） イソソルビド 興和=日本新薬

10901 院外限定イソバイドシロップ70％分包30mL イソソルビド 興和=日本新薬

10916 院外限定イソプリノシン錠400mg イノシンプラノベクス 持田

10941 正規採用イトプリド塩酸塩錠50mg「トーワ」 イトプリド塩酸塩 東和薬品

10938 正規採用イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 イトラコナゾール 沢井=ケミファ

10936 院外限定イトリゾールカプセル50mg イトラコナゾール ヤンセン

10937 正規採用イトリゾール内用液1％（10ｍg/mL） イトラコナゾール ヤンセン

10945 院外限定イニシンク配合錠 ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ安息香酸塩/ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩 武田

10955 院外限定イノベロン錠100mg ルフィナミド エーザイ

10956 院外限定イノベロン錠200mg ルフィナミド エーザイ

10958 正規採用イノラス配合経腸用液 経腸成分栄養剤(1.6Kcal/mL) EN大塚=大塚工場=大塚製薬

10975 正規採用イフェクサーSRカプセル37.5mg ベンラファキシン塩酸塩 ヴィアトリス

10976 正規採用イフェクサーSRカプセル75mg ベンラファキシン塩酸塩 ヴィアトリス

10966 正規採用イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」 イフェンプロジル酒石酸塩 東和薬品

10985 正規採用イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 イブプロフェン 武田テバファーマ=武田

10984 院外かつ診療科限定イブランス錠125mg パルボシクリブ ファイザー

10983 院外かつ診療科限定イブランス錠25mg パルボシクリブ ファイザー

10993 診療科限定イマチニブ錠100mg「NK」 イマチニブメシル酸塩 日本化薬

10995 正規採用イミグラン錠50mg スマトリプタンコハク酸塩 GSK

10991 正規採用イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「トーワ」 イミダプリル塩酸塩 東和薬品

10992 正規採用イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」 イミダプリル塩酸塩 東和薬品

10997 診療科限定イムセラカプセル0.5mg フィンゴリモド塩酸塩 田辺三菱

10998 院外かつ診療科限定イムブルビカカプセル140mg イブルチニブ ヤンセン

11000 正規採用イムラン錠50mg アザチオプリン サンドファーマ=サンド

11011 診療科限定イリボーOD錠2.5µg ラモセトロン塩酸塩 アステラス

11012 診療科限定イリボーOD錠5µg ラモセトロン塩酸塩 アステラス

11022 院外限定イルアミクス配合錠HD「DSPB」 ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩 住友ファーマプロモ=住友ファーマ

11021 院外限定イルアミクス配合錠LD「DSPB」 ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩 住友ファーマプロモ=住友ファーマ

11016 院外限定イルトラ配合錠HD ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ/ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ シオノギファーマ=塩野義

11015 院外限定イルトラ配合錠LD ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ/ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ シオノギファーマ=塩野義

11025 正規採用イルベサルタン錠100mg「DSPB」 イルベサルタン 住友ファーマプロモ=住友ファーマ
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11033 正規採用インヴェガ錠3mg パリペリドン ヤンセン

11031 正規採用インクレミンシロップ5％(50ｍg/mL) 溶性ピロリン酸第二鉄 アルフレッサファーマ

11081 院外限定インチュニブ錠1mg グアンファシン塩酸塩 塩野義

11082 院外限定インチュニブ錠3mg グアンファシン塩酸塩 塩野義

11079 院外限定インチンコウ インチンコウ

11101 正規採用インデラル錠10mg プロプラノロール塩酸塩 太陽ファルマ

11115 院外限定インフリ－カプセル100mg インドメタシンファルネシル エーザイ

11134 診療科限定インライタ錠1mg アキシチニブ ファイザー

11135 診療科限定インライタ錠5mg アキシチニブ ファイザー

11127 院外かつ診療科限定ヴァイトラックビカプセル100mg ﾗﾛﾄﾚｸﾁﾆﾌﾞ硫酸塩 バイエル

11126 院外かつ診療科限定ヴァイトラックビカプセル25mg ﾗﾛﾄﾚｸﾁﾆﾌﾞ硫酸塩 バイエル

11138 診療科限定ヴァンフリタ錠17.7mg キザルチニブ塩酸塩 第一三共

11139 診療科限定ヴァンフリタ錠26.5mg キザルチニブ塩酸塩 第一三共

11158 正規採用ウインタミン細粒10％(100mg/g) クロルプロマジン塩酸塩 共和薬品

11164 診療科限定ヴォトリエント錠200mg パゾパニブ塩酸塩 ノバルティス

11165 院外かつ診療科限定ヴォリブリス錠2.5mg アンブリセンタン GSK

11173 院外限定ウコン ウコン

11178 診療科限定ウプトラビ錠0.2mg セレキシパグ 日本新薬

11179 診療科限定ウプトラビ錠0.4mg セレキシパグ 日本新薬

11180 正規採用ウブレチド錠5mg ジスチグミン臭化物 鳥居

11181 院外限定ウヤク ウヤク

11183 院外限定ウラリット-Ｕ配合散(1g/包) ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ/ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ ケミファ

11186 院外限定ウリトスOD錠0.1mg イミダフェナシン 杏林

11185 院外限定ウルグートカプセル200mg ベネキサート塩酸塩ベータデクス 共和薬品

11203 正規採用ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 ウルソデスオキシコール酸 東和薬品

11202 院外限定ウルソ錠100mg ウルソデスオキシコール酸 田辺三菱

11190 正規採用ウルソ顆粒5％(50mg/g) ウルソデスオキシコール酸 田辺三菱

11187 正規採用ウロアシス配合散 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 日医工

11313 院外限定エースコール錠2mg テモカプリル塩酸塩 アルフレッサファーマ

11314 院外限定エースコール錠4mg テモカプリル塩酸塩 アルフレッサファーマ

11260 院外限定エカード配合錠ＨＤ ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ/ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 武田テバ薬品=武田

11259 院外限定エカード配合錠ＬＤ ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ/ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 武田テバ薬品=武田

11262 正規採用エクア錠50mg ビルダグリプチン ノバルティス=住友ファーマ

11269 正規採用エクセグラン散20％(200mg/g) ゾニサミド(ZNS) 住友ファーマ

11268 正規採用エクセグラン錠100mg ゾニサミド(ZNS) 住友ファーマ

11272 正規採用エクセラーゼ配合錠 膵臓性消化酵素配合剤 MeijiSeika

11266 院外かつ診療科限定エクフィナ錠50mg サフィナミドメシル酸塩錠 エーザイ

11276 院外限定エクメット配合錠HD ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ/ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩 ノバルティス=住友ファーマ

11275 院外限定エクメット配合錠LD ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ/ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩 ノバルティス=住友ファーマ

11286 院外かつ診療科限定エザルミア錠100mg バレメトスタット 第一三共

11285 院外かつ診療科限定エザルミア錠50mg バレメトスタット 第一三共

11302 診療科限定エジュラント錠25mg リルピビリン塩酸塩 ヤンセン

11317 正規採用エスタゾラム錠2mg「アメル」 エスタゾラム 共和薬品=日医工

11316 院外かつ診療科限定エストラサイトカプセル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

11320 院外限定エストリール錠1mg エストリオール 持田

11325 診療科限定エスワンタイホウ配合OD錠T20 ﾃｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾒﾗｼﾙ/ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ 岡山大鵬

11326 診療科限定エスワンタイホウ配合OD錠T25 ﾃｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾒﾗｼﾙ/ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ 岡山大鵬

11331 正規採用エゼチミブOD錠10mg「トーワ」 エゼチミブ 東和薬品

11333 正規採用エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 エチゾラム 東和薬品
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11278 院外限定エックスフォージ配合OD錠 ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩 ノバルティス

11338 院外限定エディロールカプセル0.5µg エルデカルシトール 中外

11336 院外限定エディロールカプセル0.75µg エルデカルシトール 中外

11341 診療科限定エドルミズ錠50mg アナモレリン塩酸塩 小野

11343 正規採用エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」 エナラプリルマレイン酸塩 東和薬品

11344 正規採用エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 エナラプリルマレイン酸塩 東和薬品

11346 院外かつ診療科限定エナロイ錠2mg エナロデュスタット 日本たばこ=鳥居

11347 院外かつ診療科限定エナロイ錠4mg エナロデュスタット 日本たばこ=鳥居

11348 院外限定・院内診療科限
定

エネーボ配合経腸用液(250mL/本) 経腸成分栄養剤(1.2Kcal/mL) アボット

11353 院外限定エバステルOD錠10mg エバスチン 住友ファーマ=MeijiSeika

11354 正規採用エパデールEMカプセル2g イコサペント酸エチル 持田

11358 院外限定エパデールＳ(900mg/包) イコサペント酸エチル 持田

11362 正規採用エパルレスタット錠50mg「DSEP」 エパルレスタット 第一三共エスファ

11365 正規採用エビスタ錠60mg ラロキシフェン塩酸塩 リリー

11370 正規採用エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」 エピナスチン塩酸塩 日本薬工=ケミファ

11379 正規採用エビプロスタット配合錠ＤＢ ｵｵｳﾒｶﾞｻｿｳｴｷｽ/ｽｷﾞﾅｴｷｽ/ﾊｺﾔﾅｷﾞｴｷｽ
/ｾｲﾖｳｵｷﾅｸﾞｻｴｷｽ/精製小麦胚芽油

日本新薬

11381 正規採用エビリファイ錠3mg アリピプラゾール 大塚製薬

11382 診療科限定エビリファイ錠6mg アリピプラゾール 大塚製薬

11386 院外かつ診療科限定エビリファイ内用液0.1％(1mL/本) アリピプラゾール 大塚製薬

11385 正規採用エビリファイ内用液0.1％(3mL/本) アリピプラゾール 大塚製薬

11383 院外限定エピレオプチマル散50％(500mg/g) エトスクシミド(ESM) エーザイ

11391 正規採用エフィエントOD錠20mg プラスグレル塩酸塩錠 第一三共

11392 正規採用エフィエント錠2.5mg プラスグレル塩酸塩錠 第一三共

11387 正規採用エフィエント錠3.75mg プラスグレル塩酸塩 第一三共

11400 正規採用エブトール錠125mg エタンブトール塩酸塩(EB) 科研

11404 正規採用エフピーOD錠2.5mg セレギリン塩酸塩 エフピー

11398 院外限定エフメノカプセル100mg ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ 富士製薬

11405 正規採用エブランチルカプセル30mg ウラピジル 科研=三和化学

11402 院外限定エブリスディドライシロップ60mg ﾘｽｼﾞﾌﾟﾗﾑ 中外

11408 正規採用エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 エペリゾン塩酸塩 東和薬品

11407 正規採用エベレンゾ錠20mg ロキサデュスタット アステラス

11409 正規採用エベレンゾ錠50mg ロキサデュスタット アステラス

11435 正規採用エリキュース錠2.5mg アピキサバン BMS=ファイザー

11436 正規採用エリキュース錠5mg アピキサバン BMS=ファイザー

11461 正規採用エリスロシンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟＷ20％(200mg/g) ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙ(EM) マイランEPD

11462 正規採用エリスロシン錠100mg ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｽﾃｱﾘﾝ酸塩(EM) マイランEPD

11468 診療科限定エルカルチンFF錠100mg レボカルニチン 大塚製薬

11469 正規採用エルカルチンFF錠250mg レボカルニチン 大塚製薬

11477 院外かつ診療科限定エルカルチンFF内用液10％分包10mL レボカルニチン 大塚製薬

11471 診療科限定エルカルチンFF内用液100mg/ｍL レボカルニチン塩化物 大塚製薬

11478 正規採用エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワ
イ」

エルデカルシトール 沢井

11507 正規採用エレンタールＰ乳幼児用内用(40g/包) 小児用経腸成分栄養剤 EAファーマ

11505 正規採用エレンタール配合内服剤(80g/包) 経腸成分栄養剤 EAファーマ

11506 院外限定エレンタール配合内服剤80gプラスチック
容器

経腸成分栄養剤 EAファーマ

11554 院外限定エンゴサク エンゴサク

11606 正規採用エンシュア・Ｈ(250mL/本) 経腸成分栄養剤(1.5Kcal/mL) アボット

11611 正規採用エンテカビル錠0.5mg「EE」 エンテカビル シオノ=エルメッド=日医工
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11630 診療科限定エンドキサン錠50mg シクロホスファミド 塩野義

11664 正規採用エンレスト錠100mg ｻｸﾋﾞﾄﾘﾙﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ ノバルティス

11665 正規採用エンレスト錠200mg ｻｸﾋﾞﾄﾘﾙﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ ノバルティス

11663 診療科限定エンレスト錠50mg ｻｸﾋﾞﾄﾘﾙﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ ノバルティス

11710 院外限定オイグルコン錠2.5mg グリベンクラミド 太陽ファルマ

11661 院外限定オウギ オウギ

11671 院外限定オウゴン オウゴン

11681 院外限定オウバク オウバク

11691 院外限定オウレン オウレン

11725 正規採用オーグメンチン配合錠250ＲＳ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物/ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸ｶﾘｳﾑ GSK

11703 院外限定オキサトミドDS小児用2％「サワイ」  オキサトミド 沢井

11700 院外限定オキサトミド錠30mg「サワイ」  オキサトミド 沢井

11694 正規採用オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」 オキシコドン塩酸塩 第一三共プロファーマ=第一三共

11695 正規採用オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」 オキシコドン塩酸塩 第一三共プロファーマ=第一三共

11696 正規採用オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」 オキシコドン塩酸塩 第一三共プロファーマ=第一三共

11693 正規採用オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 オキシコドン塩酸塩 第一三共プロファーマ=第一三共

11748 用時限定オキシコンチンTR錠10mg オキシコドン塩酸塩 シオノギファーマ=塩野義

11749 用時限定オキシコンチンTR錠20mg オキシコドン塩酸塩 シオノギファーマ=塩野義

11750 院外限定オキシコンチンTR錠40mg オキシコドン塩酸塩 シオノギファーマ=塩野義

11747 用時限定オキシコンチンTR錠5mg オキシコドン塩酸塩 シオノギファーマ=塩野義

11721 院外限定オキシブチニン塩酸塩錠2mg「トーワ」 オキシブチニン塩酸塩 東和薬品

11709 正規採用オキノーム散10mg/1g包 オキシコドン塩酸塩水和物 シオノギファーマ=塩野義

11705 正規採用オキノーム散2.5mg/0.5g包 オキシコドン塩酸塩水和物 シオノギファーマ=塩野義

11708 用時限定オキノーム散20mg/1g包 オキシコドン塩酸塩水和物 シオノギファーマ=塩野義

11706 正規採用オキノーム散5mg/1g包 オキシコドン塩酸塩水和物 シオノギファーマ=塩野義

11720 院外限定オクソラレン錠10mg メトキサレン 大正製薬

11730 院外限定オスポロット錠200ｍg スルチアム(ST) 共和薬品

11736 正規採用オゼックス細粒小児用15％(150mg/g) ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩水和物(TFLX) 富士フイルム富山化学

11733 正規採用オセルタミビルDS3％「サワイ」  オセルタミビルリン酸塩 沢井

11732 正規採用オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」  オセルタミビルリン酸塩 沢井

11743 院外かつ診療科限定オダイン錠125mg フルタミド 日本化薬

11741 院外かつ診療科限定オテズラ錠10mg アプレミラスト アムジェン

11742 院外かつ診療科限定オテズラ錠20mg アプレミラスト アムジェン

11744 診療科限定オテズラ錠30mg アプレミラスト アムジェン

11755 院外限定オノンカプセル112.5ｍg プランルカスト水和物 小野

11756 院外限定オノンドライシロップ10％(100mg/g) プランルカスト水和物 小野

11758 診療科限定オフェブカプセル100mg ニンテダニブエタンスルホン酸塩 日本ベーリンガー

11759 診療科限定オフェブカプセル150mg ニンテダニブエタンスルホン酸塩 日本ベーリンガー

11761 診療科限定オプスミット錠10mg マシテンタン ヤンセン

11763 院外限定オプソ内服液10mg(5mL/包) モルヒネ塩酸塩水和物 住友ファーマ

11762 正規採用オプソ内服液5mg(2.5mL/包) モルヒネ塩酸塩水和物 住友ファーマ

11776 正規採用オペプリムカプセル500mg ミトタン ヤクルト

11765 院外限定オメプラゾン錠10mg オメプラゾール 田辺三菱

11772 院外かつ診療科限定オラペネム小児用細粒10％(100mg/g) ﾃﾋﾞﾍﾟﾈﾑ ﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ(TBPM-PI) MeijiSeika

11768 正規採用オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」 オランザピン 東和薬品

11769 正規採用オランザピンOD錠5mg「トーワ」 オランザピン 東和薬品

11795 正規採用オルケディア錠1mg エボカルセト 協和キリン

11796 正規採用オルケディア錠2mg エボカルセト 協和キリン

11801 院外かつ診療科限定オルミエント錠2mg バリシチニブ リリー
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11802 院外かつ診療科限定オルミエント錠4mg バリシチニブ リリー

11793 正規採用オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 オルメサルタンメドキソミル 第一三共エスファ

11791 正規採用オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」 オルメサルタンメドキソミル 第一三共エスファ

11786 院外限定オルメテックOD錠10mg オルメサルタンメドキソミル 第一三共

11787 院外限定オルメテックOD錠20mg オルメサルタンメドキソミル 第一三共

11788 院外限定オルメテックOD錠40mg オルメサルタンメドキソミル 第一三共

11789 院外限定オルメテックOD錠5mg オルメサルタン　メドキソミル 第一三共

11828 正規採用オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 オロパタジン塩酸塩 東和薬品

11835 院外限定オングリザ錠2.5mg サキサグリプチン水和物 協和キリン

11785 院外限定オンジ オンジ

11840 院外限定オンジェンティス錠25mg オピカポン 小野

11851 院外限定カイトリル細粒0.4％(2mg/0.5g包) グラニセトロン塩酸塩 太陽ファルマ

11850 正規採用カイトリル錠1mg グラニセトロン塩酸塩 太陽ファルマ

11855 院外限定カイロック細粒40% シメチジン 藤本

11911 院外限定ガジュツ ガジュツ

11922 院外限定ガスコンドロップ内用液2％(20mg/mL) ジメチコン キッセイ

11920 院外限定ガスコン錠40mg ジメチコン キッセイ

11927 院外限定ガスター散2％(10mg/0.5g包) ファモチジン LTL

11945 院外限定ガストローム顆粒1.5g/包 エカベトナトリウム水和物 田辺三菱

11930 正規採用ガストログラフイン経口・注腸用100mL ｱﾐﾄﾞﾄﾘｿﾞ酸ﾅﾄﾘｳﾑﾒｸﾞﾙﾐﾝ バイエル

11952 正規採用ガスモチン散1％ モサプリドクエン酸塩水和物 住友ファーマ

11953 正規採用ガスロンＮ錠4mg イルソグラジンマレイン酸塩 日本新薬

11949 診療科限定カソデックスOD錠80mg ビカルタミド アストラゼネカ

11960 正規採用カタプレス錠75µg クロニジン塩酸塩 MP

11966 正規採用カチーフN散1％(10mg/g) フィトナジオン（ビタミンK1） 武田

11916 院外限定カッコン カッコン

11917 院外限定カッセキ カッセキ

11968 院外限定カデュエット配合錠1番 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩/ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水
和物

ヴィアトリス

11972 院外限定カデュエット配合錠2番 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩/ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水
和物

ヴィアトリス

11973 院外限定カデュエット配合錠3番 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩/ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水
和物

ヴィアトリス

11974 院外限定カデュエット配合錠4番 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩/ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水
和物

ヴィアトリス

11977 正規採用カナグル錠100mg カナグリフロジン水和物 田辺三菱

11967 院外限定ガナトン錠50mg イトプリド塩酸塩 マイランEPD

11969 正規採用カナマイシンカプセル250mg「明治」 カナマイシン一硫酸塩(KM) MeijiSeika

11979 院外限定カナリア配合錠 ﾃﾈﾘｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ/ｶﾅｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ 田辺三菱=第一三共

11975 正規採用カバサール錠0.25mg カベルゴリン ファイザー

11976 正規採用カバサール錠1.0mg カベルゴリン ファイザー

11981 正規採用ガバペン錠200mg ガバペンチン(GBP) 富士製薬

11982 院外限定ガバペン錠300mg ガバペンチン(GBP) 富士製薬

11983 院外限定ガバペン錠400mg ガバペンチン(GBP) 富士製薬

12025 院外限定・院内診療科限
定

カプトリル錠12.5mg カプトプリル アルフレッサファーマ

12029 院外かつ診療科限定カプレルサ錠100mg バンデタニブ サノフィ

11985 診療科限定カペシタビン錠300mg「トーワ」 カペシタビン 東和薬品

12005 診療科限定カボメティクス錠20mg カボザンチニブリンゴ酸塩 武田

12006 診療科限定カボメティクス錠60mg カボザンチニブリンゴ酸塩 武田

12036 正規採用カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 カモスタットメシル酸塩 日医工

12039 院外かつ診療科限定ガラフォルドカプセル123mg ミガーラスタット塩酸塩 アミカス
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12062 院外かつ診療科限定カリメートＤＳ92.59％（5.4g/包) ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 興和

12063 正規採用カリメート経口液20％（25g/包） ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 興和

12069 院外かつ診療科限定カルケンスカプセル100mg アカラブルチニブ アストラゼネカ

12088 院外限定カルデナリンOD錠4mg ドキサゾシンメシル酸塩 ヴィアトリス

12086 院外限定カルデナリン錠2mg ドキサゾシンメシル酸塩 ヴィアトリス

12092 正規採用カルナクリン錠50ＩＵ カリジノゲナーゼ 三和化学

12103 正規採用カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トー
ワ」

ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 東和薬品

12121 院外限定カルブロック錠16mg アゼルニジピン 第一三共

12109 正規採用カルベジロール錠10mg「トーワ」 カルベジロール 東和薬品

12108 正規採用カルベジロール錠2.5mg「トーワ」 カルベジロール 東和薬品

12113 正規採用カルボシステインDS50％「ﾄｰﾜ」
(500mg/g)

L-カルボシステイン 東和薬品

12117 正規採用カルボシステインシロップ小児用5％「ﾄｰﾜ」 L-カルボシステイン 東和薬品

12114 正規採用カルボシステイン錠500mg「ﾄｰﾜ」 L-カルボシステイン 東和薬品

12126 院外かつ診療科限定カログラ錠120mg カロテグラストメチル EAファーマ=キッセイ

12133 院外限定カロコン カロコン

12146 正規採用カロナール細粒20％(200ｍg/g) アセトアミノフェン あゆみ製薬

12147 正規採用カロナール錠200ｍg アセトアミノフェン あゆみ製薬

12144 正規採用カロナール錠500mg アセトアミノフェン あゆみ製薬

12135 院外限定カンゾウ カンゾウ

12152 正規採用カンデサルタンOD錠4mg「トーワ」 カンデサルタン シレキセチル 東和薬品

12153 正規採用カンデサルタンOD錠8mg「トーワ」 カンデサルタン シレキセチル 東和薬品

12236 院外限定キキョウ キキョウ

12237 院外限定キクカ キクカ

12238 院外限定キジツ キジツ

12240 正規採用キシロカインビスカス2％100mL リドカイン塩酸塩 サンドファーマ=サンド

12241 院外限定キックリンカプセル250mg ビキサロマー アステラス

12242 院外かつ診療科限定キックリン顆粒86.2％ ビキサロマー アステラス

12245 院外限定キネダック錠50mg エパルレスタット アルフレッサファーマ

12253 院外限定キプレス錠5mg モンテルカスト 杏林

12284 正規採用キャブピリン配合錠 ｱｽﾋﾟﾘﾝ/ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝ 武田

12281 院外限定キョウカツ キョウカツ

12282 院外限定キョウニン キョウニン

12283 院外限定キンギンカ キンギンカ

12312 正規採用クアゼパム錠15mg「サワイ」 クアゼパム 沢井

12323 正規採用グーフィス錠5mg エロビキシバット水和物 EAファーマ=持田

12316 院外限定クエストラン粉末44.4％ コレスチラミン サノフィ

12309 正規採用クエチアピン錠100㎎「明治」 クエチアピンフマル酸塩 MeijiSeika

12307 正規採用クエチアピン錠12.5mg「明治」 クエチアピンフマル酸塩 MeijiSeika

12308 正規採用クエチアピン錠25㎎「明治」 クエチアピンフマル酸塩 MeijiSeika

12322 正規採用クエン酸第一鉄Na錠50mg「ｻﾜｲ」 クエン酸第一鉄ナトリウム 沢井

12326 院外限定クコシ クコシ

12324 院外限定グラクティブ錠100mg シタグリプチンリン酸塩水和物 小野

12339 院外限定グラクティブ錠25mg シタグリプチンリン酸塩水和物 小野

12357 院外限定グラクティブ錠50mg シタグリプチンリン酸塩水和物 小野

12344 正規採用グラケーカプセル15mg メナテトレノン（ビタミンK2） エーザイ

12341 正規採用グラセプターカプセル0.5mg タクロリムス水和物 アステラス

12342 正規採用グラセプターカプセル1mg タクロリムス水和物 アステラス

12343 院外限定グラセプターカプセル5mg タクロリムス水和物 アステラス
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12355 院外限定クラビット錠250ｍg ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物(LVFX) 第一三共

12356 院外限定クラビット錠500ｍg ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物(LVFX) 第一三共

12362 院外限定グラマリール錠25mg チアプリド塩酸塩 日医工

12373 正規採用ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ10％小児用「ﾀｲ
ﾖｰ」(100mg/g)

クラリスロマイシン(CAM) 武田テバファーマ=武田

12374 正規採用クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 クラリスロマイシン(CAM) 沢井

12369 正規採用クラリス錠50mg小児用 クラリスロマイシン(CAM) 大正製薬

12361 院外限定クラリチンドライシロップ1％(10mg/g) ロラタジン バイエル=塩野義

12364 院外限定クラリチンレディタブ錠10mg ロラタジン バイエル=塩野義

12367 院外限定グランダキシン錠50mg トフィソパム 持田

12375 正規採用クリアナール錠200mg フドステイン 田辺三菱

12380 院外限定クリアミン配合錠Ａ1.0 ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ/ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ酒石酸塩/無水
ｶﾌｪｲﾝ

日医工

12401 正規採用グリチロン配合錠 グリチルリチン製剤 ミノファーゲン=EAファーマ

12431 正規採用グリベンクラミド錠1.25mg「サワイ」 グリベンクラミド 沢井

12436 正規採用グリミクロンHA錠20mg グリクラジド 住友ファーマ

12435 院外限定グリミクロン錠40mg グリクラジド 住友ファーマ

12434 正規採用グリメピリド錠0.5mg「三和」 グリメピリド 三和化学

12439 正規採用グリメピリド錠1mg「三和」 グリメピリド 三和化学

12461 正規採用グルコンサンＫ細粒4mEq/g グルコン酸カリウム サンファーマ

12460 正規採用グルコンサンK錠5mEq グルコン酸カリウム サンファーマ

12486 院外限定グルファストOD錠10mg ミチグリニドカルシウム水和物 キッセイ

12488 院外限定グルベス配合OD錠 ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞｶﾙｼｳﾑ水和物/ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ キッセイ

12519 正規採用グレースビット錠50ｍg ｼﾀﾌﾛｷｻｼﾝ水和物(STFX) 第一三共

12531 院外限定クレストールOD錠2.5mg ロスバスタチンカルシウム アストラゼネカ=塩野義

12532 院外限定クレストールOD錠5mg ロスバスタチンカルシウム アストラゼネカ=塩野義

12522 院外限定クレストール錠5mg ロスバスタチン アストラゼネカ=塩野義

12526 院外限定クレメジン細粒分包(2g/包) 球形吸着炭 クレハ=田辺三菱

12534 院外限定クレメジン速崩錠500mg 球形吸着炭 クレハ=田辺三菱

12528 診療科限定クロザリル錠100mg クロザピン ノバルティス

12527 診療科限定クロザリル錠25mg クロザピン ノバルティス

12533 正規採用クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 クロチアゼパム 東和薬品

12535 正規採用クロピドグレル錠25mg「トーワ」 クロピドグレル硫酸塩 東和薬品

12537 正規採用クロピドグレル錠75mg「トーワ」 クロピドグレル硫酸塩 東和薬品

12550 院外限定クロミッド錠50mg クロミフェンクエン酸塩 富士製薬

12559 院外かつ診療科限定ケアラム錠25mg イグラチモド エーザイ

12616 院外限定ケイガイ ケイガイ

12618 正規採用ケイツーシロップ0.2％（2mg/1mL包) メナテトレノン（ビタミンK2） サンノーバ=エーザイ

12617 院外限定ケイヒ ケイヒ

12670 院外かつ診療科限定ケーワン錠5mg フィトナジオン（ビタミンK1） エーザイ

12625 正規採用ケタスカプセル10mg イブジラスト 杏林

12628 正規採用ケトチフェンカプセル1mg「サワイ」 ケトチフェンフマル酸塩 沢井

12643 診療科限定ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 ゲフィチニブ 第一三共エスファ

12652 正規採用ケフレックスシロップ用細粒200 セファレキシン 共和薬品

12668 院外限定ケルロング錠5mg ベタキソロール塩酸塩 クリニジェン

12671 診療科限定ケレンディア錠10mg フィネレノン バイエル

12672 診療科限定ケレンディア錠20mg フィネレノン バイエル

12674 院外限定ゲンジン ゲンジン

12676 診療科限定ゲンボイヤ配合錠 エルビテグラビル／コビシスタット／エムトリシタビ
ン／テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

ギリアド
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12691 院外限定コウカ コウカ

12694 院外限定コウジン コウジン

12697 院外限定コウブシ コウブシ

12702 院外限定コウボク コウボク

12715 正規採用コートリル錠10mg ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ ファイザー

12706 院外限定ゴシツ ゴシツ

12707 院外限定ゴシュユ ゴシュユ

12200 院外かつ診療科限定コセルゴカプセル10mg セルメチニブ アレクシオン

12201 院外かつ診療科限定コセルゴカプセル25mg セルメチニブ アレクシオン

12234 院外限定コタロー桔梗石膏エキス細粒 桔梗石膏 小太郎

12712 院外限定コディオ配合錠ＥＸ ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ/ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ ノバルティス

18691 正規採用コデインリン酸塩散1％「タケダ」 コデインリン酸塩 武田テバ薬品=武田

18691 正規採用コデインリン酸塩散1%「メタル」（2g/包） リン酸コデイン酸 中北=山善=吉田製薬=日興製薬販売

12714 院外限定コデインリン酸塩散10％「第一三共」  コデインリン酸塩水和物 第一三共プロファーマ=第一三共

12724 院外限定コニール錠2mg ベニジピン塩酸塩 協和キリン

12725 院外限定コニール錠4mg ベニジピン塩酸塩 協和キリン

12726 院外限定コニール錠8mg ベニジピン塩酸塩 協和キリン

12731 院外限定コバシル錠2mg ペリンドプリルエルブミン 協和キリン

12732 院外限定コバシル錠4mg ペリンドプリルエルブミン 協和キリン

12733 院外限定ゴボウシ ゴボウシ

12742 院外限定ゴミシ ゴミシ

12743 診療科限定コムタン錠100mg エンタカポン ノバルティス

12751 院外限定コメリアンコーワ錠100mg ジラゼプ塩酸塩水和物 興和

12756 診療科限定コララン錠2.5mg イバブラジン 小野

12757 院外かつ診療科限定コララン錠5mg イバブラジン 小野

12758 診療科限定コララン錠7.5mg イバブラジン 小野

12800 正規採用コルヒチン錠0.5mg コルヒチン 高田

12815 院外かつ診療科限定コレアジン錠12.5mg テトラベナジン アルフレッサファーマ

12826 院外限定コレバインミニ83％ コレスチミド 田辺三菱

12824 診療科限定コレバイン錠500mg コレスチミド 田辺三菱

12831 正規採用コロネル細粒83.3％(1.2g/包) ポリカルボフィルカルシウム アステラス

12836 院外かつ診療科限定コンサータ錠18mg メチルフェニデート塩酸塩 ヤンセン

12837 院外かつ診療科限定コンサータ錠27mg メチルフェニデート塩酸塩 ヤンセン

12838 院外かつ診療科限定コンサータ錠36mg メチルフェニデート塩酸塩 ヤンセン

12835 院外限定コンスタン0.4mg錠 アルプラゾラム 武田テバ薬品=武田

12850 正規採用コントミン糖衣錠25mg クロルプロマジン塩酸塩 田辺三菱=吉富薬品

12893 院外限定コンプラビン配合錠 ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ硫酸塩/ｱｽﾋﾟﾘﾝ サノフィ

12945 診療科限定ザーコリカプセル200mg クリゾチニブ ファイザー

12946 診療科限定ザーコリカプセル250mg クリゾチニブ ファイザー

12949 診療科限定サーティカン錠0.25mg エベロリムス ノバルティス

12948 診療科限定サーティカン錠0.5mg エベロリムス ノバルティス

12947 診療科限定サーティカン錠0.75mg エベロリムス ノバルティス

12950 院外限定サアミオン錠5mg ニセルゴリン 田辺三菱

12972 院外限定サイコ サイコ

12966 正規採用ザイザルシロップ0.05%（0.5mg/mL） レボセチリジン塩酸塩 GSK

12965 院外限定ザイザル錠5mg レボセチリジン塩酸塩 GSK

12968 院外かつ診療科限定サイスタダン原末 ベタイン レコルダティ

12973 診療科限定ザイティガ錠250mg アビラテロン酢酸エステル ヤンセン

12974 正規採用サイトテック錠100µg ミソプロストール ファイザー
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12978 院外かつ診療科限定サイバインコ錠100mg アブロシチニブ ファイザー

12979 院外かつ診療科限定サイバインコ錠200mg アブロシチニブ ファイザー

12977 院外かつ診療科限定サイバインコ錠50mg アブロシチニブ ファイザー

12976 正規採用ザイボックス錠600mg リネゾリド(LZD) ファイザー

13207 院外限定サインバルタカプセル20mg デュロキセチン塩酸塩 塩野義=リリー

13208 院外限定サインバルタカプセル30mg デュロキセチン塩酸塩 塩野義=リリー

13002 院外限定ザクラス配合錠HD ｱｼﾞﾙｻﾙﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩 武田

13001 院外限定ザクラス配合錠LD ｱｼﾞﾙｻﾙﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩 武田

13020 院外限定サノレックス錠0.5mg マジンドール 富士フイルム富山化学

13018 院外限定ザファテック錠100mg トレラグリプチンコハク酸塩 武田

13008 院外限定ザファテック錠25mg トレラグリプチンコハク酸塩 武田

13017 院外限定ザファテック錠50mg トレラグリプチンコハク酸塩 武田

13009 院外限定サフラン サフラン

13019 診療科限定サブリル散分包500mg ビガバトリン サノフィ=アルフレッサファーマ

13035 診療科限定サムスカOD錠15mg トルバプタン 大塚製薬

13034 院外限定サムスカOD錠7.5mg トルバプタン 大塚製薬

13031 診療科限定サムスカ顆粒1％ トルバプタン 大塚製薬

13024 診療科限定サムチレール内用懸濁液15％(5mL/包) アトバコン GSK

13027 院外限定サラジェン錠5mg ピロカルピン塩酸塩 キッセイ

13029 正規採用サラジェン顆粒0.5％(1g包) ピロカルピン塩酸塩 キッセイ

13033 正規採用サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」 サラゾスルファピリジン 長生堂=日本ジェネリック

13030 院外かつ診療科限定サラゾピリン錠500mg サラゾスルファピリジン ファイザー

13032 院外限定サリグレンカプセル30ｍg セビメリン塩酸塩水和物 日本化薬

13045 診療科限定ザルティア錠5mg タダラフィル 日本新薬

13055 診療科限定サレドカプセル100mg サリドマイド 藤本

13011 院外限定サンザシ サンザシ

13012 院外限定サンシシ サンシシ

13013 院外限定サンシュユ サンシュユ

13014 院外限定サンソウニン サンソウニン

13016 院外限定サンヤク サンヤク

13078 院外限定サンリズムカプセル50mg ピルシカイニド塩酸塩 第一三共

13084 正規採用ジアゼパム錠2「トーワ」 ジアゼパム 東和薬品

13086 院外限定ジアゾキシドカプセル25mg「OP」 ジアゾキシド オーファンパシフィック

13091 院外かつ診療科限定シアリス錠10mg タダラフィル 日本新薬

13092 院外かつ診療科限定シアリス錠20mg タダラフィル 日本新薬

13128 院外限定ジェイゾロフトOD錠100mg 塩酸セルトラリン ヴィアトリス

13126 正規採用ジェイゾロフトOD錠25mg 塩酸セルトラリン ヴィアトリス

13127 院外限定ジェイゾロフトOD錠50mg 塩酸セルトラリン ヴィアトリス

13108 院外かつ診療科限定ジェセリ錠40mg ピミテスピブ 大鵬薬品

13119 正規採用ジェニナック錠200mg ﾒｼﾙ酸ｶﾞﾚﾉｷｻｼﾝ水和物(GRNX) 富士フイルム富山化学=アステラス

13109 院外かつ診療科限定ジエノゲスト錠0.5mg「モチダ」 ジエノゲスト 持田販売

13142 院外かつ診療科限定ジェミーナ配合錠（21錠PTP） ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ/ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ ノーベル

13143 院外かつ診療科限定ジェミーナ配合錠（28錠PTP） ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ/ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ ノーベル

13151 院外限定ジオウ ジオウ

13112 診療科限定ジオトリフ錠20mg アファチニブマレイン酸塩 日本ベーリンガー

13113 診療科限定ジオトリフ錠30mg アファチニブマレイン酸塩 日本ベーリンガー

13114 診療科限定ジオトリフ錠40mg アファチニブマレイン酸塩 日本ベーリンガー

13152 院外限定シオン シオン

13125 院外限定シグマート錠5mg ニコランジル 中外
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13133 正規採用シクレスト舌下錠10mg アセナピンマレイン酸塩舌下錠 MeijiSeika

13129 正規採用シクレスト舌下錠5mg アセナピンマレイン酸塩舌下錠 MeijiSeika

13124 正規採用ジクロフェナクNa錠25mg「ｻﾜｲ」 ジクロフェナクナトリウム 沢井

13131 院外限定ジゴシン散0.1％(1mg/g) ジゴキシン 太陽ファルマ

13130 正規採用ジゴシン錠0.25mg ジゴキシン 太陽ファルマ

13153 院外限定ジコッピ ジコッピ

13146 診療科限定ジスバルカプセル40mg バルベナジントシル酸塩 田辺三菱=ヤンセン

13136 正規採用ジスロマック細粒小児用10％(100mg/g) アジスロマイシン水和物(AZM) ファイザー

13135 正規採用ジスロマック錠250mg アジスロマイシン水和物(AZM) ファイザー

13134 院外かつ診療科限定ジスロマック錠600mg アジスロマイシン水和物(AZM) ファイザー

13154 院外かつ診療科限定ジセレカ錠100mg フィルゴチニブ ギリアド=エーザイ

13155 院外かつ診療科限定ジセレカ錠200mg フィルゴチニブ ギリアド=エーザイ

13156 診療科限定シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU スギ花粉エキス原末 鳥居

13157 院外かつ診療科限定シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU スギ花粉エキス原末 鳥居

13162 正規採用シナール配合顆粒(1g/包) ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸・ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ シオノギファーマ=塩野義

13183 正規採用ジフルカンカプセル100mg フルコナゾール ファイザー

13182 院外かつ診療科限定ジフルカンカプセル50mg フルコナゾール ファイザー

13174 院外限定ジプレキサザイディス錠2.5mg オランザピン リリー

13177 院外限定ジプレキサザイディス錠5mg オランザピン リリー

13178 院外限定ジプレキサ錠2.5mg オランザピン リリー

13176 院外限定ジプレキサ錠5mg オランザピン リリー

13185 正規採用シプロキサン錠200mg ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩(CPFX) バイエル

13186 院外かつ診療科限定シベクトロ錠200mg テジゾリドリン酸エステル MSD

13190 院外限定ジベトス錠50mg ブホルミン塩酸塩 日医工

13187 院外限定シベノール錠100mg シベンゾリンコハク酸塩 トーアエイヨー

13188 院外限定シベノール錠50mg シベンゾリンコハク酸塩 トーアエイヨー

13191 正規採用シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」 シベンゾリンコハク酸塩 東和薬品

13192 正規採用シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」 シベンゾリンコハク酸塩 東和薬品

13198 正規採用ジメチコン錠40mg「ホリイ」 ジメチコン 堀井

13199 正規採用ジメチコン内用液2%「ホリイ」 ジメチコン 堀井

13204 診療科限定ジャカビ錠5mg ルキソリチニブリン酸塩 ノバルティス

13312 院外限定シャクヤク シャクヤク

13313 院外限定シャジン シャジン

13316 院外限定シャゼンシ シャゼンシ

13203 正規採用ジャディアンス錠10mg エンパグリフロジン 日本ベーリンガー

13206 院外限定ジャディアンス錠25mg エンパグリフロジン 日本ベーリンガー

13212 診療科限定ジャドニュ顆粒分包360mg デフェラシロクス ノバルティス

13211 診療科限定ジャドニュ顆粒分包90mg デフェラシロクス ノバルティス

13215 院外限定ジャヌビア錠100mg シタグリプチンリン酸塩水和物 MSD

13214 院外限定ジャヌビア錠25mg シタグリプチンリン酸塩水和物 MSD

13201 正規採用ジャヌビア錠50mg シタグリプチンリン酸塩水和物 MSD

13213 診療科限定ジャルカ配合錠 ドルテグラビル／リルピビリン ヴィーブヘルスケア=GSK

13217 正規採用シュアポスト錠0.25mg レパグリニド 住友ファーマ

13205 正規採用シュアポスト錠0.5mg レパグリニド 住友ファーマ

13317 院外限定シュクシャ シュクシャ

13202 院外限定ジュリナ錠0.5mg エストラジオール バイエル

13219 院外かつ診療科限定ｼﾞｭﾝｺｳ補中益気湯FCｴｷｽ錠医療用(3
錠/包)

補中益気湯 康和=大杉

13271 院外限定ショウキョウ ショウキョウ
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13272 院外限定ショウマ ショウマ

13304 正規採用ジラゼプ塩酸塩錠100mg「日新」 ジラゼプ塩酸塩水和物 日新製薬

13256 正規採用ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サ
ワイ」

ジルチアゼム塩酸塩 沢井

13249 正規採用シルニジピン錠10mg「サワイ」 シルニジピン 沢井

13254 正規採用シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 シロスタゾール 東和薬品

13257 正規採用シロドシンOD錠4mg「DSEP」 シロドシン 第一三共エスファ

13273 院外限定シンイ シンイ

13255 院外限定シングレアOD錠10mg モンテルカストナトリウム オルガノン

13252 院外かつ診療科限定シングレアチュアブル錠5mg モンテルカストナトリウム オルガノン

13274 正規採用シンバスタチン錠5mg「SW」 シンバスタチン メディサ=沢井

13300 正規採用シンレスタール錠250mg プロブコール アルフレッサファーマ

13302 院外限定スイニー錠100mg アナグリプチン 三和化学=興和

13303 正規採用スインプロイク錠0.2mg ナルデメジントシル酸塩 塩野義

13308 正規採用スーグラ錠50mg イプラグリフロジン　L-プロリン アステラス

13309 院外限定スージャヌ配合錠 ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ/ｲﾌﾟﾗｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ MSD=アステラス

13322 院外かつ診療科限定スーテントカプセル12.5mg スニチニブリンゴ酸塩 ファイザー

13301 院外かつ診療科限定スオード錠100mg プルリフロキサシン(PUFX) MeijiSeika

13324 正規採用ｽｸﾗﾙﾌｧｰﾄ内用液10％(10mL/包)「日医
工」

スクラルファート 日医工

13330 院外限定スタレボ配合錠L100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ/ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ水和物/ｴﾝﾀｶﾎﾟﾝ ノバルティス

13329 院外限定スタレボ配合錠L50 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ/ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ水和物/ｴﾝﾀｶﾎﾟﾝ ノバルティス

13323 院外かつ診療科限定スチバーガ錠40mg レゴラフェニブ水和物 バイエル

13337 院外かつ診療科限定ストラテラカプセル10mg アトモキセチン塩酸塩 リリー

13338 院外かつ診療科限定ストラテラカプセル25mg アトモキセチン塩酸塩 リリー

13339 院外かつ診療科限定ストラテラカプセル40mg アトモキセチン塩酸塩 リリー

13336 院外かつ診療科限定ストラテラカプセル5mg アトモキセチン塩酸塩 リリー

13334 院外限定ストラテラ内用液0.4％(100mL/本) アトモキセチン塩酸塩 リリー

13331 正規採用ストロカイン錠5mg オキセサゼイン サンノーバ=エーザイ

13335 正規採用スパカール錠40mg トレピブトン 大原

13370 正規採用スピロノラクトン錠25mg「NP」 スピロノラクトン ニプロ

13376 正規採用スピロペント錠10µg クレンブテロール塩酸塩 帝人ファーマ

13382 診療科限定スプリセル錠20mg ダサチニブ BMS

13383 診療科限定スプリセル錠50mg ダサチニブ BMS

13387 院外かつ診療科限定スマイラフ錠100mg ペフィシチニブ アステラス

13386 院外かつ診療科限定スマイラフ錠50mg ペフィシチニブ アステラス

13405 正規採用スルピリドカプセル50mg「トーワ」 スルピリド 東和薬品

13452 正規採用セイブルOD錠50mg ミグリトール 三和化学

13496 院外かつ診療科限定ゼジューラ錠100mg ニラパリブ 武田

13521 院外限定ゼチーア錠10mg エゼチミブ オルガノン=バイエル=MSD

13504 院外限定セッコウ セッコウ

13519 正規採用セディール錠10mg タンドスピロンクエン酸塩 住友ファーマ

13551 正規採用セパゾン散10mg/g クロキサゾラム アルフレッサファーマ

13550 正規採用セパゾン錠2mg クロキサゾラム アルフレッサファーマ

13554 正規採用セパミット－Ｒ細粒2％(10mg/0.5g包） ニフェジピン 日本ジェネリック

13562 正規採用セファクロルカプセル250mg「トーワ」 セファクロル(CCL) 東和薬品

13560 正規採用セファドール錠25mg ジフェニドール塩酸塩 日本新薬

13576 正規採用セファランチン末1％(10mg/g) ｾﾌｧﾗﾝﾁﾝ (ﾀﾏｻｷﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ抽出ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ) メディサ=化研生薬

13587 院外限定ゼフィックス錠100mg ラミブジン(3TC) GSK

13569 正規採用セフジトレンピボキシル小児用細粒10% セフジトレンピボキシル 大蔵=MeijiSeika
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「OK」
13572 正規採用セフジトレンﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠100mg「OK」 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝ　ﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ(CDTR-PI) 大蔵=MeijiSeika

13591 正規採用セフジニル細粒小児用10％「トーワ」 セフジニル 東和薬品

13579 院外限定セフゾンカプセル100mg セフジニル(CFDN) LTL

13584 院外限定セフゾン細粒小児用10％(100mg/g) セフジニル(CFDN) LTL

13612 院外かつ診療科限定セムブリックス錠20mg アシミニブ塩酸塩 ノバルティス

13613 院外かつ診療科限定セムブリックス錠40mg アシミニブ塩酸塩 ノバルティス

13596 正規採用セララ錠25mg エプレレノン ヴィアトリス

13605 院外限定セリンクロ錠10mg ナルメフェン塩酸塩 大塚製薬

13642 正規採用セルシンシロップ0.1％(1mg/mL) ジアゼパム 武田テバ薬品=武田

13640 院外限定セルシン錠2mg ジアゼパム 武田テバ薬品=武田

13643 正規採用セルセプトカプセル250mg ミコフェノール酸モフェチル 中外

13644 正規採用セルセプト懸濁用散31.8% ミコフェノール酸モフェチル 中外

13660 正規採用セルニルトン錠 セルニチンポーレンエキス 東菱=扶桑

13683 院外限定セルベックス細粒10％（50mg/0.5g包） テプレノン エーザイ=EAファーマ

13679 院外かつ診療科限定ゼルボラフ錠240mg ベムラフェニブ 中外

13681 診療科限定ゼルヤンツ錠5mg トファシチニブクエン酸塩 ファイザー

13687 院外限定セレクトール錠100mg 塩酸セリプロロール 日本新薬

13692 正規採用セレコキシブ錠100mg「ニプロ」 セレコキシブ ニプロ

13686 院外限定セレコックス錠100mg セレコキシブ ヴィアトリス

13689 院外限定セレジストOD錠5mg タルチレリン水和物 田辺三菱

13690 正規採用セレスタミン配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ/d-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 高田

13702 正規採用セレナール錠10mg オキサゾラム アルフレッサファーマ

13706 院外限定セレニカＲ錠200mg バルプロ酸ナトリウム(VPA) 興和=田辺三菱=吉富薬品

13707 院外限定セレニカＲ錠400mg バルプロ酸ナトリウム(VPA) 興和=田辺三菱=吉富薬品

13704 正規採用セレニカＲ顆粒40％(400mg/g) バルプロ酸ナトリウム(VPA) 興和=田辺三菱=吉富薬品

13714 正規採用セレネース細粒1％(10mg/g) ハロペリドール 住友ファーマ

13710 正規採用セレネース錠0.75mg ハロペリドール 住友ファーマ

13708 正規採用セレネース錠1.5mg ハロペリドール 住友ファーマ

13712 院外限定セレネース内服液0.2％(2mg/mL) ハロペリドール 住友ファーマ

13721 院外限定セロクラール錠20mg イフェンプロジル酒石酸塩 サノフィ=日医工

13727 院外限定セロケンＬ錠120mg メトプロロール酒石酸塩 太陽ファルマ

13725 院外限定セロケン錠20mg メトプロロール酒石酸塩 太陽ファルマ

13696 院外限定センキュウ センキュウ

13736 正規採用ゼンタコートカプセル3mg ブデソニド腸溶性顆粒充填カプセル ゼリア

13733 正規採用センノシド錠12mg「武田テバ」 センノシド 武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田

13738 院外限定ソウジュツ ソウジュツ

13757 院外かつ診療科限定ソーティクツ錠6mg デュークラバシチニブ BMS

13779 院外限定ゾーミッグRM錠 ゾルミトリプタン 沢井

13748 診療科限定ゾスパタ錠40mg  ギルテリチニブフマル酸塩 アステラス

13746 正規採用ソセゴン錠25mg ペンタゾシン 丸石

13752 正規採用ソタロール塩酸塩錠80mg「TE」 ソタロール塩酸塩 トーアエイヨー

13756 正規採用ゾテピン錠25mg「タカタ」 ゾテピン 高田

13781 院外かつ診療科限定ゾフルーザ錠10mg バロキサビル マルボキシル 塩野義

13782 院外限定ゾフルーザ錠20mg バロキサビル マルボキシル 塩野義

13744 院外限定ソヨウ ソヨウ

13786 院外限定ソラナックス0.8mg錠 アルプラゾラム ヴィアトリス

13790 正規採用ソランタール錠100mg チアラミド塩酸塩 LTL

13801 正規採用ソリタ－Ｔ配合顆粒3号(4g/包) 複合電解質 エイワイファーマ=陽進堂
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13811 院外かつ診療科限定ゾリンザカプセル100mg ボリノスタット MSD=大鵬薬品

13834 正規採用ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」 ゾルピデム酒石酸塩 東和薬品

14043 正規採用ダーブロック錠2mg ダプロデュスタット GSK=協和キリン

14044 正規採用ダーブロック錠4mg ダプロデュスタット GSK=協和キリン

13910 院外限定ダイアート錠60mg アゾセミド 三和化学

13920 正規採用ダイアモックス錠250mg アセタゾラミド 三和化学

13921 院外限定ダイアモックス末 アセタゾラミド 三和化学

13913 院外限定ダイオウ ダイオウ

13950 院外限定ダイオウ末 ダイオウ 鈴粉末

13961 院外かつ診療科限定タイケルブ錠250mg ラパチニブトシル酸塩水和物 ノバルティス

13914 院外限定タイソウ タイソウ

13965 院外限定ダイドロネル錠200mg エチドロン酸二ナトリウム 住友ファーマ

13995 正規採用タウリン散98％(1.02g/包) タウリン（含硫アミノ酸） 大正製薬

14015 院外限定タガメット錠200mg シメチジン 住友ファーマ

13917 院外限定タクシャ タクシャ

14012 診療科限定タグリッソ錠40mg オシメルチニブメシル酸塩錠 アストラゼネカ

14013 診療科限定タグリッソ錠80mg オシメルチニブメシル酸塩錠 アストラゼネカ

14006 院外限定タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」 タクロリムス あゆみ製薬

14009 院外限定タクロリムス錠3mg「あゆみ」 タクロリムス あゆみ製薬

14007 正規採用タケキャブ錠10mg ボノプラザンフマル酸塩 武田

14008 正規採用タケキャブ錠20mg ボノプラザンフマル酸塩 武田

14028 院外かつ診療科限定タシグナカプセル150mg ニロチニブ塩酸塩水和物 ノバルティス

14026 院外かつ診療科限定タシグナカプセル200mg ニロチニブ塩酸塩水和物 ノバルティス

14039 院外かつ診療科限定タズベリク錠200mg ﾀｾﾞﾒﾄｽﾀｯﾄ エーザイ

14034 院外限定タナトリル錠2.5mg イミダプリル塩酸塩 田辺三菱

14035 院外限定タナトリル錠5mg イミダプリル塩酸塩 田辺三菱

14036 診療科限定タフィンラーカプセル50mg ダブラフェニブメシル酸塩カプセル ノバルティス

14037 診療科限定タフィンラーカプセル75mg ダブラフェニブメシル酸塩カプセル ノバルティス

14042 診療科限定タブネオスカプセル10mg アバコパン キッセイ

14049 院外限定タペンタ錠100mg  タペンタドール塩酸塩 ヤンセン=ムンディファーマ

14047 院外限定タペンタ錠25mg タペンタドール塩酸塩 ヤンセン=ムンディファーマ

14048 院外限定タペンタ錠50mg  タペンタドール塩酸塩 ヤンセン=ムンディファーマ

14059 正規採用タムスロシン塩酸塩OD錠0．2mg「サワイ」 タムスロシン塩酸塩 沢井

14060 正規採用ダラシンカプセル150mg ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ塩酸塩(CLDM) ファイザー

14099 正規採用タリージェ錠10mg ミロガバリン 第一三共

14102 院外限定タリージェ錠15mg ミロガバリン 第一三共

14097 正規採用タリージェ錠2.5mg ミロガバリン 第一三共

14098 正規採用タリージェ錠5mg ミロガバリン 第一三共

14095 院外限定タリオンOD錠10mg ベポタスチンベシル酸塩 田辺三菱

14087 診療科限定タルグレチンカプセル75mg ベキサロテン ミノファーゲン

14093 診療科限定タルセバ錠100mg エルロチニブ塩酸塩 中外

14094 診療科限定タルセバ錠150mg エルロチニブ塩酸塩 中外

14103 正規採用タルチレリンOD錠5mg「JG」 タルチレリン水和物 日本ジェネリック

14175 正規採用ダントリウムカプセル25mg ダントロレンナトリウム オーファンパシフィック

14181 正規採用タンニン酸アルブミン「ニッコー」 タンニン酸アルブミン 日興製薬=吉田製薬=丸石=日興製薬販
売

14187 院外限定タンボコール細粒10％ フレカイニド酢酸塩 エーザイ

14185 正規採用タンボコール錠50mg フレカイニド酢酸塩 エーザイ

14220 正規採用チアトンカプセル10mg チキジウム臭化物 マイランEPD

14226 正規採用チアプリド錠25mg「日新」 チアプリド 日新製薬
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14230 正規採用チウラジール50mg プロピルチオウラシル ニプロES

14275 院外限定・院内診療科限
定

チガソンカプセル10mg ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ（ﾋﾞﾀﾐﾝA類似構造） 太陽ファルマ

14283 院外限定チクジョ チクジョ

14287 正規採用チザニジン錠1mg「日医工」 チザニジン 日医工

14307 院外限定チモ チモ

14323 院外かつ診療科限定チャンピックス錠0.5mg バレニクリン酒石酸塩 ファイザー

14324 院外かつ診療科限定チャンピックス錠1mg バレニクリン酒石酸塩 ファイザー

11241 院外限定チョウトウコウ チョウトウコウ ウチダ

14310 院外限定チョコラＡ錠1万単位 ﾚﾁﾉｰﾙﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ サンノーバ=エーザイ

14312 正規採用チョコラＡ滴3万単位/mL(15mL/本) ﾚﾁﾉｰﾙﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ サンノーバ=エーザイ

14322 院外限定チョレイ チョレイ

14342 正規採用チラーヂンＳ散0.01％(100µg/g) レボチロキシンナトリウム(T4)水和物 あすか製薬=武田

14339 院外限定チラーヂンＳ錠25µg レボチロキシンナトリウム(T4)水和物 あすか製薬=武田

14340 正規採用チラ－ヂンＳ錠50µg レボチロキシンナトリウム(T4)水和物 あすか製薬=武田

14350 院外限定チロナミン錠25µg リオチロニンナトリウム(T3) 武田

14338 院外限定チンピ チンピ

14368 正規採用ツイミーグ錠500mg イメグリミン塩酸塩 住友ファーマ

14362 院外かつ診療科限定ツートラム錠100mg トラマドール塩酸塩 日本臓器

14363 院外かつ診療科限定ツートラム錠150mg トラマドール塩酸塩 日本臓器

14367 院外かつ診療科限定ツートラム錠25mg トラマドール塩酸塩 日本臓器

14364 院外かつ診療科限定ツートラム錠50mg トラマドール塩酸塩 日本臓器

14494 院外限定ツムラヨク苡仁湯エキス顆粒2.5g よく苡仁湯 ツムラ

14376 院外限定ツムラ安中散エキス顆粒 安中散 ツムラ

14387 院外限定ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒2.5g 越婢加朮湯 ツムラ

14392 院外限定ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒2.5g 黄連解毒湯 ツムラ

14388 院外限定ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒3.0g 黄耆建中湯 ツムラ

14389 院外限定ツムラ乙字湯エキス顆粒2.5g 乙字湯 ツムラ

14382 院外限定ツムラ温経湯エキス顆粒2.5g 温経湯 ツムラ

14384 院外限定ツムラ温清飲エキス顆粒2.5g 温清飲 ツムラ

14394 院外限定ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒2.5g 加味帰脾湯 ツムラ

14393 正規採用ツムラ加味逍遥散エキス顆粒2.5g 加味逍遙散 ツムラ

14391 正規採用ツムラ葛根湯エキス顆粒2.5g 葛根湯 ツムラ

14396 院外限定ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 葛根湯加川きゅう辛夷 ツムラ

14395 院外限定ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒2.5g 甘麦大棗湯 ツムラ

14403 院外限定ツムラ帰脾湯エキス顆粒2.5g 帰脾湯 ツムラ

14397 院外限定ツムラ桔梗湯エキス顆粒2.5g 桔梗湯 ツムラ

14419 正規採用ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒2.5g 牛車腎気丸 ツムラ

14411 院外限定ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒2.5g 桂枝加竜骨牡蛎湯 ツムラ

14416 院外限定ツムラ桂枝加朮附湯2.5g 桂枝加朮附湯 ツムラ

14406 院外限定ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒2.5g 桂枝加芍薬大黄湯 ツムラ

14415 院外限定ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒2.5g 桂枝加芍薬湯 ツムラ

14410 院外限定ツムラ桂枝湯エキス顆粒2.5g 桂枝湯 ツムラ

14409 正規採用ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒2.5g 桂枝茯苓丸 ツムラ

14417 院外限定ツムラ桂枝茯苓丸加ヨク苡仁エキス顆粒
2.5g

桂枝茯苓丸加よく苡仁 ツムラ

14412 院外限定ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒2.5g 荊芥連翹湯 ツムラ

14472 院外限定ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用) 五虎湯 ツムラ

14418 院外限定ツムラ五積散エキス顆粒2.5g 五積散 ツムラ

14431 正規採用ツムラ五苓散エキス顆粒2.5g 五苓散 ツムラ
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14422 院外限定ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒2.5g 呉茱萸湯 ツムラ

14421 院外限定ツムラ香蘇散エキス顆粒2.5g 香蘇散 ツムラ

14435 院外限定ツムラ参蘇飲エキス顆粒2.5g 参蘇飲 ツムラ

14442 院外限定ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒2.5g 酸棗仁湯 ツムラ

14432 院外限定ツムラ四逆散エキス顆粒2.5g 四逆散 ツムラ

14427 院外限定ツムラ四君子湯エキス顆粒2.5g 四君子湯 ツムラ

14433 院外限定ツムラ四物湯エキス顆粒2.5g 四物湯 ツムラ

14434 院外限定ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒2.5g 滋陰降火湯 ツムラ

14445 院外限定ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒3.0g 滋陰至宝湯 ツムラ

14498 院外限定ツムラ治打撲一方エキス顆粒2.5g 治打撲一方 ツムラ

14464 院外限定ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒2.5g 治頭瘡一方 ツムラ

14524 院外限定ツムラ七物降下湯2.5g 七物降下湯 ツムラ

14400 院外限定ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用) 柴陥湯 ツムラ

14436 院外限定ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒2.5g 柴胡加竜骨牡蛎湯 ツムラ

14423 院外限定ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒2.5g 柴胡桂枝乾姜湯 ツムラ

14437 院外限定ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒2.5g 柴胡桂枝湯 ツムラ

14441 院外限定ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒2.5g 柴胡清肝湯 ツムラ

14424 院外限定ツムラ柴朴湯エキス顆粒2.5g 柴朴湯 ツムラ

14425 正規採用ツムラ柴苓湯エキス顆粒3.0g 柴苓湯 ツムラ

14452 正規採用ツムラ十全大補湯エキス顆粒2.5g 十全大補湯 ツムラ

14448 院外限定ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒2.5g 十味敗毒湯 ツムラ

14466 院外限定ツムラ女神散エキス顆粒2.5g 女神散 ツムラ

14444 院外限定ツムラ小建中湯エキス顆粒2.5g 小建中湯 ツムラ

14428 院外限定ツムラ小柴胡湯エキス顆粒2.5g 小柴胡湯 ツムラ

14430 院外限定ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒
2.5g

小柴胡湯加桔梗石膏 ツムラ

14456 正規採用ツムラ小青竜湯エキス顆粒3.0g 小青竜湯 ツムラ

14454 院外限定ツムラ消風散エキス顆粒2.5g 消風散 ツムラ

14447 院外限定ツムラ真武湯エキス顆粒2.5g 真武湯 ツムラ

14458 院外限定ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒2.5g 辛夷清肺湯 ツムラ

14523 院外限定ツムラ人参湯2.5g 人参湯 ツムラ

14477 院外かつ診療科限定ツムラ人参養栄湯エキス顆粒3.0g 人参養栄湯 ツムラ

14450 院外限定ツムラ清暑益気湯エキス顆粒2.5g 清暑益気湯 ツムラ

14449 院外かつ診療科限定ツムラ清上防風湯エキス顆粒2.5g 清上防風湯 ツムラ

14463 院外限定ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒2.5g 清心蓮子飲 ツムラ

14457 院外限定ツムラ清肺湯エキス顆粒3.0g 清肺湯 ツムラ

14440 院外限定ツムラ川弓茶調散エキス顆粒2.5g 川きゅう茶調散 ツムラ

14459 院外限定ツムラ疎経活血湯エキス顆粒2.5g 疎経活血湯 ツムラ

14471 正規採用ツムラ大建中湯エキス顆粒 大建中湯 ツムラ

14455 院外限定ツムラ大柴胡湯エキス顆粒2.5g 大柴胡湯 ツムラ

14460 院外限定ツムラ大防風湯エキス顆粒3.5g 大防風湯 ツムラ

14486 院外限定ツムラ竹茹温胆湯エキス顆粒2.5g 竹茹温胆湯 ツムラ

14461 院外限定ツムラ猪苓湯エキス顆粒2.5g 猪苓湯 ツムラ

14467 院外限定ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒2.5g 猪苓湯合四物湯 ツムラ

14489 院外限定ツムラ調胃承気湯エキス顆粒2.5g 調胃承気湯 ツムラ

14496 院外限定ツムラ通導散エキス顆粒2.5g 通導散 ツムラ

14469 院外限定ツムラ釣藤散エキス顆粒2.5g 釣藤散 ツムラ

14476 院外限定ツムラ桃核承気湯エキス顆粒2.5g 桃核承気湯 ツムラ

14474 院外限定ツムラ当帰飲子エキス顆粒2.5g 当帰飲子 ツムラ

18/36 ページ内用剤



採用薬品一覧(内用剤)
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

14488 院外限定ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯2.5g 当帰四逆加呉茱萸生姜湯 ツムラ

14468 正規採用ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒2.5g 当帰芍薬散 ツムラ

14497 院外限定ツムラ二朮湯エキス顆粒2.5g 二朮湯 ツムラ

14502 院外限定ツムラ排膿散及湯エキス顆粒2.5g 排膿散及湯 ツムラ

14484 院外限定ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒3.0g 白虎加人参湯 ツムラ

14483 正規採用ツムラ麦門冬湯エキス顆粒3.0g 麦門冬湯 ツムラ

14478 正規採用ツムラ八味地黄丸エキス顆粒2.5g 八味地黄丸 ツムラ

14479 院外限定ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒2.5g 半夏厚朴湯 ツムラ

14482 院外限定ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒2.5g 半夏白朮天麻湯 ツムラ

14481 正規採用ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒2.5g 半夏瀉心湯 ツムラ

14480 院外限定ツムラ平胃散エキス顆粒2.5g 平胃散 ツムラ

14509 正規採用ツムラ補中益気湯エキス顆粒2.5g 補中益気湯 ツムラ

14507 院外限定ツムラ防風通聖散エキス顆粒2.5g 防風通聖散 ツムラ

14508 院外限定ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒2.5g 防已黄耆湯 ツムラ

14493 院外限定ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒2.5g 麻杏甘石湯 ツムラ

14492 院外限定ツムラ麻黄湯エキス顆粒2.5g 麻黄湯 ツムラ

14491 院外限定ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒2.5g 麻黄附子細辛湯 ツムラ

14503 院外限定ツムラ麻子仁丸エキス顆粒2.5g 麻子仁丸 ツムラ

14514 正規採用ツムラ抑肝散エキス顆粒）2.5g 抑肝散 ツムラ

14495 院外限定ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒2.5g 抑肝散加陳皮半夏 ツムラ

14515 院外かつ診療科限定ツムラ立効散エキス顆粒2.5g 立効散 ツムラ

14517 院外限定ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒2.5g 竜胆瀉肝湯 ツムラ

14526 院外限定ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒2.5g 苓甘姜味辛夏仁湯 ツムラ

14518 院外限定ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒2.5g 苓桂朮甘湯 ツムラ

14499 院外限定ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒2.5g 苓姜朮甘湯 ツムラ

14516 正規採用ツムラ六君子湯エキス顆粒2.5g 六君子湯 ツムラ

14525 院外限定ツムラ六味丸2.5g 六味丸 ツムラ

14407 院外限定ツムラ炙甘草湯エキス顆粒3.0g 炙甘草湯 ツムラ

14453 正規採用ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒2.5g 芍薬甘草湯 ツムラ

14381 院外限定・院内診療科限
定

ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒2.5g 茵ちん蒿湯 ツムラ

14504 院外限定ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス2.5g 茯苓飲合半夏厚朴湯 ツムラ

14533 院外かつ診療科限定ディアコミットﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ分包250mg スチリペントール MeijiSeika

14531 院外かつ診療科限定ティーエスワン配合顆粒Ｔ20 ﾃｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾒﾗｼﾙ/ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ 大鵬薬品

14532 院外かつ診療科限定ティーエスワン配合顆粒Ｔ25 ﾃｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾒﾗｼﾙ/ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ 大鵬薬品

14545 院外限定ディオバンOD錠160mg バルサルタン ノバルティス

14543 院外限定ディオバンOD錠40mg バルサルタン ノバルティス

14544 院外限定ディオバンOD錠80mg バルサルタン ノバルティス

14534 院外かつ診療科限定ディオバン錠20mg バルサルタン ノバルティス

14538 院外限定ディナゲスト錠1mg ジエノゲスト 持田

14540 院外限定ディレグラ配合錠 ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩/塩酸ﾌﾟｿｲﾄﾞｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ LTL

14549 院外限定デエビゴ錠10mg レンボレキサント エーザイ

14552 正規採用デエビゴ錠2.5mg レンボレキサント エーザイ

14553 正規採用デエビゴ錠5mg レンボレキサント エーザイ

14554 院外限定テオドール錠50mg テオフィリン 田辺三菱

14559 正規採用テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」 テオフィリン 高田

14562 正規採用テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 テオフィリン 東和薬品

14560 正規採用テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 テオフィリン 沢井

14564 院外限定テオロング錠200mg テオフィリン エーザイ

19/36 ページ内用剤



採用薬品一覧(内用剤)
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

14582 正規採用デカドロンエリキシル0.01％(0.1mg/mL) ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 日医工

14583 正規採用デカドロン錠0.5ｍg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 日医工

14584 正規採用デカドロン錠4ｍg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 日医工

14603 院外かつ診療科限定テクフィデラカプセル120mg フマル酸ジメチル バイオジェン

14604 院外かつ診療科限定テクフィデラカプセル240mg フマル酸ジメチル バイオジェン

14611 正規採用テグレトール細粒50％(500mg/g) カルバマゼピン(CBZ) サンファーマ

14608 正規採用テグレトール錠100mg カルバマゼピン(CBZ) サンファーマ

14610 正規採用テグレトール錠200mg カルバマゼピン(CBZ) サンファーマ

14594 院外限定デザレックス錠5mg デスロラタジン オルガノン=杏林

14605 診療科限定デシコビ配合錠HT ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ/ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ ｱﾗﾌｪﾅﾐﾄﾞﾌﾏﾙ酸塩 ギリアド

14609 院外限定デジレル錠25mg トラゾドン塩酸塩 ファイザー

14628 正規採用デタントールＲ錠3mg ブナゾシン塩酸塩 エーザイ

14616 正規採用テトラミド錠10mg ミアンセリン塩酸塩 オルガノン=第一三共

14637 正規採用テネリアOD錠20mg テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 田辺三菱=第一三共

14639 院外限定テネリアOD錠40mg テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 田辺三菱=第一三共

14627 院外限定テノーミン錠25mg アテノロール 太陽ファルマ

14634 院外限定テノゼット錠300mg ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ ｼﾞｿﾌﾟﾛｷｼﾙﾌﾏﾙ酸塩 GSK

14633 正規採用デノタスチュアブル配合錠 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ/ｺﾚｶﾙｼﾌｪﾛｰﾙ/炭酸ﾏｸﾞﾈ
ｼｳﾑ

日東薬品=第一三共

14623 正規採用デパケンＲ錠100mg バルプロ酸ナトリウム(VPA) 協和キリン

14624 正規採用デパケンＲ錠200mg バルプロ酸ナトリウム(VPA) 協和キリン

14622 正規採用デパケンシロップ5％(50mg/mL) バルプロ酸ナトリウム(VPA) 協和キリン

14620 正規採用デパケン錠200mg バルプロ酸ナトリウム(VPA) 協和キリン

14625 院外限定デパス錠0.5mg エチゾラム 田辺三菱=吉富薬品

14638 診療科限定テビケイ錠50mg ドルテグラビルナトリウム ヴィーブヘルスケア=GSK

14643 正規採用テプレノンカプセル50mg「サワイ」 テプレノン 沢井

14642 正規採用テプレノン細粒10％「トーワ」 テプレノン 東和薬品

14645 院外限定デプロメール錠25mg フルボキサミンマレイン酸塩 MeijiSeika

14646 院外限定デプロメール錠50mg フルボキサミンマレイン酸塩 MeijiSeika

14649 院外限定デベルザ錠20mg トホグリフロジン水和物 興和

14647 院外かつ診療科限定デムサーカプセル250mg メチロシン 小野

14656 正規採用テモカプリル塩酸塩錠2mg「サワイ」 テモカプリル塩酸塩 沢井

14654 診療科限定テモゾロミド錠100mg「NK」 テモゾロミド 日本化薬

14653 診療科限定テモゾロミド錠20mg「NK」 テモゾロミド 日本化薬

14655 院外かつ診療科限定デュオドーパ配合経腸用液 レボドパ／カルビドパ アッヴィ

14660 院外限定デュファストン錠5ｍg ジドロゲステロン ヴィアトリス

14662 院外限定デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 デュロキセチン ニプロ

14663 院外限定デュロキセチンOD錠30mg「ニプロ」 デュロキセチン ニプロ

14661 正規採用デュロキセチンカプセル20mg「トーワ」 デュロキセチン 東和薬品

14677 院外限定テルネリン錠1mg チザニジン塩酸塩 サンファーマ

14678 正規採用テルビナフィン錠125mg「イワキ」 テルビナフィン塩酸塩 岩城

14681 正規採用テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」 テルミサルタン 東和薬品

14696 院外限定テンナンショウ テンナンショウ

14697 院外限定テンマ テンマ

14698 院外限定テンモンドウ テンモンドウ

14700 正規採用トアラセット配合錠「共創未来」 ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩/ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 共創未来ファーマ

14706 院外限定トウキ トウキ

14707 院外限定トウニン トウニン

14709 診療科限定ドウベイト配合錠 ドルテグラビル／ラミブジン ヴィーブヘルスケア=GSK
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14728 正規採用ドキサゾシン錠1mg「トーワ」 ドキサゾシンメシル酸塩 東和薬品

14729 正規採用ドキサゾシン錠2mg「トーワ」 ドキサゾシンメシル酸塩 東和薬品

14734 院外限定ドクカツ ドクカツ

14730 院外限定ドグマチールカプセル50mg スルピリド 日医工

14731 院外限定ドグマチール細粒50％(500mg/g) スルピリド 日医工

14727 正規採用トコフェロールニコチン酸エステルカプセル
200mg「サワイ」

トコフェロールニコチン酸エステル 沢井

14726 正規採用トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツル
ハラ」

トコフェロール酢酸エステル 鶴原

14743 院外限定トチュウ トチュウ

14746 正規採用ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」 ドネペジル塩酸塩 東和薬品

14747 正規採用ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 ドネペジル塩酸塩 東和薬品

14749 正規採用ドパコール配合錠L100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ/ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ水和物(10：1) ダイト=扶桑=日医工

14756 診療科限定ドパストン散98.5% レボドパ 大原

14759 正規採用トビエース錠4mg フェソテロジンフマル酸塩 ファイザー

14758 診療科限定トピナ細粒10％(100mg/g) トピラマート(TPM) 協和キリン

14763 正規採用トピナ錠100mg トピラマート(TPM) 協和キリン

14764 正規採用トピナ錠25mg トピラマート(TPM) 協和キリン

14762 正規採用トピナ錠50mg トピラマート(TPM) 協和キリン

14768 院外限定トピロリック錠40mg トピロキソスタット 富士薬品

14772 正規採用トフィソパム錠50mg「サワイ」 トフィソパム 沢井

14767 正規採用ドプスOD錠200mg ドロキシドパ 住友ファーマ

14770 院外限定トフラニール錠10mg イミプラミン塩酸塩 アルフレッサファーマ

14775 院外限定トフラニール錠25mg イミプラミン塩酸塩 アルフレッサファーマ

14778 院外限定ドベッコウ ドベッコウ

14854 院外限定ドラール錠15mg クアゼパム 久光

14805 院外かつ診療科限定トラクリア錠62.5mg ボセンタン水和物 ヤンセン

14815 正規採用トラゼンタ錠5mg リナグリプチン 日本ベーリンガー

14814 正規採用トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 トラゾドン塩酸塩 共和薬品

14816 院外限定トラディアンス配合錠AP ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ/ﾘﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 日本ベーリンガー

14817 院外限定トラディアンス配合錠BP ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ/ﾘﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 日本ベーリンガー

14823 正規採用トラマールOD錠25mg トラマドール塩酸塩 日本新薬

14824 院外かつ診療科限定トラマールOD錠50mg トラマドール塩酸塩 日本新薬

14826 院外限定トラムセット配合錠 ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩/ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ ヤンセン=持田

14852 正規採用トランサミンシロップ5％(50mg/mL) トラネキサム酸 ニプロファーマ=第一三共

14851 正規採用トランサミン錠250mg トラネキサム酸 第一三共

14855 院外限定トランデート錠50mg ラベタロール塩酸塩 サンドファーマ=サンド

14862 正規採用トリアゾラム錠0.125mg「ﾃﾊﾞ」 トリアゾラム 武田テバファーマ=武田

14958 診療科限定トリーメク配合錠 ﾄﾞﾙﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙﾅﾄﾘｳﾑ/ｱﾊﾞｶﾋﾞﾙ硫酸塩 ヴィーブヘルスケア=GSK

14867 院外限定トリキュラー28 ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ/ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ バイエル

14871 正規採用トリクロリールシロップ10％(100mg/mL) トリクロホスナトリウム アルフレッサファーマ

14873 正規採用トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」 トリクロルメチアジド 東和薬品

14950 正規採用トリプタノール錠10mg アミトリプチリン塩酸塩 日医工

14955 正規採用トリプタノール錠25mg アミトリプチリン塩酸塩 日医工

14957 正規採用トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 トリメブチンマレイン酸塩 東和薬品

14962 院外限定トリラホン散1％(10mg/g） ペルフェナジン 共和薬品

14963 院外限定トリラホン錠2mg ペルフェナジン 共和薬品

14966 正規採用トリンテリックス錠10mg ボルチオキセチン 武田

14967 院外限定トリンテリックス錠20mg ボルチオキセチン 武田

14972 院外限定ドルナー錠20µg ベラプロストナトリウム 東レ=トーアエイヨー
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14973 正規採用トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 トルバプタン 大塚工場=大塚製薬

14991 正規採用トレーランＧ液75g（225mL/本） デンプン部分加水分解物 エイワイファーマ=陽進堂

14985 院外限定トレドミン錠25mg ミルナシプラン塩酸塩 旭化成ファーマ=ヤンセン

14996 正規採用トレリーフOD錠25mg ゾニサミド 住友ファーマ

14997 院外限定トレリーフOD錠50mg ゾニサミド 住友ファーマ

15030 院外限定トロペロン錠1mg チミペロン アルフレッサファーマ=田辺三菱=吉富薬
品

15110 正規採用ナイキサン錠100mg ナプロキセン 田辺三菱=ニプロES

15127 正規採用ナウゼリンOD錠10mg ドンペリドン 協和キリン

15126 正規採用ナウゼリンドライシロップ1％(10mg/g) ドンペリドン 協和キリン

15133 正規採用ナゼアOD錠0.1mg ラモセトロン塩酸塩 LTL

15145 院外かつ診療科限定ナディック錠30mg ナドロール 住友ファーマ

15135 正規採用ナトリックス錠1mg インダパミド 京都=住友ファーマ

15175 院外限定ナボールＳＲカプセル37.5mg ジクロフェナクナトリウム 久光

15183 正規採用ナルサス錠12mg ヒドロモルフォン塩酸塩 第一三共プロファーマ=第一三共

15184 用時限定ナルサス錠24mg ヒドロモルフォン塩酸塩 第一三共プロファーマ=第一三共

15181 正規採用ナルサス錠2mg ヒドロモルフォン塩酸塩 第一三共プロファーマ=第一三共

15182 正規採用ナルサス錠6mg ヒドロモルフォン塩酸塩 第一三共プロファーマ=第一三共

15189 正規採用ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5µg「サワイ」 ナルフラフィン塩酸塩 沢井

15186 正規採用ナルラピド錠1mg ヒドロモルフォン塩酸塩 第一三共プロファーマ=第一三共

15187 正規採用ナルラピド錠2mg ヒドロモルフォン塩酸塩 第一三共プロファーマ=第一三共

15188 院外限定ナルラピド錠4mg ヒドロモルフォン塩酸塩 第一三共プロファーマ=第一三共

15178 院外限定ニクヅク ニクヅク

15185 正規採用ニコチン酸アミド散10％(100mg/g) ニコチン酸アミド ゾンネボード

15194 正規採用ニコランジル錠5mg「トーワ」 ニコランジル 東和薬品=ニプロES

15201 正規採用ニセルゴリン錠5mg「NP」 ニセルゴリン ニプロ=三和化学=日本ジェネリック

15202 正規採用ニトラゼパム錠5mg「トーワ」 ニトラゼパム 東和薬品

15211 院外限定ニトロールＲカプセル20mg 硝酸イソソルビド エーザイ

15210 正規採用ニトロール錠5mg 硝酸イソソルビド エーザイ

15205 正規採用ニトロペン舌下錠0.3ｍg ニトログリセリン 日本化薬

15212 正規採用ニバジール錠2mg ニルバジピン LTL

15225 正規採用ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」 ニフェジピン 東和薬品

15227 正規採用ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 ニフェジピン 東和薬品

15228 正規採用ニフェジピンL錠10mg「トーワ」 ニフェジピン 東和薬品

15229 正規採用ニフェジピンL錠20mg「トーワ」 ニフェジピン 東和薬品

15251 院外限定ニューレプチル細粒10％(100mg/g) プロペリシアジン 高田

15250 院外限定ニューレプチル錠5mg プロペリシアジン 高田

15255 院外限定ニューロタン錠25ｍg ロサルタンカリウム オルガノン

15256 院外限定ニューロタン錠50ｍg ロサルタンカリウム オルガノン

15248 院外かつ診療科限定ニュベクオ錠300mg ダロルタミド バイエル

15271 院外限定ニンジン ニンジン

15260 診療科限定ニンラーロカプセル2.3mg イキサゾミブクエン酸エステル 武田

15261 診療科限定ニンラーロカプセル3mg イキサゾミブクエン酸エステル 武田

15262 診療科限定ニンラーロカプセル4mg イキサゾミブクエン酸エステル 武田

15273 診療科限定ネイリンカプセル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

15314 正規採用ネオーラル10mgカプセル シクロスポリン ノバルティス

15316 正規採用ネオーラル50mgカプセル シクロスポリン ノバルティス

15315 正規採用ネオーラルカプセル25mg シクロスポリン ノバルティス

15317 正規採用ネオーラル内用液100mg/mL(50mL/本) シクロスポリン ノバルティス

15290 院外限定ネオドパストン配合錠Ｌ100mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ/ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ水和物(10：1) 大原
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15304 正規採用ネオバルギンＥＨＤ 硫酸バリウム カイゲンファーマ

15319 正規採用ネキシウムカプセル20mg エソメプラゾール アストラゼネカ

15318 正規採用ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg エソメプラゾール アストラゼネカ

15321 診療科限定ネクサバール錠200mg ソラフェニブトシル酸塩 バイエル

15335 院外限定ネシーナ錠25mg アログリプチン安息香酸塩 武田

15409 正規採用ノイキノン錠10mg ユビデカレノン エーザイ

15435 正規採用ノイロトロピン錠4単位 ﾜｸｼﾆｱｳｲﾙｽ接種家兎炎症皮膚抽出液 日本臓器

15442 正規採用ノウリアスト錠20mg イストラデフィリン 協和キリン

15444 診療科限定ノクサフィル錠100mg ポサコナゾール（PSCZ） MSD

15470 正規採用ノバミン錠5mg プロクロルペラジン 共和薬品

15474 正規採用ノベルジン錠25mg 酢酸亜鉛水和物 ノーベル

15475 院外限定ノベルジン錠50mg 酢酸亜鉛水和物 ノーベル

15476 正規採用ノベルジン顆粒5% 酢酸亜鉛水和物 ノーベル

15478 院外限定ノルバスクOD錠2.5mg アムロジピンベシル酸塩 ヴィアトリス

15487 診療科限定ノルバデックス錠20mg タモキシフェンクエン酸塩 アストラゼネカ

15863 正規採用ハーフジゴキシンＫＹ錠0.125mg ジゴキシン 京都=トーアエイヨー

15874 院外かつ診療科限定ハーボニー配合錠 レジパスビル アセトン付加物・ソホスブビル ギリアド

16071 診療科限定パーロデル錠2.5mg ブロモクリプチンメシル酸塩 サンファーマ

15604 院外かつ診療科限定バイアグラODフィルム50mg シルデナフィルクエン酸塩口腔内崩壊フィルム ヴィアトリス

15599 院外かつ診療科限定バイアグラ錠25mg シルデナフィルクエン酸塩 ヴィアトリス

15600 院外かつ診療科限定バイアグラ錠50mg シルデナフィルクエン酸塩 ヴィアトリス

15559 正規採用バイアスピリン錠100mg アスピリン バイエル

15591 院外限定ハイコバールカプセル500µg コバマミド（肝存在・補酵素型） エーザイ

15620 院外限定ハイゼット錠50mg ガンマオリザノール 大塚製薬

15650 診療科限定ハイドレアカプセル500mg ヒドロキシカルバミド BMS

15679 院外限定ハイボン錠20mg ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙ（脂溶性持続型） ニプロES

15683 院外限定バイモ バイモ

15682 診療科限定ハイヤスタ錠10mg ツシジノスタット MeijiSeika

15685 院外かつ診療科限定バイロテンシン錠5mg ニトレンジピン 田辺三菱

15698 正規採用パキシルＣＲ錠12.5mg パロキセチン塩酸塩水和物 GSK

15699 院外限定パキシル錠5mg パロキセチン塩酸塩水和物 GSK

15713 院外限定バクガ バクガ

15709 正規採用バクタミニ配合錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ シオノギファーマ=塩野義

15710 正規採用バクタ配合錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ シオノギファーマ=塩野義

15711 正規採用バクタ配合顆粒 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ シオノギファーマ=塩野義

15714 院外限定バクモンドウ バクモンドウ

15787 診療科限定ハチミツ ハチミツ 日本養蜂=丸石

15788 院外限定ハッカ ハッカ

15797 院外限定バップフォー錠10mg プロピベリン塩酸塩 大鵬薬品

15847 正規採用バナン錠100mg ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑ ﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ(CPDX-PR) 第一三共=GSK

15858 正規採用バフセオ錠150mg バダデュスタット 田辺三菱

15859 正規採用バフセオ錠300mg バダデュスタット 田辺三菱

15875 正規採用バラシクロビル錠500mg「ケミファ」 バラシクロビル ケミファ=日本薬工

15879 正規採用バラシクロビル顆粒50%「SPKK」 バラシクロビル塩酸塩(VACV) サンドファーマ=サンド

15924 院外限定パリエット錠10mg ラベプラゾールナトリウム エーザイ=EAファーマ

15927 院外限定パリエット錠20mg ラベプラゾールナトリウム エーザイ=EAファーマ

15928 正規採用パリエット錠5mg ラベプラゾールナトリウム エーザイ=EAファーマ

15929 正規採用バリキサドライシロップ5000mg バルガンシクロビル塩酸塩 田辺三菱

15926 正規採用バリキサ錠450mg バルガンシクロビル塩酸塩 田辺三菱
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15932 正規採用ハリゾンシロップ10％(100mg/mL) アムホテリシンＢ(AMPH-B) 富士製薬

15981 正規採用バルサルタンOD錠40mg「トーワ」 バルサルタン 東和薬品

15982 正規採用バルサルタンOD錠80mg「トーワ」 バルサルタン 東和薬品

15987 院外限定バルトレックス錠500mg バラシクロビル塩酸塩(VACV) GSK

15988 院外限定バルトレックス顆粒50％(500mg/g) バラシクロビル塩酸塩(VACV) GSK

15989 院外限定ハルナールＤ錠0.2mg タムスロシン塩酸塩 アステラス

15995 院外限定バルネチール錠100mg スルトプリド塩酸塩 共和薬品

16012 院外限定バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」 バルプロ酸ナトリウム(VPA) 住友ファーマ

16015 正規採用パルモディア錠0.1mg ペマフィブラート 興和

16020 正規採用バレイショデンプン「ケンエー」 バレイショデンプン 健栄

16102 院外限定ハンゲ ハンゲ

16106 正規採用バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」 バンコマイシン塩酸塩(VCM) MeijiSeika

16130 正規採用パンビタン末 複合ビタミン剤（11種類） 武田テバ薬品=武田

16261 正規採用ビ･シフロール錠0.125mg プラミペキソール塩酸塩水和物 日本ベーリンガー

16262 院外限定ビ･シフロール錠0.5mg プラミペキソール塩酸塩水和物 日本ベーリンガー

16345 正規採用ピートル顆粒分包250mg スクロオキシ水酸化鉄 キッセイ

16208 正規採用ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 ピオグリタゾン塩酸塩 東和薬品

16215 正規採用ビオスリー配合錠 酪酸菌配合 東亜薬工=東亜新薬=鳥居

16225 正規採用ビオチン散0.2％(2mg/g) ビオチン 扶桑

16240 正規採用ビオフェルミンR散 耐性乳酸菌 ビオフェルミン=大正製薬

16229 正規採用ビオフェルミン錠剤 ビフィズス菌 ビオフェルミン=大正製薬

16230 院外限定ビオフェルミン配合散 ラクトミン製剤 ビオフェルミン=大正製薬

16244 院外かつ診療科限定ビオプテン顆粒１０％ サプロプテリン塩酸塩 第一三共

16245 院外限定ビオプテン顆粒2.5％(0.4g/包) サプロプテリン塩酸塩 第一三共

16249 院外かつ診療科限定ビカルタミド錠80ｍg「NK」 ビカルタミド 日本化薬

16252 診療科限定ビクタルビ配合錠 ビクテグラビル／エムトリシタビン／テノホビル ア
ラフェナミド

ギリアド

16258 正規採用ピコスルファートナトリウム内用液0.75％
「JG」

ピコスルファートナトリウム 長生堂=日本ジェネリック=堀井

16285 診療科限定ヒスロンＨ錠200mg ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ 協和キリン

16280 正規採用ヒスロン錠5mg ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ 協和キリン

16286 正規採用ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日
新」

ビソプロロールフマル酸塩 日新製薬

16287 正規採用ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日新」 ビソプロロールフマル酸塩 日新製薬

16302 正規採用ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」 ピタバスタチンカルシウム 沢井

16308 正規採用ビタミンB6散10% ピリドキシン塩酸塩 丸石

16312 正規採用ビタメジン配合カプセルＢ25 ビタミンB1・B6・B12混合 アルフレッサファーマ

16323 正規採用ヒダントール錠100mg フェニトイン(PHT) 藤永=第一三共

16322 正規採用ヒダントール錠25mg フェニトイン(PHT) 藤永=第一三共

16360 正規採用ピドキサール錠10mg ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ水和物 太陽ファルマ

16362 院外限定ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」 ヒドロクロロチアジド 東和薬品

16366 院外かつ診療科限定ビバンセカプセル20mg リスデキサンフェタミンメシル酸塩 塩野義

16367 院外かつ診療科限定ビバンセカプセル30mg リスデキサンフェタミンメシル酸塩 塩野義

16355 院外限定ビビアント錠20mg バゼドキシフェン酢酸塩 ファイザー

16369 診療科限定ピフェルトロ錠100mg ドラビリン MSD

16380 正規採用ビブラマイシン錠100mg ドキシサイクリン塩酸塩(DOXY) ファイザー

16372 正規採用ビプレッソ徐放錠150mg クエチアピンフマル酸塩 アステラス=共和薬品

16371 正規採用ビプレッソ徐放錠50mg クエチアピンフマル酸塩 アステラス=共和薬品

16400 診療科限定ヒマシ油「ニッコー」 ヒマシ油 日興製薬=日興製薬販売

16402 正規採用ビムパットドライシロップ10％ ラコサミド UCB=第一三共
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16406 正規採用ビムパット錠100mg ラコサミド UCB=第一三共

16405 正規採用ビムパット錠50mg ラコサミド UCB=第一三共

16409 正規採用ピムロ顆粒 センナ・センナ実 本草=辰巳

16401 正規採用ピモベンダン錠1.25mg「TE」 ピモベンダン トーアエイヨー

16403 院外限定ビャクシ ビャクシ

16404 院外限定ビャクジュツ ビャクジュツ

16412 正規採用ビラノアOD錠20mg ビラスチン 大鵬薬品=MeijiSeika

16414 診療科限定ビラフトビカプセル50mg エンコラフェニブ 小野

16417 院外かつ診療科限定ビラフトビカプセル75mg エンコラフェニブ 小野

16415 正規採用ピラマイド原末 ピラジナミド(PZA) アルフレッサファーマ

16425 正規採用ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トー
ワ」

ピルシカイニド塩酸塩 東和薬品

16431 正規採用ヒルナミン細粒10％(100mg/g) レボメプロマジンマレイン酸塩 共和薬品

16435 正規採用ヒルナミン錠25mg レボメプロマジンマレイン酸塩 共和薬品

16430 正規採用ヒルナミン錠5mg レボメプロマジンマレイン酸塩 共和薬品

16436 診療科限定ピレスパ錠200mg ピルフェニドン 塩野義

16441 院外限定ピレチア細粒10％(100mg/g) プロメタジン塩酸塩 高田

16440 正規採用ピレチア錠25mg プロメタジン塩酸塩 高田

16472 院外限定ビワヨウ ビワヨウ

16518 正規採用ファスティック錠30 ナテグリニド EAファーマ=持田

16526 正規採用ファスティック錠90 ナテグリニド EAファーマ=持田

12536 正規採用ファムビル錠250mg ファムシクロビル(FCV) 旭化成ファーマ=マルホ

16523 正規採用ファモチジンOD錠10mg「トーワ」 ファモチジン 東和薬品

16524 正規採用ファモチジンOD錠20mg「トーワ」 ファモチジン 東和薬品

16533 正規採用ファモチジン細粒2％「サワイ」 ファモチジン 沢井

16529 正規採用ファロムﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ小児用10％
(100mg/g)

ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ水和物(FRPM) マルホ

16527 正規採用ファロム錠200mg ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ水和物(FRPM) マルホ

16549 正規採用フィコンパ細粒1％ ペランパネル水和物 エーザイ

16552 正規採用フィコンパ錠2mg ペランパネル水和物 エーザイ

16553 正規採用フィコンパ錠4mg ペランパネル水和物 エーザイ

16556 正規採用ブイフェンドﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ（2800mg/42g/
瓶）

ボリコナゾール(VRCZ) ファイザー

16555 院外限定ブイフェンド錠200mg ボリコナゾール(VRCZ) ファイザー

16554 院外限定ブイフェンド錠50mg ボリコナゾール(VRCZ) ファイザー

16559 院外かつ診療科限定フィンテプラ内用液2.2mg/mL フェンフルラミン UCB=日本新薬

16565 院外かつ診療科限定フェアストン錠40mg トレミフェンクエン酸塩 日本化薬

16567 正規採用フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「NP」 フェキソフェナジン塩酸塩 ニプロ

18327 診療科限定ﾌｪﾆﾙｱﾗﾆﾝ除去ﾐﾙｸ配合散「雪印」 フェニルアラニン除去ミルク 雪印メグミルク=雪印ビーンスターク

16622 正規採用フェノバールエリキシル0.4％(4mg/mL) フェノバルビタール 藤永=第一三共

16623 正規採用フェノバール散10％(100mg/g) フェノバルビタール 藤永=第一三共

16620 正規採用フェノバール錠30mg フェノバルビタール 藤永=第一三共

16627 正規採用フェブリク錠10mg フェブキソスタット 帝人ファーマ

16628 正規採用フェブリク錠20mg フェブキソスタット 帝人ファーマ

16629 院外限定フェブリク錠40mg フェブキソスタット 帝人ファーマ

16626 院内診療科限定・院外か
つ診療科限定

フェマーラ錠2.5mg レトロゾール ノバルティス

16673 正規採用フォシーガ錠10mg 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水和物 アストラゼネカ=小野

16674 正規採用フォシーガ錠5mg 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水和物 アストラゼネカ=小野

16680 正規採用フォリアミン錠5mg 葉酸 富士製薬
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16703 院外限定ブクリョウ ブクリョウ

16709 院外かつ診療科限定ブコラム口腔用液10mg ミダゾラム 武田

16706 院外かつ診療科限定ブコラム口腔用液2.5mg ミダゾラム 武田

16707 院外かつ診療科限定ブコラム口腔用液5mg ミダゾラム 武田

16708 院外かつ診療科限定ブコラム口腔用液7.5mg ミダゾラム 武田

14520 院外限定ブシ末(調剤用)「ツムラ」 ブシ末 ツムラ

16730 正規採用ブスコパン錠10mg ブチルスコポラミン臭化物 サノフィ

16794 院外かつ診療科限定ブフェニール錠500mg フェニル酪酸ナトリウム オーファンパシフィック

16795 院外かつ診療科限定ブフェニール顆粒94％(940mg/g) フェニル酪酸ナトリウム オーファンパシフィック

16796 診療科限定プラケニル錠200mg ヒドロキシクロロキン硫酸塩 サノフィ=旭化成ファーマ

16793 正規採用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 日本ベーリンガー

16792 正規採用プラザキサカプセル75mg 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 日本ベーリンガー

16810 正規採用フラジール内服錠250mg メトロニダゾール シオノギファーマ=塩野義

16820 院外限定ブラダロン錠200mg フラボキサート塩酸塩 日本新薬

16931 院外限定プラノバール配合錠  ノルゲストレル・エチニルエストラジオール あすか製薬=武田

16835 正規採用プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」 プラバスタチンナトリウム 東和薬品

16844 院外限定プラビックス錠25mg クロピドグレル硫酸塩 サノフィ

16843 院外限定プラビックス錠75mg クロピドグレル硫酸塩 サノフィ

16851 正規採用プラミペキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トー
ワ」

プラミペキソール塩酸塩 東和薬品

16857 正規採用プランルカストDS10 %「サワイ」 プランルカスト 沢井

16856 正規採用プランルカストカプセル112．5mg「サワイ」 プランルカスト 沢井

16858 院外かつ診療科限定フリウェル配合錠LD「モチダ」 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ/ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 持田販売=持田

16859 院外かつ診療科限定フリウェル配合錠ULD「モチダ」 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ/ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 持田販売=持田

16894 正規採用フリバスOD錠25mg ナフトピジル 旭化成ファーマ

16897 院外限定フリバスOD錠75mg ナフトピジル 旭化成ファーマ

16885 院外限定プリミドン細粒995mg/g「日医工」 プリミドン(PRM) 日医工

16890 正規採用プリモボラン錠5mg メテノロン酢酸エステル バイエル

16862 診療科限定ブリリンタ錠60mg チカグレロル アストラゼネカ

16902 正規採用プリンペランシロップ0.1％(1mg/mL) メトクロプラミド 日医工

16901 院外限定プリンペラン錠5mg メトクロプラミド 日医工

16911 院外限定フルイトラン錠1mg トリクロルメチアジド シオノギファーマ=塩野義

16925 院外限定フルカムカプセル27mg アンピロキシカム ファイザー

16935 正規採用フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 フルスルチアミン 東和薬品

16941 院外かつ診療科限定フルダラ錠10mg フルダラビンリン酸エステル サノフィ

16946 正規採用フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 フルニトラゼパム 共和薬品

16949 院外限定フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 フルニトラゼパム 共和薬品

16939 正規採用フルバスタチン錠30mg「サワイ」 フルバスタチン 沢井

16950 院外限定ブルフェン錠100mg イブプロフェン 科研

16977 正規採用フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワ
イ」

フルボキサミンマレイン酸塩 沢井

16978 正規採用フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワ
イ」

フルボキサミンマレイン酸塩 沢井

16957 正規採用プレガバリンOD錠150mg「ニプロ」 プレガバリン ニプロ

16955 正規採用プレガバリンOD錠25mg「ニプロ」 プレガバリン ニプロ

16956 正規採用プレガバリンOD錠75mg「ニプロ」 プレガバリン ニプロ

16968 院外限定プレタールOD錠100mg シロスタゾール 大塚製薬

16967 院外限定プレタールOD錠50mg シロスタゾール 大塚製薬

16972 院外限定ブレディニンOD錠50 ミゾリビン 旭化成ファーマ

16983 正規採用プレドニゾロン散「ﾀｹﾀﾞ」1％(10mg/g) ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 武田テバ薬品=武田
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16969 正規採用プレドニゾロン錠1mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 旭化成ファーマ

16970 正規採用プレドニン錠5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ シオノギファーマ=塩野義

16973 診療科限定プレバイミス錠240mg レテルモビル MSD

16990 正規採用プレマリン錠0.625mg 結合型エストロゲン ファイザー

16993 院外限定プレミネント配合錠ＨＤ ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ/ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ オルガノン

16992 正規採用プレミネント配合錠ＬＤ ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ/ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ オルガノン

17012 正規採用プログラフカプセル0.5mg タクロリムス水和物 アステラス

17011 正規採用プログラフカプセル1mg タクロリムス水和物 アステラス

17013 正規採用プログラフ顆粒0.2mg タクロリムス水和物 アステラス

17014 正規採用プログラフ顆粒1mg タクロリムス水和物 アステラス

17032 院外限定プロスタール錠25mg ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ あすか製薬=武田

17036 正規採用フロセミド細粒4％(40mg/g)「EMEC」 フロセミド エルメッド=日医工

17038 正規採用フロセミド錠20mg「NP」 フロセミド ニプロ

17039 正規採用フロセミド錠40mg「NP」 フロセミド ニプロ

17045 院外限定プロチアデン25mg ドスレピン塩酸塩 科研=日医工

17044 正規採用ブロチゾラムOD錠0.25mg「ｻﾜｲ」 ブロチゾラム メディサ=沢井

17049 正規採用プロテカジンOD錠10mg ラフチジン 大鵬薬品

17054 正規採用プロナーゼＭＳ2万単位/0.5g包 プロナーゼ 科研

17061 正規採用ブロナンセリン錠4mg「トーワ」 ブロナンセリン 東和薬品

17056 院外かつ診療科限定ブロニカ錠80mg セラトロダスト 武田テバ薬品=武田

17055 診療科限定プロノン錠150mg プロパフェノン塩酸塩 トーアエイヨー

17078 院外限定ブロプレス錠12mg カンデサルタンシレキセチル 武田テバ薬品=武田

17075 院外限定ブロプレス錠4mg カンデサルタンシレキセチル 武田テバ薬品=武田

17076 院外限定ブロプレス錠8mg カンデサルタンシレキセチル 武田テバ薬品=武田

17099 正規採用ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」 ブロムヘキシン塩酸塩 東和薬品

17123 正規採用フロリードゲル経口用2％(5g/本) ミコナゾール 持田=ジーシー昭和薬品

17125 正規採用フロリネフ錠0.1mg ﾌﾙﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ サンドファーマ=サンド

17148 院外限定ベイスンOD錠0.3mg ボグリボース 武田テバ薬品=武田

17216 院外かつ診療科限定ベージニオ錠100mg アベマシクリブ リリー

17217 院外かつ診療科限定ベージニオ錠150mg アベマシクリブ リリー

17215 院外かつ診療科限定ベージニオ錠50mg アベマシクリブ リリー

17149 正規採用ベオーバ錠50mg ビベグロン 杏林=キッセイ

17150 院外限定ペオン錠80mg ザルトプロフェン ゼリア

17222 院外限定ベザトールＳＲ錠100mg ベザフィブラート キッセイ

17223 院外限定ベザトールSR錠200mg ベザフィブラート キッセイ

17224 診療科限定ベサノイドカプセル10mg トレチノイン 富士製薬

17218 正規採用ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」 ベザフィブラート 沢井

17219 正規採用ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 ベザフィブラート 沢井=扶桑

17228 正規採用ベシケアOD錠5mg コハク酸ソリフェナシン アステラス

17236 正規採用ベタニス錠50mg ミラベグロン アステラス

17239 正規採用 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」 ベタヒスチンメシル酸塩 ジェイドルフ=東和薬品

17251 正規採用ベニジピン塩酸塩錠2mg「トーワ」 ベニジピン塩酸塩 東和薬品

17252 正規採用ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」 ベニジピン塩酸塩 東和薬品

17257 診療科限定ベネクレクスタ錠100mg ベネトクラクス アッヴィ

17255 診療科限定ベネクレクスタ錠10mg ベネトクラクス アッヴィ

17256 診療科限定ベネクレクスタ錠50mg ベネトクラクス アッヴィ

17250 院外かつ診療科限定ベネシッド錠250mg プロベネシド 科研

17312 診療科限定ベプシドカプセル25mg エトポシド クリニジェン

17314 診療科限定ベプリコール錠50mg ベプリジル塩酸塩水和物 オルガノン=第一三共
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17322 院外かつ診療科限定ペマジール錠4.5mg ﾍﾟﾐｶﾞﾁﾆﾌﾞ インサイト

17325 診療科限定ヘマンジオルシロップ小児用0.375％ プロプラノロール マルホ

17327 診療科限定ベムリディ錠25mg テノホビル アラフェナミドフマル酸 ギリアド

17332 正規採用ベラサスLA錠60µg ベラプロストナトリウム 科研

17335 院外限定ベラチンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ小児用0.1％(1mg/g) ツロブテロール塩酸塩 ニプロES

17336 正規採用ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 ベラプロストナトリウム 沢井

17342 正規採用ペリアクチンシロップ0.04％(0.4mg/mL) シプロヘプタジン塩酸塩水和物 日医工

17341 院外限定ペリアクチン散1％(10mg/g) シプロヘプタジン塩酸塩水和物 日医工

17356 診療科限定ベリキューボ錠10mg ベルイシグアト バイエル

17354 診療科限定ベリキューボ錠2.5mg ベルイシグアト バイエル

17355 診療科限定ベリキューボ錠5mg ベルイシグアト バイエル

17361 正規採用ベリチーム配合顆粒 膵臓性消化酵素配合剤 共和薬品

17365 正規採用ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」 ペリンドプリルエルブミン 沢井

17373 院外限定ペルサンチン錠100mg ジピリダモール MP

17370 正規採用ペルサンチン錠25mg ジピリダモール MP

17377 院外限定ペルジピンＬＡカプセル40mg ニカルジピン塩酸塩 LTL

17383 正規採用ベルソムラ錠15mg スボレキサント MSD

17384 正規採用ベルソムラ錠20mg スボレキサント MSD

17382 院外限定ヘルベッサーＲカプセル100mg ジルチアゼム塩酸塩 田辺三菱

17381 正規採用ヘルベッサー錠30mg ジルチアゼム塩酸塩 田辺三菱

17386 院外限定ペルマックス錠250µg ペルゴリド 協和キリン

17385 院外限定ペルマックス錠50µg ペルゴリド 協和キリン

17389 診療科限定ベレキシブル錠80mg チラブルチニブ塩酸塩 小野

17412 院外限定ベンザリン細粒1％(10mg/g) ニトラゼパム 共和薬品

17410 院外限定ベンザリン錠5mg ニトラゼパム 共和薬品

17418 正規採用ベンズブロマロン錠50mg「テバ」 ベンズブロマロン 武田テバファーマ=武田

17413 院外限定ペンタサ錠250mg メサラジン 杏林

17414 院外限定ペンタサ錠500mg メサラジン 杏林

17417 診療科限定ペンタサ顆粒94％（1000mg/包） メサラジン 杏林

17416 診療科限定ペンタサ顆粒94％（2000mg/包） メサラジン 杏林

17433 院外限定ボウイ ボウイ

17435 院外限定ボウフウ ボウフウ

17436 院外限定ホウブシ ホウブシ ウチダ

17494 正規採用ボースデル内用液10（250mL/袋） 塩化マンガン四水和物 MeijiSeika=協和キリン

17471 診療科限定ボカブリア錠30mg カボテグラビルナトリウム ヴィーブヘルスケア=GSK

17486 正規採用ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 ボグリボース 東和薬品

17487 院外かつ診療科限定ボシュリフ錠100mg ボスチニブ水和物 ファイザー

17496 院外限定ホスミシンＤＳ40％(400mg/g) ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ水和物(FOM) MeijiSeika

17497 正規採用ホスミシン錠500mg ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ水和物(FOM) MeijiSeika

17491 院内診療科限定・院外か
つ診療科限定

ホスリボン配合顆粒(100mg/0.48g包） ﾘﾝ酸2水素ﾅﾄﾘｳﾑ1水和物/無水ﾘﾝ酸水素2ﾅ
ﾄﾘｳﾑ

ゼリア

17492 院外限定ホスレノールOD錠250mg 炭酸ランタン水和物 バイエル

17507 診療科限定ボセンタン錠62.5mg「モチダ」 ボセンタン水和物 持田販売=持田

17504 院外限定ボタンピ ボタンピ

17506 正規採用ボナロン経口ゼリー35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物 帝人ファーマ

17505 院外かつ診療科限定ボナロン錠35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物 帝人ファーマ

17513 院外限定ボノサップパック400 ボノプラザンフマル酸塩/アモキシシリン/クラリ
スロマイシン

武田

17511 院外限定ボノテオ錠1mg ミノドロン酸水和物 アステラス

17512 正規採用ボノテオ錠50mg ミノドロン酸水和物 アステラス
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17514 院外限定ボノピオンパック ボノプラザンフマル酸塩/アモキシシリン/メトロニ
ダゾール

武田

17515 診療科限定ポマリストカプセル1mg ポマリドミド BMS

17516 診療科限定ポマリストカプセル2mg ポマリドミド BMS

17517 診療科限定ポマリストカプセル3mg ポマリドミド BMS

17518 診療科限定ポマリストカプセル4mg ポマリドミド BMS

17535 院外限定ポラキス錠2mg オキシブチニン塩酸塩 クリニジェン

17538 正規採用ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 ポラプレジンク 沢井

17559 正規採用ボリコナゾール錠200mg「トーワ」 ボリコナゾール(VRCZ) 東和薬品

17558 正規採用ボリコナゾール錠50mg「トーワ」 ボリコナゾール(VRCZ) 東和薬品

17552 正規採用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」

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 三和化学

17561 正規採用ホリゾン散10mg/g ジアゼパム 丸石

17560 正規採用ホリゾン錠5mg ジアゼパム 丸石

17585 院外限定ホリナート錠25mg「タイホウ」 ホリナートカルシウム 岡山大鵬

17565 正規採用ポリフル錠500mg ポリカルボフィルカルシウム マイランEPD

17553 院外限定ボレイ ボレイ

17608 院外かつ診療科限定ボンゾール錠100mg ダナゾール 田辺三菱

17613 院外限定ポンタールカプセル250mg メフェナム酸 ファイザー

17612 正規採用ポンタールシロップ3.25％(32.5mg/mL) メフェナム酸 ファイザー

17630 院外かつ診療科限定ボンビバ錠100mg イバンドロン酸ナトリウム水和物 中外=大正製薬

17760 院外限定・院内診療科限
定

マーズレンＳ配合顆粒 ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ/L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ 寿=EAファーマ

17766 院外かつ診療科限定マーベロン21 ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ/ﾃﾞｿｹﾞｽﾄﾚﾙ オルガノン

17726 正規採用マイスタン細粒1％(10mg/g) クロバザム(CLB) 住友ファーマ=アルフレッサファーマ

17724 正規採用マイスタン錠10mg クロバザム(CLB) 住友ファーマ=アルフレッサファーマ

17725 正規採用マイスタン錠5mg クロバザム(CLB) 住友ファーマ=アルフレッサファーマ

17728 院外限定マイスリー錠5mg ゾルピデム酒石酸塩 アステラス

17740 院外限定マイテラーゼ錠10ｍg アンベノニウム塩化物 アルフレッサファーマ

17746 診療科限定マヴィレット配合錠 ｸﾞﾚｶﾌﾟﾚﾋﾞﾙ水和物／ﾋﾟﾌﾞﾚﾝﾀｽﾋﾞﾙ アッヴィ

17748 院外限定マオウ マオウ

17752 正規採用マグコロール散68%分包50g クエン酸マグネシウム 堀井

17756 正規採用マクサルトＲＰＤ錠10mg リザトリプタン安息香酸塩 杏林=エーザイ

11245 院外限定マシニン マシニン ウチダ

11247 院外かつ診療科限定マスーレッド錠25mg モリデュスタットナトリウム バイエル

17770 正規採用マドパー配合錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ/ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞﾄﾞ塩酸塩(4：1) 太陽ファルマ

17791 院外限定マリゼブ錠12.5mg オマリグリプチン MSD=キッセイ

17792 院外限定マリゼブ錠25mg オマリグリプチン MSD=キッセイ

17808 院外かつ診療科限定ミオカーム内服液33.3％ ピラセタム UCB=大鵬薬品

17823 院外限定ミカトリオ配合錠 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

日本ベーリンガー

17825 院外限定ミカムロ配合錠ＡＰ ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩 日本ベーリンガー

17826 院外限定ミカムロ配合錠ＢＰ ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩 日本ベーリンガー

17819 院外限定ミカルディス錠40mg テルミサルタン 日本ベーリンガー

17818 院外限定ミカルディス錠80mg テルミサルタン 日本ベーリンガー

17845 正規採用ミグシス錠5mg ロメリジン塩酸塩 ファイザー

17855 正規採用ミケラン錠5mg カルテオロール塩酸塩 大塚製薬

17851 院外限定ミコンビ配合錠ＢＰ ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ/ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 日本ベーリンガー

17849 正規採用ミゾリビン錠50mg「サワイ」 ミゾリビン 沢井

17871 正規採用ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」 ミチグリニドカルシウム水和物 日本ジェネリック

17874 院外かつ診療科限定ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU ｺﾅﾋｮｳﾋﾀﾞﾆ抽出ｴｷｽ・ﾔｹﾋｮｳﾋﾀﾞﾆ抽出ｴｷｽ 鳥居
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17864 診療科限定ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU ｺﾅﾋｮｳﾋﾀﾞﾆ抽出ｴｷｽ・ﾔｹﾋｮｳﾋﾀﾞﾆ抽出ｴｷｽ 鳥居

17867 院外限定ミニリンメルトOD錠120µg デスモプレシン酢酸塩水和物 フェリング=キッセイ

17868 院外限定ミニリンメルトOD錠240µg デスモプレシン酢酸塩水和物 フェリング=キッセイ

17872 院外限定ミニリンメルトOD錠25µg デスモプレシン酢酸塩水和物 フェリング=キッセイ

17873 院外限定ミニリンメルトOD錠50µg デスモプレシン酢酸塩水和物 フェリング=キッセイ

17869 正規採用ミニリンメルトOD錠60µg デスモプレシン酢酸塩水和物 フェリング=キッセイ

17875 院外限定ミネブロOD錠1.25mg エサキセレノン 第一三共

17876 正規採用ミネブロOD錠2.5mg エサキセレノン 第一三共

17877 院外限定ミネブロOD錠5mg エサキセレノン 第一三共

11586 正規採用ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 ミノサイクリン塩酸塩(MINO) 沢井

17878 正規採用ミノサイクリン塩酸塩顆粒2 %「サワイ」 ミノサイクリン塩酸塩 沢井

17881 院外限定ミノマイシン顆粒2％(20mg/g) ミノサイクリン塩酸塩(MINO) ファイザー

17890 正規採用ミヤＢＭ細粒 酪酸菌 ミヤリサン

17892 院外限定ミラペックスＬＡ錠0.375mg プラミペキソール塩酸塩水和物 日本ベーリンガー

17891 院外限定ミラペックスＬＡ錠1.5mg プラミペキソール塩酸塩水和物 日本ベーリンガー

17888 正規採用ミルタザピンOD錠15mg「トーワ」 ミルタザピン 東和薬品

17895 正規採用ミルマグ内用懸濁液7.2％(0.072g/mL) 水酸化マグネシウム エムジー=共和薬品

17866 正規採用ミンクリア内用散布液0.8％(20mL/本) l-メントール 富士製薬

17899 院外限定ムコスタ顆粒20％(100mg/0.5g包) レバミピド 大塚製薬

17902 正規採用ムコソルバンL錠45mg アンブロキソール塩酸塩 帝人ファーマ

17905 院外限定ムコダイン錠250mg L-カルボシステイン 杏林

17929 診療科限定ムルプレタ錠3mg ルストロンボパグ 塩野義

17933 院外かつ診療科限定ムンデシンカプセル100mg フォロデシン塩酸塩 ムンディファーマ

17922 院外限定メイアクトＭＳ小児用細粒10％(100mg/g) ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝ　ﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ(CDTR-PI) MeijiSeika

17923 正規採用メイラックス細粒1％(10mg/g) ロフラゼプ酸エチル MeijiSeika

17913 院外限定メイラックス錠1mg ロフラゼプ酸エチル MeijiSeika

17925 院外限定メインテート錠0.625mg ビソプロロールフマル酸塩 田辺三菱

17914 院外限定メインテート錠5mg ビソプロロールフマル酸塩 田辺三菱

17965 診療科限定メーゼント錠0.25mg シポニモドフマル酸 ノバルティス

17966 診療科限定メーゼント錠2mg シポニモドフマル酸 ノバルティス

17916 院外限定メキシチール100mg メキシレチン塩酸塩 太陽ファルマ

17915 院外限定メキシチール50mg メキシレチン塩酸塩 太陽ファルマ

17928 正規採用メキシレチン塩酸塩カプセル100mg メキシレチン塩酸塩 沢井

17934 正規採用メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワ
イ」

メキシレチン塩酸塩 沢井

17938 診療科限定メキニスト錠0.5mg トラメチニブ　ジメチルスルホキシド付加物錠 ノバルティス

17939 診療科限定メキニスト錠2mg トラメチニブ　ジメチルスルホキシド付加物錠 ノバルティス

17927 診療科限定メクトビ錠15mg ビニメチニブ 小野

17941 正規採用メコバラミン錠500µg「トーワ」 メコバラミン 東和薬品

17935 用時・診療科限定メサペイン錠5mg メサドン塩酸塩 帝國製薬=テルモ=塩野義

17944 正規採用メサラジン徐放錠500mg「JG」 メサラジン 日本ジェネリック

17943 正規採用メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 メサラジン 沢井=日本ジェネリック

17950 正規採用メジコン散10％(100mg/g) ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄﾙﾌｧﾝ臭化水素酸水和物 シオノギファーマ=塩野義

17960 正規採用メスチノン錠60mg ピリドスチグミン臭化物 共和薬品

17970 診療科限定メソトレキセート錠2.5mg メトトレキサート ファイザー

17975 院外限定メタクト配合錠LD ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ/ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩 武田テバ薬品=武田

17995 院外限定・院内診療科限
定

メタライト250カプセル 塩酸トリエンチン ツムラ

18002 院外限定メタルカプターゼ100mg Ｄ－ペニシラミン 大正製薬

18012 診療科限定メチコバール細粒0.1％(500µg/0.5g包) メコバラミン（血液・髄液中存在・補酵素型） エーザイ
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18011 院外限定メチコバール錠500µg メコバラミン エーザイ

18014 正規採用メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」 ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 あすか製薬=武田

18034 院外限定メトアナ配合錠HD ｱﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ/ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩 三和化学

18033 院外限定メトアナ配合錠LD ｱﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ/ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩 三和化学

18035 正規採用メトグルコ錠250mg メトホルミン塩酸塩 住友ファーマ

18036 院外限定メトグルコ錠500mg メトホルミン塩酸塩 住友ファーマ

18037 正規採用メトクロプラミド錠5mg「トーワ」 メトクロプラミド 東和薬品

18046 院外限定メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 メトトレキサート あゆみ製薬

18050 正規採用メトピロンカプセル250mg メチラポン セオリア=武田

18055 正規採用メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」 メトプロロール酒石酸塩 沢井

18066 正規採用メトリジンD錠2mg ミドドリン塩酸塩 大正製薬

18070 正規採用メドロール錠4mg ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ ファイザー

18094 院外限定メバロチン錠10mg プラバスタチンナトリウム 第一三共

18088 院外限定メプチンシロップ0.0005％(5µg/mL) プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬

18090 院外限定メプチンドライシロップ0.005％(50µg/g) プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬

18089 正規採用メプチンミニ錠25µg プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬

18102 正規採用メマリーOD錠10mg メマンチン塩酸塩 第一三共

18103 正規採用メマリーOD錠20mg メマンチン塩酸塩 第一三共

18101 正規採用メマリーOD錠5mg メマンチン塩酸塩 第一三共

18104 院外限定メマリードライシロップ2％0.25g メマンチン塩酸塩 第一三共

18105 院外限定メマリードライシロップ2％0.5g メマンチン塩酸塩 第一三共

18106 院外限定メマリードライシロップ2％1.0g メマンチン塩酸塩 第一三共

18109 診療科限定メラトベル顆粒小児用0.2% メラトニン ノーベル

18140 正規採用メルカゾール錠5mg チアマゾール あすか製薬=武田

18157 正規採用メロキシカム錠10mg「トーワ」 メロキシカム 東和薬品

18174 院外限定モクツウ モクツウ

18178 正規採用モサプリドクエン酸塩錠5mg「ケミファ」 モサプリドクエン酸塩水和物 ケミファ=日本薬工

18177 院外限定モッコウ モッコウ

18175 院外かつ診療科限定モディオダール錠100ｍg モダフィニル アルフレッサファーマ=田辺三菱

18191 院外限定モニラック原末(9.8g/包) ラクツロース 中外

18218 院外限定モビコール配合内用剤HD マクロゴール4000 EAファーマ=持田

18216 正規採用モビコール配合内用剤LD マクロゴール4000 EAファーマ=持田

18217 正規採用モビプレップ配合内用剤 ﾏｸﾛｺﾞｰﾙ4000/電解質/ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸類 EAファーマ

11601 正規採用モルヒネ塩酸塩錠10mg モルヒネ塩酸塩水和物 住友ファーマ

11600 正規採用モルヒネ塩酸塩水和物 モルヒネ塩酸塩水和物 第一三共プロファーマ=第一三共

18232 正規採用モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包
10mg「フジモト」

モルヒネ硫酸塩水和物 藤本

18251 正規採用モンテルカストOD錠10mg「タカタ」 モンテルカストナトリウム 高田=共創未来ファーマ

18296 院外かつ診療科限定ヤーズフレックス配合錠 ﾄﾞﾛｽﾋﾟﾚﾉﾝ/ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ バイエル

18314 院外かつ診療科限定ユーエフティＥ配合顆粒T100 テガフール/ウラシル 大鵬薬品

18317 院外かつ診療科限定ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ150 テガフール/ウラシル 大鵬薬品

18318 院外かつ診療科限定ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ200 テガフール/ウラシル 大鵬薬品

18315 院外かつ診療科限定ユーエフティ配合カプセルＴ100 テガフール/ウラシル 大鵬薬品

18337 正規採用ユービット錠100mg 尿素（１３Ｃ） 大塚製薬

18360 院外限定ユーロジン錠2mg エスタゾラム 武田テバ薬品=武田

18329 正規採用ユナシン錠375mg ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝﾄｼﾙ酸塩水和物(SBTPC) ファイザー

18335 院外限定ユニフィルＬＡ錠200mg テオフィリン 大塚製薬

18333 院外限定ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」 ユビデカレノン 鶴原

18341 院外限定ユベラNソフトカプセル200mg トコフェロールニコチン酸エステル エーザイ
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18330 正規採用ユベラ錠50mg トコフェロール酢酸エステル サンノーバ=エーザイ

18353 院外限定ユリーフOD錠4mg シロドシン キッセイ=第一三共

18345 院外限定ユリス錠0.5mg ドチヌラド 富士薬品=持田

18346 院外限定ユリス錠1mg ドチヌラド 富士薬品=持田

18347 院外限定ユリス錠2mg ドチヌラド 富士薬品=持田

18350 院外限定ユリノーム錠50mg ベンズブロマロン トーアエイヨー

18370 正規採用ヨウ化カリウム ヨウ化カリウム 日興製薬=日興製薬販売

18371 正規採用ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 ヨウ化カリウム 日医工

18385 診療科限定ヨウ化ナトリウムカプセル-30号 ヨウ化ナトリウム（131I） PDRファーマ

18396 院外限定ヨクイニン ヨクイニン

18395 院外限定ヨクイニンエキス錠「ｺﾀﾛｰ」 ヨクイニンエキス 小太郎

18421 院外限定ラキソベロン錠2.5mg ピコスルファートナトリウム 帝人ファーマ

18425 正規採用ラクツロースシロップ65%「武田テバ」 ラクツロース 武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田

18428 正規採用ラグノスNF経口ゼリー分包12g ラクツロース 三和化学

18437 正規採用ラゲブリオカプセル200mg モルヌピラビル MSD

18437 正規採用ラゲブリオカプセル200mg モルヌピラビル MSD

18432 院外限定・院内診療科限
定

ラコールＮＦ配合経腸用液(200mL/本) 経腸成分栄養剤(1.0Kcal/mL) EN大塚=大塚工場=大塚製薬

18436 正規採用ラコールNF配合経腸用半固形剤(300g/
本)

経腸成分栄養剤(1.0Kcal/g) EN大塚=大塚工場=大塚製薬

18435 院外限定ラシックス錠20mg フロセミド サノフィ=日医工

18440 院外限定ラシックス錠40mg フロセミド サノフィ=日医工

18442 正規採用ラジレス錠150mg アリスキレンフマル酸塩 オーファンパシフィック

18455 院外限定ラスビック錠75mg ラスクフロキサシン塩酸塩 杏林

18465 正規採用ラツーダ錠20mg ルラシドン塩酸塩 住友ファーマ

18466 正規採用ラツーダ錠40mg ルラシドン塩酸塩 住友ファーマ

18461 院外限定・院内診療科限
定

ラックビー微粒N ビフィズス菌 興和

18479 正規採用ラニラピッド錠0.05mg メチルジゴキシン 中外

18480 院外限定ラニラピッド錠0.1mg メチルジゴキシン 中外

18482 診療科限定ラパリムス錠1mg シロリムス ノーベル

18485 院外限定ラベキュアパック400 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ/ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物/ｸﾗﾘｽ
ﾛﾏｲｼﾝ

エーザイ=EAファーマ

18487 院外限定ラベファインパック ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ/ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物/ﾒﾄﾛﾆ
ﾀﾞｿﾞｰﾙ

エーザイ=EAファーマ

18489 正規採用ラベプラゾールNa錠10mg「AA」 ラベプラゾールナトリウム あすか製薬=武田

18490 正規採用ラボナ錠50mg ペントバルビタールカルシウム 田辺三菱

18494 正規採用ラミクタール錠100mg ラモトリギン(LTG) GSK

18493 正規採用ラミクタール錠25mg ラモトリギン(LTG) GSK

18491 院外かつ診療科限定ラミクタール錠小児用2mg ラモトリギン(LTG) GSK

18492 診療科限定ラミクタール錠小児用5mg ラモトリギン(LTG) GSK

18506 正規採用ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 ランソプラゾール 沢井

18507 正規採用ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」 ランソプラゾール 沢井

18515 正規採用ランデル錠20mg エホニジピン塩酸塩 ゼリア=塩野義

18549 正規採用リアルダ錠1200mg メサラジン・フィルムコーティング 持田

18540 院外限定リーゼ錠5mg クロチアゼパム 田辺三菱=吉富薬品

18564 院外限定リーバクト配合経口ゼリー(20g/個) イソロイシン・ロイシン・バリン EAファーマ

18563 正規採用リーバクト配合顆粒(4.15g/包) イソロイシン・ロイシン・バリン EAファーマ

18580 正規採用リーマス錠200mg 炭酸リチウム 大正製薬

18865 正規採用リウマトレックスカプセル2mg メトトレキサート ファイザー

18514 正規採用リオナ錠250mg クエン酸第二鉄 日本たばこ=鳥居
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18519 院外限定リオベル配合錠LD ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ塩酸塩/ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ安息香酸塩 武田

18520 正規採用リオレサール錠10mg バクロフェン サンファーマ

18546 正規採用リクシアナOD錠15mg エドキサバントシル酸塩水和物 第一三共

18547 正規採用リクシアナOD錠30mg エドキサバントシル酸塩水和物 第一三共

18548 正規採用リクシアナOD錠60mg エドキサバントシル酸塩水和物 第一三共

18525 正規採用リザベンカプセル100mg トラニラスト キッセイ

18524 正規採用リザベンドライシロップ5％(50mg/g) トラニラスト キッセイ

18574 院外限定リシノプリル錠5mg「トーワ」 リシノプリル 東和薬品

18534 院外限定リスパダール細粒1％(10mg/g) リスペリドン ヤンセン

18537 正規採用リスパダール内用液0.1％(1mg/mL) リスペリドン ヤンセン

18544 正規採用リスペリドンOD錠1mg「トーワ」 リスペリドン 東和薬品

18595 正規採用リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」1mL分
包

リスペリドン 東和薬品

18536 院外限定リズミック錠10mg アメジニウムメチル硫酸塩 住友ファーマ

18531 正規採用リスモダンＲ錠150mg リン酸ジソピラミド クリニジェン

18530 院外限定リスモダンカプセル100mg ジソピラミド クリニジェン

18529 正規採用リスモダンカプセル50mg ジソピラミド クリニジェン

18552 正規採用リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」 リセドロン酸ナトリウム水和物 ニプロ

18550 院外限定リタリン錠10ｍg メチルフェニデート塩酸塩 ノバルティス

18553 正規採用リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」 リトドリン塩酸塩 あすか製薬=武田

18562 正規採用リパクレオンカプセル150mg パンクレリパーゼ ヴィアトリス

18573 院外限定リパクレオン顆粒300mg分包 パンクレリパーゼ ヴィアトリス

18583 院外限定リバゼブ配合錠HD ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ/ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ 興和

18582 院外限定リバゼブ配合錠LD ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ/ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ 興和

18554 院外限定リバロOD錠1mg ピタバスタチンカルシウム 興和

18558 院外限定・院内診療科限
定

リバロOD錠2mg ピタバスタチンカルシウム 興和

18556 院外限定リバロOD錠4mg ピタバスタチンカルシウム 興和

18559 正規採用リピディル錠80mg フェノフィブラート あすか製薬=武田=科研

18568 院外限定リピトール錠10mg アトルバスタチンカルシウム水和物 ヴィアトリス

18569 院外限定リピトール錠5mg アトルバスタチンカルシウム水和物 ヴィアトリス

18570 正規採用リファジンカプセル150mg リファンピシン(RFP) 第一三共

18572 診療科限定リフキシマ錠200mg リファキシミン あすか製薬=武田

18576 診療科限定リフヌア錠45mg ゲーファピキサントクエン酸塩 MSD=杏林

18571 院外限定リフレックス錠15mg ミルタザピン MeijiSeika

18579 院外限定リベルサス錠14mg セマグルチド（遺伝子組換え） ノボ=MSD

18577 院外限定リベルサス錠3mg セマグルチド（遺伝子組換え） ノボ=MSD

18578 院外限定リベルサス錠7mg セマグルチド（遺伝子組換え） ノボ=MSD

18608 正規採用リボトリール細粒0.1％(1mg/g) クロナゼパム(CZP) 太陽ファルマ

18605 正規採用リボトリール錠0.5mg クロナゼパム(CZP) 太陽ファルマ

18606 正規採用リボトリール錠2mg クロナゼパム(CZP) 太陽ファルマ

18609 院外限定リポバス錠5mg シンバスタチン オルガノン

18625 院外限定リマチル錠100mg ブシラミン あゆみ製薬

18629 正規採用リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 リマプロストアルファデクス メディサ=沢井=日本ジェネリック

18633 院外かつ診療科限定リムパーザ錠100mg オラパリブ アストラゼネカ

18634 院外かつ診療科限定リムパーザ錠150mg オラパリブ アストラゼネカ

18662 院外限定リュウコツ リュウコツ

18668 院外限定リュウタン リュウタン

18676 院外限定リリカOD錠150mg プレガバリン ヴィアトリス

18669 院外限定リリカOD錠25mg プレガバリン ヴィアトリス
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18673 院外限定リリカOD錠75mg プレガバリン ヴィアトリス

18674 正規採用リルゾール錠50mg「AA」 リルゾール ダイト=あすか製薬=武田

18675 院外限定リルテック錠50mg リルゾール サノフィ

18682 院外かつ診療科限定リンヴォック錠15mg ウパダシチニブ アッヴィ

18683 院外かつ診療科限定リンヴォック錠30mg ウパダシチニブ アッヴィ

18684 診療科限定リンヴォック錠45mg ウパダシチニブ アッヴィ

18681 院外かつ診療科限定リンヴォック錠7.5mg ウパダシチニブ アッヴィ

18695 正規採用リンゼス錠0.25mg リナクロチド アステラス

18710 正規採用リンデロン錠0.5mg ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ シオノギファーマ=塩野義

18722 正規採用リンラキサー錠250mg ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｴｽﾃﾙ 大正製薬

18701 正規採用リン酸水素カルシウム「エビス」 リン酸水素カルシウム水和物 日興製薬=日興製薬販売

18830 正規採用ルーラン錠4mg ペロスピロン塩酸塩 住友ファーマ

18756 正規採用ルジオミ－ル錠10mg マプロチリン塩酸塩 サンファーマ

18765 院外限定ルセフィ錠2.5mg ルセオグリフロジン水和物 大正製薬

18807 正規採用ルネスタ錠1mg エスゾピクロン エーザイ

18808 院外限定ルネスタ錠2mg エスゾピクロン エーザイ

18809 院外限定ルネスタ錠3mg エスゾピクロン エーザイ

18821 正規採用ルパフィン錠10mg ルパタジンフマル酸塩 帝國製薬=田辺三菱

18823 院外限定ルプラック錠4mg トラセミド 田辺三菱=富士フイルム富山化学

18825 正規採用ルリッド錠150mg ロキシスロマイシン(RXM) サノフィ

18827 院外限定レイボー錠100mg ラスミジタンコハク酸塩 リリー=第一三共

18826 院外限定レイボー錠50mg ラスミジタンコハク酸塩 リリー=第一三共

18828 診療科限定レキサルティOD錠1mg ブレクスピプラゾール 大塚製薬

18829 院外かつ診療科限定レキサルティOD錠2mg ブレクスピプラゾール 大塚製薬

18846 正規採用レキソタン細粒1％(10mg/g) ブロマゼパム サンドファーマ=サンド

18840 正規採用レキソタン錠2mg ブロマゼパム サンドファーマ=サンド

18835 正規採用レキップＣＲ錠2mg ロピニロール塩酸塩 GSK

18836 院外限定レキップＣＲ錠8mg ロピニロール塩酸塩 GSK

18837 院外限定レキップ錠1mg ロピニロール塩酸塩 GSK

18851 正規採用レクサプロ錠10mg エスシタロプラムシュウ酸塩 持田=田辺三菱

18848 院外限定レクチゾール錠25mg ジアフェニルスルホン 田辺三菱

18853 院外限定レグナイト錠300mg ガバペンチン　エナカルビル アステラス

18852 院外限定レザルタス配合錠ＨＤ ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ/ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 第一三共

18854 院外限定レザルタス配合錠ＬＤ ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ/ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 第一三共

18859 正規採用レスタミンコーワ錠10mg ジフェンヒドラミン塩酸塩 興和

18868 診療科限定レスピア静注・経口液60mg/3mL カフェインクエン酸塩 ノーベル

18888 正規採用レダコート錠4mg ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝ アルフレッサファーマ

18902 診療科限定レナデックス錠4mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ BMS

18898 正規採用レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg  シルデナフィルクエン酸塩 ヴィアトリス

18907 正規採用レバチオ錠20mg シルデナフィルクエン酸塩 ヴィアトリス

18903 正規採用レバミピド錠100mg「オーツカ」 レバミピド 大塚工場=大塚製薬

18918 診療科限定レブラミドカプセル5mg レナリドミド BMS

18939 正規採用レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 レボセチリジン塩酸塩 東和薬品

18934 正規採用レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物(LVFX) 第一三共エスファ

18935 正規採用レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物(LVFX) 第一三共エスファ

18924 診療科限定レボレード錠12.5mg エルトロンボパグ オラミン ノバルティス

18929 院外かつ診療科限定レボレード錠25mg エルトロンボパグ オラミン ノバルティス

18931 院外限定レミッチOD錠2.5µg ナルフラフィン塩酸塩 東レ=鳥居

18928 院外限定レミニールOD錠12mg ガランタミン臭化水素酸塩 ヤンセン
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18923 院外限定レミニールOD錠4mg ガランタミン臭化水素酸塩 ヤンセン

18926 正規採用レミニールOD錠8mg ガランタミン臭化水素酸塩 ヤンセン

18925 院外限定レリフェン錠400mg ナブメトン 三和化学

18927 院外限定レルパックス錠20mg エレトリプタン臭化水素酸塩 ヴィアトリス

18938 院外かつ診療科限定レルミナ錠40mg レルゴリクス あすか製薬=武田

18933 院外限定レンギョウ レンギョウ

18943 診療科限定レンビマカプセル10mg レンバチニブメシル酸塩 エーザイ

18942 診療科限定レンビマカプセル4mg レンバチニブメシル酸塩 エーザイ

18950 診療科限定ロイケリン散10％(100mg/g) メルカプトプリン水和物 大原

18955 診療科限定ロイコボリン錠5mg ホリナートカルシウム ファイザー

18328 診療科限定ﾛｲｼﾝ・ｲｿﾛｲｼﾝ・ﾊﾞﾘﾝ除去ﾐﾙｸ配合散
「雪印」

ﾛｲｼﾝ･ｲｿﾛｲｼﾝ･ﾊﾞﾘﾝ除去ﾐﾙｸ 雪印メグミルク=雪印ビーンスターク

18986 院外限定ローコール錠30mg フルバスタチンナトリウム サンファーマ

19000 院外限定ロートエキス散10％(100mg/g) ロートエキス マイランEPD=ヴィアトリス

18979 正規採用ロキソニン細粒10%（100mg/g） ロキソプロフェンナトリウム 第一三共

18978 院外限定ロキソニン錠60mg ロキソプロフェンナトリウム 第一三共

18968 正規採用ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 ロキソプロフェンナトリウム 東和薬品

18972 正規採用ロケルマ懸濁用散分包10g 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

18971 正規採用ロケルマ懸濁用散分包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

18981 院外限定ロコルナール錠100mg トラピジル 持田

18998 正規採用ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」 ロサルタンカリウム 沢井

18999 正規採用ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」 ロサルタンカリウム 沢井

18996 院外限定ロスーゼット配合錠HD ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ/ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ オルガノン=バイエル=MSD

18995 院外限定ロスーゼット配合錠LD ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ/ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ オルガノン=バイエル=MSD

18993 正規採用ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 ロスバスタチンカルシウム 第一三共エスファ

18997 院外かつ診療科限定ロズリートレクカプセル200mg エヌトレクチニブ 中外

19001 正規採用ロゼレム錠8mg ラメルテオン 武田

18988 診療科限定ロタリックス内用液(1.5mL/本) 弱毒生ﾋﾄﾛﾀｳｲﾙｽ（RIX4414株） GSK

19006 院外限定ロドピン細粒10％(100mg/g) ゾテピン LTL

19004 院外限定ロドピン錠25mg ゾテピン LTL

18989 正規採用ロトリガ粒状カプセル2g/包 オメガ‐3脂肪酸エチル 武田

19011 院外限定ロナセン錠4mg ブロナンセリン 住友ファーマ

18027 正規採用ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」 ロフラゼプ酸エチル 沢井

19037 院外限定ロペミンカプセル1mg ロペラミド塩酸塩 ヤンセン

19033 正規採用ロペミン細粒0.1％(1mg/g) ロペラミド塩酸塩 ヤンセン

19027 正規採用ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 ロペラミド塩酸塩 沢井

19044 正規採用ロラゼパム錠0.5mg「ｻﾜｲ」 ロラゼパム 沢井=日本ジェネリック

19053 正規採用ロルカム錠4mg ロルノキシカム 大正製薬

19060 院外かつ診療科限定ロンサーフ配合錠Ｔ15 ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝ/ﾁﾋﾟﾗｼﾙ塩酸塩 大鵬薬品

19061 院外かつ診療科限定ロンサーフ配合錠Ｔ20 ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝ/ﾁﾋﾟﾗｼﾙ塩酸塩 大鵬薬品

19139 正規採用ワーファリン錠0.5mg ワルファリンカリウム エーザイ

19140 正規採用ワーファリン錠1mg ワルファリンカリウム エーザイ

19080 正規採用ワイテンス錠2ｍg グアナベンズ酢酸塩 アルフレッサファーマ

19090 正規採用ワイドシリン細粒20％(200mg/g) ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物(AMPC) MeijiSeika

19110 院外限定ワゴスチグミン散0.5％(5mg/g) ネオスチグミン臭化物 共和薬品

19120 正規採用ワソラン錠40mg ベラパミル塩酸塩 エーザイ=マイランEPD

19151 院外限定ワンアルファ錠0.5µg アルファカルシドール 帝人ファーマ

19152 院外限定ワンアルファ錠1µg アルファカルシドール 帝人ファーマ

19160 正規採用ワントラム錠100mg トラマドール塩酸塩 日本新薬
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10934 正規採用一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」 一硝酸イソソルビド 東和薬品

11509 診療科限定塩化カリウム徐放錠600mg「Ｓｔ」 塩化カリウム 佐藤薬品=アルフレッサファーマ

11581 診療科限定塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」 プロカルバジン塩酸塩 太陽ファルマ

12134 院外限定乾姜 乾姜

12230 診療科限定希塩酸 希塩酸 健栄

12541 正規採用球形吸着炭細粒「マイラン」 球形吸着炭 マイラン=マイランEPD=扶桑

15240 院内製剤原料結晶乳糖 乳糖

13058 正規採用酸化マグネシウム細粒83%(833mg/g)「ヨ
シダ」

酸化マグネシウム 吉田製薬

13059 正規採用酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 酸化マグネシウム 吉田製薬=共創未来ファーマ

13140 院内製剤原料次硝酸ビスマス「ニッコー」 次硝酸ビスマス 日興製薬=丸石=ニプロ=吉田製薬=日興
製薬販売

13210 院外限定臭化カリウム 臭化カリウム 山善

14160 正規採用単シロップ 単シロップ 日興製薬=ヴィアトリス=日興製薬販売

14154 正規採用炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 炭酸ランタン水和物 扶桑

14155 院外かつ診療科限定炭酸ランタン顆粒分包250mg「ニプロ」 炭酸ランタン水和物 ニプロ

14129 診療科限定炭酸水素ナトリウム「ケンエー」（1g/包） 炭酸水素ナトリウム 健栄

14130 正規採用炭酸水素ナトリウム「ファイザー」原末 炭酸水素ナトリウム マイラン=ファイザー

14361 正規採用沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 沈降炭酸カルシウム 三和化学

15220 正規採用乳酸カルシウム「ファイザー」原末 乳酸カルシウム水和物 マイラン=ファイザー

15230 正規採用乳糖 乳糖 マイランEPD=ヴィアトリス

15231 院内製剤原料粉末乳糖 乳糖

18290 正規採用薬用炭 薬用炭 日医工

16205 院外限定幼児用ＰＬ配合顆粒1g包 ｻﾘﾁﾙｱﾐﾄﾞ/ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ/無水ｶﾌｪｲﾝ/ﾌﾟﾛﾒﾀ
ｼﾞﾝﾒﾁﾚﾝｼﾞｻﾘﾁﾙ酸塩

シオノギファーマ=塩野義

18630 院外限定硫酸アトロピン「ﾎｴｲ」 アトロピン硫酸塩水和物 マイランEPD=ヴィアトリス

18655 正規採用硫酸ポリミキシンB錠25万単位 ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB硫酸塩(PL-B) ファイザー

16190 正規採用膵外分泌機能検査用ＰＦＤ内服液500mg ベンチロミド サンノーバ=エーザイ
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