
医薬品名 分類 剤形 薬効 薬効名称
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 採用 注射 3399 他に分類されない血液・体液用薬
アービタックス注射液１００ｍｇ 採用 注射 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
注射用アイオナール・ナトリウム（０．２） 採用 注射 1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
アイオピジンＵＤ点眼液１％ 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
アイトロール錠２０mg 採用 内服 2171 冠血管拡張剤
アイピーディカプセル１００ 院外専用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
アイピーディドライシロップ５％ 院外専用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
アイファガン点眼液０．１％ 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
アイミクス配合錠ＨＤ 院外専用 内服 2149 その他の血圧降下剤
アイリーア硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ 採用 注射 1319 その他の眼科用剤
亜鉛華軟膏「ニッコー」 採用 外用 2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
アクアチムローション１％ 院外専用 外用 2639 その他の化膿性疾患用剤
アクアチム軟膏１％ 採用 外用 2639 その他の化膿性疾患用剤
アクチバシン注１２００万 採用 注射 3959 その他の酵素製剤
アクチバシン注２４００万 採用 注射 3959 その他の酵素製剤
アクトネル錠１７．５ｍｇ 院外専用 内服 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
アクトネル錠２．５ｍｇ 院外専用 内服 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
アクトヒブ 採用 注射 6311 細菌ワクチン類
アコファイド錠１００ｍｇ 院外専用 内服 2399 他に分類されない消化器官用薬
アザクタム注射用１ｇ 採用 注射 6122 モノバクタム系抗生物質製剤
アシクロビル顆粒４０％「サワイ」 採用 内服 6250 抗ウイルス剤
アシクロビル錠２００ｍｇ「サワイ」 採用 内服 6250 抗ウイルス剤
アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「トーワ」 採用 注射 6250 抗ウイルス剤
アジスロマイシン小児用細粒１０％「タカタ」 採用 内服 6149 その他の主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの

アジルバ錠２０ｍｇ 採用 内服 2149 その他の血圧降下剤
アジレクト錠１ｍｇ 院外専用 内服 1169 その他のパーキンソン剤
アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ「日新」 採用 注射 3140 ビタミンＣ剤
アストミンシロップ０．２５％ 採用 内服 2229 その他の鎮咳剤
アストミン錠１０ｍｇ 院外専用 内服 2229 その他の鎮咳剤
アズノールうがい液４％　５ｍL 採用 外用 2260 含嗽剤
アズノール軟膏０．０３３％ ２０mL 採用 外用 2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
アズノール軟膏０．０３３％ ５００mL 採用 外用 2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
アスパラカリウム錠３００ｍｇ 採用 内服 3229 その他の無機質製剤
Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ｢ｻﾜｲ｣ 採用 内服 3214 有機酸カルシウム製剤（乳酸・グリセロリン酸・グルコン酸カルシウム製剤を除く。）

Ｌ-アスパラギン酸Ｋ点滴静注液10mEq｢NIG｣ 採用 注射 3229 その他の無機質製剤
アスピリン「日医工」 採用 内服 1143 サリチル酸系製剤
アスプール液（０．５％） 採用 外用 2252 イソプレナリン系製剤
アスベリン散１０％ 採用 内服 2249 その他の鎮咳去たん剤
アセチルシステイン内用液17.6％｢あゆみ｣ 採用 内服 3929 その他の解毒剤
アセトアミノフェン坐剤小児用２００mg｢JG｣ 採用 外用 1141 アニリン系製剤
アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ 採用 注射 1141 アニリン系製剤
アゼルニジピン錠８ｍｇ「日医工」 採用 内服 2149 その他の血圧降下剤
アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」 採用 内服 2139 その他の利尿剤
アダプチノール錠５ｍｇ 院外専用 内服 1319 その他の眼科用剤
アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ 採用 内服 1179 その他の精神神経用剤
アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） 採用 注射 1179 その他の精神神経用剤
アデノシン負荷用静注６０mgシリンジ｢FRI｣ 採用 注射 7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
アデホスコーワ顆粒１０％ 採用 内服 3992 アデノシン製剤
アドエア１００ディスカス６０吸入用 採用 外用 2290 その他の呼吸器官用薬
アドエア５０エアゾール１２０吸入用 院外専用 外用 2290 その他の呼吸器官用薬
アドソルビン原末 採用 内服 2343 アルミニウム化合物製剤
アドナ注（静脈用）５０ｍｇ 採用 注射 3321 カルバゾクロム系製剤
アトニン－Ｏ注　５単位 採用 注射 2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤
アトルバスタチン錠１０ｍｇ「日医工」 採用 内服 2189 その他の高脂血症用剤
アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 採用 注射 2451 エピネフリン製剤
アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 採用 注射 1242 アトロピン系製剤
日点アトロピン点眼液１％ 採用 外用 1311 散瞳剤
アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＫ」 採用 内服 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アナペイン注１０ｍｇ／ｍＬ 採用 注射 1214 キシリジン系製剤
アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ 採用 注射 1214 キシリジン系製剤
アニュイティ１００μｇエリプタ３０吸入用 採用 外用 2290 その他の呼吸器官用薬
アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ 採用 注射 6419 その他の抗原虫剤
アネレム静注用５０ｍｇ 採用 注射 1119 その他の全身麻酔剤
アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ 採用 注射 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ 採用 注射 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アプリンジン塩酸塩カプセル１０ｍｇ｢ＮＰ｣ 院外専用 内服 2129 その他の不整脈用剤
ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ80mg｢NK｣ 採用 内服 2391 鎮吐剤
ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ125mg｢NK｣ 採用 内服 2391 鎮吐剤
アマンタジン塩酸塩細粒１０％「サワイ」 採用 内服 1161 アマンタジン製剤
アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 院外専用 内服 1161 アマンタジン製剤
アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 採用 注射 2129 その他の不整脈用剤
アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ｢ＴＥ｣ 採用 内服 2129 その他の不整脈用剤
アミサリン注２００ｍｇ 採用 注射 2121 プロカインアミド系製剤
アミティーザカプセル２４μｇ 採用 内服 2359 その他の下剤、浣腸剤

採用・院外専用医薬品一覧表
（採用医薬品を黒字、院外専用医薬品を青字で表記しています）
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医薬品名 分類 剤形 薬効 薬効名称
アミノレバンＥＮ配合散（コーヒー味） 院外専用 内服 3259 その他の蛋白アミノ酸製剤
アミノレバンＥＮ配合散（フルーツ味） 採用 内服 3259 その他の蛋白アミノ酸製剤
アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「サンド」 採用 内服 2171 冠血管拡張剤
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サンド」 採用 内服 2171 冠血管拡張剤
アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ｢ﾌｿｰ｣ 採用 内服 2190 その他の循環器官用薬
アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ｢日医工｣ 採用 内服 6131 ペニシリン系抗生物質製剤
アラバ錠２０ｍｇ 院外専用 内服 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 院外専用 外用 1329 その他の耳鼻科用剤
アリナミン注射液１０ｍｇ 採用 注射 3122 ビタミンＢ１誘導体製剤
アルギニン点滴静注３０ｇ「ＡＹ」 採用 注射 7223 下垂体機能／その他の内分泌機能検査用試薬
アルサルミン細粒９０％ 院外専用 内服 2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルスロマチック関節手術用灌流液 採用 外用 3399 他に分類されない血液・体液用薬
アルダクトンＡ細粒１０％ 採用 内服 2133 抗アルドステロン製剤
アルツディスポ関節注２５ｍｇ 採用 注射 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
アルト原末 採用 外用 3326 アルギン酸系製剤
アルピニー坐剤１００ 採用 外用 1141 アニリン系製剤
アルファカルシドールカプセル0.25μg｢ｻﾜｲ｣ 採用 内服 3112 合成ビタミンＤ製剤
アルファカルシドールカプセル１μｇ｢ｻﾜｲ｣ 採用 内服 3112 合成ビタミンＤ製剤
アルファロール内用液０．５μｇ／ｍＬ 採用 内服 3112 合成ビタミンＤ製剤
アルブミナー５％静注１２．５g／２５０mL 採用 注射 6343 血漿分画製剤
献血アルブミン２０％静注１０g/50mL｢ＪＢ｣ 採用 注射 6343 血漿分画製剤
アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」 採用 内服 1124 ベンゾジアゼピン系製剤
アルプロスタジルアルファデクス注射用２０μｇ「タカタ」 採用 注射 2190 その他の循環器官用薬
アルプロスタジル注５μｇ「サワイ」 採用 注射 2190 その他の循環器官用薬
アルメタ軟膏 採用 外用 2646 副腎皮質ホルモン製剤
アルロイドG内用液５％ 採用 内服 2329 その他の消化性潰瘍用剤
アレビアチン散１０％ 採用 内服 1132 ヒダントイン系製剤
診断用アレルゲンスクラッチエキス「ﾄﾘｲ」 採用 注射 7290 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
アレルゲンスクラッチエキス対照液｢トリイ｣ 採用 注射 7290 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ陽性対照液｢ﾄﾘｲ｣ﾋｽﾀﾐﾝ二塩酸 採用 注射 7290 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＹＤ」 採用 内服 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
アロカリス点滴静注用２３５ｍｇ 採用 注射 2391 鎮吐剤
アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 院外専用 内服 2123 β－遮断剤
アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 採用 内服 3943 アロプリノール製剤
アンジュ２８錠 院外専用 内服 2549 その他の避妊剤
イーケプラドライシロップ５０％ 採用 内服 1139 その他の抗てんかん剤
イーケプラ錠２５０ｍｇ 院外専用 内服 1139 その他の抗てんかん剤
イーケプラ錠５００ｍｇ 採用 内服 1139 その他の抗てんかん剤
イーケプラ点滴静注５００ｍｇ 採用 注射 1139 その他の抗てんかん剤
イオパミドール３００注５０ｍL「F」 採用 注射 7219 その他のＸ線造影剤
イオパミドール３００注１００ｍL「F」 採用 注射 7219 その他のＸ線造影剤
イオパミドール３００注シリンジ５０ｍL「F」 採用 注射 7219 その他のＸ線造影剤
イオパミドール３００注シリンジ８０ｍL「F」 採用 注射 7219 その他のＸ線造影剤
イオパミドール３００注シリンジ１００ｍL「F」 採用 注射 7219 その他のＸ線造影剤
イオパミドール３７０注２０ｍL「F」 採用 注射 7219 その他のＸ線造影剤
イオパミドール３７０注５０ｍL「F」 採用 注射 7219 その他のＸ線造影剤
イオパミドール３７０注１００ｍL「F」 採用 注射 7219 その他のＸ線造影剤
イオパミドール３７０注シリンジ５０ｍL「F] 採用 注射 7219 その他のＸ線造影剤
イオパミドール３７０注シリンジ８０ｍL「F] 採用 注射 7219 その他のＸ線造影剤
イオパミドール３７０注シリンジ１００ｍL「F] 採用 注射 7219 その他のＸ線造影剤
イオパミロン注３００ｼﾘﾝｼﾞ５０ｍL 採用 注射 7219 その他のＸ線造影剤
イオパミロン注３００シリンジ８０ｍL 採用 注射 7219 その他のＸ線造影剤
イオパミロン注３００シリンジ１００ｍL 採用 注射 7219 その他のＸ線造影剤
イオパミロン注３７０シリンジ５０ｍL 採用 注射 7219 その他のＸ線造影剤
イオパミロン注３７０シリンジ８０ｍL 採用 注射 7219 その他のＸ線造影剤
イオパミロン注３７０シリンジ１００ｍL 採用 注射 7219 その他のＸ線造影剤
イグザレルト錠１０ｍｇ 採用 内服 3339 その他の血液凝固阻止剤
イグザレルト錠１５ｍｇ 院外専用 内服 3339 その他の血液凝固阻止剤
イクスタンジ錠４０ｍｇ 院外専用 内服 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イクセロンパッチ４．５ｍｇ 院外専用 外用 1190 その他の中枢神経系用薬
イクセロンパッチ９ｍｇ 院外専用 外用 1190 その他の中枢神経系用薬
イクセロンパッチ１３．５ｍｇ 院外専用 外用 1190 その他の中枢神経系用薬
イクセロンパッチ１８ｍｇ 院外専用 外用 1190 その他の中枢神経系用薬
イコサペント酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ300mg｢日医工｣ 院外専用 内服 3399 他に分類されない血液・体液用薬
イコサペント酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ900mg｢日医工｣ 採用 内服 3399 他に分類されない血液・体液用薬
イスコチン錠１００ｍｇ 採用 内服 6222 イソニアジド系製剤
産婦人科用イソジンクリーム５％ 採用 外用 2612 ヨウ素化合物
イソジンシュガーパスタ軟膏 採用 外用 2699 他に分類されない外皮用薬
硝酸イソソルビド注５ｍｇ／１０mL｢タカタ｣ 採用 注射 2171 冠血管拡張剤
硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ｢ＥＭＥＣ｣ 採用 外用 2171 冠血管拡張剤
イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ 院外専用 内服 2139 その他の利尿剤
イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ 院外専用 内服 2139 その他の利尿剤
イソプロパノール消毒液70％「ケンエー」 採用 外用 2615 アルコール製剤
イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 採用 内服 2399 他に分類されない消化器官用薬
イトラコナゾールカプセル５０ｍｇ「ＳＷ」 採用 内服 6290 その他の化学療法剤
イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ 採用 外用 6250 抗ウイルス剤
イノバン注０．６％シリンジ 採用 注射 2119 その他の強心剤
イフェンプロジル酒石酸塩錠１０mg｢日医工｣ 院外専用 内服 2190 その他の循環器官用薬
イフェンプロジル酒石酸塩錠１０mg｢日医工｣ 院外専用 内服 2190 その他の循環器官用薬



医薬品名 分類 剤形 薬効 薬効名称
イミグラン点鼻液２０ 院外専用 外用 2160 血管収縮剤
イミダフェナシンOD錠０．１㎎「JG」 採用 内服 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
イミダプリル塩酸塩錠２．５mg｢ファイザー｣ 採用 内服 2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 採用 内服 2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
イムノブラダー膀注用８０ｍｇ 採用 外用 6391 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤
イムラン錠５０ｍｇ 採用 内服 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
イモバックスポリオ皮下注 採用 注射 6313 ウイルスワクチン類
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg｢SUN｣ 採用 注射 4240 抗腫瘍性植物成分製剤
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100ｍｇ｢SUN｣ 採用 注射 4240 抗腫瘍性植物成分製剤
イリボー錠２．５μｇ 院外専用 内服 2399 他に分類されない消化器官用薬
インクレミンシロップ５％ 採用 内服 3222 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）
インジゴカルミン注２０ｍｇ「AFP」 採用 注射 7225 腎機能検査用試薬
インスリン　グラルギンＢＳ注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ｢ﾘﾘｰ｣ 採用 注射 2492 すい臓ホルモン剤
インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」 採用 注射 2492 すい臓ホルモン剤
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用） 院外専用 内服 5200 漢方製剤
インデラル錠１０mg 院外専用 内服 2123 β－遮断剤
インデラル注射液２ｍｇ 採用 注射 2123 β－遮断剤
インドメタシンクリーム１％「日医工」 採用 外用 2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
イントラリポス輸液２０％ 採用 注射 3299 他に分類されない滋養強壮薬
インフリキシマブＢＳ点滴静注用100mg｢NK｣ 採用 注射 2399 他に分類されない消化器官用薬
インフルエンザＨＡワクチン「生研」 採用 注射 6313 ウイルスワクチン類
ヴィーンＤ輸液　２００ｍＬ 採用 注射 3319 その他の血液代用剤
ヴィーンＤ輸液　５００ｍＬ 採用 注射 3319 その他の血液代用剤
ウインタミン細粒（１０％） 採用 内服 1171 クロルプロマジン製剤
ヴォリブリス錠２．５ｍｇ 院外専用 内服 2190 その他の循環器官用薬
ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ｢ＺＥ｣ 採用 内服 2362 胆汁酸製剤
ウルソ顆粒５％ 採用 内服 2362 胆汁酸製剤
ウログラフイン注６０％ 採用 注射 7214 配合製剤
ウロナーゼ静注用６万単位 採用 注射 3954 ウロキナーゼ製剤
ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％ 採用 外用 2519 その他の泌尿器官用剤
ＨＣＧモチダ筋注用５千単位 採用 注射 2413 性腺刺激ホルモン製剤
乾燥ＨＢグロブリン筋注用２００単位｢ﾆﾁﾔｸ｣ 採用 注射 6343 血漿分画製剤
乾燥ＨＢグロブリン筋注用1000単位「ﾆﾁﾔｸ」 採用 注射 6343 血漿分画製剤
エキザルベ 採用 外用 2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
エクア錠５０ｍｇ 院外専用 内服 3969 その他の糖尿病用剤
エクセグラン散２０％ 採用 内服 1139 その他の抗てんかん剤
エクセグラン錠１００ｍｇ 院外専用 内服 1139 その他の抗てんかん剤
エクラーローション０．３％ 採用 外用 2646 副腎皮質ホルモン製剤
エクラー軟膏０．３％ 院外専用 外用 2646 副腎皮質ホルモン製剤
エサンブトール錠１２５ｍｇ 採用 内服 6225 エタンブトール製剤
エスクレ注腸用キット「５００」 採用 外用 1123 抱水クロラール系製剤
エスゾピクロン錠２ｍｇ「ケミファ」 採用 内服 1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ 院外専用 内服 4219 その他のアルキル化剤
エストラーナテープ０．７２ｍｇ 院外専用 外用 2473 エストラジオール製剤
エストリール錠１ｍｇ 院外専用 内服 2475 エストリオール系製剤
ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 採用 外用 2399 他に分類されない消化器官用薬
エスポー皮下用２４０００シリンジ 採用 注射 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０ 採用 内服 4229 その他の代謝拮抗剤
エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５ 採用 内服 4229 その他の代謝拮抗剤
エゼチミブ錠10mg「ケミファ」 採用 内服 2189 その他の高脂血症用剤
消毒用エタプロコール 採用 外用 2615 アルコール製剤
エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ「日医工」 採用 注射 1190 その他の中枢神経系用薬
エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 採用 内服 1179 その他の精神神経用剤
エトドラク錠２００ｍｇ「ＳＷ」 院外専用 内服 1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 採用 注射 4240 抗腫瘍性植物成分製剤
エナジア吸入用カプセル高用量 院外専用 外用 2290 その他の呼吸器官用薬
エナジア吸入用カプセル中用量 院外専用 外用 2290 その他の呼吸器官用薬
エナラプリルマレイン酸塩錠２．５mg｢ｵｰﾊﾗ｣ 採用 内服 2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ｵｰﾊﾗ」 採用 内服 2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
エネーボ配合経腸用液 採用 内服 3259 その他の蛋白アミノ酸製剤
エネマスター注腸散 採用 外用 7212 バリウム塩製剤
エバミール錠１．０ 採用 内服 1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エパルレスタット錠５０ｍｇ「ファイザー」 採用 内服 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
エピデュオゲル 院外専用 外用 2699 他に分類されない外皮用薬
エピナスチン塩酸塩ＤＳ１％小児用｢日医工｣ 採用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ｢ファイザー｣ 採用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
エピルビシン塩酸塩注射液１０mg／５mL｢NK｣ 採用 注射 4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
エピルビシン塩酸塩注射液５０mg／25mL｢NK｣ 採用 注射 4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
エピレオプチマル散５０％ 院外専用 内服 1139 その他の抗てんかん剤
エフィエントOD錠２０ｍｇ 採用 内服 3399 他に分類されない血液・体液用薬
エフィエント錠３．７５ｍｇ 採用 内服 3399 他に分類されない血液・体液用薬
エブランチルカプセル１５ｍｇ 採用 内服 2149 その他の血圧降下剤
エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 採用 内服 1249 その他の鎮けい剤
エボザックカプエル３０ｍｇ 院外専用 内服 2399 他に分類されない消化器官用薬
エホチール注１０ｍｇ 採用 注射 2119 その他の強心剤
ＭＳ温シップ「タイホウ」 採用 外用 2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ＭＳコンチン錠１０ｍｇ 採用 内服 8114 モルヒネ系製剤
ＭＳコンチン錠３０ｍｇ 採用 内服 8114 モルヒネ系製剤
ＭＳ冷シップ「タイホウ」 採用 外用 2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤



医薬品名 分類 剤形 薬効 薬効名称
エムラクリーム 採用 外用 1219 その他の局所麻酔剤
エリキュース錠２．５ｍｇ 採用 内服 3339 その他の血液凝固阻止剤
エリキュース錠５ｍｇ 院外専用 内服 3339 その他の血液凝固阻止剤
エリザス点鼻粉末２００μｇ２８噴霧用 院外専用 外用 1329 その他の耳鼻科用剤
エリスロシン錠２００ｍｇ 院外専用 内服 2184 エリスロマイシン製剤
ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「タナベ」 採用 注射 7223 下垂体機能／その他の内分泌機能検査用試薬
エルデカルシトールカプセル０．５μg「サワイ」 院外専用 内服 3112 合成ビタミンＤ製剤
エルデカルシトールカプセル０．７５μg「サワイ」 採用 内服 3112 合成ビタミンＤ製剤
エルネオパＮＦ１号輸液 採用 注射 3259 その他の蛋白アミノ酸製剤
エルネオパＮＦ２号輸液 採用 注射 3259 その他の蛋白アミノ酸製剤
エルプラット点滴静注液１００ｍｇ 採用 注射 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エルプラット点滴静注液５０ｍｇ 採用 注射 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エレンタール配合内用剤 採用 内服 3259 その他の蛋白アミノ酸製剤
塩化カリウム徐放錠６００ｍｇ「St」 採用 内服 3229 その他の無機質製剤
塩化ナトリウム「ヤマゼン」Ｍ 採用 外用 7190 その他の調剤用薬
大塚塩カル注２％ 採用 注射 3215 ハロゲン化カルシウム製剤
エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＥＥ」 採用 内服 6250 抗ウイルス剤
注射用エンドキサン５００ｍｇ 採用 注射 4211 クロルエチルアミン系製剤
エンレスト錠１００ｍｇ 採用 内服 2149 その他の血圧降下剤
オイラックスHクリーム 院外専用 外用 2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
オイラックスクリーム１０％ 採用 外用 2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ 採用 内服 6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
オキサリプラチン点滴静注液５０mg｢サワイ｣ 採用 注射 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オキサリプラチン点滴静注液100mg｢サワイ｣ 採用 注射 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オキサロールローション２５μｇ／ｇ 院外専用 外用 2691 外用ビタミン製剤
オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ 採用 外用 2691 外用ビタミン製剤
ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠5㎎NX「第一三共」 採用 内服 8119 あへんアルカロイド系麻薬
ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放錠10㎎NX「第一三共」 採用 内服 8119 あへんアルカロイド系麻薬
ｵｷｼｺﾄﾞﾝ注射液10㎎「第一三共」 採用 注射 8119 あへんアルカロイド系麻薬
ｵｷｼｺﾄﾞﾝ注射液50㎎「第一三共」 採用 注射 8119 あへんアルカロイド系麻薬
オキシコナゾール硝酸塩腟錠６００ｍｇ｢Ｆ｣ 採用 外用 2529 その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）
オキシドール「ヤクハン」 採用 外用 2614 過酸化物製剤
オキノーム散２．５ｍｇ 採用 内服 8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散５ｍｇ 採用 内服 8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散１０ｍｇ 採用 内服 8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オクトレオチド皮下注１００μｇ「あすか」 採用 注射 2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
オザグレルＮａ点滴静注液２０ｍｇ｢日医工｣ 採用 注射 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
オスバン消毒液０．０２５％ 採用 外用 2616 石鹸類製剤
オセルタミビルカプセル７５ｍｇ 採用 内服 6250 抗ウイルス剤
オゼンピック皮下注０．２５ｍｇＳＤ 院外専用 注射 2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
オゼンピック皮下注０．５ｍｇＳＤ 院外専用 注射 2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
オゼンピック皮下注１ｍｇＳＤ 院外専用 注射 2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
オゼンピック皮下注２ｍｇ 院外専用 注射 2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
オダイン錠１２５ｍｇ 院外専用 内服 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 採用 注射 6313 ウイルスワクチン類
オドメール点眼液０．０２％ 院外専用 外用 1315 眼科用コルチゾン製剤
オノアクト点滴静注用５０ｍｇ 採用 注射 2123 β－遮断剤
オビソート注射用０．１ｇ 採用 注射 1232 アセチルコリン系製剤
オフサグリーン静注用２５ｍｇ 採用 注射 7290 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
オフサロン点眼液 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
オプスミット錠１０ｍｇ 院外専用 内服 2190 その他の循環器官用薬
オプソ内服液５ｍｇ 採用 内服 8114 モルヒネ系製剤
オプソ内服液１０ｍｇ 採用 内服 8114 モルヒネ系製剤
オフロキサシンゲル化点眼液０．３%｢わかもと｣ 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
オフロキサシン耳科用液０．３％「ＣＥＯ」 採用 外用 1329 その他の耳鼻科用剤
オペガードＭＡ眼灌流液 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
オペガン０．６眼粘弾剤１％ 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
オムニパーク２４０注１０ｍＬ 採用 注射 7219 その他のＸ線造影剤
オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 採用 注射 2329 その他の消化性潰瘍用剤
オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「明治」 採用 内服 1179 その他の精神神経用剤
オリブ油「ヨシダ」 採用 外用 7121 油脂性基剤
オリブ油「ヨシダ」　滅菌 採用 外用 7121 油脂性基剤
オルダミン注射用１ｇ 採用 注射 3329 その他の止血剤
オルミエント錠４ｍｇ 院外専用 内服 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
オルメサルタンOD錠10mg「ファイザー」 採用 内服 2149 その他の血圧降下剤
オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ファイザー」 院外専用 内服 2149 その他の血圧降下剤
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 採用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
オンコビン注射用１ｍｇ 採用 注射 4240 抗腫瘍性植物成分製剤
オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ 採用 外用 2259 その他の気管支拡張剤
ガスコン錠４０ｍｇ 採用 内服 2318 ジメチコン製剤
ガストログラフイン経口・注腸用 採用 内服 7211 ヨウ素化合物製剤
カタプレス錠７５μｇ 採用 内服 2149 その他の血圧降下剤
ガチフロ点眼液０．３％ 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
カチリ「ホエイ」 採用 外用 2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
コタロー葛根湯エキス細粒 採用 内服 5200 漢方製剤
カデュエット配合錠２番 院外専用 内服 2190 その他の循環器官用薬
カデュエット配合錠４番 院外専用 内服 2190 その他の循環器官用薬
ガドビスト静注１．０mol/Lシリンジ５ｍＬ 採用 注射 7290 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
ガドビスト静注１．０mol/Lシリンジ7.5ｍＬ 採用 注射 7290 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）



医薬品名 分類 剤形 薬効 薬効名称
ガドビスト静注１．０mol/Lシリンジ１０mL 採用 注射 7290 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
カナグル錠１００ｍｇ 院外専用 内服 3969 その他の糖尿病用剤
カナマイシンカプセル２５０ｍｇ｢明治」 採用 内服 6123 アミノ糖系抗生物質製剤
ガバペン錠２００ｍｇ 院外専用 内服 1139 その他の抗てんかん剤
カプトプリル錠１２．５「ＳＷ」 採用 内服 2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
ガベキサートメシル酸塩注射用100ｍｇ｢ｻﾜｲ｣ 採用 注射 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
ガベキサートメシル酸塩注射用500ｍｇ｢ｻﾜｲ｣ 採用 注射 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「サワイ」 院外専用 内服 1169 その他の抗パーキンソン剤
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） 院外専用 内服 5200 漢方製剤
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒3.0g 院外専用 内服 5200 漢方製剤
カモスタットメシル酸塩錠１００mg｢日医工｣ 採用 内服 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
カリジノゲナーゼ錠５０単位「サワイ」 採用 内服 2491 循環ホルモン剤
カリメート散 採用 内服 2190 その他の循環器官用薬
カルスロット錠１０ 院外専用 内服 2149 その他の血圧降下剤
カルチコール注射液８．５％５ｍＬ 採用 注射 3213 グルコン酸カルシウム製剤
ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ錠３０ｍｇ「日医工」 採用 内服 3321 カルバゾクロム系製剤
カルバマゼピン細粒５０％「フジナガ」 採用 内服 1139 その他の抗てんかん剤
カルバマゼピン錠１００ｍｇ「フジナガ」 院外専用 内服 1139 その他の抗てんかん剤
カルバマゼピン錠２００ｍｇ「フジナガ」 採用 内服 1139 その他の抗てんかん剤
カルベジロール錠１．２５ｍｇ「サワイ」 採用 内服 2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 採用 内服 2149 その他の血圧降下剤
カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 採用 内服 2233 システイン系製剤
カルボシステインシロップ小児用５％｢テバ｣ 採用 内服 2233 システイン系製剤
カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」 採用 内服 2233 システイン系製剤
カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「SW」 採用 注射 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ｢SW｣ 採用 注射 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ｢SW｣ 採用 注射 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カレトラ配合錠 採用 内服 6250 抗ウイルス剤
カロナール細粒２０％ 採用 内服 1141 アニリン系製剤
カロナール錠２００ 採用 内服 1141 アニリン系製剤
カロナール錠５００ 採用 内服 1141 アニリン系製剤
ｶﾞﾝｼｸﾛﾋﾞﾙ点滴静注用500mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ 採用 注射 6250 抗ウイルス剤
乾燥弱毒性風しんワクチン「タケダ」 採用 注射 6313 ウイルスワクチン類
カンデサルタン錠４ｍｇ「あすか」 採用 内服 2149 その他の血圧降下剤
コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 院外専用 内服 5200 漢方製剤
ガンマグロブリン筋注450ｍｇ／3ｍＬ｢ﾆﾁﾔｸ｣ 採用 注射 6343 血漿分画製剤
カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ｢ｻﾜｲ｣ 採用 注射 2133 抗アルドステロン製剤
キシロカインゼリー２％ 採用 外用 1214 キシリジン系製剤
キシロカインビスカス２％ 採用 内服 1214 キシリジン系製剤
キシロカインポンプスプレー８％ 採用 外用 1214 キシリジン系製剤
キシロカイン液「４％」 採用 外用 1214 キシリジン系製剤
ｷｼﾛｶｲﾝ注射液｢0.5%｣ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ(1:100000)含有 採用 注射 1214 キシリジン系製剤
ｷｼﾛｶｲﾝ注射液｢1%｣ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ(1:100000)含有 採用 注射 1214 キシリジン系製剤
キシロカイン点眼液４％ 採用 外用 1214 キシリジン系製剤
キドミン輸液　２００ｍＬ 採用 注射 3253 混合アミノ酸製剤
ギャバロン錠５ｍｇ 院外専用 内服 1249 その他の鎮けい剤
球形吸着炭細粒分包２ｇ「日医工」 採用 内服 3929 その他の解毒剤
キュビシン静注用３５０ｍｇ 採用 注射 6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
キョウミノチン静注２０ｍＬ 採用 注射 3919 その他の肝臓疾患用剤
キンダベート軟膏０．０５％ 採用 外用 2646 副腎皮質ホルモン製剤
キンダリー透析剤AF４号 採用 注射 3410 人工腎臓透析用剤
キンダリー透析剤ＡＦ２号 採用 注射 3410 人工腎臓透析用剤
キンダリー透析剤ＡＦ３号 採用 注射 3410 人工腎臓透析用剤
クアトロバック皮下注シリンジ 採用 注射 6361 ワクチン・トキソイド混合製剤
クエチアピン錠２５ｍｇ「日医工」 採用 内服 1179 その他の精神神経用剤
クエンメット配合錠 採用 内服 3949 その他の痛風治療剤
クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 採用 内服 3222 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）
クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3％｢ﾂﾙﾊﾗ｣ 採用 内服 3222 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）
グラクティブ錠２５ｍｇ 院外専用 内服 3969 その他の糖尿病用剤
グラクティブ錠５０ｍｇ 採用 内服 3969 その他の糖尿病用剤
グラナテック点眼液０．４％ 院外専用 外用 1319 その他の眼科用剤
グラニセトロン静注液１ｍｇ「NK」 採用 注射 2391 鎮吐剤
グラニセトロン内服ゼリー１ｍｇ｢ケミファ｣ 採用 内服 2391 鎮吐剤
クラバモックス小児用配合ドライシロップ 採用 内服 6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
クラビット点眼液１．５％ 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用｢ｻﾜｲ｣ 採用 内服 6149 その他の主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの

クラリスロマイシン錠５０mg小児用｢日医工｣ 院外専用 内服 6149 その他の主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ｢日医工｣ 採用 内服 6149 その他の主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの

グランダキシン錠５０ 採用 内服 1124 ベンゾジアゼピン系製剤
クリアクター静注用８０万 採用 注射 3959 その他の酵素製剤
グリクラジド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 院外専用 内服 3961 スルフォニル尿素系製剤
グリセリン「マルイシ」 採用 外用 2357 グリセリン製剤
グリセリンＢＣ液６０％「ケンエー」 採用 外用 2357 グリセリン製剤
グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０mL 採用 外用 2357 グリセリン製剤
グリセリン浣腸液５０％「ムネ」６０ｍＬ 採用 外用 2357 グリセリン製剤
グリセリン浣腸液５０％「ムネ」１２０ｍＬ 採用 外用 2357 グリセリン製剤
グリセレブ配合点滴静注 採用 注射 2190 その他の循環器官用薬
グリチロン配合錠 院外専用 内服 3919 その他の肝臓疾患用剤
グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ケミファ」 採用 内服 3961 スルフォニル尿素系製剤



医薬品名 分類 剤形 薬効 薬効名称
ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ注射液６００ｍｇ｢ＮＰ｣ 採用 注射 6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
グルカゴン注射用１単位「ILS」 採用 注射 7229 その他の機能検査用試薬
グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ 採用 内服 3229 その他の無機質製剤
グレースビット錠５０ｍｇ 院外専用 内服 6241 ピリドンカルボン酸系製剤
クレナフィン爪外用液１０％ 院外専用 外用 6290 その他の化学療法剤
クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 採用 内服 1179 その他の精神神経用剤
クロピドグレル錠２５ｍｇ「ケミファ」 採用 内服 3399 他に分類されない血液・体液用薬
クロピドグレル錠７５ｍｇ「ケミファ」 採用 内服 3399 他に分類されない血液・体液用薬
抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１０００倍｢JB｣ 採用 注射 6343 血漿分画製剤
クロミッド錠５０ｍｇ 院外専用 内服 2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「サワイ」 採用 外用 2259 その他の気管支拡張剤
クロラムフェニコール腟錠１００ｍｇ「Ｆ」 採用 外用 2521 生殖器官用抗生物質製剤
ケアラム錠２５ｍｇ 院外専用 内服 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
コタロー桂枝加朮附湯エキス細粒 院外専用 内服 5200 漢方製剤
コタロー桂枝茯苓丸料エキス細粒 採用 内服 5200 漢方製剤
ケイツーＮ静注１０ｍｇ 採用 注射 3160 ビタミンＫ剤
ケイツーシロップ０．２％ 採用 内服 3160 ビタミンＫ剤
ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 採用 注射 3319 その他の血液代用剤
ゲーベンクリーム１％ 採用 外用 2633 外用サルファ製剤
ケタスカプセル１０ｍｇ 院外専用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
ケタラール静注用２００ｍｇ 採用 注射 1119 その他の全身麻酔剤
ケトコナゾール外用液２％「ＮＲ」 採用 外用 2655 イミダゾール系製剤
ケトコナゾールクリーム２％「ＮＲ」 採用 外用 2655 イミダゾール系製剤
ケトチフェンＤＳ小児用０．１％「サワイ」 院外専用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
ケトチフェン点鼻液０．０５％「サワイ」 採用 外用 1329 その他の耳鼻科用剤
ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「日医工」 採用 外用 2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ｹﾅｺﾙﾄ-A皮内用関節腔内用水懸注５０mg/５mL 採用 注射 2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクルト」 採用 注射 4224 シトシン系製剤
ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ﾔｸﾙﾄ」 採用 注射 4224 シトシン系製剤
献血ヴェノグロブリンＩＨ10％静注5g/50mL 採用 注射 6343 血漿分画製剤
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60ｍｇ｢日医工｣ 採用 注射 6134 アミノ糖系抗生物質製剤
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％｢イワキ｣ 採用 外用 2634 外用抗生物質製剤
コートリル錠１０ｍｇ 採用 内服 2452 コルチゾン系製剤
コートロシン注射用０．２５ｍｇ 採用 注射 2452 コルチゾン系製剤
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） 採用 内服 5200 漢方製剤
コタロー呉茱萸湯エキス細粒 院外専用 内服 5200 漢方製剤
コソプト配合点眼液 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
コデインリン酸塩１％＜ハチ＞ 採用 内服 2242 コデイン系製剤（家庭麻薬）
コバシル錠２ｍｇ 院外専用 内服 2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
コムタン錠１００ｍｇ 院外専用 内服 1169 その他の抗パーキンソン剤
コメリアンコーワ錠１００ 院外専用 内服 2171 冠血管拡張剤
コタロー五苓散料エキス細粒 採用 内服 5200 漢方製剤
コレクチム軟膏０．５％ 院外専用 外用 2699 他に分類されない外皮用薬
コレバイン錠５００ｍｇ 院外専用 内服 2189 その他の高脂血症用剤
コロネル錠５００ｍｇ 院外専用 内服 2399 他に分類されない消化器官用薬
コンサータ錠１８ｍｇ 院外専用 内服 1179 その他の精神神経用剤
コンサータ錠２７ｍｇ 院外専用 内服 1179 その他の精神神経用剤
コンサータ錠３６ｍｇ 院外専用 内服 1179 その他の精神神経用剤
コントミン筋注１０ｍｇ 採用 注射 1171 クロルプロマジン製剤
コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ 採用 内服 1171 クロルプロマジン製剤
コンバントリンドライシロップ１００ｍｇ 院外専用 内服 6429 その他の駆虫剤
ｻｰｼﾞｾﾙ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾍﾓｽﾀｯﾄ ｶﾞｰｾﾞ10.2X20.3 採用 外用 3325 セルロース系製剤（可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。）
ｻｰｼﾞｾﾙ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾍﾓｽﾀｯﾄ 綿型Ⅱ5.1X2.5 採用 外用 3325 セルロース系製剤（可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。）
ザーネ軟膏０．５％ 院外専用 外用 2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ 採用 外用 2219 その他の呼吸促進剤
ザイザルシロップ０．０５％ 採用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
ザイザル錠５ｍｇ 採用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
ザイティガ錠２５０ｍｇ 院外専用 内服 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
サイプレジン１％点眼液 採用 外用 1311 散瞳剤
ザイボックス錠６００ｍｇ 採用 内服 6249 その他の合成抗菌剤
サイラムザ点滴静注液　１００mg 採用 注射 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
サイラムザ点滴静注液　５００mg 採用 注射 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
クラシエ柴苓湯エキス細粒 院外専用 内服 5200 漢方製剤
サイレース静注２ｍｇ 採用 注射 1124 ベンゾジアゼピン系製剤
サインバルタカプセル２０ｍｇ 採用 内服 1179 その他の精神神経用剤
ザガーロカプセル０．５ｍｇ 院外専用 内服 2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
酢酸「ニッコー」 採用 外用 2661 有機酸製剤
ザクラス配合錠ＨＤ 院外専用 内服 2149 その他の血圧降下剤
ザファテック錠１００ｍｇ 院外専用 内服 3969 その他の糖尿病用剤
サブパック血液ろ過用補充液－Ｂｉ 採用 注射 3410 人工腎臓透析用剤
サムスカOD錠７．５ｍｇ 採用 内服 2139 その他の利尿剤
サムチレール内用懸濁液15% 採用 内服 6290 その他の化学療法剤
サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg｢ＣＨ｣ 院外専用 内服 6219 その他のサルファ剤
サラゾピリン坐剤５００ｍｇ 院外専用 外用 6219 その他のサルファ剤
サラゾピリン錠５００ｍｇ 院外専用 内服 6219 その他のサルファ剤
サリグレンカプセル３０ｍｇ 院外専用 内服 2399 他に分類されない消化器官用薬
５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 採用 外用 2652 外用サリチル酸系製剤
サリチル酸「ケンエー」 採用 外用 2652 外用サリチル酸系製剤
ザルコニンＧ消毒液１０ 採用 外用 2616 石鹸類製剤



医薬品名 分類 剤形 薬効 薬効名称
ザルティア錠５ｍｇ 院外専用 内服 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ｢ｹﾐﾌｧ｣ 採用 内服 3399 他に分類されない血液・体液用薬
酸化亜鉛「ケンエー」 採用 外用 2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
酸化マグネシウム細粒８３％「ヨシダ」 採用 内服 2344 無機塩製剤
酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」 採用 内服 2344 無機塩製剤
酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」 採用 内服 2344 無機塩製剤
サンドールＰ点眼液 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
サンピロ点眼液２％ 採用 外用 1312 縮瞳剤
ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ 採用 注射 7224 肝機能検査用試薬
ジアゼパム２ｍｇ「アメル」 採用 内服 1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ジアゼパム５ｍｇ「アメル」 院外専用 内服 1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ジアゼパム注射液１０ｍｇ「タイヨー」 採用 注射 1124 ベンゾジアゼピン系製剤
シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
ヒトCRH静注用１００µｇ「タナベ」 採用 注射 7223 内分泌機能検査用試薬
注射用GHRP科研１００ 採用 注射 7223 内分泌機能検査用試薬
ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ 採用 注射 3399 他に分類されない血液・体液用薬
ジェービックＶ 採用 注射 6313 ウイルスワクチン類
ジェニナック錠２００mg 採用 内服 6241 ピリドンカルボン酸系製剤
ジェノトロピンゴークイック注用５．３ｍｇ 院外専用 注射 2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ジェノトロピンゴークイック注用１２ｍｇ 院外専用 注射 2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ジェミーナ配合錠 院外専用 内服 2482 混合ホルモン剤
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％｢ＣＥＯ｣ 採用 外用 1329 その他の耳鼻科用剤
ジクアス点眼液３％ 院外専用 外用 1319 その他の眼科用剤
ジクロフェナクNa・PF点眼液0.1％「日点」 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「ＹＤ」 採用 内服 1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg｢日医工｣ 採用 外用 1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg｢日医工｣ 採用 外用 1147 フェニル酢酸系製剤
ジゴシン注０．２５ｍｇ 採用 注射 2113 ジギタリス製剤
ジスチグミン臭化物錠５ｍｇ「テバ」 採用 内服 1231 四級アンモニウム塩製剤
シスプラチン点滴静注１０ｍｇ「日医工」 採用 注射 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
シスプラチン点滴静注５０ｍｇ「日医工」 採用 注射 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ジスロマック錠250mg 採用 内服 6149 その他の主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの

ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ 採用 注射 6149 その他の主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの

ジソピラミドカプセル１００mg｢ファイザー｣ 採用 内服 2129 その他の不整脈用剤
ｼﾀﾞｷｭｱｽｷﾞ花粉舌下錠2,000JAU 院外専用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
ｼﾀﾞｷｭｱｽｷﾞ花粉舌下錠5,000JAU 院外専用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
シナジス筋注液５０ｍｇ 採用 注射 6250 抗ウイルス剤
シナジス筋注液１００ｍｇ 採用 注射 6250 抗ウイルス剤
ジノプロスト注射液１０００μｇ「Ｆ」 採用 注射 2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
ジピリダモール錠２５ｍｇ「ＪＧ」 採用 内服 2171 冠血管拡張剤
ジピリダモール錠１００ｍｇ「ＪＧ」 採用 内服 2171 冠血管拡張剤
ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」 採用 内服 1339 その他の鎮暈剤
ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ点滴静注400ｍｇ/200ｍL「明治」 採用 注射 6241 ピリドンカルボン酸系製剤
シベノール静注７０ｍｇ 採用 注射 2129 その他の不整脈用剤
シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ｢ｻﾜｲ｣ 採用 内服 2129 その他の不整脈用剤
シムビコートタービュヘイラー３０吸入 採用 外用 2290 その他の呼吸器官用薬
シムビコートタービュヘイラー６０吸入 院外専用 外用 2290 その他の呼吸器官用薬
ジメチコン内用液2%「ホリイ」 採用 内服 2318 ジメチコン製剤
コタロー四物湯エキス細粒 院外専用 内服 5200 漢方製剤
コタロー芍薬甘草湯エキス細粒 採用 内服 5200 漢方製剤
ジャディアンス錠１０ｍｇ 採用 内服 3969 その他の糖尿病用剤
シュアポスト錠０．２５ｍｇ 採用 内服 3969 その他の糖尿病用剤
ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） 院外専用 内服 5200 漢方製剤
ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用） 院外専用 内服 5200 漢方製剤
硝酸銀「ファイザー」原末 採用 外用 1319 眼科用剤
コタロー小青竜湯エキス細粒 採用 内服 5200 漢方製剤
大塚蒸留水　２０ｍＬ 採用 注射 7131 精製水類
大塚蒸留水　１００ｍＬ 採用 注射 7131 精製水類
大塚蒸留水　５００ｍＬ 採用 注射 7131 精製水類
大塚食塩注１０％ 採用 注射 3311 生理食塩液類
ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル100ｍｇ｢ｻﾜｲ｣ 採用 内服 2171 冠血管拡張剤
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」 採用 注射 2171 冠血管拡張剤
シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 採用 内服 2149 その他の血圧降下剤
シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「サワイ」 採用 内服 3399 他に分類されない血液・体液用薬
シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＥＥ」 採用 内服 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
シンビット静注用５０ｍｇ 採用 注射 2129 その他の不整脈用剤
シングリックス筋注用 採用 注射 6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 採用 注射 6313 ウイルスワクチン類
スインプロイク錠０．２ｍｇ 採用 内服 2359 その他の下剤、浣腸剤
スープレン吸入麻酔液 採用 外用 1119 その他の全身麻酔剤
スキサメトニウム注１００「マルイシ」 採用 注射 1224 コリン系製剤
スクラルファート内用液１０％「日医工」 採用 内服 2329 その他の消化性潰瘍用剤
スコピゾル眼科用液 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
スタデルム軟膏５％ 院外専用 外用 2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ストミンＡ配合錠 院外専用 内服 1329 その他の耳鼻科用剤
ストラテラカプセル５ｍｇ 院外専用 内服 1179 その他の精神神経用剤
ストラテラカプセル１０ｍｇ 院外専用 内服 1179 その他の精神神経用剤
ストラテラカプセル２５ｍｇ 院外専用 内服 1179 その他の精神神経用剤
ストラテラ内用液０．４％ 院外専用 内服 1179 その他の精神神経用剤



医薬品名 分類 剤形 薬効 薬効名称
ストロメクトール錠３ｍｇ 院外専用 内服 6429 その他の駆虫剤
スピール膏Ｍ 院外専用 外用 2661 有機酸製剤
スピオルトレスピマット２８吸入 採用 外用 2259 その他の気管支拡張剤
スピオルトレスピマット６０吸入 院外専用 外用 2259 その他の気管支拡張剤
スピラゾンローション０．３％ 採用 外用 2646 副腎皮質ホルモン製剤
スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 採用 外用 2259 その他の気管支拡張剤
スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」 採用 内服 2133 抗アルドステロン製剤
スピロペント錠１０μｇ 院外専用 内服 2259 その他の気管支拡張剤
スポンゼル 採用 外用 3322 ゼラチン製剤
スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＹＤ」 採用 内服 2160 血管収縮剤
スルバシリン静注用３ｇ 採用 注射 6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」 採用 内服 2329 その他の消化性潰瘍用剤
生食注シリンジ「ＮＰ」　１０ｍＬ 採用 注射 3311 生理食塩液類
大塚生食注　２０ｍＬ 採用 注射 3311 生理食塩液類
大塚生食注　５０ｍＬ 採用 注射 3311 生理食塩液類
生食溶解液キットＨ　１００ｍＬ 採用 注射 3311 生理食塩液類
大塚生食注　１００ｍＬ 採用 注射 3311 生理食塩液類
大塚生食注　２５０ｍＬ 採用 注射 3311 生理食塩液類
大塚生食注　５００ｍＬ 採用 注射 3311 生理食塩液類
大塚生食注　細口開栓５００ｍＬ 採用 注射 3311 生理食塩液類
大塚生食注　細口開栓１Ｌ 採用 注射 3311 生理食塩液類
生理食塩液ＰＬ「フソー」　２Ｌ 採用 注射 3311 生理食塩液類
ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用） 院外専用 内服 5200 漢方製剤
セパゾン錠１ 院外専用 内服 1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セパミット細粒１％ 院外専用 内服 2171 冠血管拡張剤
セファクロルカプセル２５０ｍｇ「サワイ」 採用 内服 6132 セフェム系抗生物質製剤
セファクロル細粒１０％「日医工」 採用 内服 6132 セフェム系抗生物質製剤
セファゾリンナトリウム注射用１ｇ｢日医工｣ 採用 注射 6132 セフェム系抗生物質製剤
セファランチン注１０ｍｇ 採用 注射 2900 その他の個々の器官系用医薬品
ゼフィックス錠１００ｍｇ 院外専用 内服 6250 抗ウイルス剤
セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」 採用 注射 6132 セフェム系抗生物質製剤
セフォタックス注射用０．５ｇ 採用 注射 6132 セフェム系抗生物質製剤
セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「ＮＰ」 採用 注射 6132 セフェム系抗生物質製剤
ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠１００ｍｇ｢日医工｣ 採用 内服 6132 セフェム系抗生物質製剤
セフジニル細粒１０％小児用「日医工」 院外専用 内服 6132 セフェム系抗生物質製剤
セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 採用 注射 6132 セフェム系抗生物質製剤
ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注用１ｇ「日医工」 採用 注射 6132 セフェム系抗生物質製剤
ゼフナートクリーム２％ 採用 外用 2659 その他の寄生性皮ふ疾患用剤
セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 採用 注射 6132 セフェム系抗生物質製剤
ゼペリン点眼液０．１％ 院外専用 外用 1319 その他の眼科用剤
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 採用 外用 1119 その他の中枢神経系用薬用薬
セララ錠２５ｍｇ 採用 内服 2149 その他の血圧降下剤
セルトラリン錠２５ｍｇ「ニプロ」 採用 内服 1179 その他の精神神経用剤
セルニルトン錠 院外専用 内服 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
セレキノン錠１００ｍｇ 採用 内服 2399 他に分類されない消化器官用薬
セレコキシブ錠１００ｍｇ「サワイ」 採用 内服 1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
セレジストOD錠５ｍｇ 院外専用 内服 1190 その他の中枢神経系用薬
セレスタミン配合錠 採用 内服 2459 その他の副腎ホルモン剤
セレベントディスカス 院外専用 外用 2259 その他の気管支拡張剤
ゼローダ錠３００ 採用 内服 4223 フルオロウラシル系製剤
センノシド錠１２ｍｇ「NIG」 採用 内服 2354 下剤、浣腸剤
ソセゴン注射液15mg 採用 注射 1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ソナゾイド注射用１６μＬ 採用 注射 7290 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
ソバルディ錠４００ｍｇ 院外専用 内服 6250 抗ウイルス剤
ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」 採用 内服 1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ゾビラックス眼軟膏３％ 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
ソフィアＣ配合錠 院外専用 内服 2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ 採用 外用 2634 外用抗生物質製剤
ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ 採用 注射 2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
ソリタ－Ｔ２号輸液　５００ｍＬ 採用 注射 3319 その他の血液代用剤
ソリタ－Ｔ４号輸液　２００ｍＬ 採用 注射 3319 その他の血液代用剤
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠２．５ｍｇ「サワイ」 採用 内服 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ソルアセトF輸液　５００ｍL 採用 注射 3319 その他の血液代用剤
ソルデム１輸液　２００ｍＬ 採用 注射 3319 その他の血液代用剤
ソルデム１輸液　５００ｍＬ 採用 注射 3319 その他の血液代用剤
ソルデム３Ａ輸液　２００ｍＬ 採用 注射 3319 その他の血液代用剤
ソルデム３Ａ輸液　５００ｍＬ 採用 注射 3319 その他の血液代用剤
ソルデム６輸液　５００ｍＬ 採用 注射 3319 その他の血液代用剤
ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 採用 内服 1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ｢日医工｣ 院外専用 内服 2160 血管収縮剤
ソル・メドロール静注用１２５ 採用 注射 2456 プレドニゾロン系製剤
ソル・メドロール静注用５００ 採用 注射 2456 プレドニゾロン系製剤
ソルラクト輸液　５００ｍＬ 採用 注射 3319 その他の血液代用剤
ソルラクト輸液　５００ｍＬ　Ｃタイプ 採用 注射 3319 その他の血液代用剤
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLﾊﾞｯｸﾞ｢ﾆﾌﾟﾛ｣ 採用 注射 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
ダイアップ坐剤４ 採用 外用 1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ダイアップ坐剤６ 採用 外用 1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ダイアップ坐剤１０ 採用 外用 1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ダイアモックス錠２５０ｍｇ 採用 内服 2134 炭酸脱水酵素阻害剤



医薬品名 分類 剤形 薬効 薬効名称
ダイアモックス注射用５００ｍｇ 採用 注射 2134 炭酸脱水酵素阻害剤
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用） 院外専用 内服 5200 漢方製剤
大黄末ＡＭ 採用 内服 5100 生薬
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） 採用 内服 5200 漢方製剤
ダイメジン・マルチ注 採用 注射 3179 その他の混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）
ダイメジンスリービー配合カプセル２５ 採用 内服 3179 その他の混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）
ダカルバジン注用１００ 採用 注射 4219 その他のアルキル化剤
ダクチル錠５０ｍｇ 採用 内服 1249 その他の鎮けい剤
タクロリムスカプセル0．5ｍｇ「ﾌｧｲｻﾞｰ」 採用 内服 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
タクロリムスカプセル１ｍｇ「ﾌｧｲｻﾞｰ」 採用 内服 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
タケキャブ錠１０ｍｇ 院外専用 内服 2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケキャブ錠２０ｍｇ 採用 内服 2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケルダ配合錠 院外専用 内服 3399 他に分類されない血液・体液用薬
タコシール組織接着用シート　４．８ 採用 外用 7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
タコシール組織接着用シート　９．５ 採用 外用 7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」 採用 注射 6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
タプコム配合点眼液 院外専用 外用 1319 その他の眼科用剤
タプロス点眼液０．００１５％ 院外専用 外用 1319 その他の眼科用剤
タミフルドライシロップ３％ 採用 内服 6250 抗ウイルス剤
タムスロシン塩酸塩OD錠０．２ｍｇ｢サワイ｣ 採用 内服 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
タモキシフェン錠１０ｍｇ「明治」 採用 内服 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ダラシンカプセル１５０ｍｇ 院外専用 内服 6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
タリージェ錠　５ｍｇ 院外専用 内服 1190 その他の中枢神経系用薬
タリビッド眼軟膏０．３％ 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
タルク 採用 外用 7113 タルク類
ダルテパリンNa静注5000単位／5mL｢サワイ｣ 採用 注射 3334 ヘパリン製剤
ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注30μgｼﾘﾝｼﾞ｢KKF」 採用 注射 3999 他に分類されない代謝性医薬品
ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注60μgｼﾘﾝｼﾞ｢KKF」 採用 注射 3999 他に分類されない代謝性医薬品
炭酸水素ナトリウム「ケンエー」　500g/袋 採用 内服 2344 無機塩製剤
炭酸水素ナトリウム「ケンエー」 1g/包 採用 内服 2344 無機塩製剤
炭酸ランタンOD錠２５０ｍｇ「JG」 採用 内服 2190 その他の循環器官用薬
単シロップ 採用 内服 7142 シロップ製剤
ダントリウム静注用２０ｍｇ 採用 注射 1229 その他の骨格筋弛緩剤
タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末 採用 内服 2312 タンニン酸系製剤
チアプリド錠２５ｍｇ「テバ」 採用 内服 1190 その他の中枢神経系用薬
チガソンカプセル１０ 院外専用 内服 3119 その他のビタミンＡおよびＤ剤
チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 採用 内服 3399 他に分類されない血液・体液用薬
チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 採用 内服 1249 その他の鎮けい剤
チモロールPF点眼液0.5％「日点」 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
チャンピックス　スタート用パック 院外専用 内服 7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
チャンピックス錠０．５ｍｇ 院外専用 内服 7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
チャンピックス錠１ｍｇ 院外専用 内服 7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
注射用水　１Ｌ 採用 注射 7131 精製水類
ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） 採用 内服 5200 漢方製剤
チラーヂンＳ錠２５μｇ 採用 内服 2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂンＳ錠５０μｇ 採用 内服 2431 甲状腺ホルモン製剤
沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「武田テバ」 採用 内服 2190 その他の循環器官用薬
一般診断用精製ツベルクリン（PPD）１人用 採用 注射 6393 精製ツベルクリン
ツルバダ配合錠 採用 内服 6250 抗ウイルス剤
ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「久光」 採用 外用 2259 その他の気管支拡張剤
ツロブテロールテープ１ｍｇ「久光」 採用 外用 2259 その他の気管支拡張剤
ツロブテロールテープ２ｍｇ「久光」 採用 外用 2259 その他の気管支拡張剤
ＴＲＨ注０．５ｍｇ「タナベ」 採用 注射 7223 下垂体機能／その他の内分泌機能検査用試薬
ティーエスワン配合顆粒Ｔ２０ 院外専用 内服 4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合顆粒Ｔ２５ 院外専用 内服 4229 その他の代謝拮抗剤
Dドライ透析剤２．５S 採用 注射 3410 人工腎臓透析用剤
ディナゲスト錠０．５ｍｇ 院外専用 内服 2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
ディナゲスト錠１ｍｇ 院外専用 内服 2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
ディビゲル1mg 院外専用 内服 2473 エストラジオール系製剤
ディビゲル1mg 院外専用 内服 2473 エストラジオール系製剤
ディフェリンゲル０．１％ 院外専用 外用 2699 他に分類されない外皮用薬
１％ディプリバン注-キット 採用 注射 1119 その他の全身麻酔剤
ディレグラ配合錠 院外専用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
テオロング錠１００ｍｇ 採用 内服 2251 キサンチン系製剤
テオロング錠２００ｍｇ 院外専用 内服 2251 キサンチン系製剤
デカドロンエリキシル０．０１％ 採用 内服 2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デカドロン錠４ｍｇ 採用 内服 2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デカドロン錠０．５ｍｇ 採用 内服 2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デキサート注射液１．６５ｍｇ 採用 注射 2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デキサート注射液６．６ｍｇ 採用 注射 2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「NK」 採用 外用 2646 副腎皮質ホルモン製剤
デキサンＶＧ軟膏０．１２％ 採用 外用 2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
低分子デキストランＬ注５００ｍL 採用 注射 3319 その他の血液代用剤
ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄﾙﾌｧﾝ臭化水素酸塩錠１５ｍｇ｢ＮＰ｣ 採用 内服 2223 デキストロメトルファン製剤
ﾃﾞｸｽﾄﾒﾃﾞﾄﾐｼﾞﾝ静注液200µg/50mLｼﾘﾝｼﾞ｢ﾆﾌﾟﾛ｣ 採用 注射 1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
デスモプレシン・スプレー１０協和 院外専用 外用 2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
デスモプレシン点鼻スプレー2.5㎍「フェリング」 院外専用 外用 2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
テタノブリンＩＨ静注２５０単位 採用 注射 6343 血漿分画製剤
デタントール０．０１％点眼液 院外専用 外用 1319 その他の眼科用剤



医薬品名 分類 剤形 薬効 薬効名称
デトキソール静注液２ｇ 採用 注射 3925 チオ硫酸ナトリウム製剤
テトラビック皮下注シリンジ 採用 注射 6361 ワクチン・トキソイド混合製剤
テトラミド錠１０ｍｇ 採用 内服 1179 その他の精神神経用剤
テネリア錠２０ｍｇ 院外専用 内服 3969 その他の糖尿病用剤
デノタスチュアブル配合錠 採用 内服 3219 その他のカルシウム剤
テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」 採用 内服 2329 その他の消化性潰瘍用剤
デュタステリドカプセル0.5mgAV「杏林」 採用 内服 2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
デュファストン錠５ｍｇ 院外専用 内服 2478 合成黄体ホルモン製剤
テラ・コートリル軟膏 院外専用 外用 2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
テリルジー100エリプタ30吸入用 院外専用 外用 2290 その他の呼吸器官用薬
テルフィス点滴静注　２００ｍＬ 採用 注射 3253 混合アミノ酸製剤
テルフィス点滴静注　５００ｍＬ 採用 注射 3253 混合アミノ酸製剤
テルミサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 採用 内服 2149 その他の血圧降下剤
デルモベートスカルプローション０．０５％ 採用 外用 2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベート軟膏０．０５％ 採用 外用 2646 副腎皮質ホルモン製剤
テルモ生食　１Ｌ 採用 注射 3311 生理食塩液類
テレミンソフト坐薬１０ｍｇ 採用 外用 2359 その他の下剤、浣腸剤
トアラセット配合錠「日医工」 採用 内服 1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
大塚糖液５％　２０ｍＬ 採用 注射 3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液５％　１００ｍＬ 採用 注射 3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液５％　２５０ｍＬ 採用 注射 3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液５％　５００ｍＬ 採用 注射 3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液２０％ ２０ｍＬ 採用 注射 3231 ブドウ糖製剤
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） 院外専用 内服 5200 漢方製剤
ドキサゾシン錠１ｍｇ「ファイザー」 採用 内服 2149 その他の血圧降下剤
ドキソルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ｢ｻﾝﾄﾞ｣ 採用 注射 4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドキソルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ｢ｻﾝﾄﾞ｣ 採用 注射 4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩細粒小児用１５％｢タカタ｣ 採用 内服 6241 ピリドンカルボン酸系製剤
ドセタキセル点滴静注２０mg/1ｍＬ｢ニプロ｣ 採用 注射 4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドセタキセル点滴静注８０mg/4ｍＬ｢ニプロ｣ 採用 注射 4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「明治」 採用 内服 1190 その他の中枢神経系用薬
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 採用 内服 1190 その他の中枢神経系用薬
ドパコール配合錠Ｌ１００ 採用 内服 1169 その他の抗パーキンソン剤
トピナ錠５０ｍｇ 院外専用 内服 1139 その他の抗てんかん剤
ドプスＯＤ錠１００ｍｇ 採用 内服 1169 その他の抗パーキンソン剤
ドブタミン持続静注３００ｍｇシリンジ 採用 注射 2119 その他の強心剤
トブラシン注６０ｍｇ 採用 注射 6123 アミノ糖系抗生物質製剤
トフラニール錠２５ｍｇ 院外専用 内服 1174 イミプラミン系製剤
ドプラム注射液４００ｍｇ 採用 注射 2219 その他の呼吸促進剤
ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ 院外専用 外用 2691 外用ビタミン製剤
ドボベットゲル 院外専用 外用 2699 他に分類されない外皮用薬
ドボベット軟膏 院外専用 外用 2699 他に分類されない外皮用薬
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注60mg｢CTH｣ 採用 注射 4291 その他の腫瘍用薬
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注150mg｢CTH｣ 採用 注射 4291 その他の腫瘍用薬
トラセミドＯＤ錠４ｍｇ「ＴＥ」 採用 内服 2139 その他の利尿剤
トラゼンタ錠５ｍｇ 採用 内服 3969 その他の糖尿病用剤
トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 採用 内服 1179 その他の精神神経用剤
トラディアンス配合錠ＡＰ 院外専用 内服 3969 その他の糖尿病用剤
トラニラストカプセル１００ｍｇ「ＣＨ」 院外専用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 採用 内服 3327 抗プラスミン剤
トラネキサム酸注射液１０００ｍｇ「NIG」 採用 注射 3327 抗プラスミン剤
トラバタンズ点眼液０．００４％ 院外専用 外用 1319 その他の眼科用剤
トラベルミン注 採用 注射 1339 その他の鎮暈剤
ドラマミン錠５０ｍｇ 採用 内服 1331 ジメンヒドリナート製剤
トランサミン散５０％ 採用 内服 3327 抗プラスミン剤
トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「テバ」 採用 内服 1124 ベンゾジアゼピン系製剤
トリキュラー錠２１ 院外専用 内服 2549 その他の避妊剤
トリクロリールシロップ１０％ 採用 内服 1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
トリノシンＳ注射液１０ｍｇ 採用 注射 3992 アデノシン製剤
トリプタノール錠１０ 院外専用 内服 1179 その他の精神神経用剤
トルソプト点眼液１％ 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 採用 注射 2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
トレーランＧ液７５ｇ 採用 内服 7290 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
トレシーバ注フレックスタッチ 採用 注射 2492 すい臓ホルモン剤
ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２ 採用 外用 2646 副腎皮質ホルモン製剤
ドロレプタン注射液２５ｍｇ 採用 注射 1119 その他の全身麻酔剤
トロンビン液モチダ　ソフトボトル５千 採用 外用 3323 臓器性止血製剤
ドンペリドン坐剤１０ｍｇ「ＪＧ」 採用 外用 2399 他に分類されない消化器官用薬
ドンペリドン坐剤３０ｍｇ「ＪＧ」 採用 外用 2399 他に分類されない消化器官用薬
ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 採用 内服 2399 他に分類されない消化器官用薬
ナイキサン錠１００ｍｇ 採用 内服 1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ナイロジン注 採用 注射 3179 その他の混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）
ナウゼリン坐剤６０ 採用 外用 2399 他に分類されない消化器官用薬
ナトリックス錠１ 院外専用 内服 2149 その他の血圧降下剤
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「日医工」 採用 注射 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「日医工」 採用 注射 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
ナボールSRカプセル３７．５ 院外専用 内服 1147 フェニル酢酸系製剤
ナルサス錠２ｍｇ 採用 内服 8119 あへんアルカロイド系麻薬
ナルサス錠６ｍｇ 採用 内服 8119 あへんアルカロイド系麻薬



医薬品名 分類 剤形 薬効 薬効名称
ナルベイン注２ｍｇ 採用 注射 8119 あへんアルカロイド系麻薬
ナルラピド錠１ｍｇ 採用 内服 8119 あへんアルカロイド系麻薬
ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ｢AFP｣ 採用 注射 2219 その他の呼吸促進剤
ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ｢第一三共｣ 採用 注射 2219 その他の呼吸促進薬
ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ｢サワイ｣ 採用 注射 2149 その他の血圧降下剤
ニコチネルＴＴＳ１０ 院外専用 外用 7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルＴＴＳ２０ 院外専用 外用 7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルＴＴＳ３０ 院外専用 外用 7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」 採用 内服 2171 冠血管拡張剤
ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「日医工」 採用 注射 2171 冠血管拡張剤
ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」 採用 内服 2190 その他の循環器官用薬
ニトロール錠５ｍｇ 採用 内服 2171 冠血管拡張剤
ニトログリセリン静注５ｍｇ/１０ｍＬ「ＴＥ」 採用 注射 2171 冠血管拡張剤
ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 採用 内服 2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」 採用 内服 2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「サワイ」 採用 内服 2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンカプセル５ｍｇ「サワイ」 採用 内服 2171 冠血管拡張剤
乳酸カルシウム「ﾌｧｲｻﾞｰ」原末 院外専用 外用 3211 カルシウム剤
乳糖「ホエイ」 採用 内服 7111 乳糖類
ニュープロパッチ４．５ｍｇ 院外専用 外用 1169 その他の抗パーキンソン剤
ニュープロパッチ９ｍｇ 院外専用 外用 1169 その他の抗パーキンソン剤
ニュープロパッチ１３．５ｍｇ 院外専用 外用 1169 その他の抗パーキンソン剤
ニューモバックスNPシリンジ 採用 注射 6311 細菌ワクチン類
尿素クリーム２０％「日医工」 採用 外用 2669 その他の皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。）
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 院外専用 内服 5200 漢方製剤
ネイサート坐剤 採用 外用 2559 その他の痔疾用剤
ネイリンカプセル100mg 院外専用 内服 6290 その他の化学療法剤
ネイリンカプセル100mg 院外専用 内服 6290 その他の化学療法剤
ネオーラル１０ｍｇカプセル 院外専用 内服 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
ネオーラル２５ｍｇカプセル 院外専用 内服 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
ネオーラル５０ｍｇカプセル 院外専用 内服 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
ネオシネジンコーワ５％点眼液 採用 外用 1311 散瞳剤
ネオシネジンコーワ注１ｍｇ 採用 注射 2160 血管収縮剤
ネオフィリン注２５０ｍｇ 採用 注射 2115 カフェイン系製剤
ネオメドロールＥＥ軟膏 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
ネキシウムカプセル２０ｍｇ 院外専用 内服 2329 その他の消化性潰瘍用剤
ネリゾナソリューション０．１％ 採用 外用 2646 副腎皮質ホルモン製剤
ネリゾナ軟膏０．１％ 院外専用 外用 2646 副腎皮質ホルモン製剤
ノイロトロピン錠４単位 採用 内服 1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノーベルバール静注用２５０ｍｇ 採用 注射 1139 その他の抗てんかん剤
ノバスタンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ 採用 注射 2190 その他の循環器官用薬
ノバミン筋注５ｍｇ 採用 注射 1172 フェノチアジン系製剤
ノバミン錠５ｍｇ 採用 内服 1172 フェノチアジン系製剤
ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン 院外専用 注射 2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注ペンフィル 院外専用 注射 2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンＮ注フレックスペン 院外専用 注射 2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンＲ注フレックスペン 院外専用 注射 2492 すい臓ホルモン剤
ノルアドリナリン注１ｍｇ 採用 注射 2451 エピネフリン製剤
ノルディトロピン　フレックスプロ注10ｍｇ 院外専用 注射 2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
献血ノンスロン１５００注射用 採用 注射 6343 血漿分画製剤
ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ 採用 内服 2113 ジギタリス製剤
ハーボニー配合錠 院外専用 内服 6250 抗ウイルス剤
バイアスピリン錠１００ｍｇ 採用 内服 3399 他に分類されない血液・体液用薬
ハイカリックＲＦ輸液 採用 注射 3239 その他の糖類剤
ハイシー顆粒２５％ 採用 内服 3140 ビタミンＣ剤
ハイスコ皮下注０．５ｍｇ 採用 注射 1242 アトロピン系製剤
水溶性ハイドロコートン注射液１００ｍｇ 採用 注射 2452 コルチゾン系製剤
水溶性ハイドロコートン注射液５００ｍｇ 採用 注射 2452 コルチゾン系製剤
ハイパジールコーワ錠３ 院外専用 内服 2149 その他の血圧降下剤
ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ 院外専用 外用 1319 その他の眼科用剤
ハイポエタノール液２％「ニッコー」 採用 外用 2619 その他の外皮用殺菌消毒剤
パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ 院外専用 内服 1179 その他の精神神経用剤
バクタ配合錠 採用 内服 6290 その他の化学療法剤
バクトロバン鼻腔用軟膏２％ 採用 外用 6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
コタロー麦門冬湯エキス細粒 採用 内服 5200 漢方製剤
パクリタキセル点滴静注液３０ｍｇ｢NK」 採用 注射 4240 抗腫瘍性植物成分製剤
パクリタキセル点滴静注液１００mg｢NK」 採用 注射 4240 抗腫瘍性植物成分製剤
沈降破傷風トキソイド「生研」 採用 注射 6322 トキソイド類
パセトシン細粒１０％ 採用 内服 6131 ペニシリン系抗生物質製剤
パタノール点眼液０．１％ 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） 院外専用 内服 5200 漢方製剤
ハッカ油「ニッコー」 採用 内服 7149 その他の矯味，矯臭，着色剤
パパベリン塩酸塩注40㎎「日医工」 採用 注射 1243 パパベリン系製剤
ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」 採用 注射 6343 血漿分画製剤
パム静注５００ｍｇ 採用 注射 3929 その他の解毒剤
バラシクロビル錠５００ｍｇ「ケミファ」 採用 内服 6250 抗ウイルス剤
硫酸バリウム散９８．８％「ホリイ」 採用 外用 7212 バリウム塩製剤
バリキサ錠４５０ｍｇ 採用 内服 6250 抗ウイルス剤
ハリゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ 採用 内服 6173 アムホテリシンＢ製剤



医薬品名 分類 剤形 薬効 薬効名称
バルサルタン錠８０ｍｇ「ケミファ」 採用 内服 2149 その他の血圧降下剤
パルタンＭ錠０．１２５ｍｇ 採用 内服 2531 バッカク類製剤
パルタンＭ注０．２ｍｇ 採用 注射 2531 バッカク類製剤
バルデナフィル錠10mg「サワイ」 院外専用 内服 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バルプロ酸Ｎａ徐放錠Ａ１００ｍｇ｢トーワ｣ 院外専用 内服 1139 その他の抗てんかん剤
バルプロ酸Ｎａ徐放錠Ａ２００ｍｇ｢トーワ｣ 採用 内服 1139 その他の抗てんかん剤
バルプロ酸Ｎａ徐放顆粒４０％「フジナガ」 採用 内服 1139 その他の抗てんかん剤
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 採用 内服 1139 その他の抗てんかん剤
パルミコート２００μｇﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ５６吸入 院外専用 外用 2290 その他の呼吸器官用薬
パルミコート吸入液０．２５ｍｇ 採用 外用 2290 その他の呼吸器官用薬
パルミコート吸入液０．５ｍｇ 院外専用 外用 2290 その他の呼吸器官用薬
バル筋注１００ｍｇ「AFP」 採用 注射 3923 メルカプト酢酸系製剤（ＢＡＬを含む。）
パロキセチン錠１０ｍｇ「テバ」 採用 内服 1179 その他の精神神経用剤
バロス発泡顆粒 採用 内服 7213 造影補助剤
パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 採用 注射 2391 鎮吐剤
ハロペリドール細粒１％「ヨシトミ」 採用 内服 1179 その他の精神神経用剤
ハロペリドール注５ｍｇ「ヨシトミ」 採用 注射 1179 その他の精神神経用剤
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） 院外専用 内服 5200 漢方製剤
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） 採用 内服 5200 漢方製剤
コタロー半夏白朮天麻湯エキス細粒 院外専用 内服 5200 漢方製剤
バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ｢明治｣ 採用 内服 6113 バンコマイシン製剤
ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静注用０．５ｇ｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ 採用 注射 6113 バンコマイシン製剤
パントール注射用１００ｍｇ 採用 注射 3133 パントテン酸系製剤
パントシン錠１００ｍｇ 院外専用 内服 3133 パントテン酸系製剤
ハンプ注射用１０００ 採用 注射 2179 その他の血管拡張剤
ヒアルロン酸Na０．７眼粘弾剤１％「生化学」 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1％｢TS｣ 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
ビーエスエスプラス５００眼灌流液0.0184％ 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
ビーエスエスプラス５００眼灌流液0.0184％ プラスチックバッグ 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
ＰＬ配合顆粒 採用 内服 1180 総合感冒剤
乾燥ＢＣＧワクチン（経皮用・1人用） 採用 注射 6311 細菌ワクチン類
ビーフリード輸液 採用 注射 3259 その他の蛋白アミノ酸製剤
ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 採用 内服 3969 その他の糖尿病用剤
ビオチン散０．２％「フソー」 院外専用 内服 3190 その他のビタミン剤
ビオフェルミンＲ散 採用 内服 2316 活性生菌製剤
ビカネイト輸液 採用 注射 3319 血液代用剤
ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＫ」 採用 内服 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ビクシリン注射用１ｇ 採用 注射 6131 ペニシリン系抗生物質製剤
ビクトーザ皮下注１８ｍｇ 採用 注射 2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
ビケンＨＡ 採用 注射 6313 ウイルスワクチン類
ビジパーク２７０注２０ｍＬ 採用 注射 7219 その他のＸ線造影剤
ピシバニール注射用５ＫＥ 採用 注射 4299 他に分類されない腫瘍用薬
ビ・シフロール錠0.5mg 採用 内服 1169 その他の抗パーキンソン剤
ビスコート０．５眼粘弾剤 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠０．６２５ｍｇ｢日医工｣ 採用 内服 2123 β－遮断剤
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg｢日医工｣ 採用 内服 2123 β－遮断剤
ビタミンＫ１錠５ｍｇ「ツルハラ」 採用 内服 3160 ビタミンＫ剤
ビダラビン軟膏３％「ＳＷ」 採用 外用 6250 抗ウイルス剤
ピドキサール錠１０ｍｇ 採用 内服 3134 ビタミンＢ６剤
ピトレシン注射液２０ 採用 注射 2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤
ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ「ヨシトミ」 採用 内服 1162 ビペリデン製剤
ヒベルナ注２５ｍｇ 採用 注射 4413 フェノチアジン系製剤
ビムパット錠５０ｍｇ 採用 内服 1139 その他の抗てんかん剤
ビムパット錠１００ｍｇ 採用 内服 1139 その他の抗てんかん剤
ビムパット点滴静注１００ｍｇ 採用 注射 1139 その他の抗てんかん剤
ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 採用 内服 2119 その他の強心剤
ヒューマトロープ注射用１２ｍｇ 院外専用 注射 2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ 採用 注射 2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注ミリオペンＨＤ 院外専用 注射 2492 すい臓ホルモン剤
ビラノア錠20mg 院外専用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
ビリスコピン点滴静注５０ 採用 注射 7219 その他のＸ線造影剤
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg｢タナベ｣ 採用 内服 2129 その他の不整脈用剤
ヒルナミン細粒１０％ 採用 内服 1172 フェノチアジン系製剤
ビレーズトリエアロスフィア56吸入 院外専用 外用 2290 その他の呼吸器官用薬
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
ファスジル塩酸塩点滴静注30mg「KCC」 採用 注射 2190 その他の循環器官用薬
ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 採用 内服 2325 Ｈ２遮断剤
ファモチジン静注液２０ｍｇ「サワイ」 採用 注射 2325 Ｈ２遮断剤
ファモチジン散１０％「サワイ」 採用 内服 2325 Ｈ２遮断剤
フィコンパ錠２ｍｇ 採用 内服 1139 その他の抗てんかん剤
フィコンパ錠４ｍｇ 採用 内服 1139 その他の抗てんかん剤
フィジオ１４０輸液 採用 注射 3319 血液代用剤
フィジオゾール３号輸液 採用 注射 3319 その他の血液代用剤
フィニバックス点滴静注用0.5g 採用 注射 6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ブイフェンド錠200mg 採用 内服 6179 主としてカビに作用するもの
フィブラストスプレー５００ 採用 外用 2699 他に分類されない外皮用薬
フィルグラスチムＢＳ注７５μｇｼﾘﾝｼﾞ｢Ｆ｣ 採用 注射 3399 他に分類されない血液・体液用薬
フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇｼﾘﾝｼﾞ｢Ｆ｣ 採用 注射 3399 他に分類されない血液・体液用薬
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０mg｢SANIK｣ 採用 内服 4490 その他のアレルギー用薬



医薬品名 分類 剤形 薬効 薬効名称
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０mg｢SANIK｣ 採用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」 採用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
フェジン静注４０ｍｇ 採用 注射 3222 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）
フェノバール散１０％ 採用 内服 1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
フェノバール注射液１００ｍｇ 採用 注射 1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
フェブリク錠１０ｍｇ 採用 内服 3949 その他の痛風治療剤
フェブリク錠４０ｍｇ 院外専用 内服 3949 その他の痛風治療剤
フェマーラ錠２．５ｍｇ 院外専用 内服 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェルビナクパップ７０ｍｇ「ユートク」 採用 外用 2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 採用 外用 2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
フェンタニル１日用テープ０．８４mg｢明治｣ 採用 外用 8219 その他の合成麻薬
フェンタニル１日用テープ１．７mg「明治」 採用 外用 8219 その他の合成麻薬
フェンタニル１日用テープ３．４mg「明治」 採用 外用 8219 その他の合成麻薬
フェンタニル注射液０．１mg 「テルモ」 採用 注射 8219 合成麻薬
フェンタニル注射液０．２５mg 「テルモ」 採用 注射 8219 合成麻薬
フォシーガ錠１０ｍｇ 採用 内服 3969 その他の糖尿病用剤
フォリアミン錠 採用 内服 3135 葉酸製剤
ブスコパン錠１０ｍｇ 採用 内服 1242 アトロピン系製剤
ブスコパン注２０ｍｇ 採用 注射 1242 アトロピン系製剤
ブドウ糖注５０％ＰＬ「フソー」 採用 注射 3231 ブドウ糖製剤
フラジール内服錠２５０ｍｇ 採用 内服 6419 その他の抗原虫剤
フラジール腟錠２５０ｍｇ 採用 外用 2529 その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）
プラノバール配合錠 院外専用 内服 2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ケミファ」 採用 内服 2189 その他の高脂血症用剤
プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５mg｢日医工｣ 院外専用 内服 1169 その他の抗パーキンソン剤
プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ 採用 注射 3999 その他に分類されないその他の代謝性医薬品
プランルカストＤＳ１０％「タカタ」 採用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
プランルカストカプセル112.5ｍｇ｢日医工｣ 採用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
プリズバインド静注液２．５ｇ 採用 注射 3399 他に分類されない血液・体液用薬
ブリディオン静注２００ｍｇ 採用 注射 3929 その他の解毒剤
フリバスOD錠２５ｍｇ 採用 内服 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠７５ｍｇ 採用 内服 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プリビナ液０．０５％ 採用 外用 1324 耳鼻科用血管収縮剤
ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ 採用 注射 7290 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
プリモボラン錠５ｍｇ 院外専用 内服 2449 その他の蛋白同化ステロイド剤
フルイトラン錠２ｍｇ 採用 内服 2132 チアジド系製剤
フルオレサイト静注５００ｍｇ 採用 注射 7290 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トーワ」 採用 注射 4223 フルオロウラシル系製剤
フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」 採用 注射 4223 フルオロウラシル系製剤
フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」 採用 外用 1315 眼科用コルチゾン製剤
フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」 院外専用 外用 1315 眼科用コルチゾン製剤
フルコナゾールカプセル１００ｍｇ｢サワイ｣ 採用 内服 6290 その他の化学療法剤
フルスルチアミン錠25ｍｇ「トーワ」 採用 内服 3122 ビタミンＢ１誘導体製剤
フルスルチアミン静注50ｍｇ「トーワ」 採用 注射 3122 ビタミンＢ１誘導体製剤
フルタイド１００ディスカス 採用 外用 2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド２００ディスカス 院外専用 外用 2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド５０μｇエアゾール１２０吸入用 採用 外用 2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド５０ディスカス 院外専用 外用 2290 その他の呼吸器官用薬
フルチカゾン点鼻液５０μｇ「三和」２８噴霧用 採用 外用 1329 その他の耳鼻科用剤
フルティフォーム５０エアゾール　５６吸入用 採用 外用 2290 その他の呼吸器官用薬
フルティフォーム５０エアゾール　１２０吸入用 院外専用 外用 2290 その他の呼吸器官用薬
フルティフォーム１２５エアゾール　１２０吸入用 院外専用 外用 2290 その他の呼吸器官用薬
フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 採用 内服 1124 ベンゾジアゼピン系製剤
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg｢NP｣ 採用 内服 1179 その他の精神神経用剤
フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「Ｆ」 採用 注射 2219 その他の呼吸促進剤
ブレオＳ軟膏５ｍｇ／ｇ 院外専用 外用 4234 ブレオマイシン系製剤
フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ファイザー」 採用 内服 2129 その他の不整脈用剤
プレガバリンOD錠２５ｍｇ「JG」 採用 内服 1190 その他の中枢神経系用薬
プレガバリンOD錠７５ｍｇ「JG」 採用 内服 1190 その他の中枢神経系用薬
プレグランディン腟坐剤１ｍｇ 採用 外用 2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
プレドニゾロン散「タケダ」１％ 採用 内服 2456 プレドニゾロン系製剤
プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） 採用 内服 2456 プレドニゾロン系製剤
水溶性プレドニン１０ｍｇ 採用 注射 2456 プレドニゾロン系製剤
水溶性プレドニン２０ｍｇ 採用 注射 2456 プレドニゾロン系製剤
プレドニン眼軟膏 採用 外用 1315 眼科用コルチゾン製剤
プレドニン錠５ｍｇ 採用 内服 2456 プレドニゾロン系製剤
プレベナー１３水性懸濁注 採用 注射 6311 細菌ワクチン類
プレマリン錠０．６２５ｍｇ 院外専用 内服 2479 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
フローレス眼検査用試験紙０．７ｍｇ 採用 外用 7290 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
プロカテロール塩酸塩ｼﾛｯﾌﾟ5μg/mL｢日医工｣ 採用 内服 2259 その他の気管支拡張剤
プロカテロール塩酸塩DS0.01%「タカタ」 採用 内服 2259 その他の気管支拡張剤
プログラフカプセル１ｍｇ 院外専用 内服 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
プロゲホルモン筋注用２５ｍｇ 採用 注射 2477 プロゲステロン製剤
プロジフ静注液２００ 採用 注射 6290 その他の化学療法剤
フロジン外用液５％ 院外専用 外用 2679 その他の毛髪用剤（発毛・脱毛・染毛・養毛剤）
プロスタール錠２５ 院外専用 内服 2478 合成黄体ホルモン製剤
プロスタンディン軟膏０．００３％ 採用 外用 2699 他に分類されない外皮用薬
フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 採用 内服 2139 その他の利尿剤
フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 採用 内服 2139 その他の利尿剤



医薬品名 分類 剤形 薬効 薬効名称
フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 採用 内服 2139 その他の利尿剤
フロセミド注２０ｍｇ「武田テバ」 採用 注射 2139 その他の利尿剤
プロタノールＬ注０．２ｍｇ 採用 注射 2119 その他の強心剤
プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」 採用 注射 3329 その他の止血剤
ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 採用 内服 1124 ベンゾジアゼピン系製剤
プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」 採用 注射 1190 その他の神経用薬
プロテカジン錠１０ 院外専用 内服 2325 Ｈ２遮断剤
プロトピック軟膏０．０３％小児用 院外専用 外用 2699 他に分類されない外皮用薬
プロナーゼＭＳ 採用 内服 7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
プロパジール錠５０ｍｇ 院外専用 内服 2432 抗甲状腺ホルモン製剤
プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「NIG」 採用 内服 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プロプラノフェン点眼液0.1%「参天」 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
フロベン顆粒８％ 採用 内服 1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」 採用 注射 1119 その他の全身麻酔剤
プロポフォール静注１％５０ｍＬ「マルイシ」 採用 注射 1119 その他の全身麻酔剤
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2％「ﾀｲﾖｰ｣ 採用 外用 2234 ブロムヘキシン製剤
ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「Ｆ」 院外専用 内服 1169 その他の抗パーキンソン剤
プロラノン点眼液０．１％ 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
フロリードゲル経口用２％ 採用 内服 6290 その他の化学療法剤
フロリネフ錠0.1mg 採用 内服 2459 その他の副腎ホルモン剤
ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL 採用 注射 1319 その他の眼科用剤
ペキロンクリーム０．５％ 採用 外用 2659 その他の寄生性皮ふ疾患用剤
ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ 採用 注射 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベサコリン散５％ 採用 内服 1231 四級アンモニウム塩製剤
ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ｢サワイ｣ 採用 内服 2183 クロフィブラート系製剤
ベストロン耳鼻科用１％ 採用 外用 1325 耳鼻科用抗生物質製剤
ベセルナクリーム５％ 院外専用 外用 6290 その他の化学療法剤
ベタニス錠５０ｍｇ 採用 内服 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「TCK」 採用 内服 1339 その他の鎮暈剤
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1％「日点」 採用 外用 1315 眼科用コルチゾン製剤
ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 採用 内服 2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ軟膏0.05%「MYK」5g/本 採用 外用 2646 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ベタメタゾン散０．１％「フソー」 院外専用 内服 2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ベナンバックス注用３００ｍｇ 採用 注射 6419 その他の抗原虫剤
ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ｢ｻﾜｲ｣ 採用 内服 2179 冠血管拡張剤
ベネトリン吸入液０．５％ 採用 外用 2254 サルブタモール製剤
ベノキシール点眼液０．４％ 採用 外用 1313 眼科用局所麻酔剤
ヘパフィルド透析用250単位／mLｼﾘﾝｼﾞ20mL 採用 注射 3334 血液凝固阻止剤
ヘパフラッシュ１００単位／mLシリンジ10mL 採用 注射 3334 血液凝固阻止剤
ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑ皮下注5千単位/0.2mL 採用 注射 3334 血液凝固阻止剤
ヘパリンナトリウム注Ｎ５千単位/5mL｢ＡＹ｣ 採用 注射 3334 血液凝固阻止剤
ヘパリンナトリウム注１万単位/10mL｢ＡＹ｣ 採用 注射 3334 血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日本臓器」 院外専用 外用 3339 その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 採用 外用 3339 その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」 院外専用 外用 3339 その他の血液凝固阻止剤
ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質ローション0.3%「日医工」 採用 外用 3339 その他の血液凝固阻止剤
ベピオゲル２．５％ 院外専用 外用 2699 他に分類されない外皮用薬
ヘプタバックス－ＩＩ水性懸濁注シリンジ0.25mL 採用 注射 6313 ウイルスワクチン類
ヘプタバックス－ＩＩ水性懸濁注シリンジ0.5mL 採用 注射 6313 ウイルスワクチン類
ベプリコール錠５０ｍｇ 院外専用 内服 2129 その他の不整脈用剤
ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タナベ」 採用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
ヘモポリゾン軟膏 採用 外用 2559 その他の痔疾用剤
ベラサスＬＡ錠６０μｇ 院外専用 内服 2190 その他の循環器官用薬
ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「タイヨー」 採用 内服 2171 冠血管拡張剤
ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」 採用 内服 3399 他に分類されない血液・体液用薬
ペリアクチン錠４ｍｇ 院外専用 内服 4419 その他の抗ヒスタミン剤
ベリチーム配合顆粒 採用 内服 2339 その他の健胃消化剤
ベリプラストPコンビセット組織接着用１ｍL 採用 外用 6349 その他の血液製剤類
ベルケイド注射用３ｍｇ 採用 注射 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ペルジピンＬＡカプセル４０ｍｇ 院外専用 内服 2149 その他の血圧降下剤
ベルソムラ錠１５ｍｇ 採用 内服 1190 その他の中枢神経系用薬
ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「テバ」 院外専用 内服 3949 その他の痛風治療剤
ペンタサ坐剤１ｇ 院外専用 外用 2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ錠２５０ｍｇ 採用 内服 2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ注腸１ｇ 院外専用 外用 2399 他に分類されない消化器官用薬
ボアラ軟膏０．１２％ 採用 外用 2646 副腎皮質ホルモン製剤
ボースデル内用液１０ 採用 内服 7290 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
ホーリンＶ腟用錠１ｍｇ 採用 外用 2529 その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）
ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「サワイ」 採用 内服 3969 その他の糖尿病用剤
ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「サワイ」 採用 内服 3969 その他の糖尿病用剤
ボシュリフ錠１００ｍｇ 院外専用 内服 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ホストイン静注７５０ｍｇ 採用 注射 1132 ヒダントイン系製剤
ホスホマイシンナトリウム静注用1g｢日医工｣ 採用 注射 6135 ホスホマイシン製剤
ホスミシン錠５００ｍｇ 院外専用 内服 6135 ホスホマイシン製剤
ホスミシンドライシロップ４００ 採用 内服 6135 ホスホマイシン製剤
ボスミン外用液０．１％ 採用 外用 2451 エピネフリン製剤
ボスミン注１ｍｇ 採用 注射 2451 エピネフリン製剤
ホスリボン配合顆粒 採用 内服 3229 その他の無機質製剤
コタロー補中益気湯エキス細粒 採用 内服 5200 漢方製剤



医薬品名 分類 剤形 薬効 薬効名称
ポピドンヨード外用液１０％「イワキ」 採用 外用 2612 ヨウ素化合物
ポビドンヨードゲル１０％「明治」 採用 外用 2612 ヨウ素化合物
ポビドンヨードガーグル７％ 採用 外用 2260 含嗽剤
ポビドンヨードスクラブ７．５％ 採用 外用 2612 ヨウ素化合物
ポプスカイン０．２５％注バッグ２５０ｍｇ/１００ｍＬ 採用 注射 1214 キシリジン系製剤
ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 採用 内服 2329 その他の消化性潰瘍用剤
ポララミン錠２ｍｇ 採用 内服 4419 その他の抗ヒスタミン剤
ポララミン注５ｍｇ 採用 注射 4419 その他の抗ヒスタミン剤
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Ca経口ｾﾞﾘｰ20％分包25g「三和」 採用 内服 2190 その他の循環器官用薬
ボルベン輸液６％ 採用 注射 3319 その他の血液代用剤
マーカイン注０．２５％ 採用 注射 1214 キシリジン系製剤
マーカイン注脊麻用０．５％高比重 採用 注射 1214 キシリジン系製剤
マーカイン注脊麻用０．５％等比重 採用 注射 1214 キシリジン系製剤
マイザークリーム０．０５％ 採用 外用 2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイザー軟膏０．０５％ 採用 外用 2646 副腎皮質ホルモン製剤
人工涙液マイティア点眼液 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
マイトマイシン注用２ｍｇ 採用 注射 4231 マイトマイシンＣ製剤
ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） 院外専用 内服 5200 漢方製剤
マキュエイド眼注用　４０ｍｇ 採用 注射 1319 その他の眼科用剤
マグコロール散68%分包100g 採用 内服 7213 造影補助剤
マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ 院外専用 内服 2160 血管収縮剤
マグセント注１００ｍＬ 採用 注射 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
硫酸Mg補正液　１ｍEq/mL 採用 注射 1244 マグネシウム塩製剤
静注用マグネゾール２０ｍＬ 採用 注射 1244 マグネシウム塩製剤
マクロゴール軟膏 採用 外用 7123 水溶性基剤
コタロー麻子仁丸料エキス細粒 採用 内服 5200 漢方製剤
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン｢ﾀｹﾀﾞ｣ 採用 注射 6369 その他の混合生物学的製剤
麻しんワクチン「ビケンＣＡＭ」 採用 注射 6313 ウイルスワクチン類
乾燥まむしウマ抗毒素注射用６０００単位「KMB」 採用 注射 6331 抗毒素類
２０％マンニットール注射液「ＹＤ」 採用 注射 2190 その他の循環器官用薬
ミオコールスプレー０．３ｍｇ 採用 外用 2171 冠血管拡張剤
ミカファンギンNa点滴静注用75㎎「サワイ」 採用 注射 6179 その他の主としてカビに作用するもの
ミグシス錠５ｍｇ 院外専用 内服 2190 その他の循環器官用薬
ミグリトールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 採用 内服 3969 その他の糖尿病用剤
ミゾリビン錠５０ｍｇ「サワイ」 採用 内服 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 採用 注射 1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ﾐﾃｨｷｭｱﾀﾞﾆ舌下錠10,000JAU 院外専用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU 院外専用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ 院外専用 内服 2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ 採用 内服 2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
ミネラミック注 採用 注射 3229 その他の無機質製剤
ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg｢日医工｣ 採用 内服 6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩点滴静注用１００mg｢日医工｣ 採用 注射 6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノマイシン錠５０ｍｇ 院外専用 内服 6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミヤBM錠 採用 内服 2316 活性生菌製剤
「純生」ミョウバン 採用 外用 2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ミラクリッド注射液５万単位 採用 注射 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 採用 内服 1179 その他の精神神経用剤
ミルラクト細粒５０％ 院外専用 内服 2339 その他の健胃消化剤
ミルリノン注射液１０ｍｇ「Ｆ」 採用 注射 2119 その他の強心剤
ミレーナ５２ｍｇ 採用 外用 2529 その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）
ミンクリア内用散布液０．８％ 採用 内服 7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ムーベン配合内用液 採用 内服 7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ムコサールドライシロップ１．５％ 採用 内服 2239 その他の去たん剤
ムコサール錠１５ｍｇ 採用 内服 2239 その他の去たん剤
ムコスタ点眼液ＵＤ２％ 院外専用 外用 1319 その他の眼科用剤
小児用ムコソルバンシロップ０．３％ 採用 内服 2239 その他の去たん剤
メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ 採用 内服 6132 セフェム系抗生物質製剤
メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ 院外専用 内服 6132 セフェム系抗生物質製剤
メイラックス錠１ｍｇ 院外専用 内服 1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メイロン静注７％　２０ｍＬ 採用 注射 3929 その他の解毒剤
メイロン静注７％　２５０ｍＬ 採用 注射 3929 その他の解毒剤
メキシレチン塩酸塩カプセル１００mg｢ｻﾜｲ｣ 採用 内服 2129 その他の不整脈用剤
メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ｢ｻﾜｲ｣ 採用 内服 2129 その他の不整脈用剤
メキタジン錠３ｍｇ「サワイ」 採用 内服 4413 フェノチアジン系製剤
メコバラミン注５００μｇ「ＮＰ」 採用 注射 3136 ビタミンＢ１２剤
メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「サワイ」 採用 内服 2399 他に分類されない消化器官用薬
メスチノン錠６０ｍｇ 院外専用 内服 1239 その他の自律神経剤
注射用メソトレキセート５ｍｇ 採用 注射 4222 メトトレキサート製剤
注射用メソトレキセート５０ｍｇ 採用 注射 4222 メトトレキサート製剤
メチコバール錠５００μｇ 採用 内服 3136 ビタミンＢ１２剤
メトグルコ錠２５０ｍｇ 採用 内服 3962 ビグアナイド系製剤
メトグルコ錠５００ｍｇ 院外専用 内服 3962 ビグアナイド系製剤
メトクロプラミド錠５ｍｇ「タカタ」 採用 内服 2399 他に分類されない消化器官用薬
塩酸メトクロプラミド注射液１０ｍｇ「タカタ」 採用 注射 2399 他に分類されない消化器官用薬
メトトレキサートカプセル２ｍｇ「サワイ」 採用 内服 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ｢サワイ｣ 採用 内服 2149 その他の血圧降下剤
メトリジン錠２ｍｇ 院外専用 内服 2160 血管収縮剤
メドロール錠４ｍｇ 採用 内服 2456 プレドニゾロン系製剤



医薬品名 分類 剤形 薬効 薬効名称
メノエイドコンビパッチ 院外専用 外用 2482 経皮吸収型卵胞・黄体ホルモン製剤
メプチンエアー１０μｇ吸入１００回 採用 外用 2259 その他の気管支拡張剤
メプチン顆粒０．０１% 採用 内服 2259 その他の気管支拡張剤
メプチンキッドエアー５μｇ吸入１００回 採用 外用 2259 その他の気管支拡張剤
メプチンミニ錠２５μｇ 採用 内服 2259 その他の気管支拡張剤
メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ 採用 外用 2259 その他の気管支拡張剤
メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 採用 内服 1190 その他の中枢神経系用薬
メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ケミファ」 院外専用 内服 1190 その他の中枢神経系用薬
メルカゾール錠５ｍｇ 採用 内服 2432 抗甲状腺ホルモン製剤
メロペネム点滴静注用０．５ｇ「日医工」 採用 注射 6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ｌ－メントール「ホエイ」 採用 内服 7149 その他の矯味，矯臭，着色剤
モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ 院外専用 外用 2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ 院外専用 外用 2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 採用 内服 2399 他に分類されない消化器官用薬
モビコール配合内用剤LD 院外専用 内服 2359 その他の下剤、浣腸剤
ﾓﾒﾀｿﾞﾝ点鼻液50μg「MYL」56噴霧 採用 外用 1329 耳鼻科用剤
モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「タケダ」 採用 注射 8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「タケダ」 採用 注射 8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩注射液２００ｍｇ「タケダ」 採用 注射 8114 モルヒネ系製剤
モンテルカスト細粒４ｍｇ「ニプロ」 採用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「ニプロ」 採用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカスト錠１０ｍｇ「ケミファ」 採用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
薬用炭「日医工」 採用 内服 2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ヤーズ配合錠 院外専用 内服 2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ヤーズフレックス配合錠 院外専用 内服 2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００ 院外専用 内服 4229 その他の代謝拮抗剤
ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ２００ 院外専用 内服 4229 その他の代謝拮抗剤
ユーエフティ配合カプセルＴ１００ 院外専用 内服 4229 その他の代謝拮抗剤
ユーゼル錠２５ｍｇ 院外専用 内服 3929 その他の解毒剤
ユービット錠１００ｍｇ 採用 内服 7290 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
ユーロジン１ｍｇ錠 院外専用 内服 1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ユナシン錠３７５ｍｇ 院外専用 内服 6131 ペニシリン系抗生物質製剤
ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ 採用 内服 2251 キサンチン系製剤
ユビデカレノン錠１０ｍｇ「サワイ」 採用 内服 2119 その他の強心剤
ユベラＮカプセル１００ｍｇ 採用 内服 2190 その他の循環器官用薬
ユベラ錠５０ｍｇ 院外専用 内服 3150 ビタミンＥ剤
ユベラ軟膏 院外専用 外用 2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ヨウ化カリウム「日医工」 採用 内服 3221 ヨウ素化合物製剤
ヨウ素 採用 外用 2699 他に分類されない外皮用剤
複方ヨード・グリセリン「ケンエー」 採用 外用 2399 他に分類されない消化器官用薬
PA・ヨード点眼・洗眼液 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
ヨクイニンエキス錠「コタロー」 院外専用 内服 5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） 採用 内服 5200 漢方製剤
ライゾデグ配合注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ 採用 外用 2492 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
ラキソベロン内用液0.75% 採用 内服 2359 その他の下剤、浣腸剤
ラクツロースシロップ６５％「タカタ」 採用 内服 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
ラクリミン点眼液０．０５％ 採用 外用 1313 眼科用局所麻酔剤
ラコールＮＦ配合経腸用液 採用 内服 3259 その他の蛋白アミノ酸製剤
ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 院外専用 内服 3259 その他の蛋白アミノ酸製剤
ラシックス注１００ｍｇ 採用 注射 2139 その他の利尿剤
ラジレス錠１５０ｍｇ 院外専用 内服 2149 その他の血圧降下剤
ラスリテック点滴静注用１．５ｍｇ 採用 注射 3959 その他の酵素製剤
ラスリテック点滴静注用７．５ｍｇ 採用 注射 3959 その他の酵素製剤
ラタノプロスト点眼液0.005％「わかもと」 採用 外用 1319 その他の眼科用剤
ラックビー微粒Ｎ 採用 内服 2316 活性生菌製剤
ラピアクタ点滴静注液バイアル１５０ｍｇ 採用 注射 6250 抗ウイルス剤
ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ｢ファイザー｣ 採用 内服 2329 その他の消化性潰瘍用剤
ラボナール注射用０．５ｇ 採用 注射 1115 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤

ラモトリギン錠１００ｍｇ「アメル」 院外専用 内服 1139 その他の抗てんかん剤
ラモトリギン錠２５ｍｇ「アメル」 院外専用 内服 1139 その他の抗てんかん剤
ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワイ」 採用 内服 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ｢サワイ｣ 採用 内服 2329 その他の消化性潰瘍用剤
ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ｢サワイ｣ 院外専用 内服 2329 その他の消化性潰瘍用剤
ランマーク皮下注１２０ｍｇ 採用 注射 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
リアルダ錠１２００ｍｇ 院外専用 内服 2399 他に分類されない消化器官用薬
リーバクト配合顆粒 採用 内服 3253 混合アミノ酸製剤
リカルボン錠５０ｍｇ 院外専用 内服 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
リクシアナOD錠１５ｍｇ 採用 内服 3339 その他の血液凝固阻止剤
リクシアナOD錠６０ｍｇ 採用 内服 3339 その他の血液凝固阻止剤
リコモジュリン点滴静注用１２８００ 採用 注射 3339 その他の血液凝固阻止剤
リベルサス錠3mg 院外専用 内服 2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
リベルサス錠7mg 院外専用 内服 2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
リベルサス錠14mg 院外専用 内服 2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「アメル」 採用 内服 1179 その他の精神神経用剤
リスペリドン内用液分包１ｍｇ「日医工」 採用 内服 1179 その他の精神神経用剤
リズモンＴＧ点眼液０．５％ 院外専用 外用 1319 その他の眼科用剤
リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「日医工」 院外専用 内服 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注100mg｢KHK｣ 採用 注射 4291 その他の腫瘍用薬
ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注500mg｢KHK｣ 採用 注射 4291 その他の腫瘍用薬



医薬品名 分類 剤形 薬効 薬効名称
ツムラ六君子湯エキス顆粒 採用 内服 5200 漢方製剤
リドカインテープ１８ｍｇ「ニプロ」 採用 外用 1214 キシリジン系製剤
リドカイン点滴静注液１％「タカタ」 採用 注射 1214 キシリジン系製剤
リドカイン塩酸塩注射液１％「VTRS」 採用 注射 1214 キシリジン系製剤
リドカイン塩酸塩注射液２％「ファイザー」 採用 注射 1214 キシリジン系製剤
リドカイン塩酸塩ビスカス２％「日新」 採用 内服 1214 キシリジン系製剤
リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 採用 注射 2129 その他の不整脈用剤
リトドリン錠５ｍｇ「F」 採用 内服 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
リトドリン点滴静注５０ｍｇ「F」 採用 注射 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
リネステロン散０．１％ 院外専用 内服 2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リネゾリド注射液６００ｍｇ「日医工」 採用 注射 6249 その他の合成抗菌剤
リノロサール注射液２ｍｇ（０．４％） 採用 注射 2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リパクレオンカプセル１５０ｍｇ 院外専用 内服 2331 消化酵素製剤
リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包 採用 内服 2331 消化酵素製剤
リピオドール４８０注１０ｍＬ 採用 注射 7211 ヨウ素化合物製剤
リファンピシンカプセル１５０ｍｇ｢サンド｣ 採用 内服 6164 リファンピシン製剤
リフキシマ錠２００ｍｇ 院外専用 内服 6199 他に分類されない抗生物質製剤
リボトリール細粒０．１％ 採用 内服 1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠０．５ｍｇ 採用 内服 1139 その他の抗てんかん剤
リマチル錠１００ｍｇ 院外専用 内服 4420 刺激療法剤
リマプロストアルファデクス錠５μｇ｢ｻﾜｲ｣ 採用 内服 3399 他に分類されない血液・体液用薬
リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５mg 採用 注射 2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５mg 採用 注射 2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩注射用ｷｯﾄ1.88ｍｇ｢あすか｣ 採用 注射 2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩注射用ｷｯﾄ3.75ｍｇ｢あすか｣ 採用 注射 2499 他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
コタロー苓桂朮甘湯エキス細粒 院外専用 内服 5200 漢方製剤
リルテック錠５０ 院外専用 内服 1190 その他の中枢神経系用薬
リン酸Na補正液0.5mmol/mL　20mL 採用 注射 3319 その他の血液代用剤
ルコナック爪外用液５％ 院外専用 外用 6290 その他の化学療法剤
ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL 採用 注射 1319 その他の眼科用剤
ルナベル配合錠ＬＤ 院外専用 内服 2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ルナベル配合錠ＵＬＤ 院外専用 内服 2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ルパフィン錠１０ｍｇ 院外専用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
ルムジェブ注ミリオペンHD 院外専用 注射 2492 すい臓ホルモン剤
ルリコン軟膏１％ 採用 外用 2655 イミダゾール系製剤
レギチーン注射液５ｍｇ 採用 注射 7290 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
レクサプロ錠１０ｍｇ 院外専用 内服 1179 その他の精神神経用剤
レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回 院外専用 外用 2399 他に分類されない消化器官用薬
レザルタス配合錠ＨＤ 院外専用 内服 2149 その他の血圧降下剤
新レシカルボン坐剤 採用 外用 2359 その他の下剤、浣腸剤
レスキュラ点眼液０．１２％ 院外専用 外用 1319 その他の眼科用剤
レスタミンコーワクリーム１％ 採用 外用 2642 外用抗ヒスタミン製剤
レスタミンコーワ錠１０ｍｇ 採用 内服 4411 ジフェンヒドラミン系製剤
レスプレン錠２０ｍｇ 採用 内服 2249 その他の鎮咳去たん剤
レナデックス錠４ｍｇ 採用 内服 2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 採用 内服 2329 その他の消化性潰瘍用剤
レペタン坐剤０．２ｍｇ 院外専用 外用 1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レペタン注０．２ｍｇ 採用 注射 1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レベトールカプセル２００ｍｇ 院外専用 内服 6250 抗ウイルス剤
レベミル注フレックスペン 院外専用 注射 2492 すい臓ホルモン剤
レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ/１００ｍＬ「DSEP」 採用 注射 6241 ピリドンカルボン酸系製剤
レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 採用 内服 6241 ピリドンカルボン酸系製剤
レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「NK」 採用 注射 3929 その他の解毒剤
レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ＮＫ」 採用 注射 3929 その他の解毒剤
レボレード錠１２．５ｍｇ 院外専用 内服 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
レボレード錠２５ｍｇ 院外専用 内服 3999 その他の他に分類されない代謝性医薬品
レミニールＯＤ錠４ｍｇ 院外専用 内服 1190 その他の中枢神経系用薬
レミニールＯＤ錠１２ｍｇ 院外専用 内服 1190 その他の中枢神経系用薬
レミニール錠８ｍｇ 院外専用 内服 1190 その他の中枢神経系用薬
レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」 採用 注射 8219 その他の合成麻薬
レルベア１００エリプタ１４吸入用 採用 外用 2290 その他の呼吸器官用薬
レルベア１００エリプタ３０吸入用 院外専用 外用 2290 その他の呼吸器官用薬
レルミナ錠４０ｍｇ 院外専用 内服 2499 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
ロキソプロフェンＮａテープ１００mg｢ﾕｰﾄｸ｣ 採用 外用 2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 採用 内服 1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「Ｆ」 採用 注射 1229 その他の骨格筋弛緩剤
ロコアテープ 院外専用 外用 2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロコイドクリーム０．１％ 採用 外用 2646 副腎皮質ホルモン製剤
ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ファイザー」 採用 内服 2149 その他の血圧降下剤
ロサルヒド配合錠ＬＤ「三和」 採用 内服 2149 その他の血圧降下剤
ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」 採用 内服 2189 その他の高脂血症用剤
ロゼレム錠８ｍｇ 採用 内服 1190 その他の中枢神経系用薬
ロタリックス内用液 採用 内服 6313 ウイルスワクチン類
ロトリガ粒状カプセル２ｇ 院外専用 内服 2189 その他の高脂血症用剤
ロピオン静注５０ｍｇ 採用 注射 1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロペラミド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 採用 内服 2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 採用 内服 1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロラタジンＯＤ塩酸塩ドライシロップ1%「NP」 院外専用 内服 4490 その他のアレルギー用薬
ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 採用 内服 4490 その他のアレルギー用薬



医薬品名 分類 剤形 薬効 薬効名称
ロンゲス錠１０ｍｇ 院外専用 内服 2149 その他の血圧降下剤
ワーファリン錠０．５ｍｇ 採用 内服 3332 ジクマロール系製剤
ワーファリン錠１ｍｇ 採用 内服 3332 ジクマロール系製剤
ワイスタール配合静注用１ｇ 採用 注射 6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ワゴスチグミン注０．５ｍｇ 採用 注射 1233 自律神経剤
ワコビタール坐剤１５ 採用 外用 1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
白色ワセリン 採用 外用 7121 油脂性基剤
ワソラン静注５ｍｇ 採用 注射 2129 その他の不整脈用剤
ワントラム錠１００ｍｇ 採用 内服 1149 その他の解熱鎮痛消炎剤


	一覧表

