
薬品名 備考
内服薬 ｌ－メントール「ホエイ」
内服薬 ＰＬ配合顆粒　（１ｇ／包）
内服薬 アーチスト錠 1.25mg 院外限定
内服薬 アーチスト錠 2.5ｍｇ 院外限定
内服薬 アーチスト錠10㎎ 院外限定
内服薬 アーテン散1%
内服薬 アーテン錠　2㎎
内服薬 アーリーダ錠60mg 院外限定・患者限定
内服薬 アイトロール錠20㎎ 院外限定
内服薬 アイピーディカプセル100㎎
内服薬 アイミクス配合錠HD
内服薬 アキネトン細粒 10mg/g
内服薬 アキネトン錠1㎎
内服薬 アクトス錠15㎎
内服薬 アコファイド錠100ｍｇ
内服薬 アサコール錠400ｍｇ
内服薬 アザルフィジンＥＮ錠500㎎
内服薬 アシノン錠150㎎
内服薬 アジルバ錠20ｍｇ
内服薬 アストミン錠10㎎
内服薬 アスパラカリウム錠　300㎎
内服薬 アスピリン｢ホエイ｣
内服薬 アスペノンカプセル10㎎
内服薬 アスペノンカプセル20㎎
内服薬 アスベリン散10%
内服薬 アゼルニジピン錠16mg｢日医工｣
内服薬 アゾセミド錠30mg｢JG｣
内服薬 アゾセミド錠60mg｢JG｣
内服薬 アダプチノール錠　５㎎
内服薬 アダラートＣＲ錠　20ｍｇ 院外限定
内服薬 アダラートＬ錠　10㎎ 院外限定
内服薬 アダラートＬ錠　20㎎ 院外限定
内服薬 アタラックスＰカプセル２５㎎
内服薬 アテディオ配合錠
内服薬 アデホスコーワ顆粒　10%
内服薬 アデホスコ－ワ腸溶錠60㎎
内服薬 アテレック錠10㎎ 院外限定
内服薬 アトーゼット配合錠LD
内服薬 アドシルカ錠20ｍｇ 院外限定・患者限定
内服薬 アドソルビン
内服薬 アドナ錠　30㎎ 院外限定



内服薬 アトルバスタチン錠10mg｢サワイ｣
内服薬 アナフラニール錠　10㎎
内服薬 アブストラル舌下錠100μg
内服薬 アブストラル舌下錠200μg
内服薬 アプレピタントカプセル80mg「サワイ」
内服薬 アプレピタントカプセル125mg「サワイ」
内服薬 アボルブカプセル0.5mg
内服薬 アマリール錠0.5mg 院外限定
内服薬 アマリール錠１㎎ 院外限定
内服薬 アマリール錠3mg 院外限定
内服薬 アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg
内服薬 アミティーザカプセル24μg
内服薬 アミノレバンＥＮ配合散　50g／包
内服薬 アムロジピンOD錠5mg｢日医工｣
内服薬 アムロジンＯＤ錠5mg 院外限定
内服薬 アメナリーフ錠２００ｍｇ
内服薬 アモキサンカプセル　25㎎
内服薬 アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」
内服薬 アモバン錠　7.5㎎ 院外限定
内服薬 アラグリオ顆粒剤分包1.5g 院内限定
内服薬 アリセプトＤ錠3mg 院外限定
内服薬 アリセプトＤ錠5mg 院外限定
内服薬 アリナミンＦ糖衣錠　25㎎
内服薬 アリピプラゾール錠6mg「日医工」 院内限定
内服薬 アリミデックス錠１㎎
内服薬 アルサルミン細粒90%
内服薬 アルダクトンＡ錠　25㎎ 院外限定
内服薬 アルドメット錠　125㎎
内服薬 アルファロールカプセル　0.25μg
内服薬 アルファロールカプセル　0.5μg
内服薬 アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」
内服薬 アルロイドＧ内用液5%
内服薬 アレグラ錠30mg
内服薬 アレグラ錠60mg 院外限定
内服薬 アレジオンドライシロップ1% 院外限定
内服薬 アレジオン錠　20㎎ 院外限定
内服薬 アレビアチン散10%
内服薬 アレロックOD錠5 院外限定
内服薬 アレロック顆粒0.5%　2.5mg/0.5g 院外限定
内服薬 アレンドロン酸錠35mg「サワイ」
内服薬 アロチノロール塩酸塩錠5mg「ＤＳＰ」
内服薬 アロプリノール錠100mg｢サワイ｣



内服薬 アロマシン錠25㎎
内服薬 アンプラーグ錠　100㎎ 院外限定
内服薬 アンプリット錠　10㎎
内服薬 アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg｢サワイ｣
内服薬 アンブロキソール塩酸塩錠15mg｢サワイ｣
内服薬 イーケプラ錠500mg
内服薬 イグザレルト錠10ｍｇ
内服薬 イグザレルト錠15ｍｇ
内服薬 イクスタンジ錠40mg
内服薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg｢サワイ｣
内服薬 イスコチン
内服薬 イスコチン錠100㎎
内服薬 イソバイドシロップ70%分包30ml
内服薬 イソミタ－ル
内服薬 イトリゾールカプセル50㎎
内服薬 イトリゾール内用液1% 院内限定・患者限定
内服薬 イニシンク配合錠
内服薬 イノリン散１％　10㎎／ｇ
内服薬 イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg｢サワイ」
内服薬 イブランスカプセル25mg 患者限定
内服薬 イブランスカプセル125mg 患者限定
内服薬 イムラン錠　50㎎
内服薬 イリボーOD錠2.5μg
内服薬 イリボーＯＤ錠5μｇ
内服薬 イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg｢日医工」
内服薬 イルトラ配合錠LD
内服薬 イレッサ錠250㎎
内服薬 インクレミンシロップ
内服薬 インタール細粒10%（0.5/包）
内服薬 インデラル錠　10㎎
内服薬 インフリーＳカプセル200㎎ 患者限定
内服薬 ウブレチド錠　５㎎
内服薬 ウラリット配合錠
内服薬 ウルソデオキシコール酸錠100mg｢JG｣　
内服薬 ウルソ錠100㎎ 院外限定
内服薬 ウロカルン錠　２２５mg
内服薬 エースコール錠２㎎
内服薬 エカード配合錠ＨＤ
内服薬 エクア錠50ｍｇ
内服薬 エクセグラン散　20%
内服薬 エクセグラン錠　100mg
内服薬 エクメット配合錠ＨＤ



内服薬 エクメット配合錠ＬＤ
内服薬 エサンブトール錠125mg
内服薬 エサンブト－ル錠250㎎
内服薬 エスゾピクロン錠1mg「サワイ」
内服薬 エスゾピクロン錠2mg「サワイ」
内服薬 エストラサイトカプセル156.7mg
内服薬 エストリール錠１㎎ 院外限定
内服薬 エスワンタイホウ配合OD錠T20 院外は一般名処方
内服薬 エスワンタイホウ配合OD錠T25 院外は一般名処方
内服薬 エゼチミブ錠10mg「DSEP」
内服薬 エチゾラム錠0.5mg｢EMEC｣
内服薬 エチゾラム錠1mg｢EMEC｣
内服薬 エックスフォージ配合錠
内服薬 エディロールカプセル0.75μg 院外限定
内服薬 エドルミズ錠50mg
内服薬 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg｢サワイ｣
内服薬 エニマクリン（院内） 院内限定
内服薬 エネーボ配合経腸用液
内服薬 エバステル錠10㎎
内服薬 エパデールS900 院外限定
内服薬 エバミール錠　1.0㎎
内服薬 エパルレスタット50mg錠「ファイザー」
内服薬 エピナスチン錠20mg「日医工」
内服薬 エビプロスタット配合錠DB
内服薬 エフィエント錠3.75mg 院外限定
内服薬 エプクルーサ配合錠 院外限定
内服薬 エブランチルカプセル15㎎
内服薬 エリキュース錠2.5mg
内服薬 エリキュース錠5mg
内服薬 エリスパン錠　0.25㎎
内服薬 エリスロシンドライシロップＷ20%
内服薬 エリスロシン錠200㎎
内服薬 エルカルチンFF錠250ｍｇ
内服薬 エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」
内服薬 エレンタール配合内用剤　80g／包
内服薬 エンシュア・H
内服薬 エンシュアリキッド　250ml／缶
内服薬 エンドキサン錠　50㎎
内服薬 エンレスト錠100mg 患者限定
内服薬 オイグルコン錠1.25㎎
内服薬 オーグメンチン配合錠125SS 院外限定
内服薬 オーグメンチン配合錠250SS



内服薬 オキシコドン徐放錠 5mg NX「第一三共」
内服薬 オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」
内服薬 オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」
内服薬 オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」
内服薬 オキノーム散 2.5mg
内服薬 オキノーム散 5mg
内服薬 オキノーム散10mg
内服薬 オゼックス細粒小児用15％ 院外限定
内服薬 オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 院外は一般名処方
内服薬 オダイン錠　125㎎
内服薬 オテズラ錠10mg 科限定
内服薬 オテズラ錠20mg 科限定
内服薬 オテズラ錠30mg
内服薬 オノンカプセル112.5㎎ 院外限定
内服薬 オノンドライシロップ100㎎/ｇ
内服薬 オパルモン錠　５μg 院外限定
内服薬 オピセゾ－ルコデイン液
内服薬 オプスミット錠10mg 院外限定・患者限定
内服薬 オプソ内服液 ５mg/包
内服薬 オプソ内服液10mg/包
内服薬 オメプラール錠10㎎ 院外限定
内服薬 オメプラゾール錠10mg｢日医工｣
内服薬 オランザピンOD錠2.5mg｢DSEP｣
内服薬 オランザピンOD錠5mg｢DSEP｣
内服薬 オルケディア錠1mg
内服薬 オルミエント錠２ｍｇ 院外限定
内服薬 オルミエント錠４ｍｇ 院外限定
内服薬 オルメサルタンOD錠20㎎｢DSEP｣
内服薬 オルメテックOD錠20mg 院外限定
内服薬 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg｢明治｣　
内服薬 オングリザ錠５ｍｇ
内服薬 カイトリル細粒0.4％（２ｍｇ／包）
内服薬 ガスコン錠　４０㎎
内服薬 ガスターＤ錠10㎎ 院外限定
内服薬 ガスターＤ錠20㎎ 院外限定
内服薬 ガストログラフィン 院内処方
内服薬 ガストロゼピン錠　２５㎎
内服薬 ガスモチン錠５㎎ 院外限定
内服薬 ガスロンN錠2mg 院外限定
内服薬 カデュエット配合錠３番
内服薬 カデュエット配合錠４番
内服薬 カナグル錠100mg



内服薬 カナリア配合錠
内服薬 カバサール錠0.25mg
内服薬 カフェイン
内服薬 カプトリル錠25mg 要時院内限定
内服薬 カモスタットメシル酸塩錠100mg｢日医工｣
内服薬 ガランタミンOD錠12mg「日医工」 院外は一般名処方
内服薬 ガランタミンOD錠8mg「日医工」 院外は一般名処方
内服薬 カリメート経口液２０％　２５ｇ
内服薬 カリメ－ト散
内服薬 カルグート錠　１０㎎
内服薬 カルタンＯＤ錠500mg 院外限定
内服薬 カルデナリンOD錠2mg 院外限定
内服薬 カルナクリン錠　５０国際単位
内服薬 カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg｢YD｣ 
内服薬 カルブロック錠16mg 院外限定
内服薬 カルベジロール錠1.25mg｢サワイ｣
内服薬 カルベジロール錠10mg｢サワイ｣
内服薬 カルボシステイン錠250mg「ツルハラ」
内服薬 カロナール細粒２０％
内服薬 カロナール錠　200mg
内服薬 カロナール錠　500mg
内服薬 カンデサルタン錠８ｍｇ｢DSEP｣
内服薬 キシロカインビスカス２％１００ml 院内限定
内服薬 キックリンカプセル250ｍｇ
内服薬 キネダック錠　５０㎎ 院外限定
内服薬 キプレスチュアブル錠５㎎
内服薬 キプレス細粒４ｍｇ／包
内服薬 ギャバロン錠　５㎎
内服薬 キャブピリン配合錠
内服薬 キョウニン水
内服薬 グーフィス錠5mg
内服薬 クエチアピン錠25mg「明治」
内服薬 クエン酸第一鉄Na錠50mg｢サワイ｣
内服薬 グラケーカプセル15㎎
内服薬 クラシエ小青竜湯錠（０１９）） 院外限定
内服薬 クラシエ人参養栄湯顆粒（１０８）2.5ｇ
内服薬 グラセプターカプセル１ｍｇ 患者限定
内服薬 クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g/包)
内服薬 クラビット錠　250mg 院外限定
内服薬 グラマリール細粒　100mg/g
内服薬 グラマリ－ル錠　25㎎
内服薬 クラリシッド錠200mg 院外限定



内服薬 クラリスロマイシン錠200㎎｢サワイ｣
内服薬 クラリチンドライシロップ1% 院外限定
内服薬 クラリチン錠１０㎎
内服薬 グランダキシン錠　50㎎ 院外限定
内服薬 クリアナール錠200㎎
内服薬 グリチロン配合錠
内服薬 グリベック錠　100mg
内服薬 グリミクロン錠　40㎎
内服薬 グリメピリド錠0.5mg｢EMEC｣
内服薬 グリメピリド錠0.5mg｢サワイ｣
内服薬 グリメピリド錠1mg｢EMEC｣
内服薬 グリメピリド錠1mg｢サワイ｣
内服薬 グリメピリド錠3mg｢EMEC｣ 院外限定
内服薬 グルコバイ錠　50㎎
内服薬 グルコンサンK細粒4mEq/g/包
内服薬 グルベス配合錠
内服薬 グレースビット錠50mg
内服薬 クレストールOD錠2.5mg 院外限定
内服薬 クレストールOD錠5mg 院外限定
内服薬 クレメジン細粒分包　2ｇ／包 院外限定
内服薬 クロチアゼパム錠5mg｢サワイ｣　
内服薬 クロピドグレル錠75mg｢SANIK｣
内服薬 クロフェクトン錠　25㎎
内服薬 クロミッド錠　50㎎ 院外限定
内服薬 ケアラム錠25mg
内服薬 ケアラム錠25mg
内服薬 ケイツーシロップ　2mg/ml
内服薬 ケーサプライ錠600mg
内服薬 ケーワン錠5mg
内服薬 ケタスカプセル　10㎎
内服薬 ケフラ－ルカプセル　250㎎ 院外限定
内服薬 ケルロング錠10㎎
内服薬 コートリル錠　10㎎
内服薬 コディオ配合錠ＥＸ
内服薬 コニール錠　4㎎ 院外限定
内服薬 コバシル錠2mg 院外限定
内服薬 コペガス錠200mg 院外限定
内服薬 コムタン錠100mg
内服薬 コメリアンコ－ワ錠　50㎎
内服薬 コルヒチン錠　0.5㎎「タカタ」
内服薬 コレバインミニ83％(1502.3㎎/包)
内服薬 コレミナ－ル錠　４㎎



内服薬 コロネル錠　500㎎
内服薬 コンサータ錠18mg 院外限定・科限定
内服薬 コンサータ錠27mg 院外限定・科限定
内服薬 コンサータ錠36mg 院外限定・科限定
内服薬 コントミン糖衣錠12.5mg
内服薬 コント－ル錠　５㎎
内服薬 コンバントリンドライシロップ　１ｇ
内服薬 コンバントリン錠　１００㎎
内服薬 コンプラビン配合錠
内服薬 サアミオン錠５㎎ 院外限定
内服薬 サイクロセリンカプセル明治２５０㎎
内服薬 ザイザルシロップ0.05％ 院外限定
内服薬 ザイザル錠５ｍｇ
内服薬 ザイティガ錠250mg
内服薬 サイトテック錠　２００μg
内服薬 ザイロリック錠１００㎎ 院外限定
内服薬 サインバルタカプセル２０ｍｇ 院外限定
内服薬 ザガーロカプセル0.5mg 院外限定
内服薬 ザクラス配合錠HD
内服薬 ザファテック錠１００ｍｇ
内服薬 サムスカOD錠 ７.５ｍｇ 患者限定
内服薬 サムスカOD錠１５ｍｇ 患者限定
内服薬 サムスカOD錠３０ｍｇ 患者限定
内服薬 サムチレール内用懸濁液１５％
内服薬 サラゾピリン錠　５００㎎
内服薬 サリグレンカプセル３０㎎
内服薬 サリパラ液
内服薬 ザルティア錠５ｍｇ
内服薬 サルポグレラート塩酸塩錠100mg｢日医工｣ 
内服薬 サンリズムカプセル　５０㎎
内服薬 ジェイゾロフト錠２５ｍｇ
内服薬 ジェニナック錠２００ｍｇ
内服薬 ジエノゲスト錠１ｍｇ｢ﾓﾁﾀﾞ｣ 院外限定
内服薬 シグマート錠　５㎎ 院外限定
内服薬 ジゴキシンＫＹ錠０．２５㎎
内服薬 ジスロマック細粒小児用１０％
内服薬 ジスロマック錠　２５０㎎
内服薬 シナール配合顆粒（1g/包）
内服薬 ジフルカンカプセル　１００㎎
内服薬 シプロキサン錠　２００㎎ 患者限定
内服薬 シベクトロ錠200mg 患者限定
内服薬 シベノール錠　５０㎎ 院外限定



内服薬 シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」
内服薬 ジメチコン内用液2%「ホリイ」 院内処方
内服薬 ジャディアンス錠１０ｍｇ
内服薬 ジャヌビア錠５０ｍｇ
内服薬 シュアポスト錠0.25mg 院外限定
内服薬 シュアポスト錠0.5mg 院外限定
内服薬 酒石酸 院内限定
内服薬 ジルテック錠１０㎎
内服薬 シルニジピン錠10mg｢サワイ｣
内服薬 シロスタゾールOD錠50mg｢サワイ｣
内服薬 シロドシン錠4mg「DSEP]
内服薬 シングレア錠１０㎎ 院外限定
内服薬 シンバスタチン錠5mg「YD]
内服薬 シンメトレル錠　５０㎎
内服薬 スイニー錠100ｍｇ
内服薬 スインプロイク錠０．２ｍｇ
内服薬 スーグラ錠５０ｍｇ
内服薬 スージャヌ配合錠
内服薬 スオード錠100mg
内服薬 スターシス錠９０㎎
内服薬 ストミンＡ配合錠
内服薬 ストロメクトール錠３ｍｇ 科限定
内服薬 スピロノラクトン錠25mg｢NP｣
内服薬 スピロペント錠10μg
内服薬 スルピリド錠５０ｍｇ｢サワイ｣
内服薬 セイブル錠　５０㎎ 院外限定
内服薬 セタプリル錠　２５㎎
内服薬 ゼチーア錠１０㎎ 院外限定
内服薬 セディール錠　１０㎎
内服薬 セニラン錠２ｍｇ
内服薬 セパゾン錠　２㎎
内服薬 セパミットｰR細粒２％　(0.5g/包)
内服薬 セファクロルカプセル250mg｢ｻﾜｲ｣
内服薬 セファドール錠　２５㎎
内服薬 セファランチン錠１ｍｇ
内服薬 セファレキシンカプセル250mg「トーワ」
内服薬 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg｢日医工｣
内服薬 セフジトレンピボキシル錠100mg｢日医工｣
内服薬 セララ錠５０ｍｇ
内服薬 セルシン散１％
内服薬 セルシン錠２㎎
内服薬 セルシン錠５㎎



内服薬 セルセプトカプセル２５０ｍｇ 患者限定
内服薬 セルベックス細粒（０．５ｇ／包） 院外限定
内服薬 セレキノン錠１００㎎ 院外限定
内服薬 セレクトール錠　１００㎎
内服薬 セレコキシブ錠100mg「サワイ」
内服薬 セレコックス錠１００ｍｇ 院外限定
内服薬 セレスタミン配合錠
内服薬 セレナ－ル錠１０㎎
内服薬 セレニカＲ顆粒４０％(400㎎／ｇ)
内服薬 セレネ－ス細粒　10mg/g
内服薬 ゼローダ錠３００mg
内服薬 セロクエル２５ｍｇ錠 院外限定
内服薬 セロクラ－ル錠２０㎎ 院外限定
内服薬 セロケン錠　２０㎎
内服薬 センノシド錠１２ｍｇ
内服薬 ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ
内服薬 ソタコール錠　４０㎎
内服薬 ソニアス配合錠LD
内服薬 ソバルディ錠400mg 院外限定
内服薬 ゾピクロン錠7.5mg｢ｻﾜｲ｣　
内服薬 ゾフルーザ錠20mg
内服薬 ソラナックス錠　０．４㎎ 院外限定
内服薬 ソランタ－ル錠　１００㎎
内服薬 ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg｢サワイ｣
内服薬 ソレトン錠８０㎎ 患者限定
内服薬 ダーブロック錠1mg
内服薬 ダーブロック錠2mg
内服薬 ダイア－ト錠　６０㎎ 院外限定
内服薬 ダイアモックス錠２５０㎎
内服薬 ダイオウ末 院外限定
内服薬 タイケルブ錠２５０ｍｇ
内服薬 ダイドロネル錠２００㎎
内服薬 タガメット錠４００ｍｇ
内服薬 タケキャブ錠１０ｍｇ
内服薬 タケキャブ錠２０ｍｇ
内服薬 タケプロンＯＤ錠１５㎎ 院外限定
内服薬 タケプロンＯＤ錠３０㎎ 院外限定
内服薬 タケルダ配合錠
内服薬 タナドーパ顆粒（１ｇ／包）
内服薬 タナトリル錠　５㎎
内服薬 タフマックＥ配合カプセル
内服薬 タペンタ錠25mg



内服薬 タペンタ錠50mg
内服薬 タミフルドライシロップ３％
内服薬 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg｢トーワ｣
内服薬 ダラシンカプセル150mg
内服薬 タリージェ錠15mg
内服薬 タリージェ錠5mg
内服薬 タリオンOD錠１０ｍｇ 院外限定
内服薬 タルセバ錠１００ｍｇ
内服薬 タルセバ錠１５０ｍｇ
内服薬 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」
内服薬 ダントリウムカプセル２５ｍｇ 患者限定
内服薬 タンボコール錠　５０㎎
内服薬 チガソンカプセル　１０㎎
内服薬 チモール 院内限定
内服薬 チャンピックス錠0.5mg 院外限定
内服薬 チャンピックス錠１mg 院外限定
内服薬 チラ－ヂンＳ散0.01% 院外限定
内服薬 チラ－ヂンＳ錠　25μｇ
内服薬 チラ－ヂンＳ錠　50μｇ
内服薬 ツイミーグ錠500mg
内服薬 ツベルミン錠１００㎎ 患者限定
内服薬 ツムラ越婢加朮湯（２８）２．５ｇ 院外限定
内服薬 ツムラ桔梗湯（１３８）　　２．５ｇ 院外限定
内服薬 ツムラ黄連解毒湯（０１５）　２．５ｇ
内服薬 ツムラ温経湯（１０６）　　２．５ｇ
内服薬 ツムラ温清飲（０５７）　　２．５ｇ
内服薬 ツムラ加味帰脾湯（１３７）　２．５ｇ
内服薬 ツムラ加味逍遥散（０２４）　２．５ｇ
内服薬 ツムラ葛根湯（００１）　　２．５ｇ
内服薬 ツムラ牛車腎気丸（１０７）　２．５ｇ
内服薬 ツムラ桂枝茯苓丸（０２５）　２．５ｇ
内服薬 ツムラ荊芥連翹湯（０５０）　２．５ｇ
内服薬 ツムラ五苓散（１７）2.5g
内服薬 ツムラ香蘇散（０７０）　２．５ｇ
内服薬 ツムラ柴苓湯（１１４）　　３ｇ
内服薬 ツムラ十全大補湯（０４８）　２．５ｇ
内服薬 ツムラ小柴胡湯（００９）　２．５ｇ
内服薬 ツムラ小青竜湯（０１９）　３ｇ
内服薬 ツムラ消風散（０２２）　　２．５ｇ
内服薬 ツムラ真武湯(３０)　２．５ｇ
内服薬 ツムラ清肺湯（９０）　３ｇ
内服薬 ツムラ大黄甘草湯（０８４）　２．５ｇ



内服薬 ツムラ大建中湯（１００）　２．５ｇ
内服薬 ツムラ猪苓湯（０４０）　　２．５ｇ
内服薬 ツムラ釣藤散（０４７）　　２．５ｇ
内服薬 ツムラ桃核承気湯（０６１）　２．５ｇ
内服薬 ツムラ当帰飲子（０８６）　２．５ｇ
内服薬 ツムラ当帰芍薬散（０２３）　２．５ｇ
内服薬 ツムラ麦門冬湯（０２９）３ｇ
内服薬 ツムラ半夏厚朴湯（０１６）　２．５ｇ
内服薬 ツムラ半夏白朮天麻湯（０３７）２．５ｇ
内服薬 ツムラ半夏瀉心湯（０１４）２．５ｇ
内服薬 ツムラ補中益気湯（０４１）　２．５ｇ
内服薬 ツムラ防風通聖散（０６２）　２．５ｇ
内服薬 ツムラ麻黄湯(０２７)２．５ｇ 院外限定
内服薬 ツムラ麻黄附子細辛湯(127)２．５ｇ
内服薬 ツムラ抑肝散（０５４）２．５ｇ
内服薬 ツムラ苓桂朮甘湯（０３９）２．５ｇ
内服薬 ツムラ六君子湯（０４３）　２．５ｇ
内服薬 ツムラ芍薬甘草湯（０６８）　２．５ｇ
内服薬 ツムラ茯苓飲（０６９）２．５ｇ 院内限定
内服薬 ティーエスワン配合カプセルＴ20
内服薬 ティーエスワン配合カプセルＴ25
内服薬 ディオバン錠　８０㎎ 院外限定
内服薬 ディレグラ配合錠
内服薬 デエビゴ錠5mg
内服薬 テオド－ル錠　１００㎎
内服薬 テオド－ル錠　２００㎎
内服薬 テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２０％
内服薬 デカドロンエリキシル０．１㎎／ml 院外限定
内服薬 デカドロン錠０．５ｍｇ
内服薬 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg｢NP｣ 
内服薬 テグレト－ル細粒　５０％
内服薬 テグレト－ル錠　２００㎎
内服薬 デザレックス錠5mg
内服薬 テシプール錠　１㎎
内服薬 デジレル錠　２５㎎ 院外限定
内服薬 テトラミド錠　１０㎎
内服薬 テネリア錠２０ｍｇ
内服薬 デノタスチュアブル配合錠
内服薬 テノ－ミン錠　２５㎎
内服薬 デパケンＲ錠　１００㎎
内服薬 デパケンＲ錠　２００㎎
内服薬 デパケンシロップ　５％



内服薬 デパケン細粒　４０％
内服薬 デパス錠0.5㎎ 院外限定
内服薬 デパス錠１㎎ 院外限定
内服薬 テプレノン細粒10％｢サワイ｣
内服薬 デベルザ錠２０ｍｇ
内服薬 デュファストン錠　５㎎ 院外限定
内服薬 デュロキセチンカプセル20mg「サワイ」
内服薬 テラムロ配合錠AP「DSEP]
内服薬 テルネリン錠　１㎎
内服薬 テルミサルタン錠40mg｢DSEP｣ 
内服薬 テルロン錠0.5
内服薬 トアラセット配合錠「日医工」
内服薬 ドキサゾシン錠2mg｢NP｣
内服薬 ドグマチール細粒　500mg/g
内服薬 ドグマチ－ル錠　５０㎎ 院外限定
内服薬 ドネペジル塩酸塩OD錠３ｍｇ「トーワ」
内服薬 ドネペジル塩酸塩OD錠５ｍｇ 「トーワ」
内服薬 ドパコール配合錠L100
内服薬 トビエース錠４ｍｇ
内服薬 トピロリック錠４０ｍｇ
内服薬 トフィソパム錠50ｍｇ「トーワ」
内服薬 ドプスＯＤ錠１００ｍｇ
内服薬 トフラニ－ル錠　１０㎎
内服薬 トラセミドOD錠8mg「TE」
内服薬 トラゼンタ錠５ｍｇ
内服薬 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
内服薬 トラディアンス配合錠AP
内服薬 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ｢YD｣ 院外は一般名処方
内服薬 トラベルミン配合錠
内服薬 トラマールOD錠２５ｍｇ
内服薬 トラムセット配合錠 院外限定
内服薬 トランサミン散５０％
内服薬 トリキュラ－２８ 院外限定
内服薬 トリクロリ－ルシロップ
内服薬 トリプタノ－ル錠　１０
内服薬 トリプタノ－ル錠　２５
内服薬 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg｢ｻﾜｲ｣
内服薬 トレーランG液 院内限定
内服薬 トレドミン錠２５㎎
内服薬 トレリーフOD錠２５ｍｇ
内服薬 トロペロンＳ　１％
内服薬 ドンペリドン錠10mg「サワイ」



内服薬 ナイキサン錠　１００㎎
内服薬 ナウゼリン錠　１０㎎ 院外限定
内服薬 ナトリックス錠　１㎎
内服薬 ナルサス錠 ６ｍｇ
内服薬 ナルサス錠１２ｍｇ
内服薬 ナルサス錠２４ｍｇ
内服薬 ナルサス錠２ｍｇ
内服薬 ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠2.5μg「フソー」 院外は一般名処方
内服薬 ナルラピド錠１ｍｇ
内服薬 ナルラピド錠２ｍｇ
内服薬 ナルラピド錠４ｍｇ
内服薬 ニコランジル錠5mg｢サワイ｣
内服薬 ニセルゴリン錠5mg｢日医工｣
内服薬 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ
内服薬 ニバジール錠　４㎎
内服薬 ニフェジピンCR錠20mg｢NP｣　
内服薬 ニフェジピンL錠10mg｢日医工｣
内服薬 ニフェジピンL錠20mg｢日医工｣
内服薬 ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」
内服薬 ニフレック配合内用剤（バッグ） 院内限定
内服薬 ニポラジン錠３ｍｇ
内服薬 ニューレプチル細粒　１０％
内服薬 ニューロタン錠５０㎎ 院外限定
内服薬 ネイリンカプセル100mg 院外限定
内服薬 ネオーラルカプセル１０㎎
内服薬 ネオーラルカプセル２５㎎
内服薬 ネオドパストン配合錠L100　１００㎎ 院外限定
内服薬 ネオフィリン錠　１００㎎
内服薬 ネキシウムカプセル２０ｍｇ
内服薬 ネクサバール錠２００ｍｇ 患者限定
内服薬 ネシーナ錠12.5mg
内服薬 ネシーナ錠25mg
内服薬 ノイキノン錠　１０㎎
内服薬 ノイロトロピン錠　４単位
内服薬 ノバミン錠５ｍｇ
内服薬 ノベルジン錠50mg
内服薬 ノルバデックス錠２０㎎
内服薬 ハーフジゴキシンＫＹ錠0.125
内服薬 ハーボニー配合錠 院外限定
内服薬 パーロデル錠　２．５㎎
内服薬 バイアグラ錠５０㎎（自費） 院外限定
内服薬 バイアスピリン錠１００㎎



内服薬 ハイドレアカプセル５００㎎
内服薬 ハイペン錠２００㎎
内服薬 パキシルCR錠12.5mg
内服薬 パキロビッドパック
内服薬 バクタ配合錠
内服薬 パシーフカプセル３０ｍｇ
内服薬 バップフォー錠　１０㎎
内服薬 パナルジン錠　１００㎎
内服薬 バファリン配合錠Ａ８１
内服薬 バラクルード錠０．５㎎
内服薬 バラシクロビル顆粒50%「アスペン」 院外は一般名処方
内服薬 バラシクロビル錠500mg「アスペン」 院外は一般名処方
内服薬 パリエット錠　１０㎎ 院外限定
内服薬 パリエット錠　５ｍｇ
内服薬 バリキサ錠450mg 院内限定・患者限定
内服薬 バルサルタン錠80mg｢サンド｣
内服薬 ハルシオン錠　０．２５㎎
内服薬 ハルナールＤ錠　０．２㎎ 院外限定
内服薬 バルネチール錠　１００㎎
内服薬 バルプロ酸ナトリウムシロップ5%　200mg/4ml/包　
内服薬 パルモディア錠0.1mg
内服薬 バロス発泡顆粒ーS　5g/包 院内処方
内服薬 ハロペリドール錠0.75mg｢ﾖｼﾄﾐ｣
内服薬 バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」
内服薬 パントシン錠　１００㎎
内服薬 パンビタン末
内服薬 ビ・シフロール錠０．５㎎
内服薬 ピーゼットシー糖衣錠　２㎎
内服薬 ピートル顆粒分包250mg
内服薬 ビオスミン
内服薬 ビオスリー配合OD錠
内服薬 ビオチン散　２㎎／ｇ「フソー」
内服薬 ビオフェルミンＲ
内服薬 ビオフェルミン錠剤
内服薬 ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」
内服薬 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「 日医工 」
内服薬 ヒスロンＨ錠２００㎎ 院外限定
内服薬 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg｢トーワ｣
内服薬 ピタバスタチンCa・OD錠1mg｢トーワ｣
内服薬 ビタメジン配合カプセルＢ２５
内服薬 ヒダントール錠　　２５㎎
内服薬 ヒダントール錠　１００㎎



内服薬 ピドキサール錠　１０㎎
内服薬 ビビアント錠２０ｍｇ
内服薬 ビムパット錠50mg
内服薬 ピモベンダン錠1.25mg「TE」
内服薬 ビラノア錠20mg
内服薬 ピラマイド
内服薬 ヒルナミン細粒　１０％
内服薬 ヒルナミン錠　２５㎎
内服薬 ピレチア細粒　１０％
内服薬 ファムビル錠250mg
内服薬 ファモチジンD錠10mg｢サワイ｣　
内服薬 ファモチジンD錠20mg｢サワイ｣　
内服薬 ファロムドライシロップ小児用１０％
内服薬 ファロム錠　２００㎎ 患者限定
内服薬 ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ
内服薬 フェアストン錠４０㎎
内服薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg｢SANIK｣　
内服薬 フェノバール１０倍散
内服薬 フェノバール錠　３０㎎
内服薬 フェブリク錠１０ｍｇ
内服薬 フェブリク錠２０ｍｇ
内服薬 フェマーラ錠2.5mg 院外限定
内服薬 フェリセルツ散２０％ 院内処方
内服薬 フェログラデュメット錠１０５ｍｇ
内服薬 フェロミア錠　５０㎎ 院外限定
内服薬 フオイパン　１００㎎ 院外限定
内服薬 フォシーガ錠５ｍｇ
内服薬 フォシーガ錠10ｍｇ 院外限定
内服薬 フォリアミン錠　５ｍｇ
内服薬 ブスコパン錠　１０ｍｇ
内服薬 フステンワッサー（100ml） 約束処方
内服薬 プラケニル錠200mg 院外限定・医師限定
内服薬 プラザキサカプセル110mg
内服薬 フラジール内服錠２５０㎎
内服薬 プラノバール配合錠 院外限定
内服薬 プラバスタチンNa錠10mg｢ﾌｿｰ｣
内服薬 フラビタン錠　５㎎
内服薬 プラビックス錠７５㎎ 院外限定
内服薬 プランルカストカプセル112.5mg｢ファイザー｣
内服薬 フリバス錠２５㎎
内服薬 プリモボラン錠５㎎
内服薬 プリンペラン錠　５㎎



内服薬 フルスタン錠０．１５μｇ
内服薬 フルニトラゼパム錠1㎎｢JG｣
内服薬 ブルフェン顆粒２００㎎／ｇ
内服薬 フルメジン散0.2%
内服薬 プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」
内服薬 プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」
内服薬 プレタールＯＤ錠５０ｍｇ 院外限定
内服薬 ブレディニン錠　５０㎎
内服薬 プレドニゾロン散「タケダ」1%
内服薬 プレドニゾロン錠１㎎「旭化成」
内服薬 プレドニゾロン錠５㎎「タケダ」
内服薬 プレマリン錠　０．６２５㎎ 院外限定
内服薬 プレミネント配合錠LD
内服薬 プロ・バンサイン錠15mg 院外限定
内服薬 プログラフカプセル０．５ｍｇ 患者限定
内服薬 プロゲストン錠２．５㎎ 院外限定
内服薬 プロサイリン錠　２０μｇ
内服薬 プロスタール錠　２５㎎
内服薬 フロセミド錠20mg｢JG｣
内服薬 フロセミド錠40mg｢JG｣
内服薬 プロチアデン錠２５㎎
内服薬 ブロチゾラムOD錠0.25mg｢サワイ｣
内服薬 プロテカジン錠１０
内服薬 プロナーゼＭＳ 院内処方
内服薬 プロノン錠　１５０㎎
内服薬 プロパジール錠　５０㎎
内服薬 ブロプレス錠　８㎎ 院外限定
内服薬 プロペシア錠1ｍｇ 院外限定
内服薬 プロマックＤ錠７５ｍｇ 院外限定
内服薬 フロモックス小児用細粒　
内服薬 フロモックス錠　１００㎎ 院外限定
内服薬 フロリードゲル経口用　５ｇ
内服薬 ベイスンＯＤ錠０．２㎎ 院外限定
内服薬 ベオーバ錠50mg
内服薬 ベサコリン散５％
内服薬 ベザトールＳＲ錠　２００㎎
内服薬 ベシケアOD錠２．５ｍｇ
内服薬 ベタナミン錠２５ｍｇ 科限定
内服薬 ベタニス錠５０ｍｇ
内服薬 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg｢日医工P｣
内服薬 ベニジピン塩酸塩錠4mg｢サワイ｣
内服薬 ベネシッド錠　２５０㎎



内服薬 ベネット錠17.5ｍｇ
内服薬 ベネット錠75ｍｇ 院外限定
内服薬 ベプシドカプセル　２５㎎ 患者限定
内服薬 ベプリコール錠50mg 院外限定
内服薬 ベプリコール錠100㎎
内服薬 ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」
内服薬 ヘマンジオルシロップ小児用0.375%
内服薬 ベムリディ錠２５㎎
内服薬 ベラパミル塩酸塩錠40mg｢JG｣
内服薬 ペリアクチンシロップ
内服薬 ぺリアクチン散　1%
内服薬 ペリアクチン錠　４㎎
内服薬 ペリシット錠　２５０㎎ 科限定
内服薬 ベリチーム配合顆粒
内服薬 ペリンドプリル錠2mg「日医工」
内服薬 ペルサンチン錠　２５㎎
内服薬 ペルジピンＬＡカプセル２０㎎
内服薬 ベルソムラ錠１５ｍｇ
内服薬 ベルソムラ錠２０ｍｇ
内服薬 ヘルベッサーＲカプセル１００㎎
内服薬 ヘルベッサー錠　３０㎎
内服薬 ペルマックス錠　２５０μｇ
内服薬 ベンザリン錠　５㎎
内服薬 ペンタサ顆粒９４％　
内服薬 ボグリボースOD錠0.2mg｢日医工｣
内服薬 ホスミシンドライシロップ　４００㎎
内服薬 ホスミシン錠　５００㎎
内服薬 ホスレノールOD錠250mg 院外限定
内服薬 ホスレノール顆粒分包250mg(0.7g/包） 院外限定・患者限定
内服薬 ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ
内服薬 ボナロン錠３５mg　　 院外限定
内服薬 ボノサップパック400
内服薬 ボノテオ錠５０ｍｇ
内服薬 ボノピオンパック
内服薬 ポラキス錠　２㎎
内服薬 ポラプレジンクOD錠75mg｢ｻﾜｲ｣
内服薬 ポララミン錠２㎎
内服薬 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%「三和」
内服薬 ホリナート錠25mg「タイホウ」
内服薬 ボルタレンＳＲカプセル３７．５㎎
内服薬 ボルタレン錠　２５㎎
内服薬 ボンゾール錠１００㎎ 院外限定



内服薬 ポンタールカプセル２５０㎎
内服薬 ポンタールシロップ　32.5mg/ml
内服薬 マーズレンＳ配合顆粒（0.5g/包）
内服薬 マイスリー錠５㎎ 院外限定
内服薬 マヴィレット配合錠
内服薬 マグコロール散分包　１００ｇ／包 院内処方
内服薬 マグコロール内用液分包 院内処方
内服薬 マグミット錠　３３０ｍｇ
内服薬 マドパー配合錠 院内限定
内服薬 ミオナール錠　５０㎎
内服薬 ミカムロ配合錠ＡＰ 院外限定
内服薬 ミカルディス錠　４０㎎ 院外限定
内服薬 ミグリトール錠50mg「トーワ」
内服薬 ミコンビ配合錠ＡＰ
内服薬 ミニリンメルトOD120μg
内服薬 ミノサイクリン塩酸塩錠100mg｢サワイ｣
内服薬 ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%｢サワイ｣
内服薬 ミノマイシン顆粒　２０㎎ 院外限定
内服薬 ミヤBM細粒　
内服薬 ミルタザピンOD錠１５ｍｇ「サワイ」
内服薬 ミンクリア内用散布液0.8%20ml 院内限定
内服薬 ムコスタ錠１００㎎ 院外限定
内服薬 ムコソルバンL錠45ｍｇ 院外限定
内服薬 ムコソルバン錠　１５㎎ 院外限定
内服薬 ムコダインＤＳ　５０％
内服薬 ムコダイン錠　２５０㎎ 院外限定
内服薬 メイアクトＭＳ小児用細粒１０％
内服薬 メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ 院外限定
内服薬 メイラックス錠　１㎎
内服薬 メインテート錠　２．５㎎ 院外限定
内服薬 メキシチールカプセル１００㎎ 院外限定
内服薬 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」
内服薬 メサペイン錠 ５ｍｇ
内服薬 メサペイン錠１０ｍｇ
内服薬 メジコン散　１０％
内服薬 メジコン錠１５ｍｇ 院外限定
内服薬 メジコン配合シロップ
内服薬 メチコバール錠　５００μｇ
内服薬 メトグルコ錠２５０ｍｇ 院外限定
内服薬 メトグルコ錠５００ｍｇ 院外限定
内服薬 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「日医工｣ 院外は一般名処方
内服薬 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「日医工｣ 院外は一般名処方



内服薬 メドロール錠　４㎎
内服薬 メバロチン錠１０㎎ 院外限定
内服薬 メプチンシロップ　５μｇ／ｍＬ 院外限定
内服薬 メプチンドライシロップ0.005％（50μg/g）
内服薬 メプチンミニ錠　２５μｇ
内服薬 メマンチン塩酸塩OD錠 ５ｍｇ「DSEP」 院外は一般名処方
内服薬 メマンチン塩酸塩OD錠２０ｍｇ「DSEP」 院外は一般名処方
内服薬 メリスロン錠　６㎎ 院外限定
内服薬 メルカゾール錠　５㎎
内服薬 メレックス錠　０．５㎎
内服薬 モービック錠　１０㎎
内服薬 モサプリドクエン酸塩錠5mg｢日医工｣
内服薬 モビコール配合内用液
内服薬 モンテルカスト錠10mg｢KM｣
内服薬 ヤーズ配合錠 院外限定
内服薬 ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００ｍｇ
内服薬 ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１５０ｍｇ
内服薬 ユーゼル錠25mg 院外限定
内服薬 ユナシン細粒小児用１０％
内服薬 ユニシア配合錠ＨＤ
内服薬 ユニフィルＬＡ錠４００ｍｇ
内服薬 ユベラＮカプセル　１００㎎
内服薬 ユベラ錠　５０㎎
内服薬 ユリーフ錠４ｍｇ 院外限定
内服薬 ユリノーム錠　５０㎎
内服薬 ヨウ化カリウム
内服薬 ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」
内服薬 ヨクイニンエキス錠「コタロ－」
内服薬 ラキソベロン内用液０．７５％　１０ml 院外限定
内服薬 ラグノスNF経口ゼリー分包12g
内服薬 ラゲブリオカプセル200mg
内服薬 ラコールNF配合経腸用半固形剤300ml
内服薬 ラコールNF配合経腸用液200ml
内服薬 ラシックス錠２０㎎ 院外限定
内服薬 ラシックス錠４０㎎ 院外限定
内服薬 ラジレス錠150mg
内服薬 ラベプラゾールナトリウム錠10mg｢日医工｣
内服薬 ラミクタール錠100mg
内服薬 ラミシール錠　１２５㎎
内服薬 ランソプラゾールOD錠15mg｢ｻﾜｲ｣　
内服薬 ランソプラゾールOD錠30mg｢ｻﾜｲ｣　
内服薬 リアルダ錠1200mg



内服薬 リーゼ錠　５㎎ 院外限定
内服薬 リーバクト経口ゼリー分包12g
内服薬 リーバクト配合顆粒4.15g
内服薬 リーマス錠１００
内服薬 リウマトレックスカプセル２㎎
内服薬 リオナ錠２５０ｍｇ
内服薬 リオベル配合錠LD
内服薬 リクシアナOD錠15mg
内服薬 リクシアナOD錠60mg
内服薬 リザベンカプセル　１００㎎
内服薬 リザベン細粒　１０％
内服薬 リシノプリル錠5mg「トーワ」
内服薬 リスパダール錠１㎎
内服薬 リスパダール内用液1mg/mL　0.5mL/包
内服薬 リスパダール内用液1mg/mL　1mL/包
内服薬 リスミー錠１㎎
内服薬 リズミック錠　１０㎎
内服薬 リスモダンＲ錠　１５０㎎
内服薬 リネゾリド錠600mg「明治」
内服薬 リパクレオンカプセル150mg
内服薬 リバロ錠１mg 院外限定
内服薬 リピディル錠８０ｍｇ
内服薬 リピトール錠１０㎎ 院外限定
内服薬 リファジンカプセル　１５０㎎
内服薬 リフキシマ錠200mg
内服薬 リベルサス錠３ｍｇ
内服薬 リベルサス錠７ｍｇ
内服薬 リボトリール細粒　０．１％
内服薬 リボトリール錠　０．５㎎
内服薬 リポバス錠　５㎎ 院外限定
内服薬 リマチル錠　１００㎎
内服薬 リマプロストアルファデクス錠5μg｢サワイ」
内服薬 リリカＯＤ錠２５ｍｇ 院外限定
内服薬 リリカＯＤ錠７５ｍｇ 院外限定
内服薬 リンゼス錠0.25mg
内服薬 リンデロン錠　０．５㎎
内服薬 リン酸コデイン錠５ｍｇ｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
内服薬 ルジオミール錠　１０㎎
内服薬 ルセフィ錠２．５ｍｇ
内服薬 ルナベル配合錠LD 院外限定
内服薬 ルネスタ錠１ｍｇ 院外限定
内服薬 ルネスタ錠２ｍｇ 院外限定



内服薬 ルパフィン錠10mg 院外限定
内服薬 ルボックス錠２５㎎
内服薬 レキソタン錠　２㎎ 院外限定
内服薬 レキップ錠１ｍｇ
内服薬 レクチゾール錠　２５㎎
内服薬 レグパラ錠12.5mg
内服薬 レグパラ錠２５ｍｇ
内服薬 レザルタス配合錠HD
内服薬 レスタミンコーワ錠１０ｍｇ
内服薬 レスプレン錠　２０㎎
内服薬 レトロゾール2.5ｍｇ｢トーワ｣
内服薬 レナジェル錠250mg
内服薬 レニベース錠　５㎎ 院外限定
内服薬 レパグリニド錠0.25mg「サワイ」
内服薬 レパグリニド錠0.5mg「サワイ」
内服薬 レバミピド錠100mg｢NP｣
内服薬 レベトールカプセル２００㎎ 院外限定
内服薬 レボフロキサシン錠250mg｢DSEP｣　
内服薬 レボレード錠12.5mg
内服薬 レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ 院外限定
内服薬 レンビマカプセル4mg 患者限定
内服薬 ローコール錠３０mg
内服薬 ロートエキス散「ホエイ」
内服薬 ロカルトロールカプセル　　０．２５μｇ
内服薬 ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」
内服薬 ロキソニン錠　６０㎎ 院外限定
内服薬 ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「EMEC」
内服薬 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サワイ」
内服薬 ロスバスタチンOD錠2.5mg｢DSEP｣
内服薬 ロスバスタチンOD錠5㎎｢DSEP｣
内服薬 ロゼレム錠８ｍｇ
内服薬 ロタテック内用液 院内処方
内服薬 ロドピン細粒　１０％
内服薬 ロトリガ粒状カプセル２ｇ
内服薬 ロペミンカプセル　１㎎ 院外限定
内服薬 ロペミン小児用細粒　０．０５％
内服薬 ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「サワイ」
内服薬 ロラゼパム錠0.5㎎｢ｻﾜｲ｣　
内服薬 ロルカム錠４㎎
内服薬 ロンゲス錠５㎎ 院外限定
内服薬 ロンサーフ配合錠T15 患者限定
内服薬 ロンサーフ配合錠T２０ 患者限定



内服薬 ワーファリン錠0.5ｍｇ
内服薬 ワーファリン錠1㎎
内服薬 ワーファリン錠5㎎
内服薬 ワイテンス錠　２㎎
内服薬 ワイパックス錠0.5 院外限定
内服薬 ワゴスチグミン散　０．５％
内服薬 ワソラン錠４０㎎ 院外限定
内服薬 ワンアルファ錠　０．５μｇ
内服薬 ワントラム錠100mg
内服薬 安息香酸ナトリウムカフェイン「ケンエー」
内服薬 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ錠20mg｢ｻﾜｲ｣
内服薬 塩化ナトリウム
内服薬 球形吸着炭細粒分包２ｇ｢日医工｣
内服薬 重質酸化マグネシウム｢ケンエー｣
内服薬 小児用ムコソルバンＤＳ　1.5％ 院外限定
内服薬 小児用ムコソルバンシロップ0.3％ 院外限定
内服薬 炭酸水素ナトリウム
内服薬 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ錠500mg｢三和｣　
内服薬 乳酸カルシウム
内服薬 乳糖水和物
内服薬 硫酸バリウム散98.8％｢ﾎﾘｲ｣ 院内限定
内服薬 硫酸ポリミキシンＢ錠25万単位｢ファイザー｣
内服薬 硫酸亜鉛 院内限定
外用薬 0.025％オスバン　５００ｍｌ
外用薬 0.1%オスバン　５００ｍｌ
外用薬 １０％サリチル酸ワセリン軟膏　東豊
外用薬 ５％サリチル酸ワセリン軟膏　東豊 院外限定
外用薬 ５－ＦＵ軟膏５％協和　５ｇ
外用薬 ＡＺ点眼液0.02％
外用薬 Mohsペースト　 院内限定　約束処方
外用薬 MS冷シップ「ﾀｲﾎｳ｣ 院外限定
外用薬 NS軟膏 約束処方
外用薬 ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液２０ｍＬ 院内限定
外用薬 ＳＰトロ－チ明治
外用薬 ＶＣスティック 院内限定
外用薬 Ｖｉｔ．Ｃ誘導体ローション 院内限定
外用薬 アイオピジンUD点眼液１％　0.1ml 院内限定
外用薬 アイファガン点眼液０．１％　5ml
外用薬 アイベータ配合点眼液
外用薬 アイラミド配合懸濁性点眼液 院外限定
外用薬 アクアチムローション２０ml
外用薬 アクトシン軟膏３％　３０ｇ



外用薬 アクロマイシン軟膏３％　５ｇ
外用薬 アジマイシン点眼液１％ 院外限定
外用薬 アズノールうがい液４％  5ml
外用薬 アズノールキシロカイン含嗽水　500ml 院内限定　約束処方
外用薬 アズノール亜鉛華単軟膏（等量） 院内約束処方
外用薬 アズノール軟膏０．０３３％　
外用薬 アセモトール 院外限定・約束処方
外用薬 アゾルガ配合懸濁性点眼液 院外限定
外用薬 アドエア５０エアゾール１２０吸入用
外用薬 アドエア１００ディスカス60吸入用
外用薬 アドエア２５０ディスカス60吸入用
外用薬 アドフィードパップ４０ｍｇ
外用薬 アニュイティ100μgエリプタ30吸入用
外用薬 アニュイティ200μgエリプタ30吸入用 院外限定
外用薬 アノーロエリプタ30吸入用
外用薬 アフタッチ　２５μｇ
外用薬 アラセナＡ軟膏３％　５ｇ
外用薬 アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 院外限定
外用薬 アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用
外用薬 アルピニー坐剤　　５０mg 院外は一般名処方
外用薬 アルピニー坐剤　１００㎎ 院外は一般名処方
外用薬 アルピニー坐剤　２００㎎ 院外は一般名処方
外用薬 アルメタ軟膏　５ｇ
外用薬 アレサガテープ4mg
外用薬 アレジオンLX点眼液0.1%　
外用薬 アロプリノール含嗽水５００ml 院内限定　約束処方
外用薬 アンテベートローション１０ｇ
外用薬 アンテベート軟膏0.05%　5g
外用薬 アンペック坐剤　１０㎎
外用薬 アンペック坐剤　２０㎎
外用薬 イオウ・カンフルローション｢東豊｣ 院外限定
外用薬 イソジンガ－グル液７％　３０ml 院外限定
外用薬 イソジン液　１０％ 院外限定
外用薬 イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ　20mg/個
外用薬 イムノブラダー膀注用80mg 院内限定
外用薬 インタール吸入液１％アンプル 院外限定
外用薬 インテバンクリーム　５０ｇ 院外限定
外用薬 インテバン坐剤　２５㎎
外用薬 インドメタシンクリーム1%｢日医工｣50g
外用薬 ウルティブロ吸入用カプセル
外用薬 エイゾプト懸濁性点眼液１％　５ｍｌ
外用薬 エイベリス点眼液0.002%



外用薬 エキザルベ　５ｇ
外用薬 エクロックゲル５％ 院外限定
外用薬 エスクレ坐剤　２５０㎎
外用薬 エスクレ坐剤　５００㎎
外用薬 エストラーナテープ０．７２ｍｇ 院外限定
外用薬 エストリール膣錠０．５㎎
外用薬 エタノ－ル（５０％）耳浴用 約束処方
外用薬 エタプラス　５００ｍｌ 院内限定
外用薬 エピデュオゲル　１５ｇ 院外限定
外用薬 エムラクリーム 院内限定
外用薬 エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用
外用薬 オイラックスＨクリーム
外用薬 オイラックスクリーム１０％
外用薬 オーキシス9μgﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ60吸入
外用薬 オキサロールローション25μg/g(10g)
外用薬 オキサロール軟膏１０ｇ
外用薬 オキシドール「ケンエー」
外用薬 オキナゾール腟錠６００ｍｇ
外用薬 オスバン液　１０％ 院内限定
外用薬 オンブレス吸入用カプセル150μg
外用薬 ガチフロ点眼液0.3％　５ｍｌ
外用薬 カデックス外用散0.9％　５０ｇ
外用薬 カデックス軟膏０．９％４０ｇ
外用薬 カデックス軟膏分包45㎎　5g/枚
外用薬 カリーユニ点眼液
外用薬 キサラタン点眼液２．５ml
外用薬 キシロカインゼリ－２％　３０ml 院内限定
外用薬 キシロカインポンプｽﾌﾟﾚｰ80g(先発無) 院内限定
外用薬 キュバール５０エアゾール
外用薬 グラナテック点眼液０．４％　5ml
外用薬 クラビット点眼液１．５％　５ｍｌ
外用薬 グリセリン
外用薬 グリセリン・RO水　30ml/本 約束処方　院内限定
外用薬 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」　120ml
外用薬 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」　60ml
外用薬 クレナフィン爪外用液10%　3.56g/本
外用薬 クロマイ腟錠　１００㎎
外用薬 ゲーベンクリーム１％
外用薬 ケトプロフェンテープ20mg｢日医工｣
外用薬 ケラチナミンコ－ワクリーム20%　　２５ｇ
外用薬 ゲンタシン軟膏０．１％　１０ｇ 院外限定
外用薬 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%｢タイヨー｣10g



外用薬 コソプトミニ配合点眼液
外用薬 コソプト配合点眼液　５ｍｌ
外用薬 コリナコール点眼液
外用薬 コレクチム軟膏0.5%
外用薬 ｻｰｼﾞｾﾙ・ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙｶﾞｰｾﾞ型 10.2×20.3 院内限定
外用薬 ｻｰｼﾞｾﾙ・ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙｶﾞｰｾﾞ型 5.1×7.6 院内限定
外用薬 ｻｰｼﾞｾﾙ・ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ綿型 5.1×2.5 院内限定
外用薬 ザーネ軟膏
外用薬 サイプレジン点眼液　１０ml
外用薬 ザジテン点鼻液０．０５％
外用薬 ザラカム配合点眼液　2.5ml
外用薬 サリベ－トエアゾール
外用薬 サルタノ－ルインヘラ－１００μｇ
外用薬 サンコバ点眼液
外用薬 サンピロ点眼液１％
外用薬 サンピロ点眼液２％
外用薬 サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%
外用薬 シーブリ吸入用カプセル50μg
外用薬 シェルガン0.5眼粘弾剤 0.5mL 院内限定
外用薬 ジクアス点眼液３％
外用薬 ジクトルテープ75mg
外用薬 ジクロフェナクNaゲル1%｢SN｣　50g
外用薬 ジフルカン点眼液５ｍｌ 約束処方　院内限定
外用薬 シムビコートタービュヘイラー６０吸入
外用薬 スープレン吸入麻酔液 院内限定
外用薬 スコピゾル 院内限定
外用薬 スタデルムクリーム５％　１０ｇ
外用薬 スタデルム軟膏　１０ｇ
外用薬 スチックゼノールＡ　４０ｇ
外用薬 ステリクロンＲ液0.5　５００ｍｌ 院内限定
外用薬 ステリクロンWエタノール液1% ５００ｍｌ 院内限定
外用薬 ステリクロンＷ液０．０２％　
外用薬 ステロネマ注腸３ｍｇ
外用薬 スピール膏Ｍ
外用薬 スピオルトレスピマット　60吸入
外用薬 スピリーバ2.5μgレスピマット　60吸入
外用薬 スプレキュア点鼻液０．１５％
外用薬 スポンゼル 院内限定
外用薬 スミスリンローション５％　３０ｇ
外用薬 スミルスチック３％　40g/本 院外限定
外用薬 ゼビアックスローション２％　10g/本
外用薬 ゼフナートクリーム　１０ｇ



外用薬 ゼフナート外用液　１０ｍｌ
外用薬 ゼペリン点眼液０．１％ 院外限定
外用薬 セルタッチパップ140
外用薬 セルタッチパップ７０
外用薬 ゾビラックス眼軟膏　５ｇ
外用薬 ソフラチュ－ル貼付剤１０ｃｍ
外用薬 ダイアップ坐剤　　６㎎／個
外用薬 ダイアップ坐剤　１０㎎／個
外用薬 タコシール組織接着用シート4.8×4.8c㎡ハーフサイズ 院内限定
外用薬 タプコム配合点眼液　2.5ml
外用薬 タプロスミニ点眼液0.0015％　0.3ml/本
外用薬 タプロス点眼液0.0015%　2.5ml
外用薬 ダラシンＴゲル１％１０ｇ
外用薬 タリビッド眼軟膏０．３％　３．５ｇ
外用薬 タリビッド耳科用液０．３％　５ml
外用薬 タリムス点眼液0.1% 院外限定
外用薬 チモプト－ルＸＥ点眼液０．５％　２．５ml
外用薬 チモプト－ル点眼液０．５％　５ml
外用薬 チモレートPF点眼液０．５％　（ﾁﾓﾌﾟﾄｰﾙ）
外用薬 ツロブテロールテープ 1 ｢EMEC｣
外用薬 ツロブテロールテープ0.5 ｢EMEC｣　
外用薬 ツロブテロールテープ2 ｢EMEC｣　
外用薬 ディフェリンゲル０．１％　１５ｇ 院外限定
外用薬 デキサルチン口腔用軟膏１mg/g　5g
外用薬 デスモプレシン・スプレー10協和
外用薬 デスモプレシン・スプレー２．５協和
外用薬 デタントール0.01%点眼液　５ｍｌ
外用薬 デュオトラバ配合点眼液　２．５ｍｌ
外用薬 テラコ－トリル軟膏　５ｇ
外用薬 テリルジー100エリプタ30吸入用 院外限定
外用薬 デルモベートクリーム0.05%　5g
外用薬 デルモベート軟膏0.05%　5g
外用薬 デルモベ－トスカルプローション0.05%　10g
外用薬 テレミンソフト坐薬2mg 院外限定
外用薬 テレミンソフト坐薬10mg
外用薬 トプシム軟膏0.05%　５ｇ 院外限定
外用薬 トブラシン点眼液　５ml
外用薬 ドボベットゲル 院外限定
外用薬 ドボベットフォーム 院外限定
外用薬 ドボベット軟膏　15g
外用薬 トラバタンズ点眼液０．００４％　2.5ml
外用薬 トルソプト点眼液１％　５ml



外用薬 ドレニゾンテープ　（１枚＝１０㎝）
外用薬 トロンビン液モチダ（ソフトボトル）５千
外用薬 ナウゼリン坐剤　１０㎎
外用薬 ナウゼリン坐剤　３０㎎
外用薬 ナウゼリン坐剤　６０㎎
外用薬 ニコチネルＴＴＳ１０c㎡ 院外限定
外用薬 ニコチネルＴＴＳ２０c㎡ 院外限定
外用薬 ニコチネルＴＴＳ３０c㎡ 院外限定
外用薬 ニゾラールクリーム１０ｇ
外用薬 ニゾラールローション２％　１０ｇ
外用薬 ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」
外用薬 ニフラン点眼液　５ml
外用薬 ニュープロパッチ13.5mg
外用薬 ニュープロパッチ4.5mg
外用薬 ネオキシテープ７３．５ｍｇ
外用薬 ネオシネジンコーワ５％点眼液　１０ml
外用薬 ネオメドロールＥＥ軟膏　３ｇ
外用薬 ネリゾナソリューション０．１％　　１０ml
外用薬 ネリゾナユニバーサルクリーム１０ｇ
外用薬 ハイドロキノン親水軟膏５％ 院内限定・約束処方
外用薬 ハイパジールコーワ点眼液0.25％５ml
外用薬 バクスミー点鼻粉末剤3mg 院外限定
外用薬 バクトロバン鼻腔用軟膏２％　３ｇ
外用薬 パスタロンクリーム20％　25g 院外限定
外用薬 パタノール点眼液０．１％　５ml
外用薬 パピロックミニ点眼液0.1％
外用薬 ハ－ル　ワッサ－ 約束処方
外用薬 パルミコート200タービュヘイラー56吸入
外用薬 パルミコート200タービュヘイラー112吸入 院外限定
外用薬 バンコマイシン点眼液　5ml 約束処方　院内限定
外用薬 ヒアレインミニ０．３
外用薬 ヒアレインミニ点眼液０．１％
外用薬 ヒアレイン点眼液０．１％
外用薬 ヒアレイン点眼液０．３％
外用薬 ビーエスエスプラス５００眼灌流液0.0184% 院内限定
外用薬 ヒーロンV眼粘弾剤2.3％シリンジ　0.6ｍｌ 院内限定
外用薬 ヒーロン眼粘弾剤１％シリンジ　0.85ｍｌ 院内限定
外用薬 ビサコジル（テレミン）坐剤　１０㎎
外用薬 ビサコジル（テレミン）坐剤　２㎎
外用薬 ビスコート　0.5ml(先発無) 院内限定
外用薬 ビソノテープ２ｍｇ
外用薬 ビソノテープ４ｍｇ



外用薬 ビソノテープ８ｍｇ
外用薬 ビソルボン吸入液０．２％　４５ml 院外限定
外用薬 ヒドロキノン軟膏　５％ 院内限定・約束処方
外用薬 ヒドロキノン軟膏　７．５％ 院内限定・約束処方
外用薬 ヒドロキノン軟膏１０％ 院内限定・約束処方
外用薬 ヒビテン・グルコネート液　２０％
外用薬 ピマリシン点眼５％　５ml
外用薬 ヒルドイドクリーム０．３％　２５ｇ 院外限定
外用薬 ヒルドイドソフト軟膏０．３％　２５ｇ 院外限定
外用薬 ヒルドイドフォーム
外用薬 ヒルドイドローション０．３％　２５ｇ
外用薬 ファンギゾンシロップ含嗽水 約束処方
外用薬 フィブラストスプレー（５００）
外用薬 フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」
外用薬 フェンタニル3日用ﾃｰﾌﾟ 2.1mg「HMT」
外用薬 フェンタニル3日用ﾃｰﾌﾟ 4.2mg「HMT」
外用薬 フェンタニル3日用ﾃｰﾌﾟ 8.4mg「HMT」
外用薬 フェンタニル3日用ﾃｰﾌﾟ12.6mg ｢HMT｣
外用薬 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ1mg｢第一三共｣
外用薬 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ2mg｢第一三共｣
外用薬 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ4mg｢第一三共｣
外用薬 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ8mg｢第一三共｣
外用薬 フェントステープ0.5ｍｇ
外用薬 フラジール膣錠　２５０㎎
外用薬 プラスチベース
外用薬 フランドルテープ４０㎎ 院外限定
外用薬 プリビナ液０．０５％　５ml
外用薬 フルタイド50μGエアゾール120吸入用
外用薬 フルタイドディスカス（１００）
外用薬 フルティフォーム125エアゾール120吸入用
外用薬 フルナーゼ点鼻液50μｇ　56噴霧用
外用薬 フルメトロン点眼液　０．０２％　５ml
外用薬 フルメトロン点眼液　０．１％　５ml
外用薬 プレドニン眼軟膏　５ｇ
外用薬 ブロー氏液（院内） 院内限定
外用薬 プロクトセデイル軟膏２ｇ
外用薬 フロジン液５％　３０ml
外用薬 プロスタンディン軟膏３０ｇ
外用薬 プロトピック軟膏０．０３％小児用　５ｇ
外用薬 プロトピック軟膏０．１％　５ｇ
外用薬 ブロナック点眼液５ml 院外限定
外用薬 プロペト



外用薬 ブロムフェナクNa点眼液0.1%｢日新｣ 5ml
外用薬 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% 45ml
外用薬 ベガモックス点眼液０．５％　5ml
外用薬 ベストロン耳鼻科用１％　５ml
外用薬 ベストロン点眼用０．５％　５ｍｌ
外用薬 ベセルナクリーム５％
外用薬 ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1％
外用薬 ベナパスタ
外用薬 ベネトリン吸入液０．５％　３０ml
外用薬 ベノキシール点眼液０．４％　１０ｍｌ 院内限定
外用薬 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 院外限定
外用薬 ヘパリン点耳液　5ml（院内） 約束処方　院内限定
外用薬 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%　25g
外用薬 ベピオゲル２．５％　15g/本
外用薬 ベリプラストＰコンビセット(3ml) 院内限定
外用薬 ベロテックエロゾル１００
外用薬 ペンタサ坐剤１ｇ
外用薬 ペンタサ注腸１ｇ
外用薬 ペンレステープ１８ｍｇ 院内限定
外用薬 ボアラクリーム０．１２％　５ｇ/本
外用薬 ボアラ軟膏０．１２％　５ｇ/本
外用薬 ホクナリンテープ（０．５㎎／枚） 院外限定
外用薬 ホクナリンテープ（１mg／枚） 院外限定
外用薬 ホクナリンテープ（２㎎／枚） 院外限定
外用薬 ボスミン外用液0.1% 院内限定
外用薬 ポビドンヨードガーグル液７％｢明治｣
外用薬 ポビドンヨードゲル10％｢明治｣　4g/本
外用薬 ポビドンヨードゲル10％｢明治｣　90g
外用薬 ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」 院内限定
外用薬 ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」 院内限定
外用薬 ボルタレンゲル５０ｇ 院外限定
外用薬 ボルタレンサポ　２５㎎
外用薬 ボルタレンサポ　５０㎎
外用薬 マーデュオックス軟膏　10g/本 院外限定
外用薬 マイザークリーム０．０５％　１０ｇ
外用薬 マイザー軟膏０．０５％　１０ｇ
外用薬 マクロゴール軟膏
外用薬 ミオコールスプレー０．３ｍｇ
外用薬 ミケランＬＡ点眼液２％　２．５ｍｌ
外用薬 ミケラン点眼液２％　５ml
外用薬 ミドリンＭ点眼液０．４％　５ml
外用薬 ミドリンＰ点眼液　５ml



外用薬 ムコスタ点眼液UD２％
外用薬 メイスパン配合軟膏100g
外用薬 メサデルム軟膏０．１％　５ｇ 院外限定
外用薬 メノエイドコンビパッチ 院外限定
外用薬 メプチンキッドエアー5μg吸入　100回
外用薬 メプチンスイングヘラー10μg吸入100回
外用薬 メプチン吸入液ユニット30μg/0.3ml
外用薬 メプチン吸入液ユニット50μg／0.5ml
外用薬 モーラステープ２０ｍｇ　７枚／袋 院外限定
外用薬 モーラスパップXR120mg　7枚/袋 院外限定
外用薬 モベンゾシン点眼液（ﾓﾀﾞｼﾝ）5ml　 約束処方　院内限定
外用薬 ユーパスタコーワ　 院外限定
外用薬 ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g 院内限定
外用薬 ユベラ軟膏　56g 院外限定
外用薬 ラクティオンパップ70mg　 院外限定
外用薬 リザベン点眼液０．５％ 院外限定
外用薬 リドカインテープ18mg「NP] 院内限定
外用薬 リドメックスコーワローション　１０ｇ 院外限定
外用薬 リボスチン点眼液０．０２５％　５ml
外用薬 リボスチン点鼻液0.025mg　112噴霧用
外用薬 リュウアト１％眼軟膏　３．５ｇ
外用薬 リンデロンーＶＧローション　１０ml
外用薬 リンデロンーＶＧ軟膏　５ｇ
外用薬 リンデロンーＶローション　１０ml 院外限定
外用薬 リンデロン坐剤０．５㎎
外用薬 リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%  5ml
外用薬 ルコナック爪外用液５％　3.5g/本
外用薬 ルミガン点眼液０．０３％　２．５ｍｌ
外用薬 ルリコンクリーム1％　10g
外用薬 ルリコン液１％　10ml
外用薬 ルリコン軟膏１％　10g
外用薬 レスキュラ点眼液０．１２％　５ml
外用薬 レルベア100エリプタ30吸入用
外用薬 レルベア200エリプタ30吸入用
外用薬 ロキソニンテープ100mg 院外限定
外用薬 ロキソプロフェンNaﾃｰﾌﾟ100mg｢ﾕｰﾄｸ｣　
外用薬 ロコアテープ　7枚/袋 院外限定
外用薬 ロコイドクリーム０．１％　５ｇ
外用薬 ロコイド軟膏　５ｇ
外用薬 亜鉛華(10%)単軟膏｢ホエイ｣
外用薬 塩化アルミニウム溶液 ２０％　100ml 約束処方　院内限定
外用薬 塩化アルミニウム溶液４０％　100ml 約束処方　院内限定



外用薬 強力ポステリザン２ｇ／個
外用薬 耳垢水（ＣＭ水） 約束処方　院内限定
外用薬 小児用フルナーゼ点鼻液25μg　56噴霧用
外用薬 硝酸イソソルビドテープ40mg｢EMEC｣　
外用薬 新レシカルボン坐剤
外用薬 人工涙液マイティア
外用薬 生食点眼液　５ｍｌ 院内限定
外用薬 日点アトロピン点眼液１％
注射薬 ５ｰＦＵ注 250㎎
注射薬 ５ｰＦＵ注1000mg
注射薬 DTビック
注射薬 EOB・プリモビスト注シリンジ
注射薬 ＧＲＦ注50μｇ
注射薬 ＨＢグロブリン1000単位
注射薬 ＨＢグロブリン200単位
注射薬 ＫＣＬ補正液20mEq
注射薬 ＴＲＨ注 0.5㎎ 要時購入
注射薬 アービタックス100mg
注射薬 アイリーア硝子体内注射用キット
注射薬 アキネトン注 0.5％ 5㎎
注射薬 アクチット500ml
注射薬 アクトヒブ
注射薬 アザクタム注1g 要時購入
注射薬 アシクロビル点滴静注用250mg「トーワ」
注射薬 アスパラカリウム注10mEq
注射薬 アセリオ静注1000mgバッグ
注射薬 アタラックスＰ注25㎎
注射薬 アデノシン負荷用静注60mgシリンジ
注射薬 アデホス－Ｌ注40㎎
注射薬 アデラビン9号注
注射薬 アドリアシン注10㎎
注射薬 アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」
注射薬 アトロピン注0.05%注シリンジ「テルモ」
注射薬 アナフラニール注25㎎
注射薬 アネメトロ点滴静注液500mg
注射薬 アネレム静注用50mg
注射薬 アバスチン点滴静注用100mg
注射薬 アピドラ注ソロスター
注射薬 アピドラ注100単位/ml
注射薬 アピドラ注ソロスター
注射薬 アブラキサン点滴静注用100mg
注射薬 アミカシン硫酸塩注200mg 要時購入



注射薬 アミサリン注
注射薬 アミノレバン点滴静注200ml
注射薬 アミノレバン点滴静注500ml
注射薬 アムビゾーム点滴静注50mg 要時購入・患者限定
注射薬 アリナミン注10㎎
注射薬 アルギニン点滴静注30g 要時購入
注射薬 アルツディスポ関節注25mg
注射薬 アルブミナー静注5％250ml
注射薬 アンカロン注150
注射薬 アンスロビンＰ献血由来500単位
注射薬 イオパミロン300注［シリンジ型］100ml
注射薬 イオパミロン300注100ml
注射薬 イオパミロン300注20ml
注射薬 イオパミロン370注［シリンジ型］100ml
注射薬 イオパミロン370注100ml
注射薬 イオパミロン370注20ml
注射薬 イオヘキソール300注20ml「FF」
注射薬 イオヘキソール300注シリンジ100ml「FF」
注射薬 イオベリン300注20ml
注射薬 イオベリン300注シリンジ　100ml
注射薬 イオベリン350注100ml
注射薬 イオメロン300注100ml
注射薬 イソビスト300注10ml
注射薬 イノバン注0.3%シリンジ50ml
注射薬 イノレット30R注
注射薬 イベニティ皮下注105mgシリンジ
注射薬 イモバックスポリオ皮下注
注射薬 イリノテカン塩酸塩注100mg「SUN」
注射薬 イリノテカン塩酸塩注40mg「SUN」
注射薬 インジゴカルミン注２０ｍｇ「第一三共」
注射薬 インスリングラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」
注射薬 インデラル注射液2mg
注射薬 イントラリポス輸液20％100ml
注射薬 インフルエンザＨＡワクチン
注射薬 ヴィーンF輸液 500ml
注射薬 ウログラフィン注60％20ml
注射薬 ウロナーゼ静注用 6万単位
注射薬 エイムゲン
注射薬 エスポー皮下注24000シリンジ
注射薬 エダラボン点滴静注バッグ30mg「明治」
注射薬 エトキシスクレロール1%注30ml
注射薬 エナルモンデポー筋注250mg



注射薬 エピペン注射液0.3mg 医師限定・院内限定
注射薬 エピルビシン塩酸塩用10mg「ＮＫ］
注射薬 エピルビシン塩酸塩用50mg「ＮＫ］
注射薬 エポジン注シリンジ  750
注射薬 エポジン注シリンジ　1500
注射薬 エポジン注シリンジ　3000
注射薬 エホチール注 10mg
注射薬 エラスポール注100㎎
注射薬 エリル点滴静注液30㎎
注射薬 エルカルチンFF静注1000mgシリンジ
注射薬 エルシトニン注20S
注射薬 エルネオパＮＦ１号1500ml
注射薬 エルネオパＮＦ２号1500ml
注射薬 エレジェクト注シリンジ
注射薬 塩化Na補正用2.5mEq/ml
注射薬 塩化ナトリウム注10%シリンジ 「テルモ」20ml
注射薬 エンドキサン注　100㎎
注射薬 エンドキサン注　500㎎
注射薬 エンブレル皮下注25mgシリンジ 患者限定
注射薬 大塚塩カル注2％
注射薬 大塚生食注［広口開栓］500ml
注射薬 大塚生食注［細口開栓］500ml
注射薬 大塚生食注［洗浄用］1Ｌ
注射薬 大塚生食注500ml
注射薬 大塚生食注1000ml
注射薬 オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」
注射薬 オキファスト注10mg
注射薬 オキファスト注50mg
注射薬 オクトレオチド皮下注100μｇ「あすか」
注射薬 オザグレルNa点滴静注40mg「ケミファ」
注射薬 オノアクト点滴静注用50mg
注射薬 オビソート注 0.1g
注射薬 オフサグリーン静注用
注射薬 オムニパーク240注10ml
注射薬 オムニパーク240注シリンジ100ml
注射薬 オムニパーク300シリンジ注125ml
注射薬 オルダミン注射用1g
注射薬 オルドレブ点滴静注150mg 要時購入
注射薬 オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」 
注射薬 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ
注射薬 カドサイラ点滴静注用100mg
注射薬 ガドビスト静注シリンジ10ml



注射薬 ガドビスト静注シリンジ5ml
注射薬 ガベキサートメシル酸塩注射用100mg
注射薬 カルチコール注射液8.5%
注射薬 カルバゾクロムスルホン酸Na静注液50㎎（アドナ）
注射薬 カルボプラチン点滴静注150mg「NK]
注射薬 カルボプラチン点滴静注50mg「NK]
注射薬 キシロカイン［静注用］2％ 100㎎
注射薬 キシロカイン注射液エピレナミン含有0.5％20ml
注射薬 キシロカイン注射液エピレナミン含有1％20ml
注射薬 キシロカインポリアンプ注 0.5％10ml
注射薬 キシロカインポリアンプ注 1％10ml
注射薬 キシロカインポリアンプ注 2％10ml
注射薬 キュビシン静注用350mg
注射薬 クアトロバック皮下注
注射薬 グラニセトロン点滴静注用バッグ3mg「NK」
注射薬 グリセオール200ml
注射薬 クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP]
注射薬 グルアセト35 500ml
注射薬 グルカゴンＧ・ノボ
注射薬 クレキサン皮下注キット2000IU
注射薬 ケイツーＮ静注10mg
注射薬 ケタラール注200mg/20ml
注射薬 ケナコルトＡ筋注用関節腔内用水懸注　40㎎
注射薬 ケナコルトＡ皮内用関節腔内用水懸注　50㎎
注射薬 ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」
注射薬 ゲムシタビン点滴静注用　1g「ヤクルト」
注射薬 献血ベニロンーI静注用5000mg 患者限定
注射薬 ゲンタシン注40㎎
注射薬 コアベータ静注用12.5mg
注射薬 コートロシンZ筋注0.5mg
注射薬 コートロシン注射用0.25mg
注射薬 ゴナックス皮下注用120mg
注射薬 ゴナックス皮下注用240mg
注射薬 ゴナックス皮下注用80mg
注射薬 コバールトリイ静注用500
注射薬 コントミン筋注25㎎
注射薬 サイラムザ点滴静注液100mg
注射薬 サイラムザ点滴静注液500mg
注射薬 サイレース静注用2mg
注射薬 サブラッド血液ろ過用補充液BSG 2020mL
注射薬 ジアグノグリーン注射用25㎎
注射薬 シーパラ注



注射薬 ジーラスタ皮下注3.6mg
注射薬 ジェービックV「タケダ」
注射薬 シオゾール注10㎎
注射薬 シオゾール注25㎎
注射薬 ジギラノゲン注0.4mg
注射薬 シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」
注射薬 シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」
注射薬 シチコリンＨ注0.5g「KN」
注射薬 シプロフロキサシン点滴静注300㎎「明治」
注射薬 シベノール静注70㎎
注射薬 シングリックス筋注用50μg
注射薬 シンビット注50mg
注射薬 スキリージ皮下注75mgシリンジ 患者限定
注射薬 スプレキュアＭＰ 1.8㎎
注射薬 スルバシリン静注用1.5g
注射薬 スルピリン注射液250mg「日医工」
注射薬 生食注シリンジ「NP」20ml
注射薬 生食注シリンジ「NP」5ml
注射薬 生食注シリンジ「テルモ」10ml
注射薬 生理食塩液PL100ml
注射薬 ゼビュディ点滴静注液500mg
注射薬 セファゾリンNa注射用1ｇ「NP」
注射薬 セフォタックス注射用 1ｇ
注射薬 セフォチアム塩酸塩静注用1ｇ「NP]
注射薬 セフタジジム静注用1g「武田テバ」
注射薬 セフトリアキソンナトリウム静注用1ｇ「NP」
注射薬 セフメタゾールNa静注用1ｇ「NP」
注射薬 セルシン注射液10mg
注射薬 セレネース注5㎎
注射薬 ソセゴン注射液15㎎
注射薬 ソナゾイド注射用16μL
注射薬 ゾラデックスＬＡ10.8㎎デポ
注射薬 ゾラデックス注 1.8㎎デポ 要時購入・患者限定
注射薬 ゾラデックス注 3.6㎎デポ
注射薬 ソル・コーテフ静注用 500㎎
注射薬 ソル・コーテフ注射用 100㎎
注射薬 ソル・メドロール静注用 125㎎
注射薬 ソル・メドロール静注用 500㎎
注射薬 ソルダクトン静注用 200㎎
注射薬 ソルデム１輸液200ml
注射薬 ソルデム１輸液500ml
注射薬 ソルデム２輸液200ml



注射薬 ソルデム２輸液500ml
注射薬 ソルデム３A輸液200ml
注射薬 ソルデム３A輸液500ml
注射薬 ソルデム６輸液200ml
注射薬 ソルデム６輸液500ml
注射薬 ゾルトファイ配合注フレックスタッチ
注射薬 ゾレア皮下注150mgシリンジ
注射薬 ゾレドロン酸点滴静注液バック4mg「ニプロ」
注射薬 ダイアモックス注射用500㎎
注射薬 タケプロン静注用30mg
注射薬 タゾピペ配合点滴用バッグ4.5g「ファイザー」
注射薬 タチオン注射用200㎎
注射薬 ダットスキャン静注
注射薬 ダルベポエチンアルファ注シリンジ10μｇ「KKF」
注射薬 ダルベポエチンアルファ注シリンジ120μｇ「KKF」
注射薬 ダルベポエチンアルファ注シリンジ20μｇ「KKF」
注射薬 ダルベポエチンアルファ注シリンジ30μｇ「KKF」
注射薬 ダルベポエチンアルファ注シリンジ40μｇ「KKF」
注射薬 ダルベポエチンアルファ注シリンジ60μｇ「KKF」
注射薬 ダントリウム静注用20㎎
注射薬 チエペネム点滴用0.5g
注射薬 注射用水バッグ1000ml
注射薬 テイコプラニン点滴静注用200mg「NP」
注射薬 ディプリバンキット注1％50ml
注射薬 デカドロン注射液 1.65㎎
注射薬 デカドロン注射液 3.33㎎
注射薬 デクスメデトミジン静注液200μgシリンジ「ニプロ」
注射薬 デスフェラールバイアル　500㎎
注射薬 テタノブリンIH静注250単位
注射薬 デトキソール静注液2g
注射薬 テトラビック皮下注シリンジ
注射薬 デノシン点滴静注用500mg 要時購入　患者限定
注射薬 デポ・メドロール水懸注20㎎
注射薬 デュピクセント皮下注ペン300mg
注射薬 テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」
注射薬 テリボン皮下注用28.2μgオートインジェクター
注射薬 テリボン皮下注用56.5μg（溶解液付）
注射薬 ドセタキセル点滴静注20㎎「ニプロ」　
注射薬 ドセタキセル点滴静注80㎎「ニプロ」
注射薬 ドパストン静注50mg
注射薬 ドプポン注0.3%シリンジ　50ml
注射薬 ドプラム注射液400㎎



注射薬 トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」
注射薬 トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」
注射薬 トラネキサム酸注1000mg「日新」
注射薬 トラベルミン注
注射薬 トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
注射薬 トレシーバ注フレックスタッチ
注射薬 トロビシン筋注用２ｇ 要時購入
注射薬 ドロレプタン注射液25㎎
注射薬 ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」
注射薬 ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」
注射薬 ナベルビン注 10㎎
注射薬 ナルベイン注20mg
注射薬 ナルベイン注2mg
注射薬 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」
注射薬 ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」
注射薬 ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」
注射薬 ニコランジル点滴静注用 2㎎　「サワイ」
注射薬 ニコランジル点滴静注用 48㎎「サワイ」
注射薬 ニトプロ持続静注液 6㎎
注射薬 ニトログリセリン静注5mg
注射薬 ニューモバックスNP
注射薬 ネオアミユー輸液200ml
注射薬 ネオシネジンコーワ注1mg
注射薬 ネオビタカインシリンジ注
注射薬 ネオフィリン注PL注 250㎎
注射薬 ネスプ注射液プラシリンジ 120μg
注射薬 ネスプ注射液プラシリンジ60μg
注射薬 ノイアート静注用1500単位
注射薬 ノイトロジン注 100μｇ
注射薬 ノイロトロピン注射液3.6単位
注射薬 ノバスタンHI注10㎎/2ml
注射薬 ノボラピッド30ミックス注フレックスペン
注射薬 ノボラピッド注フレックスペン
注射薬 ノボラピッド注フレックスタッチ 院外限定
注射薬 ノボリン３０Ｒ注フレックスペン
注射薬 ノボリンN注フレックスペン
注射薬 ノボリンＲ注フレックスペン
注射薬 ノルアドリナリン注
注射薬 ノルディトロピン フレックスプロ注10㎎ 院外限定
注射薬 パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg
注射薬 パーサビブ静注透析用シリンジ5mg
注射薬 パージェタ点滴静注　420mg



注射薬 ハーセプチン注射用150㎎
注射薬 ハーセプチン注射用60㎎
注射薬 バイエッタ皮下注10μgペン300
注射薬 バイエッタ皮下注5μgペン300
注射薬 ハイカリックＲＦ輸液 500ml
注射薬 ハイスコ皮下注0.5mg
注射薬 バクトラミン注
注射薬 パクリタキセル注30㎎ 「NK」
注射薬 パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」
注射薬 ハプトグロビン静注 2000単位「JB」
注射薬 パム注射液500㎎
注射薬 ハラヴェン静注1mg
注射薬 パルナパリン透析用200単位シリンジ「フソー」
注射薬 パロノセトロン静注0.75mg「タイホウ」
注射薬 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5「MEEK」
注射薬 パントール注 500㎎
注射薬 ハンプ注射用 1000
注射薬 ビーフリード輸液1000ml
注射薬 ビーフリード輸液500ml
注射薬 ビームゲン注0.25ml
注射薬 ビームゲン注0.5ml
注射薬 ビカーボン輸液500ml
注射薬 ビクシリン注射用1g
注射薬 ビクトーザ皮下注18mg
注射薬 ピシバニール注注射用5KE
注射薬 ビタジェクト注キット
注射薬 ビタシミン注 500㎎
注射薬 ビタメジン静注用
注射薬 ヒトＣＲＨ静注用100μｇ「タナベ」 要時購入
注射薬 ピトレシン注射液20
注射薬 ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」
注射薬 ヒューマリン3/7注ミリオペン
注射薬 ヒューマリンN注ミリオペン
注射薬 ヒューマリンＲ注
注射薬 ヒューマログ注ミリオペン
注射薬 ヒューマログミックス50注ミリオペン
注射薬 ヒューマログミリオペンHD 院外限定
注射薬 ヒューマログ注【カート】　300単位/本 院外限定
注射薬 ヒューマログ注100単位/ｍｌ(10ml/V) 院外限定・患者限定
注射薬 ヒュミラ皮下注40mgペン 医師限定・院外限定
注射薬 ビリスコピン点滴静注 50
注射薬 ヒルトニン注射液 0.5㎎



注射薬 ヒルナミン筋注25㎎
注射薬 ファセンラ皮下注30mgシリンジ 患者限定
注射薬 ファモチジン静注20㎎
注射薬 フィジオ140輸液 500ml
注射薬 フィブロガミンＰ静注用
注射薬 フィルデシン注 1㎎
注射薬 フェインジェクト静注500mg
注射薬 フェジン 40mg
注射薬 フェソロデックス筋注250mg
注射薬 フェノバール注注射液100㎎
注射薬 フェンタニル注射液0.1mg
注射薬 フェンタニル注射液0.25mg
注射薬 フォルテオ皮下注キット600mg 院外限定
注射薬 フサン注50㎎ 要時購入
注射薬 ブスコパン注20㎎
注射薬 ブドウ糖50%注シリンジ20ml「テルモ」
注射薬 ブドウ糖注5%PL100ml「フソー」
注射薬 プラリア皮下シリンジ60mg
注射薬 ブリディオン静注200mg
注射薬 プリンペラン注射液10mg
注射薬 フルオレサイト静注 500mg
注射薬 フルカリック１号輸液 903ml
注射薬 フルカリック２号輸液 1003ml
注射薬 フルカリック３号輸液 1103ml
注射薬 フルマゼニル静注0.5mg「ケミファ」
注射薬 フルマリン静注 1ｇ
注射薬 プレベナー13水性懸濁注
注射薬 プロカイン塩酸塩注0.5%「トーワ」
注射薬 プロジフ静注液200
注射薬 プロスタルモンＦ注1000
注射薬 プロスタンディン注射用20μｇ
注射薬 プロタノールＬ注 0.2㎎
注射薬 プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」
注射薬 プロハンス静注シリンジ
注射薬 プロポフォール注1％20ml「マルイシ」
注射薬 ベクティビックス点滴静注100mg
注射薬 ベクルリー点滴静注用100mg
注射薬 ベナンバックス注射300mg
注射薬 ヘパリンNa注5000単位「モチダ」
注射薬 ヘパリンNa透析用500単位シリンジ
注射薬 ヘパリンNaロック用100単位シリンジ
注射薬 ヘパリンナトリウム注N5000単位



注射薬 ヘプタバックスーⅡ水性懸濁注シリンジ　0.25ml
注射薬 ヘプタバックスーⅡ水性懸濁注シリンジ0.5ml
注射薬 ヘルニコア椎間板注用1.25単位 要時購入　患者限定
注射薬 ヘルベッサー注射用50㎎
注射薬 ホストイン静注750mg
注射薬 ホスミシンＳ静注用2ｇ
注射薬 ボスミン注 1㎎
注射薬 ポタコールＲ輸液 500ml
注射薬 ボトックス注用50単位 患者限定
注射薬 ボトックス注用100単位 患者限定
注射薬 ポプスカイン0.25%注バッグ250mg
注射薬 ポプスカイン0.5%注50mg
注射薬 ポララミン注5mg
注射薬 ボリコナゾール錠200mg「JG」
注射薬 ポリドカスクレロール1%注2ml
注射薬 ボルベン輸液 500ml
注射薬 ボンビバ静注シリンジ1mg
注射薬 マーカイン注脊麻用0.5%高比重
注射薬 マーカイン注脊麻用0.5%等比重
注射薬 マイトマイシン注用 2㎎
注射薬 マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「フソー」
注射薬 マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「フソー」
注射薬 マキシピーム注射用1g
注射薬 マキュエイド眼注用 40mg
注射薬 マグネスコープ静注38%シリンジ15ml
注射薬 マンニットール注射液20％　300ml「YD」
注射薬 ミカファンギンＮａ点滴静注用50mg「ニプロ」
注射薬 ミダゾラム注射液10㎎「テバ」
注射薬 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注100㎎「タイヨー」
注射薬 ミラクリッド注射液5万単位
注射薬 ミルセラ注シリンジ25μg
注射薬 ミルセラ注シリンジ50μg
注射薬 ミルセラ注シリンジ 100μg
注射薬 ミルセラ注シリンジ 150μg
注射薬 ミルセラ注シリンジ 200μg
注射薬 ミルセラ注シリンジ 250μg
注射薬 ミルリノン静注液10mg「タイヨー」 10mL
注射薬 無水エタノール注「ファイザー」
注射薬 メイロン静注7%　20ml
注射薬 メイロン静注7%　250ml
注射薬 メチコバール注射液500μg
注射薬 メロペメム点滴静注用0.5ｇ「明治」



注射薬 モルヒネ塩酸塩注10mg
注射薬 ライゾデグ配合注 フレックスタッチ 
注射薬 ラシックス注20㎎
注射薬 ラピアクタ点滴静注用バイアル150mg
注射薬 ラピアクタ点滴静注用バッグ　300mg
注射薬 ラビピュール筋注用
注射薬 ランタスXR注ソロスター 450単位/本 院外限定
注射薬 ランマーク皮下注120mg
注射薬 リキスミア皮下注300μg
注射薬 リコモジュリン点滴静注用12800U
注射薬 リスモダンＰ注50㎎
注射薬 リゾビスト注1.6ml
注射薬 リツキサン注100mg
注射薬 リツキサン注500mg
注射薬 リドカイン静注用シリンジ2％「テルモ」
注射薬 リネゾリド点滴静注液600mg「明治」
注射薬 リピオドール４８０注
注射薬 リプル注10μｇ
注射薬 硫酸Mg補正液1mEq/ml
注射薬 リュープリン注射用キット 1.88㎎
注射薬 リュープリン注射用キット 3.75㎎
注射薬 リュープリンSR注射用キット11.25㎎
注射薬 リュープリンPRO注射用キット22.5㎎
注射薬 リン酸Na補正液0.5mmol/ml
注射薬 リンデロン注 2㎎
注射薬 ルセンティス硝子体内注射用キット10mg
注射薬 ルムジェブ注 院外限定
注射薬 ルムジェブ注カート 院外限定
注射薬 ルムジェブ注ミリオペン
注射薬 ルムジェブ注ミリオペンHD 院外限定
注射薬 レギチーン注射液10mg
注射薬 レパーサ皮下注140mgペン 院外限定　患者限定
注射薬 レベミル注フレックスペン 院外限定　患者限定
注射薬 レボビスト注　2.5ｇ
注射薬 レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」
注射薬 レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」
注射薬 レミケード点滴静注用100 患者限定
注射薬 レミフェンタニル静注用2mg
注射薬 ロイコボリン注 3㎎
注射薬 ロクロニウム臭化物静注液50mg
注射薬 ロナプリーブ点滴静注セット1332
注射薬 ロピオン静注50mg



注射薬 ワイスタール配合静注 1ｇ
注射薬 ワゴスチグミン注 0.5㎎
注射薬 ワソラン注静注5㎎
注射薬 ヱフェドリン注射液40mg
注射薬 乾燥ＢＣＧワクチン
注射薬 乾燥まむし抗毒素6000単位
注射薬 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン
注射薬 乾燥弱毒生水痘ワクチン
注射薬 乾燥弱毒生風しんワクチン
注射薬 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン
注射薬 乾燥弱毒生麻しんワクチン
注射薬 強力ネオミノファーゲンシーP注
注射薬 献血アルブミン25％静注50ml
注射薬 献血ヴェノグロブリンIH10%静注 2.5ｇ
注射薬 献血ヴェノグロブリンIH5%静注 2.5ｇ
注射薬 献血グロベニンーI5%静注 2500mg
注射薬 水溶性プレドニン注10㎎
注射薬 生食溶解液キットＨ100ml
注射薬 精製ツベルクリン［一般診断用］
注射薬 大塚蒸留水20ml
注射薬 大塚生食注20ml
注射薬 大塚生食注250ml
注射薬 大塚糖液 5%　20ml
注射薬 大塚糖液 5%　250ml
注射薬 大塚糖液 5%　500ml
注射薬 大塚糖液20%　20ml
注射薬 大塚糖液50%　200ml
注射薬 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン
注射薬 沈降破傷風トキソイド
注射薬 低分子デキストランＬ250ml
注射薬 硫酸ストレプトマイシン注1ｇ
器材 ＢＤプラスチパック　１００単位
器材 Free Style ﾘﾌﾞﾚ　Reader（血糖計）院内 院内限定
器材 Free Style ﾘﾌﾞﾚｾﾝｻｰﾊﾟｯｸ120　30枚入（院内） 院内限定
器材 ＮＳ点鼻器具30ml用（院内） 院内限定
器材 エアロチャンバー（マスク付・大人用） 院内限定
器材 エアロチャンバー・プラス（マスク付） 院内限定
器材 エアロチャンバー・プラス（吸入補助器具） 院内限定
器材 グルテストNeoセンサー☆30枚入（院内） 院内限定
器材 グルテストアクア（血糖計）院内 院内限定
器材 ジェントレット（穿刺具）(院内） 院内限定
器材 ジェントレット針☆30本入（院内） 院内限定



器材 デュオペーサー(吸入補助器・マスクなし) 院内限定
器材 デュオペーサー(吸入補助器・マスク付) 院内限定
器材 トリフローⅡ（呼吸練習器）（院内） 院内限定
器材 ナノパスニードルⅡ　34G　14個/袋 院外限定
器材 ピークフローメーター（標準用）（院内） 院内限定
器材 マイクロファインプラス３２Ｇ
器材 メディセーフファインタッチⅡ(穿刺具)(院内) 院内限定
器材 メディセーフフィット(血糖計)(院内) 院内限定
器材 メディセーフフィットチップ(30本/箱)　（院内） 院内限定
器材 メディセーフ針（３０本入／箱）（院内） 院内限定
腹膜灌流 ＣＡＰＤシステムⅡＹセット 院内限定
腹膜灌流 ＣＡＰＤシステムＡＰＤキット 院内限定
腹膜灌流 ＣＡＰＤディスコネクトＹセット 院内限定
腹膜灌流 ＣＡＰＤミニキャップキット 院内限定
腹膜灌流 ＪＭＳ★ＡＰＤ回路　ＰＤ－ｍｉｎｉ 院内限定
腹膜灌流 ＪＭＳ★ＣＡＰＤバッグフリー交換ＳＴ 院内限定
腹膜灌流 ＪＭＳ★ＣＡＰＤバッグ交換セットＭＣ 院内限定
腹膜灌流 TSCD交換ｷｯﾄ(ｳｴﾊｰ,ﾎｺﾞﾁｭｰﾌﾞ,延長ﾁｭｰﾌﾞ)1ｾｯﾄ 院内限定
腹膜灌流 ＵＶフラッシュディスコネクトＹセット 院内限定
腹膜灌流 ＵＶフラッシュディスコネクトキット 院内限定
腹膜灌流 ＵＶフラッシュディスコネクト接続ﾁｭｰﾌﾞ 院内限定
腹膜灌流 エクストラニール　ＵＶﾂｲﾝ１．５Ｌ(4袋) 院内限定
腹膜灌流 エクストラ二ール　シスⅡ　２Ｌ 院内限定
腹膜灌流 エクストラ二ール（排液バック付）１．５Ｌ 院内限定
腹膜灌流 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD-2 1.5 ｼｽﾃﾑⅡ 2.0L 4袋 院内限定
腹膜灌流 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD-2 1.5　ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ 5.0L 2袋 院内限定
腹膜灌流 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD-2 1.5 ﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ1.0L 6袋 院内限定
腹膜灌流 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD-2 1.5 ﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ1.5L 5袋 院内限定
腹膜灌流 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD-2 1.5UVﾌﾗｯｼｭ1.5L(ﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ) 5袋 院内限定
腹膜灌流 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD-2 1.5UVﾌﾗｯｼｭ2.0L 4袋 院内限定
腹膜灌流 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD-2 2.5ﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ 1.5L 5袋 院内限定
腹膜灌流 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD-4 1.5 UVﾌﾗｯｼｭ 1.5L 5袋 院内限定
腹膜灌流 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD-4 1.5 UVﾌﾗｯｼｭ 2.0L 4袋 院内限定
腹膜灌流 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD-4 1.5 ｼｽﾃﾑⅡ 5.0L 2袋 院内限定
腹膜灌流 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD-4 1.5 ﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ 1.5L 5袋 院内限定
腹膜灌流 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD-4 1.5 ﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ 2.0L 4袋 院内限定
腹膜灌流 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD-4 1.5ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ 5.0L 2袋 院内限定
腹膜灌流 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD-4 2.5 UVﾌﾗｯｼｭ 2.0L 4袋 院内限定
腹膜灌流 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD-4 2.5 ｼｽﾃﾑⅡ 5.0L 2袋 院内限定
腹膜灌流 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD-4 2.5 ﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ 1.5L 5袋 院内限定
腹膜灌流 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD-4 2.5 ﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ 2.0L 4袋 院内限定
腹膜灌流 ﾃﾙﾓAPD切りはなし用ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ　7ｾｯﾄ 院内限定



腹膜灌流 ﾃﾙﾓTSCD交換ｷｯﾄ（ｳｴﾊｰのみ）　56ｾｯﾄ 院内限定
腹膜灌流 ﾃﾙﾓTSCD交換ｷｯﾄ（延長ﾁｭｰﾌﾞのみ）　5ｾｯﾄ 院内限定
腹膜灌流 ﾃﾙﾓﾏｲﾎｰﾑぴこｾｯﾄ（APD回路）　7ｾｯﾄ 院内限定
腹膜灌流 ﾃﾙﾓﾏｲﾎｰﾑぴこｾｯﾄ（無菌ｴｰｽ専用）7ｾｯﾄ 院内限定
腹膜灌流 ﾃﾙﾓ排液用ﾊﾞｯｸﾞS　28ｾｯﾄ 院内限定
腹膜灌流 ﾃﾙﾓ保護ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ（保護ｷｬｯﾌﾟ・ﾏｽｸ）28ｾｯﾄ 院内限定
腹膜灌流 ﾆｺﾍﾟﾘｯｸ腹膜透析液(排液バッグ付)　1.5L 院内限定
腹膜灌流 ニコペリック腹膜透析液1.5L　4袋 院内限定
腹膜灌流 ﾎｰﾑAPDｼｽﾃﾑゆめｾｯﾄ　UVﾌﾗｯｼｭ5ﾊﾞｯｸﾞ用ｾｯﾄ 院内限定
腹膜灌流 ホームＡＰＤシステム排液採取用セット 院内限定
腹膜灌流 ホームＡＰＤユメシステムⅡ　５セット 院内限定
腹膜灌流 ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135ﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ　1000ml　8袋 院内限定
腹膜灌流 ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135ﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ　1500ml　4袋 院内限定
腹膜灌流 ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135ﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ　2000ml　4袋 院内限定
腹膜灌流 ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135腹膜透析液　2500ml　4袋 院内限定
腹膜灌流 ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL250ﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ　1500ml　4袋 院内限定
腹膜灌流 ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL250ﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ　2000ml　4袋 院内限定
腹膜灌流 ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL250腹膜透析液　2500ml　4袋 院内限定
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