
作成日：2020/4/15

・薬品名順に並んでいます。 
・作成日時点で処方できる医薬品のリストです。
　（採用中止決定分も在庫があるうちは掲載されます。) 　

採用区分 薬品名称 標榜薬効 標準コード

両採用薬品 ０．１％アクリノール液「ヤクハン」 殺菌消毒剤 2619700Q1168
両採用薬品 ０．５％ラポテックアルコール（Ｗ）液 殺菌消毒剤 2619702Q1167
院内薬品 １％ディプリバン注－キット 全身麻酔・鎮静用剤 1119402G2021
院内薬品 ２０％マンニットール注射液「ＹＤ」 脳圧降下・浸透圧利尿剤 2190400A3077
院内薬品 ２５ｍｃｇチロナミン錠 甲状腺ホルモン剤 2431003F2031
両採用薬品 ２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 ビタミンＢ１誘導体 3122007F2039
両採用薬品 ２ｍｇセルシン錠 マイナートランキライザー 1124017F2135
両採用薬品 ５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 寄生性皮膚疾患剤 2652701M1025
院外薬品 ５－ＦＵ錠５０協和 抗悪性腫瘍剤 4223003F1031
院内薬品 ５－ＦＵ注１０００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4223401A3022
院内薬品 ５－ＦＵ注２５０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4223401A4029
両採用薬品 ５ｍｇセルシン錠 マイナートランキライザー 1124017F4049
両採用薬品 ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠６ｍｇ「武田テバ」 抗ヒスタミン剤 4419002G1120
両採用薬品 Ｄ－ソルビトール内用液６５％「マルイシ」 造影補助剤 7990001S2031
院内薬品 ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ 線状型ＭＲＩ用肝臓造影剤 7290415G2027
院内薬品 ＫＣＬ注１０ｍＥｑキット「テルモ」 補正用電解質液 3319402G3028
院内薬品 ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「タナベ」 ＬＨ分泌ホルモン剤 7223400A1037
両採用薬品 ＭＡＧシンチ注 腎・尿路疾患診断薬 4300445A6025
両採用薬品 ＭＳコンチン錠１０ｍｇ 持続性癌疼痛治療剤 8114004G1027
両採用薬品 ＭＳコンチン錠３０ｍｇ 持続性癌疼痛治療剤 8114004G2023
両採用薬品 ＭＳ温シップ「タイホウ」 鎮痛・消炎パップ剤 2649843S1039
両採用薬品 ＰＬ配合顆粒 総合感冒剤 1180107D1131
院内薬品 ＰＰＳＢ－ＨＴ静注用５００単位「ニチヤク」 血漿分画製剤（血液凝固因子製剤） 6343409X7059
両採用薬品 アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ 高カリウム血症改善剤 2190016Q2026
両採用薬品 アーテン散１％ パーキンソン症候群治療剤 1169002B1078
院外薬品 アーテン錠（２ｍｇ） パーキンソン症候群治療剤 1169001F1024
院内薬品 アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 脳脊髄手術用洗浄・灌流液 3399500G1025
院内薬品 アービタックス注射液１００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291415A1021
試用薬 アーリーダ錠６０ｍｇ 前立腺癌治療剤 4291059F1029

両採用薬品 アイクルシグ錠１５ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291048F1020
両採用薬品 アイトロール錠２０ｍｇ 狭心症治療用ＩＳＭＮ製剤 2171023F2020
両採用薬品 アイピーディカプセル１００ アレルギー性疾患治療剤 4490016M2020
院外薬品 アイピーディドライシロップ５％ アレルギー性疾患治療剤 4490016R1020
院外薬品 アイファガン点眼液０．１％ 緑内障・高眼圧症治療剤 1319761Q1023
院外薬品 アイミクス配合錠ＨＤ 長時間作用型ＡＲＢ／持続性Ｃａ拮抗薬配合剤 2149118F2026
院内薬品 アイリーア硝子体内注射液４０ｍｇ／ｍＬ 眼科用ＶＥＧＦ阻害剤 1319405A1027
両採用薬品 アキネトン細粒１％ 抗パーキンソン剤 1162001C1043
両採用薬品 アキネトン錠１ｍｇ 抗パーキンソン剤 1162001F1066
院内薬品 アキネトン注射液５ｍｇ 抗パーキンソン剤 1162400A1059
両採用薬品 アクアチムクリーム１％ 新キノロン系外用抗菌剤 2639700N1032
院外薬品 アクアチムローション１％ 新キノロン系外用抗菌剤 2639700Q1055
両採用薬品 アクトシン軟膏３％ 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 2699703M1039
両採用薬品 アクトス錠１５ インスリン抵抗性改善剤－２型糖尿病治療剤－ 3969007F1024
院内薬品 アクトヒブ 631140CD1029
院内薬品 アクプラ静注用５０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291405F2021
院内薬品 アクメイン注 細胞外液補充液 3319551A2020
院外薬品 アグリリンカプセル０．５ｍｇ 本態性血小板血症治療剤 4299003M1020
院内薬品 アコアラン静注用１８００ 血液凝固阻止剤 6343444D2028
院内薬品 アコアラン静注用６００ 血液凝固阻止剤 6343444D1021
院外薬品 アコファイド錠１００ｍｇ 機能性ディスペプシア（ＦＤ）治療剤 2399015F1020
両採用薬品 アサコール錠４００ｍｇ 潰瘍性大腸炎治療剤 2399009F3028
両採用薬品 アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ 抗リウマチ剤 6219001H1056
院内薬品 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「ＰＰ」 抗ウイルス化学療法剤 6250401F1210
院外薬品 アシノン錠１５０ｍｇ Ｈ２受容体拮抗剤 2325005F1031
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両採用薬品 アジルバ錠２０ｍｇ 持続性ＡＴ１レセプターブロッカー 2149048F1022
両採用薬品 アジレクト錠１ｍｇ パーキンソン病治療剤 1169017F2021
院外薬品 アストフィリン配合錠 喘息治療薬 2229111F1047
両採用薬品 アズノール軟膏０．０３３％ 炎症性皮膚疾患治療剤 2649716M1042
院外薬品 アスパラ－ＣＡ錠２００ Ｃａアスパルテート製剤 3214001F1020
両採用薬品 アスパラカリウム錠３００ｍｇ Ｋアスパルテート製剤 3229005F1080
院内薬品 アスパラカリウム注１０ｍＥｑ Ｋアスパルテート製剤 3229401A1096
院外薬品 アスピリン 解熱鎮痛消炎剤 1143001X1015
両採用薬品 アスペノンカプセル１０ 不整脈治療剤 2129004M1026
両採用薬品 アスベリンシロップ０．５％ 鎮咳剤 2249003Q1048
院内薬品 アセチルシステイン内用液１７．６％「あゆみ」 アセトアミノフェン中毒解毒剤 3929006S1049
両採用薬品 アセトアミノフェン原末「マルイシ」 解熱鎮痛剤 1141001X1096
院内薬品 アセトキープ３Ｇ注 血液代用剤 3319562A2037
院外薬品 アゼプチン錠１ｍｇ アレルギー性疾患治療剤 4490004F2028
院内薬品 アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ 解熱鎮痛剤 1141400A2020
両採用薬品 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「トーワ」 持続性Ｃａ拮抗剤 2149043F2123
両採用薬品 アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」 持続型ループ利尿剤 2139008F2044
院外薬品 アゾルガ配合懸濁性点眼液 緑内障・高眼圧症治療剤 1319821Q1027
院外薬品 アダプチノール錠５ｍｇ 暗順応改善剤 1319004F1035
両採用薬品 アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ 抗アレルギー性緩和精神安定剤 1179019M1046
院内薬品 アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） 抗アレルギー性緩和精神安定剤 1179401A1026
院内薬品 アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ「ＦＲＩ」 心臓疾患診断補助剤 7990402G1021
両採用薬品 アテノロール錠２５ｍｇ「ファイザー」 心臓選択性β遮断剤 2123011F1317
院内薬品 アデホス－Ｌコーワ注２０ｍｇ 代謝賦活剤 3992400A2138
両採用薬品 アデホスコーワ顆粒１０％ 代謝賦活・抗めまい剤 3992001D1059
両採用薬品 アデムパス錠０．５ｍｇ 可溶性グアニル酸シクラーゼ（ｓＧＣ）刺激剤 2190034F1027
院外薬品 アドエア１００ディスカス６０吸入用 喘息治療配合剤 2290800G4031
両採用薬品 アドエア２５０ディスカス６０吸入用 喘息・ＣＯＰＤ治療配合剤 2290800G5038
院外薬品 アトーゼット配合錠ＨＤ 小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤配合剤 2189101F2026
院外薬品 アトーゼット配合錠ＬＤ 小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤配合剤 2189101F1020
院内薬品 アドステロール－Ｉ１３１注射液 副腎疾患診断薬 4300426A1020
両採用薬品 アドソルビン原末 消化管用吸着剤 2343002X1058
両採用薬品 アドナ錠１０ｍｇ 対血管薬剤 3321002F1092
両採用薬品 アドナ錠３０ｍｇ 対血管薬剤 3321002F2366
両採用薬品 アドフィードパップ４０ｍｇ 経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤 2649732S1130
院外薬品 アトラント軟膏１％ 抗真菌剤 2655711M1039
両採用薬品 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤 2189015F2089
院内薬品 アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 アドレナリン注射液 2451402G1040
院内薬品 アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 鎮痙剤 1242406G1035
院内薬品 アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ「タナベ」 鎮痙剤 1242405A1062
院内薬品 アトロベントエロゾル２０μｇ 抗コリン性気管支収縮抑制剤 2259702G2021
院内薬品 アトワゴリバース静注シリンジ６ｍＬ 副交感神経興奮剤 1233500G2025
院外薬品 アナフラニール錠１０ｍｇ うつ病・うつ状態・遺尿症・情動脱力発作治療剤 1174002F1029
両採用薬品 アナフラニール錠２５ｍｇ うつ病・うつ状態・遺尿症・情動脱力発作治療剤 1174002F2025
院内薬品 アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ うつ病・うつ状態治療剤 1174401A1038
院内薬品 アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ 長時間作用性局所麻酔剤 1214405A2021
院内薬品 アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ 長時間作用性局所麻酔剤 1214405A4024
両採用薬品 アニュイティ１００μｇエリプタ３０吸入用 吸入ステロイド喘息治療剤 2290705G1029
両採用薬品 アネトカインゼリー２％ 粘滑・表面麻酔剤 1214700P1062
両採用薬品 アネトカインビスカス２％ 表面麻酔剤 1214001S1038
院内薬品 アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ 嫌気性菌感染症治療剤 6419401A1027
両採用薬品 アノーロエリプタ３０吸入用 ＣＯＰＤ治療配合剤 2259806G2028
院内薬品 アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ 抗悪性腫瘍剤 4291413A1022
院内薬品 アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ 抗悪性腫瘍剤 4291413A2029
両採用薬品 アピドラ注ソロスター 超速効型インスリンアナログ製剤 2492418G1027
両採用薬品 アフィニトール錠５ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291023F1020
試用薬 アブストラル舌下錠１００μｇ 癌疼痛治療剤 8219001F1020

院外薬品 アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ 付着性アフタ性口内炎治療剤 2399707D1030
院内薬品 アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4240409D1023
両採用薬品 アプルウェイ錠２０ｍｇ ２型糖尿病治療剤 3969021F1024
院外薬品 アプレゾリン錠１０ｍｇ 血圧降下剤 2142004F1053



採用区分 薬品名称 標榜薬効 標準コード

院内薬品 アプレゾリン注射用２０ｍｇ 血圧降下剤 2142400D1049
院外薬品 アヘンチンキ 鎮痛・止瀉剤 8113001S1010
両採用薬品 アボネックス筋注３０μｇペン 遺伝子組換え型インターフェロンβ－１ａ製剤 6399422G2023
両採用薬品 アボルブカプセル０．５ｍｇ 前立腺肥大症治療薬 2499011M1027
院外薬品 アマリール３ｍｇ錠 スルホニルウレア系血糖降下剤 3961008F2027
院内薬品 アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 不整脈治療剤 2129410A1036
両採用薬品 アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 不整脈治療剤 2129010F1065
院内薬品 アミカシン硫酸塩注射用１００ｍｇ「日医工」 アミノグリコシド系抗生物質 6123402D1067
両採用薬品 アミティーザカプセル２４μｇ クロライドチャネルアクチベーター 2359006M1025
両採用薬品 アミノレバンＥＮ配合散 肝不全用栄養剤 3259108B1039
院内薬品 アミノレバン点滴静注 肝性脳症改善アミノ酸製剤 3253404A4051
院内薬品 アミノレバン点滴静注 肝性脳症改善アミノ酸製剤 3253404A3055
両採用薬品 アミパレン輸液 総合アミノ酸製剤 3253406A4034
院内薬品 アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤 6173400D2023
両採用薬品 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ｃａ拮抗剤 2171022F4036
院外薬品 アメナリーフ錠２００ｍｇ 抗ヘルペスウイルス剤 6250046F1028
院外薬品 アモキサンカプセル２５ｍｇ うつ病・うつ状態治療剤 1179001M2026
両採用薬品 アモキサン細粒１０％ うつ病・うつ状態治療剤 1179001C1024
両採用薬品 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「ＮＰ」 合成ペニシリン製剤 6131001M2343
試用薬 アラグリオ顆粒剤分包１．５ｇ 光線力学診断用剤 7290007D1027

両採用薬品 アラセナ－Ａ軟膏３％ 抗ウイルス剤 6250700M1189
院内薬品 アラベル内用剤１．５ｇ 光線力学診断用剤 7290007X1031
両採用薬品 アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用 定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤 1329711Q1021
院外薬品 アリセプトＤ錠１０ｍｇ アルツハイマー型，レビー小体型認知症治療剤 1190012F6028
両採用薬品 アリセプトＤ錠３ｍｇ アルツハイマー型，レビー小体型認知症治療剤 1190012F3029
両採用薬品 アリセプトＤ錠５ｍｇ アルツハイマー型，レビー小体型認知症治療剤 1190012F4025
院内薬品 アリナミンＦ５０注 ビタミンＢ１誘導体 3122401A4021
両採用薬品 アリミデックス錠１ｍｇ 閉経後乳癌治療剤 4291010F1031
院内薬品 アリムタ注射用１００ｍｇ 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤 4229401D2026
院内薬品 アリムタ注射用５００ｍｇ 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤 4229401D1020
両採用薬品 アルケラン錠２ｍｇ 抗多発性骨髄腫剤 4219002F1034
院内薬品 アルケラン静注用５０ｍｇ 造血幹細胞移植前処置剤 4219403F1023
院外薬品 アルタットカプセル７５ｍｇ Ｈ２受容体拮抗剤 2325004M1087
院内薬品 アルチバ静注用２ｍｇ 全身麻酔用鎮痛剤 8219401D1021
両採用薬品 アルドメット錠２５０ 血圧降下剤 2145001F2040
両採用薬品 アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「サワイ」 活性型ビタミンＤ３製剤 3112001M1291
両採用薬品 アルファカルシドールカプセル１μｇ「サワイ」 活性型ビタミンＤ３製剤 3112001M3324
院内薬品 アルブミナー２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ 血漿分画製剤 6343410X5202
院内薬品 アルブミナー５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ 血漿分画製剤 6343410X2106
院内薬品 アルプロスタジルアルファデクス注射用２０μｇ「Ｆ」 ＰＧＥ１製剤 2190402D1100
院内薬品 アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用５００μｇ「Ｆ」 ＰＧＥ１製剤 2190402D2114
院内薬品 アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「サワイ」 ＰＧＥ１製剤 2190406G2062
院内薬品 アルベカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「ケミファ」 アミノグリコシド系抗生物質 6119400A4068
両採用薬品 アルメタ軟膏 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤 2646727M1022
両採用薬品 アルロイドＧ内用液５％ 消化性潰瘍用剤 2329116S1094
院外薬品 アレグラ錠３０ｍｇ アレルギー性疾患治療剤 4490023F2020
院外薬品 アレグラ錠６０ｍｇ アレルギー性疾患治療剤 4490023F1024
試用薬 アレサガテープ４ｍｇ 経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤 4490700S1029
試用薬 アレジオンＬＸ点眼液０．１％ 抗アレルギー点眼剤 1319762Q2024

院外薬品 アレジオンドライシロップ１％ アレルギー性疾患治療剤 4490014R1021
両採用薬品 アレジオン錠２０ アレルギー性疾患治療剤 4490014F2021
院外薬品 アレジオン点眼液０．０５％ 抗アレルギー点眼剤 1319762Q1028
両採用薬品 アレセンサカプセル１５０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291032M3021
両採用薬品 アレビアチン散１０％ 抗てんかん剤 1132002B1060
院外薬品 アレビアチン錠１００ｍｇ 抗てんかん剤 1132002F2041
院内薬品 アロキシ静注０．７５ｍｇ ５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤 2391404A1020
両採用薬品 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤 2123014F2201
両採用薬品 アロプリノール錠１００ｍｇ「ケミファ」 高尿酸血症治療剤 3943001F1543
両採用薬品 アロマシン錠２５ｍｇ 閉経後乳癌治療剤 4291012F1022
院内薬品 アロンアルフアＡ「三共」 外科用接着剤 7990700Q1022
院内薬品 アンカロン注１５０ 不整脈治療剤 2129410A1028



採用区分 薬品名称 標榜薬効 標準コード

院内薬品 アンサー皮下注２０μｇ 放射線療法による白血球減少抑制剤 3399403A1036
院外薬品 アンジュ２８錠 254910BF4054
院内薬品 アンチレクス静注１０ｍｇ エドロホニウム塩化物製剤 7229401A1035
両採用薬品 アンテベート軟膏０．０５％ 外用副腎皮質ホルモン剤 2646730M1059
両採用薬品 アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ 小児用解熱鎮痛剤 1141700J2130
両採用薬品 アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ 小児用解熱鎮痛剤 1141700J3110
両採用薬品 アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「ニプロ」 徐放性気道潤滑去たん剤 2239001G1047
両採用薬品 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「日医工」 気道潤滑去たん剤 2239001F1734
両採用薬品 アンペック坐剤１０ｍｇ 癌疼痛治療剤 8114700J1023
両採用薬品 イーケプラ錠５００ｍｇ 抗てんかん剤 1139010F2020
院内薬品 イーケプラ点滴静注５００ｍｇ 抗てんかん剤 1139402A1025
両採用薬品 イーシー・ドパール配合錠 抗パーキンソン剤 1169100F1052
両採用薬品 イーフェンバッカル錠５０μｇ 口腔粘膜吸収癌性疼痛治療剤 8219001K5023
院外薬品 イオウ・カンフルローション 皮膚軟化剤 2669700X1016
院内薬品 イオパーク２４０注シリンジ１００ｍＬ 非イオン性造影剤 7219415G1041
院内薬品 イオパーク３００注１００ｍＬ 非イオン性造影剤 7219415H2060
院内薬品 イオパーク３００注２０ｍＬ 非イオン性造影剤 7219415A9058
院内薬品 イオパミロン注３７０シリンジ 非イオン性尿路・血管造影剤 7219412G7038
院内薬品 イオパミロン注３７０シリンジ 非イオン性尿路・血管造影剤 7219412G9030
院内薬品 イオプロミド３００注シリンジ１００ｍＬ「ＦＲＩ」 非イオン性尿路・血管造影剤 7219418G1045
院内薬品 イオメロン３５０注シリンジ１３５ｍＬ 非イオン性造影剤 7219417G7030
両採用薬品 イグザレルト錠１０ｍｇ 選択的直接作用型第Ｘａ因子阻害剤 3339003F1024
両採用薬品 イグザレルト錠１５ｍｇ 選択的直接作用型第Ｘａ因子阻害剤 3339003F2020
院外薬品 イクスタンジ錠４０ｍｇ 前立腺癌治療剤 4291031F1025
院外薬品 イクスタンジ錠８０ｍｇ 前立腺癌治療剤 4291031F2021
院外薬品 イクセロンパッチ１３．５ｍｇ アルツハイマー型認知症治療剤 1190700S3021
院外薬品 イクセロンパッチ１８ｍｇ アルツハイマー型認知症治療剤 1190700S4028
両採用薬品 イクセロンパッチ４．５ｍｇ アルツハイマー型認知症治療剤 1190700S1029
院外薬品 イクセロンパッチ９ｍｇ アルツハイマー型認知症治療剤 1190700S2025
院外薬品 イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ「日医工」 ＥＰＡ製剤 3399004M2065
両採用薬品 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「サワイ」 ＥＰＡ製剤 3399004M4068
両採用薬品 イスコチン錠１００ｍｇ 結核化学療法剤 6222001F3037
院内薬品 イソゾール注射用０．５ｇ 全身麻酔剤 1115403D3043
両採用薬品 イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ 浸透圧利尿・メニエル病改善剤 2139001S2032
院内薬品 イダマイシン静注用５ｍｇ 抗腫瘍性抗生物質 4235405D1033
両採用薬品 イトラコナゾール内用液１％「ファイザー」 抗真菌剤 6290004S1036
両採用薬品 イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ 長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤 6250703G1022
院外薬品 イニシンク配合錠 ２型糖尿病治療剤 3969105F1023
院内薬品 イノバン注０．３％シリンジ 急性循環不全改善剤 2119402P4037
試用薬 イノラス配合経腸用液 経腸栄養剤 3259120S1021

両採用薬品 イノレット３０Ｒ注 インスリン製剤 2492413G5046
両採用薬品 イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤 1179055N1021
院外薬品 イフェクサーＳＲカプセル７５ｍｇ セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤 1179055N2028
両採用薬品 イブランスカプセル１２５ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291051M2028
両採用薬品 イブランスカプセル２５ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291051M1021
試用薬 イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ ヒト化抗スクレロスチンモノクローナル抗体製剤 3999449G1025

院外薬品 イミグラン錠５０ 片頭痛治療剤 2160003F1022
院内薬品 イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291443A1023
院内薬品 イミフィンジ点滴静注５００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291443A2020
院外薬品 イムセラカプセル０．５ｍｇ 多発性硬化症治療剤 3999029M1029
院内薬品 イムネース注３５ 遺伝子組換え型インターロイキン－２製剤 6399411D1022
院内薬品 イムノブラダー膀注用４０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 6391700X3020
両採用薬品 イムブルビカカプセル１４０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291043M1027
両採用薬品 イムラン錠５０ｍｇ 免疫抑制剤 3999005F1059
両採用薬品 イメンドカプセル１２５ｍｇ 選択的ＮＫ１受容体拮抗型制吐剤 2391008M2028
両採用薬品 イメンドカプセル８０ｍｇ 選択的ＮＫ１受容体拮抗型制吐剤 2391008M1021
院内薬品 イモバックスポリオ皮下注 631340UG1024
院内薬品 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」 抗悪性腫瘍剤 4240404A2055
院内薬品 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ＮＫ」 抗悪性腫瘍剤 4240404A1059
院外薬品 イリボー錠５μｇ 下痢型過敏性腸症候群治療剤 2399014F2022
両採用薬品 イルベタン錠１００ｍｇ 長時間作用型ＡＲＢ 2149046F2038
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両採用薬品 イレッサ錠２５０ 抗悪性腫瘍剤 4291013F1027
院外薬品 インヴェガ錠３ｍｇ 抗精神病剤 1179053G1023
院外薬品 インヴェガ錠６ｍｇ 抗精神病剤 1179053G2020
両採用薬品 インクレミンシロップ５％ 鉄欠乏性貧血治療剤 3222012Q1030
院内薬品 インジウムＤＴＰＡ（１１１Ｉｎ）注 脳脊髄液腔病変診断薬 4300420A1023
院内薬品 インジゴカルミン注２０ｍｇ「ＡＦＰ」 腎機能検査用薬／センチネルリンパ節同定用薬 7225400A1058
両採用薬品 インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 持効型溶解インスリンアナログ製剤 2492420G1024
両採用薬品 インタール吸入液１％ 喘息治療剤 2259701G1063
院外薬品 インタール細粒１０％ 食物アレルギー治療剤 4490001C1056
院外薬品 インタール点眼液２％ アレルギー性結膜炎治療剤 1319717Q1308
院外薬品 インタール点鼻液２％ アレルギー性鼻炎治療剤 1329700Q1210
院外薬品 インテバンＳＰ２５ 鎮痛・解熱・抗炎症剤 1145002N1145
院外薬品 インテバンクリーム１％ 経皮鎮痛消炎剤 2649719N1106
院外薬品 インデラル錠１０ｍｇ 高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤 2123008F1048
院内薬品 インデラル注射液２ｍｇ β遮断性不整脈・狭心症治療剤 2123402A1020
院内薬品 イントラリポス輸液２０％ 脂肪乳剤 3299505A4045
院内薬品 インフルエンザＨＡワクチン「生研」 631340FA1055
両採用薬品 インライタ錠１ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291027F1029
両採用薬品 インライタ錠５ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291027F2025
両採用薬品 ウインタミン細粒（１０％） 精神神経用剤 1171005C1024
院外薬品 ウェールナラ配合錠 閉経後骨粗鬆症治療剤 2482010F1026
両採用薬品 ヴォトリエント錠２００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291028F1023
院外薬品 ウチダの八味丸Ｍ 漢方製剤 5200120L1029
両採用薬品 ウテメリン錠５ｍｇ 切迫流・早産治療剤 2590004F1192
試用薬 ウプトラビ錠０．２ｍｇ 選択的ＰＧＩ２受容体作動薬 2190037F1020

両採用薬品 ウブレチド錠５ｍｇ コリンエステラーゼ阻害薬 1231014F1054
両採用薬品 ウラリット－Ｕ配合散 アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤 3949101A1149
院外薬品 ウラリット配合錠 アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤 3949101F1073
両採用薬品 ウリアデック錠４０ｍｇ 高尿酸血症治療剤 3949004F2024
両採用薬品 ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ 過活動膀胱治療剤 2590013F2023
両採用薬品 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トーワ」 肝・胆・消化機能改善剤 2362001F2220
両採用薬品 ウルティブロ吸入用カプセル 長時間作用性吸入気管支拡張配合剤 2259805G1027
両採用薬品 ウルトラテクネカウ 脳・甲状腺・唾液腺・異所性胃粘膜疾患・局所肺換気機能診断薬 4300400X1029
両採用薬品 ウレパールクリーム１０％ 角化症治療剤 2669701N1044
両採用薬品 ウロカルン錠２２５ｍｇ 尿路結石治療剤 2590001F1024
院内薬品 ウログラフイン注６０％ 直接膵管胆道・逆行性尿路・関節・唾液腺造影剤 7214400A2034
院内薬品 ウログラフイン注７６％ 直接膵管胆道・逆行性尿路・関節・唾液腺造影剤 7214400A6030
院内薬品 ウロナーゼ静注用６万単位 線維素溶解酵素剤 3954400D4080
院内薬品 ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％ 泌尿器科用灌流液 2519700Q1030
院内薬品 ウロミテキサン注４００ｍｇ イホスファミド・シクロホスファミド泌尿器系障害発現抑制剤 3929406A2026
両採用薬品 エイゾプト懸濁性点眼液１％ 眼圧下降剤 1319748Q1036
院外薬品 エイベリス点眼液０．００２％ 緑内障・高眼圧症治療剤 1319764Q1027
両採用薬品 エースコール錠２ｍｇ 胆汁・腎排泄型ＡＣＥ阻害剤 2144009F2022
両採用薬品 エキザルベ 皮膚疾患治療剤 2649852M1020
両採用薬品 エクア錠５０ｍｇ ２型糖尿病治療薬 3969011F1020
院内薬品 エクザール注射用１０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4240401D2031
院内薬品 エクストラニール腹膜透析液 腹膜透析液 3420432A2034
院内薬品 エクストラニール腹膜透析液 腹膜透析液 3420432A1038
院内薬品 エクストラニール腹膜透析液 腹膜透析液 3420432A4037
両採用薬品 エクセグラン散２０％ 抗てんかん剤 1139005B1048
両採用薬品 エクセグラン錠１００ｍｇ 抗てんかん剤 1139005F1023
試用薬 エクフィナ錠５０ｍｇ パーキンソン病治療剤 1169018F1020

院外薬品 エクメット配合錠ＨＤ ２型糖尿病治療剤 3969104F2025
院外薬品 エクメット配合錠ＬＤ ２型糖尿病治療剤 3969104F1029
院外薬品 エクラープラスター２０μｇ／ｃｍ２ 外用副腎皮質ホルモン剤 2646729S2035
院外薬品 エクリラ４００μｇジェヌエア６０吸入用 ＣＯＰＤ治療剤 2259713G2020
両採用薬品 エコリシン眼軟膏 エリスロマイシン・コリスチン点眼剤 1319800M1023
両採用薬品 エストラーナテープ０．７２ｍｇ 経皮吸収型エストラジオール製剤 2473700S2076
両採用薬品 エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ 前立腺癌治療剤 4219003M1054
院外薬品 エストリール錠１ｍｇ＊（持田） 卵胞ホルモン製剤 2475001F3033
両採用薬品 エストリール腟錠０．５ｍｇ 卵胞ホルモン剤 2529701H1058
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院内薬品 エスポー皮下用２４０００シリンジ ヒトエリスロポエチン製剤 3999412G7020
両採用薬品 エタノール 殺菌消毒剤 2615702X1014
院内薬品 エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「ＮＰ」 脳保護剤 1190401G1069
両採用薬品 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 精神安定剤 1179025F1182
両採用薬品 エディロールカプセル０．７５μｇ 骨粗鬆症治療剤 3112006M2029
両採用薬品 エトドラク錠２００ｍｇ「トーワ」 非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤 1149032F2139
院内薬品 エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 抗悪性腫瘍剤 4240403A2069
両採用薬品 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 持続性ＡＣＥ阻害剤 2144002F2292
院内薬品 エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ 男性ホルモン剤 2461400A1079
両採用薬品 エネーボ配合経腸用液 経腸栄養剤 3259119S1029
院外薬品 エバステルＯＤ錠１０ｍｇ 持続性選択Ｈ１受容体拮抗剤 4490019F4027
院外薬品 エパデールＳ９００ ＥＰＡ製剤 3399004M4025
両採用薬品 エパルレスタット錠５０「ＥＫ」 アルドース還元酵素阻害剤 3999013F1061
両採用薬品 エビスタ錠６０ｍｇ 骨粗鬆症治療剤 3999021F1023
両採用薬品 エビプロスタット配合錠ＤＢ 前立腺肥大症治療剤 2590100X2046
院外薬品 エピペン注射液０．１５ｍｇ アナフィラキシー補助治療剤 2451402G2020
院外薬品 エピペン注射液０．３ｍｇ アナフィラキシー補助治療剤 2451402G3026
院外薬品 エビリファイＯＤ錠１２ｍｇ 抗精神病剤 1179045F6025
両採用薬品 エビリファイ錠３ｍｇ 抗精神病剤 1179045F1023
両採用薬品 エビリファイ内用液０．１％ 抗精神病剤 1179045S1021
院内薬品 エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 抗腫瘍性抗生物質 4235404A1040
院内薬品 エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／２５ｍＬ「ＮＫ」 抗腫瘍性抗生物質 4235404A2047
院内薬品 エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 抗腫瘍性抗生物質 4235404D1063
院内薬品 エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 抗腫瘍性抗生物質 4235404D2060
両採用薬品 エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ 抗血小板剤 3399009F5025
両採用薬品 エフィエント錠３．７５ｍｇ 抗血小板剤 3399009F1020
試用薬 エプクルーサ配合錠 抗ウイルス剤 6250116F1025

両採用薬品 エプジコム配合錠 抗ウイルス化学療法剤 6250102F1031
両採用薬品 エブトール１２５ｍｇ錠 エタンブトール製剤 6225001F1036
両採用薬品 エフピーＯＤ錠２．５ パーキンソン病治療剤 1169010F2020
両採用薬品 エブランチルカプセル１５ｍｇ 排尿障害改善・降圧剤 2149020N1031
試用薬 エベレンゾ錠２０ｍｇ 腎性貧血治療薬 3999047F1028
試用薬 エベレンゾ錠５０ｍｇ 腎性貧血治療薬 3999047F2024

院外薬品 エボザックカプセル３０ｍｇ 口腔乾燥症状改善剤 2399012M1026
院内薬品 エポジン注シリンジ３０００ 遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤 3999413G3038
院内薬品 エホチール注１０ｍｇ 昇圧剤 2119401A1057
院外薬品 エミレース錠３ｍｇ 抗精神病剤 1179036F1024
院内薬品 エムプリシティ点滴静注用３００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291434D1020
院内薬品 エムプリシティ点滴静注用４００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291434D2027
院内薬品 エムラクリーム 局所麻酔剤 1219800N1023
院内薬品 エラプレース点滴静注液６ｍｇ 遺伝子組換えムコ多糖症ＩＩ型治療剤 3959413A1029
両採用薬品 エリキュース錠２．５ｍｇ 経口ＦＸａ阻害剤 3339004F1029
両採用薬品 エリキュース錠５ｍｇ 経口ＦＸａ阻害剤 3339004F2025
院外薬品 エリスパン錠０．２５ｍｇ マイナートランキライザー 1124019F1030
両採用薬品 エリスロシン錠１００ｍｇ マクロライド系抗生物質 6141004F1038
院内薬品 エリル点滴静注液３０ｍｇ 蛋白リン酸化酵素阻害剤 2190414A1033
院内薬品 エルカルチンＦＦ静注１０００ｍｇシリンジ レボカルニチン製剤 3999436G1028
両採用薬品 エルシトニン注４０単位 合成カルシトニン誘導体製剤 3999401A1200
院内薬品 エルネオパＮＦ１号輸液 高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液 3259533G1029
院内薬品 エルネオパＮＦ２号輸液 高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液 3259534G1023
院内薬品 エルプラット点滴静注液１００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291410A2025
院内薬品 エルプラット点滴静注液５０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291410A1029
院内薬品 エレジェクト注シリンジ 高カロリー輸液用微量元素製剤 3229501G1070
両採用薬品 エレンタール配合内用剤 成分栄養剤 3259103B1036
院外薬品 エンシュア・Ｈ 経腸栄養剤 3259114S1026
院外薬品 エンシュア・リキッド 経腸栄養剤 3259109S1025
両採用薬品 エンタカポン錠１００ｍｇ「ＫＮ」 末梢ＣＯＭＴ阻害剤 1169014F1048
両採用薬品 エンドキサン錠５０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4211002F1044
院外薬品 エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ 完全ヒト型可溶性ＴＮＦα／ＬＴαレセプター製剤 3999424G1025
両採用薬品 エンブレル皮下注５０ｍｇシリンジ１．０ｍＬ 完全ヒト型可溶性ＴＮＦα／ＬＴαレセプター製剤 3999424G2021
院内薬品 オイパロミン１５０注２００ｍＬ 非イオン性尿路・血管造影剤 7219412A8066
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院内薬品 オイパロミン３００注１００ｍＬ 非イオン性尿路・血管造影剤 7219412A3080
院内薬品 オイパロミン３００注２０ｍＬ 非イオン性尿路・血管造影剤 7219412A9070
院内薬品 オイパロミン３００注シリンジ５０ｍＬ 非イオン性尿路・血管造影剤 7219412G2060
院内薬品 オイパロミン３７０注１００ｍＬ 非イオン性尿路・血管造影剤 7219412A6080
院内薬品 オイパロミン３７０注シリンジ１００ｍＬ 非イオン性尿路・血管造影剤 7219412G7046
院内薬品 オイパロミン３７０注シリンジ８０ｍＬ 非イオン性尿路・血管造影剤 7219412G9057
両採用薬品 オイラックスＨクリーム 鎮痒・消炎剤 2649800N1029
両採用薬品 オイラックスクリーム１０％ 鎮痒剤 2649722N1027
両採用薬品 オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ 複合抗生物質 6139100F2044
院外薬品 オーラノフィン錠３ｍｇ「サワイ」 ＲＡ寛解導入剤 4420001F1082
院内薬品 オーラ注歯科用カートリッジ１．８ｍＬ 歯科用局所麻酔剤 2710803U1044
院外薬品 オキサロールローション２５μｇ／ｇ 角化症治療剤 2691702Q1020
院外薬品 オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ 角化症治療剤 2691702M1036
両採用薬品 オキシコンチンＴＲ錠１０ｍｇ 持続性癌疼痛治療剤 8119002G6026
両採用薬品 オキシコンチンＴＲ錠２０ｍｇ 持続性癌疼痛治療剤 8119002G7022
両採用薬品 オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ 持続性癌疼痛治療剤 8119002G8029
両採用薬品 オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ 持続性癌疼痛治療剤 8119002G5020
両採用薬品 オキシドール 殺菌消毒剤 2614700X1018
院内薬品 オキシトシン注射液５単位「Ｆ」 脳下垂体後葉ホルモン剤 2414400A2083
両採用薬品 オキナゾール腟錠６００ｍｇ 抗真菌剤 2529709H2042
両採用薬品 オキノーム散２．５ｍｇ 癌疼痛治療用剤 8119002B2023
両採用薬品 オキノーム散５ｍｇ 癌疼痛治療用剤 8119002B3020
院内薬品 オキファスト注１０ｍｇ 癌疼痛治療用注射剤 8119400A1025
院内薬品 オキファスト注５０ｍｇ 癌疼痛治療用注射剤 8119400A2021
院内薬品 オクトレオスキャン静注用セット 放射性医薬品・神経内分泌腫瘍診断薬 4300452G1026
院内薬品 オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「サンド」 持続性ソマトスタチンアナログ製剤 2499403A2068
院内薬品 オザグレルＮａ点滴静注液４０ｍｇ「ケミファ」 トロンボキサン合成酵素阻害剤 3999411A6078
両採用薬品 オゼックス細粒小児用１５％ ニューキノロン系経口抗菌製剤 6241010C1024
両採用薬品 オダイン錠１２５ｍｇ 前立腺癌治療剤 4291005F1057
院外薬品 オテズラ錠１０ｍｇ ＰＤＥ４阻害剤 3999042F1025
院外薬品 オテズラ錠２０ｍｇ ＰＤＥ４阻害剤 3999042F2021
院外薬品 オテズラ錠３０ｍｇ ＰＤＥ４阻害剤 3999042F3028
院内薬品 オノアクト点滴静注用５０ｍｇ 短時間作用型β１選択的遮断剤 2123404D1033
両採用薬品 オノンカプセル１１２．５ｍｇ 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤 4490017M1036
両採用薬品 オノンドライシロップ１０％ 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤 4490017R1033
院外薬品 オフェブカプセル１００ｍｇ 抗線維化剤 3999039M1022
院外薬品 オフェブカプセル１５０ｍｇ 抗線維化剤 3999039M2029
院内薬品 オフサグリーン静注用２５ｍｇ 蛍光眼底造影剤 7290412F1021
院内薬品 オプジーボ点滴静注２０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291427A1024
院内薬品 オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291427A3027
両採用薬品 オプソ内服液１０ｍｇ 癌疼痛治療剤 8114005S2020
両採用薬品 オプソ内服液５ｍｇ 癌疼痛治療剤 8114005S1024
院内薬品 オプチレイ３２０注シリンジ１００ｍＬ 非イオン性造影剤 7219416G4037
院内薬品 オペガンハイ０．８５眼粘弾剤１％ 眼科手術補助剤 1319720Q8134
院外薬品 オペプリム 副腎癌化学療法・副腎皮質ホルモン合成阻害剤 2499006M1026
院内薬品 オペリードＨＶ０．４眼粘弾剤１％ 眼科手術補助剤 1319720Q1113
院内薬品 オペリードＨＶ０．８５眼粘弾剤１％ 眼科手術補助剤 1319720Q8142
院内薬品 オムニスキャン静注３２％シリンジ１５ｍＬ 線状型非イオン性ＭＲＩ用造影剤 7290408G2035
院内薬品 オムニパーク２４０注１０ｍＬ 非イオン性造影剤 7219415A4030
院内薬品 オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 プロトンポンプ・インヒビター 2329403D1068
両採用薬品 オラスポア小児用ドライシロップ１０％ セフェム系抗生物質 6132006R1093
両採用薬品 オラドールトローチ０．５ｍｇ 口内殺菌剤 2399712E1053
院内薬品 オラネジン液１．５％消毒用アプリケータ２５ｍＬ 2619717Q3026
院外薬品 オラペネム小児用細粒１０％ カルバペネム系抗生物質 6139002C1026
両採用薬品 オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「明治」 抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤 1179044F6128
両採用薬品 オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「明治」 抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤 1179044F4141
両採用薬品 オリブ油 軟膏基剤 7121704X1016
両採用薬品 オルケディア錠１ｍｇ カルシウム受容体作動薬 3999044F1024
院外薬品 オルセノン軟膏０．２５％ 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 2699702M1034
院内薬品 オルダミン注射用１ｇ 食道静脈瘤硬化療法・胃静脈瘤退縮剤 3329404D1032
両採用薬品 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 高親和性ＡＴ１レセプターブロッカー 2149044F6034
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両採用薬品 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 アレルギー性疾患治療剤 4490025F4073
院外薬品 オングリザ錠５ｍｇ ２型糖尿病治療剤 3969017F2024
院内薬品 オンコビン注射用１ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4240400D1030
試用薬 オンパットロ点滴静注２ｍｇ／ｍＬ トランスサイレチン型アミロイドーシス治療剤 1290400A1024

両採用薬品 オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ 長時間作用性吸入気管支拡張剤 2259710G1020
院内薬品 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 631340TG1020
院内薬品 カーディオライト注射液第一 心臓疾患・心機能・副甲状腺疾患診断薬 4300440D2023
両採用薬品 カーボスター透析剤・Ｍ 人工腎臓用透析液 3410536A1020
院内薬品 カーボスター透析剤・Ｐ 人工腎臓透析用粉末製剤 3410537D1020
両採用薬品 カイトリル錠２ｍｇ ５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤 2391002F2021
院内薬品 ガザイバ点滴静注１０００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291444A1028
両採用薬品 ガスコン錠４０ｍｇ 消化管内ガス駆除剤 2318001F1063
両採用薬品 ガスター散１０％ Ｈ２受容体拮抗剤 2325003B1022
院内薬品 ガスター注射液２０ｍｇ Ｈ２受容体拮抗剤 2325401A2027
両採用薬品 ガストローム顆粒６６．７％ 胃炎・胃潰瘍治療剤 2329026D1031
院内薬品 ガストログラフイン経口・注腸用 水溶性消化管造影剤 7211001X1030
両採用薬品 ガスモチン散１％ 消化管運動機能改善剤 2399010B1034
院外薬品 ガスロンＮ・ＯＤ錠４ｍｇ 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤 2329020F4026
院内薬品 カタボンＨｉ注６００ｍｇ 急性循環不全改善剤 2119402P2077
両採用薬品 カタリンＫ点眼用０．００５％ 老人性白内障治療剤 1319706Q1075
院外薬品 カチーフＮ錠５ｍｇ ビタミンＫ１製剤 3160001F1311
両採用薬品 ガチフロ点眼液０．３％ 広範囲抗菌点眼剤 1319749Q1030
両採用薬品 カデックス軟膏０．９％ 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 2699704M1025
院内薬品 カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ 抗ＨＥＲ２抗体チューブリン重合阻害剤複合体 4291426D1026
院内薬品 カドサイラ点滴静注用１６０ｍｇ 抗ＨＥＲ２抗体チューブリン重合阻害剤複合体 4291426D2022
院内薬品 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ１０ｍＬ 環状型非イオン性ＭＲＩ用造影剤 7290416G3028
院内薬品 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ５ｍＬ 環状型非イオン性ＭＲＩ用造影剤 7290416G1025
院内薬品 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ７．５ｍＬ 環状型非イオン性ＭＲＩ用造影剤 7290416G2021
院内薬品 ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シリンジ１０ｍＬ「ＤＫ」 線状型ＭＲＩ用造影剤 7290405A7030
院内薬品 ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シリンジ１５ｍＬ「ＳＮ」 線状型ＭＲＩ用造影剤 7290405A8045
両採用薬品 カナグル錠１００ｍｇ ２型糖尿病治療剤 3969022F1029
両採用薬品 ガナトン錠５０ｍｇ 消化管運動賦活剤 2399008F1020
両採用薬品 カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 アミノグリコシド系抗生物質 6123003M1042
院外薬品 カナマイシンシロップ５％「明治」 アミノグリコシド系抗生物質 6123003Q1044
院外薬品 カナリア配合錠 ２型糖尿病治療剤 3969106F1028
両採用薬品 カバサール錠０．２５ｍｇ ドパミン作動薬 1169011F1028
両採用薬品 カバサール錠１．０ｍｇ ドパミン作動薬 1169011F2024
両採用薬品 ガバペン錠３００ｍｇ 抗てんかん剤 1139007F2029
院内薬品 ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「サワイ」 蛋白分解酵素阻害剤 3999403D1280
院内薬品 ガベキサートメシル酸塩注射用５００ｍｇ「サワイ」 蛋白分解酵素阻害剤 3999403D2090
両採用薬品 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 蛋白分解酵素阻害剤 3999003F1360
両採用薬品 カリメート経口液２０％ 血清カリウム抑制剤 2190016S1027
院内薬品 カルセド注射用２０ｍｇ 抗悪性腫瘍性抗生物質 4235406D1020
院内薬品 カルチコール注射液８．５％５ｍＬ カルシウム補給剤 3213400A2047
両採用薬品 カルディオダイン注 心疾患診断薬 4300438A1023
両採用薬品 カルデナリン錠１ｍｇ 血圧降下剤 2149026F2022
両採用薬品 カルデナリン錠４ｍｇ 血圧降下剤 2149026F4025
両採用薬品 カルナクリン錠２５ 循環障害改善剤 2491001F5056
院内薬品 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ静注１００ｍｇ「トーワ」 血管強化・止血剤 3321401A4254
両採用薬品 カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 持続性高血圧・狭心症，慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤 2149032F1099
両採用薬品 カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤 2149032F4039
両採用薬品 カルボシステインＤＳ５０％「トーワ」 気道粘液調整・粘膜正常化剤 2233002R2061
両採用薬品 カルボシステインシロップ小児用５％「トーワ」 気道粘液調整・粘膜正常化剤 2233002Q1124
両採用薬品 カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 気道粘液調整・粘膜正常化剤 2233002F2111
院内薬品 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＮＫ」 抗悪性腫瘍剤 4291403A2092
院内薬品 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「ＮＫ」 抗悪性腫瘍剤 4291403A3099
院内薬品 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」 抗悪性腫瘍剤 4291403A1096
両採用薬品 カロナールシロップ２％ 小児用解熱鎮痛剤 1141007Q1048
両採用薬品 カロナール細粒２０％ 解熱鎮痛剤 1141007C1075
両採用薬品 カロナール錠２００ 解熱鎮痛剤 1141007F1063
院内薬品 カンサイダス点滴静注用５０ｍｇ キャンディン系抗真菌剤 6179402D1020
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院内薬品 カンサイダス点滴静注用７０ｍｇ キャンディン系抗真菌剤 6179402D2026
両採用薬品 カンデサルタン錠８ｍｇ「あすか」 持続性アンジオテンシンＩＩ受容体拮抗剤 2149040F3037
院内薬品 カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ「サワイ」 水分・電解質代謝改善剤 2133400D3034
院内薬品 キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291435A2025
院内薬品 キイトルーダ点滴静注２０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291435A1029
両採用薬品 キシロカイン液「４％」 表面麻酔剤 1214700Q1033
院内薬品 キシロカイン注シリンジ１％ 局所麻酔剤 1214400G2021
院内薬品 キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１０００００）含有 局所麻酔剤 1214400A2029
院内薬品 キシロカイン注射液「２％」エピレナミン（１：８００００）含有 局所麻酔剤 1214400A3025
院内薬品 キシロカイン注射液１％ 局所麻酔剤 1214401A3020
両採用薬品 キックリンカプセル２５０ｍｇ 高リン血症治療剤 2190032M1027
両採用薬品 キドニーシンチＴｃ－９９ｍ注 腎疾患診断薬 4300401A1020
両採用薬品 キドニーシンチキット 腎疾患診断薬 4300416A1027
院外薬品 キプレスチュアブル錠５ｍｇ 気管支喘息治療剤 4490026F1044
院外薬品 キプレス細粒４ｍｇ 気管支喘息治療剤 4490026C1021
院外薬品 キュバール１００エアゾール 吸入ステロイド喘息治療剤 2259703Y1025
院内薬品 キュビシン静注用３５０ｍｇ 環状リポペプチド系抗生物質製剤 6119402D1021
院外薬品 キョーリンＡＰ２配合顆粒 鎮痛剤 1149108D1039
院内薬品 ギリアデル脳内留置用剤７．７ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4219700X1020
院内薬品 キロサイド注２００ｍｇ 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤 4224401A5030
院内薬品 キロサイド注２０ｍｇ 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤 4224401A1035
両採用薬品 キンダベート軟膏０．０５％ 外用合成副腎皮質ホルモン剤 2646722M1100
両採用薬品 キンダリー透析剤ＡＦ３号 人工腎臓用透析液 3410523A1030
院内薬品 クアトロバック皮下注シリンジ 636140DG2028
試用薬 グーフィス錠５ｍｇ 胆汁酸トランスポーター阻害剤 2359008F1025

両採用薬品 クエン酸ガリウム（６７Ｇａ）注ＮＭＰ 悪性腫瘍・炎症性病変診断薬 4300428A1046
両採用薬品 クエン酸ガリウム－Ｇａ６７注射液 悪性腫瘍・炎症性疾患診断薬 4300428A1054
両採用薬品 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 可溶性非イオン型鉄剤 3222013F1157
両採用薬品 グラクティブ錠２５ｍｇ 糖尿病用剤 3969010F1026
両採用薬品 グラクティブ錠５０ｍｇ 糖尿病用剤 3969010F2022
両採用薬品 グラケーカプセル１５ｍｇ 骨粗鬆症治療用ビタミンＫ２剤 3160002M2028
院外薬品 クラシエ乙字湯エキス細粒 漢方製剤 5200012C1069
両採用薬品 クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 漢方製剤 5200017C1061
両採用薬品 クラシエ葛根湯エキス細粒 漢方製剤 5200013C1080
院外薬品 クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 漢方製剤 5200032F1046
院外薬品 クラシエ五苓散料エキス錠 漢方製剤 5200048F1063
院外薬品 クラシエ柴朴湯エキス細粒 漢方製剤 5200054C1038
両採用薬品 クラシエ柴苓湯エキス細粒 漢方製剤 5200055C1032
院外薬品 クラシエ十味敗毒湯エキス細粒 漢方製剤 5200070C1061
両採用薬品 クラシエ人参養栄湯エキス細粒 漢方製剤 5200117C1043
院外薬品 クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 漢方製剤 5200110C1041
両採用薬品 クラシエ半夏厚朴湯エキス錠 漢方製剤 5200122F1067
院外薬品 グラナテック点眼液０．４％ 緑内障・高眼圧症治療剤 1319763Q1022
院内薬品 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍＬ「マイラン」 ５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤 2391400G1148
両採用薬品 クラビット点眼液０．５％ 広範囲抗菌点眼剤 1319742Q1039
両採用薬品 クラビット点眼液１．５％ 広範囲抗菌点眼剤 1319742Q2027
院内薬品 クラビット点滴静注５００ｍｇ／２０ｍＬ ニューキノロン系抗菌剤 6241402A1021
院外薬品 クラリスドライシロップ１０％小児用 マクロライド系抗生物質 6149003R1143
両採用薬品 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰＩ」 マクロライド系抗生物質 6149003F2070
院外薬品 クラリチンドライシロップ１％ 持続性選択Ｈ１受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 4490027R1029
両採用薬品 クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ 持続性選択Ｈ１受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 4490027F2029
両採用薬品 グランダキシン錠５０ 自律神経調整剤 1124026F1022
院内薬品 クリアクター静注用８０万 血栓溶解剤 3959407D2034
両採用薬品 クリアナール錠２００ｍｇ 気道分泌細胞正常化剤 2233004F1025
両採用薬品 クリアボーンキット 骨疾患診断薬 4300415X1025
両採用薬品 クリアボーン注 骨疾患診断薬 4300413A1023
両採用薬品 グリセリン 調剤用基剤 2357700X1019
院内薬品 グリセリン・果糖配合点滴静注「ＨＫ」 頭蓋内圧亢進・浮腫治療，眼圧降下剤 2190501A4106
両採用薬品 グリセリン浣腸「オヲタ」６０ 便秘治療剤 2357701K6050
院外薬品 グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０ 便秘治療剤 2357701K3043
両採用薬品 グリチロン配合錠 肝臓疾患・アレルギー用剤 3919100F1150
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両採用薬品 クリノリル錠１００ 非ステロイド性消炎・鎮痛剤 1149015F2020
両採用薬品 グリベック錠１００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291011F1028
両採用薬品 グリミクロン錠４０ｍｇ ＳＵ系経口血糖降下剤 3961007F1115
両採用薬品 グリメピリド錠１ｍｇ「サンド」 スルホニルウレア系血糖降下剤 3961008F1322
院内薬品 クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ「ＮＰ」 リンコマイシン系抗生物質 6112401A2182
両採用薬品 グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ グルカゴン（遺伝子組換え）製剤 7229402D1036
両採用薬品 グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ カリウム補給剤 3229007C1032
院内薬品 グルトパ注６００万 血栓溶解剤（ｒｔ－ＰＡ製剤） 3959402D1035
両採用薬品 グルベス配合ＯＤ錠 速効型インスリン分泌促進薬／食後過血糖改善薬配合剤 3969102F2026
両採用薬品 グレースビット錠５０ｍｇ 広範囲経口抗菌製剤 6241018F1027
院内薬品 クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ 血液凝固阻止剤 3334406G1020
院外薬品 クレストールＯＤ錠５ｍｇ ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤 2189017F4021
院外薬品 クレナフィン爪外用液１０％ 爪白癬治療剤 6290702Q1029
両採用薬品 クレメジン速崩錠５００ｍｇ 慢性腎不全用剤 3929003F1020
両採用薬品 グロウジェクトＢＣ注射用８ｍｇ 遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤 2412402L2038
両採用薬品 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 抗血小板剤 3399008F2110
両採用薬品 クロマイ腟錠１００ｍｇ 抗生物質製剤 2521701H1050
院外薬品 クロミッド錠５０ｍｇ 排卵誘発剤 2499009F1080
両採用薬品 クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液１％「東豊」 261970BQ5057
院内薬品 ケイセントラ静注用１０００ 血漿分画製剤 6343449D2020
院内薬品 ケイセントラ静注用５００ 血漿分画製剤 6343449D1024
院内薬品 ケイツーＮ静注１０ｍｇ 止血機構賦活ビタミン剤 3160401A6041
院外薬品 ケイツーシロップ０．２％ ビタミンＫ２剤 3160002Q1040
両採用薬品 ケーサプライ錠６００ｍｇ 徐放性カリウム剤 3229002G1074
両採用薬品 ゲーベンクリーム１％ 外用感染治療剤 2633705N1031
院外薬品 ケタスカプセル１０ｍｇ 気管支喘息・脳血管障害改善剤 4490010N1021
院内薬品 ケタラール静注用５０ｍｇ 全身麻酔剤 1119400A3026
両採用薬品 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「日医工」 経皮鎮痛消炎剤 2649729S3114
両採用薬品 ケトプロフェンパップ３０ｍｇ「日医工」 経皮鎮痛消炎剤 2649729S1197
院内薬品 ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ 合成副腎皮質ホルモン剤 2454402A3033
院内薬品 ケナコルト－Ａ皮内用関節腔内用水懸注５０ｍｇ／５ｍＬ 合成副腎皮質ホルモン剤 2454402A2037
両採用薬品 ケフラールカプセル２５０ｍｇ セフェム系抗生物質 6132005M1059
院内薬品 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ホスピーラ」 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤 4224403D2088
院内薬品 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ホスピーラ」 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤 4224403D1081
院外薬品 ケンエーＧ浣腸液５０％ 便秘治療剤 2357701K8177
院内薬品 ゲンタシン注６０ アミノグリコシド系抗生物質 6134407A3043
両採用薬品 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「イワキ」 アミノグリコシド系抗生物質 2634710M1085
院内薬品 コアテック注５ｍｇ 急性心不全治療剤 2119407A1020
院内薬品 コアベータ静注用１２．５ｍｇ 短時間作用型β１選択的遮断剤 2123404D2021
両採用薬品 コートリル錠１０ｍｇ 副腎皮質ホルモン剤 2452002F1030
院内薬品 コートロシン注射用０．２５ｍｇ 合成ＡＣＴＨ製剤 2411400D1022
両採用薬品 コールタイジン点鼻液 血管収縮剤 1329800X1034
両採用薬品 コスパノンカプセル４０ｍｇ 膵胆道・尿路系鎮痙剤 1249007M1252
院内薬品 コスメゲン静注用０．５ｍｇ 抗腫瘍性抗生物質 4233400D1036
両採用薬品 コセンティクス皮下注１５０ｍｇシリンジ ヒト型抗ヒトＩＬ－１７Ａモノクローナル抗体製剤 3999439G1021
院外薬品 コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン ヒト型抗ヒトＩＬ－１７Ａモノクローナル抗体製剤 3999439G2028
院外薬品 コソプト配合点眼液 緑内障・高眼圧症治療剤 1319819Q1020
院外薬品 コタロー安中散エキスカプセル 漢方製剤 5200001M1023
院外薬品 コタロー桂枝加朮附湯エキス細粒 漢方製剤 5200034C1022
院外薬品 コタロー呉茱萸湯エキス細粒 漢方製剤 5200046C1025
院外薬品 コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル 漢方製剤 5200133M1021
院外薬品 コタロー抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 漢方製剤 5200140C1034
院外薬品 コタロー茯苓飲エキス細粒 漢方製剤 5200126C1026
院内薬品 ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ 前立腺癌治療剤 2499412D4023
院内薬品 ゴナックス皮下注用８０ｍｇ 前立腺癌治療剤 2499412D3027
両採用薬品 コニール錠４ 高血圧症・狭心症治療剤（持続性Ｃａ拮抗剤） 2171021F2020
院外薬品 コパキソン皮下注２０ｍｇシリンジ 多発性硬化症治療剤 3999440G1024
両採用薬品 コペガス錠２００ｍｇ 抗ウイルス剤 6250022F1022
院外薬品 コムクロシャンプー０．０５％ 外用頭部乾癬治療剤 2646713Q2029
両採用薬品 コメリアンコーワ錠５０ 心・腎疾患治療剤 2171005F1068
試用薬 コラテジェン筋注用４ｍｇ プラスミドベクター製品 4900403X1025



採用区分 薬品名称 標榜薬効 標準コード

試用薬 コララン錠２．５ｍｇ ＨＣＮチャネル遮断薬 2190039F1020
両採用薬品 コランチル配合顆粒 胃炎・消化性潰瘍用剤 2329107D1096
両採用薬品 コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 痛風・家族性地中海熱治療剤 3941001F1077
試用薬 コレアジン錠１２．５ｍｇ 非律動性不随意運動治療剤 1190021F1025

院外薬品 コレバインミニ８３％ 高コレステロール血症治療剤 2189014D2024
両採用薬品 コロネル細粒８３．３％ 過敏性腸症候群治療剤 2399011C1042
両採用薬品 コンスタン０．４ｍｇ錠 マイナートランキライザー 1124023F1029
院内薬品 コントミン筋注２５ｍｇ 精神神経安定剤 1171400A2054
両採用薬品 コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ 精神神経安定剤 1171001F1073
院外薬品 コントミン糖衣錠２５ｍｇ 精神神経安定剤 1171001F2177
院外薬品 コンバントリン錠１００ｍｇ 広域駆虫剤 6429001F1036
院内薬品 コンファクトＦ注射用５００ 血漿分画製剤 6343406X6121
両採用薬品 ザーネ軟膏０．５％ 外用ビタミンＡ剤 2649724M1039
院内薬品 サーバリックス 631340QG1022
院内薬品 サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ 新生児呼吸窮迫症候群治療剤 2219700G1039
両採用薬品 サアミオン錠５ｍｇ 脳循環・代謝改善剤 2190021F1348
院外薬品 ザイザルシロップ０．０５％ 持続性選択Ｈ１受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 4490028Q1028
院外薬品 ザイザル錠５ｍｇ 持続性選択Ｈ１受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 4490028F1027
両採用薬品 ザイティガ錠２５０ｍｇ 前立腺癌治療剤 4291033F1024
両採用薬品 サイトテック錠２００ 抗ＮＳＡＩＤ潰瘍剤 2329024F1025
院内薬品 ザイボックス注射液６００ｍｇ オキサゾリジノン系合成抗菌剤 6249401A1025
院内薬品 ザイヤフレックス注射用 デュピュイトラン拘縮治療剤 2900401D1020
院内薬品 サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291429A1023
院内薬品 サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291429A2020
両採用薬品 サイレース錠１ｍｇ 睡眠導入剤 1124008F1024
院外薬品 サイレース錠２ｍｇ 睡眠導入剤 1124008F2020
院内薬品 サイレース静注２ｍｇ 麻酔導入剤 1124400A1058
両採用薬品 サインバルタカプセル２０ｍｇ セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤 1179052M1022
試用薬 ザガーロカプセル０．１ｍｇ 249900AM1023
試用薬 ザガーロカプセル０．５ｍｇ 249900AM2020

院外薬品 ザクラス配合錠ＨＤ 持続性ＡＴ１レセプターブロッカー／持続性Ｃａ拮抗薬配合剤 2149121F2028
院外薬品 ザクラス配合錠ＬＤ 持続性ＡＴ１レセプターブロッカー／持続性Ｃａ拮抗薬配合剤 2149121F1021
院外薬品 ザジテンカプセル１ｍｇ アレルギー性疾患治療剤 4490003M1263
院外薬品 ザジテンドライシロップ０．１％ アレルギー性疾患治療剤 4490003R1228
院外薬品 ザジテン点眼液０．０５％ 抗アレルギー点眼剤 1319730Q1249
試用薬 ザバクサ配合点滴静注用 β－ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤 6139506D1020

院外薬品 ザファテック錠１００ｍｇ ２型糖尿病治療剤 3969024F2024
両採用薬品 サブラッド血液ろ過用補充液ＢＳＧ ろ過型人工腎臓用補液 3410538G2028
両採用薬品 サムスカＯＤ錠３０ｍｇ Ｖ２－受容体拮抗剤 2499012F2029
両採用薬品 サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ Ｖ２－受容体拮抗剤 2139011F3026
院外薬品 ザラカム配合点眼液 緑内障・高眼圧症治療剤 1319817Q1020
院外薬品 サラジェン錠５ｍｇ 口腔乾燥症状改善薬 2399013F1021
両採用薬品 サラゾスルファピリジン錠５００ｍｇ「タイヨー」 潰瘍性大腸炎治療剤 6219001F1080
両採用薬品 サリベートエアゾール 人工唾液 2399801E1037
両採用薬品 ザルティア錠５ｍｇ 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤 2590016F2027
院内薬品 ザルトラップ点滴静注１００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291436A1023
院内薬品 ザルトラップ点滴静注２００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291436A2020
両採用薬品 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ファイザー」 ５－ＨＴ２ブロッカー 3399006F2278
両採用薬品 サワシリン細粒１０％ 合成ペニシリン製剤 6131001C1210
院外薬品 サンコバ点眼液０．０２％ 調節機能改善点眼剤 1319710Q2078
院外薬品 ザンタック錠１５０ Ｈ２受容体拮抗剤 2325002F1194
院外薬品 サンテゾーン点眼液（０．１％） 副腎皮質ホルモン点眼剤 1315701Q3033
院内薬品 サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット１０ｍｇ 持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤 2499403G1021
院内薬品 サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット２０ｍｇ 持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤 2499403G2028
両採用薬品 サンピロ点眼液２％ 緑内障治療剤 1312701Q3082
両採用薬品 サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％ 副腎皮質ホルモン眼耳鼻科用剤 1315706Q2072
両採用薬品 サンリズムカプセル５０ｍｇ 不整脈治療剤 2129008M2020
院内薬品 サンリズム注射液５０ 不整脈治療剤 2129408A1020
院内薬品 ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ 肝・循環機能検査用薬／蛍光血管造影剤／センチネルリンパ節同定用薬 7224400A1034
院外薬品 シアリス錠１０ｍｇ 259000CF2020
院内薬品 ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ 持続型Ｇ－ＣＳＦ製剤 3399410G1020



採用区分 薬品名称 標榜薬効 標準コード

院内薬品 ジーンプラバ点滴静注６２５ｍｇ 抗クロストリジウム・ディフィシルトキシンＢヒトモノクローナル抗体 6399426A1022
両採用薬品 ジェイゾロフト錠２５ｍｇ 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 1179046F1028
両採用薬品 ジェービックＶ 631340ND1022
両採用薬品 ジェニナック錠２００ｍｇ キノロン系経口抗菌剤 6241017F1022
院外薬品 ジェノトロピンゴークイック注用１２ｍｇ 遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤 2412402P5020
両採用薬品 ジェノトロピンゴークイック注用５．３ｍｇ 遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤 2412402P4024
院内薬品 ジェブタナ点滴静注６０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4240410A1020
院外薬品 ジェミーナ配合錠 月経困難症治療剤 2482012F1025
院内薬品 シェルガン０．５眼粘弾剤 眼科手術補助剤 1319816Q1042
両採用薬品 ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％「ＣＥＯ」 耳垢除去剤 1329701Q1036
院外薬品 ジオトリフ錠３０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291030F2027
院外薬品 ジオトリフ錠４０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291030F3023
試用薬 ジカディアカプセル１５０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291044M1021

院外薬品 ジクアス点眼液３％ ドライアイ治療剤 1319758Q1021
院外薬品 シクレスト舌下錠１０ｍｇ 抗精神病剤 1179056F2028
両採用薬品 シクレスト舌下錠５ｍｇ 抗精神病剤 1179056F1021
両採用薬品 ジクロフェナクＮａゲル１％「日本臓器」 経皮鎮痛消炎剤 2649734Q1085
両採用薬品 ジクロフェナクＮａ坐剤２５ｍｇ「日新」 鎮痛・解熱・抗炎症剤 1147700J2258
両採用薬品 ジクロフェナクＮａ坐剤５０ｍｇ「日新」 鎮痛・解熱・抗炎症剤 1147700J3270
両採用薬品 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「サワイ」 鎮痛・抗炎症剤 1147002F1650
両採用薬品 ジゴシン錠０．２５ｍｇ ジギタリス配糖体製剤 2113003F1057
院内薬品 ジゴシン注０．２５ｍｇ ジギタリス配糖体製剤 2113400A1032
院内薬品 シスプラチン点滴静注１０ｍｇ「マルコ」 抗悪性腫瘍剤 4291401A1119
院内薬品 シスプラチン点滴静注５０ｍｇ「マルコ」 抗悪性腫瘍剤 4291401A3111
院外薬品 ジスロマックカプセル小児用１００ｍｇ １５員環マクロライド系抗生物質 6149004M1027
両採用薬品 ジスロマック細粒小児用１０％ １５員環マクロライド系抗生物質 6149004C1030
両採用薬品 ジスロマック錠２５０ｍｇ １５員環マクロライド系抗生物質 6149004F1028
院内薬品 ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ １５員環マクロライド系抗生物質製剤 6149400D1021
院内薬品 シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」 再発・難治性急性白血病・悪性リンパ腫治療剤 4224401A7033
院内薬品 シタラビン点滴静注液４００ｍｇ「テバ」 再発・難治性急性白血病・悪性リンパ腫治療剤 4224401A8021
両採用薬品 シテイ 生薬 5100093X1018
両採用薬品 シナール配合顆粒 ビタミンＣ・パントテン酸カルシウム配合剤 3179115D1096
院内薬品 シナジス筋注液１００ｍｇ 抗ＲＳウイルスヒト化モノクローナル抗体 6250404A2026
院内薬品 シナジス筋注液５０ｍｇ 抗ＲＳウイルスヒト化モノクローナル抗体 6250404A1020
院外薬品 ジプレキサザイディス錠５ｍｇ 抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤 1179044F4028
院外薬品 ジプレキサ錠１０ｍｇ 抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤 1179044F3021
院外薬品 ジプレキサ錠２．５ｍｇ 抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤 1179044F1029
両採用薬品 シプロキサン錠２００ｍｇ 広範囲抗菌剤 6241008F2020
院内薬品 シプロフロキサシン点滴静注液３００ｍｇ「ＮＰ」 ニューキノロン系抗菌剤 6241400A3068
両採用薬品 シベクトロ錠２００ｍｇ オキサゾリジノン系合成抗菌剤 6249003F1029
院内薬品 シベクトロ点滴静注用２００ｍｇ オキサゾリジノン系合成抗菌剤 6249402D1026
両採用薬品 シベノール錠１００ｍｇ 不整脈治療剤 2129007F2027
院内薬品 シベノール静注７０ｍｇ 不整脈治療剤 2129405A1035
院内薬品 シベレスタットＮａ点滴静注用１００ｍｇ「ニプロ」 好中球エラスターゼ阻害剤 3999422D1054
試用薬 シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス ペグヒト化抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体Ｆａｂ’断片製剤 3999437G2029

両採用薬品 シムビコートタービュヘイラー６０吸入 ドライパウダー吸入式喘息・ＣＯＰＤ治療配合剤 2290801G2025
両採用薬品 シメチジン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 Ｈ２受容体拮抗剤 2325001F1556
両採用薬品 ジャカビ錠１０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291034F2025
両採用薬品 ジャカビ錠５ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291034F1029
両採用薬品 ジャディアンス錠１０ｍｇ ２型糖尿病治療剤 3969023F1023
両採用薬品 ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ 鉄キレート剤 3929008D2029
両採用薬品 シュアポスト錠０．５ｍｇ 速効型インスリン分泌促進剤 3969013F2026
院外薬品 ジュリナ錠０．５ｍｇ エストラジオール製剤 2473001F1028
院内薬品 ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」 Ｃａ拮抗剤 2171405D5065
院外薬品 ジルテックドライシロップ１．２５％ 持続性選択Ｈ１受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 4490020R1027
両採用薬品 シルニジピン錠１０ｍｇ「ＡＦＰ」 持続性Ｃａ拮抗降圧剤 2149037F2071
両採用薬品 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「サワイ」 抗血小板剤 3399002F4035
両採用薬品 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 抗血小板剤 3399002F3039
両採用薬品 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬 2590010F4030
両採用薬品 シングレアＯＤ錠１０ｍｇ 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤 4490026F4035
院内薬品 シンビット静注用５０ｍｇ 不整脈治療剤 2129407D1030
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院内薬品 シンポニー皮下注５０ｍｇシリンジ ヒト型抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体製剤 3999433G1024
両採用薬品 シンメトレル錠５０ｍｇ 精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗Ａ型インフルエンザウイルス剤 1161001F1050
院外薬品 スイニー錠１００ｍｇ ２型糖尿病治療剤 3969016F1023
両採用薬品 スインプロイク錠０．２ｍｇ 経口末梢性μオピオイド受容体拮抗薬 2359007F1020
院外薬品 スーグラ錠５０ｍｇ 糖尿病治療剤 3969018F2029
院外薬品 スージャヌ配合錠 ２型糖尿病治療剤 3969107F1022
両採用薬品 スーテントカプセル１２．５ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291018M1029
院内薬品 スープレン吸入麻酔液 全身吸入麻酔剤 1119703G1024
院外薬品 スオード錠１００ 広範囲抗菌製剤 6241015F1023
試用薬 スキリージ皮下注７５ｍｇシリンジ０．８３ｍＬ ヒト化抗ヒトＩＬ－２３ｐ１９モノクローナル抗体製剤 3999450G1028

両採用薬品 スクラルファート内用液１０％「日医工」 胃炎・消化性潰瘍治療剤 2329008S1121
両採用薬品 スズコロイドＴｃ－９９ｍ注調製用キット 放射性医薬品・肝脾疾患診断薬，センチネルリンパ節同定用薬 4300404A1024
院外薬品 スタデルムクリーム５％ 非ステロイド系消炎・鎮痛剤 2649728N1075
院外薬品 スタレボ配合錠Ｌ１００ 抗パーキンソン剤 1169102F2023
院外薬品 スタレボ配合錠Ｌ５０ 抗パーキンソン剤 1169102F1027
両採用薬品 スチックゼノールＡ 鎮痛・消炎剤 2649858M1036
両採用薬品 スチバーガ錠４０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291029F1028
院内薬品 ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ ヒト型抗ヒトＩＬ－１２／２３ｐ４０モノクローナル抗体製剤 3999431G1025
両採用薬品 ステリクロンＷ液０．０５ 殺菌消毒剤 2619702X2028
両採用薬品 ステリクロンＷ液０．１ 殺菌消毒剤 2619702X1021
両採用薬品 ステリクロンＷ液０．５ 殺菌消毒剤 2619702Q1132
両採用薬品 ステロネマ注腸３ｍｇ ディスポーザブルステロイド注腸剤 2454701X1033
両採用薬品 ストロメクトール錠３ｍｇ 駆虫剤 6429008F1020
院外薬品 スピール膏Ｍ 皮膚軟化剤 2661701X1020
両採用薬品 スピオルトレスピマット６０吸入 ＣＯＰＤ治療配合剤 2259807G2022
試用薬 スピラマイシン錠１５０万単位「サノフィ」 抗トキソプラズマ原虫剤 6419006F1024

両採用薬品 スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 長時間作用性吸入気管支拡張剤 2259709G2023
両採用薬品 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」 抗アルドステロン性利尿・降圧剤 2133001F1476
両採用薬品 スピロペント錠１０μｇ 持続性気管支拡張・腹圧性尿失禁治療剤 2259006F1080
院内薬品 ズファジラン筋注５ｍｇ 脳・末梢血行動態改善・子宮鎮痙剤 2172400A1033
両採用薬品 スプリセル錠２０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291020F1027
両採用薬品 スプリセル錠５０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291020F2023
院内薬品 スプレキュアＭＰ皮下注用１．８ ＧｎＲＨ誘導体製剤 2499405G1039
両採用薬品 スプレンジール錠５ｍｇ Ｃａ拮抗剤 2149035F2021
院内薬品 スベニールディスポ関節注２５ｍｇ 関節機能改善剤 3999408G1255
両採用薬品 スポンゼル 止血用ゼラチンスポンジ 3322700X1026
院外薬品 スミスリンローション５％ 駆虫剤 6429700Q1021
院内薬品 スミフェロン注ＤＳ３００万ＩＵ 天然型インターフェロンα製剤 6399404A5030
院内薬品 スルバシリン静注用１．５ｇ β－ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤 6139504F2088
両採用薬品 スルピリド錠５０ｍｇ「ＣＨ」 精神情動安定・視床下部作用性抗潰瘍剤 2329009F1187
院内薬品 スロンノンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ 抗トロンビン剤 2190408A2026
院外薬品 セクターローション３％ 経皮鎮痛消炎剤 2649729Q2030
院外薬品 セスデンカプセル３０ｍｇ 鎮痙・鎮痛剤 1249005M1083
両採用薬品 ゼチーア錠１０ｍｇ 高脂血症治療剤 2189018F1027
院外薬品 セディール錠１０ｍｇ セロトニン作動性抗不安剤 1129008F2035
院外薬品 セネガシロップ 去たん剤 2231001Q1010
院外薬品 セパゾン錠１ マイナートランキライザー 1124014F1038
院外薬品 セパゾン錠２ マイナートランキライザー 1124014F2034
院内薬品 セパミット－Ｒカプセル１０ カルシウム拮抗剤 2171014N1029
院内薬品 セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 合成セファロスポリン系抗生物質 6132401D3196
両採用薬品 セファドール錠２５ｍｇ 抗めまい剤 1339002F1438
両採用薬品 セファランチン錠１ｍｇ 抗アレルギー剤 2900001F1029
院外薬品 セファランチン末１％ 抗アレルギー剤 2900001A2036
院外薬品 ゼフィックス錠１００ 抗ウイルス化学療法剤 6250020F1023
院内薬品 セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」 セフェム系抗生物質 6132425D2039
院内薬品 セフォタックス注射用１ｇ セフェム系抗生物質 6132409D2048
院内薬品 セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「ＮＰ」 セフェム系抗生物質 6132400F3192
両採用薬品 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 セフェム系抗生物質 6132016F2038
両採用薬品 セフジニル錠１００ｍｇ「サワイ」 セフェム系製剤 6132013F2034
両採用薬品 セフゾン細粒小児用１０％ セフェム系製剤 6132013C1031
院内薬品 セフタジジム静注用１ｇ「ＮＰ」 セフェム系抗生物質 6132418F2110
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院内薬品 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「サワイ」 セフェム系抗生物質 6132419F2131
両採用薬品 ゼフナートクリーム２％ 抗真菌剤 2659712N1020
両採用薬品 ゼフナート外用液２％ 抗真菌剤 2659712Q1026
院内薬品 セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 セファマイシン系抗生物質 6132408F3130
院内薬品 ゼプリオン水懸筋注１００ｍｇシリンジ 持効性抗精神病剤 1179409G4024
院内薬品 ゼプリオン水懸筋注５０ｍｇシリンジ 持効性抗精神病剤 1179409G2021
院内薬品 セボフレン吸入麻酔液 全身吸入麻酔剤 1119702G1062
両採用薬品 セララ錠５０ｍｇ 選択的アルドステロンブロッカー 2149045F2025
両採用薬品 セルシン散１％ マイナートランキライザー 1124017B1129
両採用薬品 セルタッチパップ１４０ 経皮鎮痛消炎剤 2649731S3022
両採用薬品 セルニルトン錠 前立腺疾患治療剤 2590003F1023
院内薬品 ゼルフィルム 滅菌吸収性ゼラチンフィルム 7990701X1021
院内薬品 ゼルフォーム 滅菌吸収性ゼラチンスポンジ 3322701X1020
院外薬品 ゼルボラフ錠２４０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291037F1022
両採用薬品 セレキノン錠１００ｍｇ 消化管運動調律剤 2399006F1331
両採用薬品 セレコックス錠１００ｍｇ 非ステロイド性消炎・鎮痛剤 1149037F1020
両採用薬品 セレコックス錠２００ｍｇ 非ステロイド性消炎・鎮痛剤 1149037F2026
両採用薬品 セレスタミン配合錠 副腎ホルモン・抗ヒスタミン配合剤 2459100F1162
両採用薬品 セレニカＲ顆粒４０％ 抗てんかん，躁状態，片頭痛治療剤 1139004D1052
両採用薬品 セレネース細粒１％ 抗精神病剤 1179020C1191
両採用薬品 セレネース錠０．７５ｍｇ 抗精神病剤 1179020F1210
院外薬品 セレネース錠１．５ｍｇ 抗精神病剤 1179020F3255
院外薬品 セレネース錠３ｍｇ 抗精神病剤 1179020F5037
院内薬品 セレネース注５ｍｇ 抗精神病剤 1179404A1070
院外薬品 セレネース内服液０．２％ 抗精神病剤 1179020S1030
両採用薬品 セレブロテックキット 局所脳血流診断薬 4300418D1030
両採用薬品 ゼローダ錠３００ 抗悪性腫瘍剤 4223005F1022
院外薬品 セロクエル１００ｍｇ錠 抗精神病剤 1179042F2026
両採用薬品 セロクエル２５ｍｇ錠 抗精神病剤 1179042F1020
両採用薬品 セロクラール錠２０ｍｇ 鎮暈剤 2190005F2051
院外薬品 ゼンタコートカプセル３ｍｇ クローン病治療剤 2399016M1024
両採用薬品 センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 緩下剤 2354003F2367
院内薬品 ゾーフィゴ静注 抗悪性腫瘍剤 4291432A1025
両採用薬品 ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ 片頭痛治療剤 2160004F2023
院内薬品 ソセゴン注射液１５ｍｇ 鎮痛剤 1149401A1027
院外薬品 ソタコール錠４０ｍｇ 不整脈治療剤 2129013F1026
院内薬品 ソナゾイド注射用１６μＬ 超音波診断用造影剤 7290414D1038
両採用薬品 ゾビラックス眼軟膏３％ ヘルペス性角膜炎化学療法剤 1319719M1046
院外薬品 ゾビラックス錠２００ 抗ウイルス化学療法剤 6250002F1025
両採用薬品 ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ 化膿性疾患用剤 2634711S1046
院外薬品 ゾフルーザ錠１０ｍｇ 抗インフルエンザウイルス剤 6250047F1022
両採用薬品 ゾフルーザ錠２０ｍｇ 抗インフルエンザウイルス剤 6250047F2029
院外薬品 ソマゾン注射用１０ｍｇ ヒトソマトメジンＣ製剤 2499408D1028
院内薬品 ソマチュリン皮下注１２０ｍｇ 持続性ソマトスタチンアナログ徐放性製剤 2499413G3028
院内薬品 ゾラデックス３．６ｍｇデポ ＬＨ－ＲＨアゴニスト 2499406G1025
院内薬品 ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ ＬＨ－ＲＨアゴニスト 2499406G3028
院外薬品 ソランタール錠１００ｍｇ 鎮痛・抗炎症剤 1148001F2101
院内薬品 ソリューゲンＦ注 酢酸リンゲル液 3319557A1030
院内薬品 ソリリス点滴静注３００ｍｇ 抗補体（Ｃ５）モノクローナル抗体製剤 6399424A1023
院内薬品 ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ 副腎皮質ホルモン剤 2452400D1084
院内薬品 ソル・メドロール静注用１０００ｍｇ 副腎皮質ホルモン剤 2456400D4074
院内薬品 ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ 副腎皮質ホルモン剤 2456400D2098
両採用薬品 ソルデム１輸液 開始液 3319500A3067
両採用薬品 ソルデム１輸液 開始液 3319500A5060
両採用薬品 ソルデム３Ａ輸液 維持液 3319510A4083
両採用薬品 ソルデム３Ａ輸液 維持液 3319510A5098
試用薬 ゾルトファイ配合注フレックスタッチ 持効型溶解インスリンアナログ／ヒトＧＬＰ－１アナログ製剤 3969500G1029

両採用薬品 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ファイザー」 入眠剤 1129009F2315
両採用薬品 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 入眠剤 1129009F1319
両採用薬品 ソルベース 水溶性軟膏基剤 7123700M1113
院内薬品 ソルラクト輸液 乳酸リンゲル液 3319534A6120
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院内薬品 ゾレア皮下注１５０ｍｇシリンジ 気管支喘息・季節性アレルギー性鼻炎・慢性蕁麻疹治療剤 2290400G2028
院内薬品 ゾレア皮下注用７５ｍｇ 気管支喘息・季節性アレルギー性鼻炎・慢性蕁麻疹治療剤 2290400D2021
院内薬品 ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「ファイザー」 骨吸収抑制剤 3999423A3071
院外薬品 ダイアコートクリーム０．０５％ 外用合成副腎皮質ホルモン剤 2646723N1151
両採用薬品 ダイアコート軟膏０．０５％ 外用合成副腎皮質ホルモン剤 2646723M1172
両採用薬品 ダイアップ坐剤１０ 小児用抗けいれん剤 1124701J3025
両採用薬品 ダイアップ坐剤４ 小児用抗けいれん剤 1124701J1022
両採用薬品 ダイアモックス錠２５０ｍｇ 炭酸脱水酵素抑制剤 2134002F1109
院内薬品 ダイアモックス注射用５００ｍｇ 炭酸脱水酵素抑制剤 2134400D1039
院外薬品 タイケルブ錠２５０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291022F1026
両採用薬品 ダイフェン配合錠 合成抗菌剤 6290100F2107
院内薬品 ダウノマイシン静注用２０ｍｇ 抗白血病・抗悪性腫瘍抗生物質製剤 4235401D1035
院外薬品 ダオニール錠１．２５ｍｇ 血糖降下剤 3961003F1087
院外薬品 ダオニール錠２．５ｍｇ 血糖降下剤 3961003F2156
院内薬品 ダカルバジン注用１００ 抗悪性腫瘍剤 4219401D1031
両採用薬品 タグリッソ錠４０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291045F1027
両採用薬品 タグリッソ錠８０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291045F2023
両採用薬品 タケキャブ錠１０ｍｇ プロトンポンプ・インヒビター 2329030F1020
両採用薬品 タケキャブ錠２０ｍｇ プロトンポンプ・インヒビター 2329030F2027
院内薬品 タケプロン静注用３０ｍｇ プロトンポンプ・インヒビター 2329404F1020
院内薬品 タコシール組織接着用シート 生物学的組織接着・閉鎖剤 6349802X2027
院内薬品 タコシール組織接着用シート 生物学的組織接着・閉鎖剤 6349802X3023
院外薬品 タシグナカプセル２００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291021M1020
院内薬品 タゾピペ配合静注用４．５「明治」 β－ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤 6139505F4123
院外薬品 タチオン錠５０ｍｇ グルタチオン製剤 3922001F1098
両採用薬品 タナドーパ顆粒７５％ ドパミンプロドラッグ 2119007D1031
両採用薬品 タナトリル錠５ アンジオテンシン変換選択性阻害剤 2144008F2028
院外薬品 タフィンラーカプセル５０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291046M1020
院外薬品 タフィンラーカプセル７５ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291046M2027
試用薬 ダフクリア錠２００ｍｇ クロストリジウム・ディフィシル感染症治療剤 6119001F1025

院外薬品 タプコム配合点眼液 緑内障・高眼圧症治療剤 1319822Q1021
両採用薬品 タフマックＥ配合カプセル 消化酵素剤 2339149M1045
院外薬品 タプロス点眼液０．００１５％ 緑内障・高眼圧症治療剤 1319756Q1022
両採用薬品 タペンタ錠２５ｍｇ 持続性癌疼痛治療剤 8219003G1024
両採用薬品 タミフルカプセル７５ 抗インフルエンザウイルス剤 6250021M1027
両採用薬品 タミフルドライシロップ３％ 抗インフルエンザウイルス剤 6250021R1024
両採用薬品 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ケミファ」 前立腺肥大症排尿障害改善剤 2590008F2057
両採用薬品 タモキシフェン錠２０ｍｇ「ＭＹＬ」 抗乳癌剤 4291003F2100
院内薬品 ダラザレックス点滴静注１００ｍｇ ヒト型抗ＣＤ３８モノクローナル抗体 4291437A1028
院内薬品 ダラザレックス点滴静注４００ｍｇ ヒト型抗ＣＤ３８モノクローナル抗体 4291437A2024
院外薬品 ダラシンＴゲル１％ 抗生物質製剤 2634713M1020
両採用薬品 ダラシンカプセル１５０ｍｇ リンコマイシン系抗生物質 6112001M2038
院外薬品 タリージェ錠１０ｍｇ 末梢性神経障害性疼痛治療剤 1190026F3020
両採用薬品 タリージェ錠１５ｍｇ 末梢性神経障害性疼痛治療剤 1190026F4027
院外薬品 タリージェ錠２．５ｍｇ 末梢性神経障害性疼痛治療剤 1190026F1028
両採用薬品 タリージェ錠５ｍｇ 末梢性神経障害性疼痛治療剤 1190026F2024
両採用薬品 タリビッド眼軟膏０．３％ 広範囲抗菌点眼剤 1319722M1056
両採用薬品 タリビッド耳科用液０．３％ ニューキノロン系抗菌耳科用製剤 1329706Q1039
両採用薬品 タリムス点眼液０．１％ 春季カタル治療剤 1319755Q1028
両採用薬品 タルセバ錠１５０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291016F3023
両採用薬品 タルセバ錠２５ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291016F1020
両採用薬品 タルチレリン錠５ｍｇ「サワイ」 脊髄小脳変性症治療剤 1190014F1068
院内薬品 ダルベポエチン アルファ注１２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 持続型赤血球造血刺激因子製剤 3999425U2038
院内薬品 ダルベポエチン アルファ注２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 持続型赤血球造血刺激因子製剤 3999425S7039
院内薬品 ダルベポエチン アルファ注４０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 持続型赤血球造血刺激因子製剤 3999425S9031
院内薬品 ダルベポエチン アルファ注６０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 持続型赤血球造血刺激因子製剤 3999425U1031
両採用薬品 ダントリウムカプセル２５ｍｇ 痙性麻痺緩解・悪性症候群治療剤 1229002M1036
院内薬品 ダントリウム静注用２０ｍｇ 悪性高熱症・悪性症候群治療剤 1229402D1039
両採用薬品 タンナルビン「ホエイ」 整腸剤 2312001X1120
両採用薬品 タンボコール錠５０ｍｇ 頻脈性不整脈治療剤 2129009F1020
両採用薬品 チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 チアプリド製剤 1190004F1145



採用区分 薬品名称 標榜薬効 標準コード

両採用薬品 チウラジール錠５０ｍｇ 抗甲状腺剤 2432002F1054
院内薬品 チエクール点滴用０．５ｇ カルバペネム系抗生物質 6139501D2075
院外薬品 チオデロンカプセル５ｍｇ 腎性貧血・抗乳腺腫瘍剤 2499003M1065
両採用薬品 チガソンカプセル１０ 角化症治療剤 3119001M1020
両採用薬品 チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 抗血小板剤 3399001F1457
院外薬品 チモプトールＸＥ点眼液０．５％ 持続性緑内障・高眼圧症治療剤 1319702Q4033
両採用薬品 チモロール点眼液０．５％「ニッテン」 緑内障・高眼圧症治療剤 1319702Q2197
院外薬品 チャンピックス錠０．５ｍｇ 禁煙補助薬 7990003F1028
院外薬品 チャンピックス錠１ｍｇ 禁煙補助薬 7990003F2024
院外薬品 チョコラＡ滴０．１万単位／滴 ビタミンＡ剤 3111003S1039
両採用薬品 チラーヂンＳ錠２５μｇ 甲状腺ホルモン剤 2431004F2052
院外薬品 チラーヂンＳ錠５０μｇ 甲状腺ホルモン剤 2431004F1056
院外薬品 ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200019D1031
両採用薬品 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200025D1029
両採用薬品 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200038D1093
両採用薬品 ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200048D1070
院外薬品 ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200056D1032
院外薬品 ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200061D1025
院外薬品 ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200098D1028
院外薬品 ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200050D1094
両採用薬品 ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200069D1048
院外薬品 ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200073D1117
院外薬品 ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200075D1086
院外薬品 ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200083D1030
両採用薬品 ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200086D1033
院外薬品 ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200089D1045
両採用薬品 ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200090D1030
両採用薬品 ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200092D1020
両採用薬品 ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200103D1101
院外薬品 ツムラ通導散エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200105D1038
院外薬品 ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200106D1059
両採用薬品 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200111D1076
院外薬品 ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200125D1035
両採用薬品 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200119D1030
院外薬品 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200122D1074
両採用薬品 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200123D1079
両採用薬品 ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200131D1065
両採用薬品 ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200139D1037
院外薬品 ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200145D1059
両採用薬品 ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200141D1034
両採用薬品 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200067D1049
院外薬品 ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） 漢方製剤 5200127D1026
両採用薬品 ツロブテロールテープ２ｍｇ「久光」 経皮吸収型・気管支拡張剤 2259707S3210
両採用薬品 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ 代謝拮抗剤 4229101F1026
両採用薬品 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ 代謝拮抗剤 4229101F2022
院外薬品 テイコク五積散エキス顆粒 漢方製剤 5200045D1042
院外薬品 テイコク香蘇散エキス顆粒 漢方製剤 5200043D1035
院内薬品 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「トーワ」 グリコペプチド系抗生物質製剤 6119401D1108
院内薬品 ディスコビスク１．０眼粘弾剤 眼科手術補助剤 1319818Q1025
院外薬品 ディナゲスト錠１ｍｇ 子宮内膜症・子宮腺筋症に伴う疼痛改善治療剤 2499010F1023
院外薬品 ディビゲル１ｍｇ 経皮吸収エストラジオール製剤 2473700M1020
院外薬品 ディフェリンゲル０．１％ 尋常性ざ瘡治療剤 2699711Q1027
両採用薬品 ディレグラ配合錠 アレルギー性疾患治療剤 4490100F1021
両採用薬品 テオドールドライシロップ２０％ キサンチン系気管支拡張剤 2251001R1026
両採用薬品 テオドール錠１００ｍｇ キサンチン系気管支拡張剤 2251001F2115
両採用薬品 デカドロン錠０．５ｍｇ 副腎皮質ホルモン剤 2454002F1183
院内薬品 デキサート注射液１．６５ｍｇ 副腎皮質ホルモン製剤 2454405H1032
院内薬品 デキサート注射液６．６ｍｇ 副腎皮質ホルモン製剤 2454405H5038
両採用薬品 デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」 口腔粘膜疾患治療剤 2399706M1125
両採用薬品 テクネＤＭＳＡキット 腎疾患診断薬 4300401D1027
両採用薬品 テクネＤＴＰＡキット 腎疾患診断薬 4300406X1026



採用区分 薬品名称 標榜薬効 標準コード

両採用薬品 テクネＭＡＡキット 肺血流分布異常部位診断薬 4300411A2020
両採用薬品 テクネＭＡＧ３キット 腎・尿路疾患診断薬 4300444G1021
両採用薬品 テクネＭＤＰキット 骨疾患・脳腫瘍・脳血管障害診断薬 4300410D1026
両採用薬品 テクネＭＤＰ注射液 骨疾患・脳腫瘍・脳血管障害診断薬 4300410A1020
両採用薬品 テクネアルブミンキット 心疾患診断薬 4300405A1029
両採用薬品 テクネシンチ注－１０Ｍ 脳・甲状腺・唾液腺・異所性胃粘膜疾患診断薬 4300412A1029
両採用薬品 テクネシンチ注－２０Ｍ 脳・甲状腺・唾液腺及び異所性胃粘膜疾患診断薬 4300412A1037
両採用薬品 テクネピロリン酸キット 骨・心疾患診断薬 4300408D1029
両採用薬品 テクネフチン酸キット 放射性医薬品／肝脾疾患診断薬・センチネルリンパ節同定用薬 4300417A1021
両採用薬品 テグレトール細粒５０％ 向精神作用性てんかん・躁状態治療剤 1139002C1082
両採用薬品 テグレトール錠１００ｍｇ 向精神作用性てんかん・躁状態治療剤 1139002F2026
両採用薬品 テグレトール錠２００ｍｇ 向精神作用性てんかん・躁状態治療剤 1139002F1062
両採用薬品 デザレックス錠５ｍｇ 持続性選択Ｈ１受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 4490032F1023
両採用薬品 デスモプレシン・スプレー２．５協和 中枢性尿崩症用剤 2419700R1022
院内薬品 テセントリク点滴静注１２００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291441A1024
試用薬 テセントリク点滴静注８４０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291441A2020

院内薬品 テタノブリンＩＨ静注２５０単位 血漿分画製剤 6343433A1035
院外薬品 デタントール０．０１％点眼液 緑内障・高眼圧症治療剤 1319747Q1023
院内薬品 デトキソール静注液２ｇ 解毒剤 3925400A2020
両採用薬品 テトラミド錠１０ｍｇ 四環系抗うつ剤 1179033F1020
院外薬品 デトルシトールカプセル４ｍｇ 過活動膀胱治療剤 2590012M2028
両採用薬品 テネリア錠２０ｍｇ ２型糖尿病治療剤 3969015F1029
院外薬品 テネリア錠４０ｍｇ ２型糖尿病治療剤 3969015F2025
院内薬品 デノシン点滴静注用５００ｍｇ 抗サイトメガロウイルス化学療法剤 6250402F1036
院外薬品 テノゼット錠３００ｍｇ 抗ウイルス化学療法剤 6250024F1030
両採用薬品 デノタスチュアブル配合錠 カルシウム／天然型ビタミンＤ３／マグネシウム配合剤 3219100F1020
院外薬品 デパケンＲ錠１００ｍｇ 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤 1139004G1040
院外薬品 デパケンＲ錠２００ｍｇ 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤 1139004G2063
院外薬品 デパケンシロップ５％ 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤 1139004Q1100
院外薬品 デパケン細粒４０％ 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤 1139004C2061
院外薬品 デパケン錠１００ｍｇ 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤 1139004F1096
院外薬品 デパケン錠２００ｍｇ 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤 1139004F2173
両採用薬品 デパス細粒１％ 精神安定剤 1179025C1054
院外薬品 デパス錠０．５ｍｇ 精神安定剤 1179025F1026
院内薬品 デフィブラーゼ点滴静注液１０単位 抗血栓性末梢循環改善剤 3959400A1030
両採用薬品 テプレノンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 胃炎・胃潰瘍治療剤 2329012M1293
両採用薬品 テプレノン細粒１０％「トーワ」 胃炎・胃潰瘍治療剤 2329012C1271
両採用薬品 テモゾロミド錠１００ｍｇ「ＮＫ」 抗悪性腫瘍剤 4219004F2021
両採用薬品 テモゾロミド錠２０ｍｇ「ＮＫ」 抗悪性腫瘍剤 4219004F1025
院内薬品 テモダール点滴静注用１００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4219404D1027
院外薬品 デュオトラバ配合点眼液 緑内障・高眼圧症治療剤 1319820Q1022
両採用薬品 デュピクセント皮下注３００ｍｇシリンジ ヒト型抗ヒトＩＬ－４／１３受容体モノクローナル抗体 4490405G1024
両採用薬品 デュファストン錠５ｍｇ レトロ・プロゲステロン製剤 2478003F1031
両採用薬品 テラ・コートリル軟膏 抗生物質・副腎皮質ホルモン配合剤 2647705M1023
試用薬 テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェクター 骨粗鬆症治療剤 2439401G1024

院内薬品 テリボン皮下注用５６．５μｇ 骨粗鬆症治療剤 2439401D2024
試用薬 テリルジー１００エリプタ３０吸入用 ＣＯＰＤ治療配合剤 2290804G2029

両採用薬品 テルネリン錠１ｍｇ 筋緊張緩和剤 1249010F1026
両採用薬品 テルペラン錠５ 消化器系愁訴治療剤 2399004F1170
院内薬品 テルペラン注射液１０ｍｇ 消化器系愁訴治療剤 2399401A1113
院内薬品 テルモ生食 生理食塩液 3311401A9071
院内薬品 テルモ生食 生理食塩液 3311401H1079
両採用薬品 トアラセット配合錠「トーワ」 慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤 1149117F1195
院内薬品 トーリセル点滴静注液２５ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291418A1025
院内薬品 ドキシル注２０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4235402A1025
院内薬品 ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 抗悪性腫瘍剤 4235402D1048
院内薬品 ドキソルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 抗悪性腫瘍剤 4235402D2028
両採用薬品 ドグマチール細粒５０％ 精神安定・抗潰瘍剤 2329009C3078
院外薬品 ドグマチール錠５０ｍｇ 精神安定・抗潰瘍剤 2329009F1110
院内薬品 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ＥＥ」 タキソイド系抗悪性腫瘍剤 4240405A3099
院内薬品 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ＥＥ」 タキソイド系抗悪性腫瘍剤 4240405A4095
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院内薬品 ドパストン静注２５ｍｇ パーキンソニズム治療剤 1164400A1045
院内薬品 ドパミン塩酸塩点滴静注１００ｍｇ「アイロム」 急性循環不全改善剤 2119402A1353
院内薬品 ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇバッグ「武田テバ」 急性循環不全改善剤 2119402P2115
両採用薬品 トパルジック軟膏１％ 非ステロイド系消炎・鎮痛外用剤 2649733M1089
院外薬品 トビエース錠４ｍｇ 過活動膀胱治療剤 2590015G1021
両採用薬品 トピナ錠５０ｍｇ 抗てんかん剤 1139008F1027
両採用薬品 ドプスＯＤ錠１００ｍｇ ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤 1169006F1027
院内薬品 ドブポン注０．３％シリンジ 急性循環不全改善剤 2119404G6039
院内薬品 トブラシン注９０ｍｇ アミノグリコシド系抗生物質 6123401A3026
両採用薬品 トブラシン点眼液０．３％ 眼科用抗生物質 1317708Q1037
両採用薬品 トフラニール錠１０ｍｇ うつ病・うつ状態・遺尿症治療剤 1174006F1078
院外薬品 トフラニール錠２５ｍｇ うつ病・うつ状態・遺尿症治療剤 1174006F2074
院外薬品 ドボベットゲル 尋常性乾癬治療剤 2699802Q1026
院外薬品 ドボベット軟膏 尋常性乾癬治療剤 2699802M1024
院外薬品 ドラール錠２０ 睡眠障害改善剤 1124030F2025
院外薬品 トラクリア錠６２．５ｍｇ エンドセリン受容体拮抗薬 2190026F1022
院内薬品 トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「第一三共」 抗悪性腫瘍剤 4291446D2020
院内薬品 トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「第一三共」 抗悪性腫瘍剤 4291446D1023
両採用薬品 トラゼンタ錠５ｍｇ ２型糖尿病治療剤 3969014F1024
両採用薬品 トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 抗うつ剤 1179037F1053
院外薬品 トラディアンス配合錠ＡＰ ２型糖尿病治療剤 3969108F1027
院内薬品 トラネキサム酸注１ｇ「ＮＰ」 抗プラスミン剤 3327401A4266
院外薬品 トラバタンズ点眼液０．００４％ 緑内障・高眼圧症治療剤 1319754Q1023
両採用薬品 トラマールＯＤ錠２５ｍｇ がん疼痛・慢性疼痛治療剤 1149038F1024
両採用薬品 ドラマミン錠５０ｍｇ 鎮暈・鎮吐剤 1331001F1044
院外薬品 トランコロン錠７．５ｍｇ 過敏大腸症治療剤 1231009F1088
両採用薬品 トランサミンカプセル２５０ｍｇ 抗プラスミン剤 3327002M1303
両採用薬品 トリクロリールシロップ１０％ 催眠剤 1129004Q1031
両採用薬品 トリプタノール錠１０ 三環系抗うつ剤 1179002F1068
院外薬品 トリプタノール錠２５ 三環系抗うつ剤 1179002F2072
試用薬 トリンテリックス錠１０ｍｇ セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調節剤 1179060F1028
試用薬 トリンテリックス錠２０ｍｇ セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調節剤 1179060F2024

院外薬品 トルソプト点眼液１％ 点眼用炭酸脱水酵素阻害剤 1319738Q2020
両採用薬品 トルツ皮下注８０ｍｇシリンジ ヒト化抗ヒトＩＬ－１７Ａモノクローナル抗体製剤 3999442G1023
両採用薬品 トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス 持続性ＧＬＰ－１受容体作動薬 2499416G1029
院内薬品 トレアキシン点滴静注用１００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4219405D1021
院内薬品 トレアキシン点滴静注用２５ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4219405D2028
両採用薬品 トレシーバ注フレックスタッチ 持効型溶解インスリンアナログ製剤 2492419G1021
両採用薬品 トレドミン錠１５ｍｇ セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤 1179040F1136
両採用薬品 トレドミン錠２５ｍｇ セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤 1179040F2132
両採用薬品 ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２ 皮膚疾患用密封療法剤 2646711S2051
院内薬品 トレムフィア皮下注１００ｍｇシリンジ ヒト型抗ヒトＩＬ－２３ｐ１９モノクローナル抗体製剤 3999446G1021
院外薬品 トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ パーキンソン病・レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム治療薬（レボドパ賦活剤） 1169015F2022
院内薬品 ドロレプタン注射液２５ｍｇ 麻酔用神経遮断剤 1119401A1036
両採用薬品 トロンビン液モチダソフトボトル１万 止血剤 3323702Q3020
両採用薬品 トロンビン液モチダソフトボトル５千 止血剤 3323702Q2024
両採用薬品 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 消化管運動改善剤 2399005F2260
両採用薬品 ナイキサン錠１００ｍｇ 鎮痛・抗炎症剤 1149007F1142
両採用薬品 ナウゼリンドライシロップ１％ 消化管運動改善剤 2399005R1163
両採用薬品 ナウゼリン坐剤１０ 消化管運動改善剤 2399714J1026
両採用薬品 ナウゼリン坐剤６０ 消化管運動改善剤 2399714J3029
院外薬品 ナサニール点鼻液０．２％ Ｇｎ－ＲＨ誘導体製剤 2499702Q1043
両採用薬品 ナトリックス錠１ 持続型非チアジド系降圧剤 2149012F1059
両採用薬品 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ケミファ」 前立腺肥大症排尿障害改善剤 2590009F6120
院内薬品 ナベルビン注１０ ビンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤 4240407A1028
院内薬品 ナベルビン注４０ ビンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤 4240407A2024
院外薬品 ナボールパップ１４０ｍｇ 経皮鎮痛消炎剤 2649734S4049
両採用薬品 ナルサス錠２ｍｇ 持続性癌疼痛治療剤 8119003G1029
両採用薬品 ナルサス錠６ｍｇ 持続性癌疼痛治療剤 8119003G2025
両採用薬品 ナルラピド錠１ｍｇ 癌疼痛治療剤 8119003F1023
院内薬品 ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第一三共」 麻薬拮抗剤 2219402A1030
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院内薬品 ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワイ」 Ｃａ拮抗剤 2149400A2155
院内薬品 ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「サワイ」 Ｃａ拮抗剤 2149400A1132
院外薬品 ニコチネルＴＴＳ１０ 禁煙補助剤 7990712S1022
院外薬品 ニコチネルＴＴＳ２０ 禁煙補助剤 7990712S2029
院外薬品 ニコチネルＴＴＳ３０ 禁煙補助剤 7990712S3025
院外薬品 ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」 ニコチン酸アミド製剤 3132002B1034
院内薬品 ニコペリック腹膜透析液 腹膜透析液 3420432A2042
両採用薬品 ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」 狭心症治療剤 2171017F2172
院内薬品 ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「サワイ」 不安定狭心症・急性心不全治療剤 2171406D2036
両採用薬品 ニゾラールクリーム２％ 抗真菌剤 2655709N1053
両採用薬品 ニゾラールローション２％ 抗真菌剤 2655709Q1025
両採用薬品 ニドラン注射用５０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4219400D2025
両採用薬品 ニトロールＲカプセル２０ｍｇ 長時間作用型虚血性心疾患治療剤 2171011N1050
院内薬品 ニトログリセリン静注２５ｍｇ／５０ｍＬシリンジ「ＴＥ」 ニトログリセリン注射液 2171403G1032
院内薬品 ニトログリセリン静注５ｍｇ／１０ｍＬ「ＴＥ」 ニトログリセリン注射液 2171403A2087
両採用薬品 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 狭心症用舌下錠 2171018K1039
両採用薬品 ニバジール錠２ｍｇ 高血圧治療剤 2149022F1028
院外薬品 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「サワイ」 持続性Ｃａ拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤 2171014G3065
両採用薬品 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」 持続性Ｃａ拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤 2171014G4061
両採用薬品 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「サワイ」 持続性Ｃａ拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤 2171014G1232
両採用薬品 ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「サワイ」 持続性Ｃａ拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤 2171014G2280
両採用薬品 ニフェジピンカプセル１０ｍｇ「サワイ」 Ｃａ拮抗剤 2171014M2291
院外薬品 ニポラジン小児用細粒０．６％ アレルギー性疾患治療剤 4413004C2030
両採用薬品 ニュープロパッチ１３．５ｍｇ ドパミン作動性パーキンソン病治療剤 1169700S4024
両採用薬品 ニュープロパッチ１８ｍｇ ドパミン作動性パーキンソン病治療剤 1169700S5020
両採用薬品 ニュープロパッチ２．２５ｍｇ ドパミン作動性パーキンソン病治療剤／レストレスレッグス症候群治療剤 1169700S1025
両採用薬品 ニュープロパッチ４．５ｍｇ ドパミン作動性パーキンソン病治療剤／レストレスレッグス症候群治療剤 1169700S2021
両採用薬品 ニュープロパッチ９ｍｇ ドパミン作動性パーキンソン病治療剤 1169700S3028
両採用薬品 ニューモバックスＮＰ 細菌ワクチン類 6311400A1037
両採用薬品 ニューロライト注射液第一 局所脳血流診断薬 4300443A1024
両採用薬品 ニンラーロカプセル２．３ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291049M1024
両採用薬品 ニンラーロカプセル３ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291049M2020
両採用薬品 ニンラーロカプセル４ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291049M3027
院外薬品 ネイリンカプセル１００ｍｇ 経口抗真菌剤 6290007M1022
両採用薬品 ネオアミユー輸液 腎不全用総合アミノ酸製剤 3253415A1034
両採用薬品 ネオーラル２５ｍｇカプセル 免疫抑制剤 3999004M4028
院内薬品 ネオシネジンコーワ注１ｍｇ 血管収縮・血圧上昇剤 2160400A1032
両採用薬品 ネオステリングリーンうがい液０．２％ 口腔洗浄・含嗽剤 2790820Q1040
院内薬品 ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ 疼痛治療剤 1149503G1027
院内薬品 ネオファーゲン静注２０ｍＬ 抗アレルギー・肝臓疾患用剤 3919502A1376
院内薬品 ネオフィリン注２５０ｍｇ 強心・喘息治療剤 2115400A1193
院外薬品 ネオメドロールＥＥ軟膏 眼科・耳鼻科疾患治療剤 1319807M1025
両採用薬品 ネオヨジンガーグル７％ 含嗽剤 2260701F1212
両採用薬品 ネキシウムカプセル２０ｍｇ プロトンポンプ・インヒビター 2329029M2023
両採用薬品 ネキシウム懸濁用顆粒分包２０ｍｇ プロトンポンプ・インヒビター 2329029D2023
両採用薬品 ネクサバール錠２００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291017F1025
両採用薬品 ネシーナ錠２５ｍｇ ２型糖尿病治療剤 3969012F3028
院内薬品 ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ 持続型赤血球造血刺激因子製剤 3999425U2020
院内薬品 ネスプ注射液１８０μｇプラシリンジ 持続型赤血球造血刺激因子製剤 3999425U3026
両採用薬品 ネドリール錠１２５ｍｇ アリルアミン系抗真菌剤 6290005F1199
院外薬品 ネバナック懸濁性点眼液０．１％ 非ステロイド性抗炎症点眼剤 1319759Q1026
両採用薬品 ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％ 外用合成副腎皮質ホルモン剤 2646700N1169
両採用薬品 ノイキノン錠１０ｍｇ 代謝性強心剤 2119003F2332
院内薬品 ノイトロジン注１００μｇ 遺伝子組換えヒトＧ－ＣＳＦ製剤 3399406D2024
院内薬品 ノイトロジン注２５０μｇ 遺伝子組換えヒトＧ－ＣＳＦ製剤 3399406D3020
両採用薬品 ノイロトロピン錠４単位 下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤 1149023F1036
院内薬品 ノイロトロピン注射液３．６単位 疼痛性・アレルギー性疾患治療剤 1149601A2062
両採用薬品 ノウリアスト錠２０ｍｇ アデノシンＡ２Ａ受容体拮抗薬 1169016F1020
両採用薬品 ノービア錠１００ｍｇ 抗ウイルス化学療法剤 6250011F1024
院内薬品 ノーベルバール静注用２５０ｍｇ 抗けいれん剤 1139400F1023
院外薬品 ノックビン原末 抗酒癖剤 3939001B1034
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院内薬品 ノバミン筋注５ｍｇ 精神神経用剤 1172404A1037
両採用薬品 ノバミン錠５ｍｇ 精神神経用剤 1172010F1037
両採用薬品 ノベルジン錠２５ｍｇ ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤 3929007F1029
院外薬品 ノベルジン錠５０ｍｇ ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤 3929007F2025
院内薬品 ノボセブンＨＩ静注用５ｍｇシリンジ 遺伝子組換え活性型血液凝固第ＶＩＩ因子製剤 6343434D8022
両採用薬品 ノボラピッド注１００単位／ｍＬ 超速効型インスリンアナログ製剤 2492415A3031
両採用薬品 ノボラピッド注イノレット 超速効型インスリンアナログ製剤 2492415G3026
両採用薬品 ノボラピッド注フレックスタッチ 超速効型インスリンアナログ製剤 2492415G6025
院外薬品 ノボラピッド注ペンフィル 超速効型インスリンアナログ製剤 2492415A2035
両採用薬品 ノボリンＮ注フレックスペン インスリン製剤 2492413G1059
両採用薬品 ノボリンＲ注フレックスペン インスリン製剤 2492413G8053
院外薬品 ノリトレン錠１０ｍｇ 情動調整剤 1179004F1024
院外薬品 ノリトレン錠２５ｍｇ 情動調整剤 1179004F2039
院内薬品 ノルアドリナリン注１ｍｇ 血圧上昇剤 2451401A1034
院外薬品 ノルスパンテープ１０ｍｇ 経皮吸収型持続性疼痛治療剤 1149704S2027
院外薬品 ノルスパンテープ５ｍｇ 経皮吸収型持続性疼痛治療剤 1149704S1020
院内薬品 ノルレボ錠１．５ｍｇ 254900AF2024
院内薬品 パーサビブ静注透析用５ｍｇ カルシウム受容体作動薬 3999443A2021
院内薬品 パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ 抗悪性腫瘍剤 4291424A1020
院内薬品 ハーセプチン注射用１５０ 抗悪性腫瘍剤 4291406D4028
院内薬品 ハーセプチン注射用６０ 抗悪性腫瘍剤 4291406D3021
両採用薬品 パーヒューザミン注 局所脳血流診断薬 4300431A1021
両採用薬品 ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ ジギタリス配糖体製剤 2113003F2029
院内薬品 ハーボニー配合錠 抗ウイルス剤 6250107F1026
院外薬品 パーロデル錠２．５ｍｇ 持続性ドパミン作動剤 1169005F1200
院外薬品 バイアグラ錠２５ｍｇ 259000AF1024
院外薬品 バイアグラ錠５０ｍｇ 259000AF2020
両採用薬品 バイアスピリン錠１００ｍｇ 抗血小板剤 3399007H1021
院外薬品 バイエッタ皮下注５μｇペン３００ ２型糖尿病治療剤 2499411G1026
両採用薬品 ハイカリックＲＦ輸液 高カロリー輸液用基本液 3239527A2032
両採用薬品 ハイドレアカプセル５００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4229001M1027
院外薬品 ハイパジールコーワ錠３ 高血圧・狭心症治療剤 2149021F1031
院外薬品 ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ 緑内障・高眼圧症治療剤 1319740Q1056
院外薬品 パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 1179041G1020
院外薬品 パキシルＣＲ錠２５ｍｇ 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 1179041G2027
院外薬品 パキシル錠１０ｍｇ 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 1179041F1025
院外薬品 パキシル錠２０ｍｇ 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 1179041F2021
両採用薬品 パキシル錠５ｍｇ 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 1179041F3028
両採用薬品 バクタ配合顆粒 合成抗菌剤 6290100D1088
両採用薬品 バクトロバン鼻腔用軟膏２％ 鼻腔内ＭＲＳＡ除菌剤 6119700M1035
院内薬品 パクリタキセル点滴静注液１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ホスピーラ」 抗悪性腫瘍剤 4240406A2097
院内薬品 パクリタキセル点滴静注液３０ｍｇ／５ｍＬ「ホスピーラ」 抗悪性腫瘍剤 4240406A1090
院内薬品 パズクロス点滴静注液５００ｍｇ ニューキノロン系抗菌剤 6241401G2042
両採用薬品 パタノール点眼液０．１％ 抗アレルギー点眼剤 1319752Q1024
院内薬品 パッチテストパネル（Ｓ） アレルギー性皮膚疾患検査薬 7290707T2025
両採用薬品 バップフォー錠１０ 尿失禁・頻尿治療剤 2590007F1021
両採用薬品 バナンドライシロップ５％ セフェム系抗生物質 6132011R1078
院外薬品 バナン錠１００ｍｇ セフェム系抗生物質 6132011F1080
院内薬品 パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」 血管拡張・鎮痙剤 1243400A1059
院外薬品 パピロックミニ点眼液０．１％ 春季カタル治療剤 1319750Q1025
院内薬品 ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」 血漿分画製剤 6343419X1046
試用薬 バベンチオ点滴静注２００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291438A1022

両採用薬品 パム静注５００ｍｇ 有機リン剤中毒解毒剤 3929401A1035
院内薬品 ハラヴェン静注１ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291420A1022
両採用薬品 バラクルード錠０．５ｍｇ 抗ウイルス化学療法剤 6250029F1024
両採用薬品 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ケミファ」 抗ウイルス化学療法剤 6250019F1217
院外薬品 パラミヂンカプセル３００ｍｇ 非ステロイド性抗炎症・痛風治療剤 1149009M1035
院外薬品 パリエット錠１０ｍｇ プロトンポンプ阻害剤 2329028F1023
院内薬品 バリコンミール 胃二重造影用硫酸バリウムＸ線造影剤 7212022A1029
院内薬品 バルギン発泡顆粒 Ｘ線診断二重造影用発泡剤 7213012D1029
両採用薬品 バルサルタン錠８０ｍｇ「サンド」 選択的ＡＴ１受容体ブロッカー 2149041F3236



採用区分 薬品名称 標榜薬効 標準コード

両採用薬品 ハルシオン０．２５ｍｇ錠 睡眠導入剤 1124007F2026
院外薬品 バルトレックス顆粒５０％ 抗ウイルス化学療法剤 6250019D1020
院外薬品 バルネチール錠１００ ベンズアミド系抗精神病剤 1179032F2022
両採用薬品 バルプロ酸Ｎａシロップ５％「フジナガ」 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤 1139004Q1127
両採用薬品 バルプロ酸ナトリウム細粒４０％「ＥＭＥＣ」 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤 1139004C2070
両採用薬品 バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ１００ｍｇ「トーワ」 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤 1139004G1075
両採用薬品 バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ２００ｍｇ「トーワ」 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤 1139004G2080
院外薬品 パルミコート２００μｇタービュヘイラー５６吸入 ドライパウダー吸入式ステロイド剤 2290701G2035
両採用薬品 パルミコート吸入液０．２５ｍｇ 吸入ステロイド喘息治療剤 2290701G4020
両採用薬品 パルモディア錠０．１ｍｇ 高脂血症治療剤 2183007F1025
院内薬品 バル筋注１００ｍｇ「第一三共」 重金属解毒剤 3923400A1037
両採用薬品 バレイショデンプン 賦形剤 7112004X1010
院内薬品 バロス消泡内用液２％ 胃内有泡性粘液除去剤 2318001Q1102
院内薬品 ハロマンス注５０ｍｇ 持効性抗精神病剤 1179406A1037
両採用薬品 バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 グリコペプチド系抗生物質 6113001B1127
院内薬品 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 グリコペプチド系抗生物質 6113400A1189
両採用薬品 バンコマイシン眼軟膏１％ グリコペプチド系抗生物質 6113700M1023
院内薬品 パンテニール注１００ｍｇ パンテノール製剤 3133401A1050
院外薬品 パントシン散２０％ パンテチン製剤 3133001B1193
院内薬品 ハンプ注射用１０００ α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤 2179400D1022
両採用薬品 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤 1169012F1022
両採用薬品 ビ・シフロール錠０．５ｍｇ ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤 1169012F2029
両採用薬品 ピアーレシロップ６５％ 高アンモニア血症・腸管機能改善剤 3999001Q2066
院外薬品 ヒアレインミニ点眼液０．１％ 角結膜上皮障害治療剤 1319720Q4031
両採用薬品 ヒアレイン点眼液０．１％ 角結膜上皮障害治療剤 1319720Q3078
院外薬品 ヒアレイン点眼液０．３％ 角結膜上皮障害治療剤 1319720Y2020
院外薬品 ピーゼットシー糖衣錠２ｍｇ 精神神経安定剤 1172013F1030
両採用薬品 ビーソフテンローション０．３％ 血行促進・皮膚保湿剤 3339950Q1082
両採用薬品 ピートル顆粒分包２５０ｍｇ 高リン血症治療剤 2190036D1025
両採用薬品 ビーフリード輸液 ビタミンＢ１・糖・電解質・アミノ酸液 3259529G1030
院内薬品 ビームゲン注０．２５ｍＬ ウイルスワクチン類 6313402A1073
両採用薬品 ビオスリー配合ＯＤ錠 活性生菌製剤 2316017F2023
院外薬品 ビオスリー配合散 活性生菌製剤 2316017B1041
院外薬品 ビオチン散０．２％「フソー」 ビタミンＨ製剤 3190001B1041
院内薬品 ビカネイト輸液 細胞外液補充液 3319564A2028
両採用薬品 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ファイザー」 前立腺癌治療剤 4291009F1241
両採用薬品 ビクシリンカプセル２５０ｍｇ ペニシリン系抗生物質 6131002M1147
院内薬品 ビクシリン注射用１ｇ ペニシリン系抗生物質 6131400D3100
両採用薬品 ビクトーザ皮下注１８ｍｇ ヒトＧＬＰ－１アナログ製剤 2499410G1021
両採用薬品 ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「イワキ」 緩下剤 2359005F1269
両採用薬品 ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「イワキ」 液剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤 2359005S1348
院内薬品 ビジクリア配合錠 経口腸管洗浄剤 7990101F1035
院内薬品 ビジパーク３２０注１００ｍＬ 非イオン性等浸透圧造影剤 7219420A5037
院内薬品 ピシバニール注射用５ＫＥ 抗悪性腫瘍・リンパ管腫治療剤 4299400D4037
院内薬品 ビスコート０．５眼粘弾剤 眼科手術補助剤 1319816Q1034
院外薬品 ヒスロンＨ錠２００ｍｇ 抗悪性腫瘍黄体ホルモン剤 2478002F3056
両採用薬品 ビソノテープ４ｍｇ 経皮吸収型・β１遮断剤 2149700S1027
両採用薬品 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「サワイ」 選択的β１遮断剤 2123016F3061
両採用薬品 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 選択的β１遮断剤 2123016F1115
両採用薬品 ビソルボン細粒２％ 気道粘液溶解剤 2234001C2037
院内薬品 ビダーザ注射用１００ｍｇ 骨髄異形成症候群治療剤 4291419D1026
院内薬品 ビタジェクト注キット 高カロリー輸液用総合ビタミン剤 3179517G1035
両採用薬品 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＥＥ」 ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤 2189016F2032
院内薬品 ビタミンＣ注「フソー」－５００ｍｇ ビタミンＣ製剤 3140400A4157
院内薬品 ビタメジン静注用 複合ビタミン剤 3179506F1023
両採用薬品 ビタメジン配合カプセルＢ２５ 複合ビタミンＢ剤 3179109M1074
両採用薬品 ヒダントール錠２５ｍｇ 抗てんかん剤 1132002F1029
両採用薬品 ヒトＣＲＨ静注用１００μｇ「タナベ」 視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機能検査薬 7223406D1030
両採用薬品 ピドキサール錠２０ｍｇ 活性型ビタミンＢ６製剤 3134003F2147
院内薬品 ピトレシン注射液２０ 脳下垂体後葉ホルモン剤 2414402A1035
両採用薬品 ヒドロクロロチアジドＯＤ錠１２．５ｍｇ「トーワ」 降圧利尿剤 2132004F3025



採用区分 薬品名称 標榜薬効 標準コード

院内薬品 ピノルビン注射用３０ｍｇ 抗悪性腫瘍抗生物質 4235403D3029
院外薬品 ピバレフリン点眼液０．１％ 開放隅角緑内障・高眼圧症治療剤 1311707Q2078
両採用薬品 ビビアント錠２０ｍｇ 骨粗鬆症治療剤 3999027F1020
院内薬品 ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「サワイ」 合成ペニシリン製剤 6131403D1225
両採用薬品 ヒベルナ散１０％ 抗ヒスタミン剤 4413002B1030
両採用薬品 ヒベルナ糖衣錠２５ｍｇ 抗ヒスタミン剤 4413002F2062
両採用薬品 ピマリシン眼軟膏１％「センジュ」 抗真菌剤 1317712M1031
院外薬品 ビムパット錠１００ｍｇ 抗てんかん剤 1139015F2023
両採用薬品 ビムパット錠５０ｍｇ 抗てんかん剤 1139015F1027
院内薬品 ビムパット点滴静注２００ｍｇ 抗てんかん剤 1139404A1024
院外薬品 ピメノールカプセル５０ｍｇ 持続性不整脈治療剤 2129012M1020
両採用薬品 ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 心不全治療薬 2119006F1020
院外薬品 ヒューマリン３／７注カート 抗糖尿病剤 2492403H6036
院外薬品 ヒューマリンＮ注１００単位／ｍＬ 抗糖尿病剤 2492403A3047
院外薬品 ヒューマリンＮ注カート 抗糖尿病剤 2492403H5030
院外薬品 ヒューマリンＮ注ミリオペン 抗糖尿病剤 2492413P1024
院内薬品 ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ 抗糖尿病剤 2492403A4051
院外薬品 ヒューマリンＲ注カート 抗糖尿病剤 2492403H4041
院外薬品 ヒューマリンＲ注ミリオペン 抗糖尿病剤 2492413P2020
院外薬品 ヒューマログミックス５０注カート 抗糖尿病剤 2492414A4025
両採用薬品 ヒューマログミックス５０注ミリオペン 抗糖尿病剤 2492414G7027
院外薬品 ヒューマログ注カート 抗糖尿病剤 2492414A1026
両採用薬品 ヒューマログ注ミリオペン 抗糖尿病剤 2492414G5024
両採用薬品 ヒューマログ注ミリオペンＨＤ 抗糖尿病剤 2492414G9020
両採用薬品 ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ ヒト型抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体製剤 3999426G5020
両採用薬品 ヒュミラ皮下注８０ｍｇペン０．８ｍＬ ヒト型抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体製剤 3999426G6026
両採用薬品 ビラノア錠２０ｍｇ アレルギー性疾患治療剤 4490033F1028
試用薬 ビラフトビカプセル５０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291057M1029

両採用薬品 ピラマイド原末 結核化学療法剤 6223001X1037
試用薬 ピリヴィジェン１０％点滴静注５ｇ／５０ｍＬ 血漿分画製剤 6343427A7020

院内薬品 ビリスコピン点滴静注５０ 胆のう・胆管造影剤 7219403A1038
院外薬品 ヒルドイドクリーム０．３％ 血行促進・皮膚保湿剤 3339950N1035
両採用薬品 ヒルドイドソフト軟膏０．３％ 血行促進・皮膚保湿剤 3339950M1137
院外薬品 ヒルドイドフォーム０．３％ 血行促進・皮膚保湿剤 3339950R1177
両採用薬品 ヒルドイドローション０．３％ 血行促進・皮膚保湿剤 3339950Q1074
院内薬品 ヒルトニン０．５ｍｇ注射液 遷延性意識障害・脊髄小脳変性症治療・ＴＳＨ分泌機能検査用剤 7223401A1104
両採用薬品 ヒルナミン細粒１０％ 精神神経用剤 1172014C1055
両採用薬品 ヒルナミン錠（２５ｍｇ） 精神神経用剤 1172014F2139
両採用薬品 ピレスパ錠２００ｍｇ 抗線維化剤 3999025F1021
両採用薬品 ビンダケルカプセル２０ｍｇ ＴＴＲ型アミロイドーシス治療剤 1290001M1022
院内薬品 ファーストシン静注用１ｇ セフェム系抗生物質 6132426F2026
両採用薬品 ファムビル錠２５０ｍｇ 抗ヘルペスウイルス剤 6250031F1021
両採用薬品 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 Ｈ２受容体拮抗剤 2325003F3124
両採用薬品 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 Ｈ２受容体拮抗剤 2325003F4147
院外薬品 ファルジーテープ７０ｍｇ 経皮鎮痛消炎剤 2649731S1151
両採用薬品 ファロムドライシロップ小児用１０％ ペネム系抗生物質 6139001R1032
両採用薬品 ファロム錠２００ｍｇ ペネム系抗生物質 6139001F2024
院内薬品 ファンガード点滴用５０ｍｇ キャンディン系抗真菌剤 6179400D1020
両採用薬品 ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質 6173001Q1047
院内薬品 ファンギゾン注射用５０ｍｇ ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤 6173400D1035
試用薬 フィアスプ注フレックスタッチ 超速効型インスリンアナログ製剤 2492415G7021

両採用薬品 フィコンパ錠２ｍｇ 抗てんかん剤 1139014F1022
両採用薬品 フィコンパ錠４ｍｇ 抗てんかん剤 1139014F2029
両採用薬品 フィジオ１４０輸液 細胞外液補給液 3319561A2032
両採用薬品 フィジオ３５輸液 維持液 3319560A2038
院内薬品 フィニバックス点滴静注用０．５ｇ カルバペネム系抗生物質製剤 6139402D2020
院内薬品 ブイフェンド２００ｍｇ静注用 深在性真菌症治療剤 6179401F1026
両採用薬品 ブイフェンド錠２００ｍｇ 深在性真菌症治療剤 6179001F2020
両採用薬品 フィブラストスプレー５００ 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 2699710R2024
両採用薬品 フィブロガミンＰ静注用 血漿分画製剤／乾燥濃縮人血液凝固第ＸＩＩＩ因子製剤 6343431D2020
院外薬品 フィラジル皮下注３０ｍｇシリンジ 選択的ブラジキニンＢ２受容体ブロッカー 4490406G1029
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院内薬品 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「Ｆ」 Ｇ－ＣＳＦ製剤 3399408G1023
両採用薬品 プールシンチ注 血行動態・血管性病変診断薬 4300419A1020
院外薬品 フェアストン錠４０ 乳癌治療剤 4291007F1021
院内薬品 フェジン静注４０ｍｇ 静注用鉄剤 3222400A1058
院内薬品 フェソロデックス筋注２５０ｍｇ 抗エストロゲン剤／乳癌治療剤 4291421G1020
院外薬品 フェノール・亜鉛華リニメント 鎮痒・収斂・消炎剤 2649804X1010
両採用薬品 フェノバール散１０％ 催眠・鎮静・抗けいれん剤 1125003B2031
院外薬品 フェノバール錠３０ｍｇ 催眠・鎮静・抗けいれん剤 1125004F1023
両採用薬品 フェブリク錠１０ｍｇ 高尿酸血症治療剤 3949003F1023
両採用薬品 フェブリク錠２０ｍｇ 高尿酸血症治療剤 3949003F2020
院外薬品 フェマーラ錠２．５ｍｇ 閉経後乳癌治療剤 4291015F1026
両採用薬品 フェリセルツ散２０％ ＭＲＩ用消化管造影剤 7290004B1030
両採用薬品 フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ 徐放型鉄剤 3222007G1033
院内薬品 フエロン注射用３００万 天然型インターフェロンβ製剤 6399402D2054
院内薬品 フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」 麻酔用鎮痛剤 8219400A1071
院内薬品 フェンタニル注射液０．２５ｍｇ「テルモ」 麻酔用鎮痛剤 8219400A2060
両採用薬品 フェントステープ０．５ｍｇ 経皮吸収型持続性疼痛治療剤 8219701S6027
両採用薬品 フェントステープ１ｍｇ 経皮吸収型持続性疼痛治療剤 8219701S1025
両採用薬品 フェントステープ２ｍｇ 経皮吸収型持続性疼痛治療剤 8219701S2021
両採用薬品 フェントステープ４ｍｇ 経皮吸収型持続性疼痛治療剤 8219701S3028
院外薬品 フォサマック錠５ 骨粗鬆症治療剤 3999018F1021
両採用薬品 フォシーガ錠５ｍｇ ２型糖尿病治療剤 3969019F1027
両採用薬品 フォリアミン錠 葉酸製剤 3135001F1025
両採用薬品 フォルテオ皮下注キット６００μｇ 骨粗鬆症治療剤 2439400G1020
院外薬品 フシジンレオ軟膏２％ 抗生物質製剤 2634708M1037
両採用薬品 ブスコパン錠１０ｍｇ 鎮痙剤 1242002F1330
院内薬品 ブスコパン注２０ｍｇ 鎮痙剤 1242401A1315
院内薬品 フタラール消毒液０．５５％「ケンエー」 732170DQ1055
両採用薬品 プラザキサカプセル１１０ｍｇ 直接トロンビン阻害剤 3339001M2020
両採用薬品 プラザキサカプセル７５ｍｇ 直接トロンビン阻害剤 3339001M1024
両採用薬品 フラジール内服錠２５０ｍｇ 抗原虫剤 6419002F1131
両採用薬品 フラジール腟錠２５０ｍｇ 抗トリコモナス剤 2529707H1063
両採用薬品 プラノバール配合錠 黄体・卵胞ホルモン配合剤 2482005F1041
両採用薬品 プラバスタチンＮａ塩錠１０ｍｇ「タナベ」 高脂血症治療剤 2189010F2329
両採用薬品 フラビタン錠５ｍｇ 補酵素型ビタミンＢ２製剤 3131001F1158
院外薬品 フラベリック錠２０ｍｇ 非麻薬性鎮咳剤 2229007F1042
院外薬品 フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ「ＹＤ」 頻尿治療剤 2590002F1487
院内薬品 プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ ヒト型抗ＲＡＮＫＬモノクローナル抗体製剤 3999435G1023
院内薬品 プラルエント皮下注７５ｍｇペン 高コレステロール血症治療剤 2189402G3027
両採用薬品 フランドルテープ４０ｍｇ 経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤 2171700S1095
院外薬品 フリウェル配合錠ＬＤ「モチダ」 月経困難症治療剤 2482009F1058
院外薬品 ブリカニール錠２ｍｇ 気管支拡張剤 2252003F1085
院内薬品 プリズバインド静注液２．５ｇ ダビガトラン特異的中和剤 3399412A1027
院内薬品 ブリディオン静注２００ｍｇ 筋弛緩回復剤 3929409A1023
院外薬品 フリバスＯＤ錠７５ｍｇ 前立腺肥大症排尿障害改善剤 2590009F5026
院外薬品 プリモボラン錠５ｍｇ 蛋白同化ステロイド剤 2449003F1021
両採用薬品 フルイトラン錠２ｍｇ チアジド系降圧利尿剤 2132003F1257
院内薬品 フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」 抗悪性腫瘍剤 4223401A3030
院内薬品 フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トーワ」 抗悪性腫瘍剤 4223401A4037
両採用薬品 フルカリック１号輸液 高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 3259523G1033
両採用薬品 フルカリック２号輸液 高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 3259524G1038
両採用薬品 フルカリック３号輸液 高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 3259525G1032
両採用薬品 フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サワイ」 深在性真菌症治療剤 6290002M2131
両採用薬品 フルタイド１００ディスカス 吸入ステロイド喘息治療剤 2290700G5021
院外薬品 フルタイド２００ディスカス 吸入ステロイド喘息治療剤 2290700G6028
院内薬品 フルダラ静注用５０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4229400D1033
両採用薬品 フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用 喘息治療配合剤 2290802G4022
院内薬品 フルデオキシグルコース（１８Ｆ）静注「ＦＲＩ」 4300448A1043
院内薬品 フルマゼニル静注液０．２ｍｇ「ケミファ」 ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤 2219403A2023
院内薬品 フルマリン静注用１ｇ オキサセフェム系抗生物質 6133401F2023
院外薬品 フルメトロン点眼液０．０２％ 抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤 1315704Q1115



採用区分 薬品名称 標榜薬効 標準コード

両採用薬品 フルメトロン点眼液０．１％ 抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤 1315704Q3126
院外薬品 ブレオＳ軟膏５ｍｇ／ｇ 抗腫瘍性抗生物質外用剤 4234700M1038
院内薬品 ブレオ注射用１５ｍｇ 抗腫瘍性抗生物質 4234400D5039
両採用薬品 プレグランディン腟坐剤１ｍｇ ＰＧＥ１誘導体製剤 2499700H1036
院内薬品 プレセデックス静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「ファイザー」 α２作動性鎮静剤 1129400G1022
両採用薬品 ブレディニン錠５０ 免疫抑制剤 3999002F2027
両採用薬品 プレドニゾロン散「タケダ」１％ 合成副腎皮質ホルモン剤 2456002B1062
両採用薬品 プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） 合成副腎皮質ホルモン剤 2456001F2023
院外薬品 プレドニン眼軟膏 眼科用合成副腎皮質ホルモン剤 1315705M1037
両採用薬品 プレドニン錠５ｍｇ 合成副腎皮質ホルモン剤 2456001F1310
院内薬品 プレベナー１３水性懸濁注 631140EC1022
両採用薬品 プレマリン錠０．６２５ｍｇ 結合型エストロゲン製剤 2479004F1033
院内薬品 プロイメンド点滴静注用１５０ｍｇ 選択的ＮＫ１受容体拮抗型制吐剤 2391405D1020
両採用薬品 プログラフカプセル１ｍｇ 免疫抑制剤 3999014M1022
院内薬品 プロジフ静注液２００ 深在性真菌症治療剤 6290402A2022
院外薬品 フロジン外用液５％ 脱毛症・白斑用剤 2679701Q1055
両採用薬品 プロスタール錠２５ 前立腺肥大症・癌治療剤 2478001F2179
両採用薬品 プロスタグランジンＥ２錠０．５ｍｇ「科研」 陣痛誘発・促進剤 2499005F1030
院内薬品 プロスタルモン・Ｆ注射液１０００ ＰＧＦ２α製剤 2499401A2050
両採用薬品 プロスタンディン軟膏０．００３％ 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 2699705M1038
両採用薬品 プロセキソール錠０．５ｍｇ 卵胞ホルモン剤 2474001F1033
両採用薬品 フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 利尿降圧剤 2139005F1060
両採用薬品 フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 利尿降圧剤 2139005F2385
院内薬品 フロセミド注２０ｍｇ「トーワ」 降圧利尿剤 2139401A2161
院内薬品 プロタノールＬ注０．２ｍｇ 心機能・組織循環促進剤 2119400A1036
院内薬品 プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」 ヘパリン拮抗剤 3329403A1058
両採用薬品 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 睡眠導入剤 1124009F2076
両採用薬品 プロテカジンＯＤ錠１０ Ｈ２受容体拮抗剤 2325006F4027
院外薬品 プロトピック軟膏０．０３％小児用 アトピー性皮膚炎治療剤 2699709M2024
両採用薬品 プロトピック軟膏０．１％ アトピー性皮膚炎治療剤 2699709M1028
院内薬品 プロハンス静注シリンジ１３ｍＬ 環状型非イオン性ＭＲＩ用造影剤 7290407G1034
院内薬品 プロハンス静注シリンジ１７ｍＬ 環状型非イオン性ＭＲＩ用造影剤 7290407G2030
両採用薬品 プロビスク０．７眼粘弾剤１％ 眼科手術補助剤 1319720Q6085
院外薬品 プロペシア錠０．２ｍｇ 249900XF1021
院外薬品 プロペシア錠１ｍｇ 249900XF2028
院外薬品 プロベラ錠２．５ｍｇ 黄体ホルモン剤 2478002F1070
院内薬品 プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」 全身麻酔・鎮静用剤 1119402A1120
院内薬品 プロポフォール静注１％５０ｍＬ「マルイシ」 全身麻酔・鎮静用剤 1119402A2150
両採用薬品 ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」 非ステロイド抗炎症点眼剤 1319743Q1041
両採用薬品 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 気道粘液溶解剤 2234700G1043
院外薬品 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「クニヒロ」 気道粘液溶解剤 2234001F1339
院内薬品 ブロムヘキシン塩酸塩注射液４ｍｇ「タイヨー」 気道粘液溶解剤 2234400A1054
院外薬品 ブロムペリドール細粒１％「アメル」 精神神経安定剤 1179028C1090
院外薬品 ブロムペリドール錠１ｍｇ「アメル」 精神神経安定剤 1179028F1089
院外薬品 ブロムペリドール錠３ｍｇ「アメル」 精神神経安定剤 1179028F2131
両採用薬品 ブロメライン軟膏５万単位／ｇ＊（ジェイドルフ） 壊死組織除去剤 3959701M1035
両採用薬品 フロモックス小児用細粒１００ｍｇ セフェム系抗生物質 6132016C1027
院内薬品 フロリードＦ注２００ｍｇ 深在性真菌症治療剤 6290400A1060
両採用薬品 フロリードゲル経口用２％ 口腔・食道カンジダ症治療剤 6290003X1039
両採用薬品 フロリネフ錠０．１ｍｇ 合成鉱質コルチコイド剤 2452003F1035
両採用薬品 ベージニオ錠１００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291054F2022
両採用薬品 ベージニオ錠１５０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291054F3029
両採用薬品 ベージニオ錠５０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291054F1026
院外薬品 ベオーバ錠５０ｍｇ 選択的β３アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤 2590017F1025
両採用薬品 ペオン錠８０ 非ステロイド性鎮痛・消炎剤 1149029F1033
院内薬品 ペガシス皮下注１８０μｇ ペグインターフェロン－α－２ａ製剤 6399419A2029
院内薬品 ペガシス皮下注９０μｇ ペグインターフェロン－α－２ａ製剤 6399419A1022
院外薬品 ベガモックス点眼液０．５％ 広範囲抗菌点眼剤 1319753Q1029
院内薬品 ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291417A1020
両採用薬品 ベサコリン散５％ 副交感神経亢進剤 1231004B1067
院外薬品 ベザトールＳＲ錠１００ｍｇ 高脂血症治療剤 2183005G2028
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両採用薬品 ベシケア錠５ｍｇ 過活動膀胱治療剤 2590011F2024
両採用薬品 ベストロン点眼用０．５％ セフェム系抗生物質 1317713Q1038
院外薬品 ベセルナクリーム５％ 尖圭コンジローマ治療薬，日光角化症治療薬 6290701N1028
院外薬品 ベタナミン錠１０ｍｇ 精神神経用剤 1179023F1035
両採用薬品 ベタニス錠２５ｍｇ 選択的β３アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤 2590014F1021
両採用薬品 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＪＤ」 めまい・平衡障害治療剤 1339005F1466
両採用薬品 ベタフェロン皮下注用９６０万国際単位 遺伝子組換え型インターフェロンβ－１ｂ製剤 6399416D1033
両採用薬品 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション０．０５％「ＪＧ」 外用合成副腎皮質ホルモン剤 2646730Q1042
院内薬品 ペチジン塩酸塩注射液５０ｍｇ「タケダ」 鎮痛・鎮痙剤 8211400A2045
院内薬品 ベナンバックス注用３００ｍｇ カリニ肺炎治療剤 6419400D1037
両採用薬品 ベネット錠１７．５ｍｇ 骨粗鬆症・骨ページェット病治療剤 3999019F2030
両採用薬品 ベネトリン吸入液０．５％ 気管支拡張剤 2254700G2034
両採用薬品 ヘパアクト配合顆粒 分岐鎖アミノ酸製剤 3253003D3038
両採用薬品 ヘパティメージ注 肝胆道系疾患・機能診断薬 4300415A1022
院内薬品 ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」１０ｍＬ 血液凝固阻止剤 3334402G4071
院内薬品 ヘパリンＮａ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ「フソー」 血液凝固阻止剤 3334402P1030
院内薬品 ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍＬシリンジ「モチダ」 血液凝固阻止剤 3334400G1022
院内薬品 ヘパリンナトリウム注Ｎ５千単位／５ｍＬ「ＡＹ」 血液凝固阻止剤 3334401A3060
院外薬品 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「ＰＰ」 血行促進・皮膚保湿剤 3339950R1142
院外薬品 ヘパンＥＤ配合内用剤 肝不全用成分栄養剤 3259111A1035
院外薬品 ベプシドカプセル２５ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4240001M1075
院内薬品 ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位 血漿分画製剤 6343436A1039
院外薬品 ヘプセラ錠１０ 抗ウイルス化学療法剤 6250026F1020
試用薬 ヘプタバックス－２水性懸濁注シリンジ０．２５ｍＬ ウイルスワクチン類 6313402G1025

両採用薬品 ベプリコール錠５０ｍｇ 頻脈性不整脈・狭心症治療剤 2129011F1035
両採用薬品 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 選択的ヒスタミンＨ１受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 4490022F4061
院内薬品 ヘムライブラ皮下注１０５ｍｇ 血液凝固第ＶＩＩＩ因子機能代替製剤 6343451A4024
両採用薬品 ベムリディ錠２５ｍｇ 抗ウイルス化学療法剤 6250045F1023
院外薬品 ベラサスＬＡ錠６０μｇ ＰＧＩ２誘導体徐放性製剤 2190027G1030
両採用薬品 ベラプロストナトリウム錠２０μｇ「日医工」 ＰＧＩ２誘導体製剤 3399005F1293
両採用薬品 ペリアクチンシロップ０．０４％ 抗アレルギー剤 4419005Q1072
両採用薬品 ペリアクチン散１％ 抗アレルギー剤 4419005B1045
院外薬品 ペリアクチン錠４ｍｇ 抗アレルギー剤 4419005F1047
両採用薬品 ベリチーム配合顆粒 消化酵素剤 2339163D1037
院内薬品 ベリナートＰ静注用５００ 血漿分画製剤 6343426F1032
院内薬品 ベリプラストＰ コンビセット 組織接着用 血漿分画製剤（生理的組織接着剤） 6349800X2028
院内薬品 ベリプラストＰ コンビセット 組織接着用 血漿分画製剤（生理的組織接着剤） 6349800X3024
院内薬品 ベリプラストＰ コンビセット 組織接着用 血漿分画製剤（生理的組織接着剤） 6349800X4020
院内薬品 ベルケイド注射用３ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291412D1024
両採用薬品 ペルサンチン－Ｌカプセル１５０ｍｇ 徐放性抗血小板剤 2171010N1039
院外薬品 ペルサンチン錠１００ｍｇ 抗血小板剤 2171010F3053
両採用薬品 ペルサンチン錠２５ｍｇ 冠循環改善剤 2171010F2553
両採用薬品 ベルソムラ錠１５ｍｇ 不眠症治療剤 1190023F1024
両採用薬品 ベルソムラ錠２０ｍｇ 不眠症治療剤 1190023F2020
試用薬 ヘルニコア椎間板注用１．２５単位 腰椎椎間板ヘルニア治療剤 3999447D1020

両採用薬品 ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ 持続性Ｃａ拮抗剤 2171006N1105
両採用薬品 ベンザリン細粒１％ 睡眠誘導・抗痙攣剤 1124003C1092
両採用薬品 ベンザリン錠５ 睡眠誘導・抗痙攣剤 1124003F2222
両採用薬品 ペンタサ坐剤１ｇ 潰瘍性大腸炎治療剤 2399715J1020
両採用薬品 ペンタサ錠５００ｍｇ 潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤 2399009F2030
両採用薬品 ペンタサ注腸１ｇ 潰瘍性大腸炎治療剤 2399715X1023
院外薬品 ペンタサ顆粒９４％ 潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤 2399009D2020
院外薬品 ペンレステープ１８ｍｇ 貼付用局所麻酔剤 1214701S1051
院内薬品 ボースデル内用液１０ ＭＲＩ用経口消化管造影剤 7290006S1021
両採用薬品 ホーネル錠０．１５ 活性型ビタミンＤ３製剤 3112005F1037
両採用薬品 ホクナリンテープ０．５ｍｇ 経皮吸収型・気管支拡張剤 2259707S1020
両採用薬品 ホクナリンテープ１ｍｇ 経皮吸収型・気管支拡張剤 2259707S2027
両採用薬品 ボグリボース錠０．３「ＯＭＥ」 食後過血糖改善剤 3969004F2191
院内薬品 ホストイン静注７５０ｍｇ 抗けいれん剤 1132401A1020
院内薬品 ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「ＮＰ」 ホスホマイシン系抗生物質 6135400F3208
両採用薬品 ホスミシンドライシロップ２００ ホスホマイシン系抗生物質 6135001R1025



採用区分 薬品名称 標榜薬効 標準コード

両採用薬品 ホスミシン錠５００ ホスホマイシン系抗生物質 6135001F2025
両採用薬品 ホスリボン配合顆粒 経口リン酸製剤 3229103D1020
両採用薬品 ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ 高リン血症治療剤 2190029F3029
院内薬品 ボトックス注用１００単位 Ａ型ボツリヌス毒素製剤 1229404D2026
院内薬品 ボトックス注用５０単位 Ａ型ボツリヌス毒素製剤 1229404D1020
両採用薬品 ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ 骨粗鬆症治療剤 3999018Q1022
院外薬品 ボノサップパック４００ ヘリコバクター・ピロリ除菌剤 6199104X1023
両採用薬品 ボノテオ錠５０ｍｇ 骨粗鬆症治療剤 3999026F2022
試用薬 ボノピオンパック ヘリコバクター・ピロリ除菌剤 6199105X1028

両採用薬品 ポビドンヨード外用液１０％「イワキ」 殺菌消毒剤 2612701Q3482
両採用薬品 ポピヨドンゲル１０％ 殺菌消毒剤 2612701Q2117
院内薬品 ポピヨドンフィールド１０％ 殺菌消毒剤 2612701Q4063
院内薬品 ポプスカイン０．５％注シリンジ５０ｍｇ／１０ｍＬ 長時間作用性局所麻酔剤 1214407G4026
院内薬品 ポマリストカプセル３ｍｇ 抗造血器悪性腫瘍剤 4291038M3029
院内薬品 ポマリストカプセル４ｍｇ 抗造血器悪性腫瘍剤 4291038M4025
両採用薬品 ポラキス錠２ 尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤 2590005F1022
両採用薬品 ボラザＧ坐剤 痔核局所治療剤 2559813J1033
両採用薬品 ボラザＧ軟膏 痔疾用剤 2559813M1021
両採用薬品 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 亜鉛含有胃潰瘍治療剤 2329027F1037
院外薬品 ポララミンシロップ０．０４％ 抗ヒスタミン剤 4419002Q1095
両採用薬品 ポララミン散１％ 抗ヒスタミン剤 4419002B1033
院内薬品 ポララミン注５ｍｇ 抗ヒスタミン剤 4419400A1023
院内薬品 ホリゾン注射液１０ｍｇ マイナートランキライザー 1124402A2045
院内薬品 ポリドカスクレロール３％注２ｍＬ 下肢静脈瘤硬化剤 3329405A4021
院外薬品 ホリナート錠２５ｍｇ「タイホウ」 還元型葉酸製剤 3929004F2048
両採用薬品 ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ 徐放性鎮痛・抗炎症剤 1147002N1174
院外薬品 ボルタレンサポ１２．５ｍｇ 鎮痛・解熱・抗炎症剤 1147700J1057
両採用薬品 ポルトラック原末 高アンモニア血症治療剤 3999015A1039
院内薬品 ボルヒール組織接着用 血漿分画製剤 6349801X4025
院内薬品 ボルヒール組織接着用 血漿分画製剤 6349801X5021
院内薬品 ボルベン輸液６％ 代用血漿剤 3319408A1020
院外薬品 ボンアルファハイローション２０μｇ／ｇ 活性型ＶＤ３尋常性乾癬治療剤 2691700Q2027
院外薬品 ボンビバ錠１００ｍｇ 骨粗鬆症治療剤 3999040F1026
院内薬品 ボンビバ静注１ｍｇシリンジ 骨粗鬆症治療剤 3999438G1027
院内薬品 マーカイン注脊麻用０．５％高比重 脊椎麻酔剤 1214403A4025
院内薬品 マーカイン注脊麻用０．５％等比重 脊椎麻酔剤 1214403A5021
両採用薬品 マーズレンＳ配合顆粒 胃炎・潰瘍治療剤 2329122D1414
院外薬品 マーデュオックス軟膏 尋常性乾癬治療剤 2699804M1023
両採用薬品 マイオビュー「注射用」 心臓疾患・心機能診断薬 4300446D1024
両採用薬品 マイオビュー注シリンジ 心臓疾患・心機能診断薬 4300446G3023
両採用薬品 マイオビュー注シリンジ 心臓疾患・心機能診断薬 4300446G1020
両採用薬品 マイオビュー注シリンジ 心臓疾患・心機能診断薬 4300446G2027
両採用薬品 マイザークリーム０．０５％ 外用合成副腎皮質ホルモン剤 2646725N1150
両採用薬品 マイザー軟膏０．０５％ 外用合成副腎皮質ホルモン剤 2646725M1201
院外薬品 マイスタン細粒１％ 抗てんかん剤 1139006C1030
院外薬品 マイスタン錠５ｍｇ 抗てんかん剤 1139006F1028
院外薬品 マイスリー錠１０ｍｇ 入眠剤 1129009F2021
院外薬品 マイスリー錠５ｍｇ 入眠剤 1129009F1025
両採用薬品 マイテラーゼ錠１０ｍｇ 重症筋無力症治療剤 1231001F1030
院内薬品 マイトマイシン注用２ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4231400D1031
院内薬品 マイロターグ点滴静注用５ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4239400D1030
院内薬品 マヴィレット配合錠 抗ウイルス化学療法剤 6250113F1021
院内薬品 マキサカルシトール静注透析用１０μｇ「ニプロ」 二次性副甲状腺機能亢進症治療剤 3112401A3053
院内薬品 マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「ニプロ」 二次性副甲状腺機能亢進症治療剤 3112401A1050
院内薬品 マキュエイド眼注用４０ｍｇ 眼科手術補助剤，眼科用副腎皮質ホルモン剤 1319404D1037
院内薬品 マグセント注１００ｍＬ 切迫早産における子宮収縮抑制剤／子癇の発症抑制・治療剤 2590500A1023
院内薬品 マグセント注シリンジ４０ｍＬ 切迫早産における子宮収縮抑制剤／子癇の発症抑制・治療剤 2590500G1026
両採用薬品 マグミット錠２５０ｍｇ 制酸・緩下剤 2344009F1035
両採用薬品 マグミット錠３３０ｍｇ 制酸・緩下剤 2344009F2031
両採用薬品 マグミット錠５００ｍｇ 制酸・緩下剤 2344009F4034
院外薬品 マリゼブ錠２５ｍｇ 糖尿病用剤 3969025F2029



採用区分 薬品名称 標榜薬効 標準コード

院内薬品 ミールビック 636940CD1029
両採用薬品 ミオＭＩＢＧ－Ｉ１２３注射液 心交感神経診断薬・神経芽腫診断薬・褐色神経細胞腫診断薬 4300437A1029
両採用薬品 ミオコールスプレー０．３ｍｇ ニトログリセリン舌下スプレー剤 2171701R4038
院内薬品 ミオテクター冠血管注 心臓外科手術用心停止・心筋保護液 7990500A1036
両採用薬品 ミオナール錠５０ｍｇ 筋緊張改善剤 1249009F1090
両採用薬品 ミカルディス錠２０ｍｇ 胆汁排泄型持続性ＡＴ１受容体ブロッカー 2149042F1025
両採用薬品 ミカルディス錠４０ｍｇ 胆汁排泄型持続性ＡＴ１受容体ブロッカー 2149042F2021
院外薬品 ミグシス錠５ｍｇ 片頭痛治療剤 2190023F1037
院外薬品 ミグリステン錠２０ 片頭痛・緊張性頭痛治療剤 1149013F1091
両採用薬品 ミグリトール錠５０ｍｇ「トーワ」 糖尿病食後過血糖改善剤 3969009F2038
院外薬品 ミケランＬＡ点眼液２％ 緑内障・高眼圧症治療剤 1319701Q4020
院外薬品 ミケルナ配合点眼液 緑内障・高眼圧症治療剤 1319823Q1026
院内薬品 ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 催眠鎮静剤 1124401A1060
両採用薬品 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「三和」 速効型インスリン分泌促進薬 3969008F4060
院内薬品 ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 腹膜透析液 3420429A6046
院内薬品 ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 腹膜透析液 3420429A3047
院内薬品 ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 腹膜透析液 3420429A4043
院内薬品 ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 腹膜透析液 3420429A5040
院内薬品 ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液 腹膜透析液 3420430A5042
院内薬品 ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液 腹膜透析液 3420430A3040
院内薬品 ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液 腹膜透析液 3420430A4046
院内薬品 ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液 腹膜透析液 3420430A6049
院内薬品 ミドリンＭ点眼液０．４％ 調節麻痺・散瞳点眼剤 1311705Q1048
両採用薬品 ミドリンＰ点眼液 検査用散瞳点眼剤 1319810Q1053
院外薬品 ミニプレス錠１ｍｇ 高血圧・排尿障害治療剤 2149002F2159
両採用薬品 ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ ペプタイド系抗利尿ホルモン用剤 2419001F3026
試用薬 ミネブロ錠２．５ｍｇ 選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー 2149049F2023

院外薬品 ミノアレ散６６．７％ 抗てんかん剤 1133002B1032
両採用薬品 ミノサイクリン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「日医工」 ＴＣ系抗生物質 6152005M2090
院内薬品 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「日医工」 ＴＣ系抗生物質 6152401F1090
両採用薬品 ミノマイシン錠５０ｍｇ ＴＣ系抗生物質 6152005F1052
両採用薬品 ミヤＢＭ錠 生菌製剤 2316009F1022
両採用薬品 ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤 1169012G1028
両採用薬品 ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤 1169012G2024
両採用薬品 ミリステープ５ｍｇ 経皮吸収型・心疾患治療剤 2171701S4048
院内薬品 ミリプラ動注用７０ｍｇ 肝細胞癌治療剤 4291416D1022
院内薬品 ミリプラ用懸濁用液４ｍＬ ミリプラ動注用専用懸濁液 7990401A1040
院内薬品 ミルセラ注シリンジ１００μｇ 持続型赤血球造血刺激因子製剤 3999432G4029
院内薬品 ミルセラ注シリンジ１５０μｇ 持続型赤血球造血刺激因子製剤 3999432G5025
院内薬品 ミルセラ注シリンジ５０μｇ 持続型赤血球造血刺激因子製剤 3999432G2026
両採用薬品 ミルラクト細粒５０％ 乳糖分解酵素剤 2339004C1036
院内薬品 ミルリノン注１０ｍｇ「タカタ」 急性心不全治療剤 2119408A1040
院内薬品 ミレーナ５２ｍｇ 子宮内黄体ホルモン放出システム 2529710X1027
院内薬品 ミンクリア内用散布液０．８％ 胃蠕動運動抑制剤 7990004S1020
院内薬品 ムーベン配合内用液 経口腸管洗浄剤 7990100S1020
両採用薬品 ムコサールドライシロップ１．５％ 気道潤滑去たん剤 2239001R1110
院外薬品 ムコスタ点眼液ＵＤ２％ ドライアイ治療剤 1319760Q1029
院外薬品 ムルプレタ錠３ｍｇ 血小板産生促進剤 3399010F1022
両採用薬品 メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ セフェム系抗生物質 6132015C1103
両採用薬品 メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ セフェム系抗生物質 6132015F1037
両採用薬品 メイスパン配合軟膏 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 2699801V1149
院外薬品 メイラックス細粒１％ 持続性心身安定剤 1124029C1038
両採用薬品 メイラックス錠１ｍｇ 持続性心身安定剤 1124029F1026
院外薬品 メイラックス錠２ｍｇ 持続性心身安定剤 1124029F2022
院内薬品 メイロン静注７％ 制酸・中和剤 3929400H2035
院内薬品 メイロン静注７％ 制酸・中和剤 3929400A3238
両採用薬品 メキシチールカプセル１００ｍｇ 不整脈・糖尿病性神経障害治療剤 2129003M2028
両採用薬品 メキシチールカプセル５０ｍｇ 不整脈・糖尿病性神経障害治療剤 2129003M1021
院外薬品 メキニスト錠０．５ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291047F1026
院外薬品 メキニスト錠２ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291047F2022
試用薬 メクトビ錠１５ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291058F1024



採用区分 薬品名称 標榜薬効 標準コード

両採用薬品 メコバラミン錠５００「トーワ」 末梢性神経障害治療剤 3136004F2081
院外薬品 メサデルムクリーム０．１％ 外用副腎皮質ホルモン剤 2646726N1090
院外薬品 メサデルム軟膏０．１％ 外用副腎皮質ホルモン剤 2646726M1095
両採用薬品 メサペイン錠１０ｍｇ 癌疼痛治療剤 8219002F2020
両採用薬品 メサペイン錠５ｍｇ 癌疼痛治療剤 8219002F1024
両採用薬品 メジコン散１０％ 鎮咳剤 2223001B1210
両採用薬品 メジコン錠１５ｍｇ 鎮咳剤 2223001F2099
両採用薬品 メジテック 脳・甲状腺・唾液腺・異所性胃粘膜疾患診断薬 4300400X1053
両採用薬品 メスチノン錠６０ｍｇ 重症筋無力症治療剤 1239003F1046
院外薬品 メソトレキセート錠２．５ｍｇ 葉酸代謝拮抗剤 4222001F1027
院内薬品 メソトレキセート点滴静注液１０００ｍｇ 葉酸代謝拮抗剤 4222400A2024
院内薬品 メソトレキセート点滴静注液２００ｍｇ 葉酸代謝拮抗剤 4222400A1036
院外薬品 メタルカプターゼカプセル１００ｍｇ 抗リウマチ・ウイルソン病治療・金属解毒剤 3929001M2035
院内薬品 メチコバール注射液５００μｇ 末梢性神経障害治療剤 3136403A1140
両採用薬品 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠０．１２５ｍｇ「Ｆ」 子宮収縮止血剤 2531002F1222
院内薬品 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注０．２ｍｇ「Ｆ」 子宮収縮止血剤 2531401A1126
院内薬品 メチレンブルー静注５０ｍｇ「第一三共」 メトヘモグロビン血症治療剤 3929412A1025
院外薬品 メトアナ配合錠ＨＤ ２型糖尿病治療剤 3969109F2028
両採用薬品 メドウェイ注２５％ 遺伝子組換え人血清アルブミン製剤 6343437A2021
両採用薬品 メトグルコ錠２５０ｍｇ 血糖降下剤 3962002F2027
両採用薬品 メトリジン錠２ｍｇ 低血圧治療剤 2160002F1028
両採用薬品 メトレート錠２ｍｇ 抗リウマチ剤 3999016F1022
両採用薬品 メネシット配合錠１００ 抗パーキンソン剤 1169101F1146
院外薬品 メノエイドコンビパッチ 卵胞・黄体ホルモン製剤 2482800S1026
両採用薬品 メプチンエアー１０μｇ吸入１００回 定量噴霧式気管支拡張剤 2259704G9033
両採用薬品 メプチンキッドエアー５μｇ吸入１００回 定量噴霧式気管支拡張剤 2259704G8037
両採用薬品 メプチンシロップ５μｇ／ｍＬ 気管支拡張剤 2259004Q1111
両採用薬品 メプチン吸入液０．０１％ 気管支拡張剤 2259704G1032
両採用薬品 メプチン吸入液ユニット０．５ｍＬ 気管支拡張剤 2259704G6026
院外薬品 メプチン錠５０μｇ 気管支拡張剤 2259004F2168
両採用薬品 メプチン顆粒０．０１％ 気管支拡張剤 2259004D1047
両採用薬品 メマリーＯＤ錠２０ｍｇ アルツハイマー型認知症治療剤 1190018F6025
両採用薬品 メマリーＯＤ錠５ｍｇ アルツハイマー型認知症治療剤 1190018F4022
院外薬品 メマリードライシロップ２％ アルツハイマー型認知症治療剤 1190018R1020
両採用薬品 メルカゾール錠５ｍｇ 抗甲状腺剤 2432001F1033
両採用薬品 メレックス錠０．５ｍｇ 抗不安剤 1124025F1028
院内薬品 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ファイザー」 カルバペネム系抗生物質 6139400D2129
院外薬品 モーラステープＬ４０ｍｇ 経皮鎮痛消炎剤 2649729S3084
両採用薬品 モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ 経皮鎮痛消炎剤 2649729S5028
院外薬品 モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ 経皮鎮痛消炎剤 2649729S6024
院外薬品 モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「日医工」 消化管運動機能改善剤 2399010F1249
両採用薬品 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 消化管運動機能改善剤 2399010F2245
院外薬品 モディオダール錠１００ｍｇ 精神神経用剤 1179047F1022
試用薬 モビコール配合内用剤 慢性便秘症治療剤 2359110B1029

院内薬品 モビプレップ配合内用剤 経口腸管洗浄剤 7990102A1024
両採用薬品 モメタゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６噴霧用 定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤 1329710Q1035
両採用薬品 モルヒネ塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 鎮痛・鎮静剤 8114003F1035
院内薬品 モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「タケダ」 鎮痛・鎮静剤 8114401A1139
院内薬品 モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「タケダ」 鎮痛・鎮静剤 8114401A2135
両採用薬品 モルペス細粒２％ 持続性癌疼痛治療剤 8114004C1025
両採用薬品 モルペス細粒６％ 持続性癌疼痛治療剤 8114004C2021
院外薬品 ヤーズ配合錠 月経困難症治療剤 2482011F1020
院内薬品 ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291430A1026
両採用薬品 ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００ 代謝拮抗剤 4229100D3023
院外薬品 ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１５０ 代謝拮抗剤 4229100D4020
院外薬品 ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ２００ 代謝拮抗剤 4229100D5026
両採用薬品 ユーエフティ配合カプセルＴ１００ 代謝拮抗剤 4229100M2035
院内薬品 ユービット錠１００ｍｇ ヘリコバクター・ピロリ感染診断用剤 7290005F1037
両採用薬品 ユーロジン１ｍｇ錠 睡眠剤 1124001F1022
院外薬品 ユーロジン２ｍｇ錠 睡眠剤 1124001F2029
院外薬品 ユーロジン散１％ 睡眠剤 1124001B1039
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両採用薬品 ユナシン錠３７５ｍｇ 合成ペニシリン製剤 6131008F1030
院内薬品 ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ 悪性胸水治療剤 4299405D1022
両採用薬品 ユベラＮカプセル１００ｍｇ 微小循環系賦活剤 2190006M1156
院外薬品 ユベラ錠５０ｍｇ ビタミンＥ剤 3150002F1239
両採用薬品 ユリノーム錠５０ｍｇ 尿酸排泄剤 3949002F2114
試用薬 ユルトミリス点滴静注３００ｍｇ 抗補体（Ｃ５）モノクローナル抗体製剤 6399427A1027

両採用薬品 ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 無機質製剤 3221002L1074
両採用薬品 ヨウ化ナトリウムカプセル－１号 甲状腺疾患治療薬・診断薬 4300003M5037
両採用薬品 ヨウ化ナトリウムカプセル－３号 甲状腺疾患治療薬・診断薬 4300003M6033
両採用薬品 ヨウ化ナトリウムカプセル－５号 甲状腺疾患治療薬・診断薬 4300003M7030
両採用薬品 ヨードカプセル－１２３ 甲状腺疾患診断薬 4300002M1029
院外薬品 ヨクイニンエキス錠「コタロー」 生薬製剤 5900003F1021
両採用薬品 ライゾデグ配合注フレックスタッチ 溶解インスリンアナログ製剤 2492500G1025
院外薬品 ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ 生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤 3999001Q6029
両採用薬品 ラコールＮＦ配合経腸用液 経腸栄養剤 3259118S1024
両採用薬品 ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 経腸栄養剤 3259118T1020
院内薬品 ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ 脳保護剤 1190401G1026
試用薬 ラスビック錠７５ｍｇ キノロン系経口抗菌剤 6241019F1021

両採用薬品 ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＳＥＣ」 緑内障・高眼圧症治療剤 1319739Q1312
院内薬品 ラニチジン注射液５０ｍｇ「タイヨー」 Ｈ２受容体拮抗剤 2325402A1041
両採用薬品 ラニラピッド錠０．０５ｍｇ 強心配糖体製剤 2113005F2028
院内薬品 ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ 抗インフルエンザウイルス剤 6250405A2039
両採用薬品 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ケミファ」 プロトンポンプ阻害剤 2329028F1210
両採用薬品 ラボナ錠５０ｍｇ 催眠・鎮静剤 1125006F1030
院外薬品 ラミクタール錠１００ｍｇ 抗てんかん剤・双極性障害治療薬 1139009F4020
両採用薬品 ラミクタール錠２５ｍｇ 抗てんかん剤・双極性障害治療薬 1139009F3024
両採用薬品 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「日医工」 プロトンポンプ・インヒビター 2329023F1098
両採用薬品 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「日医工」 プロトンポンプ・インヒビター 2329023F2094
両採用薬品 ランタスＸＲ注ソロスター 持効型溶解インスリンアナログ製剤 2492416G3020
院外薬品 ランタス注ソロスター 持効型溶解インスリンアナログ製剤 2492416G2024
院外薬品 ランデル錠４０ 持続性Ｃａ拮抗剤 2149034F3023
院内薬品 ランマーク皮下注１２０ｍｇ ヒト型抗ＲＡＮＫＬモノクローナル抗体製剤 3999435A1020
院外薬品 リアルダ錠１２００ｍｇ 潰瘍性大腸炎治療剤 2399009F4024
両採用薬品 リーゼ錠５ｍｇ 心身安定剤 1179012F1118
院外薬品 リーゼ顆粒１０％ 心身安定剤 1179012D1036
院外薬品 リーバクト配合顆粒 分岐鎖アミノ酸製剤 3253003D2031
両採用薬品 リーマス錠１００ 躁病・躁状態治療剤 1179017F1056
院外薬品 リーマス錠２００ 躁病・躁状態治療剤 1179017F2052
両採用薬品 リオナ錠２５０ｍｇ 高リン血症治療剤 2190033F1022
両採用薬品 リオレサール錠５ｍｇ 抗痙縮剤 1249006F1054
両採用薬品 リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ 経口ＦＸａ阻害剤 3339002F4029
両採用薬品 リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ 経口ＦＸａ阻害剤 3339002F5025
両採用薬品 リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ 経口ＦＸａ阻害剤 3339002F6021
院内薬品 リクラスト点滴静注液５ｍｇ 骨粗鬆症治療剤 3999423A4027
院内薬品 リコモジュリン点滴静注用１２８００ 血液凝固阻止剤 3339401D1027
両採用薬品 リザベンカプセル１００ｍｇ アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤 4490002M1315
院外薬品 リザベン細粒１０％ アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤 4490002C1123
院外薬品 リザベン点眼液０．５％ アレルギー性結膜炎治療剤 1319736Q1076
両採用薬品 リスパダールＯＤ錠２ｍｇ 抗精神病剤 1179038F6025
両採用薬品 リスパダール細粒１％ 抗精神病剤 1179038C1027
院外薬品 リスパダール錠１ｍｇ 抗精神病剤 1179038F1023
両採用薬品 リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ 抗精神病剤 1179038S1021
院外薬品 リスミー錠１ｍｇ 睡眠誘導剤 1129006F1021
院外薬品 リスミー錠２ｍｇ 睡眠誘導剤 1129006F2028
両採用薬品 リズミック錠１０ｍｇ 本態性・起立性・透析時低血圧治療剤 2190022F1024
院内薬品 リスモダンＰ静注５０ｍｇ 不整脈治療剤 2129401A1070
両採用薬品 リスモダンＲ錠１５０ｍｇ 徐放性不整脈治療剤 2129005F1129
両採用薬品 リスモダンカプセル１００ｍｇ 不整脈治療剤 2129002M2139
院内薬品 リゾビスト注 ＭＲＩ用肝臓造影剤 7290413A1029
院内薬品 リツキサン点滴静注１００ｍｇ 抗ＣＤ２０モノクローナル抗体 4291407A1035
院内薬品 リツキサン点滴静注５００ｍｇ 抗ＣＤ２０モノクローナル抗体 4291407A2031
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院内薬品 リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＫＨＫ」 抗ＣＤ２０モノクローナル抗体 4291439A1027
院内薬品 リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ＫＨＫ」 抗ＣＤ２０モノクローナル抗体 4291439A2023
試用薬 リティンパ耳科用２５０μｇセット 鼓膜穿孔治療剤 1329713X1025

院内薬品 リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」 貼付用局所麻酔剤 1214701S1086
院内薬品 リドカイン塩酸塩注射液０．５％「ファイザー」 局所麻酔剤 1214400A6075
院内薬品 リドカイン塩酸塩注射液１％「ファイザー」 局所麻酔剤 1214400A7071
院内薬品 リドカイン塩酸塩注射液１％「ファイザー」 局所麻酔剤 1214400A8078
院内薬品 リドカイン塩酸塩注射液２％「ファイザー」 局所麻酔剤 1214400H1071
院内薬品 リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 リドカイン注射液 2129409G1036
院内薬品 リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「日医工」 切迫流・早産治療剤 2590402A1261
両採用薬品 リドメックスコーワクリーム０．３％ 外用副腎皮質ホルモン剤 2646720N1093
両採用薬品 リドメックスコーワローション０．３％ 外用副腎皮質ホルモン剤 2646720Q1065
両採用薬品 リドメックスコーワ軟膏０．３％ 外用副腎皮質ホルモン剤 2646720M1080
院外薬品 リノコートパウダースプレー鼻用２５μｇ 粘膜付着型鼻過敏症治療剤 1329702R7042
両採用薬品 リパクレオンカプセル１５０ｍｇ 膵消化酵素補充剤 2331007M1029
院内薬品 リピオドール４８０注１０ｍＬ リンパ系・子宮卵管造影剤／医薬品又は医療機器の調整用剤 7211404X1037
両採用薬品 リピディル錠８０ｍｇ 高脂血症治療剤 2183006F4020
両採用薬品 リファジンカプセル１５０ｍｇ リファンピシン製剤 6164001M1216
両採用薬品 リフキシマ錠２００ｍｇ 難吸収性リファマイシン系抗菌剤 6199001F1026
両採用薬品 リフレックス錠１５ｍｇ ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤 1179051F1029
院外薬品 リフレックス錠３０ｍｇ ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤 1179051F2025
院外薬品 リポクリン錠２００ リポ蛋白代謝改善剤 2183001F1060
院外薬品 リボスチン点眼液０．０２５％ Ｈ１ブロッカー点眼剤 1319746Q1029
両採用薬品 リボトリール細粒０．１％ 抗てんかん剤 1139003C1044
両採用薬品 リボトリール錠０．５ｍｇ 抗てんかん剤 1139003F1040
両採用薬品 リマチル錠１００ｍｇ 抗リウマチ剤 4420002F1117
両採用薬品 リマプロストアルファデクス錠５μｇ「Ｆ」 ＰＧＥ１誘導体製剤 3399003F1103
院外薬品 リムパーザ錠１００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291052F1027
院外薬品 リムパーザ錠１５０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291052F2023
院内薬品 リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ ＬＨ－ＲＨ誘導体徐放性製剤 2499407G4029
院内薬品 リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ ＬＨ－ＲＨ誘導体徐放性製剤 2499407G3030
院内薬品 リュープリン注射用キット３．７５ｍｇ ＬＨ－ＲＨ誘導体徐放性製剤 2499407G2050
院内薬品 リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．８８ｍｇ「あすか」 ＬＨ－ＲＨ誘導体徐放性製剤 2499407G1046
両採用薬品 リリカＯＤ錠２５ｍｇ 神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤 1190017F1029
両採用薬品 リリカＯＤ錠７５ｍｇ 神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤 1190017F2025
両採用薬品 リルゾール錠５０ｍｇ「タナベ」 筋萎縮性側索硬化症用剤 1190011F1048
院外薬品 リレンザ 抗インフルエンザウイルス剤 6250702G1028
院外薬品 リンゼス錠０．２５ｍｇ グアニル酸シクラーゼＣ受容体アゴニスト 2399017F1020
両採用薬品 リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％ 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤 2647709N1060
両採用薬品 リンデロン－ＶＧローション 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤 2647709Q1040
両採用薬品 リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤 2647709M1102
両採用薬品 リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％ 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤 2646701M2156
両採用薬品 リンデロン錠０．５ｍｇ 合成副腎皮質ホルモン剤 2454004F2090
院内薬品 リンデロン注２ｍｇ（０．４％） 合成副腎皮質ホルモン剤 2454404A1064
院内薬品 リンデロン注４ｍｇ（０．４％） 合成副腎皮質ホルモン剤 2454404A2060
院内薬品 リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ 補正用電解質液 3319407A1025
両採用薬品 リン酸コデイン散１％〈ハチ〉 鎮咳剤 2242001B2122
両採用薬品 ルーラン錠８ｍｇ 抗精神病剤 1179043F2039
院外薬品 ルコナック爪外用液５％ 爪白癬治療剤 6290703Q1023
院外薬品 ルジオミール錠１０ｍｇ 四環系抗うつ剤 1179008F1022
院外薬品 ルジオミール錠２５ｍｇ 四環系抗うつ剤 1179008F2029
院外薬品 ルセフィ錠２．５ｍｇ ２型糖尿病治療剤 3969020F1020
院内薬品 ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ 眼科用ＶＥＧＦ阻害剤 1319403G1020
院外薬品 ルナベル配合錠ＵＬＤ 月経困難症治療剤 2482009F2020
両採用薬品 ルネスタ錠１ｍｇ 不眠症治療剤 1129010F1028
院外薬品 ルネスタ錠２ｍｇ 不眠症治療剤 1129010F2024
院外薬品 ルパフィン錠１０ｍｇ アレルギー性疾患治療剤 4490034F1022
両採用薬品 ルボックス錠２５ 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 1179039F1036
院外薬品 ルボックス錠５０ 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 1179039F2032
院外薬品 ルミガン点眼液０．０３％ 緑内障・高眼圧症治療剤 1319757Q1027
両採用薬品 ルミセフ皮下注２１０ｍｇシリンジ ヒト型抗ヒトＩＬ－１７受容体Ａモノクローナル抗体製剤 3999441G1029



採用区分 薬品名称 標榜薬効 標準コード

両採用薬品 ルリコンクリーム１％ 抗真菌剤 2655712N1020
両採用薬品 ルリコン液１％ 抗真菌剤 2655712Q1027
両採用薬品 ルリコン軟膏１％ 抗真菌剤 2655712M1025
院外薬品 ルリッド錠１５０ 酸安定性・持続型マクロライド系抗生剤 6149002F1029
院外薬品 レキサルティ錠１ｍｇ 抗精神病剤 1179058F1020
院外薬品 レキサルティ錠２ｍｇ 抗精神病剤 1179058F2027
院外薬品 レキソタン細粒１％ 精神神経用剤 1124020C1045
両採用薬品 レキソタン錠２ 精神神経用剤 1124020F2030
院外薬品 レキソタン錠５ 精神神経用剤 1124020F4032
院内薬品 レギチーン注射液５ｍｇ 褐色細胞腫用αブロッカー 7290404A2026
院外薬品 レキップＣＲ錠２ｍｇ 徐放性ドパミンＤ２受容体系作動薬 1169013G1022
院内薬品 レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 腹膜透析液 3420436A5023
院内薬品 レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 腹膜透析液 3420436A3020
院内薬品 レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 腹膜透析液 3420436A2024
院内薬品 レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 腹膜透析液 3420436A4027
院内薬品 レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液 腹膜透析液 3420437A5028
院内薬品 レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液 腹膜透析液 3420437A4021
院内薬品 レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液 腹膜透析液 3420437A3025
両採用薬品 レクサプロ錠１０ｍｇ 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 1179054F1022
院外薬品 レクサプロ錠２０ｍｇ 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 1179054F2029
院内薬品 レクシヴァ錠７００ ＨＩＶプロテアーゼ阻害剤 6250027F1025
試用薬 レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回 潰瘍性大腸炎治療剤 2399716K1020

両採用薬品 レクチゾール錠２５ｍｇ 皮膚疾患治療剤 2699003F1024
院外薬品 レグナイト錠３００ｍｇ レストレスレッグス症候群治療剤 1190020F1020
両採用薬品 レグパラ錠２５ｍｇ カルシウム受容体作動薬 3999023F1022
院外薬品 レスキュラ点眼液０．１２％ イオンチャネル開口薬／緑内障・高眼圧症治療剤 1319732Q1035
両採用薬品 レスタミンコーワクリーム１％ アレルギー性疾患治療剤 2642702N1029
両採用薬品 レスタミンコーワ錠１０ｍｇ アレルギー性疾患治療剤 4411001F1040
両採用薬品 レナジェル錠２５０ｍｇ 高リン血症治療剤 2190025F1036
両採用薬品 レナデックス錠４ｍｇ 副腎皮質ホルモン剤 2454002F2023
両採用薬品 レパーサ皮下注１４０ｍｇペン ヒト抗ＰＣＳＫ９モノクローナル抗体製剤 2189401G2026
両採用薬品 レバミピド錠１００ｍｇ「ファイザー」 胃炎・胃潰瘍治療剤 2329021F1293
院内薬品 レブラミドカプセル５ｍｇ 抗造血器悪性腫瘍剤 4291024M1024
両採用薬品 レペタン坐剤０．２ｍｇ 鎮痛剤 1149703J1020
院内薬品 レペタン注０．２ｍｇ 鎮痛剤 1149403A1050
院外薬品 レベトールカプセル２００ｍｇ 抗ウイルス剤 6250022M1021
両採用薬品 レベミル注フレックスペン 持効型溶解インスリンアナログ製剤 2492417G1030
院内薬品 レボビスト注射用 超音波診断用造影剤 7290410D1030
両採用薬品 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 広範囲経口抗菌製剤 6241013F2055
両採用薬品 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 広範囲経口抗菌製剤 6241013F3051
院内薬品 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ヤクルト」 活性型葉酸製剤 3929407D2060
院内薬品 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ヤクルト」 活性型葉酸製剤 3929407D1136
両採用薬品 レボレード錠１２．５ｍｇ 経口造血刺激薬 3999028F1025
院内薬品 レミケード点滴静注用１００ 抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体製剤 2399402F1026
両採用薬品 レミッチＯＤ錠２．５μｇ そう痒症改善剤 1190015F1020
院外薬品 レミニールＯＤ錠１２ｍｇ アルツハイマー型認知症治療剤 1190019F6020
両採用薬品 レミニールＯＤ錠４ｍｇ アルツハイマー型認知症治療剤 1190019F4027
院外薬品 レミニールＯＤ錠８ｍｇ アルツハイマー型認知症治療剤 1190019F5023
院内薬品 レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」 全身麻酔用鎮痛剤 8219401D1030
院外薬品 レルパックス錠２０ｍｇ 片頭痛治療剤 2160005F1021
両採用薬品 レルベア１００エリプタ３０吸入用 喘息・ＣＯＰＤ治療配合剤 2290803G3020
両採用薬品 レルベア２００エリプタ３０吸入用 喘息治療配合剤 2290803G4027
試用薬 レルミナ錠４０ｍｇ ＧｎＲＨアンタゴニスト 2499013F1027
試用薬 レンビマカプセル１０ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291039M2027

両採用薬品 レンビマカプセル４ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291039M1020
両採用薬品 ロイケリン散１０％ 白血病治療剤 4221001B1052
両採用薬品 ロイコボリン錠５ｍｇ 抗葉酸代謝拮抗剤 3929004F1025
院内薬品 ロイコボリン注３ｍｇ 抗葉酸代謝拮抗剤 3929403A1034
院内薬品 ロイナーゼ注用５０００ 抗悪性腫瘍酵素製剤 4291400A1033
院外薬品 ローコール錠２０ｍｇ ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤 2189012F2026
試用薬 ローブレナ錠１００ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291055F2027
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試用薬 ローブレナ錠２５ｍｇ 抗悪性腫瘍剤 4291055F1020
両採用薬品 ローヘパ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ 血液凝固阻止剤 3334404G3031
両採用薬品 ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「サワイ」 鎮痛・抗炎症・解熱剤 1149019C1157
両採用薬品 ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ「ケミファ」 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 2649735S3225
両採用薬品 ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「クニヒロ」 鎮痛・抗炎症・解熱剤 1149019F1579
院内薬品 ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ「マルイシ」 非脱分極性麻酔用筋弛緩剤 1229405A2040
両採用薬品 ロコアテープ 経皮吸収型鎮痛消炎剤 2649896S1022
両採用薬品 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サワイ」 アンジオテンシンＩＩ受容体拮抗剤 2149039F2275
院外薬品 ロスーゼット配合錠ＨＤ 小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤配合剤 2189102F2020
院外薬品 ロスーゼット配合錠ＬＤ 小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤配合剤 2189102F1024
両採用薬品 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「サワイ」 ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤 2189017F3149
院外薬品 ロゼックスゲル０．７５％ がん性皮膚潰瘍臭改善剤 2699713Q1026
両採用薬品 ロゼレム錠８ｍｇ メラトニン受容体アゴニスト 1190016F1024
院内薬品 ロタリックス内用液 631300AS1020
院外薬品 ロドピン細粒１０％ 統合失調症治療剤 1179024C1033
両採用薬品 ロドピン錠２５ｍｇ 統合失調症治療剤 1179024F1030
両採用薬品 ロトリガ粒状カプセル２ｇ ＥＰＡ・ＤＨＡ製剤 2189019M1020
両採用薬品 ロナセン錠２ｍｇ 抗精神病剤 1179048F1027
院内薬品 ロピオン静注５０ｍｇ 非ステロイド性鎮痛剤 1149407A1040
両採用薬品 ロプレソール錠２０ｍｇ 心選択性βブロッカー 2149010F1033
両採用薬品 ロペミン小児用細粒０．０５％ 止瀉剤 2319001C1080
両採用薬品 ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「タイヨー」 止瀉剤 2319001M1329
院内薬品 ロミプレート皮下注２５０μｇ調製用 血小板造血刺激因子製剤 3999430D1024
両採用薬品 ロルカム錠４ｍｇ 非ステロイド性消炎・鎮痛剤 1149036F2021
院外薬品 ロレルコ錠２５０ｍｇ 高脂血症治療剤 2189008F1287
両採用薬品 ロンサーフ配合錠Ｔ１５ 抗悪性腫瘍剤 4299100F1026
両採用薬品 ロンサーフ配合錠Ｔ２０ 抗悪性腫瘍剤 4299100F2022
両採用薬品 ワーファリン錠１ｍｇ 抗凝固剤 3332001F1024
院内薬品 ワイスタール配合静注用１ｇ β－ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質 6139500F2179
両採用薬品 ワイパックス錠１．０ マイナートランキライザー 1124022F2071
両採用薬品 ワゴスチグミン散（０．５％） 副交感神経興奮剤 1233001B1025
両採用薬品 ワソラン錠４０ｍｇ 不整脈・虚血性心疾患治療剤 2171008F1070
院内薬品 ワソラン静注５ｍｇ Ｃａ拮抗性不整脈治療剤 2129402A1040
両採用薬品 ワルファリンＫ錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 抗凝固剤 3332001F3078
両採用薬品 ワンアルファ錠０．２５μｇ 活性型ビタミンＤ３製剤 3112001F1055
両採用薬品 ワントラム錠１００ｍｇ 持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤 1149038G1020
院内薬品 ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ 気管支拡張・鎮咳剤，昇圧剤 2221400A2060
両採用薬品 亜鉛華（１０％）単軟膏「ホエイ」 収斂・消炎・保護剤 2649710M2068
両採用薬品 一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用 生物学的製剤 6393401X2028
両採用薬品 塩化インジウム（１１１Ｉｎ）注＊（日本メジフィジックス） 造血骨髄診断薬 4300430A1027
院内薬品 塩化タリウム（２０１Ｔｌ）注ＮＭＰ 心臓疾患・腫瘍・副甲状腺疾患診断薬 4300432A1034
院内薬品 塩化タリウム－Ｔｌ２０１注射液 心臓疾患・腫瘍・副甲状腺疾患診断薬 4300432A1042
両採用薬品 塩化ナトリウム 調剤用薬（食塩） 7190701X1010
両採用薬品 塩酸トリヘキシフェニジル錠２ｍｇ「ＮＰ」 パーキンソン症候群治療剤 1169001F1156
両採用薬品 塩酸リルマザホン錠１「ＭＥＥＫ」 睡眠誘導剤 1129006F1030
両採用薬品 塩酸リルマザホン錠２「ＭＥＥＫ」 睡眠誘導剤 1129006F2036
院内薬品 加香ヒマシ油「ケンエー」 下剤 2356002X1056
院内薬品 乾燥ＢＣＧワクチン（経皮用・１人用） 631140BD3027
院内薬品 乾燥ＨＢグロブリン筋注用２００単位「ニチヤク」 血漿分画製剤 6343423X1050
院内薬品 乾燥まむし抗毒素″化血研″ 抗毒素類 6331412X1027
院内薬品 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 631340AD1040
院内薬品 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 631340ED1022
院内薬品 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 631340BD1053
院内薬品 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 631340DD1036
院内薬品 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」 636940CD2025
両採用薬品 含嗽用ハチアズレ顆粒 口腔・咽頭疾患含嗽剤 2260702F1055
両採用薬品 眼・耳科用リンデロンＡ軟膏 合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤 1319812M1026
両採用薬品 吸水クリーム「ファイザー」 軟膏基剤 7122703X1124
両採用薬品 強力ポステリザン（軟膏） 痔疾治療剤 2559808M1020
院内薬品 献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注２．５ｇ／２５ｍＬ 血漿分画製剤 6343428A7024
院内薬品 献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ 血漿分画製剤 6343428A8020
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院内薬品 献血グロベニン－Ｉ静注用２５００ｍｇ 血漿分画製剤 6343402X2071
院内薬品 献血ノンスロン１５００注射用 血液凝固阻止剤 6343424D3027
院内薬品 献血ベニロン－Ｉ静注用２５００ｍｇ 血漿分画製剤 6343400X3044
院内薬品 抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１０００倍「ＪＢ」 血漿分画製剤 6343407X2074
両採用薬品 重曹錠５００ｍｇ「マイラン」 制酸剤 2344005F1045
両採用薬品 小児用ムコソルバンシロップ０．３％ 気道潤滑去たん剤 2239001Q1166
両採用薬品 消毒用エタノール液ＩＰ 殺菌消毒剤 2615705Q1048
院内薬品 硝酸イソソルビド注５ｍｇ／１０ｍＬ「タカタ」 冠血管拡張剤 2171404A1042
両採用薬品 新レシカルボン坐剤 便秘治療剤 2359800J1035
両採用薬品 人工涙液マイティア点眼液 点眼液 1319808Q2036
院内薬品 水溶性プレドニン２０ｍｇ 合成副腎皮質ホルモン剤 2456405D2023
院内薬品 生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ 生理食塩液 3311402G7050
院内薬品 生食注シリンジ「オーツカ」２０ｍＬ 生理食塩液 3311402G8056
院内薬品 生理食塩液「ヒカリ」 生理食塩液 3311401A3065


