
採用医薬品       　　　　　　　　　　　　五十音順(2021年3月)

区分 薬品名

採用 アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ
院外専用 アーチスト錠１０ｍｇ
院外専用 アーテン散１％
採用 アーテン錠２ｍｇ
院外専用 アイピーディカプセル100
院外専用 ｱｲﾌｧｶﾞﾝ点眼液0.1％  5mL
院外専用 アキネトン錠１ｍｇ
院外専用 アクアチム軟膏1％　10g
院外専用 アコファイド錠100㎎
院外専用 アザニン錠50ｍｇ
採用 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ｢PP｣
採用 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ軟膏5％「テバ」　5g
院外専用 アズノールうがい液４％  5mL
採用 アズノール軟膏０．０３３％  20g
採用 アスパラカリウム錠３００ｍｇ
採用 ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ注10mEqｷｯﾄ「ﾃﾙﾓ」　10mL
院外専用 アスパラ-ＣＡ錠２００ｍｇ
院外専用 アゼプチン錠１ｍｇ
院外専用 アゾセミド錠30ｍｇ「JG」
院外専用 ｱﾀﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ25ｍｇ
採用 アタラックス-Ｐｶﾌﾟｾﾙ５０ｍｇ
院外専用 アタラックス-Ｐ散１０％
院外専用 アドエア100ディスカス６０吸入用
院外専用 アドエア２５０ディスカス６０吸入用
院外専用 アトモキセチン内用液０．４％「ニプロ」
採用 アトモキセチン錠５ｍｇ「ニプロ」
採用 アトモキセチン錠１０ｍｇ「ニプロ」
採用 アトモキセチン錠２５ｍｇ「ニプロ」
院外専用 アトモキセチン錠４０ｍｇ「ニプロ」
採用 アトルバスタチン錠５ｍｇ｢日医工｣
採用 アドレナリン注０．１％シリンジ｢ﾃﾙﾓ｣  1mL
採用 アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ｢ﾀﾅﾍﾞ｣  1mL
採用 アナフラニール錠１０ｍｇ
採用 アナフラニール錠２５ｍｇ
採用 アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ  2mL
院外専用 ｱﾌﾟﾙｳｪｲ錠20㎎
院外専用 ｱﾎﾞﾙﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ0.5ｍｇ
院外専用 アマージ錠２．５ｍｇ
院外専用 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ｢ｻﾜｲ｣
採用 アミティーザｶﾌﾟｾﾙ２４μｇ
採用 アミノバクト配合顆粒  4.74g/包
採用 アミノレバンＥＮ配合散(ｺｰﾋｰ味)  50g/包
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採用医薬品       　　　　　　　　　　　　五十音順(2021年3月)

区分 薬品名

採用 アムロジピン錠５ｍｇ「明治」
院外専用 アモキサンｶﾌﾟｾﾙ２５ｍｇ
採用 アモキシシリンカプセル２５０「日医工」
院外専用 アモバン錠７．５ｍｇ
院外専用 アモバン錠１０ｍｇ
院外専用 アリセプト錠３ｍｇ
院外専用 アリセプト錠５ｍｇ
院外専用 アリセプトＤ錠３ｍｇ
院外専用 アリセプトＤ錠５ｍｇ
院外専用 ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠10mg
院外専用 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.25μｇ「ｻﾜｲ」
採用 アルファカルシドールｶﾌﾟｾﾙ１μg｢ｻﾜｲ｣
院外専用 アルファロール内用液0.5μg/mL
採用 アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「トーワ」
院外専用 アレサガテープ４ｍｇ
院外専用 アレジオン点眼液０．０５％
院外専用 アレジオン錠１０
院外専用 アレジオン錠２０
採用 アレビアチン散１０％
採用 アレビアチン錠１００ｍｇ
院外専用 アレロックOD錠５
院外専用 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ｢ﾃﾊﾞ｣
採用 アロプリノール錠１００ｍｇ｢杏林｣
院外専用 ｱﾝﾃﾍﾞｰﾄﾛｰｼｮﾝ0.05%　10ｇ
院外専用 アンプラーグ錠１００ｍｇ
採用 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「日医工」
院外専用 ｲｰｹﾌﾟﾗ錠250㎎
採用 イーケプラ錠５００ｍｇ
院外専用 ｲｰｹﾌﾟﾗﾄﾞﾗｲﾛｯﾌﾟ50％
院外専用 イグザレルト錠１０ｍｇ
院外専用 イグザレルト錠１５ｍｇ
院外専用 イクセロンﾊﾟｯﾁ４．５ｍｇ
採用 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ300mg「日医工」
院外専用 イソバイドｼﾛｯﾌﾟ７０％分包 30mL/包
院外専用 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ錠20㎎「サワイ」
採用 イナビル吸入粉末剤20㎎
院外専用 ｲﾌｪｸｻｰSRｶﾌﾟｾﾙ37.5㎎
院外専用 ｲﾌｪｸｻｰSRｶﾌﾟｾﾙ75㎎
院外専用 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ｢日医工｣
院外専用 イミグラン錠５０ｍｇ
院外専用 イミドール糖衣錠（２５）
院外専用 イリボーOD錠5μg
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区分 薬品名

院外専用 イリボー錠２．５μｇ
院外専用 イルベサルタン１００ｍｇ「DSPB」
採用 インヴェガ錠３ｍｇ
採用 インヴェガ錠６ｍｇ
院外専用 インクレミンｼﾛｯﾌﾟ５％
院外専用 インタール吸入液1％　2ｍL
採用 ｲﾝﾁｭﾆﾌﾞ錠1㎎
採用 ｲﾝﾁｭﾆﾌﾞ錠3㎎
採用 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ外用液1%「日医工」　60mL
採用 ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝｹﾞﾙ1%「日医工」　50g
院外専用 インフリーSカプセル200㎎
採用 インフルエンザＨＡワクチン　１ｍＬ
採用 ウインタミン細粒（１０％）
採用 ウブレチド錠５ｍｇ
院外専用 ウルソ錠５０ｍｇ
採用 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＺＥ」
院外専用 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ｢ｻﾜｲ｣
院外専用 ウルティブロ吸入用カプセル
採用 ウレパールｸﾘｰﾑ１０％  20g
院外専用 ｴｲｿﾞﾌﾟﾄ懸濁性点眼液1%  5mL
採用 ＡＺ点眼液０．０２％  5mL
院外専用 ｴｸｱ錠50mg
採用 Ｓ・Ｍ配合散  1.3g/包
採用 エスクレ坐剤５００ｍｇ
採用 エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」
採用 ＳＰトローチ０．２５ｍｇ明治
採用 エチゾラム細粒１％｢JG｣
採用 エチゾラム錠０．５ｍｇ｢JG｣
採用 エチゾラム錠１ｍｇ｢JG｣
院外専用 ｴﾃﾞｨﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.75μg
採用 エナラプリルマレイン酸塩錠5ｍｇ「ｻﾜｲ」
院外専用 エネーボ配合経腸用液　２５０ｍＬ
採用 エバスチン錠１０ｍｇ｢日医工｣
院外専用 エパデールＳ９００ｍｇ
院外専用 エバミール錠１ｍｇ
院外専用 エビプロスタット配合錠ＤＢ
院外専用 エビリファイＯＤ錠３ｍｇ
採用 エビリファイＯＤ錠６ｍｇ
採用 エビリファイＯＤ錠１２ｍｇ
採用 エビリファイＯＤ錠２４ｍｇ
院外専用 エビリファイ散１％
採用 エビリファイ持続性水懸筋注用400mgｼﾘﾝｼﾞ
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採用医薬品       　　　　　　　　　　　　五十音順(2021年3月)

区分 薬品名

採用 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠１mg
採用 エビリファイ錠３ｍｇ
採用 エビリファイ錠６ｍｇ
採用 エビリファイ錠１２ｍｇ
院外専用 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ内用液0.1％  1mL/包
採用 エビリファイ内用液０．１％  3mL/包
院外専用 エビリファイ内用液０．１％  12mL/包
採用 エブランチルｶﾌﾟｾﾙ１５ｍｇ
採用 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」
院外専用 エボザックｶﾌﾟｾﾙ３０ｍｇ
院外専用 ｴﾐﾚｰｽ錠10mg
採用 ＭＳ温シップ｢ﾀｲﾎｳ｣  20g 5枚入
採用 ＭＳ冷シップ｢ﾀｲﾎｳ｣  40g 5枚入
院外専用 エリキュース錠２．５ｍｇ
院外専用 ｴﾙｶﾙﾁﾝFF錠250mg
院外専用 エレンタール配合内用剤  80g/袋
採用 大塚食塩注１０％  20mL
院外専用 エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用
採用 塩酸ドパミン注キット２００（200㎎/200mL）
院外専用 エンシュア・Ｈ　ｺｰﾋｰ味  250mL
院外専用 エンシュア・Ｈ　ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ味  250mL
院外専用 エンシュア・Ｈ　ﾊﾞﾅﾅ味  250mL
院外専用 エンシュア・Ｈ　ﾊﾞﾆﾗ味  250mL
採用 エンシュア・リキッド　ｺｰﾋｰ味  250mL
採用 エンシュア・リキッド　ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ味  250mL
採用 エンシュア・リキッド　ﾊﾞﾆﾗ味  250mL
院外専用 エンタカポン錠100㎎「JG」
採用 オイラックスＨｸﾘｰﾑ  5g
採用 オイラックスｸﾘｰﾑ１０％  10g
採用 オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ
院外専用 オスポロット錠５０ｍｇ
院外専用 オスポロット錠200ｍｇ
採用 オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」
院外専用 オフロキサシン眼軟膏０．３％「ﾆｯﾄｰ」　３．５ｇ
院外専用 オフロキサシン耳科用液０．３％「CEO」
採用 オメプラゾール注射用２０ｍｇ｢日医工」
採用 ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝOD錠2.5㎎｢DSEP｣
採用 ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝOD錠5ｍｇ｢DSEP｣
採用 ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝOD錠10ｍｇ｢DSEP｣
採用 ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ細粒1％｢明治｣
採用 オリブ油｢ヨシダ｣  5mL
採用 オルセノン軟膏０．２５％  30g
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採用医薬品       　　　　　　　　　　　　五十音順(2021年3月)

区分 薬品名

院外専用 オルメサルタンOD錠１０ｍｇ「DSEP」
院外専用 ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩OD錠5mg「テバ」
院外専用 ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩顆粒0.5%｢ﾄｰﾜ｣　0.5ｇ/包
院外専用 ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢EE｣
採用 ガスコン錠４０ｍｇ
院外専用 ガスターD錠１０ｍｇ
院外専用 カタプレス錠７５μｇ
院外専用 カナマイシンｶﾌﾟｾﾙ２５０ｍｇ｢明治｣
院外専用 ガバペン錠２００ｍｇ
採用 ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ｢ｻﾜｲ｣
院外専用 カベルゴリン錠1.0ｍｇ「サワイ」
採用 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ｢日医工｣
採用 カリーユニ点眼液０．００５％  5mL
院外専用 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 カルバマゼピン細粒５０％「アメル」
採用 カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメル」
採用 カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」
院外専用 カルベジロール錠1.25ｍｇ「ｻﾜｲ」
院外専用 カルベジロール錠１０ｍｇ｢ｻﾜｲ｣
採用 カルボシステイン錠２５０ｍｇ｢ｻﾜｲ｣
採用 カロナール坐剤２００ｍｇ
院外専用 カロナール錠２００ｍｇ
採用 カロナール錠３００ｍｇ
院外専用 カンデサルタン錠２ｍｇ「日医工」
院外専用 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠4mg「あすか」
採用 カンレノ酸カリウム静注用１００ｍｇ「ｻﾜｲ」
採用 静注用キシロカイン２％  5mL
採用 キシロカインｾﾞﾘｰ２％  30mL
採用 キシロカイン注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ１％  5mL
院外専用 キプレスチュアブル錠5ｍｇ
院外専用 キュバール100エアゾール
採用 強力ポステリザン（軟膏）  2g
採用 クアゼパム錠２０ｍｇ｢ｱﾒﾙ｣
採用 グーフィス錠５ｍｇ
採用 クエチアピン細粒５０％｢ｱﾒﾙ｣
採用 クエチアピン錠12.5ｍｇ｢明治｣
採用 クエチアピン錠25mg｢DSEP｣
採用 クエチアピン錠100mg｢DSEP｣
採用 クエチアピン錠200mg｢DSEP｣
採用 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「ｻﾜｲ」
採用 グラクティブ錠５０ｍｇ
採用 ｸﾗｼｴ葛根湯ｴｷｽ細粒 EK-1  2.5g/包
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区分 薬品名

採用 ｸﾗｼｴ加味逍遙散料ｴｷｽ細粒 EK-24  2g/包
院外専用 ｸﾗｼｴ桂枝加芍薬湯ｴｷｽ細粒 EK-60  2g/包
採用 ｸﾗｼｴ桂枝加芍薬湯ｴｷｽ錠 EKT-60
院外専用 ｸﾗｼｴ五苓散料ｴｷｽ錠 EKT-17
採用 ｸﾗｼｴ柴胡加竜骨牡蛎湯ｴｷｽ細粒 EK-12  2g/包
院外専用 ｸﾗｼｴ柴胡加竜骨牡蛎湯ｴｷｽ錠　EKT-12
採用 ｸﾗｼｴ四物湯ｴｷｽ錠 EKT-71
採用 ｸﾗｼｴ芍薬甘草湯ｴｷｽ細粒 EK-68  2g/包
院外専用 ｸﾗｼｴ小青竜湯ｴｷｽ細粒 EK-19  2g/包
院外専用 ｸﾗｼｴ桃核承気湯ｴｷｽ錠 EKT-61
採用 ｸﾗｼｴ当帰芍薬散料ｴｷｽ細粒 EK-23  2g/包
院外専用 ｸﾗｼｴ人参養栄湯ｴｷｽ細粒 EK-108  2.5g/包
採用 ｸﾗｼｴ半夏厚朴湯ｴｷｽ細粒 EK-16  2g/包
院外専用 ｸﾗｼｴ半夏厚朴湯ｴｷｽ錠 EKT-16
採用 ｸﾗｼｴ白虎加人参湯ｴｷｽ細粒 EK-34  2g/包
院外専用 ｸﾗｼｴ白虎加人参湯ｴｷｽ錠 EKT-34
採用 ｸﾗｼｴ補中益気湯ｴｷｽ細粒 EK-41  2.5g/包
院外専用 グラナテック点眼液0.4％ 5mL
採用 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ｢NP｣
院外専用 クラリチン錠１０ｍｇ
院外専用 グランダキシン錠５０ｍｇ
採用 クリアボーン注　555MBq/1.5mL
採用 クリアボーン注　740MBq/2mL
院外専用 クリアミン配合錠A1.0
採用 グリセリン浣腸液50％｢ﾑﾈ｣１２０ｍL
採用 グリチロン配合錠
採用 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ｢ｻﾜｲ｣
院外専用 グリミクロン錠４０ｍｇ
採用 グリメピリド錠１ｍｇ「トーワ」
院外専用 ｸﾞﾙｺﾝｻﾝK細粒　4ｍEｑ/ｇ
院外専用 グルファスト錠１０ｍｇ
院外専用 クレナフィン爪外用液１0％
採用 クロザリル錠２５ｍｇ
採用 クロザリル錠１００ｍｇ
院外専用 クロピドグレル錠75㎎「SANIK」
採用 ｸﾛﾓｸﾞﾘｸ酸Na点眼液2％｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣　5ｍL
採用 ゲーベンｸﾘｰﾑ１％  50g
院外専用 ｹﾄｺﾅｿﾞｰﾙﾛｰｼｮﾝ2%「JG」  10g
採用 ｹﾄﾁﾌｪﾝ点鼻液0.05％「ｻﾜｲ」　6.048㎎　8mL
採用 献血アルブミン25％静注12.5g／50mL｢ﾍﾞﾈｼｽ｣
採用 献血ヴェノグロブリンIH５％静注2.5g／50mL
採用 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「F」　１０ｇ
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採用医薬品       　　　　　　　　　　　　五十音順(2021年3月)

区分 薬品名

院外専用 コートリル錠10mg
院外専用 コソプト配合点眼液　5ｍＬ
院外専用 ｺﾀﾛｰ安中散ｴｷｽｶﾌﾟｾﾙ
院外専用 ｺﾀﾛｰ黄連解毒湯ｴｷｽｶﾌﾟｾﾙ
採用 ｺﾀﾛｰ三黄瀉心湯ｴｷｽｶﾌﾟｾﾙ
院外専用 ｺﾀﾛｰ大柴胡湯エキス細粒　N8　3ｇ/包
院外専用 ｺﾀﾛｰ大柴胡湯去大黄エキス細粒　N319　3ｇ/包
院外専用 コランチル配合顆粒  1g/包
院外専用 コルヒチン錠０．５ｍｇ｢ﾀｶﾀ｣
採用 コロネル錠５００ｍｇ
採用 コンサータ錠１８ｍｇ
採用 コンサータ錠２７ｍｇ
院外専用 ｺﾝｻｰﾀ錠36mg
採用 コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ
採用 コントミン糖衣錠２５ｍｇ
採用 コントミン糖衣錠５０ｍｇ
採用 コントミン糖衣錠１００ｍｇ
採用 ザーネ軟膏０．５％
院外専用 ｻﾞｲｻﾞﾙ錠5mg
採用 サイレース静注２ｍｇ  1mL
採用 サインバルタｶﾌﾟｾﾙ２０ｍｇ
院外専用 サインバルタｶﾌﾟｾﾙ３０ｍｇ
院外専用 ザジテンｶﾌﾟｾﾙ１ｍｇ
院外専用 １０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊
院外専用 サリベートｴｱｿﾞｰﾙ  50g
院外専用 ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩錠100mg「YD」
採用 酸化マグネシウム｢ﾔﾏｾﾞﾝ｣Ｍ
院外専用 酸化マグネシウム錠250ｍｇ「ﾖｼﾀﾞ」
院外専用 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ｢ﾏｲﾗﾝ｣
院外専用 酸化マグネシウム錠５００ｍｇ｢ﾏｲﾗﾝ｣
採用 酸化マグネシウム錠500ｍｇ「ﾖｼﾀﾞ」
採用 サンドールＰ点眼液  5mL
院外専用 ジアゼパム散１％｢ｱﾒﾙ｣
採用 ジアゼパム錠２ｍｇ｢ｱﾒﾙ｣
採用 ジアゼパム錠５ｍｇ｢ｱﾒﾙ｣
採用 シアナマイド内用液１％｢ﾀﾅﾍﾞ｣
採用 シアノコバラミン点眼液０．０２％「日点」  5mL
採用 シーパラ注
採用 ジギラノゲン注０．４ｍｇ  2mL
院外専用 ジクアス点眼液3％　5mL
院外専用 シクレスト舌下錠5ｍｇ
院外専用 シクレスト舌下錠１０ｍｇ
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採用医薬品       　　　　　　　　　　　　五十音順(2021年3月)

区分 薬品名

採用 ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「JG」
採用 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「ｻﾜｲ」
採用 ジクロフェナクナトリウムﾃｰﾌﾟ１５ｍｇ｢NP｣  7枚入
採用 シナール配合顆粒  1g/包
院外専用 ｼﾅｰﾙ配合錠
採用 ジノプロスト注射液1000μｇ「F」
採用 ジプレキサ筋注用１０ｍｇ
院外専用 ジプレキサザイディス錠５ｍｇ
院外専用 ジプレキサザイディス錠１０ｍｇ
院外専用 ジプレキサ錠５ｍｇ
院外専用 シムビコートﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ６０吸入
院外専用 硝酸イソソルビドﾃｰﾌﾟ４０ｍｇ｢EMEC｣
採用 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ徐放ｶﾌﾟｾﾙ20mg「St｣
採用 消毒用エタプロコール  500mL
院外専用 シルニジピン錠１０ｍｇ｢ｻﾜｲ｣
採用 シロスタゾール錠１００ｍｇ｢ﾏｲﾗﾝ｣
院外専用 シロドシンＯＤ錠4㎎「ＤＳＥＰ」
院外専用 シングレアチュアブル錠5ｍｇ
採用 人工涙液マイティア点眼液  5mL
採用 新レシカルボン坐剤
院外専用 スーグラ錠５０ｍｇ
採用 スカイロン点鼻液５０μｇ５６噴霧用  8mL
採用 スキサメトニウム注40「ﾏﾙｲｼ」  2mL
院外専用 ストロメクトール錠3㎎
採用 スピール膏Ｍ  25平方cm
院外専用 ｽﾋﾟﾘｰﾊﾞ2.5μｇ ﾚｽﾋﾟﾏｯﾄ60吸入
採用 スピロノラクトン錠２５ｍｇ｢日医工｣
採用 スルバシリン静注用１．５ｇ
院外専用 スルピリド細粒５０％「アメル」
採用 スルピリド錠５０ｍｇ｢ｱﾒﾙ｣
採用 【ｼﾘﾝｼﾞ】生食注ｼﾘﾝｼﾞ｢ﾃﾙﾓ｣ 10mL
採用 大塚生食注  20mL
採用 生食溶解液キットＨ  100mL
採用 生理食塩液ＰＬ ｢ﾌｿｰ｣  100mL
採用 テルモ生食  500mL
採用 大塚生食注  500mL細口開栓
院外専用 ゼチーア錠１０ｍｇ
院外専用 セディール錠５ｍｇ
採用 セパゾン散１％
採用 セパゾン錠１ｍｇ
採用 セパゾン錠２ｍｇ
採用 セファレキシンカプセル250ｍｇ「ﾄｰﾜ」
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採用医薬品       　　　　　　　　　　　　五十音順(2021年3月)

区分 薬品名

採用 セフトリアキソンNa静注用１ｇ「日医工」
採用 セフメタゾールＮａ静注用１ｇ｢NP｣
採用 ゼプリオン水懸筋注２５ｍｇｼﾘﾝｼﾞ
採用 ゼプリオン水懸筋注５０ｍｇｼﾘﾝｼﾞ
採用 ゼプリオン水懸筋注７５ｍｇｼﾘﾝｼﾞ
採用 ゼプリオン水懸筋注１００ｍｇｼﾘﾝｼﾞ
採用 ゼプリオン水懸筋注１５０ｍｇｼﾘﾝｼﾞ
採用 セボフルラン吸入麻酔液「ﾏｲﾗﾝ」 250mL
院外専用 セリンクロ錠１０ｍｇ
採用 ｾﾙﾄﾗﾘﾝOD錠25mg｢ﾄｰﾜ｣
採用 セレコキシブ錠100mg「ＪＧ」
院外専用 セレニカＲ顆粒４０％
院外専用 セレニカＲ錠２００ｍｇ
院外専用 セレネース錠１ｍｇ
院外専用 セレネース内服液０．２％
採用 センノシド錠１２ｍｇ｢ｻﾜｲ｣
採用 センブリ・重曹散｢ｹﾝｴｰ｣   1g/包
採用 ゾテピン細粒１０％「タカタ」
採用 ゾテピン錠２５ｍｇ「タカタ」
採用 ゾテピン錠５０mg「タカタ」
採用 ゾニサミド錠100mg「アメル」
採用 ゾピクロン錠１０ｍｇ「サワイ」
院外専用 ソマバート皮下注２０ｍｇ
採用 ソリタ－Ｔ配合顆粒２号　4g/包
採用 ソルデム１輸液  500mL
採用 ソルデム３Ａ輸液  200mL
採用 ソルデム３Ａ輸液  500mL
採用 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ｢NP｣
院外専用 ｿﾞﾙﾐﾄﾘﾌﾟﾀﾝOD錠2.5mg「日医工」
採用 ソル・メドロール静注用１２５mg
採用 ソルラクト輸液  500mL
採用 ダイアップ坐剤１０ｍｇ
院外専用 ダイアモックス錠２５０ｍｇ
採用 ダイオウ末ＡＭ（ナカジマ）
院外専用 ダイフェン配合錠
院外専用 タクロリムス錠1mg「あゆみ」
採用 タケキャブ錠10mg
院外専用 タケプロンＯＤ錠１５ｍｇ
採用 タゾピぺ配合静注用4.5「ﾆﾌﾟﾛ」
採用 ダットスキャン静注　167MBq/筒
院外専用 ﾀﾌﾟﾛｽ点眼液0.0015%　2.5mL
採用 タムスロシン塩酸塩OD錠０．２ｍｇ｢ｻﾜｲ｣
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採用医薬品       　　　　　　　　　　　　五十音順(2021年3月)

区分 薬品名

院外専用 タモキシフェン錠２０ｍｇ「日医工」
院外専用 タリオン錠１０ｍｇ
採用 炭酸リチウム錠１００ｍｇ「ヨシトミ」
採用 炭酸リチウム錠２００ｍｇ「ヨシトミ」
院外専用 単シロップ
採用 タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「ｻﾜｲ」
採用 ダントリウムｶﾌﾟｾﾙ２５ｍｇ
採用 ダントリウム静注用２０ｍｇ
院外専用 チアトンｶﾌﾟｾﾙ5㎎
院外専用 チアプリド錠２５ｍｇ「JG」
採用 ヂアミトール水　０．１％　500mL
院外専用 チガソンカプセル１０
院外専用 チザニジン錠1ｍｇ｢日医工｣
院外専用 チスタニン糖衣錠１００ｍｇ
院外専用 ﾁﾓﾌﾟﾄｰﾙ点眼液0.5%  5mL
院外専用 チャンピックス錠０．５ｍｇ
院外専用 チャンピックス錠１ｍｇ
採用 大塚蒸留水  20mL
採用 チラーヂンＳ錠５０μｇ
院外専用 ﾂﾑﾗ温清飲ｴｷｽ顆粒　57  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ越婢加朮湯エキス顆粒　28  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ黄連解毒湯ｴｷｽ顆粒 15  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ加味帰脾湯ｴｷｽ顆粒 137  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ加味逍遙散ｴｷｽ顆粒 24  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ甘麦大棗湯ｴｷｽ顆粒 72  2.5g/包
採用 ﾂﾑﾗ桂枝加芍薬湯ｴｷｽ顆粒 60  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ桂枝加竜骨牡蛎湯ｴｷｽ顆粒 26  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ桂枝茯苓丸ｴｷｽ顆粒 25  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ桂枝茯苓丸加よく苡仁ｴｷｽ顆粒　125  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ香蘇散ｴｷｽ顆粒 70  2.5g/包
採用 ﾂﾑﾗ牛車腎気丸ｴｷｽ顆粒 107  2.5g/包
採用 ﾂﾑﾗ五苓散ｴｷｽ顆粒 17  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ柴胡加竜骨牡蠣湯ｴｷｽ顆粒　12　 2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒　11  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ柴朴湯エキス顆粒　96  2.5g/包
採用 ﾂﾑﾗ酸棗仁湯ｴｷｽ顆粒 103  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ四逆散ｴｷｽ顆粒 35　 2.5g/包
採用 ﾂﾑﾗ四物湯ｴｷｽ顆粒 71  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ十全大補湯ｴｷｽ顆粒 48  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ十味敗毒湯ｴｷｽ顆粒　6  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ潤腸湯ｴｷｽ顆粒 51  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ小建中湯エキス顆粒　99  2.5g/包
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採用医薬品       　　　　　　　　　　　　五十音順(2021年3月)

区分 薬品名

院外専用 ﾂﾑﾗ小柴胡湯ｴｷｽ顆粒 9  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ小柴胡湯加桔梗石膏ｴｷｽ顆粒 109  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ辛夷清肺湯ｴｷｽ顆粒　104  2.5g/包
院外専用  ﾂﾑﾗ真武湯ｴｷｽ顆粒 30  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ清心蓮子飲エキス顆粒　111  2.5g/包
採用 ﾂﾑﾗ大黄甘草湯ｴｷｽ顆粒 84  2.5g/包
採用 ﾂﾑﾗ大建中湯ｴｷｽ顆粒 100  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ釣藤散ｴｷｽ顆粒 47  2.5g/包
採用 ﾂﾑﾗ桃核承気湯ｴｷｽ顆粒 61  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ当帰四逆加呉茱萸生姜湯ｴｷｽ顆粒 38  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ当帰芍薬散ｴｷｽ顆粒 23  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ女神散ｴｷｽ顆粒 67  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ人参養栄湯ｴｷｽ顆粒 108  3g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ麦門冬湯ｴｷｽ顆粒 29  3.0g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ半夏厚朴湯ｴｷｽ顆粒 16  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ半夏瀉心湯ｴｷｽ顆粒 14  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ半夏白朮天麻湯ｴｷｽ顆粒 37  2.5g/包
採用 ﾂﾑﾗ防已黄耆湯ｴｷｽ顆粒 20  2.5g/包
採用 ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒 62  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ補中益気湯ｴｷｽ顆粒 41  2.5g/包
採用 ﾂﾑﾗ麻子仁丸ｴｷｽ顆粒 126  2.5g/包
採用 ﾂﾑﾗ抑肝散ｴｷｽ顆粒 54  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒　83  2.5g/包
採用 ﾂﾑﾗ六君子湯ｴｷｽ顆粒 43  2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ竜胆瀉肝湯ｴｷｽ顆粒　76 　2.5g/包
院外専用 ﾂﾑﾗ苓桂朮甘湯ｴｷｽ顆粒 39  2.5g/包
採用 ツロブテロールﾃｰﾌﾟ２ｍｇ｢久光｣

院外専用 デエビゴ錠５ｍｇ

採用 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」
採用 デカドロン錠４ｍｇ
採用 デキサート注射液６．６ｍｇ 　２ｍＬ
採用 デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「NK」　５ｇ
採用 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15ｍｇ「NP」
院外専用 デザレックス錠5mg
院外専用 テシプール錠１ｍｇ
院外専用 テトラミド錠１０ｍｇ
院外専用 テトラミド錠３０ｍｇ
院外専用 デトルシトールｶﾌﾟｾﾙ４ｍｇ
院外専用 デパケンＲ錠１００ｍｇ
院外専用 デパケンＲ錠２００ｍｇ
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採用医薬品       　　　　　　　　　　　　五十音順(2021年3月)

区分 薬品名

採用 テプレノンｶﾌﾟｾﾙ５０ｍｇ｢日医工｣
院外専用 デプロメール錠５０ｍｇ
採用 テラプチク静注４５ｍｇ  3mL
院外専用 テルネリン錠１ｍｇ
採用 テルビナフィン錠１２５ｍｇ｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
採用 テルフィス点滴静注  500mL
採用 テルミサルタンOD錠20㎎「ｻﾜｲ」
院外専用 ドパコール配合錠Ｌ２５０
院外専用 トピナ錠５０ｍｇ
採用 トプシムｸﾘｰﾑ０．０５％  5g
院外専用 トフラニール錠１０ｍｇ
院外専用 トフラニール錠２５ｍｇ
採用 ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ  10g
院外専用 ドボベット軟膏　15g/本
院外専用 ドラール錠１５ｍｇ
院外専用 トラゼンタ錠５ｍｇ
採用 ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ塩酸塩錠25mg｢ｱﾒﾙ｣
採用 ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ塩酸塩錠50mg｢ｱﾒﾙ｣
院外専用 ﾄﾗﾆﾗｽﾄ点眼液0.5％「ｻﾜｲ」　5ｍL
採用 トラベルミン配合錠
院外専用 トラマールOD錠25㎎
院外専用 トラムセット配合錠
院外専用 トランコロン錠7.5㎎
院外専用 トランサミン錠２５０ｍｇ
採用 トリクロリールｼﾛｯﾌﾟ１０％
院外専用 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠2mg「日医工」
採用 トリプタノール錠１０ｍｇ
採用 トリプタノール錠２５ｍｇ
採用 トリフリード輸液  500mL
院外専用 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」
院外専用 トルソプト点眼液１％  5mL
院外専用 トレドミン錠１５ｍｇ
院外専用 トレドミン錠５０ｍｇ
院外専用 トロペロン細粒１％
採用 ドンペリドン錠１０ｍｇ｢EMEC｣
採用 ﾅｼﾞﾌﾛｷｻｼﾝｸﾘｰﾑ1％「ﾄｰﾜ」　10g
院外専用 ナゾネックス点鼻液５０μg１１２噴霧用
採用 ナトリックス錠１ｍｇ
院外専用 ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙOD錠25ｍｇ「あすか」
採用 ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ｢ｻﾜｲ｣  2mL
院外専用 ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」
院外専用 ニコランジル錠５ｍｇ「日医工」
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採用医薬品       　　　　　　　　　　　　五十音順(2021年3月)

区分 薬品名

採用 ニゾラールｸﾘｰﾑ２％  10g
院外専用 ニゾラールローション２％  10g
採用 ニトラゼパム錠５ｍｇ「ＪＧ」
採用 ニトラゼパム錠１０ｍｇ「ＪＧ」
院外専用 ニトログリセリンテープ２７ｍｇ「トーワ」
採用 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ
採用 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ｢ｻﾜｲ｣
採用 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ｢ｻﾜｲ｣
院外専用 乳酸カルシウム「ファイザー」原末
採用 乳酸ビペリデン注５ｍｇ「ﾖｼﾄﾐ」

採用 乳糖

院外専用 ﾆｭｰﾌﾟﾛﾊﾟｯﾁ13.5mg
院外専用 ニューレプチル細粒１０％
院外専用 ニューレプチル錠５ｍｇ
院外専用 ニューレプチル錠１０ｍｇ
院外専用 ニューレプチル錠２５ｍｇ
院外専用 ネオドパストン配合錠L100㎎
院外専用 ネオドパゾール配合錠
採用 ネオフィリン注ＰＬ２５０ｍｇ
採用 ネリゾナ軟膏０．１％  5g
採用 ネリゾナﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｸﾘｰﾑ０．１％  5g
院外専用 ノイロトロピン錠４単位
採用 ノイロビタン配合錠
採用 ノックビン原末
採用 ノボラピッド注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ  300単位 3mL
採用 【Ｒ】ノボリンＲ注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ  300単位 3mL
院外専用 ノリトレン錠１０ｍｇ
院外専用 ノリトレン錠２５ｍｇ
採用 ノルアドリナリン注1ｍｇ  1mL
採用 パーヒューザミン注　111MBq/1mL
採用 パーヒューザミン注　148MBq/1.33mL
採用 パーヒューザミン注　167MBq/1.5mL
採用 パーヒューザミン注　185MBq/1.67mL
採用 パーヒューザミン注　222MBq/2mL
院外専用 パーロデル２．５ｍｇ
採用 バイアスピリン錠１００ｍｇ
採用 ハイアラージン外用液２％  30mL
採用 ハイアラージン軟膏２％  10g
採用 ハイジール水　０．２％　500mL
採用 ﾊｲﾎﾟｴﾀﾉｰﾙ液2％　「ﾆｯｺｰ」　500mL
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採用医薬品       　　　　　　　　　　　　五十音順(2021年3月)

区分 薬品名

院外専用 パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ
院外専用 パキシル錠５ｍｇ
院外専用 パキシル錠２０ｍｇ
院外専用 バクトロバン鼻腔用軟膏２％  3g
院外専用 バラシクロビル錠５００ｍｇ
院外専用 バランス錠５ｍｇ
院外専用 バルサルタン錠４０ｍｇ「ｻﾝﾄﾞ」
院外専用 ハルシオン錠０．１２５ｍｇ
院外専用 バルネチール錠１００mg
院外専用 バルネチール錠２００mg
採用 バルプロ酸ナトリウムSR錠100㎎「ｱﾒﾙ」
採用 バルプロ酸ナトリウムSR錠200㎎「ｱﾒﾙ」
採用 バルプロ酸Na徐放顆粒４０％「フジナガ」
採用 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑｼﾛｯﾌﾟ5%「DSP｣ 120mL/瓶
採用 パロキセチン錠１０ｍｇ「明治」
採用 ハロペリドール細粒1％「ヨシトミ」
採用 ハロペリドール錠0.75ｍｇ「ヨシトミ」
採用 ハロペリドール錠1.5ｍｇ「ヨシトミ」
採用 ハロペリドール錠2ｍｇ「ヨシトミ」
採用 ハロペリドール錠3ｍｇ「ヨシトミ」
採用 ハロペリドール注５ｍｇ｢ﾖｼﾄﾐ｣  0.5% 1mL
採用 ハロマンス注５０ｍｇ  1mL
採用 ハロマンス注１００ｍｇ  1mL
採用 ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」
採用 パンテチン散２０％「テバ」
院外専用 パントシン錠１００ｍｇ
採用 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「ﾌｧｲｻﾞｰ」  5mL
院外専用 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液0.3％「ﾌｧｲｻﾞｰ」  5mL
採用 ＰＬ配合顆粒　1g/包
院外専用 ピーゼットシー散１％
院外専用 ピーゼットシー糖衣錠２ｍｇ
採用 ピーゼットシー糖衣錠４ｍｇ
採用 ビーフリード輸液  500mL
採用 ビームゲン  0.5mL
院外専用 ピオグリタゾンOD錠１５ｍｇ「杏林」
院外専用 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「DSEP」
院外専用 ビオスリー配合錠
採用 ビオフェルミン錠剤
院外専用 ビオフェルミン配合散 1ｇ/包
採用 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄNa錠2.5mg「ｻﾜｲ」
採用 ピコスルファートﾅﾄﾘｳﾑ内用液0.75%「CHOS｣ 10mL
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採用医薬品       　　　　　　　　　　　　五十音順(2021年3月)

区分 薬品名

採用 ヒシファーゲン配合静注シリンジ　20mL
院外専用 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ
採用 ビスダーム軟膏０．１％  5g
院外専用 ビソノテープ４ｍｇ
院外専用 ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠0.625㎎「日医工」
院外専用 ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠2.5㎎「日医工」
院外専用 ビタノイリンカプセル５０
院外専用 ピタバスタチンCa錠２ｍｇ「ファイザー」
採用 ビタミンＣ注｢ﾌｿｰ｣－１００ｍｇ  1mL
採用 ビタメジン静注用
院外専用 ビタメジン配合ｶﾌﾟｾﾙＢ２５
採用 ヒダントール錠２５ｍｇ
院外専用 ビプレッソ徐放錠５０ｍｇ
院外専用 ビプレッソ徐放錠１５０ｍｇ
採用 ビペリデン塩酸塩散１％「ﾖｼﾄﾐ」
採用 ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ「ﾖｼﾄﾐ」
採用 ヒベルナ散１０％
採用 ヒベルナ注２５ｍｇ  1mL
院外専用 ビラノア錠２０ｍｇ
院外専用 ピリドキサール錠１０ｍｇ「ツルハラ」
院外専用 ピルシカイニド塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ５０ｍｇ「ﾀﾅﾍﾞ」
院外専用 ヒルドイドｿﾌﾄ軟膏0.3％  25g
院外専用 ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞﾛｰｼｮﾝ0.3％  25g
採用 ヒルナミン細粒１０％
採用 ヒルナミン錠（５ｍｇ）
採用 ヒルナミン錠（２５ｍｇ）
採用 ヒルナミン錠（５０ｍｇ）
採用 ピレチア錠（２５ｍｇ）
採用 ファーストシン静注用１ｇ
採用 ファモチジン静注液２０ｍｇ「日医工」
採用 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ｢EMEC｣
院外専用 ファンギゾンシロップ１００ｍｇ/ｍL
院外専用 フィコンパ錠2㎎
採用 フィルグラスチムBS注７５μgシリンジ「モチダ」
採用 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ｢SANIK｣
院外専用 ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩DS5%｢ﾄｰﾜ｣ 50mg/g
採用 フェジン静注４０ｍｇ  2mL
院外専用 フェノバール錠３０ｍｇ
採用 フェノバール注射液１００ｍｇ  1mL
採用 フェノバルビタール散１０％｢ﾎｴｲ｣
院外専用 フェノフィブラート錠８０ｍｇ「武田テバ」
院外専用 フェブリク錠１０ｍｇ
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採用医薬品       　　　　　　　　　　　　五十音順(2021年3月)

区分 薬品名

院外専用 フェブリク錠２０ｍｇ
院外専用 フェロミア錠５０ｍｇ
採用 フォリアミン錠５ｍｇ
院外専用 フシジンレオ軟膏２％　10g
院外専用 フスコデ配合錠
採用 ブスコパン錠１０ｍｇ
採用 ブスコパン注２０ｍｇ  1mL
採用 日本薬局方　ブドウ糖　10g/包
採用 大塚糖液５％  500mL
採用 大塚糖液２０％  20mL
採用 大塚糖液５０％  20mL
採用 ブラダロン錠２００ｍｇ
院外専用 フラビタン錠１０ｍｇ
採用 プランルカストｶﾌﾟｾﾙ１１２．５ｍｇ｢日医工｣
院外専用 プリミドン錠２５０ｍｇ｢日医工｣
採用 プリンペラン注射液１０ｍｇ  2mL
採用 フルオロメトロン点眼液０．１％「日点」　５ｍL
採用 フルスルチアミン錠25㎎「トーワ」
採用 フルタイド１００ディスカス 100μｇ 60ﾌﾞﾘｽﾀｰ
院外専用 フルティフォーム125エアゾール120吸入用
採用 フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」
採用 フルニトラゼパム錠２ｍｇ「アメル」
採用 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「日医工」
採用 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「アメル」
採用 フルマゼニル静注液０．５ｍｇ｢ｻﾜｲ｣  5mL
院外専用 フルメジン散０．２％
院外専用 フルメジン糖衣錠（０．５ｍｇ）
院外専用 フルメジン糖衣錠（１ｍｇ）
院外専用 プレタールＯＤ錠１００ｍｇ
院外専用 ブレディニン錠５０ｍｇ
院外専用 プレドニゾロン散「タケダ」1％
採用 プレドニゾロン錠｢ﾀｹﾀﾞ｣５ｍｇ
院外専用 フロジン外用液５％  30mL
採用 フロセミド錠２０ｍｇ｢NP｣
院外専用 フロセミド錠４０ｍｇ｢NP｣
採用 フロセミド注２０ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣  2mL
採用 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「ｻﾜｲ」
院外専用 プロテカジンＯＤ錠１０ｍｇ
院外専用 プロトピック軟膏０．１％  5g
院外専用 ﾌﾟﾛﾄﾋﾟｯｸ軟膏0.03%小児用  5g/本
院外専用 ブロナック点眼液０．１％　５ｍL
院外専用 ブロナンセリン錠２ｍｇ「日医工」
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採用医薬品       　　　　　　　　　　　　五十音順(2021年3月)

区分 薬品名

採用 ブロナンセリン錠４ｍｇ「日医工」
採用 ブロナンセリン錠８ｍｇ「日医工」
採用 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＪＧ」
採用 プロプラノロール塩酸塩錠１０mg｢日医工｣
採用 プロペト(白色ﾜｾﾘﾝ)
採用 プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」
院外専用 プロマックＤ錠７５
院外専用 プロラノン点眼液０.１％
院外専用 フロリードゲル経口用2%(5g/本)
院外専用 ﾌﾛﾘﾈﾌ錠0.1㎎
院外専用 ベイスンＯＤ錠０．３ｍｇ
院外専用 ベガモックス点眼液０．５％　５ｍL
院外専用 ベサコリン散５％
採用 ベザフィブラートＳＲ錠１００ｍｇ｢ｻﾜｲ｣
院外専用 ベシケア錠５ｍｇ
院外専用 ベタニス錠２５ｍｇ
採用 ベナパスタ軟膏４％
採用 ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑ皮下注5千単位/0.2mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾓﾁﾀﾞ」
採用 ヘパリンＮａ注５千単位／5ｍＬ ｢ﾓﾁﾀﾞ｣
採用 ヘパリン類似物質油性ｸﾘｰﾑ０．３％「日医工」　25ｇ
院外専用 ヘパリン類似物質ローション０．３％「ﾆﾌﾟﾛ」　50g/本
院外専用 ベピオゲル２．５％　１５ｇ/本
採用 ヘブスブリンＩＨ静注1000単位  5mL
院外専用 ヘモクロンカプセル２００ｍｇ
院外専用 ヘモナーゼ配合錠
採用 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ﾀｲﾖｰ」
採用 ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩静注5ｍｇ｢ﾀｲﾖｰ｣  2mL
院外専用 ベラプロストNa錠20μg「ｻﾜｲ」
院外専用 ペリアクチン錠４ｍｇ
院外専用 ベリチーム配合顆粒　1g/包
院外専用 ﾍﾞﾙｿﾑﾗ錠10mg
採用 ベルソムラ錠15ｍｇ
採用 ベルソムラ錠２０ｍｇ
採用 ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ「アメル」
採用 ペロスピロン塩酸塩錠８ｍｇ「アメル」
採用 ベンザリン細粒１％
院外専用 ベンザリン錠２
院外専用 ベンザリン錠５ｍｇ
院外専用 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「日医工」
採用 ベンゾダイン注　167MBq/1.5mL
採用 ベンゾダイン注　222MBq/2mL
採用 ボグリボース錠０．２ｍｇ｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
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採用医薬品       　　　　　　　　　　　　五十音順(2021年3月)

区分 薬品名

採用 ホストイン静注750㎎　10ｍL
院外専用 ﾎｽﾘﾎﾞﾝ配合顆粒　　0.48ｇ/包
採用 ポビドンヨードガーグル７％「日医工」  30mL
採用 ボラザＧ坐剤
院外専用 ボラザＧ軟膏　2.4ｇ
院外専用 ポラプレジンクOD錠７５ｍｇ「サワイ」
院外専用 ポララミン錠２ｍｇ
採用 ホリゾン注射液１０ｍｇ  2mL
院外専用 ボルタレンサポ１２．５ｍｇ
院外専用 ボンアルファハイローション２０μg/g
院外専用 ポンタールｶﾌﾟｾﾙ２５０ｍｇ
院外専用 マーロックス懸濁用配合顆粒  1.2g/包
採用 マイコスポールｸﾘｰﾑ１％  10g
院外専用 マイザーｸﾘｰﾑ０．０５％  5g
院外専用 ﾏｲｻﾞ―軟膏0.05%　10ｇ
院外専用 マイスタン細粒１％
採用 マイスタン錠５ｍｇ
院外専用 マイスリー錠１０ｍｇ
院外専用 マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ
院外専用 マドパー配合錠
院外専用 マプロチリン塩酸塩錠２５mg「アメル」
採用 ミオMIBG-I123注射液　111MBq/1.5mL
採用 ミオコールｽﾌﾟﾚｰ０．３ｍｇ  7.2g
院外専用 ミオピン点眼液  5mL
院外専用 ミグリトールOD錠５０ｍｇ「サワイ」
採用 ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ塩酸塩錠2mg「ｻﾜｲ」
院外専用 ミニプレス錠0.5mg
院外専用 ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ
院外専用 ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ
採用 ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「ｻﾜｲ」
採用 ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩点滴静注用１００mg｢日医工｣
採用 ミヤBM錠
採用 ミルタザピン錠１５ｍｇ「ケミファ」
院外専用 ミルタックスﾊﾟｯﾌﾟ３０ｍｇ  ７枚入
採用 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」
院外専用 ムコスタ点眼液UD2%　0.35mL
採用 メイスパン配合軟膏　100g
採用 メイロン静注７％  250mL
採用 メキシレチン塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ１００ｍｇ｢日医工｣
院外専用 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「サワイ」
採用 メタボリン注射液５０ｍｇ  1mL
採用 メチコバール錠５００μｇ
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採用医薬品       　　　　　　　　　　　　五十音順(2021年3月)

区分 薬品名

院外専用 メチルジゴキシン錠0.1㎎「タイヨー」
採用 滅菌精製水｢ｹﾝｴｰ｣
採用 メトクロプラミド錠５ｍｇ「ﾂﾙﾊﾗ」
採用 ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ酒石酸塩錠20㎎｢ﾃﾊﾞ｣
採用 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇMT「三和」
院外専用 メトリジンD錠２ｍｇ
採用 メプチンエアー１０μｇ吸入１００回  5mL
採用 メプチン吸入液ﾕﾆｯﾄ０．５ｍＬ
院外専用 ﾒﾏﾘｰOD錠5mg
院外専用 ﾒﾏﾘｰOD錠10mg
院外専用 ﾒﾏﾘｰOD錠20mg
院外専用 メマリー錠５ｍｇ
院外専用 メマリー錠２０ｍｇ

院外専用 【小児用】メラトベル顆粒小児用0.2%

採用 メリスロン錠６ｍｇ
院外専用 メルカゾール錠５ｍｇ
院外専用 モーラスﾃｰﾌﾟＬ４０ｍｇ  7枚入
採用 モサプリドクエン酸塩錠５mg「日医工」
院外専用 ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ錠10mg「KM」
採用 薬用炭「日医工」
院外専用 ユーロジン１ｍｇ錠
院外専用 ユビデカレノン錠１０ｍｇ「サワイ」
採用 ユベラＮｶﾌﾟｾﾙ１００ｍｇ
院外専用 幼児用ＰＬ配合顆粒
院外専用 ヨーデルS糖衣錠-80
院外専用 ライゾデグ配合注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ
採用 ﾗｸﾂﾛｰｽ・ｼﾛｯﾌﾟ60％分包15mL「ｺｰﾜ」
採用 ラクトリンゲルＭ注｢ﾌｿｰ｣  500mL
採用 ラタノプロスト点眼液０．００５％｢三和｣  2.5mL

院外専用 ラツーダ錠２０ｍｇ

院外専用 ラックビー微粒Ｎ　1g/包
院外専用 ラニチジン錠１５０ｍｇ｢ﾏｲﾗﾝ｣
採用 ラニチジン注射液５０ｍｇ｢ﾀｲﾖｰ｣  2mL
院外専用 ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ｢明治｣
院外専用 ラボナ錠５０ｍｇ
採用 ラモトリギン錠２５ｍｇ「アメル」
採用 ラモトリギン錠１００ｍｇ「アメル」
採用 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ｢ｻﾜｲ｣
採用 ランタス注ソロスター  300単位 3mL
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採用医薬品       　　　　　　　　　　　　五十音順(2021年3月)

区分 薬品名

院外専用 ランドセン細粒０．５％
採用 ランドセン錠０．５ｍｇ
採用 ランドセン錠２ｍｇ
採用 リーゼ錠５ｍｇ
院外専用 ﾘｷｽﾐｱ皮下注300μg
採用 リクシアナOD錠６０ｍｇ
院外専用 リクシアナ錠６０ｍｇ
院外専用 リザベンｶﾌﾟｾﾙ１００ｍｇ
院外専用 リスパダールＯＤ錠０．５ｍｇ
採用 リスパダール　コンスタ筋注用２５ｍｇ
採用 リスパダール　コンスタ筋注用３７．５ｍｇ
採用 リスパダール　コンスタ筋注用５０ｍｇ
採用 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ｢ｱﾒﾙ｣
採用 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ｢ｱﾒﾙ｣
採用 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ｢ｱﾒﾙ｣
採用 リスペリドン細粒１％｢ｱﾒﾙ｣
院外専用 リスペリドン錠０．５ｍｇ｢ｱﾒﾙ｣
院外専用 リスペリドン錠０．５ｍｇ｢ＮＰ｣
院外専用 リスペリドン錠１ｍｇ｢ｱﾒﾙ｣
院外専用 リスペリドン錠２ｍｇ｢ｱﾒﾙ｣
採用 リスペリドン内用液分包0.5mg｢ｱﾒﾙ｣　0.5mL/包
採用 リスペリドン内用液分包1mg｢ｱﾒﾙ｣　1mL/包
採用 リスペリドン内用液分包2mg｢ｱﾒﾙ｣　2mL/包
採用 リスペリドン内用液分包3mg｢ｱﾒﾙ｣　3mL/包
院外専用 リスミー錠１ｍｇ
院外専用 リスミー錠２ｍｇ
院外専用 リズミック錠１０ｍｇ
院外専用 ﾘﾄﾞﾒｯｸｽｺｰﾜ軟膏0.3%　　10ｇ
院外専用 リパクレオンカプセル１５０ｍｇ
院外専用 ﾘﾊﾞｽﾀｯﾁﾊﾟｯﾁ4.5mg
院外専用 ﾘﾊﾞｽﾀｯﾁﾊﾟｯﾁ9mg
院外専用 ﾘﾊﾞｽﾀｯﾁﾊﾟｯﾁ13.5mg
院外専用 ﾘﾊﾞｽﾀｯﾁﾊﾟｯﾁ18mg
院外専用 リバロ錠２ｍｇ
院外専用 リピトール錠１０ｍｇ
院外専用 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ１５０ｍｇ「ｻﾝﾄﾞ」
院外専用 リボトリール錠1mg
採用 リマプロストアルファデクス錠５μｇ「日医工」
院外専用 リリカOD錠25㎎
採用 リリカｶﾌﾟｾﾙ７５ｍｇ
採用 リン酸Ｎａ補正液0.5mmoL/mL 20mL
採用 眼・耳科用リンデロンＡ軟膏  5g
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採用医薬品       　　　　　　　　　　　　五十音順(2021年3月)

区分 薬品名

院外専用 リンデロン点眼･点耳･点鼻液０．１％　５ｍL
採用 リンデロン－Ｖｸﾘｰﾑ０．１２％  5g
採用 リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％  5g
採用 リンデロン－ＶＧﾛｰｼｮﾝ  10mL
採用 リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％  5g
院外専用 ﾘﾝﾃﾞﾛﾝＶﾛｰｼｮﾝ　10mL
院外専用 ルジオミール錠１０ｍｇ
院外専用 ルジオミール錠２５ｍｇ
院外専用 ルナベル配合錠ＬＤ
院外専用 ルナベル配合錠ＵＬＤ
院外専用 ルネスタ錠１ｍｇ
院外専用 ルネスタ錠２ｍｇ
院外専用 ルネスタ錠3ｍｇ
院外専用 ルボックス錠２５ｍｇ
院外専用 ルボックス錠５０ｍｇ
院外専用 ルボックス錠７５ｍｇ
院外専用 ルミガン点眼液０.０３％
採用 ルリコン液１％  10mL
採用 ルリコンｸﾘｰﾑ１％  10g
院外専用 ﾙﾘｯﾄﾞ錠150
採用 レキサルティ錠1ｍｇ
採用 レキサルティ錠２ｍｇ
院外専用 レキソタン細粒１％
院外専用 レキソタン錠１ｍｇ
採用 レキソタン錠２ｍｇ
採用 レキソタン錠５ｍｇ
採用 レクサプロ錠１０ｍｇ
採用 レグテクト錠３３３ｍｇ
院外専用 レグナイト錠３００ｍｇ
院外専用 レスタス錠２ｍｇ
院外専用 レスタミンコーワ錠１０ｍｇ
院外専用 レスミット錠５ｍｇ
採用 レバミピド錠１００ｍｇ｢EMEC｣
採用 レボトミン筋注２５ｍｇ  1mL
採用 レボフロキサシン錠250ｍｇ「DSEP」
採用 レボフロキサシン点眼液0.5％「杏林」 5mL
採用 レボフロキサシン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ500㎎「KCC」　100mL

採用 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ500㎎/100mL｢DSEP｣
院外専用 レボレード錠12.5㎎
院外専用 レミニールＯＤ錠４ｍｇ
院外専用 レミニールＯＤ錠８ｍｇ
院外専用 ﾚﾐﾆｰﾙOD錠12mg
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区分 薬品名

院外専用 ﾚﾙﾍﾞｱ100エリプタ30吸入用
院外専用 レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ
採用 ロイコン錠１０ｍｇ
院外専用 ロキソニンﾃｰﾌﾟ１００ｍｇ  7枚入
採用 ロキソプロフェン錠６０ｍｇ｢EMEC｣
院外専用 ロキソプロフェンﾅﾄﾘｳﾑ内服液６０ｍｇ｢日医工｣  10mL

採用 ロコイド軟膏０．１％  5g
採用 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サワイ」
院外専用 ロサルヒド配合錠LD「三和」
採用 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ｻﾜｲ」
採用 ロゼレム錠８ｍｇ
院外専用 ロナセン散２％
採用 ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ錠1mg｢ﾄｰﾜ｣
採用 ロペラミド錠１ｍｇ｢EMEC｣
採用 ロラゼパム錠０．５ｍｇ｢ｻﾜｲ｣
採用 ロラゼパム錠１ｍｇ｢ｻﾜｲ｣
院外専用 ロラメット錠１ｍｇ
院外専用 ワーファリン錠０．５ｍｇ
採用 ワーファリン錠１ｍｇ
院外専用 ワゴスチグミン散（０．５％）
採用 ワゴスチグミン注０．５ｍｇ  1mL
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