
医薬品名 採用区分 厚労省コード

ユーロジン２ｍｇ錠 院外のみ採用 1124001F2029
ベンザリン錠５ 院内・院外採用 1124003F2222
セルシン散　１％ 院外のみ採用 1124017B1129
２ｍｇセルシン錠 院内・院外採用 1124017F2135
セルシンシロップ０．１％ 院内・院外採用 1124017Q1032
【般】ロラゼパム錠０．５ｍｇ 一般名処方 1124022F1067
ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」(ﾜｲﾊﾟｯｸｽ) 院内のみ採用 1124022F1083
コンスタン0.4mg錠 院内・院外採用 1124023F1029
グランダキシン錠５０ 院内・院外採用 1124026F1022
メイラックス錠１ｍｇ 院外のみ採用 1124029F1026
ドラール錠１５ 院内・院外採用 1124030F1029
フェノバール散１０％ 院内・院外採用 1125003B2031
フェノバールエリキシル０．４％ 院内・院外採用 1125004S1030
トリクロリールシロップ１０％ 院内・院外採用 1129004Q1031
アモバン錠　７．５ 院外のみ採用 1129007F1026
アモバン錠　１０ 院外のみ採用 1129007F2022
マイスリー錠１０ｍｇ 院外のみ採用 1129009F2021
ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」（ﾏｲｽﾘｰ） 院内・院外採用 1129009F3028
ルネスタ錠１ｍｇ 院外のみ採用 1129010F1028
ルネスタ錠２ｍｇ 院内・院外採用 1129010F2024
アレビアチン散１０％ 院内・院外採用 1132002B1060
エピレオプチマル散５０％ 院外のみ採用 1139001B1031
テグレトール細粒５０％ 院内・院外採用 1139002C1082
テグレトール錠２００ｍｇ 院外のみ採用 1139002F1062
テグレトール錠１００ｍｇ 院内・院外採用 1139002F2026
ランドセン細粒０．１％ 院内・院外採用 1139003C1052
リボトリール錠１ｍｇ 院外のみ採用 1139003F2047
デパケン細粒４０％ 院外のみ採用 1139004C2061
セレニカＲ顆粒４０％ 院外のみ採用 1139004D1052
デパケン錠２００ｍｇ 院内・院外採用 1139004F2173
デパケンＲ錠１００ 院内・院外採用 1139004G1024
デパケンＲ錠２００ 院内・院外採用 1139004G2020
デパケンシロップ５％ 院内・院外採用 1139004Q1100
エクセグラン散２０％ 院内・院外採用 1139005B1048
エクセグラン錠１００ｍｇ 院外のみ採用 1139005F1023
マイスタン細粒１％ 院外のみ採用 1139006C1030
マイスタン錠１０ｍｇ 院外のみ採用 1139006F2024
トピナ錠５０ｍｇ 院外のみ採用 1139008F1027
トピナ錠１００ｍｇ 院外のみ採用 1139008F2023
トピナ錠２５ｍｇ 院外のみ採用 1139008F3020
ラミクタール錠小児用２ｍｇ 院外のみ採用 1139009F1021
ラミクタール錠小児用５ｍｇ 院外のみ採用 1139009F2028
ラミクタール錠２５ｍｇ 院外のみ採用 1139009F3024
イーケプラ錠２５０ｍｇ 院外のみ採用 1139010F1024
イーケプラドライシロップ５０％ 院外のみ採用 1139010R1020
フィコンパ錠２ｍｇ 院外のみ採用 1139014F1022
フィコンパ錠４ｍｇ 院外のみ採用 1139014F2029
ポンタールカプセル２５０ｍｇ 院外のみ採用 1141005M2094
ポンタールシロップ３．２５％ 院外のみ採用 1141005Q1081
カロナール細粒２０％ 院内・院外採用 1141007C1075
カロナール錠２００ 院内・院外採用 1141007F1063
アスピリン 院内・院外採用 1143001X1074
バファリン配合錠Ａ３３０ 院内・院外採用 1143010F2074
ボルタレン錠２５ｍｇ 院内・院外採用 1147002F1560
ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ 院内・院外採用 1147002N1174
ソランタール錠　１００ｍｇ 院内・院外採用 1148001F2101
ブルフェン錠１００ 院内・院外採用 1149001F1455
ナイキサン錠１００ｍｇ 院内・院外採用 1149007F1142



パラミヂンカプセル３００ｍｇ 院外のみ採用 1149009M1035
フロベン顆粒８％ 院内・院外採用 1149011D1032
クリノリル錠１００ 院内・院外採用 1149015F2020
ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」（ﾛｷｿﾆﾝ） 院内のみ採用 1149019F1480
【般】ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ 一般名処方 1149019F1560
カルフェニール錠８０ｍｇ 院外のみ採用 1149020F2020
ノイロトロピン錠４単位 院内・院外採用 1149023F1036
ペオン錠８０ 院外のみ採用 1149029F1033
フルカムカプセル１３．５ｍｇ 院外のみ採用 1149030M1027
フルカムカプセル２７ｍｇ 院外のみ採用 1149030M2023
ソセゴン錠　２５ｍｇ 院内・院外採用 1149034F1026
ロルカム錠４ｍｇ 院内・院外採用 1149036F2021
セレコックス錠１００ｍｇ 院内・院外採用 1149037F1020
セレコックス錠２００ｍｇ 院内・院外採用 1149037F2026
トラマールＯＤ錠２５ｍｇ 院外のみ採用 1149038F1024
ワントラム錠１００ｍg 院外のみ採用 1149038G1020
ＳＧ配合顆粒（1ｇ/包） 院外のみ採用 1149116D1033
トラムセット配合錠 院内・院外採用 1149117F1020
シンメトレル細粒１０％ 院内・院外採用 1161001C1089
シンメトレル錠５０ｍｇ 院内・院外採用 1161001F1050
アキネトン錠１ｍｇ 院内・院外採用 1162001F1066
アーテン錠（２ｍｇ） 院内・院外採用 1169001F1024
ドプスＯＤ錠１００ｍｇ 院外のみ採用 1169006F1027
ドプスＯＤ錠２００ｍｇ 院外のみ採用 1169006F2023
カバサール錠０．２５ｍｇ 院内・院外採用 1169011F1028
ビ・シフロール錠０．５ｍｇ 院内・院外採用 1169012F2029
イーシー・ドパール配合錠 院内・院外採用 1169100F1052
メネシット配合錠１００ 院内・院外採用 1169101F1146
ノバミン錠５ｍｇ 院内・院外採用 1172010F1037
トフラニール錠１０ｍｇ 院内・院外採用 1174006F1078
トフラニール錠２５ｍｇ 院内・院外採用 1174006F2074
アタラックス‐Ｐカプセル２５ｍｇ 院外のみ採用 1179019M1046
セレネース錠０．７５ｍｇ 院内・院外採用 1179020F1210
デパス錠０．５ｍｇ 院内のみ採用 1179025F1026
【般】エチゾラム錠０．５ｍｇ 一般名処方 1179025F1026
テトラミド錠１０ｍｇ 院内のみ採用 1179033F1020
【般】トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ 一般名処方 1179037F1029
トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」（ﾚｽﾘﾝ） 院内のみ採用 1179037F1053
リスパダールＯＤ錠１ｍｇ 院内・院外採用 1179038F5029
リスパダール内用液　１ｍｇ／ｍＬ（０．５ｍｇ／包） 院内のみ採用 1179038S1021
デプロメール錠　２５ 院外のみ採用 1179039F1028
パキシル錠　１０ｍｇ 院内・院外採用 1179041F1025
【般】クエチアピン錠２５ｍｇ 一般名処方 1179042F1020
ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠２５ｍｇ「ﾄｰﾜ」（ｾﾛｸｴﾙ） 院内のみ採用 1179042F1151
ジェイゾロフト錠２５ｍｇ 院内・院外採用 1179046F1028
ストラテラカプセル１０ｍｇ 院外のみ採用 1179050M2020
サインバルタカプセル２０ｍｇ 院内・院外採用 1179052M1022
インチュニブ錠1ｍｇ 院外のみ採用 1179057G1021
インチュニブ錠3ｍｇ 院外のみ採用 1179057G2028
ＰＬ配合顆粒 院内・院外採用 1180107D1131
グラマリール錠２５ｍｇ 院内・院外採用 1190004F1021
テルロン錠０．５ 院内・院外採用 1190010F1027
アリセプト錠　３ｍｇ 院外のみ採用 1190012F1026
アリセプト錠　５ｍｇ 院外のみ採用 1190012F2022
アリセプトＤ錠　３ｍｇ 院外のみ採用 1190012F3029
アリセプトＤ錠　５ｍｇ 院内・院外採用 1190012F4025
レミッチカプセル２．５μｇ 院内・院外採用 1190015M1029
ロゼレム錠８ｍｇ 院内・院外採用 1190016F1024
リリカOD錠２５ｍｇ 院内・院外採用 1190017F1029



リリカOD錠７５ｍｇ 院内・院外採用 1190017F2025
リリカカプセル２５ｍｇ 院外のみ採用 1190017M1028
リリカカプセル７５ｍｇ 院外のみ採用 1190017M2024
メマリーOD錠５ｍｇ 院内・院外採用 1190018F4022
メマリーOD錠２０ｍｇ 院内・院外採用 1190018F6025
レミニールＯＤ錠４ｍｇ 院内・院外採用 1190019F4027
レミニールＯＤ錠８ｍｇ 院内・院外採用 1190019F5023
ベルソムラ錠１５ｍｇ 院外のみ採用 1190023F1024
ベルソムラ錠１５ｍｇ 院内のみ採用 1190023F1024
ベルソムラ錠２０ｍｇ 院外のみ採用 1190023F2020
キシロカインビスカス２％ 院内のみ採用 1214001S1054
ストロカイン錠５ｍｇ 院外のみ採用 1219002F1065
ダントリウムカプセル２５ｍｇ 院内のみ採用 1229002M1036
ベサコリン散５％ 院内・院外採用 1231004B1067
トランコロン錠７．５ｍｇ 院内・院外採用 1231009F1088
ウブレチド錠５ｍｇ 院内・院外採用 1231014F1054
ブスコパン錠１０ｍｇ 院内・院外採用 1242002F1330
ダクチル錠５０ｍｇ 院内・院外採用 1249004F1080
コスパノンカプセル４０ｍｇ 院外のみ採用 1249007M1252
ミオナール錠５０ｍｇ 院内・院外採用 1249009F1090
テルネリン錠１ｍｇ 院内・院外採用 1249010F1026
ロートエキス散 院内・院外採用 1249351B1052
アダプチノール錠５ｍｇ 院内・院外採用 1319004F1035
セファドール錠２５ｍｇ 院内・院外採用 1339002F1438
メリスロン錠６ｍｇ 院内・院外採用 1339005F1296
トラベルミン配合錠 院内・院外採用 1339100F1038
ジゴシン錠０．２５ｍｇ 院内・院外採用 2113003F1057
ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ 院内・院外採用 2113003F2029
ラニラピッド錠０．１ｍｇ 院内・院外採用 2113005F1030
レスピア静注・経口液60mg/3mL 院内のみ採用 2115405A1021
ノイキノン糖衣錠１０ｍｇ 院外のみ採用 2119003F2340
カルグート錠５ 院内・院外採用 2119004F1020
ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」（アカルディ） 院内・院外採用 2119006F1020
アカルディカプセル１．２５ｍｇ 院外のみ採用 2119006M1029
アカルディカプセル２．５ｍｇ 院外のみ採用 2119006M2025
インデラル錠１０ｍｇ 院内・院外採用 2123008F1048
テノーミン錠２５ 院内・院外採用 2123011F1155
テノーミン錠５０ 院内・院外採用 2123011F2437
アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＰ」（ｱﾙﾏｰﾙ） 院外のみ採用 2123014F1094
アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」（ｱﾙﾏｰﾙ） 院内・院外採用 2123014F2201
メインテート錠２．５ｍｇ 院内のみ採用 2123016F1107
メインテート錠５ｍｇ 院外のみ採用 2123016F2189
リスモダンカプセル　１００ｍｇ 院外のみ採用 2129002M2139
メキシチールカプセル５０ｍｇ 院内・院外採用 2129003M1021
メキシチールカプセル１００ｍｇ 院内・院外採用 2129003M2028
アスペノンカプセル　２０ｍｇ 院内・院外採用 2129004M2022
リスモダンＲ錠　１５０ｍｇ 院内・院外採用 2129005F1129
プロノン錠　１５０ｍｇ 院内・院外採用 2129006F1026
シベノール錠　１００ｍｇ 院内・院外採用 2129007F2027
サンリズムカプセル２５ｍｇ 院内・院外採用 2129008M1024
サンリズムカプセル５０ｍｇ 院外のみ採用 2129008M2020
タンボコール錠５０ｍｇ 院内・院外採用 2129009F1020
タンボコール錠１００ｍｇ 院外のみ採用 2129009F2026
アンカロン錠１００ｍｇ 院内・院外採用 2129010F1022
ベプリコール錠５０ｍｇ 院外のみ採用 2129011F1035
フルイトラン錠２ｍｇ 院内・院外採用 2132003F1257
アルダクトンＡ細粒１０％ 院内のみ採用 2133001C1097
アルダクトンＡ錠２５ｍｇ 院内・院外採用 2133001F1522
アルダクトンＡ錠５０ｍｇ 院内・院外採用 2133001F2057



ダイアモックス錠２５０ｍｇ 院内・院外採用 2134002F1109
メニレット７０％ゼリー２０ｇ 院内・院外採用 2139001Q1020
メニレット７０％ゼリー３０ｇ 院内・院外採用 2139001Q2027
イソバイドシロップ７０％ 院外のみ採用 2139001S1060
ラシックス細粒４％ 院内のみ採用 2139005C1064
ラシックス錠２０ｍｇ 院外のみ採用 2139005F1052
フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」(ﾗｼｯｸｽ） 院内・院外採用 2139005F1060
ラシックス錠４０ｍｇ 院外のみ採用 2139005F2342
フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」(ﾗｼｯｸｽ） 院内・院外採用 2139005F2385
ダイアート錠６０ｍｇ 院内・院外採用 2139008F1056
ルプラック錠　４ｍｇ 院内・院外採用 2139009F1026
サムスカ錠７．５ｍｇ 院内・院外採用 2139011F1023
アプレゾリン錠　１０ｍｇ 院内・院外採用 2142004F1053
カプトリル錠１２．５ｍｇ 院内のみ採用 2144001F1020
レニベース錠２．５ 院内のみ採用 2144002F1024
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ 一般名処方 2144002F1024
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ 一般名処方 2144002F2020
ロンゲス錠５ｍｇ 院外のみ採用 2144006F1030
ロンゲス錠１０ｍｇ 院外のみ採用 2144006F2037
チバセン錠５ｍｇ 院外のみ採用 2144007F2023
タナトリル錠１０ 院外のみ採用 2144008F3024
エースコール錠２ｍｇ 院外のみ採用 2144009F2022
コナン錠　１０ｍｇ 院内・院外採用 2144010F2025
アルドメット錠２５０ｍｇ 院内・院外採用 2145001F2040
ミニプレス錠０．５ｍｇ 院外のみ採用 2149002F1128
トランデート錠５０ｍｇ 院内のみ採用 2149009F1030
セロケン錠２０ｍｇ 院内・院外採用 2149010F1025
ナトリックス錠１ 院内のみ採用 2149012F1059
ペルジピンＬＡカプセル４０ｍｇ 院外のみ採用 2149019N2175
エブランチルカプセル１５ｍｇ 院内・院外採用 2149020N1031
ニバジール錠２ｍｇ 院外のみ採用 2149022F1028
ハイトラシン錠０．５ｍｇ 院内・院外採用 2149023F2029
ミケランＬＡカプセル１５ｍｇ 院外のみ採用 2149025N1034
カルデナリン錠１ｍｇ 院外のみ採用 2149026F2022
カルデナリン錠２ｍｇ 院外のみ採用 2149026F3029
ドキサゾシン錠２ｍｇ「タナベ」（カルデナリン） 院内・院外採用 2149026F3177
カルスロット錠１０ 院内・院外採用 2149027F2027
カルスロット錠２０ 院外のみ採用 2149027F3023
アーチスト錠　１０ｍｇ 院内・院外採用 2149032F1021
アーチスト錠　２０ｍｇ 院外のみ採用 2149032F2028
アーチスト錠　２．５ｍｇ 院内・院外採用 2149032F4020
ランデル錠２０ 院外のみ採用 2149034F2027
アテレック錠１０ 院内・院外採用 2149037F2039
ニューロタン錠５０ｍｇ 院外のみ採用 2149039F2038
ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＥＥ」（ニューロタン） 院内・院外採用 2149039F2054
ブロプレス錠８ 院外のみ採用 2149040F3029
ブロプレス錠１２ 院外のみ採用 2149040F4025
ディオバン錠　８０ｍｇ 院外のみ採用 2149041F3023
ミカルディス錠　４０ｍｇ 院外のみ採用 2149042F2021
テルミサルタン錠40ｍｇ「DSEP」(ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ) 院内・院外採用 2149042F2030
カルブロック錠１６ｍｇ 院外のみ採用 2149043F2026
オルメテックOD錠２０ｍｇ 院外のみ採用 2149044F6026
オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」（ｵﾙﾒﾃｯｸ） 院内・院外採用 2149044F6034
オルメテックOD錠４０ｍｇ 院外のみ採用 2149044F7022
セララ錠２５ｍｇ 院内・院外採用 2149045F1029
ラジレス錠１５０ｍｇ 院外のみ採用 2149047F1028
アジルバ錠２０ｍｇ 院内・院外採用 2149048F1022
アジルバ錠４０ｍｇ 院外のみ採用 2149048F2029
プレミネント配合錠ＬＤ 院外のみ採用 2149110F1040



エカード配合錠ＨＤ 院内・院外採用 2149111F2024
コディオ配合錠ＥＸ 院外のみ採用 2149112F2029
ミコンビ配合錠ＢＰ 院外のみ採用 2149113F2023
エックスフォージ配合錠 院外のみ採用 2149114F1021
レザルタス配合錠ＨＤ 院内・院外採用 2149115F2022
ユニシア配合錠ＬＤ 院外のみ採用 2149116F1020
ユニシア配合錠ＨＤ 院外のみ採用 2149116F2027
ミカムロ配合錠ＡＰ 院外のみ採用 2149117F1025
ミカムロ配合錠ＢＰ 院外のみ採用 2149117F2021
アイミクス配合錠ＬＤ 院外のみ採用 2149118F1020
アイミクス配合錠ＨＤ 院外のみ採用 2149118F2026
ザクラス配合錠ＨＤ 院外のみ採用 2149121F2028
メトリジン錠２ｍｇ 院外のみ採用 2160002F1028
イミグラン錠５０ 院内・院外採用 2160003F1022
マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ 院外のみ採用 2160006F2022
コメリアンコーワ錠５０ｍｇ 院外のみ採用 2171005F1068
ヘルベッサー錠３０ 院外のみ採用 2171006F1224
ヘルベッサ－Ｒカプセル１００ｍｇ 院内・院外採用 2171006N1105
ヘルベッサ－Ｒカプセル２００ｍｇ 院外のみ採用 2171006N2039
ワソラン錠４０ｍｇ 院内・院外採用 2171008F1070
ペルサンチン錠２５ｍｇ 院内・院外採用 2171010F2553
ペルサンチン錠１００ｍｇ 院内・院外採用 2171010F3053
ペルサンチン－Ｌカプセル１５０ｍｇ 院外のみ採用 2171010N1039
ニトロールＲカプセル２０ｍｇ 院内・院外採用 2171011N1050
セパミット細粒１％ 院外のみ採用 2171014C1044
アダラートＬ錠１０ｍｇ 院外のみ採用 2171014G1020
ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「サワイ」（アダラート） 院内・院外採用 2171014G1232
アダラートＬ錠２０ｍｇ 院外のみ採用 2171014G2026
アダラートＣＲ錠２０ｍｇ 院外のみ採用 2171014G4029
ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」（アダラート） 院内・院外採用 2171014G4061
アダラートカプセル５ｍｇ 院内・院外採用 2171014M1104
アダラートカプセル１０ｍｇ 院外のみ採用 2171014M2259
シグマート錠５ｍｇ 院内・院外採用 2171017F2024
ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 院内・院外採用 2171018K1039
バイミカード錠５ｍｇ 院外のみ採用 2171019F1027
コニール錠２ 院外のみ採用 2171021F1024
コニール錠４ 院外のみ採用 2171021F2020
ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「タナベ」（コニール） 院内・院外採用 2171021F2209
【般】アムロジピン錠２．５ｍｇ 一般名処方 2171022F1045
【般】アムロジピン錠５ｍｇ 一般名処方 2171022F2041
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠５ｍｇ 一般名処方 2171022F4028
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 院内のみ採用 2171022F4257
アイトロール錠２０ｍｇ 院内・院外採用 2171023F2020
ズファジラン錠１０ｍｇ 院内・院外採用 2172002F1053
ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ 院内・院外採用 2183005G1234
リピディル錠５３．３ｍｇ 院内・院外採用 2183006F3023
【般】プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ 一般名処方 2189010F1039
【般】プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ 一般名処方 2189010F2027
ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠１０ｍｇ「日医工」(ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ) 院内のみ採用 2189010F2388
リポバス錠５ 院外のみ採用 2189011F1025
シンバスタチン錠５「ＥＭＥＣ」（リポバス） 院内・院外採用 2189011F1254
ローコール錠３０ｍｇ 院外のみ採用 2189012F3022
コレバインミニ８３％　（１．８１ｇ／包） 院外のみ採用 2189014D2024
コレバイン錠　５００ｍｇ 院内・院外採用 2189014F1029
【般】アトルバスタチン錠５ｍｇ 一般名処方 2189015F1023
【般】アトルバスタチン錠１０ｍｇ 一般名処方 2189015F2020
アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＥＥ」（リピトール） 院内のみ採用 2189015F2038
リバロOD錠２ｍｇ 院内・院外採用 2189016F2024
クレストール錠２．５ｍｇ 院外のみ採用 2189017F1022



ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」（ｸﾚｽﾄｰﾙ） 院内・院外採用 2189017F1030
ゼチーア錠１０ｍｇ 院内・院外採用 2189018F1027
ロトリガ粒状カプセル２ｇ 院内・院外採用 2189019M1020
セロクラール錠２０ｍｇ 院内・院外採用 2190005F2051
ユベラＮカプセル１００ｍｇ 院外のみ採用 2190006M1156
ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ 院内・院外採用 2190006M2179
ケイキサレート散（5g/包） 院外のみ採用 2190009A1048
アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ 院内・院外採用 2190016Q2026
カリメート経口液２０％　（２５ｇ／包） 院内・院外採用 2190016S1027
カリメート散（５ｇ／包） 院外のみ採用 2190016X1105
サアミオン錠　５ｍｇ 院外のみ採用 2190021F1348
リズミック錠１０ｍｇ 院内・院外採用 2190022F1024
カルタン錠５００ｍｇ 院外のみ採用 2190024F1023
カルタンＯＤ錠５００ｍｇ 院内・院外採用 2190024F4022
レナジェル錠　２５０ｍｇ 院内・院外採用 2190025F1036
ベラサスＬＡ錠６０μｇ 院内・院外採用 2190027G1030
レバチオ錠２０ｍｇ 院内・院外採用 2190028F1021
ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ 院内・院外採用 2190029F3029
アドシルカ錠２０ｍｇ 院内・院外採用 2190030F1029
ヴォリブリス錠２．５ｍｇ 院外のみ採用 2190031F1023
リオナ錠２５０ｍｇ 院外のみ採用 2190033F1022
カデュエット配合錠４番 院外のみ採用 2190104F1024
メジコン散１０％ 院外のみ採用 2223001B1210
メジコン錠１５ｍｇ 院内・院外採用 2223001F2099
ムコダイン錠　２５０ｍｇ 院外のみ採用 2233002F1174
【般】カルボシステイン錠５００ｍｇ 一般名処方 2233002F2022
カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」(ムコダイン) 院内・院外採用 2233002F2111
ムコダインシロップ５％ 院外のみ採用 2233002Q1035
ｶﾎﾞｼｽﾃｲﾝｼﾛｯﾌﾟ小児用5%「ﾃﾊﾞ」（ﾑｺﾀﾞｲﾝｼﾛｯﾌﾟ） 院内・院外採用 2233002Q1132
ムコダインＤＳ５０％ 院内のみ採用 2233002R2029
【般】カルボシステインシロップ用５０％ 一般名処方 2233002R2029
クリアナール錠　２００ｍｇ 院外のみ採用 2233004F1025
ビソルボン錠４ｍｇ 院内・院外採用 2234001F1312
【般】アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ 一般名処方 2239001F1696
アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ﾄｰﾜ」（ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ 院内のみ採用 2239001F1769
ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ 院外のみ採用 2239001G2027
小児用ムコソルバンＤＳ１．５％ 院内のみ採用 2239001R1072
【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ用１．５％ 一般名処方 2239001R1072
キョウニン水 院内・院外採用 2241001X1045
リン酸コデイン散１％ 院内・院外採用 2242001B2173
リン酸コデイン錠５ｍｇ 院内・院外採用 2242001F1055
レスプレン錠２０ｍｇ 院内・院外採用 2249001F2079
アスベリン散１０％ 院内・院外採用 2249003B1037
アスベリンシロップ０．５％ 院内・院外採用 2249003Q1048
メジコン配合シロップ 院外のみ採用 2249106Q1066
テオドール錠１００ｍｇ 院内・院外採用 2251001F2115
テオロング錠２００ｍｇ 院外のみ採用 2251001F3049
テオドール錠２００ｍｇ 院内のみ採用 2251001F3081
ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ 院内・院外採用 2251001G1076
ユニフィルＬＡ錠４００ｍｇ 院内・院外採用 2251001G2064
テオドールドライシロップ２０％ 院内・院外採用 2251001R1026
アプネカット経口１０ｍｇ（2.5ｍL/筒） 院内・院外採用 2251001S1028
ベネトリン錠２ｍｇ 院内・院外採用 2254001F1099
メプチン錠５０μｇ 院内・院外採用 2259004F2168
メプチンシロップ５μｇ／ｍＬ 院内・院外採用 2259004Q1111
メプチンドライシロップ０．００５％ 院内・院外採用 2259004R2024
スピロペント錠１０μｇ 院外のみ採用 2259006F1080
タンニン酸アルブミン 院内・院外採用 2312001X1243
ビオスミン配合散 院外のみ採用 2316003B1058



ビオフェルミンＲ散 院内・院外採用 2316004B1036
ミヤＢＭ錠 院外のみ採用 2316009F1022
ビオフェルミン配合散 院外のみ採用 2316012A1132
ラックビー微粒Ｎ（１ｇ／包） 院内・院外採用 2316014B1030
ビオスリー配合散（１ｇ／包） 院内・院外採用 2316017B1041
ビオスリー配合錠 院内・院外採用 2316017F1035
ビオフェルミン錠剤 院外のみ採用 2316020F1029
ガスコン散１０％ 院内・院外採用 2318001B1037
ガスコン錠４０ｍｇ 院外のみ採用 2318001F1063
ジメチコン錠40ｍｇ「YD」（ｶﾞｽｺﾝ） 院内・院外採用 2318001F1225
ガスコンドロップ内用液２％ 院内・院外採用 2318001Q1080
バロス消泡内用液２％ 院内のみ採用 2318001Q1102
ロペミンカプセル１ｍｇ 院内・院外採用 2319001M1213
薬用炭 院内のみ採用 2319003X1014
タガメット錠２００ｍｇ 院外のみ採用 2325001F1211
ザンタック錠１５０ｍｇ 院外のみ採用 2325002F1194
ガスター散１０％ 院内のみ採用 2325003B1022
【般】ファモチジン散１０％ 一般名処方 2325003B1022
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠２０ｍｇ 一般名処方 2325003F4031
ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「オーハラ」（ガスター） 院内のみ採用 2325003F4236
アシノン錠１５０ｍｇ 院外のみ採用 2325005F1031
アシノン錠７５ｍｇ 院外のみ採用 2325005F2020
プロテカジン錠　１０ 院内のみ採用 2325006F2032
プロテカジンＯＤ錠１０ 院外のみ採用 2325006F4027
イサロン錠１００ｍｇ 院内・院外採用 2329002F2165
ノイエル細粒４０％ 院外のみ採用 2329004C1129
アルサルミン細粒９０％ 院内・院外採用 2329008C1097
ドグマチールカプセル５０ｍｇ 院内・院外採用 2329009M1380
【般】テプレノンカプセル５０ｍｇ 一般名処方 2329012M1021
テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」(ｾﾙﾍﾞｯｸｽ） 院内・院外採用 2329012M1340
ウルグートカプセル２００ｍｇ 院内・院外採用 2329019M1040
【般】レバミピド錠１００ｍｇ 一般名処方 2329021F1102
レバミピド錠１００ｍｇ「タナベ」（ムコスタ） 院内のみ採用 2329021F1200
オメプラール錠　２０ 院外のみ採用 2329022H1043
オメプラゾン錠　１０ｍｇ 院外のみ採用 2329022H2031
タケプロンＯＤ錠１５ 院外のみ採用 2329023F1020
ランソプラゾールＯＤ錠15mg「サワイ」 院内・院外採用 2329023F1101
タケプロンＯＤ錠３０ 院外のみ採用 2329023F2027
タケプロンカプセル３０ 院外のみ採用 2329023M2026
サイトテック錠２００ 院外のみ採用 2329024F1025
プロマックＤ錠７５ 院外のみ採用 2329027F1029
ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」（ﾌﾟﾛﾏｯｸ） 院内・院外採用 2329027F1037
パリエット錠１０ｍｇ 院外のみ採用 2329028F1023
ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「サワイ」（ﾊﾟﾘｴｯﾄ） 院内・院外採用 2329028F1104
パリエット錠２０ｍｇ 院外のみ採用 2329028F2020
ネキシウムカプセル２０ｍｇ 院外のみ採用 2329029M2023
タケキャブ錠１０ｍｇ 院外のみ採用 2329030F1020
タケキャブ錠２０ｍｇ 院内・院外採用 2329030F2027
コランチル配合顆粒 院内・院外採用 2329107D1096
アルロイドＧ内用液５％ 院内・院外採用 2329116S1094
マーズレンＳ配合顆粒 院内・院外採用 2329122D1414
ジアスターゼ 院外のみ採用 2331003X1051
リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包 院外のみ採用 2331007D1029
乾燥酵母 院内・院外採用 2332001X1084
ミルラクト細粒５０％ 院外のみ採用 2339004C1036
センブリ・重曹散 院内・院外採用 2339106B1089
タフマックＥ配合カプセル 院内・院外採用 2339149M1045
ベリチーム配合顆粒 院内・院外採用 2339163D1037
アドソルビン原末 院内・院外採用 2343002X1058



酸化マグネシウム 院内・院外採用 2344002X1241
炭酸水素ナトリウム 院内・院外採用 2344004X1070
マグミット錠２５０ｍｇ 院内・院外採用 2344009F1035
マーロックス懸濁用配合顆粒（1.2ｇ/包） 院外のみ採用 2349101D1253
アジャストＡコーワ錠４０ｍｇ 院内・院外採用 2354002F1030
センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」(プルゼニド） 院内・院外採用 2354003F2243
プルゼニド錠１２ｍｇ 院外のみ採用 2354003F2316
加香ヒマシ油 院内・院外採用 2356002X1056
ラキソベロン内用液０．７５％ 院外のみ採用 2359005S1240
ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ内用液0.75％「日医工」 院内・院外採用 2359005S1283
アミティーザカプセル２４μｇ 院内・院外採用 2359006M1025
スインプロイク錠０．２ｍｇ 院内・院外採用 2359007F1020
ウルソ錠１００ｍｇ 院外のみ採用 2362001F2149
ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ｻﾜｲ」（ｳﾙｿ） 院内・院外採用 2362001F2211
ゾフラン錠４ｍｇ 院外のみ採用 2391001F2027
カイトリル錠１ｍｇ 院外のみ採用 2391002F1025
グラニセトロン内服ゼリー２ｍｇ「ケミファ」 院内・院外採用 2391002Q2022
イメンドカプセル８０ｍｇ 院内・院外採用 2391008M1021
イメンドカプセル１２５ｍｇ 院内のみ採用 2391008M2028
プリンペラン錠５ 院内・院外採用 2399004F1200
プリンペランシロップ０．１％ 院内・院外採用 2399004Q1090
ナウゼリン錠１０ 院外のみ採用 2399005F2023
ドンペリドン錠１０ｍｇ「EMEC」（ナウゼリン） 院内・院外採用 2399005F2260
ナウゼリンドライシロップ１％ 院外のみ採用 2399005R1163
セレキノン錠１００ｍｇ 院内・院外採用 2399006F1331
ガナトン錠５０ｍｇ 院外のみ採用 2399008F1020
ペンタサ顆粒９４％ （１０００ｍｇ/包） 院内・院外採用 2399009D2020
ペンタサ顆粒９４％ （２０００ｍｇ/包） 院内・院外採用 2399009D2020
ペンタサ錠２５０ｍｇ 院外のみ採用 2399009F1149
ペンタサ錠５００ｍｇ 院外のみ採用 2399009F2030
アサコール錠４００ｍｇ 院外のみ採用 2399009F3028
リアルダ錠１２００ｍｇ 院内・院外採用 2399009F4024
ガスモチン錠５ｍｇ 院外のみ採用 2399010F2024
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」(ｶﾞｽﾓﾁﾝ） 院内・院外採用 2399010F2067
コロネル細粒８３．３％ 院外のみ採用 2399011C1042
サリグレンカプセル３０ｍｇ 院外のみ採用 2399012M1034
サラジェン錠５ｍｇ 院外のみ採用 2399013F1021
イリボーOD錠５μｇ 院外のみ採用 2399014F4025
５ｍｃｇチロナミン錠 院内・院外採用 2431003F1035
チラーヂンＳ散０．０１％ 院外のみ採用 2431004B1038
チラーヂンＳ錠５０ 院内・院外採用 2431004F1056
メルカゾール錠５ｍｇ 院内・院外採用 2432001F1033
チウラジール錠５０ｍｇ 院内・院外採用 2432002F1054
コートン錠２５ｍｇ 院外のみ採用 2452001F1036
コートリル錠１０ｍｇ 院内・院外採用 2452002F1030
フロリネフ錠０．１ｍｇ 院内・院外採用 2452003F1035
デカドロン錠　０．５ｍｇ 院内・院外採用 2454002F1183
リンデロン錠０．５ｍｇ 院内・院外採用 2454004F2090
リンデロンシロップ０．０１％ 院内・院外採用 2454004Q1078
プレドニン錠５ｍｇ 院内・院外採用 2456001F1310
プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） 院内・院外採用 2456001F2023
セレスタミン配合錠 院内・院外採用 2459100F1162
プロセキソール錠０．５ｍｇ 院内・院外採用 2474001F1033
エストリール錠　１ｍｇ 院外のみ採用 2475001F3033
プロスタール錠２５ 院内・院外採用 2478001F2179
プロスタールＬ錠５０ｍｇ 院外のみ採用 2478001G1143
プロベラ錠２．５ｍｇ 院内・院外採用 2478002F1070
ヒスロンＨ錠２００ｍｇ 院外のみ採用 2478002F3056
デュファストン錠５ｍｇ 院内・院外採用 2478003F1031



プレマリン錠０．６２５ｍｇ 院内・院外採用 2479004F1033
ソフィアＡ配合錠 院内・院外採用 2482003F1050
ルナベル配合錠ＬＤ 院外のみ採用 2482009F1031
ﾌﾘｳｪﾙ配合錠ＬＤ「ﾓﾁﾀﾞ」 (21錠/1ｼｰﾄ)（ﾙﾅﾍﾞﾙ） 院外のみ採用 2482009F1058
ルナベル配合錠ＵＬＤ (２１錠/１シート) 院外のみ採用 2482009F2020
ヤーズ配合錠　（２８錠／シート） 院外のみ採用 2482011F1020
ヤーズフレックス配合錠　（２８錠／シート） 院外のみ採用 2482011F2027
カルナクリン錠２５ 院外のみ採用 2491001F5056
カルナクリン錠５０ 院外のみ採用 2491001F6060
カリジノゲナーゼ錠５０単位「日医工」(ｶﾙﾅｸﾘﾝ） 院内・院外採用 2491001F6192
プロスタグランジンＥ２錠０．５ｍｇ「科研」 院内のみ採用 2499005F1030
クロミッド錠５０ｍｇ 院内・院外採用 2499009F1080
ディナゲスト錠１ｍｇ 院内・院外採用 2499010F1023
アボルブカプセル０．５ｍｇ 院内・院外採用 2499011M1027
パラプロスト配合カプセル 院内・院外採用 2519100M1110
メチルエルゴメトリン錠０．１２５ｍｇ「あすか」 院内・院外採用 2531002F1249
ヘモクロンカプセル２００ｍｇ 院内・院外採用 2559001M1104
ウロカルン錠２２５ｍｇ 院内・院外採用 2590001F1024
ブラダロン錠２００ｍｇ 院内・院外採用 2590002F1371
セルニルトン錠 院内・院外採用 2590003F1023
ウテロン錠５ｍｇ（ウテメリン） 院内・院外採用 2590004F1079
ウテメリン錠５ｍｇ 院外のみ採用 2590004F1192
ポラキス錠２ 院内・院外採用 2590005F1022
ポラキス錠３ 院外のみ採用 2590005F2029
バップフォー錠１０ 院内・院外採用 2590007F1021
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠０．２ｍｇ 一般名処方 2590008F2022
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠0.2mg（ハルナール） 院内のみ採用 2590008F2120
フリバス錠２５ｍｇ 院内・院外採用 2590009F1039
ユリーフ錠４ｍｇ 院内・院外採用 2590010F2020
ベシケアＯＤ錠５ｍｇ 院内・院外採用 2590011F4027
デトルシトールカプセル４ｍｇ 院外のみ採用 2590012M2028
ステーブラ錠０．１ｍｇ 院外のみ採用 2590013F1035
ベタニス錠２５ｍｇ 院内・院外採用 2590014F1021
ザルティア錠５ｍｇ 院外のみ採用 2590016F2027
エビプロスタット配合錠ＤＢ 院内・院外採用 2590100X2046
セファランチン末　１％ 院外のみ採用 2900001A2036
ハイゼット錠５０ｍｇ 院外のみ採用 2900002F5274
チョコラＡ錠１万単位 院外のみ採用 3111002F1036
アルファロール散１μｇ／ｇ 院外のみ採用 3112001B4036
ワンアルファ錠０．５μｇ 院内・院外採用 3112001F2051
【般】アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ 一般名処方 3112001M1046
ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25μｇ「ｻﾜｲ」(ｱﾙﾌｧﾛｰﾙ） 院内のみ採用 3112001M1291
【般】アルファカルシドールカプセル１μｇ 一般名処方 3112001M3065
アルファロール内用液０．５μｇ／ｍＬ（10ｍL/本） 院内・院外採用 3112001S1045
エディロールカプセル０．７５μｇ 院内・院外採用 3112006M2029
チガソンカプセル１０ 院外のみ採用 3119001M1020
チガソンカプセル２５ 院外のみ採用 3119001M2027
アリナミンＦ糖衣錠（２５ｍｇ） 院内・院外採用 3122007F2039
ハイボン錠２０ｍｇ 院内・院外採用 3131002F1276
パントシン散２０％ 院内・院外採用 3133001B1193
ピドキサール錠１０ｍｇ 院内・院外採用 3134003F1388
フォリアミン錠 院内・院外採用 3135001F1025
メチコバール錠２５０μｇ 院外のみ採用 3136004F1050
メチコバール錠５００μｇ 院内・院外採用 3136004F2138
ハイシー顆粒２５％ 院内・院外採用 3140002D1037
カチーフＮ錠５ｍｇ 院外のみ採用 3160001F1311
グラケーカプセル１５ｍｇ 院内・院外採用 3160002M2028
ケイツーシロップ０．２％ 院内・院外採用 3160002Q1040
ビタノイリンカプセル５０ 院外のみ採用 3179107M1059



ビタメジン配合カプセルＢ２５ 院内・院外採用 3179109M1074
シナール配合錠 院外のみ採用 3179115F2034
調剤用パンビタン末 院内・院外採用 3179121A1028
乳酸カルシウム 院内・院外採用 3211001X1121
アスパラ－ＣＡ錠２００ 院内・院外採用 3214001F1020
デノタスチュアブル配合錠 院内・院外採用 3219100F1020
ヨウ化カリウム 院内・院外採用 3221001X1012
ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 院内・院外採用 3221002L1074
フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ 院外のみ採用 3222007G1033
インクレミンシロップ５％ 院内・院外採用 3222012Q1030
フェロミア錠５０ｍｇ 院外のみ採用 3222013F1025
クエン酸第一鉄Na錠５０ｍｇ「サワイ」(ﾌｪﾛﾐｱ） 院内・院外採用 3222013F1157
スローケー錠６００ｍｇ 院内・院外採用 3229002G1066
アスパラカリウム錠３００ｍｇ 院内・院外採用 3229005F1080
グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ 院内・院外採用 3229007C1032
ソリタ－Ｔ配合顆粒２号（４ｇ/包） 院内・院外採用 3229100D2030
アミノバクト配合顆粒（４．７４ｇ／包）（ﾘｰﾊﾞｸﾄ） 院内・院外採用 3253003D1108
リーバクト配合顆粒（４．１５ｇ／包） 院外のみ採用 3253003D2031
エレンタール配合内用剤（80ｇ/包） 院内・院外採用 3259103B1036
エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤 院内・院外採用 3259107A1039
アミノレバンＥＮ配合散（５０ｇ／包） 院内・院外採用 3259108B1039
エンシュア・リキッド（250ｍL/本） 院外のみ採用 3259109S1025
エンシュア・Ｈ（250ｍL/本） 院外のみ採用 3259114S1026
ラコールＮＦ配合経腸用液（２００ｍＬ／袋） 院内・院外採用 3259118S1024
ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤（３００ｇ／袋） 院内・院外採用 3259118T1020
エネーボ配合経腸用液（1.2kcal/ml）(250ｍｌ/缶) 院内・院外採用 3259119S1029
アドナ散１０％ 院外のみ採用 3321002B1139
アドナ（ＡＣ‐１７）錠３０ｍｇ 院内・院外採用 3321002F2366
トランサミン散５０％ 院外のみ採用 3327002B1027
トランサミンカプセル２５０ｍｇ 院内のみ採用 3327002M1303
ワーファリン錠１ｍｇ 院内・院外採用 3332001F1024
ワーファリン錠０．５ｍｇ 院内・院外採用 3332001F3035
プラザキサカプセル７５ｍｇ 院内・院外採用 3339001M1024
プラザキサカプセル１１０ｍｇ 院内・院外採用 3339001M2020
【抗凝固薬】リクシアナ錠３０ｍｇ 院内・院外採用 3339002F2026
【抗凝固薬】リクシアナ錠６０ｍｇ 院外のみ採用 3339002F3022
イグザレルト錠１０ｍｇ 院外のみ採用 3339003F1024
イグザレルト錠１５ｍｇ 院外のみ採用 3339003F2020
エリキュース錠２．５ｍｇ 院内・院外採用 3339004F1029
エリキュース錠５ｍｇ 院内・院外採用 3339004F2025
パナルジン錠１００ｍｇ 院内のみ採用 3399001F1384
【般】チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ 一般名処方 3399001F1384
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠５０ｍｇ 一般名処方 3399002F3020
シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「タカタ」(ﾌﾟﾚﾀｰﾙ) 院内のみ採用 3399002F3047
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠１００ｍｇ 一般名処方 3399002F4027
シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「タカタ」(ﾌﾟﾚﾀｰﾙ) 院内のみ採用 3399002F4043
【般】リマプロストアルファデクス錠５μｇ 一般名処方 3399003F1073
ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ錠5μg「ｻﾜｲ」(ｵﾊﾟﾙﾓﾝ) 院内のみ採用 3399003F1146
【般】イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ 一般名処方 3399004M1026
エパデールＳ９００ 院内のみ採用 3399004M4025
【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ 一般名処方 3399004M4025
プロサイリン錠２０ 院外のみ採用 3399005F1030
プロルナー錠２０μｇ（プロサイリン） 院内・院外採用 3399005F1145
ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ錠20μg「日医工」（ﾌﾟﾛｻｲﾘﾝ） 院内・院外採用 3399005F1293
アンプラーグ錠　５０ｍｇ 院外のみ採用 3399006F1026
アンプラーグ錠１００ｍｇ 院内・院外採用 3399006F2022
バイアスピリン錠　１００ｍｇ 院内・院外採用 3399007H1021
プラビックス錠７５ｍｇ 院内・院外採用 3399008F2021
エフィエント錠３．７５ｍｇ 院内・院外採用 3399009F1020



エフィエント錠２０ｍｇ 院内のみ採用 3399009F4029
タケルダ配合錠 院外のみ採用 3399102F1026
グリチロン配合錠 院内・院外採用 3919100F1150
プロヘパール配合錠 院内・院外採用 3919101F1031
タチオン錠１００ｍｇ 院外のみ採用 3922001F2248
クレメジン細粒分包２ｇ 院内・院外採用 3929003C1067
クレメジンカプセル２００ｍｇ 院外のみ採用 3929003M1054
ユーゼル錠２５ｍｇ 院外のみ採用 3929004F2021
ホリナート錠２５ｍｇ「タイホウ」 院内・院外採用 3929004F2048
ノベルジン錠５０ｍｇ 院外のみ採用 3929007F2025
コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 院外のみ採用 3941001F1077
ザイロリック錠１００ 院外のみ採用 3943001F1314
アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」（ｻﾞｲﾛﾘｯｸ） 院内・院外採用 3943001F1586
ユリノーム錠２５ｍｇ 院外のみ採用 3949002F1053
ユリノーム錠５０ｍｇ 院内・院外採用 3949002F2114
フェブリク錠２０ｍｇ 院内・院外採用 3949003F2020
ウラリット－Ｕ配合散（1ｇ/包） 院内・院外採用 3949101A1149
ジメリン錠　２５０ｍｇ 院外のみ採用 3961001F1029
ダオニール錠１．２５ｍｇ 院外のみ採用 3961003F1087
ダオニール錠２．５ｍｇ 院外のみ採用 3961003F2156
グリミクロン錠４０ｍｇ 院外のみ採用 3961007F1115
アマリール　１ｍｇ錠 院外のみ採用 3961008F1020
グリメピリド錠１ｍｇ「タナベ」(ｱﾏﾘｰﾙ） 院内・院外採用 3961008F1241
メトグルコ錠２５０ｍｇ 院外のみ採用 3962002F2027
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩錠250mgMT「ﾄｰﾜ」（ﾒﾄｸﾞﾙｺ） 院内・院外採用 3962002F2086
グルコバイＯＤ錠５０ｍｇ 院外のみ採用 3969003F3037
グルコバイＯＤ錠１００ｍｇ 院外のみ採用 3969003F4033
ベイスンＯＤ錠０．２ 院外のみ採用 3969004F3023
ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「日医工」（ベイスン） 院内・院外採用 3969004F3112
ベイスンＯＤ錠０．３ 院外のみ採用 3969004F4020
ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「日医工」（ベイスン） 院内・院外採用 3969004F4119
スターシス錠　９０ｍｇ 院外のみ採用 3969006F2026
アクトスＯＤ錠１５ 院内・院外採用 3969007F3027
アクトスＯＤ錠３０ 院外のみ採用 3969007F4023
グルファスト錠　１０ｍｇ 院内・院外採用 3969008F2025
セイブル錠５０ｍｇ 院外のみ採用 3969009F2020
ジャヌビア錠５０ｍｇ 院内・院外採用 3969010F2030
エクア錠５０ｍｇ 院内・院外採用 3969011F1020
ネシーナ錠２５ｍｇ 院外のみ採用 3969012F3028
シュアポスト錠０．５ｍｇ 院外のみ採用 3969013F2026
トラゼンタ錠５ｍｇ 院内・院外採用 3969014F1024
テネリア錠２０ｍｇ 院内・院外採用 3969015F1029
スイニー錠１００ｍｇ 院外のみ採用 3969016F1023
オングリザ錠２．５ｍｇ 院外のみ採用 3969017F1028
オングリザ錠５ｍｇ 院外のみ採用 3969017F1028
フォシーガ錠５ｍｇ 院外のみ採用 3969019F1027
アプルウェイ錠２０ｍｇ 院外のみ採用 3969021F1024
カナグル錠１００ｍｇ 院外のみ採用 3969022F1029
ザファテック錠１００ｍｇ 院外のみ採用 3969024F2024
メタクト配合錠ＬＤ 院外のみ採用 3969100F1020
イニシンク配合錠 院外のみ採用 3969105F1023
カナリア配合錠 院外のみ採用 3969106F1028
アデホスコーワ顆粒１０％ 院内・院外採用 3992001D1059
アデホスコーワ腸溶錠　２０ 院内・院外採用 3992001F1084
ラグノスゼリー分包16.05ｇ (16.05g/包)(ﾓﾆﾗｯｸ) 院内・院外採用 3999001Q3054
ブレディニン錠５０ｍｇ 院内・院外採用 3999002F2027
【般】カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ 一般名処方 3999003F1297
ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩錠１００ｍｇ「ｻﾜｲ」（ﾌｫｲﾊﾟﾝ） 院内のみ採用 3999003F1319
ネオーラル２５ｍｇカプセル 院外のみ採用 3999004M4028



イムラン錠５０ｍｇ 院内・院外採用 3999005F1059
オステン錠　２００ｍｇ 院外のみ採用 3999008F1273
ダイドロネル錠２００ｍｇ 院外のみ採用 3999010F1025
キネダック錠５０ｍｇ 院外のみ採用 3999013F1231
エパルレスタット錠５０ｍｇ「トーワ」（キネダック） 院内・院外採用 3999013F1339
プログラフカプセル１ｍｇ 院外のみ採用 3999014M1022
プログラフカプセル０．５ｍｇ 院外のみ採用 3999014M2029
メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」(ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽ) 院内のみ採用 3999016F1030
リウマトレックスカプセル　２ｍｇ 院外のみ採用 3999016M1021
フォサマック錠３５ｍｇ 院内・院外採用 3999018F2028
ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ 院外のみ採用 3999018Q1022
ベネット錠２．５ｍｇ 院外のみ採用 3999019F1034
ベネット錠１７．５ｍｇ 院外のみ採用 3999019F2030
ベネット錠７５ｍｇ 院内・院外採用 3999019F3037
エビスタ錠６０ｍｇ 院内・院外採用 3999021F1023
レグパラ錠２５ｍｇ 院内・院外採用 3999023F1022
ピレスパ錠２００ｍｇ 院外のみ採用 3999025F1021
ボノテオ錠１ｍｇ 院外のみ採用 3999026F1026
ボノテオ錠５０ｍｇ 院外のみ採用 3999026F2022
ビビアント錠２０ｍｇ 院外のみ採用 3999027F1020
ケアラム錠２５ｍｇ 院外のみ採用 3999031F1035
エルカルチンＦＦ錠１００ｍｇ 院内・院外採用 3999033F1026
エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ 院内・院外採用 3999033F2022
エルカルチンＦＦ内用液１０％ 院外のみ採用 3999033S1024
ゼルヤンツ錠５ｍｇ 院外のみ採用 3999034F1020
ボンビバ錠１００ｍｇ 院外のみ採用 3999040F1026
オテズラ錠１０ｍｇ 院外のみ採用 3999042F1025
オテズラ錠２０ｍｇ 院外のみ採用 3999042F2021
オテズラ錠３０ｍｇ 院外のみ採用 3999042F3028
ロイコン錠１０ｍｇ 院外のみ採用 4191001F1037
エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ 院内・院外採用 4219003M1054
メソトレキセート錠２．５ｍｇ 院内・院外採用 4222001F1027
ゼローダ錠　３００ 院内・院外採用 4223005F1022
ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ100（100mg/0.5g包） 院内・院外採用 4229100D3023
ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ150（150mg/0.75g包） 院内・院外採用 4229100D4020
ユーエフティ配合カプセルＴ１００ 院内・院外採用 4229100M2035
ティーエスワン配合顆粒Ｔ２０ 院外のみ採用 4229101D1025
ティーエスワン配合顆粒Ｔ２５ 院外のみ採用 4229101D2021
ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ 院外のみ採用 4229101F1026
エスワンタイホウ配合OD錠T２０(TS-1) 院内・院外採用 4229101F1050
ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ 院外のみ採用 4229101F2022
エスワンタイホウ配合OD錠T２５(TS-1) 院内・院外採用 4229101F2057
ティーエスワン配合カプセルＴ２０ 院外のみ採用 4229101M1033
ティーエスワン配合カプセルＴ２５ 院外のみ採用 4229101M2030
ノルバデックス錠１０ｍｇ 院内・院外採用 4291003F1163
ノルバデックス錠２０ｍｇ 院外のみ採用 4291003F2054
オダイン錠１２５ｍｇ 院内・院外採用 4291005F1057
フェアストン錠　４０ 院外のみ採用 4291007F1021
【般】ビカルタミド錠８０ｍｇ 一般名処方 4291009F1039
ビカルタミド錠　８０ｍｇ「ＳＮ」（カソデックス） 院内のみ採用 4291009F1098
アリミデックス錠１ｍｇ 院内・院外採用 4291010F1031
グリベック錠１００ｍｇ 院内・院外採用 4291011F1028
アロマシン錠２５ｍｇ 院内・院外採用 4291012F1022
イレッサ錠２５０ 院内・院外採用 4291013F1027
フェマーラ錠２．５ｍｇ 院外のみ採用 4291015F1026
タルセバ錠１５０ｍｇ 院内・院外採用 4291016F3023
ネクサバール錠２００ｍｇ 院内・院外採用 4291017F1025
タイケルブ錠２５０ｍｇ 院内・院外採用 4291022F1026
アフィニトール錠５ｍｇ 院内・院外採用 4291023F1020



スチバーガ錠４０ｍｇ 院内・院外採用 4291029F1028
イクスタンジカプセル４０ｍｇ 院外のみ採用 4291031M1024
ザイティガ錠２５０ｍｇ 院外のみ採用 4291033F1024
ロンサーフ配合錠Ｔ１５ 院内・院外採用 4299100F1026
ロンサーフ配合錠Ｔ２０ 院内・院外採用 4299100F2022
レスタミンコ－ワ錠１０ｍｇ 院内・院外採用 4411001F1040
ニポラジン錠３ｍｇ 院外のみ採用 4413004F1200
ポララミン錠２ｍｇ 院内・院外採用 4419002F1027
ペリアクチン散１％ 院外のみ採用 4419005B1045
ペリアクチンシロップ０．０４％ 院外のみ採用 4419005Q1072
リマチル錠１００ｍｇ 院内・院外採用 4420002F1117
インタール細粒１０％ 院外のみ採用 4490001C1056
リザベンカプセル１００ｍｇ 院内・院外採用 4490002M1315
ザジテンドライシロップ０．１％ 院外のみ採用 4490003R1228
アレジオン錠　２０ｍｇ 院外のみ採用 4490014F2021
エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＪＧ」　(ｱﾚｼﾞｵﾝ) 院内・院外採用 4490014F2315
アレジオンドライシロップ　１％ 院内・院外採用 4490014R1021
オノンカプセル１１２．５ｍｇ 院内・院外採用 4490017M1036
オノンドライシロップ１０％ 院外のみ採用 4490017R1033
プランルカストＤＳ１０％「日医工」(ｵﾉﾝ) 院内・院外採用 4490017R1173
エバステルＯＤ錠１０ｍｇ 院外のみ採用 4490019F4027
ジルテック錠　５ 院外のみ採用 4490020F1020
ジルテックドライシロップ１．２５％ 院外のみ採用 4490020R1027
タリオンＯＤ錠１０ｍｇ 院内・院外採用 4490022F4029
アレグラ錠６０ｍｇ 院外のみ採用 4490023F1024
ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠６０ｍｇ「SANIK」（ｱﾚｸﾞﾗ） 院内・院外採用 4490023F1091
アレグラ錠３０ｍｇ 院外のみ採用 4490023F2020
アレロック顆粒０．５％ 院外のみ採用 4490025D1022
アレロックＯＤ錠５ｍｇ 院内・院外採用 4490025F4022
キプレス細粒４ｍｇ 院内・院外採用 4490026C1021
シングレアチュアブル錠５ 院内・院外採用 4490026F1052
シングレア錠１０ｍｇ 院外のみ採用 4490026F2059
モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」（ｼﾝｸﾞﾚｱ） 院内・院外採用 4490026F2067
クラリチン錠　１０ｍｇ 院外のみ採用 4490027F1022
ザイザル錠５ｍｇ 院内・院外採用 4490028F1027
ザイザルシロップ０．０５％ 院内・院外採用 4490028Q1028
ｼﾀﾞﾄﾚﾝｽｷﾞ花粉舌下液２００JAU/mlﾎﾞﾄﾙ（10ｍｌ/瓶） 院外のみ採用 4490029S1020
ｼﾀﾞﾄﾚﾝｽｷﾞ花粉舌下液２０００JAU/mlﾎﾞﾄﾙ（10ｍｌ/瓶） 院外のみ採用 4490029S1038
ｼﾀﾞﾄﾚﾝｽｷﾞ花粉舌下液２０００JAU/mlﾊﾟｯｸ（1ｍｌ/包） 院外のみ採用 4490029S2026
アシテアダニ舌下錠１００単位（ＩＲ） 院外のみ採用 4490030F1024
アシテアダニ舌下錠３００単位（ＩＲ） 院外のみ採用 4490030F1024
デザレックス錠５ｍｇ 院外のみ採用 4490032F1023
ビラノア錠２０ｍｇ 院内・院外採用 4490033F1028
ディレグラ配合錠 院内・院外採用 4490100F1021
ダイオウ末 院内・院外採用 5100121A1060
ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）（２．５ｇ／包） 院外のみ採用 5200005D1030
ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）（２．５ｇ／包） 院内・院外採用 5200006D1042
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）（2.5ｇ/包） 院内・院外採用 5200011D1078
ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）（２．５ｇ／包） 院内・院外採用 5200013D1123
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒（３．０ｇ／包） 院外のみ採用 5200017C1061
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）（2.5ｇ/包） 院内・院外採用 5200017D1083
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）（2.5ｇ/包） 院内・院外採用 5200025D1029
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）(2.5g/包) 院外のみ採用 5200032D1045
クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒（３．０ｇ／包） 院外のみ採用 5200038C1080
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）（2.5ｇ/包） 院内・院外採用 5200038D1093
ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）（２．５ｇ／包） 院内・院外採用 5200048D1070
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（2.5ｇ/包） 院内・院外採用 5200050D1094
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）（2.5ｇ/包） 院外のみ採用 5200051D1080
ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）（２．５ｇ／包） 院内・院外採用 5200054D1033



クラシエ柴苓湯エキス細粒（４．０５ｇ／包） 院内・院外採用 5200055C1032
ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）（３ｇ／包） 院内・院外採用 5200055D1020
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）（2.5ｇ/包） 院内・院外採用 5200067D1049
ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）（2.5ｇ/包） 院内・院外採用 5200069D1048
ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）（２．５ｇ／包） 院外のみ採用 5200071D1037
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）（２．５ｇ／包） 院外のみ採用 5200073D1117
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）（３ｇ／包） 院内・院外採用 5200075D1086
クラシエ小半夏加茯苓湯エキス細粒（３．０ｇ／包） 院外のみ採用 5200076C1050
ツムラ消風散エキス顆粒（医療用）（２．５ｇ／包） 院内・院外採用 5200077D1034
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）（2.5ｇ/包） 院内・院外採用 5200090D1030
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）（２．５ｇ／包） 院内・院外採用 5200092D1020
ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）（２．５ｇ／包） 院内・院外採用 5200103D1101
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）（2.5ｇ/包） 院外のみ採用 5200106D1059
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒（３．０ｇ／包） 院外のみ採用 5200111C1089
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）（2.5ｇ/包） 院内・院外採用 5200111D1076
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）（３ｇ／包） 院外のみ採用 5200117D1030
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）（３ｇ／包） 院内・院外採用 5200119D1030
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）（2.5ｇ/包） 院外のみ採用 5200121D1045
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）（2.5ｇ/包） 院内・院外採用 5200122D1074
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）（2.5ｇ/包） 院内・院外採用 5200123D1079
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）（3.0ｇ/包） 院内・院外採用 5200125D1035
ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）（2.5ｇ/包） 院内・院外採用 5200129D1076
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）（2.5ｇ/包） 院内・院外採用 5200130D1060
クラシエ補中益気湯エキス細粒（３．７５ｇ／包） 院外のみ採用 5200131C1078
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）（2.5ｇ/包） 院内・院外採用 5200131D1065
ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）（２．５ｇ／包） 院内・院外採用 5200132D1035
コタロー麻子仁丸料エキス細粒（２ｇ／包） 院外のみ採用 5200136C1020
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）（２．５ｇ／包） 院内・院外採用 5200136D1033
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）（２．５ｇ／包） 院内・院外採用 5200139D1037
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）（２．５ｇ／包） 院内・院外採用 5200141D1034
ヨクイニンエキス錠「コタロー」 院外のみ採用 5900003F1021
ダラシンカプセル７５ｍｇ 院内・院外採用 6112001M1031
塩酸バンコマイシン散０．５ｇ 院内・院外採用 6113001B1089
ワイドシリン細粒２０％ 院内・院外採用 6131001C2100
パセトシンカプセル２５０ 院外のみ採用 6131001M2319
アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」(ﾊﾟｾﾄｼﾝ) 院内・院外採用 6131001M2327
ケフレックスカプセル２５０ｍｇ 院内・院外採用 6132002M2183
ケフレックスシロップ用細粒２００ 院内・院外採用 6132002R2032
ケフラール細粒小児用１００ｍｇ 院内・院外採用 6132005C1053
ケフラールカプセル２５０ｍｇ 院外のみ採用 6132005M1059
トミロン細粒小児用１０％ 院外のみ採用 6132009C1086
トミロン錠５０ 院外のみ採用 6132009F1023
トミロン錠１００ 院外のみ採用 6132009F2020
オラセフ錠２５０ｍｇ 院内・院外採用 6132010F1034
バナンドライシロップ５％ 院外のみ採用 6132011R1078
セフゾン細粒小児用１０％ 院外のみ採用 6132013C1031
セフジニル細粒１０％小児用「日医工」（セフゾン） 院内・院外採用 6132013C1082
セフゾンカプセル１００ｍｇ 院外のみ採用 6132013M2025
セフジニルカプセル１００ｍｇ「日医工」（セフゾン） 院内・院外採用 6132013M2114
セフジトレンピボキシル小児用細粒10%（メイアクト 院内・院外採用 6132015C1065
メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ 院外のみ採用 6132015C1103
フロモックス小児用細粒１００ｍｇ 院外のみ採用 6132016C1027
【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ 一般名処方 6132016F2020
ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠100mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」　(ﾌﾛﾓｯｸｽ) 院内のみ採用 6132016F2100
ホスミシン錠２５０ 院内・院外採用 6135001F1029
ホスミシンドライシロップ４００ 院内・院外採用 6135001R2110
ファロム錠２００ｍｇ 院内・院外採用 6139001F2024
オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ 院内・院外採用 6139100F2044
クラバモックス小児用配合DS（0.505ｇ/包） 院内・院外採用 6139100R1036



エリスロシンドライシロップ１０％ 院内・院外採用 6141001R1120
エリスロシン錠２００ｍｇ 院外のみ採用 6141004F2042
アセチルスピラマイシン錠　２００ｍｇ 院外のみ採用 6142001F2038
ルリッド錠１５０ 院内・院外採用 6149002F1029
クラリス錠５０小児用 院外のみ採用 6149003F1031
【般】クラリスロマイシン錠２００ｍｇ 一般名処方 6149003F2038
クラリスロマイシン錠200mg「日医工」（クラリス） 院内のみ採用 6149003F2143
【般】クラリスロマイシンシロップ用１０％ 一般名処方 6149003R1143
クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「ﾄｰﾜ」（ｸﾗﾘｽ） 院内のみ採用 6149003R1216
ジスロマック細粒小児用１０％ 院内・院外採用 6149004C1030
ジスロマック錠 250ｍｇ 院内・院外採用 6149004F1028
ジスロマックＳＲ成人用ドライシロップ２ｇ（2ｇ/瓶） 院外のみ採用 6149004R1024
ミノマイシン顆粒２％ 院内・院外採用 6152005D1094
ミノマイシンカプセル１００ｍｇ 院内・院外採用 6152005M2074
リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 院内・院外採用 6164001M1186
ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍｌ 院内・院外採用 6173001Q1047
ブイフェンド錠５０ｍｇ 院外のみ採用 6179001F1023
ボリコナゾール錠５０ｍｇ「テバ」（ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ） 院内のみ採用 6179001F1074
ビクシリンＳ配合錠 院外のみ採用 6191001F1036
【抗菌薬】リフキシマ錠２００ｍｇ 院内・院外採用 6199001F1026
ボノサップパック４００ 院外のみ採用 6199104X1023
ボノピオンパック 院外のみ採用 6199105X1028
サラゾピリン錠５００ｍｇ 院外のみ採用 6219001F1071
アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ 院内・院外採用 6219001H1056
イスコチン錠１００ｍｇ 院内・院外採用 6222001F3037
ピラマイド原末 院内・院外採用 6223001X1037
エサンブトール錠２５０ｍｇ 院内・院外採用 6225001F2040
バクシダール錠１００ｍｇ 院外のみ採用 6241005F1020
シプロキサン錠１００ｍｇ 院外のみ採用 6241008F1023
シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「日医工」（ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ 院内・院外採用 6241008F1112
オゼックス細粒小児用１５％ 院内・院外採用 6241010C1024
クラビット細粒１０％ 院内・院外採用 6241013C2024
クラビット錠５００ｍｇ 院外のみ採用 6241013F3027
レボフロキサシン錠５００ｍｇ「DSEP」（クラビット） 院内・院外採用 6241013F3051
アベロックス錠４００ｍｇ 院外のみ採用 6241016F1028
ジェニナック錠２００ｍｇ 院外のみ採用 6241017F1022
グレースビット錠５０ｍｇ 院外のみ採用 6241018F1027
ザイボックス錠６００ｍｇ 院内のみ採用 6249002F1024
ゾビラックス顆粒４０％ 院外のみ採用 6250002D1024
アシクロビル顆粒４０％「ＣＨ」（ゾビラックス） 院内・院外採用 6250002D1180
ゾビラックス錠２００ 院外のみ採用 6250002F1025
ゾビラックス錠４００ 院外のみ採用 6250002F2021
バルトレックス錠５００ 院内・院外採用 6250019F1020
ゼフィックス錠１００ 院外のみ採用 6250020F1023
タミフルカプセル７５ 院内・院外採用 6250021M1027
タミフルドライシロップ３％ 院内・院外採用 6250021R1024
レベトールカプセル　２００ｍｇ 院内・院外採用 6250022M1021
テノゼット錠３００ｍｇ 院外のみ採用 6250024F1030
ヘプセラ錠１０ 院外のみ採用 6250026F1020
バラクルード錠　０．５ｍｇ 院内・院外採用 6250029F1024
ファムビル錠２５０ｍｇ 院外のみ採用 6250031F1021
ソバルディ錠４００ｍｇ 院外のみ採用 6250042F1020
グラジナ錠50mg 院外のみ採用 6250043F1024
ｴﾚﾙｻ錠50mg 院外のみ採用 6250044F1029
ベムリディ錠２５ｍｇ 院外のみ採用 6250045F1023
ハーボニー配合錠 院外のみ採用 6250107F1026
マヴィレット配合錠 院外のみ採用 6250113F1021
ジフルカンカプセル１００ｍｇ 院内のみ採用 6290002M2026
フロリードゲル経口用２％（５ｇ/本） 院内・院外採用 6290003X1039



【般】イトラコナゾールカプセル５０ｍｇ 一般名処方 6290004M1029
イトリゾール内用液１％ 院内・院外採用 6290004S1028
ラミシール錠１２５ｍｇ 院外のみ採用 6290005F1024
バクタ配合顆粒 院内・院外採用 6290100D1088
フラジール内服錠２５０ｍｇ 院内・院外採用 6419002F1131
ｺﾝﾊﾞﾝﾄﾘﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ100ｍｇ（100ｍｇ/包） 院外のみ採用 6429001R1032
ストロメクトール錠３ｍｇ 院内・院外採用 6429008F1020
乳糖 院内・院外採用 7111001X1191
バレイショデンプン 院内・院外採用 7112004X1060
精製水 院内・院外採用 7131700X1049
単シロップ 院内・院外採用 7142001X1139
塩化ナトリウム 院内・院外採用 7190701X1036
マグコロール 院内・院外採用 7213005S1028
マグコロールＰ 院内・院外採用 7213018S1025
トレーランＧ液７５ｇ 院内・院外採用 7290003S1044
Ｄ－ソルビトール原末「マルイシ」 院内・院外採用 7990001X1040
ミンクリア内用散布液 院内のみ採用 7990004S1020
ニフレック配合内用剤 院内・院外採用 7990100A1106
モビプレップ配合内用剤 院内のみ採用 7990102A1024
麻）オプソ内服液５ｍｇ（2.5ｍL/包） 院内・院外採用 8114005S1024
麻）オプソ内服液１０ｍｇ（5ｍL/包） 院内・院外採用 8114005S2020
麻）オキノーム散２．５ｍｇ 院内・院外採用 8119002B2023
麻）オキノーム散５ｍｇ 院内・院外採用 8119002B3020
麻）オキシコンチン錠５ｍｇ 院外のみ採用 8119002G1024
麻）ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠5mg「第一三共」 院内・院外採用 8119002G1032
麻）オキシコンチン錠２０ｍｇ 院外のみ採用 8119002G3027
麻）ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠20mg「第一三共」 院内・院外採用 8119002G3035
麻）オキシコンチン錠４０ｍｇ 院内・院外採用 8119002G4023
麻）ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠40mg「第一三共」 院内・院外採用 8119002G4031
麻）ナルラピド錠1ｍｇ 院外のみ採用 8119003F1023
麻）ナルサス錠2ｍｇ 院外のみ採用 8119003G1029
麻）ナルサス錠6ｍｇ 院外のみ採用 8119003G2025
麻）アブストラル舌下錠１００μｇ 院内のみ採用 8219001F1020
麻）アブストラル舌下錠２００μｇ 院内のみ採用 8219001F2026
麻）イーフェンバッカル錠５０μｇ 院外のみ採用 8219001K5023
麻）イーフェンバッカル錠２００μｇ 院外のみ採用 8219001K7026
麻）タペンタ錠２５ｍｇ 院内・院外採用 8219003G1024


