
2021.10.1現在
採用薬品名 採用区分 一般名 先発品名

1% 3_4-ジアミノピリジン散 院内・院外 ジアミノピリジン 1% 3_4-ジアミノピリジン散
10%アプレゾリン散「SUN」 院外 ヒドララジン塩酸塩 10%アプレゾリン散「SUN」
10%サリチル酸ワセリン軟膏 院内・院外 サリチル酸ワセリン 10%サリチル酸ワセリン軟膏
5-FU軟膏5g 院外 フルオロウラシル 5-FU軟膏5g
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg｢武田ﾃﾊﾞ｣院内・院外 d-クロルフェニラミンマレイン ポララミン錠2mg
D-ソルビトール原末｢ﾏﾙｲｼ｣ 院内・院外 D-ソルビトール D-ソルビトール原末｢ﾏﾙｲｼ｣
HCGモチダ筋注用5000単位 院内・院外 胎盤性性腺刺激ホルモン HCGモチダ筋注用5000単位
MSコンチン錠10mg 院内 モルヒネ硫酸塩 MSコンチン錠10mg
MS温シップ100g｢ﾀｲﾎｳ｣ 院内・院外 サリチル酸メチル、dl-カンフル、カプサイシン MS温シップ100g｢ﾀｲﾎｳ｣
MS冷シップ100g｢ﾀｲﾎｳ｣ 院内・院外 サリチル酸メチル、dl-カンフル、メントール MS冷シップ100g｢ﾀｲﾎｳ｣
ＰＬ配合顆粒 院内・院外 感冒配合剤 ＰＬ配合顆粒
SG配合顆粒 院内・院外 鎮痛配合剤 SG配合顆粒
SPトローチ0.25mg｢明治｣ 院内・院外 デカリニウム塩化物 SPトローチ0.25mg｢明治｣
アーテン散1% 院内・院外 トリヘキシフェニジル塩酸塩 アーテン散1%
アーテン錠2mg 院内・院外 トリヘキシフェニジル塩酸塩 アーテン錠2mg
アーリーダ錠60mg 院内・院外 アパルタミド アーリーダ錠60mg
アイクルシグ錠15mg 院内・院外 ポナチニブ アイクルシグ錠15mg
アイセントレス錠400mg 院内 ラルテグラビル アイセントレス錠400mg
アイピーディードライシロップ5% 院内・院外 スプラタストトシル酸塩 アイピーディードライシロップ5%
アイラミド配合懸濁性点眼液 院内・院外 ブリモニジン酒石酸塩+ブリンゾラミド アイラミド配合懸濁性点眼液
アイファガン点眼液0.1% 院内・院外 プリモニジン アイファガン点眼液0.1%
アイベータ配合点眼液 院内・院外 ブリモニジン酒石酸塩、チモロールマレイン酸塩 アイベータ配合点眼液
亜鉛華デンプン 院内・院外 亜鉛華デンプン 亜鉛華デンプン
亜鉛華軟膏 院内・院外 酸化亜鉛 亜鉛華軟膏
アカルボース錠100mg「ＹＤ」 院内・院外 アカルボース グルコバイ錠100mg
アキネトン錠1mg 院内・院外 ビペリデン塩酸塩 アキネトン錠1mg
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター 院内・院外 トシリズマブ アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター
アクトシン軟膏3%30g 院内・院外 ブクラデシンナトリウム アクトシン軟膏3%30g
アクトネル錠75mg 院内・院外 リセドロン酸 アクトネル錠75mg
アグリリンカプセル0.5mg 院内・院外 アナグレリド アグリリンカプセル0.5mg
アコファイド錠100mg 院内・院外 アコチアミド アコファイド錠100mg
アザニン錠50mg 院内・院外 アザチオプリン アザニン錠50mg
アシクロビル錠200mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 アシクロビル ゾビラックス錠200 200mg
アシクロビルＤＳ８０％「NK」 院内・院外 アシクロビル アストリックドライシロップ80%
アジスロマイシン錠250mg「JG」 院内・院外 アジスロマイシン水和物 ジスロマック錠250mg
アジマイシン点眼液1%2.5mL 院内・院外 アジスロマイシン アジマイシン点眼液1%2.5mL
アジルバ錠20mg 院内・院外 アジルサルタン アジルバ錠20mg
アジレクト錠1mg 院内・院外 ラサギリンメシル酸塩錠 アジレクト錠1mg
アストミン錠10mg 院内・院外 ジメモルファンリン酸塩 アストミン錠10mg
アズノールうがい液4%5mL 院内・院外 アズレンスルホン酸ナトリウム アズノールうがい液4%5mL
アスパラCA錠 200mg 院内・院外 L-アスパラギン酸カルシウム水和物 アスパラCA錠 200mg
アスパラカリウム散50% 院内・院外 L-アスパラギン酸カリウム アスパラカリウム散50%
アスパラカリウム錠300mg 院内・院外 L-アスパラギン酸カリウム アスパラカリウム錠300mg
アスピリン末 院内・院外 アスピリン アスピリン末
アスベリンシロップ0.5% 院内・院外 チペピジンヒベンズ酸塩 アスベリンシロップ0.5%
アスベリン散10% 院内・院外 チペピジンヒベンズ酸塩 アスベリン散10%
アセチルシステイン内用液17.6% 院内・院外 アセチルシステイン アセチルシステイン内用液17.6%
アセトアミノフェン(ﾋﾟﾚﾁﾉｰﾙ) 院内・院外 アセトアミノフェン アセトアミノフェン(ピレチール)
アセトアミノフェン坐剤小児用 50mg「JG」 院内・院外 アセトアミノフェン アルピニー坐剤50mg
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」 院内・院外 アセトアミノフェン アルピニー坐剤100mg
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」 院内・院外 アセトアミノフェン アルピニー坐剤200mg
アゼプチン錠1mg 院内・院外 アゼラスチン塩酸塩 アゼプチン錠1mg
アゼルニジピン錠16mg「ｹﾐﾌｧ」 院内・院外 アゼルニジピン カルブロック錠16mg
アセレンド注100μg2mL 院内・院外 亜セレン酸ナトリウム アセレンド注100μg2mL
アダプチノール錠5mg 院内・院外 ヘレニエン アダプチノール錠5mg
アダラートCR錠20mg 院外 ニフェジピン アダラートCR錠20mg
アタラックス-Pカプセル25mg 院内・院外 ヒドロキシジンパモ酸塩 アタラックス-Pカプセル25mg
アディノベイト静注用キット2000 院外 ルリオクトコグ アディノベイト静注用キット2000
アテディオ配合錠 院内・院外 バルサルタン／シルニジピン アテディオ配合錠
アテノロール錠50mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 院内・院外 アテノロール テノーミン錠50mg
アデホス顆粒10% 院内・院外 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 アデホス顆粒10%
アデムパス錠1mg 院内・院外 リオシグアト アデムパス錠1mg
アドエア100ディスカス60吸入用 院内・院外 サルメテロールキシナホ酸塩／フルチカゾンプロピオン酸エステルアドエア100ディスカス60吸入用
アドエア250ディスカス60吸入用 院内・院外 サルメテロールキシナホ酸塩／フルチカゾンプロピオン酸エステルアドエア250ディスカス60吸入用
アトーゼット配合錠ＬＤ 院内・院外 エゼチミブ・アトルバスタチン アトーゼット配合錠ＬＤ
アドシルカ錠２０ｍｇ 院内・院外 タダラフィル アドシルカ錠20mg
アドソルビン原末 院内・院外 天然ケイ酸アルミニウム アドソルビン原末
アドナ錠30mg 院内・院外 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム アドナ錠30mg
アドフィードパップ40mg 院内・院外 フルルビプロフェン アドフィードパップ40mg
アドベイト注射用500 院内・院外 ルリオクトコグアルファ アドベイト注射用500
アトルバスタチン錠10mg｢ｹﾐﾌｧ｣ 院内・院外 アトルバスタチン リピトール錠10mg
日点アトロピン点眼液1% 院内・院外 硫酸アトロピン 日点アトロピン点眼液1%
アニュイティ100μgエリプタ30吸入用 院内・院外 フルチカゾンフランカルボン酸エ アニュイティ100μgエリプタ30吸入用
アピドラ注ソロスター300単位 院内・院外 インスリングルリジン アピドラ注ソロスター300単位
アフィニトール錠5mg 院内・院外 エベロリムス アフィニトール錠5mg
アブストラル舌下錠100μg 院内 フェンタニルクエン酸 アブストラル舌下錠100μg
アフタッチ口腔用貼布剤25μg 院内・院外 トリアムシノロンアセトニド アフタッチ口腔用貼布剤25μg
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 院内・院外 アプリンジン アスペノンカプセル20mg
アヘンチンキ 院内 アヘンチンキ アヘンチンキ
アマリール錠1mg 院外 グリメピリド アマリール錠1mg
アマルエット配合錠4番｢DSEP｣ 院内・院外 アムロジピン／アトルバスタチン アマルエット配合錠4番｢DSEP｣
アマンタジン塩酸塩錠50mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 アマンタジン塩酸塩 シンメトレル錠50mg
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg 院内・院外 アミオダロン アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg
アミティーザカプセル24μg 院内・院外 ルビプロストン アミティーザカプセル24μg
アミノレバンEN配合散フルーツ味 院内・院外 アミノ酸栄養剤 アミノレバンEN配合散フルーツ味
アムノレイク錠2mg 院内・院外 タミバロテン アムノレイク錠2mg
アムロジピンOD錠5mg｢ｻﾜｲ｣ 院内・院外 アムロジピン ノルバスクOD錠5mg
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg 院内・院外 アメジニウムメチル硫酸塩 リズミック錠10mg
アメナリーフ錠200mg 院外 アメナメビル アメナリーフ錠200mg
アメパロモカプセル250mg 院内・院外 パロモマイシン硫酸塩 アメパロモカプセル250mg
アモキシシリンカプセル250mg「NP」 院内・院外 アモキシシリン アモキシシリンカプセル250mg「NP」
アモキシシリン細粒20%「TCK」 院内・院外 アモキシシリン サワシリン細粒10%
アラグリオ顆粒剤分包1.5g 院内 アミノレブリン酸 アラグリオ顆粒剤分包1.5g
アラベル内用剤1.5g 院内 アミノレブリン アラベル内用剤1.5g
アラミスト点鼻液27.5μｇ56噴霧用 院内・院外 フルチカゾンフランカルボン酸 アラミスト点鼻液27.5μｇ56噴霧用
アリナミンF糖衣錠25mg 院内・院外 フルスルチアミン アリナミンF糖衣錠25mg
アリミデックス錠1mg 院内・院外 アナストロゾール アリミデックス錠1mg
アルギU配合顆粒 院内・院外 Lーアルギニン塩酸塩 アルギU配合顆粒
アルクロメタゾンプロピオン酸ｴｽﾃﾙ軟膏0.1%「ｲﾜｷ」　院内・院外 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル アルメタ軟膏 0.1%
アルケラン錠2mg 院内・院外 メルファラン アルケラン錠2mg

採用薬品一覧



アルサルミン細粒90% 院外 スクラルファート アルサルミン細粒90%
アルダクトンA細粒10% 院内・院外 スピロノラクトン アルダクトンA細粒10%
アルドメット錠250mg 院内・院外 メチルドパ アルドメット錠250mg
アルファカルシドールカプセル0.25μg「ｻﾜｲ」 院内・院外 アルファカルシドール アルファロールカプセル0.25μg
アルファカルシドールカプセル1μg「ｻﾜｲ」 院内・院外 アルファカルシドール アルファロールカプセル1μg
アルファロールカプセル0.25μg 院外 アルファカルシドール アルファロールカプセル0.25μg
アルファロール散1μg/g 院内・院外 アルファカルシドール アルファロール散1μg/g
アルファロール内用液 (0.5μg/mL) 院内・院外 アルファカルシドール アルファロール内用液 (0.5μg/mL)
アルプラゾラム錠0.4mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 アルプラゾラム ソラナックス錠0.4mg
アルロイドG内用液5% 院内・院外 アルギン酸ナトリウム アルロイドG内用液5%
アルンブリグ30mg
アレグラドライシロップ5% 院内・院外 フェキソフェナジン塩酸塩 アレグラドライシロップ5%
アレグラ錠60mg 院外 フェキソフェナジン塩酸塩 アレグラ錠60mg
アレジオンLX点眼液0.1% 院内・院外 エピナスチン塩酸塩 アレジオンLX点眼液0.1%
アレジオン錠20mg 院外 エピナスチン塩酸塩 アレジオン錠20mg
アレジオン点眼液0.05% 院内・院外 エピナスチン塩酸塩 アレジオン点眼液0.05%
アレセンサカプセル150mg 院内・院外 アレクチニブ アレセンサカプセル150mg
アレビアチン散10% 院内・院外 フェニトイン アレビアチン散10%
アレビアチン錠100mg 院内・院外 フェニトイン アレビアチン錠100mg
アレロックOD錠5ｍｇ 院外 オロパタジン塩酸塩 アレロックOD錠5ｍｇ
アレロック顆粒0.5%0.5g 院内・院外 オロパタジン塩酸塩 アレロック顆粒0.5%
アロチノロール塩酸塩錠10mg｢JG｣ 院内・院外 アロチノロール塩酸塩 アロチノロール塩酸塩錠10mg
アロプリノール錠100mg「ﾀﾅﾍﾞ」 院内・院外 アロプリノール アロプリノール錠100mg「ﾀﾅﾍﾞ」
アロマシン錠25mg 院内・院外 エキセメスタン アロマシン錠25mg
アンコチル錠500mg 院内・院外 フルシトシン アンコチル錠500mg
アンテベートローション0.05% 院外 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル アンテベートローション0.05%
アンテベート軟膏0.05% 院外 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル アンテベート軟膏0.05%
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 アンブロキソール ムコソルバン錠15mg
アンペック坐剤10mg 院内 モルヒネ塩酸塩 アンペック坐剤10mg
イーケプラドライシロップ50% 院内・院外 レペチラセタム イーケプラドライシロップ50%
イーケプラ錠500ｍｇ 院内・院外 レベチラセタム イーケプラ錠500ｍｇ
イクスタンジ錠40mg 院外 エンザルタミド イクスタンジ錠40mg
イクスタンジ錠80mg 院内・院外 エンザルタミド イクスタンジ錠80mg
イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg 院内・院外 イコサペント酸エチル エパデールS900 900mg
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg 院内・院外 イコサペント酸エチル エパデールS600 600mg
イスコチン錠100mg 院内・院外 イソニアジド イスコチン錠100mg
イソジンシュガーユーパスタ軟膏100g 院内・院外 ポビドンヨード ユーパスタコーワ軟膏
イソバイドシロップ70%分包30mL 院内・院外 イソソルビド イソバイドシロップ70%分包30mL
一硝酸イソソルビド錠20mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 一硝酸イソソルビド アイトロール錠20mg
イドメシンコーワゾル1% 院外 インドメタシン イドメシンコーワゾル1%
イトラコナゾール錠50mg「日医工」 院内・院外 イトラコナゾール イトリゾールカプセル50mg
イトリゾール内用液1% 院内・院外 イトラコナゾール イトリゾール内用液1%
イナビル吸入懸濁用160mgセット 院内・院外 ラニナミビル イナビル吸入懸濁用160mgセット
イナビル吸入粉末剤20mg 院内・院外 ラニナミビルオクタン酸エステル イナビル吸入粉末剤20mg
イノラス配合経腸用液 院外 経腸用液 イノラス配合経腸用液
イノレット30R注 院内・院外 ヒトインスリン イノレット30R注
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 イフェンプロジル酒石酸 セロクラール錠20mg
イブランスカプセル125mg 院内・院外 パルボシクリブ イブランスカプセル125mg
イブランスカプセル25mg 院内・院外 パルボシクリブ イブランスカプセル25mg
イミグラン錠50 院内・院外 スマトリプタンコハク酸塩 イミグラン錠50
イミグラン点鼻液20mg 院内・院外 スマトリプタン イミグラン点鼻液20mg
イミダプリル塩酸塩錠5mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 院内・院外 イミダプリル タナトリル錠5mg
イムセラカプセル0.5mg 院内・院外 フィンゴリモド イムセラカプセル0.5mg
イムブルビカカプセル140mg 院内・院外 イブルリニブ イムブルビカカプセル140mg
イメンドカプセル80mg 院内・院外 アプレピタント イメンドカプセル80mg
イメンドカプセルセット3日分 院内・院外 アプレピタント イメンドカプセルセット3日分
イリボーOD錠2.5μg 院外 ラモセトロン塩酸塩 イリボーOD錠2.5μg
イリボーOD錠5μg 院内・院外 ラモセトロン塩酸塩 イリボーOD錠5μg
イレッサ錠250 院内・院外 ゲフィチニブ イレッサ錠250
インクレミンシロップ5% 院内・院外 溶性ピロリン酸第二鉄 インクレミンシロップ5%
インスリングラルギンBS注ミリオペン300単位 院内・院外 インスリングラルギン インスリングラルギンBS注ミリオペン300単位
インチュニブ錠1mg 院内・院外 グアンファシン インチュニブ錠1mg
インテバン坐剤25mg 院内・院外 インドメタシン インテバン坐剤25mg
インデラル錠10mg 院内・院外 プロプラノロール塩酸塩 インデラル錠10mg
インドメタシンクリーム1%50g「日医工」 院内・院外 インドメタシン インドメタシンクリーム1%50g「日医工」
インドメタシン外用液1%60mL「日医工」 院内・院外 インドメタシン インドメタシン外用液1%60mL「日医工」
インフリー100mg 院内・院外 インドメタシンファルネシル インフリー100mg
インフリーSカプセル200mg 院内・院外 インドメタシンファルネシル インフリーSカプセル200mg
インライタ1mg 院内・院外 アキシチニブ インライタ1mg
インライタ5mg 院内・院外 アキシチニブ インライタ5mg
ヴァンフリタ錠17.7ｍｇ 院内・院外 キザルチニブ塩酸塩 ヴァンフリタ錠17.7ｍｇ
ヴァンフリタ錠26.5ｍｇ 院内・院外 キザルチニブ塩酸塩 ヴァンフリタ錠26.5ｍｇ
ヴォトリエント錠200mg 院内・院外 パゾパニブ ヴォトリエント錠200mg
ヴォリブリス錠2.5mg 院内・院外 アンブリセンタン ヴォリブリス錠2.5mg
ウプトラビﾞ錠0.2mg 院内・院外 セレキシバグ ウプトラビﾞ錠0.2mg
ウブレチド錠5mg 院内・院外 ジスチグミン臭化物 ウブレチド錠5mg
ウリアデック錠20mg 院内・院外 トピロキソスタット ウリアデック錠20mg
ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」 院内・院外 ウルソデオキシコール酸 ウルソ錠100mg
ウルソ錠100mg 院外 ウルソデオキシコール酸 ウルソ錠100mg
ウルティブロ吸入用カプセル 院内・院外 グリコピロニウム臭化物／インダカテロールマレイン酸塩 ウルティブロ吸入用カプセル
ウロカルン錠225mg 院内・院外 ウラジロガシエキス ウロカルン錠225mg
エイゾプト懸濁性点眼液1% 院内・院外 ブリンゾラミド エイゾプト懸濁性点眼液1%
エイベリス点眼液0.002% 院内・院外 オミデネパグ エイベリス点眼液0.002%
エキザルベ5g 院内・院外 混合死菌浮遊液、ヒドロコルチゾン エキザルベ5g
エキセメスタン錠25mg「マイラン」 院内・院外 エキセメスタン アロマシン錠25mg
エクア錠50mg 院内・院外 ビルダグリプチン エクア錠50mg
エクセグラン散20% 院内・院外 ゾニサミド エクセグラン散20%
エクセグラン錠100mg 院内・院外 ゾニサミド エクセグラン錠100mg
エクセラーゼ配合錠 院内・院外 消化酵素剤 エクセラーゼ配合錠
エクフィナ錠50mg 院外 サフィナミドメシル酸塩 エクフィナ錠50mg
エクロックゲル５％ 院外 ソフピロニウム臭化物 エクロックゲル５％
エスカゾール錠200mg 院外 アルベンダゾール エスカゾール錠200mg
エスクレ坐剤250mg 院内・院外 抱水クロラール エスクレ坐剤250mg
エスタゾラム錠1mg「ｱﾒﾙ」 院内・院外 エスタゾラム ユーロジン錠1mg
エストラーナテープ0.72mg 院内・院外 エストラジオール エストラーナテープ0.72mg
エストラサイトカプセル 156.7mg 院内・院外 エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物 エストラサイトカプセル 156.7mg
エストリール錠1mg 院内・院外 エストリオール エストリール錠1mg
エストリール腟錠0.5mg 院内・院外 エストリオール エストリール腟錠0.5mg
エタネルセプトＢＳ皮下注50mgペン1.0mL 院内・院外 エタネルセプト エンブレル皮下注50mgペン1.0mL
エチゾラム錠0.5mg「日医工」 院内・院外 エチゾラム デパス錠0.5mg
エディロールカプセル0.75μg 院内・院外 エルデカルシトール エディロールカプセル0.75μg
エドルミズ錠50mg 院内・院外 アナモレリン塩酸塩
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 エナラプリルマレイン酸 レニベース錠5mg



エネーボ配合経腸用液 院内・院外 経腸栄養剤 エネーボ配合経腸用液
エパデールS 900mg 院外 イコサペント酸エチル エパデールS 900mg
エパルレスタット錠50mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 院内・院外 エパルレスタット キネダック錠50mg
エピペン注射液0.15mg 院内・院外 アドレナリン エピペン注射液0.15mg
エピペン注射液0.3mg 院内・院外 アドレナリン エピペン注射液0.3mg
エビリファイ錠3mg 院内・院外 アリピプラゾール エビリファイ錠3mg
エピレオプチマル散50% 院内・院外 エトスクシミド エピレオプチマル散50%
エフィエント錠3.75mg 院内・院外 プラスグレル エフィエント錠3.75mg
エフィエントＯＤ錠20ｍｇ 院内・院外 プラスグレル エフィエントＯＤ錠20ｍｇ
エプクルーサ配合錠 院内・院外 ソホスブビル／ベルパタスビル エプクルーサ配合錠
エブトール250mg 院内・院外 エタンブトール塩酸塩 エブトール250mg
エフピーOD錠2.5mg 院内・院外 セレギリン塩酸塩 エフピーOD錠2.5mg
エブランチルカプセル15mg 院内・院外 ウラピジル エブランチルカプセル15mg
エペリゾン塩酸塩錠50mg「ﾄｰﾜ」 院内・院外 エペリゾン塩酸塩 ミオナール錠50mg
エムラクリーム5g 院外 リドカイン エムラクリーム5g
エリキュース錠5mg 院内・院外 アピキサバン エリキュース錠5mg
エリザス点鼻粉末200μｇ28噴霧用5.6mg 院内・院外 デキサメタゾンペシル酸 エリザス点鼻粉末200μｇ28噴霧用5.6mg
エリスロシン錠200mg 院内・院外 エリスロマイシンステアリン酸塩 エリスロシン錠200mg
エルカルチンＦＦ錠250mg 院内・院外 レボカルニチン エルカルチンＦＦ錠250mg
エルカルチンFF内用液10%分包 院内・院外 レボカルニチン エルカルチンFF内用液10%分包
エレンタールP乳幼児用配合内用剤40g 院内・院外 成分栄養剤 エレンタールP乳幼児用配合内用剤40g
エレンタール配合内用剤プラスチック容器80g 院内・院外 成分栄養剤 エレンタール配合内用剤プラスチック容器80g
ｴﾚﾝﾀｰﾙ用ﾌﾚｰﾊﾞｰｾﾞﾘｰﾐｯｸｽ 院内・院外 ｴﾚﾝﾀｰﾙ用ﾌﾚｰﾊﾞｰｾﾞﾘｰﾐｯｸｽ ｴﾚﾝﾀｰﾙ用ﾌﾚｰﾊﾞｰｾﾞﾘｰﾐｯｸｽ
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ｼﾞ味 院内・院外 ｴﾚﾝﾀｰﾙ用ﾌﾚｰﾊﾞｰﾐｯｸｽｵﾚﾝｼﾞ味 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ｼﾞ味
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ﾌﾟﾌﾙｰﾂ味 院内・院外 ｴﾚﾝﾀｰﾙ用ﾌﾚｰﾊﾞｰﾐｯｸｽｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ味 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ﾌﾟﾌﾙｰﾂ味
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ｰ味 院内・院外 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ｰ味 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ｰ味
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味 院内・院外 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味 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味
ｴﾚﾝﾀｰﾙ用ﾌﾚｰﾊﾞｰﾄﾞﾘﾝｸﾐｯｸｽさっぱり梅味 院内・院外 ｴﾚﾝﾀｰﾙ用ﾌﾚｰﾊﾞｰﾐｯｸｽ梅味 ｴﾚﾝﾀｰﾙ用ﾌﾚｰﾊﾞｰﾄﾞﾘﾝｸﾐｯｸｽさっぱり梅味
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ｯﾌﾟﾙ味 院内・院外 ｴﾚﾝﾀｰﾙ用ﾌﾚｰﾊﾞｰﾄﾞﾘﾝｸﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ味 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ｯﾌﾟﾙ味
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ｰ味 院内・院外 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ｰ味 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ｰ味
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ﾙﾄ味 院内・院外 ｴﾚﾝﾀｰﾙ用ﾌﾚｰﾊﾞｰﾐｯｸｽﾖｰｸﾞﾙﾄ味 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ﾙﾄ味
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ｺﾞ味 院内・院外 ｴﾚﾝﾀｰﾙ用ﾌﾚｰﾊﾞｰﾐｯｸｽ青ﾘﾝｺﾞ味 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ｺﾞ味
塩化カリウム「ﾌｿｰ」（末） 院内・院外 塩化カリウム 塩化カリウム「ﾌｿｰ」（末）
塩化ナトリウム末 院内・院外 塩化ナトリウム 塩化ナトリウム末
塩酸コカイン末(外用) 院内 コカイン塩酸塩 塩酸コカイン末(外用)
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中外」 院内・院外 塩酸プロカルバジン 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中外」
塩酸リルマザホン錠2mg「MEEK」 院内・院外 塩酸リルマザホン リスミー錠2mg
エンシュア･Hコーヒー 院内・院外 経管栄養剤 エンシュア･Hコーヒー 
エンシュア･Hバナナ 院内・院外 経腸栄養剤 エンシュア･Hバナナ
エンシュア・リキッド 院内・院外 経管栄養剤 エンシュア・リキッド 
エンシュア・リキッド　コーヒー 院内・院外 経管栄養剤 エンシュア・リキッド　コーヒー
エンスプリング皮下注120mgシリンジ 院内・院外 サトラリズマブ エンスプリング皮下注120mgシリンジ
エンドキサン錠50mg 院内・院外 シクロホスファミド水和物 エンドキサン錠50mg
エンブレル皮下注25mgシリンジ 院内・院外 エタネルセプト エンブレル皮下注25mgシリンジ
エンブレル皮下注50mgペン 院内・院外 エタネルセプト エンブレル皮下注50mgペン
オイラックスHクリーム 10g/本 院内・院外 クロタミトン／ヒドロコルチゾン オイラックスHクリーム 10g/本
オイラックスクリーム10%　10g/本 院内・院外 クロタミトン オイラックスクリーム10%　10g/本
オーグメンチン配合錠250RS 院内・院外 クラブラン酸カリウム／アモキシシリン水和物 オーグメンチン配合錠250RS
オキサロール軟膏(25μg/g) 院内・院外 マキサカルシトール オキサロール軟膏(25μg/g)
オキシコンチンTR錠5mg 院内 オキシコドン塩酸塩 オキシコンチンTR錠5mg
オキシコンチンTR錠20mg 院内 オキシコドン塩酸塩 オキシコンチンTR錠20mg
オキシコンチンTR錠40mg 院内 オキシコドン塩酸塩 オキシコンチンTR錠40mg
オキナゾール腟錠600mg 院内・院外 オキシコナゾール硝酸塩 オキナゾール腟錠600mg
オキノーム散0.5%2.5mg包 院内 オキシコドン塩酸塩水和物 オキノーム散0.5%2.5mg包
オキノーム散0.5%5mg包 院内 オキシコドン塩酸塩水和物 オキノーム散0.5%5mg包
オキノーム散1%10mg包 院内 オキシコドン オキノーム散1%10mg包
オスポロット錠50mg 院内・院外 スルチアム オスポロット錠50mg
オゼックス細粒小児用15% 院外 トスフロキサシントシル酸塩水和 オゼックス細粒小児用15%
オセルタミビルDS3%「ｻﾜｲ」 院内・院外 オセルタミビル タミフルドライシロップ3%
オセルタミビルカプセル75mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 オセルタミビル タミフルカプセル75mg
オゼンピック皮下注0.25mgSDｷｯﾄ0.5mL 院内・院外 セマグルチド オゼンピック皮下注0.25mgSDｷｯﾄ0.5mL
オゼンピック皮下注0.5mgSDｷｯﾄ0.5mL 院内・院外 セマグルチド オゼンピック皮下注0.5mgSDｷｯﾄ0.5mL
オゼンピック皮下注1.0mgSDｷｯﾄ0.5mL 院内・院外 セマグルチド オゼンピック皮下注1.0mgSDｷｯﾄ0.5mL
オダイン錠125mg 院内・院外 フルタミド オダイン錠125mg
オテズラ錠10mg 院外 アプレミラスト オテズラ錠10mg
オテズラ錠20mg 院外 アプレミラスト オテズラ錠20mg
オテズラ錠30mg 院内・院外 アプレミラスト オテズラ錠30mg
オピセゾールコデイン液 院内・院外 キキョウ流エキス、カンゾウエキ オピセゾールコデイン液
オフェブカプセル100mg 院内・院外 ニンテダニブエタンスルホン酸塩 オフェブカプセル100mg
オフェブカプセル150mg 院内・院外 ニンテダニブエタンスルホン酸塩 オフェブカプセル150mg
オプスミット錠10mg 院内・院外 マシテンタン錠 オプスミット錠10mg
オプソ内服液5mg 院内 モルヒネ塩酸塩 オプソ内服液5mg
オプソ内服液10mg 院内 モルヒネ塩酸塩 オプソ内服液10mg
オフロキサシン眼軟膏0.3%3.5g「ﾆｯﾄｰ」 院内・院外 オフロキサシン タリビッド眼軟膏0.3%
オラペネム小児用細粒10％ 院外 テビペネム　ピボキシル オラペネム小児用細粒10％
オルケディア錠1mg 院内・院外 エボカルセト オルケディア錠1mg
オルケディア錠1mg（適応外） 院内 エボカルセト オルケディア錠1mg
オルケディア錠2mg 院内・院外 エボカルセト オルケディア錠2mg
オルテクサー口腔用軟膏0.1%5g 院内・院外 トリアムシノロンアセトニド ケナログ口腔用軟膏0.1%
オルプロリクス静注用500単位 院外 エフトレノナコグ オルプロリクス静注用500単位
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 院内・院外 シクレソニド オルベスコ200μgインヘラー56吸入用
オルミエント錠2mg 院外 バリシチニブ オルミエント錠2mg
オルミエント錠4mg 院外 バリシチニブ オルミエント錠4mg
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 院内・院外 オルメサルタン オルメテックOD錠20mg
オレンシア皮下注125mオートインジェクター 院内・院外 アバタセプト オレンシア皮下注125mgオートインジェクター
オレンシア皮下注125mgシリンジ 院内・院外 アバタセプト オレンシア皮下注125mgシリンジ
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 院内・院外 オロパタジン アレロックOD錠5mg
オンジェンティス錠25mg 院外 オピカポン
オンブレス吸入用カプセル150μg 院内・院外 インダカテロールマレイン酸 オンブレス吸入用ｶﾌﾟｾﾙ150μg
カイトリル細粒0.4% 院内・院外 グラニセトロン塩酸塩 カイトリル細粒0.4%
ガスコン錠40mg 院内・院外 ジメチコン ガスコン錠40mg
ガスターD錠20mg 院外 ファモチジン ガスターD錠20mg
ガストログラフィン経口注腸用 院内・院外 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン ガストログラフィン経口注腸用
カタプレス錠150μg 院内・院外 クロニジン塩酸塩 カタプレス錠150μg
カデックス軟膏0.9% 院内・院外 ヨウ素 カデックス軟膏0.9%
カバサール錠1.0mg 院内・院外 カベルゴリン カバサール錠1.0mg
ガバペン錠200mg 院内・院外 ガバペンチン ガバペン錠200mg
カプトリル錠12.5mg 院内・院外 カプトプリル カプトリル錠12.5mg
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 院内・院外 カモスタットメシル酸塩 フオイパン錠100mg
ガラフォルドカプセル123mg 院内 ミガーラスタット ガラフォルドカプセル123mg
ガランターゼ散50% (0.5g/包) 院内・院外 β-ガラクトシダーゼ ガランターゼ散50% (0.5g/包)
カリメート経口液オレンジフレーバー 院内・院外 ポリスチレンスルホン酸カルシウム カリメート経口液オレンジフレーバー
カルケンスカプセル100mg 院内・院外 アカラブルチニブ カルケンスカプセル100mg



カルシトリオールカプセル0.25μg「ｻﾜｲ」 院内・院外 カルシトリオール ロカルトロールカプセル0.25μg
カルナクリン錠50I.U. 院内・院外 カリジノゲナーゼ カルナクリン錠50I.U.
カルベジロール錠1.25mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 カルベジロール アーチスト錠1.25mg
カルベジロール錠10mg｢ｻﾜｲ｣ 院内・院外 カルベジロール アーチスト錠10mg
カルボシステインDS50%「ﾀｶﾀ」 院内・院外 カルボシステイン ムコダインDS50%
カルボシステイン錠500mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 カルボシステイン ムコダイン錠500mg
カレトラ配合錠 院内・院外 ロピナビル、リトナビル カレトラ配合錠
カロナール錠200mg 院内・院外 アセトアミノフェン カロナール錠200mg
カロナール錠500mg 院内・院外 アセトアミノフェン カロナール錠500mg
キサラタン点眼液0.005% 院内・院外 ラタノプロスト キサラタン点眼液0.005%
キシロカインゼリー2% 院内・院外 リドカイン塩酸塩 キシロカインゼリー2%
キシロカインビスカス2% 院内・院外 リドカイン塩酸塩 キシロカインビスカス2%
キシロカインポンプスプレー8% 院内・院外 リドカイン塩酸塩 キシロカインポンプスプレー8%
キシロカイン液4%局所用 院内・院外 リドカイン塩酸塩 キシロカイン液4%局所用
強力ポステリザン（軟膏）2g 院内・院外 大腸菌死菌浮遊液、ヒドロコルチゾン 強力ポステリザン（軟膏）2g
クアゼパム錠15mg「MNP」 院内・院外 クアゼパム ドラール錠15 15mg
グーフィス錠5mg 院内・院外 エロビキシバット水和物 グーフィス錠5mg
クエチアピン錠25mg「日医工」 院内・院外 クエチアピン セロクエル25mg錠
クエンメット配合散1g包 院内・院外 クエン酸ナトリウムカリウム クエンメット配合散1g包
クエン酸第一鉄Na錠50mg｢JG｣ 院内・院外 クエン酸第一鉄ナトリウム フェロミア錠50mg
クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ﾂﾙﾊﾗ」 院内・院外 クエン酸第一鉄ナトリウム フェロミア顆粒8.3%
グラクティブ50mg 院内・院外 シタグリプチンリン酸塩水和物 グラクティブ50mg
ｸﾗｼｴ黄連解毒湯エキス細粒 院内・院外 黄連解毒湯 ｸﾗｼｴ黄連解毒湯エキス細粒
ｸﾗｼｴ加味帰脾湯ｴｷｽ細粒(49)3.75g 院内・院外 加味帰脾湯 ｸﾗｼｴ加味帰脾湯ｴｷｽ細粒(49)3.75g
ｸﾗｼｴ十味敗毒湯エキス錠(6) 院内・院外 十味敗毒湯 クラシエ十味敗毒湯エキス錠(6)
ｸﾗｼｴ人参養栄湯ｴｷｽ細粒(108)3.75g 院内・院外 人参養栄湯 ｸﾗｼｴ人参養栄湯ｴｷｽ細粒(108)3.75g
ｸﾗｼｴ猪苓湯ｴｷｽ細粒(40)3g 院内・院外 猪苓湯 ｸﾗｼｴ猪苓湯ｴｷｽ細粒(40)3g
ｸﾗｼｴ八味地黄丸料ｴｷｽ細粒(7)3g 院内・院外 八味地黄丸 ｸﾗｼｴ八味地黄丸料ｴｷｽ細粒(7)3g
ｸﾗｼｴ半夏白朮天麻湯ｴｷｽ細粒(37)3.75g 院内・院外 半夏白朮天麻湯 ｸﾗｼｴ半夏白朮天麻湯ｴｷｽ細粒(37)3.75g
グラセプターカプセル0.5mg 院内・院外 タクロリムス水和物 グラセプターカプセル0.5mg
グラセプターカプセル1mg 院内・院外 タクロリムス水和物 グラセプターカプセル1mg
グラナテック点眼液0.4% 院内・院外 リパスジル グラナテック点眼液0.4%
クラバモックス小児用配合ドライシロップ0.505g 院内・院外 クラブラン酸／アモキシシリン クラバモックス小児用配合ドライシロップ0.505g
クラビット点眼液1.5% 院外 レボフロキサシン クラビット点眼液1.5%
クラリスロマイシンDS10%小児用「ｻﾜｲ」 院内・院外 クラリスロマイシン クラリスドライシロップ10%小児用
クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」 院内・院外 クラリスロマイシン クラリス錠200mg
クラリスロマイシン錠50mg小児用「EMEC」 院内・院外 クラリスロマイシン クラリス錠50小児用 50mg
クラリス錠200mg 院外 クラリスロマイシン クラリス錠200mg
クラリチンドライシロップ1% 院内・院外 ロラタジン クラリチンドライシロップ1%
クラリチンレディタブ10mg 院外 ロラタジン クラリチンレディタブ10mg
グランダキシン錠50mg 院内・院外 トフィソパム グランダキシン錠50mg
クリアナール錠200mg 院内・院外 フドステイン クリアナール錠200mg
グリセリン 院内・院外 グリセリン グリセリン
グリベック錠100mg 院内・院外 イマチニブメシル酸塩 グリベック錠100mg
グリベンクラミド錠1.25mg「日医工」 院内・院外 グリベンクラミド グリベンクラミド錠1.25mg「日医工」
グリミクロン錠40mg 院内・院外 グリクラジド 血糖降下剤 グリミクロン錠40mg
グリメサゾン軟膏5g 院内・院外 グリテール／デキサメタゾン グリメサゾン軟膏5g
グルコンサンK錠5mEq 院内・院外 グルコン酸カリウム グルコンサンK錠5mEq
グルタミン顆粒99%「NP」 院内・院外 L-グルタミン グルタミン顆粒99%「NP」
グルベス配合OD錠 院内・院外 ミチグリニド・ボグリボース グルベス配合OD錠
グレースビット錠50mg 院内・院外 シタフロキサシン グレースビット錠50mg
クレナフィン爪外用液10% 院内・院外 エフィナコナゾール クレナフィン爪外用液10%
クレメジン速崩錠500mg 院内・院外 球形吸着炭 クレメジン速崩錠500mg
グロウジェクト皮下注12mg 院内 ソマトロピン グロウジェクト皮下注12mg
クロチアゼパム錠5mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 クロチアゼパム クロチアゼパム錠5mg「ｻﾜｲ」
ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸軟膏5g｢ｲﾜｷ｣ 院内・院外 ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ デルモベート軟膏0.05%
クロマイ腟錠 100mg 院内・院外 クロラムフェニコール腟錠 クロマイ腟錠 100mg
クロルフェネシンカルバミン酸エステル250mg「ｻﾜｲ」院内・院外 クロルフェネシンカルバミン酸エステル リンラキサー錠250mg
ケアラム錠25mg 院内・院外 イグラチモド ケアラム錠25mg
ケイキサレートドライシロップ76% 院外 ポリスチレンスルホン酸ナトリウム ケイキサレートドライシロップ76%
ケイツーシロップ0.2% 院内・院外 メナテトレノン ケイツーシロップ0.2%
ケーサプライ錠600mg 院外 塩化カリウム ケーサプライ錠600mg
ゲーベンクリーム1%　50g/本 院内・院外 スルファジアジン銀 ゲーベンクリーム1%　50g/本
ケタスカプセル10mg 院内・院外 イブジラスト ケタスカプセル10mg
ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 院内・院外 ケトプロフェン モーラステープL40mg
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター 院外 サリルマブ ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター
ゲンタシン軟膏0.1% 院外 ゲンタマイシン硫酸塩 ゲンタシン軟膏0.1%
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「ｲﾜｷ」 院内・院外 ゲンタマイシン硫酸塩 ゲンタシン軟膏0.1%
コートリル錠10mg 院内・院外 ヒドロコルチゾン コートリル錠10mg
コートン錠25mg 院内・院外 コルチゾン酢酸エステル コートン錠25mg
コールタイジン点鼻液 院内・院外 塩酸テトラハイドロゾリン、プレドニゾロン コールタイジン点鼻液
コセンティクス皮下注150mgペン 院外 セクキヌマブ コセンティクス皮下注150mgペン
コソプトミニ配合点眼液 院内・院外 ドルゾラミド／チモロールマレイン酸塩 コソプトミニ配合点眼液
コデインリン酸塩散１％「メタル」 院内・院外 コデインリン酸塩 リン酸コデイン散1%
ゴナールエフ皮下注用150単位 院内・院外 ホリトロピン　アルファ ゴナールエフ皮下注用150単位
コパキソン皮下注20mgシリンジ 院内・院外 グラチラマー コパキソン皮下注20mgシリンジ
コペガス錠200mg 院内・院外 リバビリン コペガス錠200mg
コムクロシャンプー0.05% 院外 ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ コムクロシャンプー0.05%
コララン錠2.5mg 院内・院外 イバブラジン塩酸塩 コララン錠2.5mg
コルヒチン錠0.5mg｢ﾀｶﾀ｣ 院内・院外 コルヒチン コルヒチン錠0.5mg｢ﾀｶﾀ｣
コレクチム軟膏0.25%　5g 院外 デルゴシチニブ コレクチム軟膏0.25%　5g
コレクチム軟膏0.5%　5g 院内・院外 デルゴシチニブ コレクチム軟膏0.5%　5g
コレバインミニ83% 院内・院外 コレスチミド コレバインミニ83%
コロネル細粒83.3% 院外 ポリカルボフィルカルシウム コロネル細粒83.3%
コンサータ錠18mg 院内・院外 メチルフェニデート塩酸塩 コンサータ錠18mg
コンサータ錠27mg 院内・院外 メチルフェニデート塩酸塩 コンサータ錠27mg
コントール散10% 院外 クロルジアゼポキシド コントール散10% 
コントミン糖衣錠12.5mg 院内・院外 クロルプロマジン塩酸塩 コントミン糖衣錠12.5mg
コンプラビン配合錠 院内・院外 クロビトグレル・アスピリン コンプラビン配合錠
サーティカン錠0.25mg 院内・院外 エベロリムス サーティカン錠0.25mg
サーティカン錠0.75mg 院内・院外 エベロリムス サーティカン錠0.75mg
ザーネ軟膏0.5% 院内・院外 ビタミンA ザーネ軟膏0.5%
ザイティガ錠250mg 院内・院外 アビラテロン ザイティガ錠250mg
サイプレジン1%点眼液 院内・院外 シクロペントレート塩酸塩 サイプレジン1%点眼液
サインバルタカプセル20mg 院内・院外 デュロキセチン塩酸塩 サインバルタカプセル20mg
ザクラス配合錠HD 院内・院外 アジルサルタン／アムロジピン ザクラス配合錠HD
ザジテンドライシロップ0.1% 院内・院外 ケトチフェンフマル酸塩 ザジテンドライシロップ0.1%
サムスカOD錠7.5mg 院内・院外 トルバプタン サムスカOD錠7.5mg
サムスカOD錠（ADPKD）7.5mg 院内・院外 トルバプタン サムスカOD錠7.5mg
サムスカOD錠（SIADH）7.5mg 院内・院外 トルバプタン サムスカOD錠7.5mg
サムチレール内用懸濁液15%750mg 院内・院外 アトバコン内用懸濁液 サムチレール内用懸濁液15%750mg
サラジェン錠5mg 院内・院外 ピロカルピン塩酸塩 サラジェン錠5mg
サリグレンカプセル30mg 院内・院外 セビメリン塩酸塩水和物 サリグレンカプセル30mg



サリベートエアゾール50g 院内・院外 人工唾液 サリベートエアゾール50g
サルタノールインヘラー100μg 院外 サルブタモール硫酸塩 サルタノールインヘラー100μg
ザルティア錠5mg 院内・院外 タダラフィル ザルティア錠5mg
サルポグレラート塩酸塩錠100mg｢NP｣ 院内・院外 サルポグレラート塩酸塩 アンプラーグ錠100mg
サワシリンカプセル250mg 院外 アモキシシリン水和物 サワシリンカプセル250mg
サンコバ点眼液0.02% 院内・院外 シアノコバラミン サンコバ点眼液0.02%
サンテゾーン0.05%眼軟膏 院内・院外 デキサメタゾン サンテゾーン0.05%眼軟膏
サンピロ点眼液2% 院内・院外 ピロカルピン塩酸塩 サンピロ点眼液2%
ジアゼパム錠5mg｢ｱﾒﾙ｣ 院内・院外 ジアゼパム セルシン錠5mg
ジアゾキシドカプセル25mg｢OP｣ 院内・院外 ジアゾキシド ジアゾキシドカプセル25mg「MSD」
シアリス錠10mg 院外 タダラフィル シアリス錠10mg
ジェニナック錠200mg 院内・院外 メシル酸ガレノキサシン水和物 ジェニナック錠200mg
ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg 院内 注射用ソマトロピン ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%院内・院外 ジオクチルソジウムスルホサクシネート ｼﾞｵｸﾁﾙｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎｻｸｼﾈｰﾄ耳科用液5%
ジオトリフ錠20mg 院内・院外 アファチニブ ジオトリフ錠20mg
ジオトリフ錠30mg 院内・院外 アファチニブ ジオトリフ錠30mg
ジオトリフ錠40mg 院内・院外 アファチニブ ジオトリフ錠40mg
ジクアス点眼液3% 院内・院外 ジクアホソルナトリウム ジクアス点眼液3%
シクレスト舌下錠5mg 院内・院外 アセナピンマレイン酸塩
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 院内・院外 ジクロフェナクナトリウム ボルタレン坐剤12.5mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg｢JG｣ 院内・院外 ジクロフェナクナトリウム ボルタレン坐剤25mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg｢JG｣ 院内・院外 ジクロフェナクナトリウム ボルタレン坐剤50mg
ジクロフェンクNa錠25mg｢ｻﾜｲ｣ 院内・院外 ジクロフェナクナトリウム ボルタレン錠25mg
ジゴシン散0.1% 院内・院外 ジゴキシン ジゴシン散0.1%
ジスロマック細粒小児用10% 院内・院外 アジスロマイシン水和物 ジスロマック細粒小児用10%
ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」 院内・院外 ジソピラミド リスモダンカプセル100mg
ジソピラミド徐放錠150mg「SW」 院内・院外 ジソピラミド リスモダンR錠150mg
シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU 院内・院外 アレルゲン シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU
シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU 院内・院外 アレルゲン シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU
シナール配合顆粒 院内・院外 アスコルビン酸、パントテン酸カルシウム シナール配合顆粒
ジピリダモール散12.5%｢JG｣ 院内・院外 ジピリダモール ジピリダモール散12.5%｢JG｣
シベクトロ錠200mg 院内・院外 テジゾリドリン酸エステル シベクトロ錠200mg
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 シベンゾリンコハク酸塩 シベノール錠100mg
シムジア皮下注200mgオートクリックス 院内・院外 セルトリズマブペゴル シムジア皮下注200mgオートリックス
シムビコートタービュヘイラー60吸入 院内・院外 ブデソニド／ホルモテロールフマ シムビコートタービュヘイラー60吸入
ジャカビ錠5mg 院内・院外 ルキソリチニブリン ジャカビ錠5mg
ジャクスタピッドカプセル5mg 院外 ロミタピドメシル酸塩 ジャクスタピッドカプセル5mg
ジャクスタピッドカプセル10mg 院外 ロミタピドメシル酸塩 ジャクスタピッドカプセル10mg
ジャクスタピッドカプセル20mg 院外 ロミタピドメシル酸塩 ジャクスタピッドカプセル20mg
ジャディアンス錠10mg 院内・院外 エンパグリフロジン ジャディアンス錠10mg
ジャドニュ顆粒分包90mg 院内・院外 デフェラシロクス ジャドニュ顆粒分包90mg
ジャドニュ顆粒分包360mg 院内・院外 デフェラシロクス ジャドニュ顆粒分包360mg
重質酸化マグネシウム｢ｹﾝｴｰ｣ 院内・院外 酸化マグネシウム 酸化マグネシウム
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 院内・院外 硝酸イソソルビド フランドルテープ40mg
ジラゼプ塩酸塩錠100mg「日医工」 院内・院外 ジラゼプ塩酸塩 コメリアンコーワ錠100mg
ジルダザック軟膏3%10g 院内・院外 ベンダザック ジルダザック軟膏3%10g
シルニジピン錠10mg「サワイ」 院内・院外 シルニジピン アテレック錠10mg
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」院内・院外 ジルチアゼム ヘルベッサーRカプセル100mg
シロスタゾールOD錠50mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 シロスタゾール プレタールOD錠50mg
シロスタゾールOD錠100mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 シロスタゾール プレタールOD錠100mg
シンポニ－皮下注50mgシリンジ 院内・院外 ゴリムマブ シンポニ－皮下注50mgシリンジ
新レシカルボン坐剤 院内・院外 炭酸水素ナトリウム、無水リン酸二水素ナトリウム 新レシカルボン坐剤
親水クリーム 院内・院外 親水軟膏 親水クリーム
スインプロイク錠0.2mg 院内・院外 ナルデメジントシル酸塩 スインプロイク錠0.2mg
スーグラ錠50mg 院内・院外 イプラグリフロジン スーグラ錠50mg
スーテントカプセル12.5mg 院内・院外 スニチニブリンゴ酸塩 スーテントカプセル12.5mg
スクラルファート細粒90%「ﾂﾙﾊﾗ」 院内・院外 スクラルファート アルサルミン細粒90%
スタレボ配合錠L100 院内・院外 レボドパカルビドパエンタカポン スタレボ配合錠L100
スチバーガ40mg 院内・院外 レゴラフェニブ スチバーガ40mg
ストラテラカプセル5mg 院内・院外 アトモキセチン塩酸塩 ストラテラカプセル5mg
ストラテラカプセル25mg 院内・院外 アトモキセチン塩酸塩 ストラテラｶﾌﾟｾﾙ25mg
ストラテラ内用液0.4% 院内・院外 アトモキセチン ストラテラ内用液0.4%
ストロメクトール錠3mg 院内・院外 イベルメクチン ストロメクトール錠3mg
スパカール錠40mg 院内・院外 トレピブトン スパカール錠40mg
スピール膏M 院内・院外 サリチル酸絆創膏 スピール膏M
スピオルトレスピマット60吸入 院内・院外 チオトロピウム／オロダテロール スピオルトレスピマット60吸入
スピラゾン軟膏０．３％ 院内・院外 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル リドメックスコーワ軟膏0.3%
スピラゾンクリーム０．３％ 院内・院外 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル リドメックスコーワクリーム0.3%
スピラゾンローション０．３％ 院内・院外 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル リドメックスコーワローション0.3%
スピラマイシン錠150万単位「ｻﾉﾌｨ」 院外 スピラマイシン スピラマイシン錠150万単位「ｻﾉﾌｨ」
スピリーバ2.5μｇレスピマット60吸入 院内・院外 チオトロピウム臭化物 スピリーバ2.5μｇレスピマット60吸入
スピロノラクトン錠25mg「日医工」 院内・院外 スピロノラクトン アルダクトンA錠25mg
スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「JG」 院内・院外 スプラタストトシル酸塩 アイピーディカプセル100mg
スプリセル錠20mg 院内・院外 ダサチニブ スプリセル錠20mg
スプリセル錠50mg 院内・院外 ダサチニブ スプリセル錠50mg
スポンゼル 院内・院外 ゼラチン スポンゼル
スミスリンローション5% 院内・院外 フェノトリン スミスリンローション5%
スミフェロンDS600 院内・院外 インターフェロンα スミフェロンDS600
スミフェロン注DS300万ＩＵ 院内・院外 インターフェロンα スミフェロン注DS300万ＩＵ
スルピリド錠50mg「CH」 院内・院外 スルピリド ドグマチール錠50mg
ゼジューラカプセル100mg 院外 ニラパリブトシル酸塩水和物 ゼジューラカプセル100mg
セスデンカプセル30mg 院内・院外 チメピジウム臭化物水和物 セスデンカプセル30mg
セパミット細粒1% 院内・院外 ニフェジピン セパミット細粒1%
ゼビアックス油性クリーム2%10g 院内・院外 オゼノキサシン ゼビアックス油性クリーム2%10g
セファクロルカプセル250mg「ﾄｰﾜ」 院内・院外 セファクロル セファクロルカプセル250mg「ﾄｰﾜ」
セファクロル細粒小児用10%「JG」 院内・院外 セファクロル セファクロル細粒小児用10%「JG」
セファランチン錠1mg 院内・院外 セファランチン セファランチン錠1mg
ゼフィックス錠100 院内・院外 ラミブジン ゼフィックス錠100
セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「CH」 院内・院外 セフカペンピボキシル塩酸塩 フロモックス小児用細粒100mg
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg 院内・院外 セフカペンピボキシル フロモックス錠100mg
セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「ｻﾜｲ」 院内・院外 セフジトレンピボキシル メイアクトMS小児用細粒10%
セフジトレンピボキシル錠100mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 セフジトレンピボキシル メイアクトMS錠100mg
セフゾン細粒小児用10% 院内・院外 セフジニル セフゾン細粒小児用10%
ゼフナートクリーム 10g 院内・院外 リラナフタート ゼフナートクリーム 10g
ゼフナート外用液2% 院内・院外 リラナフタート ゼフナート外用液2%
セララ錠50mg 院内・院外 エプレレノン セララ錠50mg
セルシン散1% 院内・院外 ジアゼパム セルシン散1%
セルシン錠2mg 院内・院外 ジアゼパム セルシン錠2mg
セルセプトカプセル250mg 院内・院外 ミコフェノール酸モフェチル セルセプトカプセル250mg
セルセプト懸濁用散31.8% 院内・院外 ミコフェノール酸 セルセプト懸濁用散31.8%
セルタッチテープ70 院内・院外 フェルビナク セルタッチテープ70
セルトラリン錠２５ｍｇ「サワイ 院内・院外 セルトラリン塩酸塩 ジェイゾロフト錠25mg
セルニルトン錠63mg 院内・院外 セルニチンポーレンエキス セルニルトン錠63mg



セルベックスカプセル50mg 院外 テプレノン セルベックスカプセル50mg
セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 院内・院外 セレコキシブ セレコックス錠100mg
セレニカR錠200mg 院内・院外 バルプロ酸ナトリウム セレニカR錠200mg
セレニカR顆粒40% 院内・院外 バルプロ酸ナトリウム セレニカR顆粒40%
セレネース錠0.75mg 院内・院外 ハロペリドール セレネース錠0.75mg
ゼローダ錠300mg 院内・院外 カペシタビン ゼローダ錠300mg
センノシド錠12mg「武田ﾃﾊﾞ」 院内・院外 センノシド プルゼニド錠12mg
ゾーミッグRM錠2.5mg 院内・院外 ゾルミトリプタン ゾーミッグRM錠2.5mg
ゾスパタ錠40mg 院内・院外 ギルテリチニブフマル酸塩 ゾスパタ錠40mg
ソタコール錠80mg 院内・院外 ソタロール塩酸塩 ソタコール錠80mg
ソバルディ錠400mg 院内 ソホスブボル ソバルディ錠400mg
ゾビラックス眼軟膏3%5g 院内・院外 アシクロビル ゾビラックス眼軟膏3%5g
ゾフルーザ錠10mg 院内・院外 バロキサビル ゾフルーザ錠10mg
ゾフルーザ錠20ｍｇ 院外 バロキサビル ゾフルーザ錠20ｍｇ
ソマゾン注射用10mg 院内・院外 メカセルミン ソマゾン注射用10mg
ソマバート皮下注用10mg 院内・院外 ペグビソマント ソマバート皮下注用10mg
ソマバート皮下注用15mg 院内・院外 ペグビソマント ソマバート皮下注用15mg
ソマバート皮下注用20mg 院内・院外 ペグビソマント ソマバート皮下注用20mg
ソラナックス錠0.4mg 院外 アルプラゾラム ソラナックス錠0.4mg
ソランタール錠 100mg 院内・院外 チアラミド塩酸塩 ソランタール錠 100mg
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg｢杏林｣ 院内・院外 ゾルピデム ゾルピデム酒石酸塩錠5mg｢杏林｣
ゾルピデム酒石酸塩錠10mg｢杏林｣ 院内・院外 ゾルピデム ゾルピデム酒石酸塩錠10mg｢杏林｣
ソルベース 院内・院外 マクロゴール400／マクロゴール4000 ソルベース
ダイアコートクリーム0.05%5g 院内・院外 ジフロラゾン酢酸エステル ダイアコートクリーム0.05%5g
ダイアコート軟膏0.05%5g 院内・院外 ジフロラゾン酢酸エステル ダイアコート軟膏0.05%5g
ダイアップ坐剤4mg 院内・院外 ジアゼパム ダイアップ坐剤4mg
ダイアップ坐剤6mg 院内・院外 ジアゼパム ダイアップ坐剤6mg
ダイアモックス錠250mg 院内・院外 アセタゾラミド ダイアモックス錠250mg
ダイオウ末 院内・院外 ダイオウ ダイオウ末
タイケルブ錠250mg 院外 ラパチニブトシル酸塩水和物 タイケルブ錠250mg
ダイドロネル錠200mg 院内・院外 エチドロン酸二ナトリウム ダイドロネル錠200mg
ダイフェン配合顆粒 院内・院外 スルファメトキサゾール／トリメトプリム バクタ配合顆粒
タウリン散98%「大正」 院外 タウリン タウリン散98%「大正」
タガメット細粒20% 院外 シメチジン タガメット細粒20%
ダクチル錠50mg 院内・院外 ピペリドレート塩酸塩 ダクチル錠50mg
タグリッソ錠40mg 院内・院外 オシメルチニブ タグリッソ錠40mg
タグリッソ錠80mg 院内・院外 オシメルチニブ タグリッソ錠80mg
タケキャブ錠10mg 院内・院外 ボノプラザン タケキャブ錠10mg
タケキャブ錠20mg 院内・院外 ボノプラザン タケキャブ錠20mg
タケプロンOD錠15mg 院外 ランソプラゾール タケプロンOD錠15mg
タシグナカプセル150mg 院内・院外 ニロチニブ塩酸塩水和物 タシグナカプセル150mg
タシグナカプセル200mg 院内・院外 ニロチニブ塩酸塩水和物 タシグナカプセル200mg
タプコム配合点眼液 院内・院外 タフルプロスト／チモロール タプコム配合点眼液
タプロス点眼液0.0015% 院内・院外 タフルプロスト タプロス点眼液0.0015%
タペンタ錠25mg 院内 タペンタドール塩酸塩 タペンタ錠25mg
タペンタ錠100mg 院内 タペンタドール塩酸塩 タペンタ錠100mg
タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 院内・院外 タムスロシン ハルナールD錠0.1mg
ダラシンＴゲル1% 院内・院外 クリンダマイシンリン酸エステル ダラシンＴゲル1%
ダラシンカプセル150mg 院内・院外 クリンダマイシン塩酸塩 ダラシンカプセル150mg
タリージェ錠5mg 院内・院外 ミロガバリン タリージェ錠5mg
タリムス点眼液0.1%5mL 院外 タクロリムス水和物 タリムス点眼液0.1%5mL
タルセバ錠25ｍｇ 院内・院外 エルロチニブ塩酸塩 タルセバ錠25mg
タルセバ錠100mg 院内・院外 エルロチニブ塩酸塩 タルセバ錠100mg
タルセバ錠150mg 院内・院外 エルロチニブ塩酸塩 タルセバ錠150mg
タルチレリンOD錠5mg「日医工」 院内・院外 タルチレリン水和物 セレジストOD錠5mg
内用 炭酸水素ナトリウム 院内・院外 炭酸水素ナトリウム 炭酸水素ナトリウム
外用 炭酸水素ナトリウム 院内・院外 炭酸水素ナトリウム 炭酸水素ナトリウム
単シロップ 院内・院外 白糖 単シロップ
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 タンドスピロンクエン酸塩 セディール錠10mg
ダントリウムカプセル25mg 院内・院外 ダントロレンナトリウム水和物 ダントリウムカプセル25mg
タンナルビン（ﾀﾝﾆﾝ酸ｱﾙﾌﾞﾐﾝ) 院内・院外 タンニン酸アルブミン タンナルビン（タンニン酸アルブミン)
タンボコール錠50mg 院内・院外 フレカイニド酢酸塩 タンボコール錠50mg
チアプリド錠25mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 チアプリド グラマリール錠25mg
チオラ錠100mg 院内・院外 チオプロニン チオラ錠100mg
チガソンカプセル10mg 院内・院外 エトレチナート チガソンカプセル10mg
チガソンシロップ0.1% 院内 エトレチナート チガソンシロップ0.1%
チキジウム臭化物ｶﾌﾟｾﾙ10mg「ﾄｰﾜ」 院内・院外 チキジウム臭化物 チアトンカプセル10mg
チクロピジン塩酸塩錠100mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 チクロピジン チクロピジン塩酸塩錠100mg「ｻﾜｲ」
チザニジン錠1mg「日医工」 院内・院外 チザニジン テルネリン錠1mg
チモプトールXE点眼液0.5% 院内・院外 チモロールマレイン酸塩 チモプトールXE点眼液0.5%
チモプトール点眼液0.5% 院内・院外 チモロールマレイン酸塩 チモプトール点眼液0.5%
チャンピックススタート用パック 院内・院外 バレニクリン チャンピックススタート用パック
チャンピックス錠0.5mg 院内・院外 バレニクリン チャンピックス錠0.5mg
チャンピックス錠1mg 院内・院外 バレニクリン チャンピックス錠1mg
チラーヂンＳ散0.01% 院内・院外 レボチロキシンナトリウム チラーヂンＳ散0.01%
チラーヂンＳ錠50μg 院内・院外 レボチロキシンナトリウム チラーヂンＳ錠50μg
チロナミン錠5μg 院内・院外 リオチロニンナトリウム チロナミン錠5μg
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 院内・院外 沈降炭酸カルシウム 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」
ﾂﾑﾗ越婢加朮湯ｴｷｽ顆粒(28)2.5g 院内・院外 越婢加朮湯 ﾂﾑﾗ越婢加朮湯ｴｷｽ顆粒(28)2.5g
ﾂﾑﾗ黄耆建中湯ｴｷｽ顆粒(98)3g 院外 黄耆建中湯エキス ﾂﾑﾗ黄耆建中湯ｴｷｽ顆粒(98)3g
ﾂﾑﾗ加味逍遙散ｴｷｽ顆粒(24)2.5g 院内・院外 加味逍遥散 ﾂﾑﾗ加味逍遙散ｴｷｽ顆粒(24)2.5g
ﾂﾑﾗ葛根湯ｴｷｽ顆粒(1)2.5g 院内・院外 葛根湯 ﾂﾑﾗ葛根湯ｴｷｽ顆粒(1)2.5g
ﾂﾑﾗ葛根湯加川きゅう辛夷(2)2.5g 院外 葛根湯加川きゅう辛夷 ﾂﾑﾗ葛根湯加川きゅう辛夷(2)2.5g
ﾂﾑﾗ甘麦大棗湯ｴｷｽ顆粒(72)2.5g 院外 甘麦大棗湯 ﾂﾑﾗ甘麦大棗湯ｴｷｽ顆粒(72)2.5g
ﾂﾑﾗ牛車腎気丸ｴｷｽ顆粒(107)2.5g 院内・院外 牛車腎気丸 ﾂﾑﾗ牛車腎気丸ｴｷｽ顆粒(107)2.5g
ﾂﾑﾗ桂枝加朮附湯ｴｷｽ顆粒(18)2.5g 院内・院外 桂枝加朮附湯 ﾂﾑﾗ桂枝加朮附湯ｴｷｽ顆粒(18)2.5g
ﾂﾑﾗ桂枝茯苓丸ｴｷｽ顆粒(25)2.5g 院内・院外 桂枝茯苓丸 ﾂﾑﾗ桂枝茯苓丸ｴｷｽ顆粒(25)2.5g
ﾂﾑﾗ荊芥連翹湯ｴｷｽ顆粒 院内・院外 荊芥連翹湯 ﾂﾑﾗ荊芥連翹湯ｴｷｽ顆粒
ﾂﾑﾗ五苓散ｴｷｽ顆粒(17)2.5g 院内・院外 五苓散 ﾂﾑﾗ五苓散ｴｷｽ顆粒(17)2.5g
ﾂﾑﾗ柴胡桂枝湯ｴｷｽ顆粒(10)2.5g 院外 柴胡桂枝湯 ﾂﾑﾗ柴胡桂枝湯ｴｷｽ顆粒(10)2.5g
ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(114)3g 院内・院外 柴苓湯 ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(114)3g
ﾂﾑﾗ十全大補湯ｴｷｽ顆粒(48)2.5g 院内・院外 十全大補湯 ﾂﾑﾗ十全大補湯ｴｷｽ顆粒(48)2.5g
ﾂﾑﾗ小建中湯ｴｷｽ顆粒(99)2.5g 院内・院外 小建中湯 ﾂﾑﾗ小建中湯ｴｷｽ顆粒(99)2.5g
ﾂﾑﾗ小青竜湯ｴｷｽ顆粒(19)3g 院内・院外 小青竜湯 ﾂﾑﾗ小青竜湯ｴｷｽ顆粒(19)3g
ﾂﾑﾗ清肺湯ｴｷｽ顆粒(90)3g 院内・院外 清肺湯 ﾂﾑﾗ清肺湯ｴｷｽ顆粒(90)3g
ﾂﾑﾗ疎経活血湯ｴｷｽ顆粒(53)2.5g 院外 疎経活血湯 ﾂﾑﾗ疎経活血湯ｴｷｽ顆粒(53)2.5g
ﾂﾑﾗ大黄甘草湯ｴｷｽ顆粒(84)2.5g 院外 大建中湯 ﾂﾑﾗ大黄甘草湯ｴｷｽ顆粒(84)2.5g
ﾂﾑﾗ大建中湯ｴｷｽ顆粒(100)2.5g 院内・院外 大建中湯 ﾂﾑﾗ大建中湯ｴｷｽ顆粒(100)2.5g
ﾂﾑﾗ釣藤散ｴｷｽ顆粒(47)2.5g 院内・院外 釣藤散 ﾂﾑﾗ釣藤散ｴｷｽ顆粒(47)2.5g
ﾂﾑﾗ当帰芍薬散ｴｷｽ顆粒(23)2.5g 院内・院外 当帰芍薬散 ﾂﾑﾗ当帰芍薬散ｴｷｽ顆粒(23)2.5g
ﾂﾑﾗ排膿散及湯ｴｷｽ顆粒(122)2.5g 院外 排膿散及湯 ﾂﾑﾗ排膿散及湯ｴｷｽ顆粒(122)2.5g
ﾂﾑﾗ麦門冬湯ｴｷｽ顆粒(29)3g 院内・院外 麦門冬湯 ﾂﾑﾗ麦門冬湯ｴｷｽ顆粒(29)3g
ﾂﾑﾗ半夏厚朴湯ｴｷｽ顆粒(16)2.5g 院内・院外 半夏厚朴湯 ﾂﾑﾗ半夏厚朴湯ｴｷｽ顆粒(16)2.5g



ﾂﾑﾗ半夏瀉心湯顆粒(14)2.5g 院内・院外 半夏瀉心湯 ﾂﾑﾗ半夏瀉心湯顆粒(14)2.5g
ﾂﾑﾗ補中益気湯ｴｷｽ顆粒(41)2.5g 院内・院外 補中益気湯 ﾂﾑﾗ補中益気湯ｴｷｽ顆粒(41)2.5g
ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒(62)2.5g 院内・院外 防風通聖散 ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒(62)2.5g
ﾂﾑﾗ抑肝散ｴｷｽ顆粒(54)2.5g 院内・院外 抑肝散 ﾂﾑﾗ抑肝散ｴｷｽ顆粒(54)2.5g
ﾂﾑﾗ六君子湯ｴｷｽ顆粒(43)2.5g 院内・院外 六君子湯 ﾂﾑﾗ六君子湯ｴｷｽ顆粒(43)2.5g
ﾂﾑﾗ芍薬甘草湯ｴｷｽ顆粒(68)2.5g 院内・院外 芍薬甘草湯 ﾂﾑﾗ芍薬甘草湯ｴｷｽ顆粒(68)2.5g
ﾂﾑﾗ茵ちん蒿湯ｴｷｽ顆粒(135)2.5g 院内・院外 茵ちん蒿湯 ﾂﾑﾗ茵ちん蒿湯ｴｷｽ顆粒(135)2.5g
ツルバダ配合錠 院内 エムトリシタビン、テノホビル ツルバダ配合錠
ツロブテロール塩酸塩DS小児用0.1%「ﾀｶﾀ」 院内・院外 ツロブテロール ベラチンドライシロップ小児用0.1%
ディナゲスト錠0.5mg 院内・院外 ジエノゲスト ディナゲスト錠0.5mg
ディナゲスト錠1mg 院内・院外 ジエノゲスト ディナゲスト錠1mg
ディフェリンゲル0.1%15g 院内・院外 アダパレン ディフェリンゲル0.1%15g
ディレグラ配合錠 院内・院外 フェキソフェナジン／塩酸プソイドエフェドリン ディレグラ配合錠
デエビゴ錠5mg 院内・院外 レンボレキサント デエビゴ錠5mg
テオフィリン徐放DS小児用20%「ﾄｰﾜ」 院内・院外 テオフィリン テオフィリン徐放DS小児用20%「ﾄｰﾜ」
テオフィリン徐放錠100mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 テオフィリン テオドール錠100mg
デカドロンエリキシル0.01% 院内・院外 デキサメタゾン デカドロンエリキシル0.01%
デカドロン錠0.5mg 院内・院外 デキサメタゾン デカドロン錠0.5mg
デカドロン錠4mg 院内・院外 デキサメサゾン デカドロン錠4mg
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%｢NK｣5g 院内・院外 デキサメタゾン デキサルチン口腔用軟膏 0.1%
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙｸﾘｰﾑ0.1%「日医工」5g 院内・院外 デキサメタゾンプロピオン酸エステル メサデルムクリーム0.1%
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ軟膏0.1%「日医工」5g 院内・院外 デキサメタゾンプロピオン酸エステル メサデルム軟膏0.1%
テクフィデラカプセル120mg 院内・院外 フマル酸ジメチル テクフィデラカプセル120mg
テクフィデラカプセル240mg 院内・院外 フマル酸ジメチル テクフィデラカプセル240mg
テグレトール細粒50% 院内・院外 カルバマゼピン テグレトール細粒50%
テグレトール錠200mg 院内・院外 カルバマゼピン テグレトール錠200mg
デザレックス錠5mg 院内・院外 デスロラタジン デザレックス錠5mg
デスモプレシン・スプレー2.5 5mL 院内・院外 デスモプレシン酢酸塩水和物 デスモプレシン・スプレー2.5 5mL
デタントールR錠3mg 院内・院外 ブナゾシン塩酸塩 デタントールR錠3mg
テノーミン錠50mg 院外 アテノロール テノーミン錠50mg
テノゼット錠300mg 院内・院外 テノホビル テノゼット錠300mg
デノタスチュアブル配合錠 院内・院外 沈降炭酸カルシウム／コレカルシフェロール／炭酸マグネシウムデノタスチュアブル配合錠
デパス錠0.5mg 院外 エチゾラム デパス錠0.5mg
テプミトコ錠250mg 院内・院外 テポチニブ塩酸塩水和物 テプミトコ錠250mg
デムサーカプセル250mg 院内 メチロシン デムサーカプセル250mg
テモダールカプセル20mg 院内・院外 テモゾロミド テモダールカプセル20mg
テモダールカプセル100mg 院内・院外 テモゾロミド テモダールカプセル100mg
デュアック配合ゲル10g 院内・院外 クリンダマイシン デュアック配合ゲル10g
デュオドーパ配合経腸用液100mL 院内・院外 レボドパカルビドパ デュオドーパ配合経腸用液100mL
デュオトラバ配合点眼液 院内・院外 トラボプロストチモロールマレイン酸塩 デュオトラバ配合点眼液
デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田ﾃﾊﾞ」 院内・院外 デュタステリド アボルブカプセル0.5mg
デュロテップMTﾊﾟｯﾁ2.1mg(12.5μg/hr) 院内 フェンタニル デュロテップMTﾊﾟｯﾁ2.1mg(12.5μg/hr)
デュロテップMTﾊﾟｯﾁ4.2mg(25μg/hr) 院内 フェンタニル デュロテップMTﾊﾟｯﾁ4.2mg(25μg/hr)
テラコートリル軟膏5g 院内・院外 ヒドロコルチゾン、オキシテトラサイクリン塩酸塩 テラコートリル軟膏5g
テラマイシン軟膏 25g/本 院内・院外 オキシテトラサイクリン塩酸塩、ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB硫酸塩 テラマイシン軟膏 25g/本
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」 院内・院外 テリパラチド フォルテオ皮下注キット600μg
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター 院内・院外 テリパラチド酢酸塩 テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター
テリルジー100エリプタ30吸入用 院内・院外 フルチカゾン／ウメクリジニウム テリルジー100エリプタ30吸入用
テリルジー200エリプタ30吸入用 院内・院外 フルチカゾン／ウメクリジニウム テリルジー100エリプタ30吸入用
ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩ｸﾘｰﾑ1%｢ｲﾜｷ｣10g 院内・院外 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩 ラミシールクリーム1%
デルモベートクリーム0.05%5g 院内・院外 クロベタゾールプロピオン酸エステル デルモベートクリーム0.05%5g
デルモベートスカルプローション0.05%10g 院内・院外 クロベタゾールプロピオン酸エステル デルモベートスカルプローション0.05%10g
デルモベート軟膏0.05% 院外 クロベタゾールプロピオン酸エステル デルモベート軟膏0.05%
テレミンソフト坐薬2mg 院内・院外 ビサコジル テレミンソフト坐薬2mg
テレミンソフト坐薬10mg 院内・院外 ビサコジル テレミンソフト坐薬10mg
トウモロコシデンプン「ヨシダ」 院外 トウモロコシデンプン トウモロコシデンプン
トコフェロールニコチン酸エステルｶﾌﾟｾﾙ200mg「ｻﾜｲ」院内・院外 トコフェロールニコチン酸エステル ユベラNソフトカプセル200mg
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ﾄｰﾜ」 院内・院外 ドネペジル塩酸塩 アリセプトD錠3mg
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ﾄｰﾜ」 院内・院外 ドネペジル塩酸塩 アリセプトD錠5mg
ドパコール配合錠L100 院内・院外 レボドパ／カルビドパ ネオドパストン配合錠L100
ドパストン散98.5% 院内・院外 レボドパ ドパストン散98.5%
トビエース錠4mg 院内・院外 フェソテロジンフマル酸塩 トビエース錠4mg
トピナ錠50mg 院内・院外 トピラマート トピナ錠50mg
トプシムスプレー0.0143%28g 院内・院外 フルオシノニド トプシムスプレー0.0143%28g
ドプスOD錠100mg 院内・院外 ドロキシドパ ドプスOD錠100mg
トフラニール錠10mg 院内・院外 イミプラミン塩酸塩 トフラニール錠10mg
ドボネックス軟膏 10g 院内・院外 カルシポトリオール ドボネックス軟膏 10g
ドボベットゲル15g 院外 カルシボトリオール水和物／ベタメタゾンジプロピオン酸エステルｖ
ドボベット軟膏15g 院内・院外 カルシボトリオール水和物／ベタメタゾンジプロピオン酸エステルドボベット軟膏15g
トラクリア錠62.5mg 院内・院外 ボセンタン トラクリア錠62.5mg
トラセミドOD錠4mg「TE」 院内・院外 トラセミド ルプラック錠4mg
トラゼンタ錠5mg 院内・院外 リナグリプチン トラゼンタ錠5mg
トラゾドン塩酸塩錠25mg「ｱﾒﾙ」 院内・院外 トラゾドン塩酸塩 レスリン錠25mg
トラネキサム酸カプセル250mg「ﾄｰﾜ」 院内・院外 トラネキサム酸 トランサミン錠250mg
トラバタンズ点眼液0.004% 院内・院外 トラボプロスト トラバタンズ点眼液0.004%
トラベルミン配合錠 院内・院外 ジフェンヒドラミンサリチル酸塩、ジプロフィリン トラベルミン配合錠
トラマールOD錠25mg 院内・院外 トラマドール塩酸塩 トラマールOD錠25mg
トランドラプリル錠1mg「ｵｰﾊﾗ」 院内・院外 トランドラプリル トランドラプリル錠1mg「ｵｰﾊﾗ」
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 院内・院外 トリアゾラム ハルシオン0.25mg錠
トリクロリールシロップﾟ10% 院内・院外 トリクロホスナトリウム トリクロリールシロップﾟ10%
トリクロルメチアジド錠2mg「JG」 院内・院外 トリクロルメチアジド フルイトラン錠2mg
トリプタノール錠10mg 院内・院外 アミトリプチリン塩酸塩 トリプタノール錠10mg
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 トリメブチンマレイン酸 セレキノン錠100mg
トリンテリックス錠10mg 院内・院外 ボルチオキセチン トリンテリックス錠10mg
トルツ皮下注80mgオートインジェクター1mL 院内・院外 イキセキズマブ トルツ皮下注80mgオートインジェクター1mL
ドルモロール配合点眼液「ｾﾝｼﾞｭ」 院内・院外 ドルゾラミド塩酸塩／チモロールマレイン酸塩 コソプト配合点眼液
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 院内・院外 デュラグルチド トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
トレシーバ注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ3mL 院内・院外 インスリンデグルデク トレシーバ注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ3mL

ドレニゾンテープ4μg/cm2 院内・院外 フルドロキシコルチド ドレニゾンテープ4μg/cm2

トレリーフＯＤ錠25mg 院内・院外 ゾニサミド トレリーフＯＤ錠25mg
トロンビン液ソフトボトル1万単位 院内・院外 トロンビン トロンビン液ソフトボトル1万単位
ドンペリドン錠10mg「JG」 院内・院外 ドンペリドン ナウゼリン錠10mg
ナイキサン錠100mg 院内・院外 ナプロキセン ナイキサン錠100mg
ナウゼリンOD錠10mg 院外 ドンペリドン ナウゼリンOD錠10mg
ナウゼリン坐剤30mg 院内・院外 ドンペリドン ナウゼリン坐剤30mg
ナウゼリン坐剤60mg 院内・院外 ドンペリドン ナウゼリン坐剤60mg
ナサニール点鼻液0.2% 院内・院外 酢酸ナファレリン ナサニール点鼻液0.2%
ナジフロキサシンクリーム１％「ＳＵＮ」 院内・院外 ナジフロキサシン アクアチムクリーム1%
ナゼアＯＤ錠0.1mg 院内・院外 ラモセトロン塩酸塩 ナゼアＯＤ錠0.1mg
ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 院内・院外 モメタゾンフランカルボン酸エステル ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用
ナディック錠30mg 院内・院外 ナドロール ナディック錠30mg
ナテグリニド錠90mg「ﾃﾊﾞ」 院内・院外 ナテグリニド ファスティック錠90mg
ナトリックス錠1mg 院内・院外 インダパミド ナトリックス錠1mg



ナフトピジルOD錠25mg「日医工」 院内・院外 ナフトピジル フリバスOD錠25mg
ナルサス錠2mg 院内 ヒドロモルフォン塩酸塩 ナルサス錠2mg
ナルサス錠12mg 院内 ヒドロモルフォン塩酸塩 ナルサス錠12mg
ナルラピド錠1mg 院内 ヒドロモルフォン塩酸塩 ナルラピド錠1mg
ナルラピド錠4mg 院内 ヒドロモルフォン塩酸塩 ナルラピド錠4mg
ニコチネルTTS10 院内・院外 ニコチン ニコチネルTTS10
ニコチネルTTS20 院内・院外 ニコチン ニコチネルTTS20
ニコチネルTTS30 院内・院外 ニコチン ニコチネルTTS30
ニコチン酸アミド散10%「ｿﾞﾝﾈ」 院外 ニコチン酸アミド ニコチン酸アミド散10%「ｿﾞﾝﾈ」
ニコランジル錠5mg｢サワイ｣ 院内・院外 ニコランジル シグマート錠5mg
ニザチジン錠150mg「ＹＤ」 院内・院外 ニザチジン アシノン錠150mg
ニシスタゴンカプセル50mg 院内・院外 ジステアミン ニシスタゴンカプセル50mg
ニシスタゴンカプセル150mg 院内・院外 ジステアミン酒石酸塩 ニシスタゴンカプセル150mg
ニセルゴリン錠５ｍｇ「ＮＰ」 院内・院外 ニセルゴリン サアミオン錠5mg
ニゾラールローション2% 院内・院外 ケトコナゾール ニゾラールローション2%
ニトロール錠5mg 院内・院外 硝酸イソソルビド ニトロール錠5mg
ニトロペン舌下錠0.3mg 院内・院外 ニトログリセリン ニトロペン舌下錠0.3mg
ニフェジピンCR錠20mg｢ｻﾜｲ｣ 院内・院外 ニフェジピン アダラートCR錠20mg
ニフレック配合内用剤 院内 検査用緩下剤 ニフレック配合内用剤
乳酸カルシウム「ｹﾝｴｰ」 院内・院外 乳酸カルシウム 乳酸カルシウム「ｹﾝｴｰ」
乳糖 院内・院外 乳糖 乳糖
ニュープロパッチ4.5mg 院内・院外 ロチゴチン ニュープロパッチ4.5mg
ニュープロパッチ13.5mg 院内・院外 ロチゴチン ニュープロパッチ13.5mg
ニューロタン錠50mg 院外 ロサルタンカリウム ニューロタン錠50mg
ニュベクオ錠300mg 院内・院外 ダロルタミド ニュベクオ錠300mg
尿素クリーム20%「日医工」25g 院内・院外 尿素 ケラチナミンクリーム20%
ニンラーロカプセル3mg 院内・院外 イキサゾミブ ニンラーロカプセル3mg
ニンラーロカプセル4mg 院内・院外 イキサゾミブ ニンラーロカプセル4mg
ヌーカラ皮下注100ｍｇペン 院内・院外 メポリズマブ ヌーカラ皮下注100ｍｇペン
ネオーラル10ｍｇカプセル 院内・院外 シクロスポリン ネオーラル10ｍｇカプセル
ネオーラル25ｍｇカプセル 院内・院外 シクロスポリン ネオーラル25ｍｇカプセル
ネオーラル50ｍｇカプセル 院内・院外 シクロスポリン ネオーラル50ｍｇカプセル
ネオーラル内用液10%50mL 院内・院外 シクロスポリン ネオーラル内用液10%50mL
ネオキシテープ73.5mg 院内・院外 オキシブチニン塩酸塩 ネオキシテープ73.5mg
ネオシネジン点眼液5% 院内・院外 フェニレフリン塩酸塩 ネオシネジン点眼液5%
ネオステリングリーンうがい液0.2% 院内・院外 ベンゼトニウム塩化物 ネオステリングリーンうがい液0.2%
ネオドパストン配合錠L100mg 院外 レボドパ／カルビドパ ネオドパストン配合錠L100mg
ネオファーゲンC配合錠 院内・院外 グリチルリチン／DL-メチオニン／グリシン ネオファーゲンC配合錠
ネキシウムカプセル20mg 院内・院外 エソメプラゾールマグネシウム ネキシウムカプセル20mg
ネクサバール錠200mg 院内・院外 ソラフェニブトシル酸塩 ネクサバール錠200mg
ネバナック懸濁性点眼液0.1% 院内・院外 ネパフェナク ネバナック懸濁性点眼液0.1%
ネリザ坐剤 院内・院外 ジフルコルトロンリドカイン ネリザ坐剤
ネリザ軟膏2g 院内・院外 ジフルコルトロンリドカイン ネリザ軟膏2g
ネリゾナユニバ－サルクリーム5g 院内・院外 ジフルコルトロン吉草酸エステル ネリゾナユニバ－サルクリーム5g
ネリゾナ軟膏0.1%5g 院内・院外 ジフルコルトロン吉草酸エステル ネリゾナ軟膏0.1%5g
ノアルテン錠5mg 院内・院外 ノルエチステロン ノアルテン錠5mg
ノイロトロピン錠4単位 院内・院外 ワクシニアウイルス接種家兎炎症 ノイロトロピン錠4単位
ノウリアスト錠20mg 院内・院外 イストラデフィリン ノウリアスト錠20mg
ノクサフィル錠100mg 院内・院外 ポサコナゾール ノクサフィル錠100mg
ノバミン錠5mg 院内・院外 プロクロルペラジンメシル酸塩 ノバミン錠5mg
ノベルジン錠50mg 院内・院外 酢酸亜鉛水和物 ノベルジン錠50mg
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 院内・院外 インスリンアスパルト ノボラピッド30ミックス注フレックスペン
ノボラピッド70ミックス注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ300単位 院内・院外 インスリンアスパルト ノボラピッド70ミックス注フレックスペン300単位
ノボラピッド注100単位/mL 院内・院外 インスリンアスパルト ノボラピッド注100単位/mL
ノボラピッド注イノレット 院内・院外 インスリンアスパルト ノボラピッド注イノレット
ノボラピッド注フレックスペン 院内・院外 インスリンアスパルト ノボラピッド注フレックスペン
ノボリン30Rフレックスペン 院内・院外 ヒトインスリン ノボリン30Rフレックスペン
ノボリンN注フレックスペン 院内・院外 ヒトインスリン ノボリンN注フレックスペン
ノボリンR注フレックスペン 院内・院外 ヒトインスリン ノボリンR注フレックスペン
ノルスパンテープ5mg 院内・院外 ブプレノルフィン ノルスパンテープ5mg
ノルディトロピン　フレックスプロ注10mg 院内 ソマトロピン ノルディトロピン　フレックスプロ注10mg
ノルレボ錠1.5mg 院内・院外 レボノルゲストレル ノルレボ錠1.5mg
ハーフジゴキシンKY錠0.125 院内・院外 ジゴキシン ハーフジゴキシンKY錠0.125
ハーボニー配合錠 院内 レジパスビル/ソホスブビル ハーボニー配合錠
バイアグラ錠25mg 院外 クエン酸シルデナフィル バイアグラ錠25mg
バイアグラ錠50mg 院外 クエン酸シルデナフィル バイアグラ錠50mg
バイアスピリン錠100mg 院内・院外 アスピリン バイアスピリン錠100mg
バイエッタ皮下注 5μgペン 院内・院外 エキセナチド バイエッタ皮下注 5μgペン
バイエッタ皮下注10μgペン 院内・院外 エキセナチド バイエッタ皮下注10μgペン
バイシリンG顆粒(40万単位/g) 院内・院外 ベンジルペニシリンベンザチン バイシリンG顆粒(40万単位/g)
ハイドレアカプセル500mg 院内・院外 ヒドロキシカルバミド ハイドレアカプセル500mg
ハイボン錠20mg 院内・院外 リボフラビン酪酸エステル ハイボン錠20mg
パキシルCR錠12.5mg 院内・院外 パロキセチン塩酸塩 パキシルCR錠12.5mg
小児用バクシダール錠50mg 院内・院外 ノルフロキサシン 小児用バクシダール錠50mg
バクスミー点鼻粉末剤3mg 院内・院外 グルカゴン バクスミー点鼻粉末剤3mg
バクトラミン配合錠 院内・院外 トリメトプリム／スルファメトキサゾール バクタ配合錠
バクトロバン鼻腔用軟膏3g 院内・院外 ムピロシンカルシウム バクトロバン鼻腔用軟膏3g
パスタロンローション10% 院内・院外 尿素 ウレパールローション10%
パタノール点眼液0.1% 院内・院外 オロパタジン塩酸塩 パタノール点眼液0.1%
パッチテストパネル(S) 2枚 院内 パッチテスト パッチテストパネル(S) 2枚
バナン錠100mg 院内・院外 セフポドキシムプロキセチル バナン錠100mg
バファリン配合錠A330 院内・院外 アスピリン／ダイアルミネート バファリン配合錠A330
バラクルード錠0.5mg 院内・院外 エンテカビル水和物 バラクルード錠0.5mg
バラシクロビル錠500mg「三和」 院内・院外 バラシクロビル バルトレックス錠500mg
パラミヂンカプセル300mg 院内・院外 ブコローム パラミヂンカプセル300mg
パリエット錠10mg 院外 ラベプラゾールナトリウム パリエット錠10mg
バリキサドライシロップ5000mg 院内・院外 バルガンシクロビル バリキサドライシロップ5000mg
バリキサ錠450mg 院内・院外 バルガンシクロビル バリキサ錠450mg
バルサルタン錠80mg「ｹﾐﾌｧ」 院内・院外 バルサルタン ディオバン錠80mg
パルタンM錠0.125mg 院内・院外 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 パルタンM錠0.125mg
バルトレックス錠500mg 院外 バラシクロビル塩酸塩 バルトレックス錠500mg
ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸Naｼﾛｯﾌﾟ5%「ﾌｼﾞﾅｶﾞ」(50mg/mL) 院内・院外 バルプロ酸ナトリウム デパケンシロップ5%
ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ細粒40%「EMEC」(400mg/g) 院内・院外 バルプロ酸ナトリウム デパケン細粒40%
ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ徐放錠A100mg「ﾄｰﾜ」 院内・院外 バルプロ酸ナトリウム デパケンR錠100mg
ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ徐放錠A200mg「ﾄｰﾜ」 院内・院外 バルプロ酸ナトリウム デパケンR錠200mg
パルミコート200ugタービュヘイラー22.4mg112吸入院内・院外 ブデソニド パルミコート200ugタービュヘイラー22.4mg112吸入
パルミコート吸入液0.25mg 院内・院外 ブデソニド パルミコート吸入液0.25mg
パルミコート吸入液0.5mg 院内・院外 ブデソニド パルミコート吸入液0.5mg
パルモディア錠0.1mg 院内・院外 ペマフィブラート パルモディア錠0.1mg
ハルロピテープ40mg 院外 ロピニロール ハルロピテープ40mg
ハルロピテープ8mg 院外 ロピニロール ハルロピテープ8mg
バレイショデンプン 院内・院外 バレイショデンプン バレイショデンプン
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」 院内・院外 塩酸バンコマイシン バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」



パンテチン散20%「ﾃﾊﾞ」 院内・院外 パンテチン パントシン散20%
パンテチン錠100mg「YD」 院内・院外 パンテチン パントシン錠100mg
パントシン散20% 院外 パンテチン パントシン散20%
パンビタン末 院内・院外 総合ビタミン剤 パンビタン末
ビ・シフロール錠0.5mg 院内・院外 プラミペキソール塩酸塩 ビ・シフロール錠0.5mg
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「わかもと」 院内・院外 ヒアルロン酸Na ヒアレイン点眼液0.1%
ヒアレインミニ点眼液0.3% 院内・院外 ヒアルロン酸ナトリウム ヒアレインミニ点眼液0.3%
ビーソフテンクリーム0.3% 院外 ヘパリン類似物質 ビーソフテンクリーム0.3%
ピートル顆粒分包250mg 院内・院外 スクロオキシ水酸化鉄 ピートル顆粒分包250mg
ピオグリタゾン錠30mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 院内・院外 ピオグリタゾン アクトス錠30mg
ビオスリー配合散 院内・院外 ラクトミン／酪酸菌／糖化菌 ビオスリー配合散
ビオスリー配合錠 院内・院外 ラクトミン／酪酸菌／糖化菌 ビオスリー配合錠
ビオチン散0.2% 院内・院外 ビオチン ビオチン散0.2%
ビオフェルミンR散 院内・院外 耐性乳酸菌 ビオフェルミンR散
ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」 院内・院外 ビカルタミド カソデックスOD錠80mg
ビクトーザ皮下注18㎎ 院内・院外 リラグルチド(遺伝子組換え) ビクトーザ皮下注18㎎
ピコスルファートNa内用液0.75%10mL｢JG｣ 院内・院外 ピコスルファートナトリウム ラキソベロン内用液0.75%
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「ＦＳＫ」 院内・院外 ピコスルファートナトリウム ラキソベロン錠2.5mg
ビジクリア配合錠 院内 リン酸二水素ナトリウム無水リン酸水素二ナトリウム ビジクリア配合錠
ヒスロンH錠200mg 院内・院外 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル ヒスロンH錠200mg
ヒスロン錠5mg 院内・院外 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル ヒスロン錠5mg
ビソノテープ2mg 院内・院外 ビソプロロール ビソノテープ2mg
ビソノテープ4mg 院内・院外 ビソプロロール ビソノテープ4mg
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「ﾄｰﾜ」 院内・院外 ビソプロロールフマル酸塩 メインテート錠2.5mg
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 ビソプロロールフマル酸塩 メインテート錠5mg
ピタバスタチンCa錠2mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 ピタバスタチン リバロ錠2mg
ビタミンB6散10%「ﾏﾙｲｼ」 院内・院外 ピリドキシン塩酸塩 アデロキシン散10%
ビタメジン配合カプセルＢ25 院内・院外 ビタミンB配合剤 ビタメジン配合カプセルＢ25
ビダラビン軟膏3%「SW」 院内・院外 ビダラビン アラセナ-A軟膏3%
ヒダントールF配合錠 院内・院外 フェニトイン、フェノバルビタール、アンナカ ヒダントールF配合錠
ピドキサール錠10mg 院内・院外 ピリドキサールリン酸エステル水和物 ピドキサール錠10mg
ビバンセカプセル20mg 院外 リスデキサンフェタミンメシル酸塩 ビバンセカプセル20mg
ビバンセカプセル30mg 院外 リスデキサンフェタミンメシル酸塩 ビバンセカプセル30mg
ビビアント錠20mg 院内・院外 バゼドキシフェン ビビアント錠20mg
ビムパットドライシロップ10% 院内・院外 ラコサミド ビムパットドライシロップ10%
ビムパット錠50mg 院内・院外 ラコサミド ビムパット錠50mg
ピモベンダン錠1.25mg｢TE｣ 院内・院外 ピモベンダン ピモベンダン錠1.25mg｢TE｣
ヒューマトロープ注射用6mg 院内 ソマトロピン ヒューマトロープ注射用6mg
ヒューマリンN注100単位/mL 院内・院外 ヒトインスリン ヒューマリンN注100単位/mL
ヒューマリンR注U-100 院内・院外 ヒトインスリン ヒューマリンR注U-100
ヒューマリンR注カート 院外 ヒトインスリン ヒューマリンR注カート
ヒューマログミックス25注カート 院内・院外 インスリンリスプロ ヒューマログミックス25注カート
ヒューマログミックス25注ミリオペン 院内・院外 インスリンリスプロ ヒューマログミックス25注ミリオペン
ヒューマログミックス50注カート 院内・院外 インスリンリスプロ ヒューマログミックス50注カート
ヒューマログミックス50注ミリオペン 院内・院外 インスリンリスプロ ヒューマログミックス50注ミリオペン
ヒューマログ注カート 院内・院外 インスリンリスプロ ヒューマログ注カート
ヒューマログ注バイアル 院内・院外 インスリンリスプロ ヒューマログ注バイアル
ヒューマログ注ミリオペン 院内・院外 インスリンリスプロ ヒューマログ注ミリオペン
ヒューマログ注ミリオペンHD 300単位 院内・院外 インスリン　リスプロ ヒューマログ注ミリオペンHD 300単位
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL 院内・院外 アダリムマブ ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
ビラノア錠20mg 院内・院外 ビラスチン ビラノア錠20mg
ピラマイド原末 院内・院外 ピラジナミド ピラマイド原末
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 ピルシカイニド塩酸塩 サンリズムカプセル50mg
ヒルドイドソフト軟膏0.3% 院外 ヘパリン類似物質 ヒルドイドソフト軟膏0.3%
ヒルドイドローション0.3%25ｇ 院外 ヘパリン類似物質 ヒルドイドローション0.3%25ｇ
ビレーズトリエアロスフィア56吸入 院内・院外 ﾌﾞﾃﾞｿﾞﾆﾄﾞ+ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ臭化物／ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物 ビレーズトリエアロスフィア56吸入
ピレスパ錠200mg 院内・院外 ピルフェニドン ピレスパ錠200mg
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」5ml 院内・院外 ピレノキシン カリーユニ点眼液0.005% 5mL
ファスティック錠90mg 院外 ナテグリニド ファスティック錠90mg
ファムビル錠250mg 院内・院外 ファムシクロビル ファムビル錠250mg
ファモチジンD錠20mg｢EMEC｣ 院内・院外 ファモチジン ガスターD錠20mg
ファモチジン散2%「日医工」 院内・院外 ファモチジン ガスター散2%
ファロムドライシロップ小児用10% 院内・院外 ファロペネムナトリウム水和物 ファロムドライシロップ小児用10%
ファロム錠200mg 院内・院外 ファロペネムナトリウム水和物 ファロム錠200mg
フィコンパ錠2mg 院内・院外 ペランパネル フィコンパ錠2mg
ブイフェンド錠 50mg 院内・院外 ボリコナゾール ブイフェンド錠 50mg
フィブラストスプレー500μg 院内・院外 トラフェルミン フィブラストスプレー500μg
フェアストン錠40mg 院内・院外 トレミフェンクエン酸塩 フェアストン錠40mg
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 院内・院外 フェキソフェナジン アレグラ錠60mg
フェノール亜鉛華リニメント｢ﾊﾁ｣ 院内・院外 フェノール・亜鉛華リニメント フェノール亜鉛華リニメント｢ﾊﾁ｣
フェノバール散10% 院内・院外 フェノバルビタール フェノバール散10%
フェノバール錠30mg 院内・院外 フェノバルビタール フェノバール錠30mg
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 院内・院外 フェノフィブラート リピディル錠80mg
フェブリク錠20mg 院内・院外 フェブキソスタット フェブリク錠20mg
フェルビナクパップ70mg「NP」 院内・院外 フェルビナク セルタッチパップ
フェロ・グラデュメット錠 院内・院外 硫酸鉄 フェロ・グラデュメット錠
フェロミア錠50mg 院外 クエン酸第一鉄ナトリウム フェロミア錠50mg
フェントステープ0.5mg 院内 フェンタニルクエン酸 フェントステープ0.5mg
フェントステープ1mg 院内 フェンタニルクエン酸塩 フェントステープ1mg
フェントステープ2mg 院内 フェンタニルクエン酸塩 フェントステープ2mg
フェントステープ6mg 院内 フェンタニルクエン酸塩 フェントステープ6mg
フォシーガ錠5mg 院内・院外 ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 フォシーガ錠5mg
フォリアミン錠5mg 院内・院外 葉酸 フォリアミン錠5mg
複方ヨードグリセリン｢ｹﾝｴｰ｣ 院内・院外 複方ヨードグリセリン 複方ヨードグリセリン
ブスコパン錠10mg 院内・院外 ブチルスコポラミン臭化物 ブスコパン錠10mg
フラグミン静注5000単位/5mL 院内 ダルテパリンナトリウム フラグミン静注5000単位/5mL
プラケニル錠200mg 院内・院外 ヒドロキシクロロキン プラケニル錠200mg
プラザキサカプセル110mg 院内・院外 ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 プラザキサカプセル110mg
プラザキサカプセル75mg 院内・院外 ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 プラザキサカプセル75mg
フラジール内服錠250mg 院内・院外 メトロニダゾール フラジール内服錠250mg
フラジール膣錠250mg 院内・院外 メトロニダゾール フラジール膣錠250mg
プラスチパックU-100 院内・院外 プラスチパックU-100 プラスチパックU-100
プラスチベース 院内・院外 プラスチベース プラスチベース
プラノバール配合錠 院内・院外 ノルゲストレル、エチニルエストラジオール プラノバール配合錠
プラバスタチンNa錠10mg｢NS」 院内・院外 プラバスタチンナトリウム メバロチン錠10mg
フラビタン眼軟膏0.1%5g 院内・院外 フラビンアデニンジヌクレオチド フラビタン眼軟膏0.1%5g
プランルカストカプセル112.5mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 プランルカスト水和物 オノンカプセル112.5mg
フリウェル配合錠LD「ﾓﾁﾀﾞ」 院内・院外 ノルエチステロン・エチニルエス フリウェル配合錠LD「ﾓﾁﾀﾞ」
フリバスOD錠25mg 院外 ナフトピジル フリバスOD錠25mg
プリモボラン錠5mg 院内・院外 メテノロン酢酸エステル プリモボラン錠5mg
フルコナゾールカプセル100mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 フルコナゾール ジフルカンカプセル100mg
フルタイド100ディスカス 院内・院外 フルチカゾンプロピオン酸エステ フルタイド100ディスカス
フルタイド200ディスカス 院外 フルチカゾンプロピオン酸エステ フルタイド200ディスカス



フルツロンカプセル200mg 院内・院外 ドキシフルリジン フルツロンカプセル200mg
フルティフォーム125エアゾール120吸入用 院内・院外 フルチカゾンホルモテロール フルティフォーム125エアゾール120吸入用
フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 院内・院外 フルチカゾンプロピオン酸エステル フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用
小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 院内・院外 フルチカゾンプロピオン酸エステル 小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用
フルニトラゼパム錠1mg「ｱﾒﾙ」 院内・院外 フルニトラゼパム サイレース錠1mg
フルバスタチン錠30mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 フルバスタチン ローコール錠30mg
ブルフェン錠200mg 院外 イブプロフェン ブルフェン錠200mg
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ｱﾒﾙ」 院内・院外 フルボキサミンマレイン酸塩 ルボックス錠25mg
フルメトロン点眼液0.1% 院内・院外 フルオロメトロン フルメトロン点眼液0.1%
プルモザイム吸入液2.5mg 院内・院外 ドルナーゼアルファ プルモザイム吸入液2.5mg
プレガバリンOD錠25mg「ｹﾐﾌｧ」 院内・院外 プレガバリン リリカOD錠25mg
プレガバリンOD錠75mg「ｹﾐﾌｧ」 院内・院外 プレガバリン リリカOD錠75mg
プレグランディン腟坐剤1mg 院内・院外 ゲメプロスト プレグランディン腟坐剤1mg
ブレディニンOD錠25mg 院内・院外 ミゾリビン ブレディニンOD錠25mg
ブレディニンOD錠50mg 院内・院外 ミゾリビン ブレディニンOD錠50mg
プレドニゾロン散1%｢ﾀｹﾀﾞ｣ 院内・院外 プレドニゾロン プレドニゾロン散1%
プレドニゾロン錠1mg｢旭化成｣ 院内・院外 プレドニゾロン プレドニゾロン錠1mg
プレドニゾロン錠5mg｢ﾀｹﾀﾞ｣ 院内・院外 プレドニゾロン プレドニン錠5mg
プレドニン眼軟膏5g 院内・院外 プレドニゾロン酢酸エステル プレドニン眼軟膏5g
プレドネマ注腸20mg 院内・院外 プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム プレドネマ注腸20mg
プレバイミス錠240mg 院内・院外 レテルモビル プレバイミス錠240mg
プレマリン錠0.625mg 院内・院外 結合型エストロゲン プレマリン錠0.625mg
プログラフカプセル0.5mg 院内・院外 タクロリムス水和物 プログラフカプセル0.5mg
プログラフカプセル1mg 院内・院外 タクロリムス水和物 プログラフカプセル1mg
プログラフ顆粒 0.2mg/包 院内・院外 タクロリムス水和物 プログラフ顆粒 0.2mg/包
プログラフ顆粒 1mg/包 院内・院外 タクロリムス水和物 プログラフ顆粒 1mg/包
プロサイリン錠20μg 院外 ベラプロストナトリウム プロサイリン錠20μg
フロジン外用液5% 院内・院外 カルプロニウム塩化物水和物 フロジン外用液5%
プロスタール錠25mg 院内・院外 クロルマジノン酢酸エステル プロスタール錠25mg
プロスタンディン軟膏0.003%30g 院内・院外 アルプロスタジル プロスタンディン軟膏0.003%30g
プロセキソール錠0.5mg 院外 エチニルエストラジオール プロセキソール錠0.5mg
フロセミド細粒4%「EMEC」 院内・院外 フロセミド ラシックス細粒4%
フロセミド錠20mg「JG」 院内・院外 フロセミド ラシックス錠20mg
フロセミド錠40mg「JG」 院内・院外 フロセミド ラシックス錠40mg
ブロチゾラムOD錠0.25mg｢JG｣ 院内・院外 ブロチゾラム レンドルミンD錠0.25mg
プロトピック軟膏0.03％小児用5g 院内・院外 タクロリムス水和物 プロトピック軟膏0.03％小児用5g
プロトピック軟膏0.1%5g 院内・院外 タクロリムス水和物 プロトピック軟膏0.1%5g
プロノン錠100mg 院内・院外 プロパフェノン塩酸塩 プロノン錠100mg
プロパジール錠50mg 院内・院外 プロピルチオウラシル プロパジール錠50mg
プロピベリン塩酸塩錠10mg「ﾀﾅﾍﾞ」 院内・院外 プロピベリン塩酸塩 バップフォー錠10mg
ブロプレス錠8mg 院外 カンデサルタンシレキセチル ブロプレス錠8mg
プロペト 院内・院外 白色ワセリン プロペト
フロベン顆粒8％ 院内・院外 フルルビプロフェン フロベン顆粒8％
プロマックD錠75mg 院外 ポラプレジンク プロマックD錠75mg
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 院内・院外 ブロムヘキシン塩酸塩 ビソルボン錠4mg
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」 院内・院外 ブロムフェナクNa ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」
ブロメライン軟膏20g 院内・院外 ブロメライン ブロメライン軟膏20g
ブロモクリプチン錠2.5mg「ﾌｿｰ」 院内・院外 ブロモクリプチン パーロデル錠2.5mg
フロモックス錠100mg 院外 セフカペンピボキシル塩酸塩 フロモックス錠100mg
フロリードゲル経口用2% 院内・院外 ミコナゾール フロリードゲル経口用2%
フロリネフ錠0.1mg 院内・院外 フルドロコルチゾン酢酸エステル フロリネフ錠0.1mg
ベイスンOD錠0.3mg 院外 ボグリボース ベイスンOD錠0.3mg
ベージニオ錠50mg 院内・院外 アベマシクリブ ベージニオ錠50mg
ベージニオ錠100mg 院内・院外 アベマシクリブ ベージニオ錠100mg
ベージニオ錠150mg 院内・院外 アベマシクリブ ベージニオ錠150mg
ベオーバ錠50mg 院内・院外 ビベグロン ベオーバ錠50mg
ベガモックス点眼液0.5% 院内・院外 モキシフロキサシン ベガモックス点眼液0.5%
ベザトールSR錠200mg 院外 ベザフィブラート ベザトールSR錠200mg
ベサノイドカプセル10mg 院内・院外 トレチノイン ベサノイドカプセル10mg
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 院内・院外 ベザフィブラート ベザトールSR錠200mg
ベシケアＯＤ錠2.5mg 院外 コハク酸ソリフェナシン ベシケアOD錠2.5mg
ベシケアOD錠5mg 院内・院外 コハク酸ソリフェナシン ベシケアOD錠5mg
ベストロン点眼用5mL 院内・院外 セフメノキシム塩酸塩 ベストロン点眼用5mL
ベセルナクリーム5% 院内・院外 イミキモド ベセルナクリーム5%
ベタニス錠50mg 院内・院外 ミラベグロン ベタニス錠50mg
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」 院内・院外 ベタヒスチン メリスロン錠6mg
ベタフェロン皮下注960万単位 院内・院外 インターフェロンβ-1b ベタフェロン皮下注960万単位
ベタメタゾン酪酸ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｸﾘｰﾑ0.05%「MYK」 院内・院外 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル アンテベートクリーム0.05%
ベタメタゾン酪酸プロピオン酸ローション「JG」 院内・院外 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル アンテベートローション0.05%
ベタメタゾン酪酸プロピオン酸軟膏0.05% 院内・院外 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル アンテベート軟膏0.05%
ベニジピン塩酸塩錠8mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 ベニジピン塩酸塩 コニール錠8mg
ベネクレクスタ錠10mg 院内・院外 ベネトクラクス ベネクレクスタ錠10mg
ベネクレクスタ錠50mg 院内・院外 ベネトクラクス ベネクレクスタ錠50mg
ベネクレクスタ錠100mg 院内・院外 ベネトクラクス ベネクレクスタ錠100mg
ベネフィクス静注用500（溶解液付き） 院内・院外 ノナコグアルファ（遺伝子組換え） ベネフィクス静注用500（溶解液付き）
ベネフィクス静注1000単位（液付） 院内・院外 ノナコグアルファ（遺伝子組換え） ベネフィクス静注1000単位（液付）
ベノキシール点眼液0.4% 院内 オキシブプロカイン塩酸塩 ベノキシール点眼液0.4%
ヘパアクト配合顆粒4.5g 院内・院外 分岐鎖アミノ酸 ヘパアクト配合顆粒4.5g
ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL 院内・院外 ヘパリンカルシウム ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL
ヘパリンカルシウム皮下注5千Ｕ0.2ｼﾘﾝｼﾞ 院内・院外 ヘパリンカルシウム ヘパリンカルシウム皮下注5千Ｕ0.2ｼﾘﾝｼﾞ
ヘパリン類似物質油性ｸﾘｰﾑ0.3%「日医工」 院内・院外 ヘパリン類似物質 ヒルドイドソフト軟膏0.3%
ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質外用泡状ｽﾌﾟﾚｰ0.3%｢日本臓器｣ 院内・院外 ヘパリン類似物質 ヒルドイドフォーム0.3%
ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 院内・院外 ヘパリン類似物質 ヒルドイドローション0.3%25ｇ
ベピオゲル2.5%15g 院内・院外 過酸化ベンゾイル ベピオゲル2.5%15g
ベプリコール錠50mg 院内・院外 ベプリジル塩酸塩水和物 ベプリコール錠50mg
ヘマンジオルシロップ小児用0.375% 院外 プロプラノロール塩酸塩 ヘマンジオルシロップ小児用0.375%
ベムリディ錠25mg 院内・院外 テノホビルアラフェナミドフマル酸塩 ベムリディ錠25mg
ペラゾリン細粒80% 院内・院外 ソブゾキサン ペラゾリン細粒80%
ベラチンドライシロップ小児用0.1% 院外 ツロブテロール塩酸塩 ベラチンドライシロップ小児用0.1%
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」 院内・院外 ベラパミル塩酸塩 ワソラン錠40mg
ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄNa錠20μg｢杏林｣ 院内・院外 ベラプロストナトリウム プロサイリン錠20μg
ペリアクチン散1% 院内・院外 シプロヘプタジン塩酸塩水和物 ペリアクチン散1%
ペルゴリド錠50μg｢ファイザー｣ 院外 ペルゴリドメシル酸塩 ペルマックス錠50μg
ベリチーム配合顆粒 院内・院外 消化酵素剤 ベリチーム配合顆粒
ペルサンチン錠25mg 院内・院外 ジピリダモール ペルサンチン錠25mg
ベルソムラ錠15mg 院内・院外 スボレキサント ベルソムラ錠15mg
ベルソムラ錠20mg 院内・院外 スボレキサント ベルソムラ錠20mg
ヘルベッサー錠30mg 院内・院外 ジルチアゼム塩酸塩 ヘルベッサー錠30mg
ベンザリン細粒1% 院内・院外 ニトラゼパム ベンザリン細粒1%
ペンタサ坐剤1g 院内・院外 メサラジン ペンタサ坐剤1g
ペンタサ注腸1g 院内・院外 メサラジン ペンタサ注腸1g
ペンタサ顆粒94%1000mg/包 院内・院外 メサラジン ペンタサ顆粒94%1000mg/包
ペンタサ顆粒94%2000mg/包 院内・院外 メサラジン ペンタサ顆粒94%2000mg/包



ホクナリンテープ0.5mg 院内・院外 ツロブテロール ホクナリンテープ0.5mg
ホクナリンテープ1mg 院内・院外 ツロブテロール ホクナリンテープ1mg
ホクナリンテープ2mg 院内・院外 ツロブテロール ホクナリンテープ2mg
ボシュリフ錠100mg 院内・院外 ボスチニブ ボシュリフ錠100mg
ホスホマイシンカプセル500mg「日医工」 院内・院外 ホスホマイシンカルシウム水和物 ホスミシン錠500mg
ホスミシンドライシロップ400mg 院内・院外 ホスホマイシンカルシウム水和物 ホスミシンドライシロップ400
ホスミシン錠500mg 院外 ホスホマイシンカルシウム水和物 ホスミシン錠500mg
ホスリボン配合顆粒100mg 院内・院外 リン酸二水素ナトリウム一水和物／無水リン酸水素二ナトリウムホスリボン配合顆粒100mg
ホスレノールチュアブル錠250mg 院内・院外 炭酸ランタン水和物 ホスレノールチュアブル錠250mg
ボチシート20% 院内・院外 酸化亜鉛／亜鉛華 ボチシート20%
ボナロン経口ｾﾞﾘｰ35mg 院内・院外 アレンドロン酸ナトリウム ボナロン経口ｾﾞﾘｰ35mg
ポビドンヨードガーグル7%30mL「ﾏｲﾗﾝ」 院内・院外 ポビドンヨード イソジンガーグル液7%
ポビドンヨード外用液10%「明治」 院内・院外 ポビドンヨード ポビドンヨード外用液10%「明治」
ポマリストカプセル1mg 院内 ポマリドミド ポマリストカプセル1mg
ポマリストカプセル2mg 院内 ポマリドミド ポマリストカプセル2mg
ポマリストカプセル3mg 院内 ポマリドミド ポマリストカプセル3mg
ポマリストカプセル4mg 院内 ポマリドミド ポマリストカプセル4mg
ポラプレジンクＯＤ錠75mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 ポラプレジンク プロマックD錠75mg
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%「三和」 院内・院外 ポリスチレンスルホン酸カルシウム アーガメイト20%ゼリー25g
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリーフレーバー 院内・院外 ポリスチレンスルホン酸カルシウム　フレーバー アーガメイト20%ゼリーフレーバー
ボルタレン錠25mg 院外 ジクロフェナクナトリウム ボルタレン錠25mg
ボルタレンサポ50mg 院外 ジクロフェナクナトリウム ボルタレンサポ50mg
ボンアルファハイローション20μg/g 院内・院外 タカルシトール ボンアルファハイローション20μg/g
ボンゾール錠100mg 院内・院外 ダナゾール ボンゾール錠100mg
ボンビバ錠100mg 院内・院外 イバンドロン酸ナトリウム水和物 ボンビバ錠100mg
マーズレンS配合顆粒　0.5g/包 院内・院外 アズレンスルホン酸ナトリウム／L－グルタミン マーズレンS配合顆粒　0.5g/包
マーベロン21 院外 デソゲストレル／エチニルエスト マーベロン21
マーロックス懸濁用配合顆粒1.2g 院内・院外 乾燥水酸化アルミニウムゲル／水酸化マグネシウム マーロックス懸濁用配合顆粒1.2g
マイクロファインプラス32G 4mm 70本 院内・院外 マイクロファインプラス32G マイクロファインプラス32G 4mm 70本
マイスタン錠10mg 院内・院外 クロバザム マイスタン錠10mg
マイスリー錠5mg 院外 ゾルピデム酒石酸塩 マイスリー錠5mg
マイテラーゼ錠10mg 院内・院外 アンベノニウム塩化物 マイテラーゼ錠10mg
マヴィレット配合錠 院内 グレカプレビル・ピブレンタスビ マヴィレット配合錠
マグコロール散68%分包50g　 院内 クエン酸マグネシウム マグコロールP
マクサルトRPD錠10mg 院内・院外 リザトリプタン安息香酸塩 マクサルトRPD錠10mg
マグミット錠330mg 院内・院外 酸化マグネシウム マグミット錠330mg
マドパー配合錠 院内・院外 レボドパ／ベンセラジド塩酸塩 マドパー配合錠
マブリン散1% 院内・院外 ブスルファン マブリン散1%
マリゼブ錠12.5mg 院内・院外 オマリグリプチン マリゼブ錠12.5mg
マリゼブ錠25mg 院内・院外 オマリグリプチン マリゼブ錠25mg
ミオコールスプレー0.3mg/噴霧 院内・院外 ニトログリセリン ミオコールスプレー0.3mg/噴霧
ミオナール錠50mg 院外 エペリゾン塩酸塩 ミオナール錠50mg
ミオピン点眼液 院内・院外 ネオスチグミンメチル硫酸塩配合 ミオピン点眼液
ミグシス錠5ｍｇ 院内・院外 塩酸ロメリジン ミグシス錠5ｍｇ
ミグリトールOD錠50mg「ﾄｰﾜ」 院内・院外 ミグリトール セイブルOD錠50mg
ミケランLA点眼液2% 院内・院外 カルテオロール塩酸塩 ミケランLA点眼液2%
ミケルナ配合点眼液2.5mL 院内・院外 カルテオロール／ラタノプロスト ミケルナ配合点眼液2.5mL
ミコブティンカプセル150mg 院外 リファブチン ミコブティンカプセル150mg
ミティキュアダニ舌下錠10000JAU 院内・院外 ダニエキス ミティキュアダニ舌下錠10000JAU
ミティキュアダニ舌下錠3300JAU 院内・院外 ダニエキス ミティキュアダニ舌下錠3300JAU
ミドドリン塩酸塩錠2mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 ミドドリン メトリジン錠2mg
ミドリンM点眼液0.4% 院内・院外 トロピカミド ミドリンM点眼液0.4%
ミドリンP点眼液 院内・院外 トロピカミド、フェニレフリン塩酸塩 ミドリンP点眼液
ミニリンメルトOD錠50μg 院外 デスモプレシン酢酸塩 ミニリンメルトOD錠50μg
ミニリンメルトOD錠60μg 院内・院外 デスモプレシン酢酸塩 ミニリンメルトOD錠60μg
ミニリンメルトＯＤ錠120μg 院内・院外 デスモプレシン酢酸塩 ミニリンメルトＯＤ錠120μg
ミネブロ錠2.5mg 院内・院外 エサキセレノン ミネブロ錠2.5mg
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg｢ｻﾜｲ｣ 院内・院外 ミノサイクリン塩酸塩 ミノペン錠50mg
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg｢ｻﾜｲ｣ 院内・院外 ミノサイクリン塩酸塩 ミノペン錠100mg
ミルタザピン錠15mg「EE」 院内・院外 ミルタザピン リフレックス錠15mg
ミヤBM細粒 院外 宮入菌 ミヤＢＭ細粒
ミンクリア内用散布液0.8% 院内・院外 l-メントール ミンクリア内用散布液0.8%
ムコスタ錠１００ｍｇ 院外 レバミピド ムコスタ錠１００ｍｇ
ムコスタ点眼液UD2%0.35mL 院内・院外 レバミピド ムコスタ点眼液UD2%0.35mL
ムコソルバン錠15mg 院外 アンブロキソール塩酸塩 ムコソルバン錠15mg
小児用ムコソルバンドライシロップ1.5% 院内・院外 アンブロキソール塩酸塩 小児用ムコソルバンドライシロップ1.5%
ムコダインDS50% 院外 L‐カルボシステイン ムコダインDS50%
ムコダイン錠500mg 院外 L‐カルボシステイン ムコダイン錠500mg
ムコフィリン吸入液20% 院内・院外 アセチルシステイン ムコフィリン吸入液20%
ムルプレタ錠3mg 院内・院外 ムストロンボバグ ムルプレタ錠3mg
ムンデシンカプセル100mg 院内・院外 フォロデシン ムンデシンカプセル100mg
メインテート錠5ｍｇ 院外 ビソプロロールフマル酸塩 メインテート錠5ｍｇ
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 メキシレチン塩酸塩 メキシチールカプセル100mg
メクトビ錠15mg 院外 ビニメチニブ メクトビ錠15mg
メサペイン錠5mg 院内 メサドン塩酸塩 メサペイン錠5mg
メサラジン腸溶錠400mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 メサラジン アサコール錠400mg
メスチノン錠60mg 院内・院外 ピリドスチグミン臭化物 メスチノン錠60mg
メトトレキセートカプセル2mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 メトトレキサート リウマトレックスカプセル2mg
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」 院内・院外 メトプロロール酒石酸塩 セロケン錠20mg
メソトレキセート錠2.5mg 院内・院外 メトトレキサート メソトレキセート錠2.5mg
メチコバール錠500μg 院内・院外 メコバラミン メチコバール錠500μg
メチルジゴキシン錠0.1mg「ﾀｲﾖｰ」 院内・院外 メチルジゴキシン ラニラピッド錠0.1mg
メトグルコ錠250mg 院外 メトホルミン塩酸塩 メトグルコ錠250mg
メトピロンカプセル250mg 院内・院外 メチラポン メトピロンカプセル250mg
メトホルミン塩酸塩錠250mg「DSEP」 院内・院外 メトホルミン塩酸塩 メトグルコ錠250mg
メドロール錠4mg 院内・院外 メチルプレドニゾロン メドロール錠4mg
メナテトレノンカプセル15ｍｇ 院内・院外 メナテトレノン グラケーカプセル15mg
メノエイドコンビパッチ 院内・院外 エストラジオール･酢酸ノルエチステロン メノエイドコンビパッチ
メバロチン錠10mg 院外 プラバスタチンナトリウム メバロチン錠10mg
メファキン錠275mg「ﾋｻﾐﾂ」 院内・院外 メフロキン塩酸塩.. メファキン錠275mg「ﾋｻﾐﾂ」
メプチンエアー10μg吸入100回 院内・院外 プロカテロール塩酸塩 メプチンエアー10μg吸入100回
メプチンミニ錠25μg 院内・院外 プロカテロール塩酸塩 メプチンミニ錠25μg
メプチン吸入液ユニット 院内・院外 プロカテロール塩酸塩 メプチン吸入液ユニット
メベンダゾール錠100 院内・院外 メベンダゾール錠 メベンダゾール錠100
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 院内・院外 メマンチン メマリーOD錠5mg
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 院内・院外 メマンチン メマリーOD錠20mg
メラトベル顆粒小児用0.2% 院内・院外 メラトニン メラトベル顆粒小児用0.2%
メリスロン錠6mg 院外 ベタヒスチンメシル酸塩 メリスロン錠6mg
メルカゾール錠5mg 院内・院外 チアマゾール メルカゾール錠5mg
モービック錠10mg 院内・院外 メロキシカム モービック錠10mg
モーラスパップXR240mg 院内・院外 ケトプロフェン モーラスパップXR240mg
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 院内・院外 モサプリドクエン酸塩水和物 ガスモチン錠5mg
モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 院内・院外 モサプリドクエン酸塩水和物 ガスモチン散1%



モビコール配合内用剤LD 院内・院外 マクロゴール4000/ポリエチレングリコール4000 モビコール配合用剤
モビプレップ配合内用剤 院内 経口腸管洗浄剤 モビプレップ配合内用剤
モルヒネ塩酸塩錠10mg 院内 モルヒネ塩酸塩錠 モルヒネ塩酸塩錠10mg
ヤーズフレックス配合錠 院内・院外 ドロスピレノン・エチニルエスト ヤーズフレックス配合錠
薬用炭 30g/本 院内・院外 薬用炭 薬用炭
ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ100 院内・院外 テガフール／ウラシル ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ100
ユーエフティ配合カプセルT100 院内・院外 テガフール／ウラシル ユーエフティ配合カプセルT100
ユーゼル錠25mg 院内・院外 ホリナートカルシウム ユーゼル錠25mg
ユナシン錠375mg 院内・院外 スルタミシリントシル酸塩水和物 ユナシン錠375mg
ユビデカレノン錠10mg「ｻﾜｲ」 院外 ユビデカレノン ユビデカレノン錠10mg「ｻﾜｲ」
ユベラNソフトカプセル200mg 院外 トコフェロールニコチン酸エステル ユベラNソフトカプセル200mg
ユベラ錠50mg 院内・院外 酢酸トコフェロール ユベラ錠50mg
ユベラ軟膏 56g/本 院内・院外 トコフェロール、ビタミンＡ ユベラ軟膏 56g/本
ユリス錠1mg 院内・院外 ドチヌラド ユリス錠1mg
ユリノーム錠50mg 院外 ベンズブロマロン ユリノーム錠50mg
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 院内・院外 ヨウ化カリウム ヨウ化カリウム丸50㎎
ヨウ化ナトリウムカプセル-1号 院内・院外 ヨウ化ナトリウム 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-3号 院内・院外 ヨウ化ナトリウム 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-5号 院内・院外 ヨウ化ナトリウム ヨウ化ナトリウムカプセル-5号
ヨクイニンエキス錠「ｺﾀﾛｰ」 院内・院外 ヨクイニン ヨクイニンエキス錠「ｺﾀﾛｰ」
ライゾデグ配合注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ300単位 院内・院外 デグルデク／アスパルト ライゾデグ配合注フレックスタッチ300単位
ラクツロース・シロップ65%「タカタ」 院内・院外 ラクツロース モニラックシロップ65%
ラグノスＮＦ経口ゼリー分包12g 院内・院外 ラクツロース ラグノスＮＦ経口ゼリー分包12g
ラコールNF配合経腸用液200mL 院内・院外 配合経腸栄養液 ラコールNF配合経腸用液200mL
ラコールＮＦ配合経腸用液400mL 院内・院外 経腸栄養剤 ラコールＮＦ配合経腸用液400mL
ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 院外 経腸栄養剤 ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤
ラシックス錠20mg 院外 フロセミド ラシックス錠20mg
ラシックス錠40mg 院外 フロセミド ラシックス錠40mg
ラジレス錠150mg 院外 アリスキレンフマル酸塩 ラジレス錠150mg
ラステットSカプセル25mg 院内・院外 エトポシド ラステットSカプセル25mg
ラスビック錠75mg 院内・院外 ラスクフロキサシン塩酸塩 ラスビック錠75mg
ラノコナゾールﾙ軟膏1%「ｲﾜｷ」 院内・院外 ラノコナゾール アスタット軟膏1%
ラパリムスゲル0.2% 院外 シロリムス ラパリムスゲル0.2%
ラベプラゾールNa錠10mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 院内・院外 ラベプラゾールNa パリエット錠10mg
ラミクタール錠100mg 院内・院外 ラモトリギン ラミクタール錠100mg
ラミシールクリーム1% 院外 テルビナフィン塩酸塩 ラミシールクリーム1%
ラミシール錠125mg 院外 テルビナフィン塩酸塩 ラミシール錠125mg
ラモトリギン錠100mg 院内・院外 ラモトリギン ラミクタール錠100mg
ラモトリギン錠小児用5mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 ラモトリギン ラミクタール錠小児用5mg
ラモトリギン錠25mg「サワイ」 院内・院外 ラモトリギン ラミクタール錠25mg
ラリキシン錠250mg 院内・院外 セファレキシン ラリキシン錠250mg
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 ラロキシフェン ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「ｻﾜｲ」
ランソプラゾールOD錠15mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 ランソプラゾール ランソプラゾールOD錠15mg「ｻﾜｲ」
ランタスXR注ソロスター450単位 院内・院外 インスリングラルギン ランタスXR注ソロスター450単位
ランタス注100単位/mL 院内・院外 インスリン　グラルギン ランタス注100単位/mL
ランデル錠40mg 院内・院外 エホニジピン塩酸塩 ランデル錠40mg
リアルダ錠1200mg 院内・院外 メサラジン リアルダ錠1200mg
リーマス錠200mg 院内・院外 炭酸リチウム リーマス錠200mg
リオナ錠250mg 院内・院外 クエン酸第二鉄 リオナ錠250mg
リオベル配合錠LD 院内・院外 アログリプチン・ピオグリタゾン リオベル配合錠LD
リオレサール錠5mg 院内・院外 バクロフェン リオレサール錠5mg
リカルボン錠50mg 院内・院外 ミノドロン酸塩酸塩 リカルボン錠50mg
リキスミア皮下注300μg 院内・院外 リキシセナチド リキスミア皮下注300μg
リクシアナＯＤ錠60mg 院内・院外 エドキサバントシル酸塩水和物 リクシアナＯＤ錠60mg
リザベンカプセル100mg 院内・院外 トラニラスト リザベンカプセル100mg
リシノプリル錠10mg「トーワ」 院内・院外 リシノプリル ロンゲス錠10mg
リスパダール錠1mg 院外 リスペリドン リスパダール錠1mg
リスパダール内用液1mg 院外 リスペリドン リスパダール内用液1mg
リスペリドン錠1mg「ｱﾒﾙ」 院内・院外 リスペリドン リスパダール錠1mg
リスペリドン内用液1mg/mL「ﾖｼﾄﾐ」 院内・院外 リスペリドン リスパダール内用液1mg/mL 0.1%
リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」 院内・院外 リトドリン ウテメリン錠5mg
リネゾリド錠600mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 リネゾリド ザイボックス錠600mg
リパクレオンカプセル150mg 院内・院外 パンクレリパーゼ製剤 リパクレオンカプセル150mg
リバスタッチパッチ13.5mg 院内・院外 リバスチグミン リバスタッチパッチ13.5mg
リバスタッチパッチ18mg 院内・院外 リバスリグミン リバスタッチパッチ18mg
リバスタッチパッチ4.5mg 院内・院外 リバスチグミン リバスタッチパッチ4.5mg
リバスタッチパッチ9mg 院内・院外 リバスチグミン リバスタッチパッチ9mg
リバロＯＤ錠2mg 院外 ピタバスタチンカルシウム リバロＯＤ錠2mg
リピトール錠10ｍｇ 院外 アトルバスタチンカルシウム リピトール錠10ｍｇ
リファジンカプセル150mg 院外 リファンピシン リファジンカプセル150mg
リファンピシンカプセル150mg「ｻﾝﾄﾞ」 院内・院外 リファンピシン リファジンカプセル150mg
リフキシマ錠200mg 院内・院外 リファキシミン リフキシマ錠200mg
リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧 院内・院外 レボカバスチン塩酸塩 リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧
リボトリール細粒0.1% 院内・院外 クロナゼパム リボトリール細粒0.1%
リボトリール錠0.5mg 院内・院外 クロナゼパム リボトリール錠0.5mg
リマチル錠100mg 院内・院外 ブシラミン リマチル錠100mg
リマプロストアルファデクス錠5μｇ「ｻﾜｲ」 院内・院外 リマプロストアルファデクス オパルモン錠5μg
リムパーザ錠100mg 院外 オラパリブ リムパーザ錠100mg
リムパーザ錠150mg 院内・院外 オラパリブ リムパーザ錠150mg
硫酸アトロピン散0.1% 院内 硫酸アトロピン 硫酸アトロピン散0.1%
リルゾール錠50mg「ﾀﾅﾍﾞ」 院内・院外 リルゾール リルテック錠50mg
リンゼス錠0.25mg 院内・院外 リナクロチド リンゼス錠0.25mg
リンデロンA液（点眼点鼻用） 院内・院外 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム、フラジオマイシン硫酸塩リンデロンA液（点眼点鼻用）
リンデロン-VGクリ－ム0.12%30g 院内・院外 ベタメタゾン吉草酸エステル／ゲンタマイシン硫酸塩 リンデロン-VGクリ－ム0.12%30g
リンデロン-VGクリ－ム0.12%5g 院内・院外 ベタメタゾン吉草酸エステル／ゲンタマイシン硫酸塩 リンデロン-VGクリ－ム0.12%5g
リンデロンVGローション10mL 院内・院外 ベタメタゾン吉草酸エステル／ゲンタマイシン硫酸塩 リンデロンVGローション10mL
リンデロン-VG軟膏0.12%10g 院内・院外 ベタメタゾン吉草酸エステル／ゲンタマイシン硫酸塩 リンデロン-VG軟膏0.12%10g
リンデロン錠0.5mg 院内・院外 ベタメタゾン リンデロン錠0.5mg
リンデロン点眼･点耳･点鼻液0.1% 院内・院外 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム リンデロン点眼･点耳･点鼻液0.1%
（吸入用）リンデロン点眼･点耳･点鼻液0.1% 院内・院外 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム （吸入用）リンデロン点眼･点耳･点鼻液0.1%
リンヴォック錠15mg 院内・院外 ウパダシチニブ リンヴォック錠15mg
リンラキサー錠250mg 院外 カルバミン酸クロルフェネシン リンラキサー錠250mg
リン酸コデイン散1%｢ﾒﾀﾙ｣ 院内・院外 コデインリン酸塩水和物 リン酸コデイン散1%｢ﾒﾀﾙ｣
ルコナック爪外用液5%3.5g 院内・院外 ルリコナゾール ルコナック爪外用液5%3.5g
ルネスタ錠1mg 院内・院外 エスゾピクロン ルネスタ錠1mg
レパグリニド錠0.5mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 レパグリニド シュアポスト錠0.5mg
ルパフィン錠10mg 院内・院外 ルパタジン ルパフィン錠10mg
ルミガン点眼液0.03% 院内・院外 ビマプロスト ルミガン点眼液0.03%
ルミセフ皮下注210mgｼﾘﾝｼﾞ1.5mL 院内・院外 ブロダルマブ ルミセフ皮下注210mgシリンジ1.5mL
ルリコンクリーム1%10g 院内・院外 ルリコナゾール ルリコンクリーム1%10g
ルリッド錠150mg 院内・院外 ロキシスロマイシン ルリッド錠150mg
レキップCR錠2mg 院内・院外 ロピニロール塩酸塩 レキップCR錠2mg
レキップCR錠8mg 院内・院外 ロピニロール塩酸塩 レキップCR錠8mg



レキップ錠2mg 院内・院外 ロピニロール塩酸塩 レキップ錠2mg
レクサプロ錠10mg 院内・院外 エスシタロプラムシュウ酸塩 レクサプロ錠10mg
レクタブル2mg注腸ﾌｫｰﾑ14回 院内・院外 ブデソニド レクタブル2mg注腸フォーム
レクチゾール錠25mg 院内・院外 ジアフェニルスルホン レクチゾール錠25mg
レスキュラ点眼液0.12% 院内・院外 イソプロピルウノプロストン レスキュラ点眼液0.12%
レスタミンコーワクリーム 院内・院外 ジフェンヒドラミン レスタミンコーワクリーム
レスタミンコーワ錠10mg 院内・院外 ジフェンヒドラミン塩酸塩 レスタミンコーワ錠10mg
レトロゾール錠2.5mg「ｻﾝﾄﾞ」 院内・院外 レトロゾール フェマーラ錠2.5mg
レナジェル錠250mg 院内・院外 セベラマー塩酸塩 レナジェル錠250mg
レナデックス錠4ｍｇ 院内・院外 デキサメタゾン レナデックス錠4ｍｇ
レパーサ皮下注140mgペン 院内・院外 エボロクマブ レパーサ皮下注140mgﾍペン
レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー3.5mL 院内・院外 エボロクマブ レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー3.5mL
レバチオ錠20mg 院内・院外 シルディナフィルクエン酸塩 レバチオ錠20mg
レバミピド錠100mg「ｵｰﾂｶ」 院内・院外 レバミピド ムコスタ錠100mg
レブラミドカプセル5ｍｇ 院内 レナリドミド水和物 レブラミドカプセル5ｍｇ
レベスティブ皮下注用3.8mg 院内・院外 テデュグルチド レベスティブ皮下注用3.8mg
レペタン坐剤0.4mg 院内・院外 ブプレノルフィン塩酸塩 レペタン坐剤0.4mg
レベミル注イノレット 院内・院外 インスリンデテミル レベミル注イノレット
レベミル注フレックスペン 院内・院外 インスリンデテミル レベミル注フレックスペン
レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05% 院内・院外 レボセチリジン塩酸塩 ザイザルシロップ0.05%
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 院内・院外 レボフロキサシン クラビット錠500mg
レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」 院内・院外 レボフロキサシン クラビット点眼液1.5%
レボレード錠12.5㎎ 院内・院外 エルトロンボパグオラミン レボレード錠12.5㎎
レミッチOD錠2.5μg 院内・院外 ナルフラフィン塩酸塩 レミッチOD錠2.5μg
レミニールOD錠12mg 院内・院外 ガランタミン臭化水素酸塩 レミニールOD錠12mg
レルベア100エリプタ30吸入用 院内・院外 ビランテロール・フルチカゾン レルベア100エリプタ30吸入用
レルベア200エリプタ30吸入用 院内・院外 ビランテロール・フルチカゾン レルベア200エリプタ30吸入用
レルミナ錠40mg 院外 レルゴリクス レルミナ錠40mg
レンドルミンD錠0.25mg 院外 ブロチゾラム レンドルミンD錠0.25mg
レンビマカプセル4mg 院内・院外 レンバチニブ レンビマカプセル4mg
レンビマカプセル10mg 院内・院外 レンバチニブ レンビマカプセル10mg
ロイケリン散10% 院内・院外 メルカプトプリン水和物 ロイケリン散10%
ロードーズU-100 1/2cc 院内・院外 ロードーズU-100 1/2cc ロードーズU-100 1/2cc
ローブレナ錠25mg 院内・院外 ロルラチニブ ローブレナ錠25mg
ローブレナ錠100mg 院外 ロルラチニブ ローブレナ錠100mg
ロカルトロールカプセル0.25μg 院外 カルシトリオール ロカルトロールカプセル0.25μg
ロキソニンテープ100mg 院外 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ロキソニンテープ100mg
ロキソニンパップ100mg 院外 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ロキソニンパップ100mg
ロキソニン錠60mg 院外 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ロキソニン錠60mg
ロキソプロフェンNaテープ100mg「ﾕｰﾄｸ」 院内・院外 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ロキソニンテープ100mg
ロキソプロフェンNaパップ100mg「NP」 院内・院外 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ロキソニンパップ100mg
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg｢日医工｣ 院内・院外 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ロキソニン錠60mg
ロケルマ懸濁用散分包5g 院内・院外 ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物 ロケルマ懸濁用散分包5g
ロコアテープ 院内・院外 エスフルルビプロフェン ロコアテープ
ロコイドクリーム0.1%5g 院内・院外 ヒドロコルチゾン酪酸エステル ロコイドクリーム0.1%5g
ロサルタンＫ錠25mg「明治」 院内 ロサルタンカリウム ニューロタン錠50mg
ロサルタンK錠50mg「明治」 院外 ロサルタンカリウム ニューロタン錠50mg
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 院内・院外 ロスバスタチン クレストールOD錠2.5mg
ロズリートレクカプセル200mg 院内・院外 エヌトレクチニブ ロズリートレクカプセル200mg
ロゼックスゲル0.75% 院内・院外 メトロニダゾール ロゼックスゲル0.75%
ロゼレム錠8㎎ 院内・院外 ラメルテオン ロゼレム錠8㎎
ロタリックス内用液（公費） 院内・院外 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン ロタリックス内用液（公費）
ロトリガ粒状カプセル2g 院内・院外 オメガ-3脂肪酸エチル ロトリガ粒状カプセル2g
ロフラゼプ酸ｴﾁﾙ錠1mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 ロフラゼプ酸エチル メイラックス錠1mg
ロペミンカプセル1mg 院外 塩酸ロペラミド ロペミンカプセル1mg
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」 院内・院外 ロペラミド ロペミンカプセル1mg
ロメフロン耳科用液0.3% 院内・院外 塩酸ロメフロキサシン ロメフロン耳科用液0.3%
ロラゼパム錠0.5mg「ｻﾜｲ」 院内・院外 ロラゼパム ワイパックス錠0.5mg
ロラタジンOD錠10mg「EE」 院内・院外 ロラタジン ロラタジンOD錠10mg「EE」
ロルノキシカム錠4mg「KO」 院内・院外 ロルノキシカム ロルカム錠4mg
ロレルコ錠250mg 院外 プロブコール ロレルコ錠250mg
ロンサーフ配合錠T15 院内・院外 トリフルリジン／チピラシル ロンサーフ配合錠T15
ロンサーフ配合錠Ｔ20 院内・院外 トリフルリジン／チピラシル ロンサーフ配合錠Ｔ20
ワーファリン錠1mg 院内・院外 ワルファリンカリウム ワーファリン錠1mg
ワイパックス錠0.5mg 院外 ロラゼパム ワイパックス錠0.5mg
ワコビタール坐剤30mg 院内・院外 フェノバルビタールナトリウム ワコビタール坐剤30mg
ワソラン錠40mg 院外 ベラパミル塩酸塩 ワソラン錠40mg
ワントラム錠100mg 院内・院外 トラマドール ワントラム錠100mg

＜採用区分＞院内：院内処方箋のみ
　　　　　　　　　院外：院外処方箋のみ
　　　　　　　　　院内・院外：院内外処方箋


