
処方制限 院内名称 商品名 YJコード
硫酸亜鉛 zzzzzzzzzzzz
ﾗｺｰﾙ･ﾂｲﾝﾗｲﾝ用ﾌﾚｰﾊﾞｰﾚﾓﾝｽｶｯ zzzzzzzzzzzz
ｱﾐﾉﾚﾊﾞﾝ用ﾌﾚｰﾊﾞｰｺｰﾋｰﾐｯｸｽ zzzzzzzzzzzz
プラスチパックU-100 zzzzzzzzzzzz
ｱﾐﾉﾚﾊﾞﾝ用ﾌﾚｰﾊﾞｰﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙﾐｯｸｽ zzzzzzzzzzzz
ｴﾚﾝﾀｰﾙ用ﾌﾚｰﾊﾞｰﾄﾞﾘﾝｸﾐｯｸｽｺｰﾋ zzzzzzzzzzzz
ロードーズU-100 3/10cc zzzzzzzzzzzz
オーソM21 254910AF2030
アビテン1g zzzzzzzzzzzz
レビトラ錠10mg 259000BF2025
ブドウ糖（10ｇ） zzzzzzzzzzzz
ｴﾚﾝﾀｰﾙ用ﾌﾚｰﾊﾞｰﾄﾞﾘﾝｸﾐｯｸｽ青ﾘﾝ zzzzzzzzzzzz
ｴﾚﾝﾀｰﾙ用ﾌﾚｰﾊﾞｰﾄﾞﾘﾝｸﾐｯｸｽﾊﾟｲﾅ zzzzzzzzzzzz
ｱﾐﾉﾚﾊﾞﾝ用ﾌﾚｰﾊﾞｰﾖｰｸﾞﾙﾄ味 zzzzzzzzzzzz
ｱｰｶﾞﾒｲﾄｾﾞﾘｰ専用ﾌﾚｰﾊﾞｰ　りんご zzzzzzzzzzzz
ﾗｺｰﾙ･ﾂｲﾝﾗｲﾝ用ﾌﾚｰﾊﾞｰｺｺｱ zzzzzzzzzzzz
アビテン70mm×35mm zzzzzzzzzzzz
親水ワセリン 7121702X1017
外用 炭酸水素ナトリウム 2344004X1011
治 BAY94-8802/17530黄（36錠） zzzzzzzzzzzz
ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ1.5Lﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ(4本入） zzzzzzzzzzzz
500mgアスコルビン酸注「NP」 3140400A4017
アロンアルファA zzzzzzzzzzzz
注射用蒸留水ﾂｲｽﾄ20mL 7131400A2013
マーベロン21 254910CF1025
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 1.5%5L(2本入) zzzzzzzzzzzz
ｴﾚﾝﾀｰﾙ用ﾌﾚｰﾊﾞｰｾﾞﾘｰﾐｯｸｽ zzzzzzzzzzzz
シアリス錠10mg 259000CF2020
チャンピックススタート用パック ZZZZZZZZZZZZ
ノルレボ錠0.75mg 254900AF1028
トライディオール21 254910BF3040
バイアグラ錠２５ｍｇ 259000AF1024
バイアグラ錠５０ｍｇ 259000AF2020
ロタリックス内用液1.5mL 631300AS1020
UV APDｷｯﾄ(JPC4550)30セット入 zzzzzzzzzzzz
CAPD UVFﾊﾞｯｸﾞ交換ｷｯﾄ(JPC422 zzzzzzzzzzzz
CAPD ﾃﾞｨｽｺﾈｸﾄYｾｯﾄ(JIC8366)30 zzzzzzzzzzzz
CAPD ﾊﾞｯｸﾞ交換ｷｯﾄ(ｼｪﾙｺﾈｸﾀｰ)( zzzzzzzzzzzz
CAPD ﾊﾞｯｸﾞﾃﾞｨｽｺﾈｸﾄ(T5C4462)30 zzzzzzzzzzzz
CAPD ﾐﾆｷｬｯﾌﾟｷｯﾄ(JIC4466)30個 zzzzzzzzzzzz
PAC-X ｻｲｸﾗｰﾏﾆﾌｫｰﾙﾄﾞｾｯﾄ（T5C zzzzzzzzzzzz
CAPD UVFﾃﾞｨｽｺﾈｸﾄｷｯﾄ(JPC4222 zzzzzzzzzzzz
ヒューマトローペン6mg zzzzzzzzzzzz
シルキーテックス（1.25cm） zzzzzzzzzzzz
ｴﾚﾝﾀｰﾙ用ﾌﾚｰﾊﾞｰﾄﾞﾘﾝｸﾐｯｸｽｸﾞﾚｰ zzzzzzzzzzzz
マイクロファインプラス32G70本 zzzzzzzzzzzz
ロードーズU-100 1/2cc zzzzzzzzzzzz
ｴﾚﾝﾀｰﾙ用ﾌﾚｰﾊﾞｰﾄﾞﾘﾝｸﾐｯｸｽｺﾝｿﾒ zzzzzzzzzzzz
HOYU潤滑ゼリーJ-5G zzzzzzzzzzzz
カインゼロゼリー30g zzzzzzzzzzzz

患者制限あり 1% 3、4-ｼﾞｱﾐﾉﾋﾟﾘｼﾞﾝ散(10mg/g） zzzzzzzzzzzz
排液タンク zzzzzzzzzzzz
ｴﾚﾝﾀｰﾙ用ﾌﾚｰﾊﾞｰﾄﾞﾘﾝｸﾐｯｸｽﾏﾝｺﾞ zzzzzzzzzzzz
ｴﾚﾝﾀｰﾙ用ﾌﾚｰﾊﾞｰﾄﾞﾘﾝｸﾐｯｸｽｵﾚﾝ zzzzzzzzzzzz
ｴﾚﾝﾀｰﾙ用ﾌﾚｰﾊﾞｰﾄﾞﾘﾝｸﾐｯｸｽﾖｰｸﾞ zzzzzzzzzzzz
ハンディヘラー zzzzzzzzzzzz
ｱﾐﾉﾚﾊﾞﾝ用ﾌﾚｰﾊﾞｰﾌﾙｰﾂﾐｯｸｽ zzzzzzzzzzzz
ｴﾚﾝﾀｰﾙ用ﾌﾚｰﾊﾞｰﾄﾞﾘﾝｸﾐｯｸｽﾌﾙｰ zzzzzzzzzzzz
CAPD UVFﾃﾞｨｽｺﾈｸﾄYｾｯﾄ(JIC832 zzzzzzzzzzzz
ペンニードル32Gﾃｰﾊﾟｰ70本 zzzzzzzzzzzz
APDｷｯﾄ(JPC4405)30セット入 zzzzzzzzzzzz
CAPDｼｽﾃﾑUVFゆめｾｯﾄ(T5C4500 zzzzzzzzzzzz



処方制限 院内名称 商品名 YJコード
CAPDｼｽﾃﾑ排液採取ｾｯﾄ(5C4476) zzzzzzzzzzzz
CAPDｼｽﾃﾑゆめｾｯﾄ(T5C4452P)1 zzzzzzzzzzzz
ｴﾚﾝﾀｰﾙ用ﾌﾚｰﾊﾞｰﾄﾞﾘﾝｸﾐｯｸｽさっ zzzzzzzzzzzz
CAPDｼｽﾃﾑゆめｾｯﾄ（ｼｽﾃﾑ2）(T5 zzzzzzzzzzzz
CAPDｼｽﾃﾑゆめｾｯﾄ小注液量用( zzzzzzzzzzzz
ミルトン zzzzzzzzzzzz
アーガメイト20%ゼリー 25g アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ 2190016Q2026
アーチスト錠1.25mg アーチスト錠１．２５ｍｇ 2149032F3024

患者制限あり アーチスト錠10mg アーチスト錠１０ｍｇ 2149032F1021
アーテン散１％ (10mg/g) アーテン散１％ 1169002B1078
アーテン錠2mg アーテン錠（２ｍｇ） 1169001F1024
アイトロール錠20mg アイトロール錠２０ｍｇ 2171023F2020
ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ50mg/g アイピーディドライシロップ５％ 4490016R1020
アイピーディカプセル100mg アイピーディカプセル１００ 4490016M2020
アイファガン点眼液0.1%5mL アイファガン点眼液０．１％ 1319761Q1023
アイミクス配合錠HD アイミクス配合錠ＨＤ 2149118F2026
亜鉛華軟膏 亜鉛華軟膏〈ハチ〉 2649704M1112

患者制限あり 亜鉛華デンプン 亜鉛華デンプン「コザカイ・Ｍ」 2649705X1059
ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠100mg「YD」 アカルボース錠１００ｍｇ「ＹＤ」 3969003F2073
アキネトン錠1mg アキネトン錠１ｍｇ 1162001F1066
アクアチムクリーム1%10g アクアチムクリーム１％ 2639700N1032

患者制限あり ｱｸﾃﾑﾗ皮下注162mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀ アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター 6399421G2029
アクトシン軟膏3%30g アクトシン軟膏３％ 2699703M1039
アクトス錠30mg アクトス錠３０ 3969007F2020
アグリリンカプセル0.5mg アグリリンカプセル０．５ｍｇ 4299003M1020
アコファイド錠100mg アコファイド錠１００ｍｇ 2399015F1020
アサコール錠400mg アサコール錠４００ｍｇ 2399009F3028
アザニン錠50mg アザニン錠５０ｍｇ 3999005F1040
アザルフィジンEN錠250mg アザルフィジンＥＮ錠２５０ｍｇ 6219001H2036
アシクロビル錠200mg「CH」 アシクロビル錠２００ｍｇ「ＣＨ」 6250002F1254
アシドレス配合内服液 アシドレス配合内服液 2349100X1182
アシノン錠150mg アシノン錠１５０ｍｇ 2325005F1031
亜硝酸アミル「第一三共」 亜硝酸アミル「第一三共」 2179700X1031
アジルバ錠20mg アジルバ錠２０ｍｇ 2149048F1022
アスタット軟膏1%10g アスタット軟膏１％ 2655710M1034
アストミン錠10mg アストミン錠１０ｍｇ 2229001F1053
ｱｽﾄﾘｯｸﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ80%(800mg/g) アストリックドライシロップ８０％ 6250002R1021
アズノールうがい液4%5mL アズノールうがい液４％ 2260700F1021
アスパラｶﾘｳﾑ錠300mg アスパラカリウム錠３００ｍｇ 3229005F1080
アスパラｶﾘｳﾑ散50％ (500mg/g) アスパラカリウム散５０％ 3229005B1038
アスパラCA錠 200mg アスパラ－ＣＡ錠２００ 3214001F1020
アスピリン末 アスピリン「ケンエー」 1143001X1040
アスペノンカプセル20mg アスペノンカプセル２０ 2129004M2022
アスベリン散10% (100mg/g) アスベリン散１０％ 2249003B1037
ｱｽﾍﾞﾘﾝｼﾛｯﾌﾟ0.5% (5mg/mL) アスベリンシロップ０．５％ 2249003Q1048
ｱｾﾁﾙｼｽﾃｲﾝ内用液17.6%｢ｼｮｰﾜ｣ アセチルシステイン内用液１７．６％「ショーワ」 3929006S1030

患者制限あり アセチルスピラマイシン錠200mg アセチルスピラマイシン錠２００ 6142001F2038
ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ坐剤小児用 50mg「JG アセトアミノフェン坐剤小児用５０ｍｇ「ＪＧ」 1141700J1118
ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ坐剤小児用100mg「JG アセトアミノフェン坐剤小児用１００ｍｇ「ＪＧ」 1141700J2181
ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ坐剤小児用200mg「JG アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「ＪＧ」 1141700J3153
アゼプチン錠1mg アゼプチン錠１ｍｇ 4490004F2028
ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠16mg「日医工」 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「日医工」 2149043F2131
アゾルガ配合懸濁性点眼液5mL アゾルガ配合懸濁性点眼液 1319821Q1027
アダプチノール錠5mg アダプチノール錠５ｍｇ 1319004F1035
アダラートＣＲ錠20mg アダラートＣＲ錠２０ｍｇ 2171014G4029
アタラックス-Pカプセル25mg アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ 1179019M1046
ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠50mg「ファイザー」 アテノロール錠５０ｍｇ「ファイザー」 2123011F2577
アデホス顆粒10% (100mg/g) アデホスコーワ顆粒１０％ 3992001D1059
アデホス腸溶錠２０ｍｇ アデホスコーワ腸溶錠２０ 3992001F1084

患者制限あり アデムパス錠1mg アデムパス錠１．０ｍｇ 2190034F2023
アテレック錠10mg アテレック錠１０ 2149037F2039
アデロキザール散7.8% アデロキザール散７．８％ 3134004B3022



処方制限 院内名称 商品名 YJコード
アドエア500ﾃﾞｨｽｶｽ60吸入用 アドエア５００ディスカス６０吸入用 2290800G6034
アドエア250ﾃﾞｨｽｶｽ60吸入用 アドエア２５０ディスカス６０吸入用 2290800G5038
アドエア100ﾃﾞｨｽｶｽ60吸入用 アドエア１００ディスカス６０吸入用 2290800G4031
ｱﾄﾞｴｱ125ｴｱｿﾞｰﾙ120吸入用12.0g アドエア１２５エアゾール１２０吸入用 2290800G8029

患者制限あり アドシルカ錠２０ｍｇ アドシルカ錠２０ｍｇ 2190030F1029
アドソルビン原末 アドソルビン原末 2343002X1058
アドナ錠３０ｍｇ アドナ錠３０ｍｇ 3321002F2366
アドフィードﾊﾟｯﾌﾟ40mg6枚 アドフィードパップ４０ｍｇ 2649732S1130

患者制限あり アドベイト注射用500 アドベイト静注用５００ 6343432D5032
患者制限あり アドベイト注射用1000 アドベイト注射用１０００ 6343432D6020

ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢ｹﾐﾌｧ｣ アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ケミファ」 2189015F2216
日点アトロピン点眼液1%5mL 日点アトロピン点眼液１％ 1311706Q2022
アネトカインゼリー2%100mL アネトカインゼリー２％ 1214700P1062
アノーロエリプタ30吸入用 アノーロエリプタ３０吸入用 2259806G2028
アピドラ注ソロスター(青) アピドラ注ソロスター 2492418G1027
アビリット錠５０ｍｇ アビリット錠５０ｍｇ 2329009F1179
アフィニトール錠5mg アフィニトール錠５ｍｇ 4291023F1020
アフタッチ口腔用貼布剤25μ g アフタッチ口腔用貼付剤２５μ ｇ 2399707D1030
ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ20mg「NP」 アプリンジン塩酸塩カプセル２０ｍｇ「ＮＰ」 2129004M2065
アプレース錠100mg アプレース錠１００ｍｇ 2329015F2022
アベロックス錠400mg アベロックス錠４００ｍｇ 6241016F1028
アボルブカプセル0.5mg アボルブカプセル０．５ｍｇ 2499011M1027
血糖降下剤 アマリール錠3mg アマリール３ｍｇ錠 3961008F2027
血糖降下剤 ｱﾏﾘｰﾙ錠1mg アマリール１ｍｇ錠 3961008F1020
ｱﾏﾙｴｯﾄ配合錠4番｢DSEP｣ アマルエット配合錠４番「ＤＳＥＰ」 2190104F1032
ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩酸塩細粒10%「ｻﾜｲ」 アマンタジン塩酸塩細粒１０％「サワイ」 1161001C1135
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワ アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 1161001F1131
ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩速崩錠100mgTE アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 2129010F1065
アミゼットB輸液200mL アミゼットＢ輸液 3253411A1036
アミティーザカプセル24μ g アミティーザカプセル２４μ ｇ 2359006M1025
アミノレバンEN配合散50g アミノレバンＥＮ配合散 3259108B1039

患者制限あり アムノレイク錠2mg アムノレイク錠２ｍｇ 4291014F1021
ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢EMEC｣ アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 2171022F4257
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 2190022F1202
ｱﾓｷｼｼﾘﾝ細粒10%「タツミ」100mg アモキシシリン細粒１０％「タツミ」 6131001C1236
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg「NP」 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「ＮＰ」 6131001M2343
アラセナ-A軟膏3%5g アラセナ－Ａ軟膏３％ 6250700M1189
アラミスト点鼻液27.5μ ｇ56噴霧用 アラミスト点鼻液２７．５μ ｇ５６噴霧用 1329711Q1021
アリセプトD錠5mg アリセプトＤ錠５ｍｇ 1190012F4025
アリセプトD錠3mg アリセプトＤ錠３ｍｇ 1190012F3029
アリナミンF糖衣錠25mg ２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 3122007F2039
アリミデックス錠1mg アリミデックス錠１ｍｇ 4291010F1031
アルギU配合顆粒 アルギＵ配合顆粒 3999100D1037
アルクレイン内用液5% アルクレイン内用液５％ 2329116S1086
アルケラン錠2mg アルケラン錠２ｍｇ 4219002F1034
アルサルミン細粒90% アルサルミン細粒９０％ 2329008C1097
アルダクトンA細粒10% (100mg/g) アルダクトンＡ細粒１０％ 2133001C1097
アルダクトンA錠25mg アルダクトンＡ錠２５ｍｇ 2133001F1522
アルドメット錠250mg アルドメット錠２５０ 2145001F2040
アルピニー坐剤200mg アルピニー坐剤２００ 1141700J3021
アルピニー坐剤100mg アルピニー坐剤１００ 1141700J2092
アルピニー坐剤 50mg アルピニー坐剤５０ 1141700J1029
ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g「ｻﾜｲ アルファカルシドールカプセル０．２５μ ｇ「サワイ 3112001M1291
アルファｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1μ g「ｻﾜｲ アルファカルシドールカプセル１μ ｇ「サワイ」 3112001M3324
アルファロール内用液 (0.5μ g/mL アルファロール内用液０．５μ ｇ／ｍＬ 3112001S1045
アルファロールカプセル0.25μ g アルファロールカプセル０．２５μ ｇ 3112001M1046
アルファロールカプセル1μ g アルファロールカプセル１μ ｇ 3112001M3065
アルファロール散 (１μ g/g) アルファロール散１μ ｇ／ｇ 3112001B4036
ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ錠0.4mg「ｻﾜｲ」 アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」 1124023F1118
アルメタ軟膏5g アルメタ軟膏 2646727M1022
アルロイドG内用液5% アルロイドＧ内用液５％ 2329116S1094
ｱﾚｸﾞﾗﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ5%15mg/包 アレグラドライシロップ５％ 4490023R2027



処方制限 院内名称 商品名 YJコード
アレグラ錠６０ｍｇ アレグラ錠６０ｍｇ 4490023F1024
ｱﾚｸﾞﾗ錠30mg アレグラ錠３０ｍｇ 4490023F2020
ｱﾚｼﾞｵﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ1%(10mg/g) アレジオンドライシロップ１％ 4490014R1021
アレジオン錠20mg アレジオン錠２０ 4490014F2021
アレジオン点眼液0.05%5mL アレジオン点眼液０．０５％ 1319762Q1028

患者制限あり アレセンサカプセル150mg アレセンサカプセル１５０ｍｇ 4291032M3021
アレビアチン錠100mg アレビアチン錠１００ｍｇ 1132002F2041
アレビアチン散10% アレビアチン散１０％ 1132002B1060
アレロック顆粒0.5%0.5g アレロック顆粒０．５％ 4490025D1022
アレロックＯＤ錠5㎎ アレロックＯＤ錠５ 4490025F4022
アロシトール錠100mg アロシトール錠１００ｍｇ 3943001F1365
アロチノロール塩酸塩錠10mg｢JG｣ アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 2123014F2210

患者制限あり アロマシン錠25mg アロマシン錠２５ｍｇ 4291012F1022
患者制限あり アンコチル錠500mg アンコチル錠５００ｍｇ 6290001F1050

アンテベートクリーム0.05%5g アンテベートクリーム０．０５％ 2646730N1054
アンテベート軟膏0.05%5g アンテベート軟膏０．０５％ 2646730M1059
アンテベートﾛｰｼｮﾝ0.05%10g アンテベートローション０．０５％ 2646730Q1026
アンプラーグ錠100mg アンプラーグ錠１００ｍｇ 3399006F2022
ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠15mg「ｻﾜｲ」 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」 2239001F1467
イーケプラ錠５００ｍｇ イーケプラ錠５００ｍｇ 1139010F2020
イーケプラﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ50% イーケプラドライシロップ５０％ 1139010R1020
イグザレルト錠15mg イグザレルト錠１５ｍｇ 3339003F2020
10mgｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠 イグザレルト錠１０ｍｇ 3339003F1024
イクスタンジカプセル40mg イクスタンジカプセル４０ｍｇ 4291031M1024
イコサペント酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ９０ イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「サ 3399004M4068
ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁル粒状ｶﾌﾟｾﾙ６００m イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ「サ 3399004M3061
ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁル粒状ｶﾌﾟｾﾙ300mg イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ「サ 3399004M2057
イスコチン錠100mg イスコチン錠１００ｍｇ 6222001F3037
ｲｿｺﾛﾅｰﾙRｶﾌﾟｾﾙ20mg イソコロナールＲカプセル２０ｍｇ 2171011N1122
イソジンガーグル液7%30mL イソジンガーグル液７％ 2260701F1271
ｲｿｼﾞﾝｼｭｶﾞｰﾊﾟｽﾀ軟膏100g イソジンシュガーパスタ軟膏 2699801V1114
イソバイドシロップ70%分包30mL イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ 2139001S2032
イソプロピルアルコール50% ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・５０ 2615701Q1422
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 2171023F2127
イドメシンコーワゾル1%90g イドメシンコーワゾル１％ 2649719Q1030
イドメシンコーワクリーム1%70g イドメシンコーワクリーム１％ 2649719N1092
イトリゾール内用液1%(10mg/mL) イトリゾール内用液１％ 6290004S1028
イトリゾールカプセル50mg イトリゾールカプセル５０ 6290004M1029
イナビル吸入粉末剤20mg イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ 6250703G1022

患者制限あり イノレット30R注(茶) イノレット３０Ｒ注 2492413G5046
ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ酒石酸塩錠20mg「サ イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 2190005F2213
イミグラン錠50 イミグラン錠５０ 2160003F1022
イミグラン点鼻液20mg イミグラン点鼻液２０ 2160700Q1027
ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘル塩酸塩錠5mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 2144008F2192

患者制限あり イムセラカプセル0.5mg イムセラカプセル０．５ｍｇ 3999029M1029
患者制限あり イムブルビカカプセル140mg イムブルビカカプセル１４０ｍｇ 4291043M1027

イメンドカプセルセット3日分 イメンドカプセルセット 2391008M3024
ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ80mg イメンドカプセル８０ｍｇ 2391008M1021
イリボーOD錠5μ g イリボーＯＤ錠５μ ｇ 2399014F4025
イレッサ錠250 イレッサ錠２５０ 4291013F1027
インクレミンシロップ5% インクレミンシロップ５％ 3222012Q1030
インタール吸入液 インタール吸入液１％ 2259701G1063
インテバン坐剤25mg インテバン坐剤２５ 1145700J2075
インデラル錠10mg インデラル錠１０ｍｇ 2123008F1048
ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｸﾘｰﾑ1%50g「日医工」 インドメタシンクリーム１％「日医工」 2649719N1149
インドメタシン外用液1%60mL「日医 インドメタシン外用液１％「日医工」 2649719Q2109
ｲﾝﾄﾗﾘﾎﾟｽ輸液20% 100mL イントラリポス輸液２０％ 3299505A4045

患者制限あり イントロンA注射用600万単位 イントロンＡ注射用６００ 6399406D3024
インフリーSカプセル200mg インフリーＳカプセル２００ｍｇ 1145005M2026

患者制限あり ｲﾝﾗｲﾀ1mg インライタ錠１ｍｇ 4291027F1029
患者制限あり インライタ５ｍｇ インライタ錠５ｍｇ 4291027F2025
患者制限あり ヴォトリエント錠200mg ヴォトリエント錠２００ｍｇ 4291028F1023



処方制限 院内名称 商品名 YJコード
患者制限あり ヴォリブリス錠2.5mg ヴォリブリス錠２．５ｍｇ 2190031F1023

ウテメリン錠5mg ウテメリン錠５ｍｇ 2590004F1192
ウブレチド錠5mg ウブレチド錠５ｍｇ 1231014F1054
ウラリット配合錠 ウラリット配合錠 3949101F1073
ウラリットU配合散1g ウラリット－Ｕ配合散 3949101A1149
ウリンメット配合散1g ウリンメット配合散 3949101A1157
ウルソ錠100mg ウルソ錠１００ｍｇ 2362001F2149
ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠100mg「JG」 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＪＧ」 2362001F2190
ウルティブロ吸入用ｶﾌﾟｾﾙ（14Cap ウルティブロ吸入用カプセル 2259805G1027
ウレパールﾛｰｼｮﾝ10%20mL ウレパールローション１０％ 2669701Q1040
ウロカルン錠225mg ウロカルン錠２２５ｍｇ 2590001F1024
エイゾプト懸濁性点眼液1%5mL エイゾプト懸濁性点眼液１％ 1319748Q1036
HCGモチダ筋注用5000単位 ＨＣＧモチダ筋注用５千単位 2413402X4110
ATP腸溶錠20mg「日医工」 ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「日医工」 3992001F1343
エキザルベ5g エキザルベ 2649852M1020
エクア錠50mg エクア錠５０ｍｇ 3969011F1020
ｴｸｼﾞｪｲﾄﾞ懸濁用錠125mg エクジェイド懸濁用錠１２５ｍｇ 3929008X1029
エクジェイド懸濁用錠５００ｍｇ エクジェイド懸濁用錠５００ｍｇ 3929008X2025
ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ2LUVﾌﾗｯｼｭﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ(4 エクストラニール腹膜透析液 3420432A4037
ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ1.5LUVﾌﾗｯｼｭﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ エクストラニール腹膜透析液 3420432A2034
ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ2Lｼｽﾃﾑ2(4本入） エクストラニール腹膜透析液 3420432A3030
ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ2Lﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ(4本入） エクストラニール腹膜透析液 3420432A4037
ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ1.5L(6本入） エクストラニール腹膜透析液 3420432A1038
ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ2L(4本入） エクストラニール腹膜透析液 3420432A3030
エクセグラン散20％ (200mg/g) エクセグラン散２０％ 1139005B1048
エクセグラン錠100mg エクセグラン錠１００ｍｇ 1139005F1023
エコ消エタ消毒液 エコ消エタ消毒液 2615705Q1200
エコリシン点眼液5mL エコリシン点眼液 1319801Q1020

患者制限あり エスカゾール錠200mg エスカゾール錠２００ｍｇ 6429007F1033
エスクレ坐剤250mg エスクレ坐剤「２５０」 1123700J1020
ＳＧ配合顆粒 ＳＧ配合顆粒 1149116D1033
エスタゾラム錠1mg「アメル」 エスタゾラム錠１ｍｇ「アメル」 1124001F1030
エストラーナテープ0.72mg エストラーナテープ０．７２ｍｇ 2473700S2076
エストラサイトカプセル 156.7mg エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ 4219003M1054
エストリール腟錠0.5mg エストリール腟錠０．５ｍｇ 2529701H1058
エストリール錠1mg エストリール錠１ｍｇ 2475001F3033
SPトローチ0.25mg｢明治｣ ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 2399710E1046
ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠0.5mg「日医工」 エチゾラム錠０．５ｍｇ「日医工」 1179025F1263

患者制限あり ﾂﾑﾗ越婢加朮湯ｴｷｽ顆粒(28)2.5g ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用） 5200007D1047
ｴﾃﾞｨﾛｰﾙｶﾌﾟｾル0.75μ g エディロールカプセル０．７５μ ｇ 3112006M2029
ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠5mg「ｻﾜｲ」 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 2144002F2357
エネーボ配合経腸用液 エネーボ配合経腸用液 3259119S1029
エパデール300mg エパデールカプセル３００ 3399004M1026
エパデールS 600mg/包 エパデールＳ６００ 3399004M3029

患者制限あり エパデールS 900mg/包 エパデールＳ９００ 3399004M4025
エパルレスタット錠50mg「ファイザ エパルレスタット錠５０ｍｇ「ファイザー」 3999013F1290
エビスタ錠60mg エビスタ錠６０ｍｇ 3999021F1023
ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩錠20mg「サワイ」 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 4490014F2285
エビプロスタット配合錠DB エビプロスタット配合錠ＤＢ 2590100X2046

患者制限あり ｴﾋﾟﾍﾟﾝ注射液0.15mg エピペン注射液０．１５ｍｇ 2451402G2020
患者制限あり ｴﾋﾟﾍﾟﾝ注射液0.3mg エピペン注射液０．３ｍｇ 2451402G3026

エビリファイ錠6mg エビリファイ錠６ｍｇ 1179045F2020
エピレオプチマル散50%(500mg/g) エピレオプチマル散５０％ 1139001B1031
エフィエント錠５mg エフィエント錠５ｍｇ 3399009F2026
エフィエント錠3.75mg エフィエント錠３．７５ｍｇ 3399009F1020
エブトール250mg エブトール２５０ｍｇ錠 6225001F2032
エフピーOD錠2.5mg エフピーＯＤ錠２．５ 1169010F2020
エブランチルカプセル15mg エブランチルカプセル１５ｍｇ 2149020N1031
ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ塩酸塩錠50mg「日医工」 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 1249009F1406

患者制限あり ｴﾎﾟﾌﾟﾛｽﾃﾉｰﾙ静注用１．５ｍｇ エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「ＡＣＴ」 2190413F3055
患者制限あり ｴﾎﾟﾌﾟﾛｽﾃﾉｰﾙ静注用0.5mg溶解液 エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ＡＣＴ」 2190413F1052

MS温シップ100g｢ﾀｲﾎｳ｣(5枚) ＭＳ温シップ「タイホウ」 2649843S1039



処方制限 院内名称 商品名 YJコード
MS冷シップ100g｢ﾀｲﾎｳ｣(5枚) ＭＳ冷シップ「タイホウ」 2649895S1028
エリキュース錠5mg エリキュース錠５ｍｇ 3339004F2025
ｴﾘｻﾞｽ点鼻粉末200μ ｇ28噴霧用5. エリザス点鼻粉末２００μ ｇ２８噴霧用 1329712R1021
エリスロシン錠200mg エリスロシン錠２００ｍｇ 6141004F2042
エルカルチンＦＦ内用液10% エルカルチンＦＦ内用液１０％ 3999033S1024
ｴﾙｶﾙﾁﾝＦＦ錠250mg エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ 3999033F2022
エルカルチンＦＦ静注1000mg エルカルチンＦＦ静注１０００ｍｇ 3999436A1025
1000mLエルネオパ2号輸液 エルネオパ２号輸液 3259531G1020
エルネオパ1号輸液1000mL エルネオパ１号輸液 3259530G1025

患者制限あり エレメンミック注ｷｯﾄ2mL エレメンミック注キット 3229501G1020
ｴﾚﾝﾀｰﾙ配合内用剤ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器 エレンタール配合内用剤 3259103B1036
ｴﾚﾝﾀｰﾙP乳幼児用配合内用剤40 エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤 3259107A1039
補正用塩化ｶﾙｼｳﾑ液20mEq20mL 塩化Ｃａ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ 3215400A1061
塩化ナトリウム末 塩化ナトリウム「オーツカ」 7190701X1036
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ注10%ｼﾘﾝｼﾞ20mL 塩化ナトリウム注１０％シリンジ「テルモ」 3319403G1038
塩酸バンコマイシン散0.5g 塩酸バンコマイシン散０．５ｇ 6113001B1089

患者制限あり 塩酸プロカルバジンｶﾌﾟｾﾙ50mg 塩酸プロカルバジンカプセル５０ｍｇ「中外」 4291002M1036
塩酸ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ錠2mg「MEEK」 塩酸リルマザホン錠２「ＭＥＥＫ」 1129006F2036
エンシュア・リキッド 250mL エンシュア・リキッド 3259109S1025
ｴﾝｼｭｱﾘｷｯﾄﾞ・ｺｰﾋｰ250mL エンシュア・リキッド 3259109S1025

患者制限あり エンシュア･H 250mL エンシュア・Ｈ 3259114S1026
エンシュア･H ｺｰﾋｰ 250mL エンシュア・Ｈ 3259114S1026
エンシュア･H ﾊﾞﾅﾅ 250mL エンシュア・Ｈ 3259114S1026
エンドキサン錠50mg エンドキサン錠５０ｍｇ 4211002F1044

患者制限あり ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注50mgペン1.0mL エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ 3999424G3028
患者制限あり ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注25mgｼﾘﾝｼﾞ0.5mL エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ 3999424G1025

エンペシドクリーム1%10g エンペシドクリーム１％ 2655700N1176
オイラックスクリーム10% オイラックスクリーム１０％ 2649722N1027
オイラックスHクリーム オイラックスＨクリーム 2649800N1029
ｸﾗｼｴ黄連解毒湯ｴｷｽ細粒(15)3g クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 5200011C1072
オーグメンチン配合錠250RS オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ 6139100F2044
オキサロール軟膏(25μ g/g)10g オキサロール軟膏２５μ ｇ／ｇ 2691702M1036
オキナゾール腟錠600mg オキナゾール腟錠６００ｍｇ 2529709H2042
オスバン消毒液10% オスバン消毒液１０％ 2616700Q1646

患者制限あり オスポロット錠50mg オスポロット錠５０ｍｇ 1137001F1039
オダイン錠125mg オダイン錠１２５ｍｇ 4291005F1057
オノンカプセル112.5mg オノンカプセル１１２．５ｍｇ 4490017M1036
オノンドライシロップ100mg/g オノンドライシロップ１０％ 4490017R1033

患者制限あり オパルモン錠5μ g オパルモン錠５μ ｇ 3399003F1073
オピセゾールA液 オピセゾールＡ液 2249107S1025
オピセゾールコデイン液 オピセゾールコデイン液 2249103S1027

患者制限あり オフェブカプセル１５０mg オフェブカプセル１５０ｍｇ 3999039M2029
患者制限あり オフェブカプセル100mg オフェブカプセル１００ｍｇ 3999039M1022
患者制限あり オプスミット錠10mg オプスミット錠１０ｍｇ 2190035F1021

ｵﾌﾛｷｼﾝ眼軟膏0.3%3.5g オフロキシン眼軟膏０．３％ 1319722M1048
オリブ油 オリブ油「ヨシダ」 7121704X1407
オルベスコ200μ gｲﾝﾍﾗｰ56吸入用 オルベスコ２００μ ｇインヘラー５６吸入用 2290702G3028

患者制限あり ｵﾚﾝｼｱ皮下注125mgｼﾘﾝｼﾞ1mL オレンシア皮下注１２５ｍｇシリンジ１ｍＬ 3999429G1028
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ファ オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」 4490025F4138
ｵﾝﾌﾞﾚｽ吸入用ｶﾌﾟｾﾙ150μ g（14Ca オンブレス吸入用カプセル１５０μ ｇ 2259710G1020
カイトリル細粒0.4%(0.5g/包) カイトリル細粒０．４％ 2391002C1037
ガスコン錠40mg ガスコン錠４０ｍｇ 2318001F1063
ガスター散2% (20mg/g) ガスター散２％ 2325003B2029

患者制限あり ガスターD錠20mg ガスターＤ錠２０ｍｇ 2325003F4031
ガストログラフィン経口注腸用100 ガストログラフィン経口・注腸用 7211001X1030
ガスモチン散1%(10mg/g) ガスモチン散１％ 2399010B1034
ガスモチン錠5mg ガスモチン錠５ｍｇ 2399010F2024
カソデックスOD錠80mg カソデックスＯＤ錠８０ｍｇ 4291009F2027
カタプレス錠150μ g カタプレス錠１５０μ ｇ 2149001F2065
ﾂﾑﾗ葛根湯ｴｷｽ顆粒(1)2.5g ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） 5200013D1123
カデックス軟膏４０g/本 カデックス軟膏０．９％ 2699704M1025
カデュエット配合錠4番 カデュエット配合錠４番 2190104F1024



処方制限 院内名称 商品名 YJコード
ｶﾅﾏｲｼﾝｼﾛｯﾌﾟ5％ (50mg/mL) カナマイシンシロップ５％「明治」 6123003Q1044
カバサール錠1.0mg カバサール錠１．０ｍｇ 1169011F2024
ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝ錠200mg ガバペン錠２００ｍｇ 1139007F1022
ガバペン錠400mg ガバペン錠４００ｍｇ 1139007F3025
カプトリル錠12.5mg カプトリル錠１２．５ｍｇ 2144001F1020
ｸﾗｼｴ加味帰脾湯ｴｷｽ細粒(49)3.75 クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 5200016C1040
ﾂﾑﾗ加味逍遙散ｴｷｽ顆粒(24)2.5g ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） 5200017D1083
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錠１００ｍｇ「日医工」 3999003F1335
ガランターゼ散50% (0.5g/包) ガランターゼ散５０％ 2339003B1192
カリーユニ点眼液0.005%5mL カリーユニ点眼液０．００５％ 1319706Q3035
ｶﾘｾﾗﾑ(ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Ｎａ)末5g カリセラム－Ｎａ末 2190009A1030
カリメート経口液ｵﾚﾝｼﾞ25g包 カリメート経口液２０％ 2190016S1027
ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25μ g「サワイ」 カルシトリオールカプセル０．２５μ ｇ「サワイ」 3112004M1201
カルスロット錠10mg カルスロット錠１０ 2149027F2027
カルタンＯＤ錠500㎎ カルタンＯＤ錠５００ｍｇ 2190024F4022

患者制限あり カルデナリン錠2mg カルデナリン錠２ｍｇ 2149026F3029
カルナクリン錠50I.U. カルナクリン錠５０ 2491001F6060

患者制限あり カルブロック錠16mg カルブロック錠１６ｍｇ 2149043F2026
ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠1.25mg「ｻﾜｲ」 カルベジロール錠１．２５ｍｇ「サワイ」 2149032F3032
ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠10mg｢ｻﾜｲ｣ カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 2149032F1099
カルボシステインDS50%「タカタ」 カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 2233002R2037
ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg「サワイ」 カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 2233002F2103
ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝｼﾛｯﾌﾟ5%「タカタ」 カルボシステインシロップ５％「タカタ」 2233002Q1108
カレトラ配合錠 カレトラ配合錠 6250101F1037
カロナール錠200mg カロナール錠２００ 1141007F1063
カンデサルタン錠8mg「あすか」 カンデサルタン錠８ｍｇ「あすか」 2149040F3037
キサラタン点眼液0.005%2.5mL キサラタン点眼液０．００５％ 1319739Q1037
キシロカインポンプスプレー8%80g キシロカインポンプスプレー８％ 1214701R1050
キシロカインゼリー2% 30mL キシロカインゼリー２％ 1214700P1054
キシロカイン液4%局所用 キシロカイン液「４％」 1214700Q1033
キシロカインビスカス2% キシロカインビスカス２％ 1214001S1054
キドミン輸液200mL キドミン輸液 3253414A1030
キネダック錠50mg キネダック錠５０ｍｇ 3999013F1231
キプレス錠10mg キプレス錠１０ｍｇ 4490026F2040
キプレスチュアブル錠5mg キプレスチュアブル錠５ｍｇ 4490026F1044
キプレス細粒4mg/包 キプレス細粒４ｍｇ 4490026C1021
球形吸着炭細粒「マイラン」2g 球形吸着炭細粒「マイラン」 3929003C1059
キョウニン水「ケンエー」 キョウニン水「ケンエー」 2241001X1045
ｸｱｾﾞﾊﾟﾑ錠15mg「ＭＮＰ」 クアゼパム錠１５ｍｇ「ＭＮＰ」 1124030F1037
ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠25mg「日医工」 クエチアピン錠２５ｍｇ「日医工」 1179042F1160
ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ顆粒8.3%「ﾂﾙ クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒８．３％「ツルハラ 3222013D1075
ｸｴﾝ酸第一鉄Na錠50mg｢JG｣ クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「ＪＧ」 3222013F1149
グラクティブ錠50mg グラクティブ錠５０ｍｇ 3969010F2022
グラケーカプセル15mg グラケーカプセル１５ｍｇ 3160002M2028
グラセプターｶﾌﾟｾﾙ1mg グラセプターカプセル１ｍｇ 3999014N2024
ｸﾞﾗｾﾌﾟﾀｰｶﾌﾟｾﾙ0.5mg グラセプターカプセル０．５ｍｇ 3999014N1028
グラナテック点眼液0.4%5mL グラナテック点眼液０．４％ 1319763Q1022
ｸﾗﾊﾞﾓｯｸｽ小児用配合ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ0. クラバモックス小児用配合ドライシロップ 6139100R1036
クラビット錠５００mg クラビット錠５００ｍｇ 6241013F3027
１．５％クラビット点眼液5mL クラビット点眼液１．５％ 1319742Q2027
グラマリール錠25mg グラマリール錠２５ｍｇ 1190004F1021
ｸﾗﾘｽﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ10%小児用 クラリスドライシロップ１０％小児用 6149003R1143
クラリス錠200 クラリス錠２００ 6149003F2038
クラリス錠50小児用 クラリス錠５０小児用 6149003F1031
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝDS10%小児用「ＥＭＥＣ クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「ＥＭＥＣ」 6149003R1046
クラリスロマイシン錠200mg「EMEC クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 6149003F2054
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠50mg小児用「EMEC クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「ＥＭＥＣ」 6149003F1058
クラリチンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ1%5mg/包 クラリチンドライシロップ１％ 4490027R1029
クラリチンレディタブ10mg クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ 4490027F2029
グランダキシン錠50mg グランダキシン錠５０ 1124026F1022
クリアナール錠200mg クリアナール錠２００ｍｇ 2233004F1025
クリアミン配合錠A1.0 クリアミン配合錠Ａ１．０ 1149109F1034



処方制限 院内名称 商品名 YJコード
グリセリン グリセリン「ケンエー」 2357700X1078
グリベック錠100mg グリベック錠１００ｍｇ 4291011F1028
血糖降下剤 グリミクロン錠40mg グリミクロン錠４０ｍｇ 3961007F1115
グリメサゾン軟膏5g グリメサゾン軟膏 2649801M1028
血糖降下剤 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg「EME グリメピリド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 3961008F1063
血糖降下剤 グリメピリド錠3mg「E グリメピリド錠３ｍｇ「ＥＭＥＣ」 3961008F2060
注射用グルカゴンG・ノボ グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ 7229402D1036
グルコバイ錠100mg グルコバイ錠１００ｍｇ 3969003F2022
血糖降下剤 グルファスト錠10mg グルファスト錠１０ｍｇ 3969008F2025
グルベス配合錠 グルベス配合錠 3969102F1020
グレースビット錠50mg グレースビット錠５０ｍｇ 6241018F1027
クレストール錠2.5mg クレストール錠２．５ｍｇ 2189017F1022
クレナフィン爪外用液10%3.56g クレナフィン爪外用液１０％ 6290702Q1029
クレメジン細粒分包2g クレメジン細粒分包２ｇ 3929003C1067
ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5mg「サワイ」 クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 1179012F1169
ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ軟膏「ﾀ クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．０５ 2646713M1160
クロマイ腟錠 100mg クロマイ腟錠１００ｍｇ 2521701H1050

患者制限あり クロミッド錠50mg クロミッド錠５０ｍｇ 2499009F1080
ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｴｽﾃﾙ250mg「 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠２５０ｍ 1225001F2285

患者制限あり ケアラム錠25mg ケアラム錠２５ｍｇ 3999031F1035
患者制限あり ﾂﾑﾗ荊芥連翹湯ｴｷｽ顆粒(50)2.5g ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用） 5200027D1052

ケイキサレートドライシロップ76% 3. ケイキサレートドライシロップ７６％ 2190009R1025
ﾂﾑﾗ桂枝加朮附湯ｴｷｽ顆粒(18)2. ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用） 5200034D1044
ﾂﾑﾗ桂枝茯苓丸ｴｷｽ顆粒(25)2.5g ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） 5200038D1093
ケイツーシロップ0.2%1mL包 ケイツーシロップ０．２％ 3160002Q1040
KCL注20mEqｷｯﾄ20mL ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 3319402G4024
ゲーベンクリーム1% ゲーベンクリーム１％ 2633705N1031
ケタスカプセル10mg ケタスカプセル１０ｍｇ 4490010N1021
ケナログ口腔用軟膏0.1%5g ケナログ口腔用軟膏０．１％ 2399707M1049
ｹﾌﾗｰﾙ細粒小児用10%(100mg/g) ケフラール細粒小児用１００ｍｇ 6132005C1053
ケラチナミンｸﾘｰﾑ20%25g ケラチナミンコーワクリーム２０％ 2669701N2067
ゲンタシン軟膏0.1%10g ゲンタシン軟膏０．１％ 2634710M1077
ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩軟膏0.1%「ｲﾜｷ」1 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「イワキ」 2634710M1085
コートリル錠10mg コートリル錠１０ｍｇ 2452002F1030
コートン錠25mg コートン錠２５ｍｇ 2452001F1036
コールタイジン点鼻液15mL コールタイジン点鼻液 1329800X1034
ﾂﾑﾗ牛車腎気丸ｴｷｽ顆粒(107)2.5g ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） 5200025D1029
ｺｿﾌﾟﾄ配合点眼液5mL コソプト配合点眼液 1319819Q1020

患者制限あり ゴナールエフ皮下注用150単位 ゴナールエフ皮下注用１５０ 2413404D2021
コニール錠8mg コニール錠８ 2171021F3027

患者制限あり コパキソン皮下注20mgｼﾘﾝｼﾞ1mL コパキソン皮下注２０ｍｇシリンジ 3999440G1024
コバシル錠4mg コバシル錠４ｍｇ 2144012F2024
コペガス錠200mg コペガス錠２００ｍｇ 6250022F1022
コムタン錠100mg コムタン錠１００ｍｇ 1169014F1021
コメリアン錠100mg コメリアンコーワ錠１００ 2171005F2021
コルヒチン錠0.5mg｢ﾀｶﾀ｣ コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 3941001F1077
ﾂﾑﾗ五苓散ｴｷｽ顆粒(17)2.5g ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） 5200048D1070
コレバインﾐﾆ83%1.81g/包 コレバインミニ８３％ 2189014D2024
コロネル細粒83.3%1.2g/包 コロネル細粒８３．３％ 2399011C1042

患者制限あり コンサータ錠18mg コンサータ錠１８ｍｇ 1179009G1022
患者制限あり コンサータ錠２７mg コンサータ錠２７ｍｇ 1179009G2029

12.5mgコントミン糖衣錠 コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ 1171001F1073
患者制限あり コンバントリン錠100mg コンバントリン錠１００ｍｇ 6429001F1036

コンプラビン配合錠 コンプラビン配合錠 3399101F1021
患者制限あり サーカネッテン配合錠 サーカネッテン配合錠 2559100X1040
患者制限あり ザーコリカプセル２５０mg ザーコリカプセル２５０ｍｇ 4291026M2020

試験用 ｻｰﾃｨｶﾝ錠０．７５mg サーティカン錠０．７５ｍｇ 3999022F3020
サーティカン錠0.25mg サーティカン錠０．２５ｍｇ 3999022F1028
サーティカン錠０．７５mg サーティカン錠０．７５ｍｇ 3999022F3020
試験用 ｻｰﾃｨｶﾝ錠0.25mg サーティカン錠０．２５ｍｇ 3999022F1028
ザーネ軟膏0.5% ザーネ軟膏０．５％ 2649724M1039
サアミオン錠5mg サアミオン錠５ｍｇ 2190021F1348



処方制限 院内名称 商品名 YJコード
患者制限あり ﾂﾑﾗ柴胡桂枝湯ｴｷｽ顆粒(10)2.5g ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用） 5200051D1080

ザイザル錠5mg ザイザル錠５ｍｇ 4490028F1027
ザイザルｼﾛｯﾌﾟ0.05% ザイザルシロップ０．０５％ 4490028Q1028
ザイティガ錠250mg ザイティガ錠２５０ｍｇ 4291033F1024
サイトテック錠200μ g サイトテック錠２００ 2329024F1025
サイプレジン1%点眼液10mL サイプレジン１％点眼液 1311701Q1031

患者制限あり ザイボックス錠600ｍｇ ザイボックス錠６００ｍｇ 6249002F1024
ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(114)3g ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） 5200055D1020

患者制限あり サイレース錠1mg サイレース錠１ｍｇ 1124008F1024
サインバルタカプセル20mg サインバルタカプセル２０ｍｇ 1179052M1022
ザクラス配合錠HD ザクラス配合錠ＨＤ 2149121F2028
ｻﾞｼﾞﾃﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ0.1％(1mg/g) ザジテンドライシロップ０．１％ 4490003R1228

患者制限あり ザファテック錠50mg ザファテック錠５０ｍｇ 3969024F1028
患者制限あり ザファテック錠１００ｍｇ ザファテック錠１００ｍｇ 3969024F2024

サブラッド血液ろ過用補充液ＢＳＧ サブラッド血液ろ過用補充液ＢＳＧ 3410538G2028
サムスカ錠7.5mg サムスカ錠７．５ｍｇ 2139011F2020

患者制限あり サムスカ錠（ＡＤＰＫＤ）7.5mg サムスカ錠７．５ｍｇ 2139011F2020
ｻﾑﾁﾚｰﾙ内用懸濁液15%750mg5m サムチレール内用懸濁液１５％ 6290006S1027
ザラカム配合点眼液2.5mL ザラカム配合点眼液 1319817Q1020
サラジェン錠5mg サラジェン錠５ｍｇ 2399013F1021

患者制限あり サラゾピリン錠500mg サラゾピリン錠５００ｍｇ 6219001F1071
サリグレンカプセル30mg サリグレンカプセル３０ｍｇ 2399012M1034
10％サリチル酸ワセリン軟膏 １０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 2652701M2021
サリベートエアゾール50g サリベートエアゾール 2399801E1037

患者制限あり サルタノールインヘラー100μ g サルタノールインヘラー１００μ ｇ 2254700G4037
ザルティア錠5mg ザルティア錠５ｍｇ 2590016F2027
ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠100mg「日医 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 3399006F2235
ザロンチンシロップ5％(50mg/mL) ザロンチンシロップ５％ 1139001Q1042
サワシリン細粒10％ (100mg/g) サワシリン細粒１０％ 6131001C1210
サワシリンカプセル250mg サワシリンカプセル２５０ 6131001M2300
重質酸化マグネシウム｢ｹﾝｴｰ｣ 重質酸化マグネシウム「ケンエー」 2344002X1055
サンコバ点眼液0.02%5mL サンコバ点眼液０．０２％ 1319710Q2078

患者制限あり ザンタック錠150mg ザンタック錠１５０ 2325002F1194
サンテゾーン0.05%眼軟膏3.5g サンテゾーン０．０５％眼軟膏 1315700M1026
サンドスタチン注射液100μ g サンドスタチン皮下注用１００μ ｇ 2499403A2033
サンピロ点眼液2%5mL サンピロ点眼液２％ 1312701Q3082
サンリズムカプセル50mg サンリズムカプセル５０ｍｇ 2129008M2020
ジアゼパム錠5mg｢ｱﾒﾙ｣ ジアゼパム錠５ｍｇ「アメル」 1124017F4200

患者制限あり ジアゾキシドカプセル25mg ジアゾキシドカプセル２５ｍｇ「ＭＳＤ」 3999024M1034
ｸﾞﾘｾﾘﾝ浣腸液50%Sﾀｲﾌﾟ30mL ケンエーＧ浣腸液５０％ 2357701K3124
ｸﾞﾘｾﾘﾝ浣腸液50%Lﾀｲﾌﾟ120mL ケンエーＧ浣腸液５０％ 2357701K8177
グリセリン浣腸液50%Lﾀｲﾌﾟ60mL ケンエーＧ浣腸液５０％ 2357701K6212
ジェイゾロフトＯＤ錠25mg ジェイゾロフトＯＤ錠２５ｍｇ 1179046F4027
ジェニナック錠200mg ジェニナック錠２００ｍｇ 6241017F1022

患者制限あり ジオトリフ錠30mg ジオトリフ錠３０ｍｇ 4291030F2027
患者制限あり ジオトリフ錠20mg ジオトリフ錠２０ｍｇ 4291030F1020
患者制限あり ジオトリフ錠40mg ジオトリフ錠４０ｍｇ 4291030F3023

ジクアス点眼液３％　５ｍＬ ジクアス点眼液３％ 1319758Q1021
シグマート錠5mg シグマート錠５ｍｇ 2171017F2024
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ坐剤12.5mg「JG」 ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「ＪＧ」 1147700J1146
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ坐剤25mg「JG｣ ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「ＪＧ」 1147700J2207
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa錠25mg｢ｻﾜｲ｣ ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「サワイ」 1147002F1650
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ坐剤50mg｢JG｣ ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 1147700J3238
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mgｵ ジクロフェナクナトリウムＳＲカプセル３７．５ｍｇ「 1147002N1182
ジスロマック細粒小児用10%(100m ジスロマック細粒小児用１０％ 6149004C1030
ｼﾞｽﾛﾏｯｸSR成人用ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ2g ジスロマックＳＲ成人用ドライシロップ２ｇ 6149004R1024

患者制限あり シダトレンスギ花粉舌下液2000JA シダトレンスギ花粉舌下液２，０００ＪＡＵ／ｍＬボ 4490029S1038
患者制限あり シダトレンスギ花粉舌下液2000JA シダトレンスギ花粉舌下液２，０００ＪＡＵ／ｍＬパ 4490029S2026
患者制限あり シダトレンスギ花粉舌下液２００JA シダトレンスギ花粉舌下液２００ＪＡＵ／ｍＬボトル 4490029S1020

シナール配合顆粒 シナール配合顆粒 3179115D1096
ジヒデルゴット錠1mg ジヒデルゴット錠１ｍｇ 2160350F1269
ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ散12.5%｢JG｣ (125mg/g ジピリダモール散１２．５％「ＪＧ」 2171010B1067



処方制限 院内名称 商品名 YJコード
ジフラール軟膏0.05%5g ジフラール軟膏０．０５％ 2646723M1156
ジフラールクリーム0.05%5g ジフラールクリーム０．０５％ 2646723N1135
ジフルカンカプセル100mg ジフルカンカプセル１００ｍｇ 6290002M2026
ジプレキサザイディス錠5mg ジプレキサザイディス錠５ｍｇ 1179044F4028
シベノール錠100mg シベノール錠１００ｍｇ 2129007F2027
ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩錠100mg「サワ シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 2129007F2043
シムビコートタービュヘイラー60吸 シムビコートタービュヘイラー６０吸入 2290801G2025

患者制限あり ジャカビ錠５mg ジャカビ錠５ｍｇ 4291034F1029
ﾂﾑﾗ芍薬甘草湯ｴｷｽ顆粒(68)2.5g ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） 5200067D1049
血糖降下剤 シュアポスト錠0.5mg シュアポスト錠０．５ｍｇ 3969013F2026
ﾂﾑﾗ十全大補湯ｴｷｽ顆粒(48)2.5g ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） 5200069D1048
重曹錠500mg「マイラン」 重曹錠５００ｍｇ「マイラン」 2344005F1045
ｸﾗｼｴ十味敗毒湯ｴｷｽ錠(6) クラシエ十味敗毒湯エキス錠 5200070F1033
ﾂﾑﾗ小建中湯ｴｷｽ顆粒(99)2.5g ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用） 5200072D1058

患者制限あり ﾂﾑﾗ小柴胡湯ｴｷｽ顆粒(9)2.5g ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用） 5200073D1117
ﾂﾑﾗ小青竜湯ｴｷｽ顆粒(19)3g ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） 5200075D1086
注射用蒸留水100mL 大塚蒸留水 7131400A4105
ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩酸塩錠100mg「日医工」 ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 2171005F2145
ジルダザック軟膏3%10g ジルダザック軟膏３％ 2649726M1046
ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩徐放ｶﾌﾟｾﾙ100m ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１００ｍｇ「日 2171006N1156
シロスタゾールOD錠１00mg「サワ シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「サワイ」 3399002F4035
ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙOD錠50mg「サワイ」 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 3399002F3039

患者制限あり 親水軟膏 親水軟膏「ヨシダ」 7122704X1226
シンメトレル細粒10％ (100mg/g) シンメトレル細粒１０％ 1161001C1089
シンメトレル錠50mg シンメトレル錠５０ｍｇ 1161001F1050
スーグラ錠50mg スーグラ錠５０ｍｇ 3969018F2029

患者制限あり スーテントカプセル12.5mg スーテントカプセル１２．５ｍｇ 4291018M1029
ｽｸﾗﾙﾌｧｰﾄ細粒90%「ﾂﾙﾊﾗ」 スクラルファート細粒９０％「ツルハラ」 2329008C1135
スタレボ配合錠L100 スタレボ配合錠Ｌ１００ 1169102F2023

患者制限あり スチバーガ40mg スチバーガ錠４０ｍｇ 4291029F1028
ステーブラOD錠0.1㎎ ステーブラＯＤ錠０．１ｍｇ 2590013F2031
ストラテラカプセル２５ｍｇ ストラテラカプセル２５ｍｇ 1179050M3026
ストラテラｶﾌﾟｾﾙ5mg ストラテラカプセル５ｍｇ 1179050M1023

患者制限あり ストラテラ内用液0.4% ストラテラ内用液０．４％ 1179050S1022
ストロメクトール錠3mg ストロメクトール錠３ｍｇ 6429008F1020
スパカール錠40mg スパカール錠４０ｍｇ 2369003F1037
スピール膏M スピール膏Ｍ 2661701X1020
スピリーバ2.5μ ｇレスピマット60吸 スピリーバ２．５μ ｇレスピマット６０吸入 2259709G2023
ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠２５ｍｇ「日医工」 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」 2133001F1590
ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg「JG スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ「ＪＧ」 4490016M2089

患者制限あり スプリセル錠50mg スプリセル錠５０ｍｇ 4291020F2023
患者制限あり ｽﾌﾟﾘｾﾙ錠20mg スプリセル錠２０ｍｇ 4291020F1027

スポンゼル スポンゼル 3322700X1026
スミスリンローション5%30g スミスリンローション５％ 6429700Q1021

患者制限あり スミフェロンDS600万単位 スミフェロン注ＤＳ６００万ＩＵ 6399404A6036
スミルスチック40g スミルスチック３％ 2649731M1080
ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg「CH」 スルピリド錠５０ｍｇ「ＣＨ」 2329009F1187
スローケー錠600mg スローケー錠６００ｍｇ 3229002G1066
スンベプラカプセル100mg スンベプラカプセル１００ｍｇ 6250039M1027
生食20mL 大塚生食注 3311401A2026
生食注100mL 大塚生食注 3311401A3111
生食(細口開栓)500mL 大塚生食注 3311401A7028
生理食塩液(ｿﾌﾄ) 500mL 大塚生食注 3311401A9020

患者制限あり ﾂﾑﾗ清肺湯ｴｷｽ顆粒(90)3g ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用） 5200087D1020
セイブル錠50mg セイブル錠５０ｍｇ 3969009F2020
生理食塩液250mL 生理食塩液「ヒカリ」 3311401H6062
セスデンカプセル30mg セスデンカプセル３０ｍｇ 1249005M1083
ゼチーア錠10mg ゼチーア錠１０ｍｇ 2189018F1027
セディール錠10mg セディール錠１０ｍｇ 1129008F2035
セニラン坐剤3mg セニラン坐剤３ｍｇ 1124700J1036
セネガシロップ４％ (40mg/mL) セネガシロップ「メタル」 2231001Q1079
セパミット細粒1%(10mg/g) セパミット細粒１％ 2171014C1044



処方制限 院内名称 商品名 YJコード
ｾﾌｧｸﾛﾙ細粒小児用10%「JG」100m セファクロル細粒小児用１０％「ＪＧ」 6132005C1240
セファランチン１％ (10mg/g) セファランチン末１％ 2900001A2036
ゼフィックス錠100 ゼフィックス錠１００ 6250020F1023
ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩細粒小児 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用１０％「 6132016C1043
ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠100mg「ﾌ セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「ファイ 6132016F2100
ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠100mg「ｻﾜｲ」 セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「サワイ」 6132015F1053
ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ小児用細粒10%「 セフジトレンピボキシル小児用細粒１０％「サワイ 6132015C1065
ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg「ファイザー」 セフジニルカプセル１００ｍｇ「ファイザー」 6132013M2157
セフゾン細粒小児用10%(100mg/g) セフゾン細粒小児用１０％ 6132013C1031
ゼフナート外用液2%10mL ゼフナート外用液２％ 2659712Q1026
ゼフナートクリーム 10g ゼフナートクリーム２％ 2659712N1020
ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠100mg「サ セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ「サワイ」 6132011F1128
セララ錠50mg セララ錠５０ｍｇ 2149045F2025
セルシン錠2mg ２ｍｇセルシン錠 1124017F2135
セルシン散１％（10mg/g) セルシン散１％ 1124017B1129
セルセプトカプセル250mg セルセプトカプセル２５０ 3999017M1026

患者制限あり セルセプト懸濁用散31.8% セルセプト懸濁用散３１．８％ 3999017B1025
試験用 セルセプトｶﾌﾟｾﾙ250mg セルセプトカプセル２５０ 3999017M1026
セルタッチﾊﾟｯﾌﾟ70(6枚) セルタッチパップ７０ 2649731S1143
セルタッチテープ70　10cm×14cm セルタッチテープ７０ 2649731S1232
セルトラリン錠25mg｢DSEP｣ セルトラリン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 1179046F1036
セルニルトン錠63mg セルニルトン錠 2590003F1023
セルベックス細粒10% (100mg/g) セルベックス細粒１０％ 2329012C1026
セルベックスカプセル50mg セルベックスカプセル５０ｍｇ 2329012M1021
セレキノン錠100mg セレキノン錠１００ｍｇ 2399006F1331
セレクトール錠200mg セレクトール錠２００ｍｇ 2149029F2026
セレコックス錠100mg セレコックス錠１００ｍｇ 1149037F1020
セレジストOD錠5ｍｇ セレジストＯＤ錠５ｍｇ 1190014F2021
セレニカR顆粒４０％ (400mg/g) セレニカＲ顆粒４０％ 1139004D1052
セレニカR錠200mg セレニカＲ錠２００ｍｇ 1139004G2039
セレネース細粒1% (10mg/g) セレネース細粒１％ 1179020C1191
セレネース錠0.75mg セレネース錠０．７５ｍｇ 1179020F1210
ゼローダ錠300mg ゼローダ錠３００ 4223005F1022
セロクエル25mg錠 セロクエル２５ｍｇ錠 1179042F1020
セロクラール錠20mg セロクラール錠２０ｍｇ 2190005F2051
セロケン錠20mg セロケン錠２０ｍｇ 2149010F1025
センノサイド錠12mg センノサイド錠１２ｍｇ 2354003F2278
ゾーミッグＲＭ錠2.5mg ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ 2160004F2023
ソタコール錠80mg ソタコール錠８０ｍｇ 2129013F2022
ゾビラックス眼軟膏3%5g ゾビラックス眼軟膏３％ 1319719M1046

患者制限あり ｿﾏﾊﾞｰﾄ皮下注用10mg ソマバート皮下注用１０ｍｇ 2499409D1022
患者制限あり ソマバート皮下注用20mg ソマバート皮下注用２０ｍｇ 2499409D3025
患者制限あり ソマバート皮下注用15mg ソマバート皮下注用１５ｍｇ 2499409D2029

ソラナックス錠0.4mg ソラナックス０．４ｍｇ錠 1124023F1037
ソランタール錠 100mg ソランタール錠１００ｍｇ 1148001F2101
ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩錠5mg｢杏林｣ ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「杏林」 1129009F1220
ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩錠10mg｢杏林｣ ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 1129009F2226
ソルベース ソルベース 7123700M1113
ダイアート錠60mg ダイアート錠６０ｍｇ 2139008F1056
ダイアップ坐剤4mg ダイアップ坐剤４ 1124701J1022
ダイアップ坐剤6mg ダイアップ坐剤６ 1124701J2029
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD2 1.5%2L(4本入） ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 3420409A4062
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD2 2.5%1.5LUVﾌﾗｯｼ ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５腹膜透析液 3420410A6092
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 1.5%1.5LUVﾌﾗｯｼ ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５腹膜透析液 3420419A7073
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 1.5%1.5Lﾂｲﾝﾊﾞｯｸ ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５腹膜透析液 3420419A7073
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 1.5%2L(4本入) ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５腹膜透析液 3420419A4040
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 1.5%1.5L(6本入) ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５腹膜透析液 3420419A3043
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD2 2.5%2L(4本入） ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５腹膜透析液 3420410A4065
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD2 2.5%5L(2本入） ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５腹膜透析液 3420410A8079
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD2 2.5%2Lﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ( ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５腹膜透析液 3420410A7099
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 1.5%1Lﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ( ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５腹膜透析液 3420419A6050
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD2 1.5%2.5LUVﾌﾗｯｼ ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 3420409A9072



処方制限 院内名称 商品名 YJコード
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 1.5%1L(8本入) ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５腹膜透析液 3420419A2047
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD2 2.5%5Lｼｽﾃﾑ2(2 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５腹膜透析液 3420410A8079
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 1.5%1LUVﾌﾗｯｼｭ ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５腹膜透析液 3420419A6050
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 2.5%1Lﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ( ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５腹膜透析液 3420420A6053
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD2 1.5%2LUVﾌﾗｯｼｭ ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 3420409A7096
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 2.5%2LUVﾌﾗｯｼｭ ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５腹膜透析液 3420420A8072
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 2.5%2Lﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ( ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５腹膜透析液 3420420A8072
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 2.5%2Lｼｽﾃﾑ2(4 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５腹膜透析液 3420420A4042
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 2.5%2L(4本入) ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５腹膜透析液 3420420A4042
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 2.5%1.5LUVﾌﾗｯｼ ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５腹膜透析液 3420420A7076
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 2.5%1.5Lﾂｲﾝﾊﾞｯｸ ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５腹膜透析液 3420420A7076
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 2.5%1.5L(6本入) ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５腹膜透析液 3420420A3046
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 2.5%2.5LUVﾌﾗｯｼ ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５腹膜透析液 3420420A9060
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 2.5%1LUVﾌﾗｯｼｭ ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５腹膜透析液 3420420A6053
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 2.5%2.5Lﾂｲﾝﾊﾞｯｸ ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５腹膜透析液 3420420A9060
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 2.5%1L(8本入) ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５腹膜透析液 3420420A2040
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 1.5%5Lｼｽﾃﾑ2(2 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５腹膜透析液 3420419H1065
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 1.5%2Lｼｽﾃﾑ2(4 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５腹膜透析液 3420419A4040
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 1.5%2.5LUVﾌﾗｯｼ ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５腹膜透析液 3420419A9068
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 1.5%2.5Lﾂｲﾝﾊﾞｯｸ ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５腹膜透析液 3420419A6050
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 1.5%2.5Lｼｽﾃﾑ2( ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５腹膜透析液 3420419A5062
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 1.5%2.5L(4本入) ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５腹膜透析液 3420419A5062
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 1.5%2LUVﾌﾗｯｼｭ ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５腹膜透析液 3420419A8070
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 1.5%2Lﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ( ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５腹膜透析液 3420419A8070
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD2 1.5%1L(8本入） ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 3420409A2051
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD2 1.5%1LUVﾌﾗｯｼｭ ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 3420409A5050
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD2 2.5%1LUVﾌﾗｯｼｭ ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５腹膜透析液 3420410A5053
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD2 2.5%1Lﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ( ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５腹膜透析液 3420410A5053
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD2 1.5%5Lｼｽﾃﾑ2(2 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 3420409A8076
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD2 1.5%5L(2本入） ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 3420409A8076
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD2 1.5%2.5Lﾂｲﾝﾊﾞｯｸ ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 3420409A9072
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD2 1.5%2Lﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ( ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 3420409A7096
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD2 1.5%1.5Lﾂｲﾝﾊﾞｯｸ ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 3420409A6090
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD2 1.5%1.5LUVﾌﾗｯｼ ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 3420409A6090
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 2.5%2.5L(4本入) ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５腹膜透析液 3420420A5065
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD2 1.5%1.5L(6本入） ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 3420409A3066
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD2 2.5%1.5Lﾂｲﾝﾊﾞｯｸ ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５腹膜透析液 3420410A6092
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD2 1.5%1Lﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ( ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 3420409A5050
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD2 2.5%2.5Lｼｽﾃﾑ2( ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５腹膜透析液 3420410H1064
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD2 2.5%2.5L(4本入） ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５腹膜透析液 3420410H1064
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD2 1.5%2.5Lｼｽﾃﾑ2( ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 3420409H1061
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD2 1.5%2.5L(4本入） ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５腹膜透析液 3420409H1061
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 2.5%5Lｼｽﾃﾑ2(2 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５腹膜透析液 3420420H1068
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 2.5%5L(2本入) ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５腹膜透析液 3420420H1068
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ PD4 4.25%2L(4本入) ダイアニールＰＤ－４　４．２５腹膜透析液 3420421A4039
ダイアモックス錠250mg ダイアモックス錠２５０ｍｇ 2134002F1109
ダイオウ末 トチモトのダイオウ末 5100121A1132

患者制限あり タイケルブ錠250mg タイケルブ錠２５０ｍｇ 4291022F1026
ﾂﾑﾗ大建中湯ｴｷｽ顆粒(100)2.5g ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） 5200092D1020
ダイフェン配合顆粒 ダイフェン配合顆粒 6290100D1070
ダイフェン配合錠 ダイフェン配合錠 6290100F2107

患者制限あり タガメット細粒20%(200mg/g) タガメット細粒２０％ 2325001C1053
ダクチル錠50mg ダクチル錠５０ｍｇ 1249004F1080

患者制限あり タグリッソ錠８０ｍｇ タグリッソ錠８０ｍｇ 4291045F2023
患者制限あり タグリッソ錠40mg タグリッソ錠４０ｍｇ 4291045F1027

ダクルインザ錠60mg ダクルインザ錠６０ｍｇ 6250040F1020
タケキャブ錠20mg タケキャブ錠２０ｍｇ 2329030F2027

患者制限あり タケプロンOD錠15mg タケプロンＯＤ錠１５ 2329023F1020
患者制限あり タシグナカプセル200mg タシグナカプセル２００ｍｇ 4291021M1020
患者制限あり タシグナカプセル150mg タシグナカプセル１５０ｍｇ 4291021M2027

タチオン点眼用2%5mL タチオン点眼用２％ 1319708Q1090
患者制限あり タナトリル錠5mg タナトリル錠５ 2144008F2028



処方制限 院内名称 商品名 YJコード
タプコム配合点眼液2.5mL/本 タプコム配合点眼液 1319822Q1021
タプロス点眼液0.0015%2.5mL タプロス点眼液０．００１５％ 1319756Q1022
タベジール錠1mg タベジール錠１ｍｇ 4419008F1431
タミフルカプセル75mg タミフルカプセル７５ 6250021M1027
タミフルﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ3％(30mg/g) タミフルドライシロップ３％ 6250021R1024
ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠0.1mg「ﾌｧｲｻﾞ タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ファイザー」 2590008F1158
ダラシンカプセル150mg ダラシンカプセル１５０ｍｇ 6112001M2038
ダラシンＴゲル1%10g ダラシンＴゲル１％ 2634713M1020
タリオン錠10mg タリオン錠１０ｍｇ 4490022F2034
タリビッド眼軟膏0.3%3.5g タリビッド眼軟膏０．３％ 1319722M1056
タルセバ錠150mg タルセバ錠１５０ｍｇ 4291016F3023
タルセバ錠１００ｍｇ タルセバ錠１００ｍｇ 4291016F2027
タルセバ錠25mg タルセバ錠２５ｍｇ 4291016F1020
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三 沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」 2190024F1040

患者制限あり 沈降炭酸カルシウム｢ｹﾝｴｰ｣ 沈降炭酸カルシウム「ケンエー」 2344007X1031
内用 炭酸水素ナトリウム 炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 2344004X1364
単シロップ 単シロップ 7142001X1120
ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩錠10mg「サワイ タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 1129008F2060
ダントリウムカプセル25mg ダントリウムカプセル２５ｍｇ 1229002M1036
タンナルビン タンニン酸アルブミン「ケンエー」 2312001X1057
タンボコール錠50mg タンボコール錠５０ｍｇ 2129009F1020
チアトンカプセル10mg チアトンカプセル１０ｍｇ 1231013M2179
ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ錠25mg「サワイ」 チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 1190004F1145
チオラ錠100mg チオラ錠１００ 3919003F2020
チガソンカプセル10mg チガソンカプセル１０ 3119001M1020
ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩酸塩錠100mg「サワイ」 チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 3399001F1406
ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ錠1mg「日医工」 チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 1249010F1263
チモプトール点眼液0.5%5mL チモプトール点眼液０．５％ 1319702Q2111
チモプトールXE点眼液0.5％ 2.5mL チモプトールＸＥ点眼液０．５％ 1319702Q4033
チャンピックス錠0.5mg チャンピックス錠０．５ｍｇ 7990003F1028
チャンピックス錠1mg チャンピックス錠１ｍｇ 7990003F2024
注射用水(細口開)500mL 注射用水 7131400A5047
ﾂﾑﾗ釣藤散ｴｷｽ顆粒(47)2.5g ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） 5200101D1030
ｸﾗｼｴ猪苓湯ｴｷｽ細粒(40)3g クラシエ猪苓湯エキス細粒 5200103C1092
チラーヂンＳ錠50μ g チラーヂンＳ錠５０μ ｇ 2431004F1056
チラーヂンＳ散0.01% チラーヂンＳ散０．０１％ 2431004B1038
チロナミン錠5μ g ５ｍｃｇチロナミン錠 2431003F1035
ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ塩酸塩DS小児用0.1%「ﾀ ツロブテロール塩酸塩ＤＳ小児用０．１％「タカタ」 2259002R1118
ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合OD錠T20 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ 4229101F1026
ティーエスワン配合OD錠Ｔ25 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ 4229101F2022

患者制限あり ティーエスワン配合ｶﾌﾟｾﾙT２５ ティーエスワン配合カプセルＴ２５ 4229101M2030
患者制限あり ティーエスワン配合ｶﾌﾟｾﾙT２０ ティーエスワン配合カプセルＴ２０ 4229101M1033

D-ソルビトール原末｢ﾏﾙｲｼ｣ Ｄ－ソルビトール原末「マルイシ」 7990001X1040
患者制限あり ディオバン錠80mg ディオバン錠８０ｍｇ 2149041F3023

ディナゲスト錠1mg ディナゲスト錠１ｍｇ 2499010F1023
ディフェリンゲル0.1%15g ディフェリンゲル０．１％ 2699711Q1027
ディレグラ配合錠 ディレグラ配合錠 4490100F1021
テオドール錠50mg テオドール錠５０ｍｇ 2251001F1046
テオドール錠100mg テオドール錠１００ｍｇ 2251001F2115
ﾃｵﾄﾞｰﾙﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ20%(200mg/g) テオドールドライシロップ２０％ 2251001R1026
ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放錠100mg「サワイ」 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 2251001F2166
ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放錠50mg「サワイ」 テオフィリン徐放錠５０ｍｇ「サワイ」 2251001F1070
デカドロン錠0.5mg デカドロン錠０．５ｍｇ 2454002F1183
４mgデカドロン錠 デカドロン錠４ｍｇ 2454002F3020
デキサルチン口腔用軟膏1mg/g 5 デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／ｇ 2399706M1109
テグレトール錠200mg テグレトール錠２００ｍｇ 1139002F1062
テグレトール細粒50%(500mg/g) テグレトール細粒５０％ 1139002C1082
デスモプレシン・スプレー2.5 5mL デスモプレシン・スプレー２．５協和 2419700R1022

患者制限あり ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ点鼻液0.01%2.5mL デスモプレシン点鼻液０．０１％協和 2419700Q1035
デタントールR錠3mg デタントールＲ錠３ｍｇ 2149015G1023

患者制限あり テネリア錠20mg テネリア錠２０ｍｇ 3969015F1029
テノーミン錠50mg テノーミン錠５０ 2123011F2437



処方制限 院内名称 商品名 YJコード
テノゼット錠300mg テノゼット錠３００ｍｇ 6250024F1030
デノタスチュアブル配合錠 デノタスチュアブル配合錠 3219100F1020
デノパミン錠5mg「日医工」 デノパミン錠５ｍｇ「日医工」 2119004F1055
デパケン細粒40% (400mg/g) デパケン細粒４０％ 1139004C2061
デパケンシロップ5%(50mg/mL) デパケンシロップ５％ 1139004Q1100
デパケンR錠200mg デパケンＲ錠２００ｍｇ 1139004G2063
デパケンR錠100mg デパケンＲ錠１００ｍｇ 1139004G1040
デパス錠0.5mg デパス錠０．５ｍｇ 1179025F1026
テプレノン細粒10%「日医工」 テプレノン細粒１０％「日医工」 2329012C1310
ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢日医工｣ テプレノンカプセル５０ｍｇ「日医工」 2329012M1331
テモダールカプセル20mg テモダールカプセル２０ｍｇ 4219004M1024
テモダールカプセル100mg テモダールカプセル１００ｍｇ 4219004M2020
デュアック配合ゲル10g デュアック配合ゲル 2699803Q1020
デュオトラバ配合点眼液2.5mL デュオトラバ配合点眼液 1319820Q1022
テラコートリル軟膏5g テラ・コートリル軟膏 2647705M1023
テラマイシン軟膏 25g/本 テラマイシン軟膏（ポリミキシンＢ含有） 2639804M1025
テルネリン錠1mg テルネリン錠１ｍｇ 1249010F1026
ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩ｸﾘｰﾑ1%「日医工 テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「日医工」 2659710N1195
デルモベート軟膏0.05%5g デルモベート軟膏０．０５％ 2646713M1136
デルモベートクリーム0.05%5g デルモベートクリーム０．０５％ 2646713N1123
デルモベートｽｶﾙﾌﾟﾛｰｼｮﾝ0.05%10g デルモベートスカルプローション０．０５％ 2646713Q1081
テレミンソフト坐薬10mg テレミンソフト坐薬１０ｍｇ 2359700J2106
テレミンソフト坐薬2mg テレミンソフト坐薬２ｍｇ 2359700J1088
 5%ブドウ糖 250mL 光糖液５％ 3231401J6070
5%ブドウ糖 100mL 大塚糖液５％ 3231401A2066
50%ブドウ糖 500mL 大塚糖液５０％ 3231401J4034
 5%ブドウ糖 500mL 大塚糖液５％ 3231401Q3028
ブドウ糖注20%20mL 大塚糖液２０％ 3231401H1033
ﾂﾑﾗ当帰芍薬散ｴｷｽ顆粒(23)2.5g ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） 5200111D1076

患者制限あり トービイ吸入液300mg5mL トービイ吸入液３００ｍｇ 6123700G1026
ドグマチール細粒50% (500mg/g) ドグマチール細粒５０％ 2329009C3078
ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ200m トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ 2190006M2225
ドパコール配合錠L100 ドパコール配合錠Ｌ１００ 1169101F1170

患者制限あり ドパストン散 ドパストン散９８．５％ 1164001B1034
トビエース錠4mg トビエース錠４ｍｇ 2590015G1021
トピナ錠50mg トピナ錠５０ｍｇ 1139008F1027
トプシム軟膏0.05%5g トプシム軟膏０．０５％ 2646708M1216
トプシムスプレー0.0143%28g トプシムスプレー０．０１４３％ 2646708R2031
ドプスOD錠100mg ドプスＯＤ錠１００ｍｇ 1169006F1027
トフラニール錠10mg トフラニール錠１０ｍｇ 1174006F1078
ドボネックス軟膏 10g ドボネックス軟膏５０μ ｇ／ｇ 2691701M1031
ドボベット軟膏15g ドボベット軟膏 2699802M1024
ドラール錠 15 ドラール錠１５ 1124030F1029
トラクリア錠62.5mg トラクリア錠６２．５ｍｇ 2190026F1022
トラゼンタ錠5mg トラゼンタ錠５ｍｇ 3969014F1024
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 1179037F1053
トラネキサム酸錠250mg「YD」 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 3327002F1169
ﾄﾗﾊﾞﾀﾝｽﾞ点眼液0.004%2.5mL トラバタンズ点眼液０．００４％ 1319754Q1023
トラベルミン配合錠 トラベルミン配合錠 1339100F1038
トラマールOD錠25mg トラマールＯＤ錠２５ｍｇ 1149038F1024
トラムセット配合錠 トラムセット配合錠 1149117F1020
トランサミンカプセル250mg トランサミンカプセル２５０ｍｇ 3327002M1303
ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ錠0.25mg「日医工」 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 1124007F2239
ﾄﾘｸﾛﾘｰﾙｼﾛｯﾌﾟ10% (100mg/mL) トリクロリールシロップ１０％ 1129004Q1031
ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠2mg「JG」 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＪＧ」 2132003F1443

患者制限あり トリテレン50mg トリテレン・カプセル５０ｍｇ 2133002M1062
トリプタノール錠10mg トリプタノール錠１０ 1179002F1068
ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠100mg「サワ トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 2399006F1579
トルソプト点眼1%5mL トルソプト点眼液１％ 1319738Q2020
ﾄﾙﾘｼﾃｨ皮下注0.75mgｱﾃｵｽ0.5mL トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス 2499416G1029
トレシーバ注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ3mL トレシーバ注　フレックスタッチ 2492419G1021
ﾄﾞﾚﾆｿﾞﾝﾃｰﾌﾟ4μ g/cm2 ドレニゾンテープ４μ ｇ／ｃｍ２ 2646711S2051



処方制限 院内名称 商品名 YJコード
トレリーフＯＤ錠25mg トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ 1169015F2022
トロキシン錠100mg トロキシン錠１００ｍｇ 2329015F2138
トロンビン液ｿﾌﾄﾎﾞﾄﾙ1万単位 トロンビン液モチダ　ソフトボトル１万 3323702Q3020
外用トロンビン液ｿﾌﾄﾎﾞﾄﾙ1万単位 トロンビン液モチダ　ソフトボトル１万 3323702Q3020
ドンペリドン錠10mg「JG」 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 2399005F2333
ナイキサン錠100mg ナイキサン錠１００ｍｇ 1149007F1142
ナウゼリン坐剤60mg ナウゼリン坐剤６０ 2399714J3029
ナウゼリン坐剤30mg ナウゼリン坐剤３０ 2399714J2022
ナウゼリンOD錠10mg ナウゼリンＯＤ錠１０ 2399005F4026

患者制限あり ナサニール点鼻液0.2%5mL ナサニール点鼻液０．２％ 2499702Q1043
ﾅｼﾞﾌﾛﾛｰｼｮﾝ1%20mL ナジフロローション１％ 2639700Q1039
ナゼアＯＤ錠0.1mg ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ 2391004F1024
ナゾネックス点鼻液50μ g112噴霧 ナゾネックス点鼻液５０μ ｇ１１２噴霧用 1329710Q2023
血糖降下剤 ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ錠90mg「テ ナテグリニド錠９０ｍｇ「テバ」 3969006F2050
ナトリックス錠1mg ナトリックス錠１ 2149012F1059
ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙOD錠25mg「日医工」 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「日医工」 2590009F6170
ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ錠5mg｢日医工｣ ニコランジル錠５ｍｇ「日医工」 2171017F2164
ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ錠150mg「ＹＤ」 ニザチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 2325005F1040
ニセルゴリン錠5mg「日医工」 ニセルゴリン錠５ｍｇ「日医工」 2190021F1445
ニゾラールローション2%10g ニゾラールローション２％ 2655709Q1025
ニトロール錠5mg ニトロール錠５ｍｇ 2171016F1082
ニトロールR20mg ニトロールＲカプセル２０ｍｇ 2171011N1050
ニトロペン舌下錠0.3mg ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 2171018K1039
ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠20mg｢ｻﾜｲ｣ ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」 2171014G4061
ニフラン点眼液0.1%5mL ニフラン点眼液０．１％ 1319724Q1120
乳酸カルシウム｢ヨシダ｣ 乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 3211001X1237
乳糖 乳糖水和物 7111001X1183
ニュープロパッチ4.5mg ニュープロパッチ４．５ｍｇ 1169700S2021
ニュープロパッチ１３．５mg ニュープロパッチ１３．５ｍｇ 1169700S4024
ニューロタン錠50mg ニューロタン錠５０ｍｇ 2149039F2038
ｸﾗｼｴ人参養栄湯ｴｷｽ細粒(108)3.7 クラシエ人参養栄湯エキス細粒 5200117C1043
ネオーラル内用液10%50mL ネオーラル内用液１０％ 3999004S2032
ネオーラル10ｍｇカプセル ネオーラル１０ｍｇカプセル 3999004M3021
ネオーラル25ｍｇカプセル ネオーラル２５ｍｇカプセル 3999004M4028
ネオーラル50ｍｇカプセル ネオーラル５０ｍｇカプセル 3999004M5024
ネオキシテープ73.5mg ネオキシテープ７３．５ｍｇ 2590700S1025
ネオシネジン点眼液5%10mL ネオシネジンコーワ５％点眼液 1311702Q1036
ネオステリングリーンうがい液0.2% ネオステリングリーンうがい液０．２％ 2790820Q1040
ネオドパストン配合錠L100mg ネオドパストン配合錠Ｌ１００ 1169101F1120
ネオファーゲンC配合錠 ネオファーゲンＣ配合錠 3919100F1177
ネキシウムカプセル20mg ネキシウムカプセル２０ｍｇ 2329029M2023
ネクサバール錠200mg ネクサバール錠２００ｍｇ 4291017F1025
ネバナック懸濁性点眼液0.1%5mL ネバナック懸濁性点眼液０．１％ 1319759Q1026
ネリザ坐剤 ネリザ坐剤 2559814J1062
ネリザ軟膏2g ネリザ軟膏 2559814M1042
ネリゾナ軟膏0.1%5g ネリゾナ軟膏０．１％ 2646700M1163
ネリゾナユニバ－サルクリ－ム5g ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％ 2646700N1169
ネリプロクト軟膏2g ネリプロクト軟膏 2559814M1026
ネリプロクト坐剤 ネリプロクト坐剤 2559814J1020
ノアルテン錠5mg ノアルテン錠（５ｍｇ） 2479002F1026
ノイキノン錠10mg ノイキノン錠１０ｍｇ 2119003F2332

患者制限あり 250μ gノイトロジン注 ノイトロジン注２５０μ ｇ 3399406D3020
患者制限あり ノイトロジン注100μ g ノイトロジン注１００μ ｇ 3399406D2024

ノイロトロピン錠4単位 ノイロトロピン錠４単位 1149023F1036
ノウリアスト錠20mg ノウリアスト錠２０ｍｇ 1169016F1020
ノバミン錠5mg ノバミン錠５ｍｇ 1172010F1037

患者制限あり ノベルジン錠50mg ノベルジン錠５０ｍｇ 3929007F2025
ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ注イノレット(ｵﾚﾝｼﾞ) ノボラピッド注　イノレット 2492415G3026
ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ(ｵﾚﾝｼﾞ) ノボラピッド注　フレックスペン 2492415G1031

患者制限あり ノボラピッド注100単位/mL 10mL ノボラピッド注１００単位／ｍＬ 2492415A3031
ノボラピッド30ﾐｯｸｽ注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ(ﾛｲ ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン 2492415G2020

患者制限あり ノボラピッド70ミックス注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ( ノボラピッド７０ミックス注フレックスペン 2492415G5029



処方制限 院内名称 商品名 YJコード
ノボリン30Rフレックスペン(茶) ノボリン３０Ｒ注フレックスペン 2492413G5054
ノボリンR注フレックスペン(黄) ノボリンＲ注フレックスペン 2492413G8053
ノボリンN注フレックスペン(黄緑) ノボリンＮ注フレックスペン 2492413G1059

患者制限あり ノルスパンテープ5mg ノルスパンテープ５ｍｇ 1149704S1020
患者制限あり ノルバスクOD錠5mg ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ 2171022F4044

ノルバデックス錠20mg ノルバデックス錠２０ｍｇ 4291003F2054
ハーフジゴキシンKY錠0.125 ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ 2113003F2029
パーロデル錠2.5mg パーロデル錠２．５ｍｇ 1169005F1200
バイアスピリン錠100mg バイアスピリン錠１００ｍｇ 3399007H1021
バイエッタ皮下注 5μ gﾍﾟﾝ300(ｵﾚﾝ バイエッタ皮下注５μ ｇペン３００ 2499411G1026
バイエッタ皮下注10μ gﾍﾟﾝ300(ｸﾞﾘ バイエッタ皮下注１０μ ｇペン３００ 2499411G2022
ハイカリック液2号 700mL ハイカリック液－２号 3239503X1025
ﾊｲｶﾘｯｸRF輸液500mL ハイカリックＲＦ輸液 3239527A2032
ハイドレアカプセル500mg ハイドレアカプセル５００ｍｇ 4229001M1027
ハイペン錠200 ハイペン錠２００ｍｇ 1149032F2023
ハイボン錠20mg ハイボン錠２０ｍｇ 3131002F1276
パキシルＣＲ錠12.5mg パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ 1179041G1020

患者制限あり 小児用バクシダール錠５０ｍｇ 小児用バクシダール錠５０ｍｇ 6241005F3022
バクタ配合顆粒 バクタ配合顆粒 6290100D1088
バクタ配合錠 バクタ配合錠 6290100F2115
バクトロバン鼻腔用軟膏3g バクトロバン鼻腔用軟膏２％ 6119700M1035
ﾂﾑﾗ麦門冬湯ｴｷｽ顆粒(29)3g ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） 5200119D1030
ﾊﾟｽﾀﾛﾝﾛｰｼｮﾝ10%20g パスタロンローション１０％ 2669701Q1059
パタノール点眼液0.1% 5mL パタノール点眼液０．１％ 1319752Q1024
ｸﾗｼｴ八味地黄丸料ｴｷｽ細粒(7)3g クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 5200121C1040
ハッカ油 ハッカ油「ヨシダ」 7149006X1248
ハッカ油 ハッカ油 7149006X1116
バップフォー錠10mg バップフォー錠１０ 2590007F1021
パナルジン錠100mg パナルジン錠１００ｍｇ 3399001F1384
バナン錠100mg バナン錠１００ｍｇ 6132011F1080
バファリン配合錠A330 バファリン配合錠Ａ３３０ 1143010F2074
バラクルード錠0.5mg バラクルード錠０．５ｍｇ 6250029F1024
ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg「三和」 バラシクロビル錠５００ｍｇ「三和」 6250019F1241
パラミヂンカプセル300mg パラミヂンカプセル３００ｍｇ 1149009M1035
パリエット錠10mg パリエット錠１０ｍｇ 2329028F1023

患者制限あり バリキサ錠450mg（小児用） バリキサ錠４５０ｍｇ 6250025F1026
バリキサ錠450mg バリキサ錠４５０ｍｇ 6250025F1026
ﾊﾘｿﾞﾝｼﾛｯﾌﾟ100mg/mL ハリゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ 6173001Q1055
バルサルタン錠80mg「ケミファ」 バルサルタン錠８０ｍｇ「ケミファ」 2149041F3201

患者制限あり ハルシオン錠0.25mg ハルシオン０．２５ｍｇ錠 1124007F2026
パルタンM錠0.125mg パルタンＭ錠０．１２５ｍｇ 2531002F1214
ハルナールD錠0.1mg ハルナールＤ錠０．１ｍｇ 2590008F1026
パルミコート吸入液0.25mg/2mL パルミコート吸入液０．２５ｍｇ 2290701G4020
パルミコート吸入液０.５mg/2mL パルミコート吸入液０．５ｍｇ 2290701G5026
パルミコート200ugﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ22.4 パルミコート２００μ ｇタービュヘイラー１１２吸入 2290701G3031
バレイショデンプン バレイショデンプン「ケンエー」 7112004X1060
ﾂﾑﾗ半夏厚朴湯ｴｷｽ顆粒(16)2.5g ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） 5200122D1074
ﾂﾑﾗ半夏瀉心湯顆粒(14)2.5g ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） 5200123D1079
ｸﾗｼｴ半夏白朮天麻湯ｴｷｽ細粒(37 クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒 5200124C1051
ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩散0.5「MEEK」500 バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 6113001B1127
パンスポリンT錠200mg パンスポリンＴ錠２００ 6132012F2021
パンテチン散20%「ﾃﾊﾞ」 パンテチン散２０％「テバ」 3133001B1215
パンテチン錠100mg「YD」 パンテチン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 3133001F3163
パントシン散２０％ (200mg/g) パントシン散２０％ 3133001B1193
パントシン錠100mg パントシン錠１００ 3133001F3090
パンビタン末 調剤用パンビタン末 3179121A1028
ピアーレシロップ65% ピアーレシロップ６５％ 3999001Q2066
ﾋｱﾙﾛﾝ酸Na点眼液0.1%「わかもと」 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「わかもと」 1319720Q3175
ヒアレイン点眼液0.1%5mL ヒアレイン点眼液０．１％ 1319720Q3078
ヒアレインミニ点眼液0.3%0.4mL ヒアレインミニ点眼液０．３％ 1319720Q5038
ＰＬ配合顆粒 ＰＬ配合顆粒 1180107D1131
ﾋﾞｰｿﾌﾃﾝﾛｰｼｮﾝ0.3%50g ビーソフテンローション０．３％ 3339950Q1082



処方制限 院内名称 商品名 YJコード
患者制限あり ビーソフテンクリーム0.3%25g ビーソフテンクリーム０．３％ 3339950N1043

ﾋﾟｰﾄﾙﾁｭｱﾌﾞﾙ錠250mg ピートルチュアブル錠２５０ｍｇ 2190036F1026
ﾋﾞｰﾌﾘｰﾄﾞ輸液500mL ビーフリード輸液 3259529G1030
ピオグリタゾン錠30mg「ファイザー ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ファイザー」 3969007F2292
ビオスリー配合散 ビオスリー配合散 2316017B1041
ビオスリー配合錠 ビオスリー配合錠 2316017F1035
ビオフェルミンR散 ビオフェルミンＲ散 2316004B1036
ビクシリンカプセル250mg ビクシリンカプセル２５０ｍｇ 6131002M1147
ビクトーザ皮下注18㎎ 3mL ビクトーザ皮下注１８ｍｇ 2499410G1021
ﾋﾟ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内用液０．７５％「ＪＧ」 2359005S1291
ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ錠2.5mg「日医 ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「日医工」 2359005F1226
ビ・シフロール錠0.5mg ビ・シフロール錠０．５ｍｇ 1169012F2029
ヒスロン錠5mg ヒスロン錠５ 2478002F2033

患者制限あり ヒスロンH錠200mg ヒスロンＨ錠２００ｍｇ 2478002F3056
ビソノテープ4mg ビソノテープ４ｍｇ 2149700S1027
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 2123016F2197
ビソルボン吸入液0.2%45mL ビソルボン吸入液０．２％ 2234700G1051
ビソルボン錠4mg ビソルボン錠４ｍｇ 2234001F1312
ビタジェクト注ｷｯﾄ ビタジェクト注キット 3179517G1035
ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「サワイ」 2189016F2130
ビタメジン配合カプセルＢ25 ビタメジン配合カプセルＢ２５ 3179109M1074
ビタメジン静注用 ビタメジン静注用 3179506F1023
ﾋﾞﾀﾞﾗﾋﾞﾝ軟膏3%「ＳＷ」 ビダラビン軟膏３％「ＳＷ」 6250700M1243

患者制限あり ヒダントールF配合錠 ヒダントールＦ配合錠 1139105X1035
患者制限あり ﾋﾞﾃﾞｭﾘｵﾝ皮下注用2mgﾍﾟﾝ ビデュリオン皮下注用２ｍｇペン 2499411G4025

ピドキサール錠10mg ピドキサール錠１０ｍｇ 3134003F1388
ビビアント錠２０ｍｇ ビビアント錠２０ｍｇ 3999027F1020
ヒビテン・グルコネ－ト液20%100mL ヒビテン・グルコネート液２０％ 2619713Q1181
ピモベンダン錠1.25mg｢TE｣ ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 2119006F1020
ヒューマリン3/7注カート(茶) ヒューマリン３／７注カート 2492403H6036
ヒューマリンR注U-100(黄) ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ 2492403A4051

患者制限あり ヒューマリンＲ注カート(黄) ヒューマリンＲ注カート 2492403H4041
ﾋｭｰﾏﾘﾝN注100単位/mL(黄緑) ヒューマリンＮ注１００単位／ｍＬ 2492403A3047
ヒューマログ注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ(あずき) ヒューマログ注ミリオペン 2492414G5024
ヒューマログ注カート(あずき) ヒューマログ注カート 2492414A1026
ヒューマログ注バイアル(あずき) ヒューマログ注１００単位／ｍＬ 2492414A2030
ヒューマログﾐｯｸｽ25注カート(あず ヒューマログミックス２５注カート 2492414A3029
ヒューマログﾐｯｸｽ50注カート(あず ヒューマログミックス５０注カート 2492414A4025
ヒューマログﾐｯｸｽ５０注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ(あ ヒューマログミックス５０注ミリオペン 2492414G7027
ヒューマログﾐｯｸｽ25注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ(あ ヒューマログミックス２５注ミリオペン 2492414G6020
ヒュミラ皮下注40ｍｇシリンジ0.8mL ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．８ｍＬ 3999426G1024
ピラマイド原末 ピラマイド原末 6223001X1037
ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ50mg「サ ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サワイ」 2129008M2128
ヒルドイドローション0.3%25g ヒルドイドローション０．３％ 3339950Q1074
ヒルドイドソフト軟膏0.3%25g ヒルドイドソフト軟膏０．３％ 3339950M1137

患者制限あり ピレスパ錠200mg ピレスパ錠２００ｍｇ 3999025F1021
アセトアミノフェン末 ピレチノール 1141001X1070
血糖降下剤 ファスティック錠90 ファスティック錠９０ 3969006F2034
ファムビル錠250mg ファムビル錠２５０ｍｇ 6250031F1021
ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注射用20mg「サワイ」 ファモチジン注射用２０ｍｇ「サワイ」 2325401D1086
ファモチジン散2%「日医工」 ファモチジン散２％「日医工」 2325003B2126
ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg｢EMEC｣ ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 2325003F4198

患者制限あり ﾌｧﾘｰﾀﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ10mg ファリーダックカプセル１０ｍｇ 4291040M1023
患者制限あり ファリーダックカプセル15mg ファリーダックカプセル１５ｍｇ 4291040M2020

ファロム錠200mg ファロム錠２００ｍｇ 6139001F2024
ﾌｧﾛﾑﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ小児用10%(100mg ファロムドライシロップ小児用１０％ 6139001R1032
ﾌｧﾝｷﾞｿﾞﾝｼﾛｯﾌﾟ10%(100mg/mL) ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ 6173001Q1047
フィジオ35 500mL フィジオ３５輸液 3319560A2038
ブイフェンド錠 50mg ブイフェンド錠５０ｍｇ 6179001F1023
フィブラストスプレー500μ g フィブラストスプレー５００ 2699710R2024

患者制限あり フェアストン錠40mg フェアストン錠４０ 4291007F1021
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 4490023F1091



処方制限 院内名称 商品名 YJコード
フェノール亜鉛華ﾘﾆﾒﾝﾄ｢ﾊﾁ｣ フェノール・亜鉛華リニメント〈ハチ〉 2649804X1109
フェノバール１０倍散 フェノバール散１０％ 1125003B2031
フェノバール錠30mg フェノバール錠３０ｍｇ 1125004F1023
フェブリク錠20mg フェブリク錠２０ｍｇ 3949003F2020
フェマーラ錠2.5mg フェマーラ錠２．５ｍｇ 4291015F1026
フェルビナクパップ70mg「NP」（7枚 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ＮＰ」 2649731S1259
フェロ・グラデュメット錠 フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ 3222007G1033
フェロミア錠50mg フェロミア錠５０ｍｇ 3222013F1025
フェロミア顆粒8.3%(100mg/1.2g) フェロミア顆粒８．３％ 3222013D1059
フオイパン錠100mg フオイパン錠１００ｍｇ 3999003F1297
フォリアミン錠5mg フォリアミン錠 3135001F1025
フォルテオ皮下注キット600μ ｇ フォルテオ皮下注キット６００μ ｇ 2439400G1020
ブスコパン注射液20mg ブスコパン注２０ｍｇ 1242401A1315
ブスコパン錠10mg ブスコパン錠１０ｍｇ 1242002F1330
ﾌﾞﾄﾞｳ糖注５０%ｼﾘﾝｼﾞ20mL ブドウ糖注５０％シリンジ「テルモ」 3231400G9034
プラケニル錠200mg プラケニル錠２００ｍｇ 3999038F1029
プラザキサカプセル１１０ｍｇ プラザキサカプセル１１０ｍｇ 3339001M2020
プラザキサカプセル７５ｍｇ プラザキサカプセル７５ｍｇ 3339001M1024
フラジール膣錠250mg フラジール腟錠２５０ｍｇ 2529707H1063
フラジール内服錠250mg フラジール内服錠２５０ｍｇ 6419002F1131
プラスチベース プラスチベース 7129801X1027
ブラダロン錠200mg ブラダロン錠２００ｍｇ 2590002F1371
プラノバール配合錠 プラノバール配合錠 2482005F1041
ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠10mg「日医工 プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ「日医工」 2189010F2388
フラビタン錠10mg フラビタン錠１０ｍｇ 3131001F2154
フラビタン眼軟膏0.1%5g フラビタン眼軟膏０．１％ 1319714M1060
ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠25mg プラビックス錠２５ｍｇ 3399008F1025
プラビックス錠75mg プラビックス錠７５ｍｇ 3399008F2021
ﾌﾗﾎﾞｷｻｰﾄ塩酸塩錠200mg「日医 フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ「日医工」 2590002F1495
フランドルテープ40mg フランドルテープ４０ｍｇ 2171700S1095
ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg「サワイ」 プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「サワイ」 4490017M1109
フリウェル配合錠LD フリウェル配合錠ＬＤ 2482009F1040
フリバスOD錠25mg フリバスＯＤ錠２５ｍｇ 2590009F6022
プリモボラン錠5mg プリモボラン錠５ｍｇ 2449003F1021
フルイトラン錠2mg フルイトラン錠２ｍｇ 2132003F1257
フルカリック3号輸液1103mL フルカリック３号輸液（未開通投与防止機構付） 3259525G1032
フルカリック2号輸液1003mL フルカリック２号輸液（未開通投与防止機構付） 3259524G1038
フルカリック1号輸液903mL フルカリック１号輸液 3259523G1033
ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg「ｻﾜｲ」 フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サワイ」 6290002M2131
フルタイド100ディスカス フルタイド１００ディスカス 2290700G5021

患者制限あり フルタイド50μ gエアゾール120吸 フルタイド５０μ ｇエアゾール１２０吸入用 2290700G7032
フルタイド200ディスカス フルタイド２００ディスカス 2290700G6028

患者制限あり フルダラ錠10mg フルダラ錠１０ｍｇ 4229002F1022
フルツロンカプセル200mg フルツロンカプセル２００ 4223004M2023
ﾌﾙﾃｨﾌｫｰﾑ125ｴｱｿﾞｰﾙ120吸入用 フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用 2290802G4022
フルナーゼ点鼻液50μ g56噴霧用 フルナーゼ点鼻液５０μ ｇ５６噴霧用 1329707Q3052
小児用フルナーゼ点鼻液25μ g56 小児用フルナーゼ点鼻液２５μ ｇ５６噴霧用 1329707Q2030
ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠1mg「ｱﾒﾙ」 フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 1124008F1067
フルバスタチン錠30mg「JG」 フルバスタチン錠３０ｍｇ「ＪＧ」 2189012F3065
フルメトロン点眼液0.1%5mL フルメトロン点眼液０．１％ 1315704Q3126
フルメトロン点眼液0.02%5mL フルメトロン点眼液０．０２％ 1315704Q1115
ﾌﾟﾚｱﾐﾝP注射液200mL プレアミン－Ｐ注射液 3253412A2029
プレグランディン腟坐剤1mg プレグランディン腟坐剤１ｍｇ 2499700H1036

患者制限あり プレタールＯＤ錠100mg プレタールＯＤ錠１００ｍｇ 3399002F4027
患者制限あり プレタールＯＤ錠50mg プレタールＯＤ錠５０ｍｇ 3399002F3020

ブレディニン錠50mg ブレディニン錠５０ 3999002F2027
ブレディニン錠25mg ブレディニン錠２５ 3999002F1020
プレドニゾロン散1%(10mg/g)｢ﾀｹﾀﾞ｣ プレドニゾロン散「タケダ」１％ 2456002B1062
1mgﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢旭化成｣ プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） 2456001F2023
プレドニゾロン錠５mg｢ﾀｹﾀﾞ｣ プレドニゾロン錠「タケダ」５ｍｇ 2456001F1353
水溶性プレドニン20mg注 水溶性プレドニン２０ｍｇ 2456405D2023
水溶性プレドニン10mg注 水溶性プレドニン１０ｍｇ 2456405D1027



処方制限 院内名称 商品名 YJコード
プレドニン眼軟膏5g プレドニン眼軟膏 1315705M1037
プレドネマ注腸20mg プレドネマ注腸２０ｍｇ 2456700X1025
プレマリン錠0.625mg プレマリン錠０．６２５ｍｇ 2479004F1033
プレラン1mg錠 プレラン１ｍｇ錠 2144011F2038
プログラフカプセル0.5mg プログラフカプセル０．５ｍｇ 3999014M2029
プログラフカプセル1mg プログラフカプセル１ｍｇ 3999014M1022
プログラフ顆粒 1mg/包 プログラフ顆粒１ｍｇ 3999014D2029
プログラフ顆粒 0.2mg/包 プログラフ顆粒０．２ｍｇ 3999014D1022
プロサイリン錠20μ g プロサイリン錠２０ 3399005F1030
フロジン外用液5%30mL フロジン外用液５％ 2679701Q1055
プロスタール錠25mg プロスタール錠２５ 2478001F2179
プロスタンディン軟膏0.003%30g プロスタンディン軟膏０．００３％ 2699705M1038
フロセミド錠40mg「ＪＧ」 フロセミド錠４０ｍｇ「ＪＧ」 2139005F2431
ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20mg「JG」 フロセミド錠２０ｍｇ「ＪＧ」 2139005F1079
フロセミド細粒4%「EMEC」 フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 2139005C1048

患者制限あり プロタノールS錠15mg プロタノールＳ錠１５ｍｇ 2119002G1035
ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑOD錠0.25mg｢JG｣ ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 1124009F2068
プロトピック軟膏0.1％ 5g プロトピック軟膏０．１％ 2699709M1028
プロトピック軟膏0.03％小児用5g プロトピック軟膏０．０３％小児用 2699709M2024
ブロナック点眼液0.1%5mL ブロナック点眼液０．１％ 1319743Q1033
プロノン錠100mg プロノン錠１００ｍｇ 2129006F2022
プロパジール錠50mg プロパジール錠５０ｍｇ 2432002F1046
ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩錠10mg「タナベ」 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 2590007F1226
ブロプレス錠８ ブロプレス錠８ 2149040F3029
プロペト プロペト 7121703X1330
フロベン顆粒8％ (80mg/g) フロベン顆粒８％ 1149011D1032
プロマックD錠75mg プロマックＤ錠７５ 2329027F1029
ﾌﾞﾛﾑﾌｪﾅｸNa点眼液0.1%5mL「日新 ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」 1319743Q1041
ブロメライン軟膏20g ブロメライン軟膏５万単位／ｇ 3959701M1035
ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ錠2.5mg「フソー」 ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「フソー」 1169005F1260
ﾌﾛﾓｯｸｽ小児用細粒（100mg/g フロモックス小児用細粒１００ｍｇ 6132016C1027
フロモックス錠100mg フロモックス錠１００ｍｇ 6132016F2020
フロリードゲル経口用2%5g フロリードゲル経口用２％ 6290003X1039
フロリネフ錠0.1mg フロリネフ錠０．１ｍｇ 2452003F1035
ベイスンOD錠0.3mg ベイスンＯＤ錠０．３ 3969004F4020
ベガモックス点眼液0.5%5mL ベガモックス点眼液０．５％ 1319753Q1029
ベゲタミンB配合錠 ベゲタミン－Ｂ配合錠 1179101F1037
ベザトールSR錠200mg ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ 2183005G1234

患者制限あり ベサノイドカプセル10mg ベサノイドカプセル１０ｍｇ 4291006M1034
ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠200mg「日医工」 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「日医工」 2183005G1269

患者制限あり ベシケアＯＤ錠2.5mg ベシケアＯＤ錠２．５ｍｇ 2590011F3020
ベシケアOD錠5mg ベシケアＯＤ錠５ｍｇ 2590011F4027
ベストロン点眼用5mL ベストロン点眼用０．５％ 1317713Q1038
ベセルナクリーム5%0.25g ベセルナクリーム５％ 6290701N1028
ベタニス錠50mg ベタニス錠５０ｍｇ 2590014F2028
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TS ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＴＳＵ」 1339005F1440
ベタフェロン皮下注960万単位 ベタフェロン皮下注用９６０万国際単位 6399416D1033
ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ﾛｰｼｮﾝ「J ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 2646730Q1042
ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸軟膏0.05% ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 2646730M1067
ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠8mg「サワイ」 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「サワイ」 2171021F3043
ﾍﾞﾈｯﾄ錠75mg(月1回) ベネット錠７５ｍｇ 3999019F3037
ベネトリン吸入液0.5%30mL ベネトリン吸入液０．５％ 2254700G2034
ベノキシール点眼液0.4% ベノキシール点眼液０．４％ 1313700Q2070
ヘパアクト配合顆粒4.5g ヘパアクト配合顆粒 3253003D3038
ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質油性ｸﾘｰﾑ0.3%「日 ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」 3339950M1188

患者制限あり ﾍﾊﾟﾘﾝCa皮下注2万単位/0.8mL ヘパリンＣａ皮下注２万単位／０．８ｍＬ「サワイ」 3334400A3049
患者制限あり ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑ皮下注5千Ｕ0.2ｼﾘﾝｼ ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍＬ 3334400G1022

ﾍﾊﾟﾘﾝNa注5千単位/5mL「ﾓﾁﾀﾞ」 ヘパリンＮａ注５千単位／５ｍＬ「モチダ」 3334401A5062
ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ１００ｼﾘﾝｼﾞ5mL(茶) ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オ 3334402G3067
ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ10ｼﾘﾝｼﾞ5mL(青)｢ﾆﾌﾟﾛ ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬシリンジ５ｍＬ 3334402G1102
ベピオゲル2.5%15g ベピオゲル２．５％ 2699712Q1021
ベプリコール錠50mg ベプリコール錠５０ｍｇ 2129011F1035



処方制限 院内名称 商品名 YJコード
患者制限あり ペラゾリン細粒80％（400mg/包） ペラゾリン細粒４００ｍｇ 4291004C1030

ﾍﾞﾗﾁﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ小児用0.1% (1mg/ ベラチンドライシロップ小児用０．１％ 2259002R1100
ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩錠40mg「JG」 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ＪＧ」 2171008F1118
ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ錠20μ g「ＪＧ」 ベラプロストナトリウム錠２０μ ｇ「ＪＧ」 3399005F1277
ベリチーム配合顆粒 ベリチーム配合顆粒 2339163D1037
ペリンドプリル錠4mg「日医工」 ペリンドプリル錠４ｍｇ「日医工」 2144012F2075
ペルサンチン錠25mg ペルサンチン錠２５ｍｇ 2171010F2553
ペルサンチンLカプセル150mg ペルサンチン－Ｌカプセル１５０ｍｇ 2171010N1039
ベルソムラ錠15mg ベルソムラ錠１５ｍｇ 1190023F1024
ベルソムラ２０mg ベルソムラ錠２０ｍｇ 1190023F2020
ヘルベッサー錠30mg ヘルベッサー錠３０ 2171006F1224
ヘルベッサーRカプセル100mg ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ 2171006N1105
ペルマックス錠 250μ g ペルマックス錠２５０μ ｇ 1169008F2022
ベンザリン錠5mg ベンザリン錠５ 1124003F2222
ベンザリン細粒1%(10mg/g) ベンザリン細粒１％ 1124003C1092
ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ錠50mg「日医工」 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「日医工」 3949002F2173
ペンタサ顆粒94%1000mg/包 ペンタサ顆粒９４％ 2399009D2020
ペンタサ注腸1g ペンタサ注腸１ｇ 2399715X1023
ペンタサ顆粒94%２０００mg/包 ペンタサ顆粒９４％ 2399009D2020
ペンタサ坐剤1g ペンタサ坐剤１ｇ 2399715J1020
ペンタジン錠25mg ペンタジン錠２５ 1149034F1042
ホウ酸 ホウ酸「ヨシダ」 1314701X1305
ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒(62)2.5g ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） 5200130D1060
ホクナリンテープ0.5mg ホクナリンテープ０．５ｍｇ 2259707S1020
ホクナリンテープ１ｍｇ ホクナリンテープ１ｍｇ 2259707S2027
ホクナリンテープ２mg ホクナリンテープ２ｍｇ 2259707S3023
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg「MEEK」 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「ＭＥＥＫ」 3969004F4097

患者制限あり ボシュリフ錠100mg ボシュリフ錠１００ｍｇ 4291036F1028
強力ポステリザン（軟膏）2g 強力ポステリザン（軟膏） 2559808M1020
ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ500mg「日 ホスホマイシンカルシウムカプセル５００ｍｇ「日 6135001M2148
ホスミシン錠500mg ホスミシン錠５００ 6135001F2025
ﾎｽﾐｼﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ40%(400mg/g) ホスミシンドライシロップ４００ 6135001R2110
ボスミン外用液0.1% ボスミン外用液０．１％ 2451700Q1032

患者制限あり ホスリボン配合顆粒100mg/包 ホスリボン配合顆粒 3229103D1020
ホスレノールﾁｭｱﾌﾞﾙ錠250mg ホスレノールチュアブル錠２５０ｍｇ 2190029F1026
ボチシート20%30g（3枚入） ボチシート２０％ 2649710S1036
ﾂﾑﾗ補中益気湯ｴｷｽ顆粒(41)2.5g ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） 5200131D1065
ﾎﾞﾅﾛﾝ経口ｾﾞﾘｰ35mg(週1回) ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ 3999018Q1022
ポビドンヨード外用液10%｢マイラン ポビドンヨード外用液１０％「マイラン」 2612701Q3458
ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞｶﾞｰｸﾞﾙ7%30mL「ﾏｲﾗﾝ」 ポビドンヨードガーグル７％「マイラン」 2260701F1387

患者制限あり ホモクロミン錠10mg ホモクロミン錠１０ｍｇ 4419006F1378
ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸＯＤ錠75mg「ｻﾜｲ」 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 2329027F1037
ポララミン錠2mg ポララミン錠２ｍｇ 4419002F1027
ﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾌｨﾙCa細粒83.3%「日医工」 ポリカルボフィルＣａ細粒８３．３％「日医工」 2399011C1069

患者制限あり ボルタレン錠25mg ボルタレン錠２５ｍｇ 1147002F1560
ボルタレンSRカプセル37.5mg ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ 1147002N1174
ボルタレンサポ12.5mg ボルタレンサポ１２．５ｍｇ 1147700J1057
ボルタレンサポ50mg ボルタレンサポ５０ｍｇ 1147700J3084
ボルタレンサポ25mg ボルタレンサポ２５ｍｇ 1147700J2061
ホルマリン 「純生」ホルマリン 2619708X1096
ﾎﾞﾝｱﾙﾌｧﾊｲﾛｰｼｮﾝ20μ g/g 10g ボンアルファハイローション２０μ ｇ／ｇ 2691700Q2027

患者制限あり ﾎﾞﾝｱﾙﾌｧﾊｲ軟膏(20μ g/g)10g ボンアルファハイ軟膏２０μ ｇ／ｇ 2691700M2025
患者制限あり ボンゾール錠100mg ボンゾール錠１００ｍｇ 2499007F1021
患者制限あり ボンビバ静注1㎎ｼﾘﾝｼﾞ ボンビバ静注１ｍｇシリンジ 3999438G1027

マーズレンS配合顆粒 マーズレンＳ配合顆粒 2329122D1414
マーロックス懸濁用配合顆粒1.2g マーロックス懸濁用配合顆粒 2349101D1253
マイスタン細粒1%（10mg/g） マイスタン細粒１％ 1139006C1030
マイスタン錠10mg マイスタン錠１０ｍｇ 1139006F2024
マイスリー錠10mg マイスリー錠１０ｍｇ 1129009F2021
マイスリー錠5mg マイスリー錠５ｍｇ 1129009F1025
マイテラーゼ錠10mg マイテラーゼ錠１０ｍｇ 1231001F1030
マクサルトRPD錠10mg マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ 2160006F2022



処方制限 院内名称 商品名 YJコード
マグミット錠330mg マグミット錠３３０ｍｇ 2344009F2031

患者制限あり マスキン液5w/v% マスキン液（５Ｗ／Ｖ％） 2619702Q3160
マスキンR・エタノール液0.5w/v% マスキンＲ・エタノール液（０．５ｗ／ｖ％） 2619702Q2040
マドパー配合錠 マドパー配合錠 1169100F1079

患者制限あり マブリン散1%(10mg/g) マブリン散１％ 4213002B1047
マリゼブ錠２５mg マリゼブ錠２５ｍｇ 3969025F2029
マリゼブ錠12.5mg マリゼブ錠１２．５ｍｇ 3969025F1022
ミオコールスプレー0.3mg/噴霧 ミオコールスプレー０．３ｍｇ 2171701R4038
ミオナール錠50mg ミオナール錠５０ｍｇ 1249009F1090
ミオピン点眼液5mL ミオピン点眼液 1319809X2043
ミカルディス錠40mg ミカルディス錠４０ｍｇ 2149042F2021
ミグシス錠5ｍｇ ミグシス錠５ｍｇ 2190023F1037
ミケランLA点眼液2%2.5mL ミケランＬＡ点眼液２％ 1319701Q4020
ミドドリン塩酸塩錠2mg「ｻﾜｲ」 ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 2160002F1109
ミドリンM点眼液0.4%5mL ミドリンＭ点眼液０．４％ 1311705Q1048
ミドリンP点眼液5mL ミドリンＰ点眼液 1319810Q1053
ミニリンメルトＯＤ錠120μ g ミニリンメルトＯＤ錠１２０μ ｇ 2419001F1023
ミニリンメルトOD錠60μ g ミニリンメルトＯＤ錠６０μ ｇ 2419001F3026
ﾐﾈﾘｯｸ-5注シリンジ2mL ミネリック－５注シリンジ 3229501G1062
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg｢ｻﾜｲ｣ ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 6152005F1095
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg｢ｻﾜ ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 6152005F2113
ミラペックスＬＡ錠1.5mg ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ 1169012G2024
ﾐﾗﾍﾟｯｸｽLA錠0.375mg ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ 1169012G1028
ミンクリア内用散布液０．８％　２０ ミンクリア内用散布液０．８％ 7990004S1020
ムコスタ点眼液UD2%0.35mL ムコスタ点眼液ＵＤ２％ 1319760Q1029

患者制限あり ムコスタ錠１００ｍｇ ムコスタ錠１００ｍｇ 2329021F1102
小児用ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ1.5% 15 小児用ムコソルバンＤＳ１．５％ 2239001R1072
ムコソルバン錠１５ｍｇ ムコソルバン錠１５ｍｇ 2239001F1696
ムコダインシロップ5% (50mg/mL) ムコダインシロップ５％ 2233002Q1035
ムコダイン錠500mg ムコダイン錠５００ｍｇ 2233002F2022
ムコダインDS50%(500mg/g) ムコダインＤＳ５０％ 2233002R2029
ムコフィリン吸入液20%2mL ムコフィリン吸入液２０％ 2233700G2034
メイアクトMS小児用細粒10%(100m メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ 6132015C1103
メイアクトMS錠100mg メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ 6132015F1037
メイラックス錠１ｍｇ メイラックス錠１ｍｇ 1124029F1026
ﾒｲﾝﾃｰﾄ錠2.5mg メインテート錠２．５ｍｇ 2123016F1107
メインテート錠５ｍｇ メインテート錠５ｍｇ 2123016F2189
メキシチールカプセル50mg メキシチールカプセル５０ｍｇ 2129003M1021
メキシチールカプセル100mg メキシチールカプセル１００ｍｇ 2129003M2028
ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg「サワ メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「サワイ」 2129003M2192
ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ50mg「サワ メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サワイ」 2129003M1188
メサデルム軟膏5g メサデルム軟膏０．１％ 2646726M1095
メサデルムクリ－ム5g メサデルムクリーム０．１％ 2646726N1090
メジコン錠15mg メジコン錠１５ｍｇ 2223001F2099
ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ錠2「MEEK」2mg メシル酸ドキサゾシン錠２「ＭＥＥＫ」 2149026F3126
メスチノン錠60mg メスチノン錠６０ｍｇ 1239003F1046
メソトレキセート錠2.5mg メソトレキセート錠２．５ｍｇ 4222001F1027
メチコバール錠500μ g メチコバール錠５００μ ｇ 3136004F2138
ﾒﾁﾙｼﾞｺﾞｷｼﾝ錠0.1mg「タイヨー」 メチルジゴキシン錠０．１ｍｇ「タイヨー」 2113005F1048
メトグルコ錠２５０ｍｇ メトグルコ錠２５０ｍｇ 3962002F2027

患者制限あり メトピロンカプセル250mg メトピロンカプセル２５０ｍｇ 7223001M1035
ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ酒石酸塩錠20mg「JG」 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「ＪＧ」 2149010F1181
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩錠250mgMT「DSEP メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＤＳＥＰ」 3962002F2035
メトリジン錠2mg メトリジン錠２ｍｇ 2160002F1028
メドロール錠4mg メドロール錠４ｍｇ 2456003F2030
ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg「YD」 メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＹＤ」 3160002M2095
メノエイドコンビパッチ メノエイドコンビパッチ 2482800S1026
メバロチン錠10mg メバロチン錠１０ 2189010F2027
メプチン吸入液ユニット0.3mL メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ 2259704G5020
ﾒﾌﾟﾁﾝｼﾛｯﾌﾟ0.0005% (5μ g/mL) メプチンシロップ５μ ｇ／ｍＬ 2259004Q1111
メプチンエアー10μ g吸入100回 メプチンエアー１０μ ｇ吸入１００回 2259704G9033
メプチンミニ錠25μ g メプチンミニ錠２５μ ｇ 2259004F1110



処方制限 院内名称 商品名 YJコード
メマリーOD錠5mg メマリーＯＤ錠５ｍｇ 1190018F4022
メマリーOD錠20mg メマリーＯＤ錠２０ｍｇ 1190018F6025
メリスロン錠6mg メリスロン錠６ｍｇ 1339005F1296
メルカゾール錠5mg メルカゾール錠５ｍｇ 2432001F1033
メンタックススプレー1%10mL メンタックススプレー１％ 2659708R1076
モービック錠10mg モービック錠１０ｍｇ 1149035F2027
モーラステープL40mg(7枚) モーラステープＬ４０ｍｇ 2649729S3084
ﾓｰﾗｽﾊﾟｯﾌﾟXR120mg(7枚) モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ 2649729S5028
ヤーズ配合錠（28日分） ヤーズ配合錠 2482011F1020
薬用炭 薬用炭「日医工」 2319003X1049
ユーエフティｶﾌﾟｾﾙ100mg ユーエフティ配合カプセルＴ１００ 4229100M2035
ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００ ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００ 4229100D3023
ユーゼル錠25mg ユーゼル錠２５ｍｇ 3929004F2021
ユーパスタコーワ軟膏100g ユーパスタコーワ軟膏 2699801V1106
ユーロジン錠1mg ユーロジン１ｍｇ錠 1124001F1022
ユナシン錠375mg ユナシン錠３７５ｍｇ 6131008F1030
ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠10mg「ｻﾜｲ」 ユビデカレノン錠１０ｍｇ「サワイ」 2119003F2650
ユベラ軟膏 ユベラ軟膏 2649805M1026
ユベラ錠50mg ユベラ錠５０ｍｇ 3150002F1239
ユベラNソフトカプセル200mg ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ 2190006M2179
ユリーフ錠4mg ユリーフ錠４ｍｇ 2590010F2020
ユリノーム錠50mg ユリノーム錠５０ｍｇ 3949002F2114
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 3221002L1074
ヨウ化ナトリウムカプセル-5号 ヨウ化ナトリウムカプセル－５号 4300003M7030
ヨウ化ナトリウムカプセル-3号 ヨウ化ナトリウムカプセル－３号 4300003M6033
ヨウ化ナトリウムカプセル-1号 ヨウ化ナトリウムカプセル－１号 4300003M5037
複方ヨードグリセリン｢ｹﾝｴｰ｣ 複方ヨード・グリセリン「ケンエー」 2399700X1060
ヨクイニンエキス錠「コタロー」 ヨクイニンエキス錠「コタロー」 5900003F1021
ﾂﾑﾗ抑肝散ｴｷｽ顆粒(54)2.5g ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） 5200139D1037
ｸﾗｼｴ抑肝散加陳皮半夏ｴｷｽ細粒( クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 5200140C1042
ラキソベロン錠2.5mg ラキソベロン錠２．５ｍｇ 2359005F1218
ラキソベロン内用液0.75%(10mL/ ラキソベロン内用液０．７５％ 2359005S1240
ﾗｸﾄﾘﾝｹﾞﾙ液バッグ500mL ラクトリンゲル液″フソー″ 3319534A4054
ラグノスゼリー分包16.05g ラグノスゼリー分包１６．０５ｇ 3999001Q3054
ラクリミン点眼液0.05%5mL ラクリミン点眼液０．０５％ 1313700Q3034
ラコールNF配合経腸用液200mL ラコールＮＦ配合経腸用液 3259118S1024
ﾗｺｰﾙＮＦ配合経腸用液400mL ラコールＮＦ配合経腸用液 3259118S1024
ラシックス細粒４％ (40mg/g) ラシックス細粒４％ 2139005C1064
ﾗｼｯｸｽ錠20mg ラシックス錠２０ｍｇ 2139005F1052

患者制限あり ラシックス錠40mg ラシックス錠４０ｍｇ 2139005F2342
ラジレス錠150mg ラジレス錠１５０ｍｇ 2149047F1028

患者制限あり ラステットSカプセル25mg ラステットＳカプセル２５ｍｇ 4240001M1067
ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠150mg「ＹＤ」 ラニチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 2325002F1259
ラニラピッド錠0.1mg ラニラピッド錠０．１ｍｇ 2113005F1030
ﾗﾉｺﾅｿﾞｰﾙ軟膏1%「イワキ」10g ラノコナゾール軟膏１％「イワキ」 2655710M1042
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ファイザー」 2329028F1252
ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg ラミクタール錠２５ｍｇ 1139009F3024
ラミクタール錠100mg ラミクタール錠１００ｍｇ 1139009F4020

患者制限あり ラミクタール錠小児用5mg ラミクタール錠小児用５ｍｇ 1139009F2028
ラミシールクリーム1%10g ラミシールクリーム１％ 2659710N1152
ラミシール錠125mg ラミシール錠１２５ｍｇ 6290005F1024
ラミシール外用液1%10g ラミシール外用液１％ 2659710Q1078
ラリキシン錠250mg ラリキシン錠２５０ｍｇ 6132002F1080
ﾗﾛｷｼﾌｪﾝ塩酸塩錠60mg「ｻﾜｲ」 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワイ」 3999021F1031
ランソプラゾールOD錠15mg「サワ ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 2329023F1101
ランタス注100単位/mL(薄紫) ランタス注１００単位／ｍＬ 2492416A3036
ランタス注ｿﾛｽﾀｰ(薄紫) ランタス注ソロスター 2492416G2024
ランデル錠40mg ランデル錠４０ 2149034F3023
リーゼ錠5mg リーゼ錠５ｍｇ 1179012F1118

患者制限あり リーバクト配合顆粒 4.15g/包 リーバクト配合顆粒 3253003D2031
リーマス錠200mg リーマス錠２００ 1179017F2052
リウマトレックスカプセル2mg リウマトレックスカプセル２ｍｇ 3999016M1021



処方制限 院内名称 商品名 YJコード
リオナ錠250mg リオナ錠２５０ｍｇ 2190033F1022
リオベル配合錠LD リオベル配合錠ＬＤ 3969103F1024
リオレサール錠（ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ)5mg リオレサール錠５ｍｇ 1249006F1054

患者制限あり ﾘｶﾙﾎﾞﾝ錠50mg(月1回) リカルボン錠５０ｍｇ 3999026F2030
リキスミア皮下注300μ g リキスミア皮下注３００μ ｇ 2499415G1024
リクシアナ錠60mg リクシアナ錠６０ｍｇ 3339002F3022
リザベンカプセル100mg リザベンカプセル１００ｍｇ 4490002M1315
ﾘｼﾉﾌﾟﾘﾙ錠10mg「ファイザー」 リシノプリル錠１０ｍｇ「ファイザー」 2144006F2177
リスパダール内用液1mg/包 リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ 1179038S1021
リスパダール錠1mg リスパダール錠１ｍｇ 1179038F1023
リスペリドン錠1mg「ファイザー」 リスペリドン錠１ｍｇ「ファイザー」 1179038F1198
リスペリドン内用液1mg/mL「MEEK リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ＭＥＥＫ」 1179038S1080
リスミー錠2mg リスミー錠２ｍｇ 1129006F2028
リズミック錠10mg リズミック錠１０ｍｇ 2190022F1024
リスモダンカプセル100mg リスモダンカプセル１００ｍｇ 2129002M2139
リスモダンR錠150mg リスモダンＲ錠１５０ｍｇ 2129005F1129
ﾂﾑﾗ六君子湯ｴｷｽ顆粒(43)2.5g ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） 5200141D1034
リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」 リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 2590004F1311
リドメックスクリ－ム5g リドメックスコーワクリーム０．３％ 2646720N1093
リドメックスロ－ション0.3%10g リドメックスコーワローション０．３％ 2646720Q1065
リドメックス軟膏0.3%5g リドメックスコーワ軟膏０．３％ 2646720M1080
リパクレオンカプセル１５０ｍｇ リパクレオンカプセル１５０ｍｇ 2331007M1029
リバスタッチパッチ9mg リバスタッチパッチ９ｍｇ 1190700S2033
リバスタッチパッチ18mg リバスタッチパッチ１８ｍｇ 1190700S4036
リバスタッチパッチ4.5mg リバスタッチパッチ４．５ｍｇ 1190700S1037
リバスタッチパッチ13.5mg リバスタッチパッチ１３．５ｍｇ 1190700S3030
リバロＯＤ錠2mg リバロＯＤ錠２ｍｇ 2189016F5023
リピディル錠80mg リピディル錠８０ｍｇ 2183006F4020
リピトール錠10ｍｇ リピトール錠１０ｍｇ 2189015F2020
リファジンカプセル150mg リファジンカプセル１５０ｍｇ 6164001M1216
リファンピシンｶﾌﾟｾﾙ150mg「ｻﾝﾄﾞ」 リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 6164001M1186
リフレックス錠15mg リフレックス錠１５ｍｇ 1179051F1029
ﾘﾎﾞｽﾁﾝ点鼻液0.025mg112噴霧 リボスチン点鼻液０．０２５ｍｇ１１２噴霧用 1329708Q1038
リボトリール錠0.5mg リボトリール錠０．５ｍｇ 1139003F1040
リボトリール細粒0.1%(1mg/g) リボトリール細粒０．１％ 1139003C1044
リマチル錠100mg リマチル錠１００ｍｇ 4420002F1117
ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ錠5μ ｇ「サワイ リマプロストアルファデクス錠５μ ｇ「サワイ」 3399003F1146
硫酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ液20mEq20mL 硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ 1244401A1069
ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ25mg リリカカプセル２５ｍｇ 1190017M1028
リリカカプセル75㎎ リリカカプセル７５ｍｇ 1190017M2024
リルテック錠50mg リルテック錠５０ 1190011F1021
リレンザ(ﾃﾞｨｽｸﾍﾗｰ付)20ﾌﾞﾘｽﾀｰ リレンザ 6250702G1028
ﾘﾝ酸コデイン散1%(10mg/g)｢ﾒﾀﾙ｣ リン酸コデイン散１％「メタル」 2242001B2211
リン酸Ｎａ補正液0.5mmol/mL20mL リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ 3319407A1025
（吸入用）ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ点眼･点耳･点鼻 リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ 1315706Q2102
ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ点眼･点耳･点鼻液0.1%5mL リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ 1315706Q2102
リンデロン錠0.5mg リンデロン錠０．５ｍｇ 2454004F2090
リンデロン-VGクリ－ム0.12%30g リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％ 2647709N1060
リンデロンVGローション10ｍL リンデロン－ＶＧローション 2647709Q1040
リンデロン-VGクリ－ム0.12%5g リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％ 2647709N1060
リンデロン-VG軟膏0.12%10g リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ 2647709M1102
リンデロンA液（点眼点鼻用）5mL 点眼・点鼻用リンデロンＡ液 1319813Q1049
リンラキサー錠250mg リンラキサー錠２５０ｍｇ 1225001F2250

患者制限あり ルナベル配合錠LD ルナベル配合錠ＬＤ 2482009F1031
ルネスタ錠1mg ルネスタ錠１ｍｇ 1129010F1028
ルプラック錠 4mg ルプラック錠４ｍｇ 2139009F1026
ルボックス錠25mg ルボックス錠２５ 1179039F1036
ルミガン点眼液0.03%2.5mL ルミガン点眼液０．０３％ 1319757Q1027
ルリコンクリーム1%10g ルリコンクリーム１％ 2655712N1020
ルリッド錠150mg ルリッド錠１５０ 6149002F1029
レキップ錠２mg レキップ錠２ｍｇ 1169013F3020
レキップCR錠2mg レキップＣＲ錠２ｍｇ 1169013G1022



処方制限 院内名称 商品名 YJコード
レキップCR錠８ｍｇ レキップＣＲ錠８ｍｇ 1169013G2029
レクサプロ錠10mg レクサプロ錠１０ｍｇ 1179054F1022
レクチゾール錠25mg レクチゾール錠２５ｍｇ 2699003F1024
レクトス注腸軟膏５０ｍｇ レクトス注腸軟膏５０ｍｇ 1147700J5036
レグパラ錠25mg レグパラ錠２５ｍｇ 3999023F1022
レザルタス配合錠ＨＤ レザルタス配合錠ＨＤ 2149115F2022
新レシカルボン坐剤 新レシカルボン坐剤 2359800J1035
レスキュラ点眼液0.12%5mL レスキュラ点眼液０．１２％ 1319732Q1035
レスタミンコーワ錠10mg レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 4411001F1040
レスタミンｺｰﾜクリーム レスタミンコーワクリーム１％ 2642702N1029
レスリン錠25mg レスリン錠２５ 1179037F1029
レナジェル錠250mg レナジェル錠２５０ｍｇ 2190025F1036

患者制限あり レナデックス錠4ｍｇ レナデックス錠４ｍｇ 2454002F2023
レニベース錠5mg レニベース錠５ 2144002F2020

患者制限あり ﾚﾊﾟｰｻ皮下注140mgｼﾘﾝｼﾞ レパーサ皮下注１４０ｍｇシリンジ 2189401G1020
患者制限あり レバチオ錠20mg レバチオ錠２０ｍｇ 2190028F1021

ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg「日医工」 レバミピド錠１００ｍｇ「日医工」 2329021F1226
レペタン坐剤0.4mg レペタン坐剤０．４ｍｇ 1149703J2027
レペタン坐剤0.2mg レペタン坐剤０．２ｍｇ 1149703J1020

患者制限あり レベミル注イノレット(ｸﾞﾘｰﾝ) レベミル注　イノレット 2492417G2029
レベミル注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ(ｸﾞﾘｰﾝ) レベミル注　フレックスペン 2492417G1030
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ点眼液1.5%「科研」5m レボフロキサシン点眼液１．５％「科研」 1319742Q2094
レボレード錠12.5㎎ レボレード錠１２．５ｍｇ 3999028F1025
レミッチカプセル2.5μ g レミッチカプセル２．５μ ｇ 1190015M1029
１２ｍｇレミニールOD錠 レミニールＯＤ錠１２ｍｇ 1190019F6020
ﾚﾐﾆｰﾙＯＤ錠4mg レミニールＯＤ錠４ｍｇ 1190019F4027
レルベア100エリプタ30吸入用 レルベア１００エリプタ３０吸入用 2290803G3020
レルベア200エリプタ30吸入用 レルベア２００エリプタ３０吸入用 2290803G4027

患者制限あり レンドルミンD錠0.25mg レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ 1124009F2025
ロイケリン散10%(100mg/g) ロイケリン散１０％ 4221001B1052
ローコール錠30mg ローコール錠３０ｍｇ 2189012F3022
ﾛｰﾄｴｷｽ散10%(100mg/g)｢ｹﾝｴｰ｣ ロートエキス散「ケンエー」 1249351B1052
ロカルトロールカプセル0.25μ g ロカルトロールカプセル０．２５ 3112004M1023
ロキソニンパップ100mg(7枚) ロキソニンパップ１００ｍｇ 2649735S1028

患者制限あり ロキソニン錠60mg ロキソニン錠６０ｍｇ 1149019F1560
ロキソニンテープ100mg（7枚入） ロキソニンテープ１００ｍｇ 2649735S3020
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢日医工 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「日医工」 1149019F1595
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝＮａテープ100mg「ﾕｰﾄｸ ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ユートク」 2649735S3209
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝＮａパップ100mgﾌｧｲｻﾞｰ ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍｇ「ファイ 2649735S1141
ロコアテープ10cm×14cm7枚 ロコアテープ 2649896S1022
ロコイドクリーム0.1%5g ロコイドクリーム０．１％ 2646717N1083

患者制限あり ロサルタンK錠50mg「明治」 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「明治」 2149039F2135
ロゼックスゲル0.75%50g ロゼックスゲル０．７５％ 2699713Q1026
ロゼレム錠8㎎ ロゼレム錠８ｍｇ 1190016F1024
ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ錠1mg「サワイ」 ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」 1124029F1123
ロペミンカプセル1mg ロペミンカプセル１ｍｇ 2319001M1213
ロペラミド塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ１ｍｇ「JG」 ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「ＪＧ」 2319001M1345
ロメフロン耳科用液0.3%5mL ロメフロン耳科用液０．３％ 1329709Q1032
ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠0.5mg「サワイ」 ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 1124022F1083
ﾛﾗﾀｼﾞﾝOD錠10mg「ＥＥ」 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 4490027F2053
ロルカム錠 4mg ロルカム錠４ｍｇ 1149036F2021
ロンゲス錠10mg ロンゲス錠１０ｍｇ 2144006F2037
ロンサーフ配合錠T15 ロンサーフ配合錠Ｔ１５ 4299100F1026
ロンサーフ配合錠Ｔ２０ ロンサーフ配合錠Ｔ２０ 4299100F2022
ワーファリン錠1mg ワーファリン錠１ｍｇ 3332001F1024
ワイパックス錠0.5mg ワイパックス錠０．５ 1124022F1067
ワコビタール坐剤30mg ワコビタール坐剤３０ 1125700J3028
ワコビタール坐剤15mg ワコビタール坐剤１５ 1125700J1025
ワソラン錠40mg ワソラン錠４０ｍｇ 2171008F1070
ワントラム錠100mg ワントラム錠１００ｍｇ 1149038G1020


