
採用医薬品                      五十音順(R3年9月)

区分 薬効分類 薬品名

採用 高カリウム血症改善剤 アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ
院外専用 血圧降下剤 アーチスト錠１０ｍｇ
院外専用 抗パーキンソン剤 アーテン散１％
採用 抗パーキンソン剤 アーテン錠２ｍｇ
院外専用 抗アレルギー薬 アイピーディカプセル１００
院外専用 眼科用剤 アイファガン点眼液０．１％　　５ｍＬ
採用 皮膚科医用治療剤 亜鉛華軟膏
院外専用 抗パーキンソン剤 アキネトン錠１ｍｇ
院外専用 外用抗菌剤 アクアチム軟膏１％　１０ｇ
院外専用 機能性ディスペプシア（FD）治療剤 アコファイド錠１００ｍｇ
院外専用 免疫抑制剤 アザニン錠５０ｍｇ
採用 抗ウイルス剤 アシクロビル軟膏５％「テバ」　５ｇ
院外専用 含嗽剤 アズノールうがい液４％　　５ｍＬ
採用 皮膚科用剤 アズノール軟膏０．０３３％　　２０ｇ
採用 カリウム製剤 アスパラカリウム錠３００ｍｇ
院外専用 カルシウム剤 アスパラ－ＣＡ錠２００ｍｇ
院外専用 抗ヒスタミン剤 アゼプチン錠１ｍｇ
院外専用 利尿剤 アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」
院外専用 抗アレルギー薬 アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ
採用 抗アレルギー薬 アタラックス－Ｐカプセル５０ｍｇ
院外専用 抗アレルギー薬 アタラックス－Ｐ散１０％
院外専用 吸入ステロイド+β2刺激薬 アドエア１００ディスカス６０吸入用
院外専用 吸入ステロイド+β2刺激薬 アドエア２５０ディスカス６０吸入用
院外専用 ＡＤＨＤ治療薬 アトモキセチン内用液０．４％「ニプロ」
採用 ＡＤＨＤ治療薬 アトモキセチン錠５ｍｇ「ニプロ」
採用 ＡＤＨＤ治療薬 アトモキセチン錠１０ｍｇ「ニプロ」
採用 ＡＤＨＤ治療薬 アトモキセチン錠２５ｍｇ「ニプロ」
院外専用 ＡＤＨＤ治療薬 アトモキセチン錠４０ｍｇ「ニプロ」
採用 脂質異常症治療薬 アトルバスタチン錠５ｍｇ「日医工」
採用 抗うつ薬 アナフラニール錠１０ｍｇ
採用 抗うつ薬 アナフラニール錠２５ｍｇ
院外専用 糖尿病用剤 アプルウェイ錠２０ｍｇ
院外専用 前立腺肥大治療薬 アボルブカプセル０．５ｍｇ
院外専用 片頭痛治療薬 アマージ錠２．５ｍｇ
院外専用 抗パーキンソン剤 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」
採用 下剤 アミティーザカプセル２４μｇ
採用 アミノ酸製剤 アミノレバンＥＮ配合散（コーヒー味）　　５０ｇ／包
採用 血圧降下剤 アムロジピン錠５ｍｇ「明治」
院外専用 抗うつ薬 アモキサンカプセル２５ｍｇ
採用 抗菌薬 アモキシシリンカプセル２５０「日医工」
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 アモバン錠７．５ｍｇ
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 アモバン錠１０ｍｇ
院外専用 抗認知症薬 アリセプト錠３ｍｇ
院外専用 抗認知症薬 アリセプト錠５ｍｇ
院外専用 抗認知症薬 アリセプトＤ錠３ｍｇ
院外専用 抗認知症薬 アリセプトＤ錠５ｍｇ
院外専用 抗認知症薬 アリセプトＤ錠１０ｍｇ
院外専用 ビタミン製剤 アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「サワイ」
採用 ビタミン製剤 アルファカルシドールカプセル１μｇ「サワイ」
院外専用 ビタミン製剤 アルファロール内用液０．５μｇ／ｍＬ
採用 睡眠薬・抗不安薬 アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「トーワ」
院外専用 抗ヒスタミン剤 アレサガテープ４ｍｇ
院外専用 眼科用剤 アレジオン点眼液０．０５％
院外専用 抗ヒスタミン剤 アレジオン錠１０
院外専用 抗ヒスタミン剤 アレジオン錠２０
採用 抗てんかん剤 アレビアチン散１０％
採用 抗てんかん剤 アレビアチン錠１００ｍｇ
院外専用 抗ヒスタミン剤 アレロックＯＤ錠５
院外専用 不整脈用剤・降圧剤（β-遮断薬） アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」
採用 痛風治療剤 アロプリノール錠１００ｍｇ「杏林」
院外専用 副腎皮質ステロイド アンテベートローション０．０５％　１０ｇ
院外専用 抗血小板剤 アンプラーグ錠１００ｍｇ
採用 去たん剤 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「日医工」
院外専用 抗てんかん剤 イーケプラ錠２５０ｍｇ
採用 抗てんかん剤 イーケプラ錠５００ｍｇ
院外専用 抗てんかん剤 イーケプラドライロップ５０％
院外専用 血液凝固阻止剤 イグザレルト錠１０ｍｇ
院外専用 血液凝固阻止剤 イグザレルト錠１５ｍｇ
院外専用 抗認知症薬 イクセロンパッチ４．５ｍｇ
採用 脂質異常症治療薬 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 利尿剤 イソバイドシロップ７０％分包　３０ｍＬ／包
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採用医薬品                      五十音順(R3年9月)

区分 薬効分類 薬品名

院外専用 狭心症治療薬 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」
採用 抗ウイルス剤 イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ
院外専用 抗うつ薬 イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ
院外専用 抗うつ薬 イフェクサーＳＲカプセル７５ｍｇ
院外専用 鎮暈剤 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「日医工」
院外専用 片頭痛治療薬 イミグラン錠５０ｍｇ
院外専用 抗うつ薬 イミドール糖衣錠（２５）
院外専用 過敏性腸症候群治療剤 イリボーＯＤ錠５μｇ
院外専用 過敏性腸症候群治療剤 イリボー錠２．５μｇ
院外専用 血圧降下剤 イルベサルタン１００ｍｇ「ＤＳＰＢ」
採用 抗精神病薬 インヴェガ錠３ｍｇ
採用 抗精神病薬 インヴェガ錠６ｍｇ
院外専用 鉄剤 インクレミンシロップ５％
院外専用 気管支喘息治療剤 インタール吸入液１％　２ｍＬ
採用 ＡＤＨＤ治療薬 インチュニブ錠１ｍｇ
採用 ＡＤＨＤ治療薬 インチュニブ錠３ｍｇ
採用 不整脈用剤・降圧剤（β-遮断薬） インデラル錠１０㎎
採用 鎮痛薬 インドメタシン外用液１％「日医工」　６０ｍＬ
採用 鎮痛薬 インドメタシンゲル１％「日医工」　５０ｇ
院外専用 鎮痛薬 インフリーＳカプセル２００ｍｇ
採用 抗精神病薬 ウインタミン細粒（１０％）
採用 自律神経作用薬その他 ウブレチド錠５ｍｇ
院外専用 肝・胆・消化機能改善剤 ウルソ錠５０ｍｇ
採用 肝・胆・消化機能改善剤 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＺＥ」
院外専用 肝・胆・消化機能改善剤 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「サワイ」
院外専用 抗コリン薬+β2刺激薬（吸入） ウルティブロ吸入用カプセル
採用 皮膚科用剤 ウレパールクリーム１０％　　２０ｇ
院外専用 眼科用剤 エイゾプト懸濁性点眼液１％　　５ｍＬ
採用 眼科用剤 ＡＺ点眼液０．０２％　　５ｍＬ
院外専用 糖尿病用剤 エクア錠５０ｍｇ
採用 健胃消化剤 Ｓ・Ｍ配合散　　１．３ｇ／包
採用 睡眠薬・抗不安薬 エスクレ坐剤５００ｍｇ
採用 睡眠薬・抗不安薬 エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」
採用 口腔用剤 ＳＰトローチ０．２５ｍｇ明治
採用 睡眠薬・抗不安薬 エチゾラム細粒１％「ＪＧ」
採用 睡眠薬・抗不安薬 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＪＧ」
採用 睡眠薬・抗不安薬 エチゾラム錠１ｍｇ「ＪＧ」
院外専用 ビタミン製剤 エディロールカプセル０．７５μｇ
採用 血圧降下剤 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」
院外専用 輸液・栄養製剤 エネーボ配合経腸用液　２５０ｍＬ
採用 抗ヒスタミン剤 エバスチン錠１０ｍｇ「日医工」
院外専用 脂質異常症治療薬 エパデールＳ９００ｍｇ
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 エバミール錠１ｍｇ
院外専用 泌尿器用剤 エビプロスタット配合錠ＤＢ
院外専用 抗精神病薬 エビリファイＯＤ錠３ｍｇ
採用 抗精神病薬 エビリファイＯＤ錠６ｍｇ
採用 抗精神病薬 エビリファイＯＤ錠１２ｍｇ
採用 抗精神病薬 エビリファイＯＤ錠２４ｍｇ
院外専用 抗精神病薬 エビリファイ散１％
採用 抗精神病薬 エビリファイ錠１ｍｇ
採用 抗精神病薬 エビリファイ錠３ｍｇ
採用 抗精神病薬 エビリファイ錠６ｍｇ
採用 抗精神病薬 エビリファイ錠１２ｍｇ
院外専用 抗精神病薬 エビリファイ内用液０．１％　　１ｍＬ／包
採用 抗精神病薬 エビリファイ内用液０．１％　　３ｍＬ／包
院外専用 抗精神病薬 エビリファイ内用液０．１％　　１２ｍＬ／包
採用 泌尿器用剤 エブランチルカプセル１５ｍｇ
採用 筋緊張改善剤 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「テバ」
院外専用 口腔乾燥症状改善薬 エボザックカプセル３０ｍｇ
院外専用 抗精神病薬 エミレース錠１０ｍｇ
採用 鎮痛薬 ＭＳ温シップ「タイホウ」　　２０ｇ　５枚入
採用 鎮痛薬 ＭＳ冷シップ「タイホウ」　　４０ｇ　５枚入
院外専用 血液凝固阻止剤 エリキュース錠２．５ｍｇ
院外専用 ビタミン製剤 エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ
院外専用 輸液・栄養製剤 エレンタール配合内用剤　　８０ｇ／袋
採用 無機質製剤 塩化ナトリウム「オーツカ」
院外専用 抗コリン薬（吸入） エンクラッセ６２．５μｇエリプタ３０吸入用
院外専用 輸液・栄養製剤 エンシュア・Ｈ　コーヒー味　　２５０ｍＬ
院外専用 輸液・栄養製剤 エンシュア・Ｈ　ストロベリー味　　２５０ｍＬ
院外専用 輸液・栄養製剤 エンシュア・Ｈ　バナナ味　　２５０ｍＬ
院外専用 輸液・栄養製剤 エンシュア・Ｈ　バニラ味　　２５０ｍＬ
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採用医薬品                      五十音順(R3年9月)
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採用 輸液・栄養製剤 エンシュア・リキッド　コーヒー味　　２５０ｍＬ
採用 輸液・栄養製剤 エンシュア・リキッド　ストロベリー味　　２５０ｍＬ
採用 輸液・栄養製剤 エンシュア・リキッド　バニラ味　　２５０ｍＬ
院外専用 抗パーキンソン剤 エンタカポン錠１００ｍｇ「ＪＧ」
採用 皮膚科用剤 オイラックスＨクリーム　　５ｇ
採用 皮膚科用剤 オイラックスクリーム１０％　　１０ｇ
採用 抗菌薬 オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ
院外専用 抗てんかん剤 オスポロット錠５０ｍｇ
院外専用 抗てんかん剤 オスポロット錠２００ｍｇ
採用 抗ウイルス剤 オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」
院外専用 眼科用剤 オフロキサシン眼軟膏０．３％「ニットー」　３．５ｇ
院外専用 耳鼻科用剤 オフロキサシン耳科用液０．３％「ＣＥＯ」
採用 抗精神病薬 オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
採用 抗精神病薬 オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
採用 抗精神病薬 オランザピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
採用 抗精神病薬 オランザピン細粒１％「明治」
採用 その他 オリブ油「ヨシダ」　　５ｍＬ
採用 皮膚科用剤 オルセノン軟膏０．２５％　　３０ｇ
採用 免疫抑制剤 オルミエント錠２ｍｇ
採用 免疫抑制剤 オルミエント錠４ｍｇ
院外専用 血圧降下剤 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
院外専用 抗ヒスタミン剤 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「テバ」
院外専用 抗ヒスタミン剤 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 抗ヒスタミン剤 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」
採用 消化管内ガス駆除剤 ガスコン錠４０ｍｇ
院外専用 Ｈ２ブロッカー ガスターＤ錠１０ｍｇ
院外専用 血圧降下剤 カタプレス錠７５μｇ
院外専用 抗菌薬 カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」
院外専用 抗てんかん剤 ガバペン錠２００ｍｇ
院外専用 抗パーキンソン剤 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「サワイ」
採用 膵疾患治療薬 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「日医工」
採用 眼科用剤 カリーユニ点眼液０．００５％　　５ｍＬ
院外専用 止血剤 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ錠３０ｍｇ「日医工」
採用 抗てんかん剤 カルバマゼピン細粒５０％「アメル」
採用 抗てんかん剤 カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメル」
採用 抗てんかん剤 カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」
院外専用 心不全用剤 カルベジロール錠１．２５ｍｇ「サワイ」
院外専用 血圧降下剤 カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」
採用 去たん剤 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」
採用 鎮痛薬 カロナール坐剤２００ｍｇ
院外専用 鎮痛薬 カロナール錠２００ｍｇ
採用 鎮痛薬 カロナール錠３００ｍｇ
院外専用 血圧降下剤 カンデサルタン錠２ｍｇ「日医工」
院外専用 血圧降下剤 カンデサルタン錠４ｍｇ「あすか」
採用 局所麻酔剤 キシロカインゼリー２％　　３０ｍＬ
院外専用 抗アレルギー薬 キプレスチュアブル錠５ｍｇ
院外専用 吸入ステロイド キュバール１００エアゾール
採用 痔疾用剤 強力ポステリザン（軟膏）　　２ｇ
採用 睡眠薬・抗不安薬 クアゼパム錠２０ｍｇ「アメル」
採用 下剤 グーフィス錠５ｍｇ
採用 抗精神病薬 クエチアピン細粒５０％「アメル」
採用 抗精神病薬 クエチアピン錠１２．５ｍｇ「明治」
採用 抗精神病薬 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
採用 抗精神病薬 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」
採用 抗精神病薬 クエチアピン錠２００ｍｇ「ＤＳＥＰ」
採用 鉄剤 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」
採用 糖尿病用剤 グラクティブ錠５０ｍｇ
採用 漢方製剤 クラシエ葛根湯エキス細粒　ＥＫ－１　　２．５ｇ／包
採用 漢方製剤 ｸﾗｼｴ加味逍遙散料ｴｷｽ細粒 EK-24  2g/包
院外専用 漢方製剤 ｸﾗｼｴ桂枝加芍薬湯ｴｷｽ細粒 EK-60  2g/包
採用 漢方製剤 クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠　ＥＫＴ－６０
院外専用 漢方製剤 クラシエ五苓散料エキス錠　ＥＫＴ－１７
採用 漢方製剤 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 漢方製剤 クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠　ＥＫＴ－１２
採用 漢方製剤 クラシエ四物湯エキス錠　ＥＫＴ－７１
採用 漢方製剤 ｸﾗｼｴ芍薬甘草湯ｴｷｽ細粒 EK-68  2g/包
院外専用 漢方製剤 クラシエ小青竜湯エキス細粒　ＥＫ－１９　　２ｇ／包
院外専用 漢方製剤 クラシエ桃核承気湯エキス錠　ＥＫＴ－６１
採用 漢方製剤 ｸﾗｼｴ当帰芍薬散料ｴｷｽ細粒 EK-23  2g/包
院外専用 漢方製剤 ｸﾗｼｴ人参養栄湯ｴｷｽ細粒 EK-108  2.5g/包
採用 漢方製剤 ｸﾗｼｴ半夏厚朴湯ｴｷｽ細粒 EK-16  2g/包
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院外専用 漢方製剤 クラシエ半夏厚朴湯エキス錠　ＥＫＴ－１６
採用 漢方製剤 ｸﾗｼｴ白虎加人参湯ｴｷｽ細粒 EK-34  2g/包
院外専用 漢方製剤 クラシエ白虎加人参湯エキス錠　ＥＫＴ－３４
採用 漢方製剤 ｸﾗｼｴ補中益気湯ｴｷｽ細粒 EK-41  2.5g/包
院外専用 眼科用剤 グラナテック点眼液０．４％　５ｍＬ
採用 抗菌薬 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰ」
院外専用 抗ヒスタミン剤 クラリチン錠１０ｍｇ
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 グランダキシン錠５０ｍｇ
院外専用 鎮痛薬 クリアミン配合錠Ａ１．０
採用 下剤 グリセリン浣腸液５０％「ムネ」１２０ｍＬ
採用 肝臓疾患用剤 グリチロン配合錠
採用 糖尿病用剤 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「サワイ」
院外専用 糖尿病用剤 グリミクロン錠４０ｍｇ
採用 糖尿病用剤 グリメピリド錠１ｍｇ「トーワ」
院外専用 カリウム製剤 グルコンサンＫ細粒　４ｍＥｑ／ｇ
院外専用 糖尿病用剤 グルファスト錠１０ｍｇ
院外専用 外用抗真菌薬 クレナフィン爪外用液１０％
採用 抗精神病薬 クロザリル錠２５ｍｇ
採用 抗精神病薬 クロザリル錠１００ｍｇ
院外専用 抗血小板剤 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」
採用 眼科用剤 クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「ファイザー」　５ｍＬ
採用 外用抗菌剤 ゲーベンクリーム１％　　５０ｇ
院外専用 外用抗真菌薬 ケトコナゾールローション２％「ＪＧ」　　１０ｇ
採用 耳鼻科用剤 ｹﾄﾁﾌｪﾝ点鼻液0.05％「ｻﾜｲ」　6.048ｍｇ　8ｍＬ
採用 外用抗菌剤 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「Ｆ」　１０ｇ
院外専用 副腎皮質ステロイド コートリル錠１０ｍｇ
院外専用 眼科用剤 コソプト配合点眼液　５ｍＬ
院外専用 漢方製剤 コタロー安中散エキスカプセル
院外専用 漢方製剤 コタロー黄連解毒湯エキスカプセル
採用 漢方製剤 コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル
院外専用 漢方製剤 コタロー大柴胡湯エキス細粒　Ｎ８　３ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ｺﾀﾛｰ大柴胡湯去大黄エキス細粒　N319　3ｇ/包
院外専用 消化性潰瘍用剤 コランチル配合顆粒　　１ｇ／包
院外専用 痛風治療剤 コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」
採用 過敏性腸症候群治療剤 コロネル錠５００ｍｇ
採用 ＡＤＨＤ治療薬 コンサータ錠１８ｍｇ
採用 ＡＤＨＤ治療薬 コンサータ錠２７ｍｇ
院外専用 ＡＤＨＤ治療薬 コンサータ錠３６ｍｇ
採用 抗精神病薬 コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ
採用 抗精神病薬 コントミン糖衣錠２５ｍｇ
採用 抗精神病薬 コントミン糖衣錠５０ｍｇ
採用 抗精神病薬 コントミン糖衣錠１００ｍｇ
採用 皮膚科用剤 ザーネ軟膏０．５％
院外専用 抗ヒスタミン剤 ザイザル錠５ｍｇ
院外専用 抗ヒスタミン剤 ザジテンカプセル１ｍｇ
院外専用 皮膚科用剤 １０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊
院外専用 口腔乾燥症状改善薬 サリベートエアゾール　　５０ｇ
院外専用 抗血小板剤 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＹＤ」
採用 下剤 酸化マグネシウム「ヤマゼン」Ｍ
院外専用 下剤 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」
院外専用 下剤 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「マイラン」
採用 下剤 酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ヨシダ」
院外専用 下剤 酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「マイラン」
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 ジアゼパム散１％「アメル」
採用 睡眠薬・抗不安薬 ジアゼパム錠２ｍｇ「アメル」
採用 睡眠薬・抗不安薬 ジアゼパム錠５ｍｇ「アメル」
採用 習慣性中毒用剤 シアナマイド内用液１％「タナベ」
採用 眼科用剤 シアノコバラミン点眼液０．０２％「日点」　　５ｍＬ
院外専用 眼科用剤 ジクアス点眼液３％　５ｍＬ
院外専用 抗精神病薬 シクレスト舌下錠５ｍｇ
院外専用 抗精神病薬 シクレスト舌下錠１０ｍｇ
採用 鎮痛薬 ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「ＪＧ」
採用 鎮痛薬 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「サワイ」
採用 鎮痛薬 ジクロフェナクナトリウムﾃｰﾌﾟ１５ｍｇ｢NP｣  7枚入
採用 ビタミン製剤 シナール配合顆粒　　１ｇ／包
院外専用 ビタミン製剤 シナール配合錠
院外専用 抗精神病薬 ジプレキサザイディス錠５ｍｇ
院外専用 抗精神病薬 ジプレキサザイディス錠１０ｍｇ
院外専用 抗精神病薬 ジプレキサ錠５ｍｇ
院外専用 吸入ステロイド+β2刺激薬 シムビコートタービュヘイラー６０吸入
院外専用 虚血性心疾患治療剤 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」
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採用 虚血性心疾患治療剤 硝酸イソソルビド徐放カプセル２０ｍｇ「Ｓｔ」
採用 消毒薬 消毒用エタプロコール　　５００ｍＬ
院外専用 血圧降下剤 シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」
採用 抗血小板剤 シロスタゾール錠１００ｍｇ「マイラン」
院外専用 泌尿器用剤 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」
院外専用 抗アレルギー薬 シングレアチュアブル錠５ｍｇ
採用 眼科用剤 人工涙液マイティア点眼液　　５ｍＬ
採用 下剤 新レシカルボン坐剤
院外専用 糖尿病用剤 スーグラ錠５０ｍｇ
採用 耳鼻科用剤 スカイロン点鼻液５０μｇ５６噴霧用　　８ｍＬ
院外専用 駆虫剤 ストロメクトール錠３ｍｇ
採用 皮膚科用剤 スピール膏Ｍ　　２５平方ｃｍ
院外専用 抗コリン薬（吸入） スピリーバ２．５μｇ　レスピマット６０吸入
採用 利尿剤 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」
院外専用 抗精神病薬 スルピリド細粒５０％「アメル」
採用 抗精神病薬 スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」
採用 輸液・栄養製剤 大塚生食注　　５００ｍＬ細口開栓
院外専用 脂質異常症治療薬 ゼチーア錠１０ｍｇ
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 セディール錠５ｍｇ
採用 睡眠薬・抗不安薬 セパゾン散１％
採用 睡眠薬・抗不安薬 セパゾン錠１ｍｇ
採用 睡眠薬・抗不安薬 セパゾン錠２ｍｇ
採用 抗菌薬 セファレキシンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」
採用 全身麻酔剤 セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」　２５０ｍＬ
院外専用 習慣性中毒用剤 セリンクロ錠１０ｍｇ
採用 抗うつ薬 セルトラリンＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」
採用 鎮痛薬 セレコキシブ錠１００ｍｇ「ＪＧ」
院外専用 抗てんかん剤 セレニカＲ顆粒４０％
院外専用 抗てんかん剤 セレニカＲ錠２００ｍｇ
院外専用 抗精神病薬 セレネース錠１ｍｇ
院外専用 抗精神病薬 セレネース内服液０．２％
採用 下剤 センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」
採用 健胃消化剤 センブリ・重曹散「ケンエー」　　　１ｇ／包
採用 抗精神病薬 ゾテピン細粒１０％「タカタ」
採用 抗精神病薬 ゾテピン錠２５ｍｇ「タカタ」
採用 抗精神病薬 ゾテピン錠５０ｍｇ「タカタ」
採用 抗てんかん剤 ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」
採用 睡眠薬・抗不安薬 ゾピクロン錠１０ｍｇ「サワイ」
院外専用 成長ホルモン受容体拮抗剤 ソマバート皮下注２０ｍｇ
採用 輸液・栄養製剤 ソリタ－Ｔ配合顆粒２号　４ｇ／包
採用 睡眠薬・抗不安薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」
院外専用 片頭痛治療薬 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「日医工」
採用 睡眠薬・抗不安薬 ダイアップ坐剤１０ｍｇ
院外専用 利尿剤 ダイアモックス錠２５０ｍｇ
院外専用 下剤 ダイオウ末ＡＭ（ナカジマ）
院外専用 抗菌薬 ダイフェン配合錠
院外専用 免疫抑制剤 タクロリムス錠１ｍｇ「あゆみ」
採用 ＰＰＩ（プロトンポンプインヒビター） タケキャブ錠１０ｍｇ
院外専用 ＰＰＩ（プロトンポンプインヒビター） タケプロンＯＤ錠１５ｍｇ
院外専用 眼科用剤 タプロス点眼液０．００１５％　２．５ｍＬ
採用 泌尿器用剤 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「サワイ」
院外専用 抗悪性腫瘍剤 タモキシフェン錠２０ｍｇ「日医工」
院外専用 抗ヒスタミン剤 タリオン錠１０ｍｇ
採用 気分安定薬 炭酸リチウム錠１００ｍｇ「ヨシトミ」
採用 気分安定薬 炭酸リチウム錠２００ｍｇ「ヨシトミ」
院外専用 その他 単シロップ
採用 睡眠薬・抗不安薬 タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」
採用 骨格筋弛緩剤 ダントリウムカプセル２５ｍｇ
院外専用 自律神経作用薬その他 チアトンカプセル５ｍｇ
院外専用 その他の中枢神経系用剤 チアプリド錠２５ｍｇ「ＪＧ」
採用 消毒薬 ヂアミトール水　０．１％　５００ｍＬ
院外専用 ビタミン製剤 チガソンカプセル１０
院外専用 筋緊張改善剤 チザニジン錠１ｍｇ「日医工」
院外専用 去たん剤 チスタニン糖衣錠１００ｍｇ
院外専用 眼科用剤 チモプトール点眼液０．５％　　５ｍＬ
院外専用 禁煙補助薬 チャンピックス錠０．５ｍｇ
院外専用 禁煙補助薬 チャンピックス錠１ｍｇ
採用 甲状腺ホルモン剤 チラーヂンＳ錠５０μｇ
院外専用 漢方製剤 ツムラ温清飲エキス顆粒　５７　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒　２８　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒　１５　　２．５ｇ／包
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院外専用 漢方製剤 ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒　１３７　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ツムラ加味逍遙散エキス顆粒　２４　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒　７２　　２．５ｇ／包
採用 漢方製剤 ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒　６０　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ﾂﾑﾗ桂枝加竜骨牡蛎湯ｴｷｽ顆粒 26  2.5g/包
院外専用 漢方製剤 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒　２５　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 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 漢方製剤 ツムラ香蘇散エキス顆粒　７０　　２．５ｇ／包
採用 漢方製剤 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒　１０７　　２．５ｇ／包
採用 漢方製剤 ツムラ五苓散エキス顆粒　１７　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ﾂﾑﾗ柴胡加竜骨牡蠣湯ｴｷｽ顆粒　12　 2.5g/包
院外専用 漢方製剤 ﾂﾑﾗ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒　11  2.5g/包
院外専用 漢方製剤 ツムラ柴朴湯エキス顆粒　９６　　２．５ｇ／包
採用 漢方製剤 ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒　１０３　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ツムラ四逆散エキス顆粒　３５　　２．５ｇ／包
採用 漢方製剤 ツムラ四物湯エキス顆粒　７１　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ツムラ十全大補湯エキス顆粒　４８　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒　６　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ツムラ潤腸湯エキス顆粒　５１　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ツムラ小建中湯エキス顆粒　９９　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ツムラ小柴胡湯エキス顆粒　９　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 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 漢方製剤 ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒　１０４　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ツムラ真武湯エキス顆粒　３０　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒　１１１　　２．５ｇ／包
採用 漢方製剤 ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒　８４　　２．５ｇ／包
採用 漢方製剤 ツムラ大建中湯エキス顆粒　１００　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ツムラ釣藤散エキス顆粒　４７　　２．５ｇ／包
採用 漢方製剤 ツムラ桃核承気湯エキス顆粒　６１　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 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 漢方製剤 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒　２３　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ツムラ女神散エキス顆粒　６７　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ツムラ人参養栄湯エキス顆粒　１０８　　３ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒　２９　　３．０ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒　１６　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒　１４　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ﾂﾑﾗ半夏白朮天麻湯ｴｷｽ顆粒 37  2.5g/包
採用 漢方製剤 ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒　２０　　２．５ｇ／包
採用 漢方製剤 ツムラ防風通聖散エキス顆粒　６２　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ツムラ補中益気湯エキス顆粒　４１　　２．５ｇ／包
採用 漢方製剤 ツムラ麻子仁丸エキス顆粒　１２６　　２．５ｇ／包
採用 漢方製剤 ツムラ抑肝散エキス顆粒　５４　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ﾂﾑﾗ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒　83  2.5g/包
採用 漢方製剤 ツムラ六君子湯エキス顆粒　４３　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒　７６　　２．５ｇ／包
院外専用 漢方製剤 ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒　３９　　２．５ｇ／包
採用 β2刺激薬（貼付剤） ツロブテロールテープ２ｍｇ「久光」
採用 睡眠薬・抗不安薬 デエビゴ錠５ｍｇ
採用 気管支拡張剤 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」
採用 副腎皮質ステロイド デカドロン錠４ｍｇ
採用 口腔用剤 デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」　５ｇ
採用 鎮咳剤 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15ｍｇ「NP」
院外専用 抗ヒスタミン剤 デザレックス錠５ｍｇ
院外専用 抗うつ薬 テシプール錠１ｍｇ
院外専用 抗うつ薬 テトラミド錠１０ｍｇ
院外専用 抗うつ薬 テトラミド錠３０ｍｇ
院外専用 泌尿器用剤 デトルシトールカプセル４ｍｇ
院外専用 抗てんかん剤 デパケンＲ錠１００ｍｇ
院外専用 抗てんかん剤 デパケンＲ錠２００ｍｇ
採用 消化性潰瘍用剤 テプレノンカプセル５０ｍｇ「日医工」
院外専用 抗うつ薬 デプロメール錠５０ｍｇ
採用 抗うつ薬 デュロキセチンOD錠２０ｍｇ「ﾆﾌﾟﾛ」
院外専用 抗うつ薬 デュロキセチンOD錠３０ｍｇ「ﾆﾌﾟﾛ」
院外専用 筋緊張改善剤 テルネリン錠１ｍｇ
採用 抗真菌薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ファイザー」
採用 血圧降下剤 テルミサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「サワイ」
院外専用 抗パーキンソン剤 ドパコール配合錠Ｌ２５０
院外専用 抗てんかん剤 トピナ錠５０ｍｇ
採用 副腎皮質ステロイド トプシムクリーム０．０５％　　５ｇ
院外専用 抗うつ薬 トフラニール錠１０ｍｇ
院外専用 抗うつ薬 トフラニール錠２５ｍｇ
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採用 皮膚科用剤 ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ　　１０ｇ
院外専用 皮膚科用剤 ドボベット軟膏　１５ｇ／本
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 ドラール錠１５ｍｇ
院外専用 糖尿病用剤 トラゼンタ錠５ｍｇ
採用 抗うつ薬 トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」
採用 抗うつ薬 トラゾドン塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」
院外専用 眼科用剤 トラニラスト点眼液０．５％「サワイ」　５ｍＬ
採用 鎮暈剤 トラベルミン配合錠
院外専用 鎮痛薬 トラマールＯＤ錠２５ｍｇ
院外専用 鎮痛薬 トラムセット配合錠
院外専用 自律神経作用薬その他 トランコロン錠７．５ｍｇ
院外専用 止血剤 トランサミン錠２５０ｍｇ
採用 睡眠薬・抗不安薬 トリクロリールシロップ１０％
院外専用 利尿剤 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「日医工」
採用 抗うつ薬 トリプタノール錠１０ｍｇ
採用 抗うつ薬 トリプタノール錠２５ｍｇ
院外専用 消化管運動機能改善薬 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」
院外専用 眼科用剤 トルソプト点眼液１％　　５ｍＬ
院外専用 抗うつ薬 トレドミン錠１５ｍｇ
院外専用 抗うつ薬 トレドミン錠５０ｍｇ
院外専用 抗精神病薬 トロペロン細粒１％
採用 消化管運動機能改善薬 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」
採用 外用抗菌剤 ナジフロキサシンクリーム１％「トーワ」　１０ｇ
院外専用 耳鼻科用剤 ナゾネックス点鼻液５０μｇ１１２噴霧用
採用 血圧降下剤 ナトリックス錠１ｍｇ
院外専用 泌尿器用剤 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「あすか」
院外専用 ビタミン製剤 ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」
院外専用 狭心症治療薬 ニコランジル錠５ｍｇ「日医工」
採用 外用抗真菌薬 ニゾラールクリーム２％　　１０ｇ
院外専用 外用抗真菌薬 ニゾラールローション２％　　１０ｇ
採用 睡眠薬・抗不安薬 ニトラゼパム錠５ｍｇ「ＪＧ」
採用 睡眠薬・抗不安薬 ニトラゼパム錠１０ｍｇ「ＪＧ」
院外専用 狭心症治療薬 ニトログリセリンテープ２７ｍｇ「トーワ」
採用 虚血性心疾患治療剤 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ
採用 血圧降下剤 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「サワイ」
採用 血圧降下剤 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」
院外専用 カルシウム剤 乳酸カルシウム「ファイザー」原末
採用 その他 乳糖
院外専用 抗パーキンソン剤 ニュープロパッチ１３．５ｍｇ
院外専用 抗精神病薬 ニューレプチル細粒１０％
院外専用 抗精神病薬 ニューレプチル錠５ｍｇ
院外専用 抗精神病薬 ニューレプチル錠１０ｍｇ
院外専用 抗精神病薬 ニューレプチル錠２５ｍｇ
院外専用 抗パーキンソン剤 ネオドパストン配合錠Ｌ１００ｍｇ
院外専用 抗パーキンソン剤 ネオドパゾール配合錠
採用 副腎皮質ステロイド ネリゾナ軟膏０．１％　　５ｇ
採用 副腎皮質ステロイド ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％　　５ｇ
院外専用 鎮痛薬 ノイロトロピン錠４単位
採用 ビタミン製剤 ノイロビタン配合錠
採用 習慣性中毒用剤 ノックビン原末
採用 インスリン製剤 ノボラピッド注フレックスペン　　３００単位　３ｍＬ
採用 インスリン製剤 【Ｒ】ノボリンＲ注フレックスペン　 300単位 3ｍＬ
院外専用 抗うつ薬 ノリトレン錠１０ｍｇ
院外専用 抗うつ薬 ノリトレン錠２５ｍｇ
院外専用 抗パーキンソン剤 パーロデル２．５ｍｇ
採用 抗血小板剤 バイアスピリン錠１００ｍｇ
院外専用 外用抗真菌薬 ハイアラージン軟膏２％　　１０ｇ
採用 消毒薬 ハイポエタノール液２％　「ニッコー」　５００ｍＬ
院外専用 抗うつ薬 パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ
院外専用 抗うつ薬 パキシル錠５ｍｇ
院外専用 抗うつ薬 パキシル錠２０ｍｇ
院外専用 外用抗菌剤 バクトロバン鼻腔用軟膏２％　　３ｇ
院外専用 抗ウイルス剤 バラシクロビル錠５００ｍｇ
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 バランス錠５ｍｇ
院外専用 血圧降下剤 バルサルタン錠４０ｍｇ「サンド」
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 ハルシオン錠０．１２５ｍｇ
院外専用 抗精神病薬 バルネチール錠１００ｍｇ
院外専用 抗精神病薬 バルネチール錠２００ｍｇ
採用 抗てんかん剤 バルプロ酸ナトリウムＳＲ錠１００ｍｇ「アメル」
採用 抗てんかん剤 バルプロ酸ナトリウムＳＲ錠２００ｍｇ「アメル」
採用 抗てんかん剤 バルプロ酸Ｎａ徐放顆粒４０％「フジナガ」
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採用 抗てんかん剤 ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑｼﾛｯﾌﾟ5%「DSP｣ 120ｍＬ/瓶
採用 抗うつ薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「明治」
採用 抗精神病薬 ハロペリドール細粒１％「ヨシトミ」
採用 抗精神病薬 ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「ヨシトミ」
採用 抗精神病薬 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「ヨシトミ」
採用 抗精神病薬 ハロペリドール錠２ｍｇ「ヨシトミ」
採用 抗精神病薬 ハロペリドール錠３ｍｇ「ヨシトミ」
採用 ビタミン製剤 パンテチン散２０％「テバ」
院外専用 ビタミン製剤 パントシン錠１００ｍｇ
採用 眼科用剤 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「ﾌｧｲｻﾞｰ」  5ｍＬ
院外専用 眼科用剤 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液0.3％「ﾌｧｲｻﾞｰ」  5ｍＬ
採用 総合感冒剤 ＰＬ配合顆粒　１ｇ／包
院外専用 抗精神病薬 ピーゼットシー散１％
院外専用 抗精神病薬 ピーゼットシー糖衣錠２ｍｇ
採用 抗精神病薬 ピーゼットシー糖衣錠４ｍｇ
院外専用 糖尿病用剤 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「杏林」
院外専用 糖尿病用剤 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
院外専用 止しゃ剤、整腸剤 ビオスリー配合錠
採用 止しゃ剤、整腸剤 ビオフェルミン錠剤
院外専用 止しゃ剤、整腸剤 ビオフェルミン配合散　１ｇ／包
採用 下剤 ピコスルファートＮａ錠２．５ｍｇ「サワイ」
採用 下剤 ピコスルファートﾅﾄﾘｳﾑ内用液0.75%「CHOS｣ 10ｍＬ
院外専用 抗パーキンソン剤 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ
採用 副腎皮質ステロイド ビスダーム軟膏０．１％　　５ｇ
院外専用 血圧降下剤 ビソノテープ４ｍｇ
院外専用 心不全用剤 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「日医工」
院外専用 不整脈用剤・降圧剤（β-遮断薬） ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「日医工」
院外専用 ビタミン製剤 ビタノイリンカプセル５０
院外専用 脂質異常症治療薬 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ファイザー」
院外専用 ビタミン製剤 ビタメジン配合カプセルＢ２５
採用 抗てんかん剤 ヒダントール錠２５ｍｇ
院外専用 抗うつ薬 ビプレッソ徐放錠５０ｍｇ
院外専用 抗うつ薬 ビプレッソ徐放錠１５０ｍｇ
採用 抗パーキンソン剤 ビペリデン塩酸塩散１％「ヨシトミ」
採用 抗パーキンソン剤 ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ「ヨシトミ」
採用 抗ヒスタミン剤 ヒベルナ散１０％
院外専用 抗ヒスタミン剤 ビラノア錠２０ｍｇ
院外専用 ビタミン製剤 ピリドキサール錠１０ｍｇ「ツルハラ」
院外専用 抗不整脈薬 ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「タナベ」
院外専用 皮膚科用剤 ヒルドイドソフト軟膏０．３％　　２５ｇ
院外専用 皮膚科用剤 ヒルドイドローション０．３％　　２５ｇ
採用 抗精神病薬 ヒルナミン細粒１０％
採用 抗精神病薬 ヒルナミン錠（５ｍｇ）
採用 抗精神病薬 ヒルナミン錠（２５ｍｇ）
採用 抗精神病薬 ヒルナミン錠（５０ｍｇ）
採用 抗ヒスタミン剤 ピレチア錠（２５ｍｇ）
採用 Ｈ２ブロッカー ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＥＭＥＣ」
院外専用 抗真菌薬 ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ
院外専用 抗てんかん剤 フィコンパ錠２ｍｇ
採用 抗ヒスタミン剤 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」
院外専用 抗ヒスタミン剤 ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩DS5%｢ﾄｰﾜ｣ 50ｍｇ/g
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 フェノバール錠３０ｍｇ
採用 睡眠薬・抗不安薬 フェノバルビタール散１０％「ホエイ」
院外専用 脂質異常症治療薬 フェノフィブラート錠８０ｍｇ「武田テバ」
院外専用 痛風治療剤 フェブリク錠１０ｍｇ
院外専用 痛風治療剤 フェブリク錠２０ｍｇ
院外専用 鉄剤 フェロミア錠５０ｍｇ
採用 ビタミン製剤 フォリアミン錠５ｍｇ
院外専用 外用抗菌剤 フシジンレオ軟膏２％　１０ｇ
院外専用 鎮咳剤 フスコデ配合錠
採用 鎮けい剤 ブスコパン錠１０ｍｇ
採用 その他 日本薬局方　ブドウ糖　１０ｇ／包
採用 泌尿器用剤 ブラダロン錠２００ｍｇ
採用 抗アレルギー薬 プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「日医工」
院外専用 抗てんかん剤 プリミドン錠２５０ｍｇ「日医工」
採用 眼科用剤 フルオロメトロン点眼液０．１％「日点」　５ｍＬ
採用 ビタミン製剤 フルスルチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」
採用 吸入ステロイド フルタイド１００ディスカス １００μｇ 60ﾌﾞﾘｽﾀｰ
院外専用 吸入ステロイド+β2刺激薬 フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用
採用 睡眠薬・抗不安薬 フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」
採用 睡眠薬・抗不安薬 フルニトラゼパム錠２ｍｇ「アメル」
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採用医薬品                      五十音順(R3年9月)

区分 薬効分類 薬品名

採用 抗うつ薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「日医工」
採用 抗うつ薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「アメル」
院外専用 抗精神病薬 フルメジン散０．２％
院外専用 抗精神病薬 フルメジン糖衣錠（０．５ｍｇ）
院外専用 抗精神病薬 フルメジン糖衣錠（１ｍｇ）
採用 神経障害性疼痛治療剤 プレガバリンOD錠７５ｍｇ「ニプロ」
院外専用 神経障害性疼痛治療剤 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ニプロ」
院外専用 抗血小板剤 プレタールＯＤ錠１００ｍｇ
院外専用 免疫抑制剤 ブレディニン錠５０ｍｇ
院外専用 副腎皮質ステロイド プレドニゾロン散「タケダ」１％
採用 副腎皮質ステロイド プレドニゾロン錠「タケダ」５ｍｇ
院外専用 皮膚科用剤 フロジン外用液５％　　３０ｍＬ
採用 利尿剤 フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」
院外専用 利尿剤 フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」
採用 睡眠薬・抗不安薬 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」
院外専用 Ｈ２ブロッカー プロテカジンＯＤ錠１０ｍｇ
院外専用 皮膚科用剤 プロトピック軟膏０．１％　　５ｇ
院外専用 皮膚科用剤 プロトピック軟膏０．０３％小児用　　５ｇ／本
院外専用 眼科用剤 ブロナック点眼液０．１％　５ｍＬ
院外専用 抗精神病薬 ブロナンセリン錠２ｍｇ「日医工」
採用 抗精神病薬 ブロナンセリン錠４ｍｇ「日医工」
採用 抗精神病薬 ブロナンセリン錠８ｍｇ「日医工」
採用 泌尿器用剤 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＪＧ」
採用 皮膚科用剤 プロペト（白色ワセリン）
院外専用 消化性潰瘍用剤 プロマックＤ錠７５
院外専用 眼科用剤 プロラノン点眼液０．１％　５ｍＬ
院外専用 抗真菌薬 フロリードゲル経口用２％（５ｇ／本）
院外専用 副腎皮質ステロイド フロリネフ錠０．１ｍｇ
院外専用 糖尿病用剤 ベイスンＯＤ錠０．３ｍｇ
院外専用 眼科用剤 ベガモックス点眼液０．５％　５ｍＬ
院外専用 自律神経作用薬その他 ベサコリン散５％
採用 脂質異常症治療薬 ベザフィブラートＳＲ錠１００ｍｇ「サワイ」
院外専用 泌尿器用剤 ベシケア錠５ｍｇ
院外専用 泌尿器用剤 ベタニス錠２５ｍｇ
採用 皮膚科用剤 ベナパスタ軟膏４％
採用 皮膚科用剤 ヘパリン類似物質油性ｸﾘｰﾑ０．３％「日医工」　25ｇ
院外専用 皮膚科用剤 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 皮膚科用剤 ベピオゲル２．５％　１５ｇ／本
院外専用 痔疾用剤 ヘモクロンカプセル２００ｍｇ
院外専用 痔疾用剤 ヘモナーゼ配合錠
採用 抗不整脈薬 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「タイヨー」
院外専用 抗血小板剤 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」
院外専用 抗ヒスタミン剤 ペリアクチン錠４ｍｇ
院外専用 消化酵素剤 ベリチーム配合顆粒　１ｇ／包
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 ベルソムラ錠１０ｍｇ
採用 睡眠薬・抗不安薬 ベルソムラ錠１５ｍｇ
採用 睡眠薬・抗不安薬 ベルソムラ錠２０ｍｇ
採用 抗精神病薬 ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ「アメル」
採用 抗精神病薬 ペロスピロン塩酸塩錠８ｍｇ「アメル」
採用 睡眠薬・抗不安薬 ベンザリン細粒１％
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 ベンザリン錠２
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 ベンザリン錠５ｍｇ
院外専用 痛風治療剤 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「日医工」
採用 糖尿病用剤 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ファイザー」
採用 リン酸製剤 ホスリボン配合顆粒　　０．４８ｇ／包
採用 含嗽剤 ポビドンヨードガーグル７％「日医工」　　３０ｍＬ
採用 痔疾用剤 ボラザＧ坐剤
院外専用 痔疾用剤 ボラザＧ軟膏　２．４ｇ
院外専用 消化性潰瘍用剤 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」
院外専用 抗ヒスタミン剤 ポララミン錠２ｍｇ
院外専用 鎮痛薬 ボルタレンサポ１２．５ｍｇ
院外専用 皮膚科用剤 ボンアルファハイローション２０μｇ／ｇ
院外専用 鎮痛薬 ポンタールカプセル２５０ｍｇ
院外専用 消化性潰瘍用剤 マーロックス懸濁用配合顆粒　　１．２ｇ／包
採用 外用抗真菌薬 マイコスポールクリーム１％　　１０ｇ
院外専用 副腎皮質ステロイド マイザークリーム０．０５％　　５ｇ
院外専用 副腎皮質ステロイド マイザ―軟膏０．０５％　１０ｇ
院外専用 抗てんかん剤 マイスタン細粒１％
採用 抗てんかん剤 マイスタン錠５ｍｇ
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 マイスリー錠１０ｍｇ
院外専用 片頭痛治療薬 マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ
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採用医薬品                      五十音順(R3年9月)

区分 薬効分類 薬品名

院外専用 抗パーキンソン剤 マドパー配合錠
院外専用 抗うつ薬 マプロチリン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」
採用 狭心症治療薬 ミオコールスプレー０．３ｍｇ　　７．２ｇ
院外専用 眼科用剤 ミオピン点眼液　　５ｍＬ
院外専用 糖尿病用剤 ミグリトールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」
採用 低血圧治療剤 ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」
院外専用 血圧降下剤 ミニプレス錠０．５ｍｇ
院外専用 脳下垂体ホルモン剤 ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ
院外専用 脳下垂体ホルモン剤 ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ
採用 抗菌薬 ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」
採用 止しゃ剤、整腸剤 ミヤＢＭ錠
採用 抗うつ薬 ミルタザピン錠１５ｍｇ「ケミファ」
院外専用 鎮痛薬 ミルタックスパップ３０ｍｇ　　７枚入
採用 抗うつ薬 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」
院外専用 眼科用剤 ムコスタ点眼液ＵＤ２％　０．３５ｍＬ
採用 皮膚科用剤 メイスパン配合軟膏　１００ｇ
採用 抗不整脈薬 メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「日医工」
院外専用 潰瘍性大腸炎治療剤 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「サワイ」
採用 ビタミン製剤 メチコバール錠５００μｇ
院外専用 強心剤 メチルジゴキシン錠０．１ｍｇ「タイヨー」
採用 その他 滅菌精製水「ケンエー」
採用 消化管運動機能改善薬 メトクロプラミド錠５ｍｇ「ツルハラ」
採用 不整脈用剤・降圧剤（β-遮断薬） メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「テバ」
採用 糖尿病用剤 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「三和」
院外専用 低血圧治療剤 メトリジンＤ錠２ｍｇ
採用 β2刺激薬（吸入） メプチンエアー１０μｇ吸入１００回　　５ｍＬ
採用 β2刺激薬（吸入） メプチン吸入液ユニット０．５ｍＬ
院外専用 抗認知症薬 メマリーＯＤ錠５ｍｇ
院外専用 抗認知症薬 メマリーＯＤ錠１０ｍｇ
院外専用 抗認知症薬 メマリーＯＤ錠２０ｍｇ
院外専用 抗認知症薬 メマリー錠５ｍｇ
院外専用 抗認知症薬 メマリー錠２０ｍｇ
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 【小児用】メラトベル顆粒小児用０．２％
採用 鎮暈剤 メリスロン錠６ｍｇ
院外専用 抗甲状腺ホルモン剤 メルカゾール錠５ｍｇ
院外専用 鎮痛薬 モーラステープＬ４０ｍｇ　　７枚入
採用 消化管運動機能改善薬 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」
院外専用 抗アレルギー薬 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」
採用 解毒剤 薬用炭「日医工」
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 ユーロジン１ｍｇ錠
院外専用 強心剤 ユビデカレノン錠１０ｍｇ「サワイ」
採用 脂質異常症治療薬 ユベラＮカプセル１００ｍｇ
院外専用 総合感冒剤 幼児用ＰＬ配合顆粒
院外専用 下剤 ヨーデルＳ糖衣錠－８０
院外専用 インスリン製剤 ライゾデグ配合注フレックスタッチ
採用 肝臓疾患用剤 ラクツロース・シロップ６０％分包１５ｍＬ「コーワ」
採用 眼科用剤 ラタノプロスト点眼液０．００５％｢三和｣ ２．５ｍＬ
院外専用 抗精神病薬 ラツーダ錠２０ｍｇ
院外専用 止しゃ剤、整腸剤 ラックビー微粒Ｎ　１ｇ／包
院外専用 Ｈ２ブロッカー ラニチジン錠１５０ｍｇ「マイラン」
院外専用 ＰＰＩ（プロトンポンプインヒビター） ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ「明治」
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 ラボナ錠５０ｍｇ
採用 抗てんかん剤 ラモトリギン錠２５ｍｇ「アメル」
採用 抗てんかん剤 ラモトリギン錠１００ｍｇ「アメル」
採用 ＰＰＩ（プロトンポンプインヒビター） ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」
院外専用 抗てんかん剤 ランドセン細粒０．５％
採用 抗てんかん剤 ランドセン錠０．５ｍｇ
採用 抗てんかん剤 ランドセン錠２ｍｇ
採用 睡眠薬・抗不安薬 リーゼ錠５ｍｇ
採用 アミノ酸製剤 リーバクト配合顆粒
院外専用 GLP-1受容体作動薬 リキスミア皮下注３００μｇ
採用 血液凝固阻止剤 リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ
院外専用 血液凝固阻止剤 リクシアナ錠６０ｍｇ
院外専用 抗アレルギー薬 リザベンカプセル１００ｍｇ
院外専用 抗精神病薬 リスパダールＯＤ錠０．５ｍｇ
採用 抗精神病薬 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「アメル」
採用 抗精神病薬 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「アメル」
採用 抗精神病薬 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「アメル」
採用 抗精神病薬 リスペリドン細粒１％「アメル」
院外専用 抗精神病薬 リスペリドン錠０．５ｍｇ「アメル」
院外専用 抗精神病薬 リスペリドン錠０．５ｍｇ「ＮＰ」
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採用医薬品                      五十音順(R3年9月)

区分 薬効分類 薬品名

院外専用 抗精神病薬 リスペリドン錠１ｍｇ「アメル」
院外専用 抗精神病薬 リスペリドン錠２ｍｇ「アメル」
採用 抗精神病薬 リスペリドン内用液分包0.5ｍｇ｢ｱﾒﾙ｣　0.5ｍＬ/包
採用 抗精神病薬 リスペリドン内用液分包１ｍｇ「アメル」　１ｍＬ／包
採用 抗精神病薬 リスペリドン内用液分包２ｍｇ「アメル」　２ｍＬ／包
採用 抗精神病薬 リスペリドン内用液分包３ｍｇ「アメル」　３ｍＬ／包
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 リスミー錠１ｍｇ
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 リスミー錠２ｍｇ
院外専用 低血圧治療剤 リズミック錠１０ｍｇ
院外専用 副腎皮質ステロイド リドメックスコーワ軟膏０．３％　　１０ｇ
院外専用 消化酵素剤 リパクレオンカプセル１５０ｍｇ
院外専用 抗認知症薬 リバスタッチパッチ４．５ｍｇ
院外専用 抗認知症薬 リバスタッチパッチ９ｍｇ
院外専用 抗認知症薬 リバスタッチパッチ１３．５ｍｇ
院外専用 抗認知症薬 リバスタッチパッチ１８ｍｇ
院外専用 脂質異常症治療薬 リバロ錠２ｍｇ
院外専用 脂質異常症治療薬 リピトール錠１０ｍｇ
院外専用 抗菌薬 リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」
院外専用 抗てんかん剤 リボトリール錠１ｍｇ
採用 血管拡張剤 リマプロストアルファデクス錠５μｇ「日医工」
採用 眼科用剤 眼・耳科用リンデロンＡ軟膏　　５ｇ
院外専用 眼科用剤 リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％　５ｍＬ
採用 副腎皮質ステロイド リンデロン－Ｖクリーム０．１２％　　５ｇ
採用 副腎皮質ステロイド リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％　　５ｇ
採用 副腎皮質ステロイド リンデロン－ＶＧローション　　１０ｍＬ
採用 副腎皮質ステロイド リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％　　５ｇ
院外専用 副腎皮質ステロイド リンデロンＶローション　１０ｍＬ
院外専用 抗うつ薬 ルジオミール錠１０ｍｇ
院外専用 抗うつ薬 ルジオミール錠２５ｍｇ
院外専用 月経困難症治療剤 ルナベル配合錠ＬＤ
院外専用 月経困難症治療剤 ルナベル配合錠ＵＬＤ
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 ルネスタ錠１ｍｇ
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 ルネスタ錠２ｍｇ
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 ルネスタ錠３ｍｇ
院外専用 抗うつ薬 ルボックス錠２５ｍｇ
院外専用 抗うつ薬 ルボックス錠５０ｍｇ
院外専用 抗うつ薬 ルボックス錠７５ｍｇ
院外専用 眼科用剤 ルミガン点眼液０．０３％　２．５ｍＬ
採用 外用抗真菌薬 ルリコン液１％　　１０ｍＬ
採用 外用抗真菌薬 ルリコンクリーム１％　　１０ｇ
院外専用 抗菌薬 ルリッド錠１５０
採用 抗精神病薬 レキサルティ錠１ｍｇ
採用 抗精神病薬 レキサルティ錠２ｍｇ
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 レキソタン細粒１％
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 レキソタン錠１ｍｇ
採用 睡眠薬・抗不安薬 レキソタン錠２ｍｇ
採用 睡眠薬・抗不安薬 レキソタン錠５ｍｇ
採用 抗うつ薬 レクサプロ錠１０ｍｇ
採用 習慣性中毒用剤 レグテクト錠３３３ｍｇ
院外専用 レストレスレッグス症候群治療剤 レグナイト錠３００ｍｇ
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 レスタス錠２ｍｇ
院外専用 抗ヒスタミン剤 レスタミンコーワ錠１０ｍｇ
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 レスミット錠５ｍｇ
採用 消化性潰瘍用剤 レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」
採用 抗菌薬 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
採用 眼科用剤 レボフロキサシン点眼液０．５％「杏林」　５ｍＬ
院外専用 造血刺激薬 レボレード錠１２．５ｍｇ
院外専用 抗認知症薬 レミニールＯＤ錠４ｍｇ
院外専用 抗認知症薬 レミニールＯＤ錠８ｍｇ
院外専用 抗認知症薬 レミニールＯＤ錠１２ｍｇ
院外専用 吸入ステロイド+β2刺激薬 レルベア１００エリプタ３０吸入用
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ
採用 白血球減少症治療剤 ロイコン錠１０ｍｇ
院外専用 鎮痛薬 ロキソニンテープ１００ｍｇ　　７枚入
採用 鎮痛薬 ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」
院外専用 鎮痛薬 ロキソプロフェンﾅﾄﾘｳﾑ内服液６０ｍｇ｢日医工｣  10mL
採用 副腎皮質ステロイド ロコイド軟膏０．１％　　５ｇ
採用 血圧降下剤 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サワイ」
院外専用 血圧降下剤 ロサルヒド配合錠ＬＤ「三和」
採用 脂質異常症治療薬 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「サワイ」
採用 睡眠薬・抗不安薬 ロゼレム錠８ｍｇ
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院外専用 抗精神病薬 ロナセン散２％
採用 睡眠薬・抗不安薬 ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「トーワ」
採用 止しゃ剤、整腸剤 ロペラミド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」
採用 睡眠薬・抗不安薬 ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」
採用 睡眠薬・抗不安薬 ロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」
院外専用 睡眠薬・抗不安薬 ロラメット錠１ｍｇ
院外専用 血液凝固阻止剤 ワーファリン錠０．５ｍｇ
採用 血液凝固阻止剤 ワーファリン錠１ｍｇ
院外専用 自律神経作用薬その他 ワゴスチグミン散（０．５％）
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