
当院採用薬品一覧表（２０１９．０４現在）

アイピーディカプセル　100㎎ 院外）アナフラニール錠　25mg イクスタンジ錠　80mg

アイファガン点眼液０．１％ 院外）アニュイティ100μgエリプタ　30吸入用 院外）イクセロンパッチ　4.5mg

アイミクス配合錠ＨＤ 院外）アニュイティ200μgエリプタ　30吸入用 院外）イクセロンパッチ　9.0mg

アイミクス配合錠ＬＤ アノーロエリプタ　30吸入用 院外）イクセロンパッチ　13.5mg

亜鉛華（10%）単軟膏シオエ ☆　アフィニトール錠　5mg 院外）イクセロンパッチ　18mg

亜鉛華軟膏 アブストラル舌下錠　100μg イーケプラ錠　500mg

アーガメイト20%ゼリー　25g アブストラル舌下錠　200μg 院外）イーケプラドライシロップ　50%

アキネトン錠　1mg アフタッチ口腔用貼付剤　25μg イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」

アキネトン細粒　1% アプレゾリン錠　10mg イスコチン錠　100㎎

アクアチムクリーム１％　10g アベロックス錠　400mg 院外）イソジンガーグル液7%　30mL

アクアチムローション１％　20mL アヘンチンキ イソバイドシロップ70％分包　30mL/包

アクテムラ皮下注162mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ 院外）アポカイン皮下注　30mg 一硝酸イソソルビド錠　20mg「サワイ」

アクテムラ皮下注162mgシリンジ アボルブカプセル　0.5mg 院外）イドメシンコーワゲル１％　35g

アクトス錠　15mg アマリール1mg錠 イトリゾール内用液　１％　10mg/mL

アクトネル錠　17.5mg 院外）アミサリン錠　125㎎ イトリゾールカプセル　50㎎

アコファイド錠　100mg アミティーザカプセル　12μg イナビル吸入粉末剤　20mg

アサコール錠　400mg アミティーザカプセル　24μg ☆　イノレット３０Ｒ注 300U/3mL

アザルフィジンＥＮ錠　250mg アミノレバンＥＮ配合散　50g　（コーヒー味） 院外）イフェクサーＳＲカプセル　37.5mg

アジャストＡコーワ錠　40mg アミノレバンＥＮ配合散　50g　（フルーツ味） 院外）イフェクサーＳＲカプセル　75mg

院外）アジルバ錠　10㎎ アムロジピンＯＤ錠　5mg「ＮＰ」 イブランスカプセル　25mg

アジルバ錠　20㎎ アメナリーフ錠　200mg イブランスカプセル　125mg

院外）アジルバ錠　40㎎ 院外）アモキサンカプセル　25mg イミグラン錠　50mg

院外）アストリックドライシロップ　80% アモキシシリンカプセル　250㎎「ＮＰ」 イムラン錠　50mg

アズノールうがい液　４％　5mL 院外）アモバン錠　7.5㎎ イメンドカプセル　80mg

アズノール軟膏0.033%　20g アラセナ－Ａ軟膏３％　2g イメンドカプセル　125mg

アズノール軟膏0.033%　500g アラミスト点鼻液　27.5μg　56噴霧用 院外）イリボー錠　2.5μg

アスパラカリウム錠　300mg 院外）アリセプトＤ錠　3mg イリボー錠　5μg

アスパラＣＡ錠２００ 院外）アリセプトＤ錠　5mg 院外）イルトラ配合錠ＬＤ

☆　アスパラ配合錠 アリミデックス錠　1mg 院外）イルトラ配合錠ＨＤ

アスペノンカプセル　20㎎ 院外）アルケラン錠　2mg イルベサルタン錠100mg「ＤＳＰＢ」

アスベリン散　10% アルサルミン細粒　90% 院外）イルベタン錠　100mg

アスベリンシロップ　0.5% 院外）アルダクトンＡ細粒　10% イレッサ錠　250mg

院外）アズマネックスツイストヘラー　200μg　60吸入 アルドメット錠　250mg ☆　インヴェガ錠　3mg

アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「ＴＹＫ」 アルファカルシドールカプセル　0.25μg「テバ」 インクレミンシロップ５％

アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「ＴＹＫ」 アルファロールカプセル　1.0μg 院外）インスリングラルギンＢＳ注カート「リリー」

院外）アゼプチン錠　1mg アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 インスリングラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」

院外）アゾルガ配合懸濁性点眼液　5mL 院外）アルメタ軟膏　5g インタール吸入液１％　2mL

アタラックスＰカプセル　25㎎ アルロイドＧ内用液　5% ☆　インタール細粒10%　0.5g

アーチスト錠　10㎎ 院外）アレグラ錠　60mg 院外）インタール点鼻液２％　9.5mL

院外）アテディオ配合錠 アレグラドライシロップ５％ 0.3g/包 ☆　ツムラ茵ちん蒿湯　TU-135　2.5ｇ/包

アデホスコーワ腸溶錠　２０mg アレグラドライシロップ５％ 0.6g/包 インデラル錠　10㎎

アデホスコーワ顆粒１０％　１ｇ アレサガテープ　4mg ☆　インフリーカプセル　100㎎

アテレック錠　10㎎ アレサガテープ　8mg 院外）インライタ錠　1mg

院外）アテレック錠　20㎎ 院外）アレジオン点眼液　0.05%　5mL インライタ錠　5mg

アーテン錠　2mg アレジオンドライシロップ１％　10mg／g 院外）ウインタミン細粒　10%

院外）アドエア100ﾃﾞｨｽｶｽ　60吸入用 アレジオン錠　20mg ヴォトリエント錠　200mg

アドエア250ﾃﾞｨｽｶｽ　60吸入用 アレビアチン散１０％　 院外）ヴォリブリス錠　2.5mg

アドエア500ﾃﾞｨｽｶｽ　60吸入用 アレロックＯＤ錠 2.5mg ウテメリン錠　5mg

アドエア50エアゾール　120吸入用 アレロックＯＤ錠 5mg ウブレチド錠　5mg

アドエア250エアゾール　120吸入用 アレロック顆粒 0.5% 0.5g/包 ウラリットＵ配合散　１ｇ／包

☆　アドエア125エアゾール　120吸入用 院外）アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 ウリアデック錠　20mg

☆　アドシルカ錠　20mg アロプリノール錠　100mg｢ｹﾐﾌｧ」 ウリアデック錠　40mg

院外）アトーゼット配合錠ＬＤ 院外）アロマシン錠　25mg ☆　ウリアデック錠　60mg

アドソルビン原末 アンカロン錠　100mg ウリトスＯＤ錠　0.1mg

アドナ散　10% アンテベート軟膏0.05％　5g ウルソ錠　100㎎

アドフィードパップ40mg　6枚 アンプラーグ錠　100㎎ ウルソ顆粒　5%

院外）アトラント軟膏１％　10g アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 ウルティブロ吸入用カプセル

院外）アトラントクリーム１％　10g アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠45mg「ﾆﾌﾟﾛ」 ウロカルン錠　225mg

アトルバスタチンＯＤ錠　10mg「トーワ」 アンペック坐剤　10㎎ 院外）ツムラ温経湯　TU-106　2.5g/包

日点アトロピン点眼液　1%　5mL イグザレルト錠　10mg ツムラ温清飲　TU-57　2.5g/包

アトロベントエロゾル　20μg イグザレルト錠　15mg エイゾプト懸濁性点眼液１％　5mL

院外）アナフラニール錠　10㎎ イクスタンジ錠　40mg 院外）エイベリス点眼液0.002％　2.5mL
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院外）エカード配合錠ＨＤ オイラックスＨクリーム　10g カリメート経口液20%（オレンジフレーバー）

エキザルベ　5g ☆　「ウチダ」オウギ末Ｍ カリメート散　5g

エクア錠　50mg ツムラ黄連解毒湯　TU-15　2.5g/包 カリ－ユニ点眼液0.005%　5mL

☆　エクジェイド懸濁用錠　125mg 院外）オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入 カルグート錠　10㎎

エクジェイド懸濁用錠　500mg オキサロール軟膏25μg/g　10g カルデナリンＯＤ錠　1㎎

エクセグラン錠　100㎎ 院外）オキサロールローション　10g カルナクリン錠　50IU

エクセグラン散　20% オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ錠30㎎「日医工」

エクセラーゼ配合錠 オキシコドン徐放錠20mg「第一三共」 カルブロック錠　16mg

院外）エクメット配合錠ＬＤ 院外）オキシコンチン錠　5mg カルベジロール錠　1.25mg「サワイ」

院外）エクメット配合錠ＨＤ 院外）オキシコンチン錠　20mg カルボシステイン錠　500㎎「トーワ」

エクリラ400μgジェヌエア６０吸入用 オキシドール　500mL カルボシステインシロップ小児用５％「テバ」

エコリシン眼軟膏　3.5g オキナゾール腟錠　600㎎ カロナール錠　200mg

エサンブトール錠　250㎎ オキノーム散　5mg/包 カロナール錠　500mg

院外）ＳＧ配合顆粒 1ｇ オキノーム散　20mg/包 カロナール細粒　20%

院外）エストラサイトカプセル 156.7mg ☆　オクソラレン錠　10mg カンデサルタン錠　8㎎「あすか」

院外）エストリール錠　１㎎ オクソラレン軟膏０．３％　10g ☆　ツムラ甘麦大棗湯 TU-72 2.5g/包

ＳＰトローチ　0.25mg「明治」 オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ ツムラ桔梗湯 TU-138 2.5g/包

ＡＺ点眼液0.02%　5mL 院外）オスポロット錠　50mg キサラタン点眼液0.005%　2.5mL

☆　エタネルセプトBS皮下注50mgﾍﾟﾝ1mL「MA」 オゼックス錠　150㎎ キシロカインゼリー２％　30mL

消毒用エタノール液ＩＰ　500mL オゼックス細粒小児用１５％ キシロカインビスカス２％　100mL

エチゾラム錠0.5㎎「アメル」 院外）オダイン錠 125mg キシロカインポンプスプレー８％　80g

エックスフォージ配合ＯＤ錠 院外）オテズラ錠（10mg、20mg、30mg） キックリンカプセル　250mg

ツムラ越婢加朮湯　TU-28　2.5g/包 オノンカプセル　112.5㎎ キネダック錠　50㎎

エディロールカプセル　0.75μｇ オノンドライシロップ１０％　100mg/g キプレス細粒　4mg　0.5g/包

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」 オフェブカプセル　100ｍｇ 逆性石けん液　0.025 「ヨシダ」　250mL

エネーボ配合経腸用液 オフェブカプセル　150ｍｇ ギャバロン錠　5mg

エバステルＯＤ錠　10mg オプソ内服液　5mg 院外）キュバール１００エアゾール

エバミール錠　1mg オプソ内服液　10mg キョウニン水

院外）乾燥酵母エビオス 院外）オペプリムCap.　500mg クエチアピン錠　25mg　「明治」

院外）エビスタ錠　60mg 院外）オメプラール錠20 クエチアピン錠　100mg　「明治」

エビプロスタット配合錠ＤＢ オランザピンＯＤ錠2.5mg「タカタ」 クエン酸第一鉄Ｎａ錠50㎎「サワイ」

エピペン注射液　0.15mg オランザピンＯＤ錠5mg「タカタ」 グーフィス錠　5mg

エピペン注射液　0.3mg オルケディア錠1mg ☆　コタロー九味檳榔湯エキス細粒　2.0g

エビリファイＯＤ錠　3mg オルベスコ100μｇインヘラー　56吸入用 院外）グラクティブ錠　25mg

院外）エビリファイ内用液０．１％　3mL オルベスコ200μｇインヘラー　56吸入用 グラケーカプセル　15㎎

院外）エフィエント錠　2.5mg 院外）オルミエント錠　2mg グラジナ錠　50mg

エフィエント錠　3.75mg オルミエント錠　4mg 院外）グラナテック点眼液　0.4%　5mL

院外）エフィエント錠　5mg オルメサルタンＯＤ錠　20mg「ＤＳＥＰ」 グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」

エフィエントＯＤ錠　20mg 院外）オルメテックＯＤ錠　20mg ☆　ｸﾗﾊﾞﾓｯｸｽ小児用配合ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ　0.505g/包

エフピーＯＤ錠　2.5mg オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL 院外）クラビット錠　500㎎

エブランチルカプセル 15mg オレンシア皮下注125mgシリンジ 院外）クラビット点眼液0.5%　5mL

ＭＳコンチン錠　10㎎ オンブレス吸入用カプセル　150μg クラビット点眼液1.5%　5mL

ＭＳコンチン錠　30㎎ 院外）カイトリル細粒0.4%　0.5g クラビット細粒 10%

エリキューズ錠　2.5mg ガスコン錠　40㎎ グラマリール錠　25mg

エリキューズ錠　5mg ☆　ガスター散１０％ クラリス錠５０小児用

院外）エリザス点鼻粉末200μg28噴霧 院外）ガストローム顆粒　1.5ｇ クラリス錠　200㎎

エリスロシンＷＤＳ20%　200mg/g ガスモチン散　１％ クラリスドライシロップ10%小児用　100mg/g

エリスロマイシン錠　200mg「サワイ」 ガスロンＮ錠　2mg 院外）クラリチン錠　10mg

☆　エルカルチンＦＦ錠　250mg カソデックスＯＤ錠 80mg グランダキシン錠　50mg

エレルサ錠　50mg 院外）ガチフロ点眼液0.3％　5mL クリアナール錠　200mg

エレンタール配合内用剤　80g ツムラ葛根湯　TU-1　2.5g/包 グリセリン　ＪＰ　500mL

☆　エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤　40g カデュエット配合錠４番 グリセリンＢＣ液「ヨシダ」　100mL

☆　塩化カリウム「日医工」 ガナトン錠　50㎎ グリチロン配合錠

塩化ナトリウム カナマイシンカプセル　250mg「明治」 院外）グリベッグ錠　100mg

院外）エンクラッセ62.5μgエリプタ　30吸入 院外）カナリア配合錠 グリベンクラミド錠　2.5mg「武田ﾃﾊﾞ」

院外）エンシュア・リキッド　250mL カバサール錠 1mg グリマック配合顆粒

エンシュア・Ｈ 250mL ガバペン錠　200mg グリミクロン錠　40mg

☆　エンシュア・Ｈ（コーヒー味） 250mL ☆　カフェイン末「ホエイ」 院外）グリメサゾン軟膏　5g

院外）エンドキサン錠　50mg カプトリル細粒５％　50mg/g グルコンサンＫ細粒　4mEq/g

エンブレル皮下注　25mgシリンジ ☆　ツムラ加味帰脾湯　TU-137　2.5g/包 グルコンサンＫ錠　5mEq

エンブレル皮下注　50mgシリンジ ツムラ加味逍遥散　TU-24　2.5g/包 グルファスト錠　5mg

オイラックスクリーム10％　10g カモスタットメシル酸塩錠100mg「アメル」 院外）グルベス配合錠

2 ☆：要事購入薬品、院外）：院外専用薬品



当院採用薬品一覧表（２０１９．０４現在）

院外）グレースビット錠　50mg サイレース錠１ｍｇ 院外）ツムラ四物湯　TU-71 2.5g/包

院外）クレストールＯＤ錠　2.5mg サインバルタカプセル　20mg ☆　コタロー炙甘草湯エキス細粒　2.5g

院外）クレストールＯＤ錠　5mg 院外）ザガーロカプセル　0.1mg クラシエ芍薬甘草湯　EK-68　2g/包

クレナフィン爪外用液１0％　4mL 院外）ザガーロカプセル　0.5mg ジャディアンス錠　10mg

クレメジン速崩錠　500㎎（4錠/包） 院外）ザクラスＨＤ配合錠 ジャヌビア錠　50mg

クロピドグレル錠25mg「ＳＡＮＩＫ」 ザジテンドライシロップ　0.1% シュアポスト錠　0.5㎎

クロピドグレル錠75mg「ＳＡＮＩＫ」 ザーネ軟膏0.5％ クラシエ十全大補湯　EK-48　2.5g/包

クロマイ腟錠　100mg サノレックス錠　0.5mg ツムラ小柴胡湯　TU-9　2.5g/包

院外）クロミッド錠　50mg 院外）ザファテック錠　100mg ツムラ小青竜湯　TU-19　3g/包

ケアラム錠　25mg サムスカ錠　7.5mg 院外）ツムラ消風散　TU-22　2.5g/包

☆　ケアロードＬＡ錠　60μｇ サムスカ錠　15mg ジルテックドライシロップ　1.25%

ツムラ荊芥連翹湯　TU-50　2.5g/包 サムチレール内用懸濁液１５％　5mL シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」

ケイキサレートドライシロップ76%　3.27g/包 ザラカム配合点眼液 院外）シングレアＯＤ錠　10mg

ツムラ桂枝加芍薬大黄湯　ＴＵ-134　2.5g/包 サラジェン顆粒０．５％ シングレアチュアブル錠　5mg

☆　ツムラ桂枝加朮附湯　TU-18　2.5g/包 院外）サラジェン錠　5mg 院外）シンフェーズＴ２８錠

ツムラ桂枝茯苓丸　TU-25　2.5g/包 サラゾピリン錠　500mg ツムラ真武湯　TU-30　2.5g/包

☆  ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁　TU-125　2.5g/包 サリグレンカプセル　30mg シンメトレル錠　50㎎

☆  ツムラ啓脾湯　TU-128　2.5g/包 10％サリチル酸ワセリン軟膏 スインプロイク錠　0.2mg

ケタスカプセル 10㎎ 院外）サリベートエアゾール　50g スーグラ錠　50mg

ケトプロフェンテープ　40mg「日医工」 サルタノールインヘラー　100μg スクラルファート内用液10%　10mL「日医工」

院外）ケフラールカプセル　250mg ザルティア錠　5mg 院外）スージャヌ配合錠

ケフラール細粒小児用　100mg/g 院外）サワシリンカプセル　250㎎ ステリクロンＷ液　0.02%　500mL

ゲーベンクリーム１％　５０ｇ サワシリン細粒１０％　100mg/g ステリクロンＷ液　0.05%　500mL

ゲーベンクリーム１％　500g 酸化亜鉛原末「マルイシ」 ステリクロンＷ液　0.1%　500mL

ケラチナミンコーワクリーム20%　25g 重質酸化マグネシウム　シオエ ☆　スーテントカプセル 12.5ｍｇ

ケンエーＧ浣腸液５０％　30mL サンコバ点眼液0.02％　5mL 院外）ストロカイン錠　5mg

ケンエーＧ浣腸液５０％　60mL ☆　サンピロ点眼液　2%　5mL ☆　ストロメクトール錠　3mg

ケンエーＧ浣腸液５０％　120mL ☆　ツムラ酸棗仁湯　TU-103　2.5g/包 スピオルトレスピマット　60吸入

ゲンタシン軟膏０．１％　10g サンリズムカプセル　50㎎ 院外）ｽﾋﾟﾘｰﾊﾞ吸入用ｶﾌﾟｾﾙ18μg【14C/箱】

☆　ツムラ香蘇散　TU-70　2.5g/包 ジアゼパム錠2㎎「トーワ」 院外）スピリーバ1.25μgレスピマット　60吸入

☆  ツムラ五虎湯　TU-95　2.5g/包 ☆　ジアゾキシドカプセル　25mg スピリーバ2.5μgレスピマット　60吸入

コートリル錠　10mg シアナマイド内用液１％「タナベ」 院外）スピール膏　Ｍ

ツムラ牛車腎気丸　TU-107　2.5g/包 院外）シアリス錠 10mg スピロノラクトン錠　25㎎「テバ」

コセンティクス皮下注150mgペン 院外）シアリス錠 20mg スピロペント錠 10μg

コソプト配合点眼液 ジェイゾロフトＯＤ錠　25mg ズファジラン錠　10mg

院外）コソプトミニ配合点眼液　0.4mL ジェニナック錠　200mg 院外）スプリセル錠　20㎎

コデインリン酸塩散　1%「シオエ」 ☆　ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg 院外）スプリセル錠　50㎎

コニール錠　4㎎ ☆　ジェノトロピンゴークイック注用12mg スミスリンローション　30g

コバシル錠　4mg ☆　ジオトリフ錠　20mg スミルスチック　3%

コペガス錠　200mg ジオトリフ錠　30mg 院外）スンベプラカプセル　100mg

院外）コムクロシャンプー０．０５％ ジオトリフ錠　40mg ☆　ツムラ清暑益気湯　TU-136　2.5g/包

コムタン錠　100mg ☆　ジカディアカプセル　150mg 大塚生食注　1L　（広口開栓）

コメリアンコーワ錠　50mg ツムラ四逆散　TU-35　2.5g/包 大塚生食注　500mL　（細口開栓）

コランチル配合顆粒 ジクアス点眼液３％ ツムラ清心蓮子飲　TU-111　2.5g/包

コルヒチン錠　0.5mg「タカタ」 シクレスト舌下錠　５ｍｇ ☆  ツムラ清肺湯　TU-90　3.0g/包

ツムラ五苓散　TU-17　2.5g/包 ジクロフェナクナトリウム坐剤「日医工」 50㎎ セイブル錠　50mg

コレバインミニ83% ジクロフェナクナトリウム坐剤「日医工」 25㎎ ゼチーア錠　10mg

コロネル錠　500mg ジスロマック錠　250mg 院外）セディール錠　10mg

コロネル細粒83.3％　1.2g ジスロマック細粒小児用10％　100mg/g 院外）セパゾン錠　2㎎

院外）コンサータ錠　18mg ジスロマックＳＲ成人用ドライシロップ　2g ☆　セパミット細粒　１％

コントミン糖衣錠　12.5㎎ シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU セパミット－Ｒ細粒　２％ 10mg/包

コントミン糖衣錠　25㎎ シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU 院外）ゼビアックスローション２％

コンバントリンＤＳ　100mg／包 ☆　シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル セファクロルカプセル　250mg「サワイ」

コンプラビン配合錠 院外）シダトレンスギ花粉舌下液2000JAU/mLボトル セファドール錠　25mg

サアミオン錠　5㎎ 院外）シダトレンスギ花粉舌下液2000JAU/mLパック 院外）セファランチン錠　1㎎

院外）ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯　TU-12　2.5g/包 ☆　ツムラ七物降下湯　TU-46　2.5g/包 院外）ゼフィックス錠　100mg

ザイザル錠 ５ｍｇ 院外）シーブリ吸入用カプセル　50μg セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「ファイザー」

ザイザルシロップ　0.05% ジフルカンカプセル　50㎎ セフゾンカプセル　100㎎

ザイティガ錠250mg シプロキサン錠 200mg セフゾン細粒小児用１０％　100mg/g

サイトテック錠　200μg シベノール錠　100mg 院外）ゼフナート外用液２％　10mL

☆　ザイボックス錠　600mg シムジア皮下注200mgシリンジ 院外）ゼフナートクリーム２％　10ｇ

ツムラ柴苓湯　TU-114　3g/包 シムビコートタービュヘイラー　６０吸入 セフポドキシムプロキセチル錠100「サワイ」
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ゼペリン点眼液0.1％　5mL タリオンＯＤ錠　10mg ☆　高砂テンマ末Ｍ

セララ錠　25mg タリビッド眼軟膏0.3%　3.5g ☆　ツムラ当帰飲子 TU-86　2.5g/包

セルタッチパップ70　6枚 タリビッド耳科用液0.3%　5mL ﾂﾑﾗ当帰四逆加呉茱萸生姜湯　TU-38　2.5g/包

ゼルヤンツ錠　5mg ☆　タルセバ錠　25mg ツムラ当帰芍薬散　TU-23　2.5g/包

セレキノン錠　100mg (☆　タルセバ錠　100mg) ドグマチール錠　50㎎

セレコックス錠　100mg ☆　タルセバ錠　150mg ドグマチール細粒 10%

セレジストＯＤ錠　5mg 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠　3mg「ＮＰ」

セレスタミン配合錠 炭酸水素ナトリウム　シオエ ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠　5mg「ＮＰ」

セレニカＲ顆粒　40% 単シロップ トビエース錠　4mg

セレネース錠　0.75㎎ ダントリウムカプセル　25㎎ トビエース錠　8mg

院外）セレネース錠　3mg タンニン酸アルブミン　シオエ トプシムローション0.05%　10g

院外）セレネース細粒　1% タンボコール錠　50mg トプシムクリーム0.05%　5g

院外）セレベント５０ディスカス チウラジール錠　50mg ドプスＯＤ錠　200㎎

ゼローダ錠　300mg チガソンカプセル　10㎎ 院外）トフラニール錠 10mg

院外）セロクエル細粒　50% ツムラ治打撲一方　TU-89　2.5g/包 院外）トフラニール錠　25mg

セロクラール錠　20㎎ ツムラ竹じょ温胆湯 TU-91 2.5g/包 院外）ドボネックス軟膏 50μg/g　10g

センノシド錠　12mg「サワイ」 チモプトールＸＥ点眼液　0.5%　2.5mL ドボベットゲル　15g

院外）ツムラ疎経活血湯　TU-53　2.5g/包 チモプトール点眼液　0.5%　5mL 院外）ドボベット軟膏　15g

ソセゴン錠　25mg 院外）チャンピックス錠　0.5mg 院外）ドボベット軟膏　30g

ソバルディ錠400mg 院外）チャンピックス錠　1mg 院外）ドラール錠 15mg

ゾビラックス眼軟膏　3%　5g 院外）ツムラ釣藤散　TU-47　2.5g/包 ☆　トラクリア錠 62.5ｍｇ

ゾビラックス軟膏　5%　5g ツムラ猪苓湯　TU-40　2.5g/包 トラゼンタ錠　5mg

ソフラチュール　１０ｃｍ×１０ｃｍ チラージンＳ錠　50μg トラバタンズ点眼液　0.004％　2.5ｍL

院外）ソブリアードカプセル　100mg チラージンＳ散　0.01% トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」　100mL

ソランタール錠　100㎎ ☆　チロナミン錠　5mcg トラマールＯＤ錠　25mg

院外）ソリタ－Ｔ配合顆粒２号 4g 院外）通導散・ＴＵ１０５　2.5g トラムセット配合錠

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠5mg「ＥＥ」 つくしＡ・Ｍ配合散 トランコロン錠　7.5mg

院外）ソレトン錠　80mg ☆　ツベルミン錠　100mg トランサミン錠　250mg

ダイアップ坐剤　4㎎ ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ トリクロルメチアジド錠　１mg「ＮＰ」

ダイアート錠　60㎎ ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ 院外）トリテレンカプセル 50ｍｇ

ダイアモックス錠　250mg 院外）ティーエスワン配合顆粒Ｔ２０ トリプタノール錠　10mg

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒　TU-84　2.5g/包 院外）ティーエスワン配合顆粒Ｔ２５ トリプタノール錠　25mg

☆　タイケルブ錠　250ｍｇ ディナゲスト錠　1mg 院外）トルソプト点眼液　1%　5mL

ツムラ大建中湯　TU-100　2.5g/包 ディフェリンゲル　０．１％　15g トルリシティ皮下注用0.75mgアテオス

☆　ツムラ大防風湯　TU-97　3.5g/包 院外）ディレグラ配合錠 トレシーバ注フレックスタッチ

ダイメジンスリービー配合カプセル25 テオドール錠　100㎎ 院外）トレドミン錠　25mg

院外）タウリン散　1.02g デカドロン錠　0.5mg ドレニゾンテープ4μg/㎠ 7.5cm×10cm

☆　タガメット錠　200mg デカドロンエリキシル0.01%　0.1mg/mL トレリーフＯＤ錠　25mg

ダクチル錠　50mg デキサルチン口腔用軟膏1mg/g　5g 院外）トレリーフＯＤ錠　50mg

タグリッソ錠　40mg テグレトール錠　100㎎ ナイキサン錠　100mg

タグリッソ錠　80mg テグレトール細粒　50% ☆　ナイクリン散１０％

院外）ダクルインザ錠　60mg デザレックス錠　5mg ナウゼリンＯＤ錠　10㎎

院外）タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」 ☆　デスモプレシン・スプレー2.5協和　5mL ナウゼリン坐剤　10㎎

タクロリムス錠1mg「あゆみ」 テトラミド錠　10mg ナウゼリン坐剤　60㎎

タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」 ☆　テネリア錠　20mg ナウゼリンドライシロップ　1%

タクロリムス錠3mg「あゆみ」 院外）テノゼット錠　300mg ナゾネックス点鼻液　50μｇ　56噴霧用

タケキャブ錠　10mg デノタスチュアブル配合錠ＳＰ ナトリックス錠　1mg

タケキャブ錠　20mg デパケンＲ錠　100㎎ ナパゲルンローション3%　50mL

院外）タケプロンＯＤ錠　15mg デパケンＲ錠　200㎎ 院外）ニコチネルＴＴＳ　10

院外）タケルダ配合錠 テプレノンカプセル50mg「日医工」 院外）ニコチネルＴＴＳ　20

☆　タシグナカプセル　150mg デプロメール錠　25mg 院外）ニコチネルＴＴＳ　30

タナドーパ顆粒 75% 1g 院外）デュオトラバ配合点眼液 ニコランジル錠　5㎎「トーワ」

院外）タナトリル錠　5㎎ デュファストン錠　5mg ニゾラールローション2%　10g

☆　ダフクリア錠200mg デュロテップＭＴパッチ　2.1mg ニゾラールクリーム2%　10g

院外）タプコム配合点眼液　2.5mL デュロテップＭＴパッチ　4.2mg ☆　ツムラ二陳湯　TU-81　2.5g/包

院外）タプロス点眼液　0.0015%　2.5mL デュロテップＭＴパッチ　8.4mg ニトロペン舌下錠　0.3mg

院外）タベジール錠　1mg テラ・コートリル軟膏　5g ニフェジピンＣＲ錠　20mg「ＮＰ」

タミフルカプセル　75mg テラジアパスタ５％　10ｇ ニフラン点眼液0.1%　5mL

タミフルドライシロップ　３％ テルネリン錠　1㎎ 乳酸カルシウム「ホエイ」

タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 テルミサルタン錠　40mg「ＤＳＥＰ」 乳糖細粒

ダラシンカプセル　150㎎ デルモベート軟膏0.05%　5g 乳糖末

ダラシンＴゲル１％　10ｇ デルモベートｽｶﾙﾌﾟﾛｰｼｮﾝ0.05% １０ｇ ☆　ニュープロパッチ　2.25mg
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院外）ニュープロパッチ　4.5mg ハーボニー配合錠 ヒルドイドソフト軟膏０．３％　100g

院外）ニュープロパッチ　9mg バラクルード錠　0.5mg 院外）ヒルドイドフォーム０．３％　92g

院外）ニュープロパッチ　18mg バラシクロビル錠 500mg「アスペン」 ビルトリシド錠　600㎎

ニューロタン錠　50㎎ パラミヂンカプセル　300mg ヒルナミン錠　5㎎

☆　ツムラ人参湯　TU-32　2.5g/包 院外）パリエット錠　5㎎ ヒルナミン錠　25㎎

ツムラ人参養栄湯　TU-108　3.0g/包 院外）パリエット錠　10㎎ ヒルナミン細粒　10%

院外）ネイリンカプセル　100mg ☆　バリキサ錠　450mg ☆　ピレスパ錠　200ｍｇ

ネオーラルカプセル　25mg バルサルタン錠　80mg「ケミファ」 院外）ピレチア細粒 10%

ネオキシテープ 院外）バルトレックス錠 500mg ピレチア錠　25mg

ネオシネジンコーワ5%点眼液　10mL バルトレックス顆粒　50% ☆　ビンダケルカプセル　20mg

ネオドパストン配合錠Ｌ１００ パルミコート吸入液　0.25mg/2mL 院外）５－ＦＵ軟膏５％協和　５ｇ

ネキシウムカプセル　20㎎ パルミコート吸入液　0.5mg/2mL ファモチジンＤ錠　20mg「サワイ」

ネキシウム懸濁用顆粒分包　10mg/包 パルミコート２００タービュヘイラー56吸入 ファロム錠　200㎎

ネキシウム懸濁用顆粒分包　20mg/包 院外）パルモディア錠　0.1mg 院外）ファロムドライシロップ小児用10%

☆　ネクサバール錠　200mg バレリンシロップ５％ ファンギゾンシロップ　24mL

ネバナック懸濁性点眼液　0.1% 院外）パーロデル錠　2.5mg フィコンパ錠　2mg

院外）ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%　5g パンクレアチン　シオエ フィコンパ錠　4mg

ネリプロクト軟膏　2g ツムラ半夏厚朴湯　TU-16　2.5g/包 ブイフェンド錠　50mg

ネリプロクト坐剤　0.2㎎ クラシエ半夏瀉心湯　EK-14　2g/包 ブイフェンド錠　200mg

院外）ネルボン散　1% ☆　ツムラ半夏白朮天麻湯　TU-37　2.5g/包 フィブラストスプレー500

ノイキノン錠　10㎎ バンコマイシン塩酸塩散0.5ｇ「ﾌｧｲｻﾞｰ」 院外）フェアストン錠　40㎎

ノイロトロピン錠 ４単位 パントシン散２０％ フェキソフェナジン塩酸塩錠　60mg「SANIX」

ノウリアスト錠　20mg 調剤用パンビタン末 フェノバール散　10%

院外）ノックビン末 ヒアレイン点眼液0.1%　5mL フェブリク錠　20mg

ノバミン錠　5mg 院外）ヒアレインミニ点眼液0.3%　0.4mL フェマーラ錠　2.5mg

院外）ノベルジン錠　25㎎ ＰＬ配合顆粒　1g フェルナビオンパップ７０

ノベルジン錠　50㎎ ビオフェルミン錠剤 フェロ・グラデュメット錠 105mg

ノボラピッド注フレックスタッチ ビオフェルミンＲ散 フェロミア顆粒　8.3%

☆　ノボラピッド注 100単位/mL 10mL ビオスミン配合散 フェントステープ　1mg

☆　ノボラピッド注イノレット ビオスリー配合錠 フェントステープ　2mg

☆　ノボラピッド７０ミックス注フレックスペン 院外）ビオチン散　2mg/g フェントステープ　4mg

ノボラピッド30ミックス注フレックスペン ビクトーザ皮下注　18mg フォリアミン錠　5mg

ノボリンＮ注フレックスペン ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ内用液0.75%10mL「CHOS」 フォルテオ皮下注キット600μg

ノボリンＲ注　 100単位/mL ビ・シフロール錠　0.5mg 複方ヨード・グリセリン「ケンエー」　500mL

ノボリンＲ注フレックスペン 院外）ヒスロン錠　5mg ☆  ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯　TU-116　2.5g/包

☆　ノボリン30R注フレックスペン　３００単位 院外）ヒスロンＨ錠　200㎎ ブシ末（調剤用）「ツムラ」

院外）ノリトレン錠　25mg ビソノテープ4mg ブスコパン錠　10mg

ノルスパンテープ　5mg ビソプロロールフマル酸塩錠　0.625mg「トーワ」 フスタゾール糖衣錠　10㎎

ノルスパンテープ　10mg ビソプロロールフマル酸塩錠　5mg「サワイ」 プラケニル錠　200mg

院外）ノルバデックス錠　20mg 院外）ビソルボン吸入液0.2%　45mL 院外）プラザキサカプセル　75mg

ハーフジゴキシンＫＹ錠　0.125mg ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 プラザキサカプセル　110mg

院外）バイアグラ錠 25mg 院外）ビタメジン配合ｶﾌﾟｾﾙＢ２５ フラジール内服錠　250mg

院外）バイアグラ錠 50mg ヒダントール錠　25㎎ フラジール膣錠　250mg

バイアスピリン錠　100mg ヒダントール錠　100㎎ ブラダロン錠　200mg

院外）バイエッタ皮下注５μｇペン　３００ ☆　ヒダントールＦ配合錠 フラビタン眼軟膏0.1%　5g

ハイシー顆粒　25% 院外）ビデュリオン皮下注用２ｍｇペン フラビタン錠　10㎎

☆　ハイドレアカプセル　500mg ピートルチュアブル錠250mg 院外）フラビタン点眼液0.05%　5mL

☆　ツムラ排膿散及湯　TU-122　2.5g/包 ビビアント錠　20mg 院外）プラビックス錠　75mg

院外）ハイパジールコーワ点眼液　0.25%　5mL ビムパット錠　50mg フランドルテープ40mg

ハイペン錠　200㎎ ビムパット錠　100mg 院外）ブリカニール錠　2mg

院外）パキシル錠 10mg ☆　ピメノールカプセル　100㎎ フリバスＯＤ錠　25mg

パキシルＣＲ錠 12.5mg ピモベンダン錠　1.25㎎「ＴＥ」 フリバスＯＤ錠　75mg

バクタ配合錠 ☆　ヒューマログ注 100単位/mL プリモボラン錠　5mg

バクタ配合顆粒 ☆　ヒューマログ注カート プリンペラン錠　5mg

ツムラ麦門冬湯　TU-29　3g/包 ヒューマログ注ミリオペン プリンペランシロップ0.1%

パタノール点眼液　0.1％　5mL 院外）ヒューマログ注ミリオペンＨＤ フルスタン錠　0.15μg

☆　ウチダ八味丸Ｍ ヒューマログミックス５０注ミリオペン フルスルチアミン錠25mg「トーワ」

ツムラ八味地黄丸　TU-7　2.5g/包 ヒュミラ皮下注40mgシリンジ　0.4mL 院外）フルタイド１００ディスカス

バップフオー錠　10㎎ 院外）ビラノア錠　20mg フルタイド２００ディスカス

パナルジン錠　100mg ピラマイド原末 院外）フルタイド５０μgｴｱｿﾞｰﾙ 120吸入用

院外）バナンドライシロップ５％　50㎎/g ヒルドイドローション０．３％　50g ☆　フルダラ錠　10mg

☆　バニヘップカプセル　150mg ヒルドイドソフト軟膏０．３％　25g フルティフォーム125ｴｱｿﾞｰﾙ120吸入用
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小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 ベムリディ錠　25mg 人工涙液マイティア点眼液　5mL

ブルフェン錠　100mg ヘモリンガル舌下錠　0.18mg ☆　マイテラーゼ錠　10mg

院外）フルメジン糖衣錠　0.5mg ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」 ツムラ麻黄湯　TU-27　2.5g/包

院外）フルメジン散0.2% ペリアクチン散　1% ☆　ツムラ麻杏よく甘湯 TU-78 2.5g/包

フルメトロン点眼液　0.02%　5mL ペリアクチンシロップ　0.04% 院外）マクサルトＲＰＤ錠　10mg

フルメトロン点眼液　0.1%　5mL ☆　ペリシット錠　250mg マグミット錠　250mg

プレグランディン膣坐剤　1mg ベリチーム配合顆粒　1g マグミット錠　330mg

ブレディニンＯＤ錠　50㎎ ペルサンチン錠　25㎎ ☆　ツムラ麻子仁丸 TU-126　2.5g/包

プレドニゾロン錠「タケダ」　5mg ペルサンチン錠　100㎎ 院外）マーズレンＳ配合顆粒

プレドニゾロン錠「旭化成」  1mg ベルソムラ錠　15mg 院外）マーデュオックス軟膏　10g

プレドニゾロン散「タケダ」　1% ベルソムラ錠　20mg マドパー配合錠

院外）プレドニン錠  5mg「シオノギ」 ヘルベッサーＲカプセル　100mg マヴィレット配合錠

プレドニン眼軟膏　5g ペルマックス錠　250μg マルファ配合内服液

プレマリン錠　0.625㎎ ベンザリン錠　5mg ミオコールスプレー　0.3mg　100回用

院外）プレミネント配合錠ＨＤ ペンタサ顆粒９４％　1000㎎/包 ミオナール錠　50mg

プレミネント配合錠ＬＤ 院外）ペンタサ顆粒９４％　2000㎎/包 院外）ミカトリオ配合錠

プログラフカプセル　0.5mg 院外）ペンタサ錠　250㎎ 院外）ミカムロ配合錠ＡＰ

院外）フロジン外用液５％　30mL ペンタサ錠　500㎎ 院外）ミカムロ配合錠ＢＰ

プロスタール錠　25mg ペンタサ坐剤　1ｇ 院外）ミカルディス錠　40mg

プロスタンディン軟膏0.003%　10g ペンタサ注腸　1ｇ ミグシス錠 5mg

院外）プロセキソール錠　0.5mg ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター ミケランＬＡ点眼液　2%　2.5mL

フロセミド錠　20mg「ＮＰ」 ペンレステープ　18mg 院外）ミケラン点眼液　2%　5mL

院外）フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 ボアラクリーム　0.12%　5g ☆　ミコブティンカプセル　150mg

ブロチゾラムＯＤ錠　0.25㎎「サワイ」 ボアラ軟膏　0.12%　5g ミコンビ配合錠ＢＰ

プロテカジンＯＤ錠 10mg ツムラ防已黄耆湯　TU-20　2.5g/包 ミティキュアダニ舌下錠3300JAU

プロトピック軟膏　0.03%小児用　5g ツムラ防風通聖散　TU-62　2.5g/包 ミティキュアダニ舌下錠10000JAU

プロトピック軟膏　0.1%　5g ホクナリンテープ　0.5㎎ ミドリンＰ点眼液　5mL

ブロナック点眼液０．１％　5mL ホクナリンテープ　1mg 塩酸ミノサイクリン錠５０「マルコ」　50㎎

☆　プロノン錠　150mg ホクナリンテープ　2mg ミノマイシンカプセル　100㎎

院外）プロ・バンサイン錠　15mg 院外）ボシュリフ錠　100mg ミヤＢＭ錠

院外）プロペシア錠　1mg 強力ポステリザン軟膏　2g ミヤＢＭ細粒

プロペト　100g ホスミシン錠 500mg ミラペックスＬＡ錠　1.5mg

☆　フロベン顆粒 8% ホスミシンドライシロップ　400mg/g ミルラクト細粒　50%　250mg/包

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2% 「タイヨー」　45mL 院外）ホスミシンＳ耳科用３％ 院外）ムコスタ点眼液ＵＤ２％　0.35mL

フロモックス小児用細粒　100mg/g ☆　ホスリボン配合顆粒 小児用ムコソルバンＤＳ 1.5%

フロリードゲル経口用2%　5g ホスレノールＯＤ錠　250mg 小児用ムコソルバンシロップ 0.3%

☆　ツムラ平胃散 TU-79 2.5g/包 ツムラ補中益気湯　TU-41　2.5g/包 院外）ムコダイン錠　500㎎

ベイスンＯＤ錠　0.3mg ボナロン経口ゼリー　35mg ムコダインＤＳ　50%

ベオーバ錠　50mg 院外）ボナロン錠　35mg ☆　ムルプレタ錠　3mg

ベガモックス点眼液　0.5%　5mL ポビドンヨードガーグル液 7% 「日医工」 30mL メイアクトＭＳ小児用細粒　10%　100mg/g

院外）ペキロンクリーム0.5%　10g ポビドンヨードゲル10%「明治」　4g メイスパン配合軟膏　100ｇ

院外）ベゲタミン－Ａ配合錠 ポピヨドン液１０％　250ｍＬ メイラックス錠　1mg

院外）ベゲタミン－Ｂ配合錠 ボラザＧ軟膏　2.4g メキシチールカプセル　50㎎

ベージニオ錠　50mg ポラプレジンクＯＤ錠75mg「サワイ」 メサデルムローション　0.1%　10g

ベージニオ錠　100mg ポララミン錠　2mg メジコン錠　15㎎

ベージニオ錠　150mg ☆　ボリコナゾール錠　50mg「日医工」 メスチノン錠　60mg

ベサコリン散 5% ホーリンＶ膣用錠　1mg 院外）メタライトカプセル　250㎎

ベザトールＳＲ錠　200㎎ ボルタレン錠　25mg ☆  0.1％メチコバール細粒 0.5ｇ

ベシケアＯＤ錠　5mg ボルタレンＳＲカプセル　37.5mg メチコバール錠　500μg

院外）ベストロン点眼用　0.5% 院外）ボルタレンサポ　12.5㎎ メチルエルゴメトリン錠　0.125mg　「あすか」

院外）ベストロン耳鼻科用　1%　5mL 院外）ボルタレンサポ　25㎎ 滅菌オリーブ油　60mL

ベストロン耳鼻科用　1%　50mL 院外）ボルタレンサポ　50㎎ 滅菌精製水　500mL

院外）ベセルナクリーム５％ 250mg/包 ポルトラック原末　6g メトグルコ錠　250mg

ベタニス錠　25mg 院外）ボンアルファハイローション　10g メトリジンＤ錠　2mg

院外）ベトプティックエス懸濁性点眼液0.5％　5mL 院外）ボンアルファハイ軟膏　20μg/g メトレート錠　2mg

ベナパスタ軟膏　4% ポンタールシロップ　3.25% 院外）メドロール錠  2mg

ベネット錠　75mg 院外）ボンビバ錠　100mg メドロール錠  4mg

ベネトリン吸入液　0.5%　30mL マイクロファインプラス31G　5mm（14本入） メニレット70％ゼリー　３０ｇ

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」 マイザークリーム　0.05%　5g メバロチン錠　10㎎

院外）ベピオゲル２．５％　15g マイショット　30G　0.5mL（1本入） メプチン吸入液ユニット　0.3mL

院外）ヘプセラ錠　10mg 院外）マイスタン錠　5mg メプチン吸入液ユニット　0.5mL

ベプリコール錠　50mg 院外）マイスリー錠　5mg メプチンキッドエアー5μｇ吸入100回　2.5mL
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メプチン10μgエアー100吸入　カウンター付 リーマス錠　200mg 院外）ルパフィン錠 10mg

メプチンシロップ　5μg/mL 院外）リアルダ錠　1200㎎ ルプラック錠　8mg

メプチンスイングヘラー10μｇ リオナ錠　250mg ルミガン点眼液　0.03%　2.5mL

メプチンドライシロップ　0.005% 院外）リオベル配合錠ＬＤ ルリコン液１％　10mL

メマリーＯＤ錠　5mg リカルボン錠　50mg ルリコンクリーム１％　10g

メマリーＯＤ錠　10mg 院外）リキスミア皮下注　300μg 院外）ルリッド錠　150㎎

メマリーＯＤ錠　20mg リクシアナOD錠　15mg 院外）レキサルティ錠　1mg

院外）メマリードライシロップ２％　0.25g/包 リクシアナOD錠　30mg 院外）レキサルティ錠　2mg

院外）メマリードライシロップ２％　0.5g/包 リクシアナOD錠　60mg 院外）レキソタン錠　2mg

院外）メマリードライシロップ２％　1g/包 リザベンカプセル　100mg レキップ錠　1mg

メリスロン錠　6㎎ リザベン点眼液　0.5％ 5mL レキップ錠　0.25mg

メルカゾール錠　5mg 院外）リスパダール錠　1mg 院外）レキップＣＲ錠　2mg

☆　ツムラ木防已湯　TU-36　2.5g/包 院外）リスパダール細粒 1% 院外）レキップＣＲ錠　8mg

モサプリドクエン酸塩錠5㎎「ＮＰ」 リスペリドンＯＤ錠　0.5mg「トーワ」 レクサプロ錠　10mg

モビコール配合内用剤 リスペリドンＯＤ錠　1mg「トーワ」 院外）レクタブル2mg注腸フォーム

モービック錠 10mg リスペリドン内用液1mg/mL　「MEEK」0.5mL/包 院外）レクチゾール錠　25㎎

院外）モーバー錠　100㎎ リスペリドン内用液1mg/mL　「MEEK」1mL/包 レグナイト錠　300㎎

院外）モーラステープＬ　40mg リスミー錠　1㎎ レグパラ錠　25mg

院外）モーラスパップＸＲ　120mg リズミック錠　10㎎ レザルタス配合錠ＬＤ

モンテルカスト錠10mg「ＫＭ」 リスモダンカプセル　100mg レザルタス配合錠ＨＤ

院外）ヤーズ配合錠 リスモダンＲ錠　150㎎ 新レシカルボン坐剤

ユーゼル錠　25mg リーゼ錠　5㎎ レスキュラ点眼液　0.12%　5mL

院外）ユーエフティＥ顆粒２０％　0.75g ☆　リドカインテープ　18mg「ＹＰ」 レスリン錠　25mg

院外）ユーエフティ配合カプセルＴ100 ツムラ六君子湯　TU-43　2.5g/包 ☆　レダマイシン錠　150mg

ユニフィルＬＡ錠　200mg リドメックスコーワ軟膏　0.3%　5g ☆　レバチオ錠　20mg

院外）ユーパスタコーワ軟膏　30ｇ リ－バクト配合顆粒　4.15g/包 レバミピド錠　100㎎「タナベ」

院外）ユーパスタコーワ軟膏　100ｇ リ－バクト配合経口ゼリー 院外）レビトラ錠　10mg

ユベラ軟膏　56g リパクレオン顆粒　300mg分包 レペタン坐剤　0.2㎎

ユベラＮカプセル100mg ☆　リバスタッチパッチ　4.5mg レペタン坐剤　0.4㎎

ユリーフＯＤ錠　4mg ☆　リバスタッチパッチ　9mg レベトールカプセル200mg

ユリノーム錠　50mg ☆　リバスタッチパッチ　13.5mg レベミル注フレックスペン

ユーロジン2㎎錠　 ☆　リバスタッチパッチ　18mg ☆　レベミル注イノレット

☆　ヨウ化カリウム丸　50mg リピディル錠　80mg レボフロキサシン錠　500㎎「DSEP」

ヨクイニンエキス錠「コタロ－」　 リファンピシンカプセル150mg「サンド」 レミッチＯＤ錠　2.5μｇ

☆　ヨクイニンエキス散「コタロー」 リフキシマ錠　200mg レミニールＯＤ錠　4mg

院外）ツムラよく苡仁湯　TU-52　2.5ｇ/包 リフレックス錠　15mg レミニールＯＤ錠　8mg

ツムラ抑肝散　TU-54　2.5g/包 リボスチン点眼液　0.025%　5mL 院外）レミニールＯＤ錠　12mg

ライゾデグ配合注フレックスタッチ 院外）リボスチン点鼻薬　0.025%　112噴霧用 レルベア100エリプタ　30吸入用

ラクツロース・シロップ６０％「コーワ」 院外）リポバス錠　5㎎ レルベア200エリプタ　30吸入用

ラグノスＮＦ経口ゼリー分包　12g リボビックス錠　10mg 院外）レンドルミンＤ錠　0.25㎎

☆　ラクリミン点眼液0.05%　5mL リマチル錠　100㎎ レンビマカプセル　4mg

ラコールＮＦ配合経腸半固形剤　300g リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 ☆　ロイコボリン錠　5mg

ラコールＮＦ配合経腸用液　200ｍL/包 ☆　リムパーザ錠　100mg 院外）ロキソニンゲル１％　25g

ラコールＮＦ配合経腸用液　400ｍL/包 ☆　リムパーザ錠　150mg 院外）ロキソニンテープ　50mg

ラジレス錠　150mg ☆  ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯　TU-119　2.5g/包 院外）ロキソニンテープ　100mg　7枚

☆　ラステットＳカプセル　25㎎ ツムラ苓桂朮甘湯　TU-39　2.5g/包 ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＮＰ」　25g

ラニチジン錠　150mg「ﾏｲﾗﾝ」 硫酸亜鉛 ロキソプロフェンNa錠６０ｍｇ「OHA」

院外）ラニラピッド錠　0.05㎎ リリカＯＤ錠　25mg ロキソプロフェンＮａテープ　100mg　「ユートク」

☆　ラパリムス錠　1mg リリカＯＤ錠　75mg ロキソプロフェンナトリウム内服液60mg「日医工」

ラベプラゾールナトリウム錠10㎎「ケミファ」 ☆　リルテック錠　50mg ロコアテープ　７枚

院外）ラミクタール錠小児用　2mg リレンザ（4ﾌﾞﾘｽﾀｰ×5枚＋吸入器） ロコイドクリーム　0.1% 5g

院外）ラミクタール錠小児用　5mg リンゼス錠　0.25mg ロコイド軟膏　0.1%　5g

院外）ラミクタール錠　25mg リンデロン－ＶＧ軟膏　0.12%　5g ロスバスタチンＯＤ錠2.5mg「ＤＳＥＰ」

ラミクタール錠　100mg リンデロン錠　0.5mg ロスバスタチンＯＤ錠5mg「ＤＳＥＰ」

ラミシール錠　125mg リンデロン－ＶＧローション　10mL ロゼレム錠　8mg

ラミシールクリーム１％　10g リンデロン点眼・点耳・点鼻液　0.1%　5mL 院外）ロドピン錠　50mg

院外）ランサップ400 眼・耳科用リンデロンＡ軟膏　5g 院外）ロドピン細粒　10%

ランソプラゾールＯＤ錠　15mg「サワイ」 ルーラン錠　4mg 院外）ロトリガ粒状カプセル２ｇ

院外）ランタス注ソロスター　300単位 院外）ルコナック爪外用液５％　4mL ロナセン錠　4mg

ランタスＸＲ注ソロスター　450単位 院外）ルジオミール錠　10㎎ ロペミンカプセル　1mg

ランドセン細粒　0.1% 院外）ルナベル配合錠 ロルカム錠　4mg

ランドセン錠　0.5mg ルネスタ錠　1mg 院外）ロンゲス錠　5㎎

7 ☆：要事購入薬品、院外）：院外専用薬品



当院採用薬品一覧表（２０１９．０４現在）

ロンサーフ配合錠Ｔ１５

ロンサーフ配合錠Ｔ２０

ワイパックス錠　0.5mg

☆　ワゴスチグミン散　0.5％

ワソラン錠　40mg

ワーファリン顆粒０．２％

ワーファリン錠　1㎎

ワントラム錠　100mg
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