
薬効別一覧

薬品名 一般名 分類　1 分類　2 採用区分 後発品情報

サワシリンカプセル２５０ アモキシシリン水和物 抗菌薬 ペニシリン系薬 本採用

注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位 ベンジルペニシリンカリウム 抗菌薬 ペニシリン系薬 本採用

バイシリンＧ顆粒４０万単位 ベンジルペニシリンベンザチン水和物 抗菌薬 ペニシリン系薬 院外採用

ビクシリン注射用１ｇ アンピシリンナトリウム 抗菌薬 ペニシリン系薬 本採用

ユナシン錠３７５ｍｇ スルタミシリントシル酸塩水和物 抗菌薬 ペニシリン系薬 院外採用

ワイドシリン細粒２０％ アモキシシリン水和物 抗菌薬 ペニシリン系薬 本採用 後発

オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム 抗菌薬 β －ラクタマーゼ阻害剤配合剤 本採用

クラバモックス小児用配合ドライシロップ アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム 抗菌薬 β －ラクタマーゼ阻害剤配合剤 本採用

タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」 タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム 抗菌薬 β －ラクタマーゼ阻害剤配合剤 本採用 後発

ピシリバクタ静注用０．７５ｇ アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム 抗菌薬 β －ラクタマーゼ阻害剤配合剤 本採用 後発

ピシリバクタ静注用１．５ｇ アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム 抗菌薬 β －ラクタマーゼ阻害剤配合剤 本採用 後発

オラセフ錠２５０ｍｇ セフロキシム　アキセチル 抗菌薬 セフェム系薬 院外採用

ケフレックスカプセル２５０ｍｇ セファレキシン 抗菌薬 セフェム系薬 本採用

セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「オーツカ」 セファゾリンナトリウム 抗菌薬 セフェム系薬 本採用 後発

セファゾリンナトリウム注射用０．５ｇ「日医工」 セファゾリンナトリウム 抗菌薬 セフェム系薬 本採用 後発

セファゾリンナトリウム注射用２ｇ「日医工」 セファゾリンナトリウム 抗菌薬 セフェム系薬 本採用 後発

セフォタックス注射用０．５ｇ セフォタキシムナトリウム 抗菌薬 セフェム系薬 本採用

セフゾンカプセル１００ｍｇ セフジニル 抗菌薬 セフェム系薬 院外採用

セフゾン細粒小児用１０％ セフジニル 抗菌薬 セフェム系薬 院外採用

セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「ＮＰ」 セフトリアキソンナトリウム水和物 抗菌薬 セフェム系薬 本採用 後発

セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 セフメタゾールナトリウム 抗菌薬 セフェム系薬 本採用 後発

セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ１ｇ「ＮＰ」 セフメタゾールナトリウム 抗菌薬 セフェム系薬 本採用 後発

注射用マキシピーム１ｇ セフェピム塩酸塩水和物 抗菌薬 セフェム系薬 本採用

バナン錠１００ｍｇ セフポドキシム　プロキセチル 抗菌薬 セフェム系薬 院外採用

バナンドライシロップ５％ セフポドキシム　プロキセチル 抗菌薬 セフェム系薬 院外採用

フロモックス錠１００ｍｇ セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 抗菌薬 セフェム系薬 本採用

フロモックス小児用細粒１００ｍｇ セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 抗菌薬 セフェム系薬 院外採用

メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ セフジトレン　ピボキシル 抗菌薬 セフェム系薬 本採用

メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ セフジトレン　ピボキシル 抗菌薬 セフェム系薬 本採用

オラペネム小児用細粒１０％ テビペネム　ピボキシル 抗菌薬 カルバペネム系薬 院外採用

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ＮＰ」 メロペネム水和物 抗菌薬 カルバペネム系薬 本採用 後発

アザクタム注射用１ｇ アズトレオナム 抗菌薬 モノバクタム系薬 本採用

点滴静注用バンコマイシン０．５「ＭＥＥＫ」 バンコマイシン塩酸塩 抗菌薬 グリコペプチド系薬 本採用 後発

バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 バンコマイシン塩酸塩 抗菌薬 グリコペプチド系薬 本採用 後発

バンコマイシン眼軟膏１％ バンコマイシン塩酸塩 抗菌薬 グリコペプチド系薬 院外採用

キュビシン静注用３５０ｍｇ ダプトマイシン 抗菌薬 リポペプチド系薬 本採用

ホスミシンＳ静注用０．５ｇ ホスホマイシンナトリウム 抗菌薬 ホスホマイシン系薬 本採用

ホスミシン錠５００ ホスホマイシンカルシウム水和物 抗菌薬 ホスホマイシン系薬 本採用

ホスミシンドライシロップ４００ ホスホマイシンカルシウム水和物 抗菌薬 ホスホマイシン系薬 本採用

アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「日医工」 アミカシン硫酸塩 抗菌薬 アミノグリコシド系薬 本採用

カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 カナマイシン一硫酸塩 抗菌薬 アミノグリコシド系薬 本採用

ゲンタシン軟膏０．１％ ゲンタマイシン硫酸塩 抗菌薬 アミノグリコシド系薬 院外採用

ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０ｍｇ「日医工」 ゲンタマイシン硫酸塩 抗菌薬 アミノグリコシド系薬 本採用

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「イワキ」 ゲンタマイシン硫酸塩 抗菌薬 アミノグリコシド系薬 本採用 後発

硫酸ストレプトマイシン注射用１ｇ「明治」 ストレプトマイシン硫酸塩 抗菌薬 アミノグリコシド系薬 本採用

エリスロシン錠１００ｍｇ エリスロマイシンステアリン酸塩 抗菌薬 マクロライド系薬 本採用
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エリスロシン点滴静注用５００ｍｇ エリスロマイシンラクトビオン酸塩 抗菌薬 マクロライド系薬 本採用

エリスロシンドライシロップ１０％ エリスロマイシンエチルコハク酸エステル 抗菌薬 マクロライド系薬 院外採用

クラリシッド錠５０ｍｇ小児用 クラリスロマイシン 抗菌薬 マクロライド系薬 本採用

クラリス錠２００ クラリスロマイシン 抗菌薬 マクロライド系薬 本採用

クラリス錠５０小児用 クラリスロマイシン 抗菌薬 マクロライド系薬 院外採用

クラリスドライシロップ１０％小児用 クラリスロマイシン 抗菌薬 マクロライド系薬 本採用

ジスロマックＳＲ成人用ドライシロップ２ｇ アジスロマイシン水和物 抗菌薬 マクロライド系薬 本採用

ジスロマックカプセル小児用１００ｍｇ アジスロマイシン水和物 抗菌薬 マクロライド系薬 本採用

ジスロマック細粒小児用１０％ アジスロマイシン水和物 抗菌薬 マクロライド系薬 本採用

ジスロマック錠２５０ｍｇ アジスロマイシン水和物 抗菌薬 マクロライド系薬 本採用

ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ アジスロマイシン水和物 抗菌薬 マクロライド系薬 本採用

アクロマイシン軟膏３％ テトラサイクリン塩酸塩 抗菌薬 テトラサイクリン系薬 院外採用

ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 ミノサイクリン塩酸塩 抗菌薬 テトラサイクリン系薬 本採用 後発

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「サワイ」 ミノサイクリン塩酸塩 抗菌薬 テトラサイクリン系薬 本採用 後発

ミノマイシン顆粒２％ ミノサイクリン塩酸塩 抗菌薬 テトラサイクリン系薬 本採用

ミノマイシン錠５０ｍｇ ミノサイクリン塩酸塩 抗菌薬 テトラサイクリン系薬 本採用

レダマイシンカプセル１５０ｍｇ デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩 抗菌薬 テトラサイクリン系薬 本採用

クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ「サワイ」 クリンダマイシンリン酸エステル 抗菌薬 リンコマイシン系薬 本採用

ダラシンカプセル１５０ｍｇ クリンダマイシン塩酸塩 抗菌薬 リンコマイシン系薬 本採用

ザイボックス錠６００ｍｇ リネゾリド 抗菌薬 オキサゾリジノン系薬 本採用

リネゾリド点滴静注液６００ｍｇ「明治」 リネゾリド 抗菌薬 オキサゾリジノン系薬 本採用 後発

クロマイ腟錠１００ｍｇ クロラムフェニコール 抗菌薬 クロラムフェニコール系薬 本採用

オゼックス細粒小児用１５％ トスフロキサシントシル酸塩水和物 抗菌薬 ニューキノロン系薬 本採用

ジェニナック錠２００ｍｇ メシル酸ガレノキサシン水和物 抗菌薬 ニューキノロン系薬 本採用

シプロフロキサシンＤＵ点滴静注液３００ｍｇ／２５０ｍＬ「ＮＰ」 シプロフロキサシン 抗菌薬 ニューキノロン系薬 本採用 後発

バクタ配合顆粒 スルファメトキサゾール・トリメトプリム 抗菌薬 配合剤 院外採用

バクタ配合錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム 抗菌薬 配合剤 本採用

バクトラミン注 スルファメトキサゾール・トリメトプリム 抗菌薬 配合剤 本採用

アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ メトロニダゾール 抗菌薬 抗嫌気性菌薬 本採用

イスコチン錠１００ｍｇ イソニアジド 抗菌薬 抗結核薬 本採用

エブトール２５０ｍｇ錠 エタンブトール塩酸塩 抗菌薬 抗結核薬 本採用

ピラマイド原末 ピラジナミド 抗菌薬 抗結核薬 本採用

リファジンカプセル１５０ｍｇ リファンピシン 抗菌薬 抗結核薬 院外採用

リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 リファンピシン 抗菌薬 抗結核薬 本採用 後発

アストリックドライシロップ８０％ アシクロビル 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬 抗ヘルペス薬 本採用 後発

アメナリーフ錠２００ｍｇ アメナメビル 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬 抗ヘルペス薬 院外採用

アラセナ－Ａ軟膏３％ ビダラビン 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬 抗ヘルペス薬 本採用

ゾビラックス錠２００ アシクロビル 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬 抗ヘルペス薬 本採用

バルトレックス錠５００ バラシクロビル塩酸塩 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬 抗ヘルペス薬 本採用

ビクロックス点滴静注２５０ｍｇ アシクロビル 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬 抗ヘルペス薬 本採用 後発

デノシン点滴静注用５００ｍｇ ガンシクロビル 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬 抗サイトメガロウイルス（ＣＭＶ）薬 本採用

点滴静注用ホスカビル注２４ｍｇ／ｍＬ ホスカルネットナトリウム水和物 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬 抗サイトメガロウイルス（ＣＭＶ）薬 本採用

バリキサ錠４５０ｍｇ バルガンシクロビル塩酸塩 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬 抗サイトメガロウイルス（ＣＭＶ）薬 本採用

ゾフルーザ錠１０ｍｇ バロキサビル　マルボキシル 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬 抗インフルエンザウイルス薬 院外採用

ゾフルーザ錠２０ｍｇ バロキサビル　マルボキシル 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬 抗インフルエンザウイルス薬 院外採用

タミフルカプセル７５ オセルタミビルリン酸塩 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬 抗インフルエンザウイルス薬 本採用

タミフルドライシロップ３％ オセルタミビルリン酸塩 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬 抗インフルエンザウイルス薬 本採用

ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ ペラミビル水和物 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬 抗インフルエンザウイルス薬 本採用
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リレンザ ザナミビル水和物 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬 抗インフルエンザウイルス薬 本採用

シナジス筋注液１００ｍｇ パリビズマブ（遺伝子組換え） 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬 抗ＲＳウイルス薬 本採用

シナジス筋注液５０ｍｇ パリビズマブ（遺伝子組換え） 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬 抗ＲＳウイルス薬 本採用

アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ アムホテリシンＢ 抗真菌薬 深在性抗真菌薬 本採用

アンコチル錠５００ｍｇ フルシトシン 抗真菌薬 深在性抗真菌薬 本採用

ファンガード点滴用５０ｍｇ ミカファンギンナトリウム 抗真菌薬 深在性抗真菌薬 本採用

ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ アムホテリシンＢ 抗真菌薬 深在性抗真菌薬 本採用

ファンギゾン注射用５０ｍｇ アムホテリシンＢ 抗真菌薬 深在性抗真菌薬 本採用

イトリゾールカプセル５０ イトラコナゾール 抗真菌薬 深在性・表皮性抗真菌薬 院外採用

イトリゾール内用液１％ イトラコナゾール 抗真菌薬 深在性・表皮性抗真菌薬 本採用

ジフルカンカプセル１００ｍｇ フルコナゾール 抗真菌薬 深在性・表皮性抗真菌薬 院外採用

テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「サワイ」 テルビナフィン塩酸塩 抗真菌薬 深在性・表皮性抗真菌薬 本採用 後発

ブイフェンド２００ｍｇ静注用 ボリコナゾール 抗真菌薬 深在性・表皮性抗真菌薬 本採用

ブイフェンド錠２００ｍｇ ボリコナゾール 抗真菌薬 深在性・表皮性抗真菌薬 本採用

ブイフェンド錠５０ｍｇ ボリコナゾール 抗真菌薬 深在性・表皮性抗真菌薬 院外採用

プロジフ静注液１００ ホスフルコナゾール 抗真菌薬 深在性・表皮性抗真菌薬 本採用

フロリードゲル経口用２％ ミコナゾール 抗真菌薬 深在性・表皮性抗真菌薬 本採用

ベセルナクリーム５％ イミキモド 抗真菌薬 深在性・表皮性抗真菌薬 院外採用

ラミシール院外採用用液１％ テルビナフィン塩酸塩 抗真菌薬 深在性・表皮性抗真菌薬 本採用

ラミシールクリーム１％ テルビナフィン塩酸塩 抗真菌薬 深在性・表皮性抗真菌薬 院外採用

ラミシール錠１２５ｍｇ テルビナフィン塩酸塩 抗真菌薬 深在性・表皮性抗真菌薬 本採用

オキナゾール腟錠６００ｍｇ オキシコナゾール硝酸塩 抗真菌薬 表在性抗真菌薬 本採用

クレナフィン爪院外採用用液１０％ エフィナコナゾール 抗真菌薬 表皮性抗真菌薬 院外採用

ケトコナゾールクリーム２％「ＪＧ」 ケトコナゾール 抗真菌薬 表皮性抗真菌薬 本採用 後発

ニゾラールクリーム２％ ケトコナゾール 抗真菌薬 表皮性抗真菌薬 院外採用

マイコスポールクリーム１％ ビホナゾール 抗真菌薬 表皮性抗真菌薬 本採用

ルコナック爪院外採用用液５％ ルリコナゾール 抗真菌薬 表皮性抗真菌薬 院外採用

サムチレール内用懸濁液１５％ アトバコン 抗真菌薬 ニューモシスチス肺炎治療薬 院外採用

ベナンバックス注用３００ｍｇ ペンタミジンイセチオン酸塩 抗真菌薬 ニューモシスチス肺炎治療薬 本採用

コンバントリンドライシロップ１００ｍｇ ピランテルパモ酸塩 抗寄生虫薬 抗線虫 院外採用

ストロメクトール錠３ｍｇ イベルメクチン 抗寄生虫薬 抗線虫 本採用

アメパロモカプセル２５０ｍｇ パロモマイシン硫酸塩 抗寄生虫薬 抗原虫薬（マラリア以院外採用） 院外採用

フラジール腟錠２５０ｍｇ メトロニダゾール 抗寄生虫薬 抗原虫薬（マラリア以院外採用） 本採用

フラジール内服錠２５０ｍｇ メトロニダゾール 抗寄生虫薬 抗原虫薬（マラリア以院外採用） 本採用

イソジンゲル１０％ ポビドンヨード 消毒薬 中水準 本採用

ネオヨジン院外採用用液１０％ ポビドンヨード 消毒薬 中水準 本採用 後発

ポビドンヨードゲル１０％「明治」 ポビドンヨード 消毒薬 中水準 本採用 後発

ステリクロンＷ液０．０２ クロルヘキシジングルコン酸塩 消毒薬 低水準 本採用 後発

エンドキサン錠５０ｍｇ シクロホスファミド水和物 抗悪性腫瘍薬 アルキル化薬 本採用

ダカルバジン注用１００ ダカルバジン 抗悪性腫瘍薬 アルキル化薬 本採用

注射用エンドキサン１００ｍｇ シクロホスファミド水和物 抗悪性腫瘍薬 アルキル化薬 本採用

注射用エンドキサン５００ｍｇ シクロホスファミド水和物 抗悪性腫瘍薬 アルキル化薬 本採用

５－ＦＵ注１０００ｍｇ フルオロウラシル 抗悪性腫瘍薬 代謝拮抗薬 本採用

５－ＦＵ注２５０ｍｇ フルオロウラシル 抗悪性腫瘍薬 代謝拮抗薬 本採用

５－ＦＵ軟膏５％協和 フルオロウラシル 抗悪性腫瘍薬 代謝拮抗薬 本採用

アリムタ注射用１００ｍｇ ペメトレキセドナトリウム水和物 抗悪性腫瘍薬 代謝拮抗薬 本採用

アリムタ注射用５００ｍｇ ペメトレキセドナトリウム水和物 抗悪性腫瘍薬 代謝拮抗薬 本採用

抗悪性腫瘍剤
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ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクルト」 ゲムシタビン塩酸塩 抗悪性腫瘍薬 代謝拮抗薬 本採用 後発

ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ヤクルト」 ゲムシタビン塩酸塩 抗悪性腫瘍薬 代謝拮抗薬 本採用 後発

ゼローダ錠３００ カペシタビン 抗悪性腫瘍薬 代謝拮抗薬 本採用

注射用メソトレキセート５０ｍｇ メトトレキサート 抗悪性腫瘍薬 代謝拮抗薬 本採用

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 抗悪性腫瘍薬 代謝拮抗薬 本採用

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 抗悪性腫瘍薬 代謝拮抗薬 本採用

ティーエスワン配合顆粒Ｔ２０ テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 抗悪性腫瘍薬 代謝拮抗薬 本採用

ハイドレアカプセル５００ｍｇ ヒドロキシカルバミド 抗悪性腫瘍薬 代謝拮抗薬 本採用

ビダーザ注射用１００ｍｇ アザシチジン 抗悪性腫瘍薬 代謝拮抗薬 本採用

ユーエフティ配合カプセルＴ１００ テガフール・ウラシル 抗悪性腫瘍薬 代謝拮抗薬 本採用

ユーゼル錠２５ｍｇ ホリナートカルシウム 抗悪性腫瘍薬 代謝拮抗薬 本採用

レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ヤクルト」 レボホリナートカルシウム水和物 抗悪性腫瘍薬 代謝拮抗薬 本採用 後発

レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ヤクルト」 レボホリナートカルシウム水和物 抗悪性腫瘍薬 代謝拮抗薬 本採用 後発

ロンサーフ配合錠Ｔ１５ トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤 抗悪性腫瘍薬 代謝拮抗薬 本採用

ロンサーフ配合錠Ｔ２０ トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤 抗悪性腫瘍薬 代謝拮抗薬 本採用

ブレオ注射用５ｍｇ ブレオマイシン塩酸塩 抗悪性腫瘍薬 抗生物質 本採用

アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ パクリタキセル（アルブミン懸濁型） 抗悪性腫瘍薬 微小管阻害薬 本採用

エクザール注射用１０ｍｇ ビンブラスチン硫酸塩 抗悪性腫瘍薬 微小管阻害薬 本採用

オンコビン注射用１ｍｇ ビンクリスチン硫酸塩 抗悪性腫瘍薬 微小管阻害薬 本採用

ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ヤクルト」 ドセタキセル水和物 抗悪性腫瘍薬 微小管阻害薬 本採用 後発

ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ヤクルト」 ドセタキセル水和物 抗悪性腫瘍薬 微小管阻害薬 本採用 後発

ナベルビン注１０ ビノレルビン酒石酸塩 抗悪性腫瘍薬 微小管阻害薬 本採用

ナベルビン注４０ ビノレルビン酒石酸塩 抗悪性腫瘍薬 微小管阻害薬 本採用

パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ＮＫ」 パクリタキセル 抗悪性腫瘍薬 微小管阻害薬 本採用 後発

パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 パクリタキセル 抗悪性腫瘍薬 微小管阻害薬 本採用 後発

アリミデックス錠１ｍｇ アナストロゾール 抗悪性腫瘍薬 ホルモン 本採用

イクスタンジカプセル４０ｍｇ エンザルタミド 抗悪性腫瘍薬 ホルモン 本採用

オダイン錠１２５ｍｇ フルタミド 抗悪性腫瘍薬 ホルモン 本採用

カソデックスＯＤ錠８０ｍｇ ビカルタミド 抗悪性腫瘍薬 ホルモン 本採用

カソデックス錠８０ｍｇ ビカルタミド 抗悪性腫瘍薬 ホルモン 院外採用

ザイティガ錠２５０ｍｇ アビラテロン酢酸エステル 抗悪性腫瘍薬 ホルモン 院外採用

ゾラデックス３．６ｍｇデポ ゴセレリン酢酸塩 抗悪性腫瘍薬 ホルモン 本採用

ノルバデックス錠１０ｍｇ タモキシフェンクエン酸塩 抗悪性腫瘍薬 ホルモン 院外採用

ノルバデックス錠２０ｍｇ タモキシフェンクエン酸塩 抗悪性腫瘍薬 ホルモン 本採用

フェソロデックス筋注２５０ｍｇ フルベストラント 抗悪性腫瘍薬 ホルモン 本採用

フェマーラ錠２．５ｍｇ レトロゾール 抗悪性腫瘍薬 ホルモン 本採用

リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ リュープロレリン酢酸塩 抗悪性腫瘍薬 ホルモン 本採用

リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ リュープロレリン酢酸塩 抗悪性腫瘍薬 ホルモン 本採用

リュープリン注射用キット１．８８ｍｇ リュープロレリン酢酸塩 抗悪性腫瘍薬 ホルモン 本採用

リュープリン注射用キット３．７５ｍｇ リュープロレリン酢酸塩 抗悪性腫瘍薬 ホルモン 本採用

アクプラ静注用１００ｍｇ ネダプラチン 抗悪性腫瘍薬 白金製剤 本採用

アクプラ静注用１０ｍｇ ネダプラチン 抗悪性腫瘍薬 白金製剤 本採用

アクプラ静注用５０ｍｇ ネダプラチン 抗悪性腫瘍薬 白金製剤 本採用

オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ「日医工」 オキサリプラチン 抗悪性腫瘍薬 白金製剤 本採用 後発

オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「日医工」 オキサリプラチン 抗悪性腫瘍薬 白金製剤 本採用 後発

シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」 シスプラチン 抗悪性腫瘍薬 白金製剤 本採用 後発

シスプラチン注５０ｍｇ「日医工」 シスプラチン 抗悪性腫瘍薬 白金製剤 本採用 後発

アドリアシン注用１０ ドキソルビシン塩酸塩 抗悪性腫瘍薬 トポイソメラーゼ阻害薬 本採用
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アドリアシン注用５０ ドキソルビシン塩酸塩 抗悪性腫瘍薬 トポイソメラーゼ阻害薬 本採用

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」 イリノテカン塩酸塩水和物 抗悪性腫瘍薬 トポイソメラーゼ阻害薬 本採用 後発

イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ＮＫ」 イリノテカン塩酸塩水和物 抗悪性腫瘍薬 トポイソメラーゼ阻害薬 本採用 後発

テラルビシン注射用１０ｍｇ ピラルビシン塩酸塩 抗悪性腫瘍薬 トポイソメラーゼ阻害薬 本採用

テラルビシン注射用２０ｍｇ ピラルビシン塩酸塩 抗悪性腫瘍薬 トポイソメラーゼ阻害薬 本採用

アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ ベバシズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍薬 分子標的治療薬 本採用

アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ ベバシズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍薬 分子標的治療薬 本採用

アービタックス注射液１００ｍｇ セツキシマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍薬 分子標的治療薬 本採用

イレッサ錠２５０ ゲフィチニブ 抗悪性腫瘍薬 分子標的治療薬 本採用

オプジーボ点滴静注１００ｍｇ ニボルマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍薬 分子標的治療薬 本採用

オプジーボ点滴静注２０ｍｇ ニボルマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍薬 分子標的治療薬 本採用

グリベック錠１００ｍｇ イマチニブメシル酸塩 抗悪性腫瘍薬 分子標的治療薬 院外採用

サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ ラムシルマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍薬 分子標的治療薬 本採用

サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ ラムシルマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍薬 分子標的治療薬 本採用

スーテントカプセル１２．５ｍｇ スニチニブリンゴ酸塩 抗悪性腫瘍薬 分子標的治療薬 院外採用

タルセバ錠１５０ｍｇ エルロチニブ塩酸塩 抗悪性腫瘍薬 分子標的治療薬 本採用

ネクサバール錠２００ｍｇ ソラフェニブトシル酸塩 抗悪性腫瘍薬 分子標的治療薬 本採用

ハーセプチン注射用１５０ トラスツズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍薬 分子標的治療薬 本採用

ハーセプチン注射用６０ トラスツズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍薬 分子標的治療薬 本採用

ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ パニツムマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍薬 分子標的治療薬 本採用

ベクティビックス点滴静注４００ｍｇ パニツムマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍薬 分子標的治療薬 本採用

ベルケイド注射用３ｍｇ ボルテゾミブ 抗悪性腫瘍薬 分子標的治療薬 本採用

リツキサン注１０ｍｇ／ｍＬ リツキシマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍薬 分子標的治療薬 本採用

リツキサン注１０ｍｇ／ｍＬ リツキシマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍薬 分子標的治療薬 本採用

レブラミドカプセル５ｍｇ レナリドミド水和物 抗悪性腫瘍薬 サリドマイド関連薬 院内採用

レナデックス錠４ｍｇ デキサメタゾン 抗悪性腫瘍薬 ステロイド 院内採用

イムラン錠５０ｍｇ アザチオプリン 免疫抑制薬 代謝拮抗薬 本採用

ブレディニン錠５０ ミゾリビン 免疫抑制薬 代謝拮抗薬 本採用

ネオーラル１０ｍｇカプセル シクロスポリン 免疫抑制薬 カルシニューリン阻害薬 本採用

ネオーラル２５ｍｇカプセル シクロスポリン 免疫抑制薬 カルシニューリン阻害薬 本採用

ネオーラル５０ｍｇカプセル シクロスポリン 免疫抑制薬 カルシニューリン阻害薬 本採用

ネオーラル内用液１０％ シクロスポリン 免疫抑制薬 カルシニューリン阻害薬 院外採用

プログラフカプセル０．５ｍｇ タクロリムス水和物 免疫抑制薬 カルシニューリン阻害薬 本採用

プログラフ顆粒０．２ｍｇ タクロリムス水和物 免疫抑制薬 カルシニューリン阻害薬 院外採用

ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ トリアムシノロンアセトニド 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド 本採用

コートリル錠１０ｍｇ ヒドロコルチゾン 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド 本採用

コートン錠２５ｍｇ コルチゾン酢酸エステル 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド 院外採用

水溶性プレドニン１０ｍｇ プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド 本採用

セレスタミン配合錠 ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド 本採用

ソル・コーテフ静注用５００ｍｇ ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド 本採用

ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド 本採用

注射用ソル・メルコート１２５ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド 本採用 後発

注射用ソル・メルコート４０ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド 本採用 後発

注射用ソル・メルコート５００ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド 本採用 後発

デカドロンエリキシル０．０１％ デキサメタゾン 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド 本採用

デカドロン錠４ｍｇ デキサメタゾン 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド 本採用

デキサート注射液３．３ｍｇ デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド 本採用 後発

炎症・免疫・アレルギーに作用する薬剤
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薬効別一覧

デキサート注射液６．６ｍｇ デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド 本採用 後発

プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） プレドニゾロン 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド 本採用

プレドニン錠５ｍｇ プレドニゾロン 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド 本採用

ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 ベタメタゾン 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド 本採用 後発

メドロール錠４ｍｇ メチルプレドニゾロン 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド 本採用

リノロサール注射液４ｍｇ（０．４％） ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド 本採用 後発

リンデロン坐剤１．０ｍｇ ベタメタゾン 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド 本採用

リンデロン錠０．５ｍｇ ベタメタゾン 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド 院外採用

リンデロンシロップ０．０１％ ベタメタゾン 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド 本採用

リンデロン注４ｍｇ（０．４％） ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド 本採用

フロリネフ錠０．１ｍｇ フルドロコルチゾン酢酸エステル 副腎皮質ステロイド 合成鉱質コルチコイド 院外採用

アルメタ軟膏 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 院外採用

アンテベートクリーム０．０５％ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 院外採用

アンテベート軟膏０．０５％ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 院外採用

アンテベートローション０．０５％ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 院外採用

アンフラベート０．０５％クリーム ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 本採用 後発

アンフラベート０．０５％軟膏 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 本採用 後発

アンフラベート０．０５％ローション ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 本採用 後発

コムクロシャンプー０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 院外採用

ダイアコート軟膏０．０５％ ジフロラゾン酢酸エステル 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 本採用

テクスメテンユニバーサルクリーム０．１％ ジフルコルトロン吉草酸エステル 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 院外採用

テラ・コートリル軟膏 オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 本採用

デルモゾールＧクリーム ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 本採用

デルモゾールＧ軟膏 ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 本採用

デルモゾールＧローション ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 本採用

デルモベートクリーム０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 本採用

デルモベートスカルプローション０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 本採用

デルモベート軟膏０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 本採用

ドレニゾンテープ４μ ｇ／ｃｍ２ フルドロキシコルチド 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 院外採用

リドメックスコーワ軟膏０．３％ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 院外採用

リドメックスコーワローション０．３％ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 院外採用

リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％ ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 院外採用

リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 院外採用

リンデロン－ＶＧローション ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 院外採用

リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％ ベタメタゾン吉草酸エステル 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 院外採用

ロコイドクリーム０．１％ ヒドロコルチゾン酪酸エステル 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 本採用

ロコイド軟膏０．１％ ヒドロコルチゾン酪酸エステル 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド院外採用用剤 本採用

ＰＬ配合顆粒 非ピリン系感冒剤 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） アセトアミノフェン 本採用

アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ アセトアミノフェン 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） アセトアミノフェン 本採用

アルピニー坐剤１００ アセトアミノフェン 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） アセトアミノフェン 本採用

アルピニー坐剤２００ アセトアミノフェン 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） アセトアミノフェン 本採用

アルピニー坐剤５０ アセトアミノフェン 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） アセトアミノフェン 本採用

カロナール細粒５０％ アセトアミノフェン 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） アセトアミノフェン 本採用 後発

カロナール錠２００ アセトアミノフェン 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） アセトアミノフェン 本採用 後発

カロナール錠３００ アセトアミノフェン 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） アセトアミノフェン 院外採用 後発

カロナール錠５００ アセトアミノフェン 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） アセトアミノフェン 本採用 後発

ピーエイ配合錠 非ピリン系感冒剤 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） アセトアミノフェン 院外採用 後発

アスピリン「ケンエー」 アスピリン 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） ＮＳＡＩＤｓ 本採用
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サルソニン静注０．５ｇ サリチル酸ナトリウム 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） ＮＳＡＩＤｓ 本採用 後発

ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「ＪＧ」 ジクロフェナクナトリウム 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） ＮＳＡＩＤｓ 本採用 後発

ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「ＪＧ」 ジクロフェナクナトリウム 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） ＮＳＡＩＤｓ 本採用 後発

ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 ジクロフェナクナトリウム 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） ＮＳＡＩＤｓ 本採用 後発

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） ＮＳＡＩＤｓ 本採用

セレコックス錠２００ｍｇ セレコキシブ 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） ＮＳＡＩＤｓ 院外採用

ハイペン錠２００ｍｇ エトドラク 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） ＮＳＡＩＤｓ 本採用

ブルフェン錠２００ イブプロフェン 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） ＮＳＡＩＤｓ 本採用

ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） ＮＳＡＩＤｓ 院外採用

ボルタレンサポ１２．５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） ＮＳＡＩＤｓ 院外採用

ボルタレンサポ２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） ＮＳＡＩＤｓ 院外採用

ボルタレンサポ５０ｍｇ ジクロフェナクナトリウム 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） ＮＳＡＩＤｓ 院外採用

ボルタレン錠２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） ＮＳＡＩＤｓ 本採用

ロキソニン錠６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） ＮＳＡＩＤｓ 院外採用

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「サワイ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） ＮＳＡＩＤｓ 本採用 後発

ロピオン静注５０ｍｇ フルルビプロフェン　アキセチル 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） ＮＳＡＩＤｓ 本採用

ロルカム錠４ｍｇ ロルノキシカム 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） ＮＳＡＩＤｓ 本採用

アドフィードパップ４０ｍｇ フルルビプロフェン 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） 経皮用薬 院外採用

インテバンクリーム１％ インドメタシン 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） 経皮用薬 本採用

スミルスチック３％ フェルビナク 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） 経皮用薬 院外採用 後発

セクターローション３％ ケトプロフェン 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） 経皮用薬 本採用

セルタッチパップ７０ フェルビナク 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） 経皮用薬 院外採用

フェルビナクパップ７０ｍｇ「ＮＰ」 フェルビナク 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） 経皮用薬 本採用 後発

ボルタレンゲル１％ ジクロフェナクナトリウム 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） 経皮用薬 院外採用

ミルタックスパップ３０ｍｇ ケトプロフェン 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） 経皮用薬 院外採用

モーラステープＬ４０ｍｇ ケトプロフェン 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） 経皮用薬 院外採用

モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ ケトプロフェン 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） 経皮用薬 院外採用

ロキソニンテープ５０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） 経皮用薬 院外採用

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＥＥ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） 経皮用薬 院外採用 後発

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＥＥ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） 経皮用薬 本採用 後発

ＭＳ温シップ「タカミツ」 パップ剤 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） 院外採用皮用配合剤 本採用 後発

ＭＳ冷シップ「タカミツ」 パップ剤 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） 院外採用皮用配合剤 本採用 後発

リリカカプセル２５ｍｇ プレガバリン 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） 神経障害性疼痛緩和薬 本採用

リリカカプセル７５ｍｇ プレガバリン 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） 神経障害性疼痛緩和薬 本採用

ノイロトロピン錠４単位 ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） 鎮痛補助薬（生物組織抽出物） 本採用

ノイロトロピン注射液３．６単位 ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） 鎮痛補助薬（生物組織抽出物） 本採用

エボザックカプセル３０ｍｇ セビメリン塩酸塩水和物 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） その他 本採用

スベニールディスポ関節注２５ｍｇ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） その他 本採用

ブロメライン軟膏５万単位／ｇ＊（ジェイドルフ） ブロメライン 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） その他 本採用

メチロン注２５％ スルピリン水和物 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など） その他 本採用

モーバー錠１００ｍｇ アクタリット 抗リウマチ薬 低分子抗リウマチ薬 本採用

アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ サラゾスルファピリジン 抗リウマチ薬 低分子抗リウマチ薬 本採用

メトトレキサートカプセル２ｍｇ「サワイ」 メトトレキサート 抗リウマチ薬 低分子抗リウマチ薬 本採用 後発

リウマトレックスカプセル２ｍｇ メトトレキサート 抗リウマチ薬 低分子抗リウマチ薬 院外採用

リマチル錠１００ｍｇ ブシラミン 抗リウマチ薬 低分子抗リウマチ薬 本採用

リマチル錠５０ｍｇ ブシラミン 抗リウマチ薬 低分子抗リウマチ薬 本採用

エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ エタネルセプト（遺伝子組換え） 抗リウマチ薬 生物学的製剤 本採用

エンブレル皮下注５０ｍｇシリンジ１．０ｍＬ エタネルセプト（遺伝子組換え） 抗リウマチ薬 生物学的製剤 本採用
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インタールエアロゾル１ｍｇ クロモグリク酸ナトリウム 抗アレルギー薬 メディエーター遊離抑制薬 本採用

インタール吸入液１％ クロモグリク酸ナトリウム 抗アレルギー薬 メディエーター遊離抑制薬 本採用

ケタスカプセル１０ｍｇ イブジラスト 抗アレルギー薬 メディエーター遊離抑制薬 本採用

リザベンカプセル１００ｍｇ トラニラスト 抗アレルギー薬 メディエーター遊離抑制薬 本採用

アタラックス－Ｐ散１０％ ヒドロキシジンパモ酸塩 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬（第一世代） 院外採用

アタラックス－Ｐシロップ０．５％ ヒドロキシジンパモ酸塩 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬（第一世代） 本採用

アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） ヒドロキシジン塩酸塩 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬（第一世代） 本採用

アタラックス－Ｐ注射液（５０ｍｇ／ｍｌ） ヒドロキシジン塩酸塩 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬（第一世代） 本採用

アタラックス錠１０ｍｇ ヒドロキシジン塩酸塩 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬（第一世代） 本採用

アレグラＯＤ錠６０ｍｇ フェキソフェナジン塩酸塩 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬 院外採用

アレグラ錠３０ｍｇ フェキソフェナジン塩酸塩 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬 院外採用

アレジオン錠１０ エピナスチン塩酸塩 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬 院外採用

アレジオンドライシロップ１％ エピナスチン塩酸塩 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬 本採用

アレロックＯＤ錠５ オロパタジン塩酸塩 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬 院外採用

エバステルＯＤ錠１０ｍｇ エバスチン 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬 院外採用

エバステルＯＤ錠５ｍｇ エバスチン 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬 院外採用

クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ ロラタジン 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬 院外採用

ザイザル錠５ｍｇ レボセチリジン塩酸塩 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬 院外採用

ザジテンシロップ０．０２％ ケトチフェンフマル酸塩 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬 院外採用

ザジテンドライシロップ０．１％ ケトチフェンフマル酸塩 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬 院外採用

ジルテック錠１０ セチリジン塩酸塩 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬 院外採用

ジルテックドライシロップ１．２５％ セチリジン塩酸塩 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬 院外採用

セルテクト錠３０ オキサトミド 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬 院外採用

タリオン錠１０ｍｇ ベポタスチンベシル酸塩 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬 本採用

ディレグラ配合錠 フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン配合剤 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬 院外採用

デザレックス錠５ｍｇ デスロラタジン 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬 院外採用

ビラノア錠２０ｍｇ ビラスチン 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬 院外採用

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＥＥ」 フェキソフェナジン塩酸塩 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬 本採用 後発

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＥＥ」 フェキソフェナジン塩酸塩 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬 本採用 後発

ペリアクチン散１％ シプロヘプタジン塩酸塩水和物 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬（第一世代） 院外採用

ペリアクチン錠４ｍｇ シプロヘプタジン塩酸塩水和物 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬（第一世代） 院外採用

ペリアクチンシロップ０．０４％ シプロヘプタジン塩酸塩水和物 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬（第一世代） 院外採用

ポララミン錠２ｍｇ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬（第一世代） 本採用

ポララミンシロップ０．０４％ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬（第一世代） 本採用

ポララミン注５ｍｇ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬（第一世代） 本採用

ルパフィン錠１０ｍｇ ルパタジンフマル酸塩 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬 院外採用

レスタミンコーワ錠１０ｍｇ ジフェンヒドラミン塩酸塩 抗アレルギー薬 ヒスタミンＨ1受容体拮抗薬（第一世代） 本採用

オノンカプセル１１２．５ｍｇ プランルカスト水和物 抗アレルギー薬 ロイコトリエン受容体拮抗薬 院外採用

オノンドライシロップ１０％ プランルカスト水和物 抗アレルギー薬 ロイコトリエン受容体拮抗薬 本採用

キプレス細粒４ｍｇ モンテルカストナトリウム 抗アレルギー薬 ロイコトリエン受容体拮抗薬 本採用

キプレス錠１０ｍｇ モンテルカストナトリウム 抗アレルギー薬 ロイコトリエン受容体拮抗薬 院外採用

キプレスチュアブル錠５ｍｇ モンテルカストナトリウム 抗アレルギー薬 ロイコトリエン受容体拮抗薬 院外採用

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「日医工」 プランルカスト水和物 抗アレルギー薬 ロイコトリエン受容体拮抗薬 本採用 後発

メトグルコ錠２５０ｍｇ メトホルミン塩酸塩 糖尿病治療薬 ビグアナイド類 本採用

メトグルコ錠５００ｍｇ メトホルミン塩酸塩 糖尿病治療薬 ビグアナイド類 院外採用

アクトス錠１５ ピオグリタゾン塩酸塩 糖尿病治療薬 チアゾリジン誘導体 院外採用

ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ピオグリタゾン塩酸塩 糖尿病治療薬 チアゾリジン誘導体 本採用 後発

代謝系に作用する薬剤
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アマリールＯＤ錠１ｍｇ グリメピリド 糖尿病治療薬 スルホニル尿素類 院外採用

アマリールＯＤ錠３ｍｇ グリメピリド 糖尿病治療薬 スルホニル尿素類 院外採用

オイグルコン錠２．５ｍｇ グリベンクラミド 糖尿病治療薬 スルホニル尿素類 院外採用

グリクラジド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 グリクラジド 糖尿病治療薬 スルホニル尿素類 本採用 後発

グリクラジド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 グリクラジド 糖尿病治療薬 スルホニル尿素類 本採用 後発

グリミクロンＨＡ錠２０ｍｇ グリクラジド 糖尿病治療薬 スルホニル尿素類 院外採用

グリミクロン錠４０ｍｇ グリクラジド 糖尿病治療薬 スルホニル尿素類 院外採用

グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「日医工」 グリメピリド 糖尿病治療薬 スルホニル尿素類 本採用 後発

グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「日医工」 グリメピリド 糖尿病治療薬 スルホニル尿素類 本採用 後発

グルファスト錠１０ｍｇ ミチグリニドカルシウム水和物 糖尿病治療薬 速効型インスリン分泌促進薬 本採用

シュアポスト錠０．２５ｍｇ レパグリニド 糖尿病治療薬 速効型インスリン分泌促進薬 本採用

スターシス錠３０ｍｇ ナテグリニド 糖尿病治療薬 速効型インスリン分泌促進薬 本採用

スターシス錠９０ｍｇ ナテグリニド 糖尿病治療薬 速効型インスリン分泌促進薬 院外採用

グルコバイＯＤ錠５０ｍｇ アカルボース 糖尿病治療薬 α グルコシダーゼ阻害薬 本採用

セイブル錠５０ｍｇ ミグリトール 糖尿病治療薬 α グルコシダーゼ阻害薬 本採用

ベイスンＯＤ錠０．２ ボグリボース 糖尿病治療薬 α グルコシダーゼ阻害薬 本採用

カナグル錠１００ｍｇ カナグリフロジン水和物 糖尿病治療薬 ＳＧＬＴ2阻害薬 院外採用

ジャディアンス錠１０ｍｇ エンパグリフロジン 糖尿病治療薬 ＳＧＬＴ2阻害薬 院外採用

ジャディアンス錠２５ｍｇ エンパグリフロジン 糖尿病治療薬 ＳＧＬＴ2阻害薬 院外採用

スーグラ錠２５ｍｇ イプラグリフロジン　Ｌ－プロリン 糖尿病治療薬 ＳＧＬＴ2阻害薬 院外採用

スーグラ錠５０ｍｇ イプラグリフロジン　Ｌ－プロリン 糖尿病治療薬 ＳＧＬＴ2阻害薬 本採用

フォシーガ錠１０ｍｇ ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 糖尿病治療薬 ＳＧＬＴ2阻害薬 院外採用

フォシーガ錠５ｍｇ ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 糖尿病治療薬 ＳＧＬＴ2阻害薬 院外採用

ルセフィ錠２．５ｍｇ ルセオグリフロジン水和物 糖尿病治療薬 ＳＧＬＴ2阻害薬 院外採用

エクア錠５０ｍｇ ビルダグリプチン 糖尿病治療薬 ＤＰＰ-4阻害薬 院外採用

オングリザ錠５ｍｇ サキサグリプチン水和物 糖尿病治療薬 ＤＰＰ-4阻害薬 院外採用

ザファテック錠１００ｍｇ トレラグリプチンコハク酸塩 糖尿病治療薬 ＤＰＰ-4阻害薬 院外採用

ジャヌビア錠５０ｍｇ シタグリプチンリン酸塩水和物 糖尿病治療薬 ＤＰＰ-4阻害薬 本採用

スイニー錠１００ｍｇ アナグリプチン 糖尿病治療薬 ＤＰＰ-4阻害薬 院外採用

テネリア錠２０ｍｇ テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 糖尿病治療薬 ＤＰＰ-4阻害薬 本採用

トラゼンタ錠５ｍｇ リナグリプチン 糖尿病治療薬 ＤＰＰ-4阻害薬 本採用

ネシーナ錠１２．５ｍｇ アログリプチン安息香酸塩 糖尿病治療薬 ＤＰＰ-4阻害薬 院外採用

ネシーナ錠２５ｍｇ アログリプチン安息香酸塩 糖尿病治療薬 ＤＰＰ-4阻害薬 本採用

マリゼブ錠２５ｍｇ オマリグリプチン 糖尿病治療薬 ＤＰＰ-4阻害薬 院外採用

トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス デュラグルチド（遺伝子組換え） 糖尿病治療薬 ＧＬＰ-1アナログ（インクレチン関連薬） 院外採用

バイエッタ皮下注１０μ ｇペン３００ エキセナチド 糖尿病治療薬 ＧＬＰ-1アナログ（インクレチン関連薬） 本採用

バイエッタ皮下注５μ ｇペン３００ エキセナチド 糖尿病治療薬 ＧＬＰ-1アナログ（インクレチン関連薬） 本採用

ビクトーザ皮下注１８ｍｇ リラグルチド（遺伝子組換え） 糖尿病治療薬 ＧＬＰ-1アナログ（インクレチン関連薬） 本採用

ビデュリオン皮下注用２ｍｇペン エキセナチド 糖尿病治療薬 ＧＬＰ-1アナログ（インクレチン関連薬） 院外採用

イニシンク配合錠 アログリプチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤 糖尿病治療薬 配合剤 院外採用

エクメット配合錠ＨＤ ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤 糖尿病治療薬 配合剤 院外採用

エクメット配合錠ＬＤ ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤 糖尿病治療薬 配合剤 院外採用

グルベス配合錠 ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤 糖尿病治療薬 配合剤 院外採用

アピドラ注ソロスター インスリン　グルリジン（遺伝子組換え） 糖尿病治療薬 インスリン 院外採用

インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 インスリン　グラルギン（遺伝子組換え） 糖尿病治療薬 インスリン 本採用 後発

トレシーバ注フレックスタッチ インスリン　デグルデク（遺伝子組換え） 糖尿病治療薬 インスリン 本採用

ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン インスリン　アスパルト（遺伝子組換え） 糖尿病治療薬 インスリン 院外採用

ノボラピッド注イノレット インスリン　アスパルト（遺伝子組換え） 糖尿病治療薬 インスリン 本採用
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ノボラピッド注フレックスタッチ インスリン　アスパルト（遺伝子組換え） 糖尿病治療薬 インスリン 院外採用

ノボリンＮ注フレックスペン インスリン　ヒト（遺伝子組換え） 糖尿病治療薬 インスリン 院外採用

ノボリンＲ注フレックスペン インスリン　ヒト（遺伝子組換え） 糖尿病治療薬 インスリン 院外採用

ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ インスリン　ヒト（遺伝子組換え） 糖尿病治療薬 インスリン 本採用

ヒューマログ注カート インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） 糖尿病治療薬 インスリン 院外採用

ヒューマログ注ミリオペン インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） 糖尿病治療薬 インスリン 本採用

ヒューマログミックス２５注ミリオペン インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） 糖尿病治療薬 インスリン 本採用

ヒューマログミックス５０注ミリオペン インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） 糖尿病治療薬 インスリン 院外採用

ライゾデグ配合注フレックスタッチ インスリン　デグルデク（遺伝子組換え）・インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）配合剤 糖尿病治療薬 インスリン（配合溶解） 院外採用

ランタスＸＲ注ソロスター インスリン　グラルギン（遺伝子組換え） 糖尿病治療薬 インスリン 本採用

ランタス注カート インスリン　グラルギン（遺伝子組換え） 糖尿病治療薬 インスリン 院外採用

ランタス注ソロスター インスリン　グラルギン（遺伝子組換え） 糖尿病治療薬 インスリン 院外採用

レベミル注イノレット インスリン　デテミル（遺伝子組換え） 糖尿病治療薬 インスリン 院外採用

レベミル注フレックスペン インスリン　デテミル（遺伝子組換え） 糖尿病治療薬 インスリン 院外採用

キネダック錠５０ｍｇ エパルレスタット 糖尿病治療薬 アルドース還元酵素阻害薬 本採用

アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 脂質異常症（高脂血症）治療薬 スタチン（ＨＭＧ-ＣｏＡ還元酵素阻害薬） 本採用 後発

クレストール錠２．５ｍｇ ロスバスタチンカルシウム 脂質異常症（高脂血症）治療薬 スタチン（ＨＭＧ-ＣｏＡ還元酵素阻害薬） 院外採用

ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ピタバスタチンカルシウム水和物 脂質異常症（高脂血症）治療薬 スタチン（ＨＭＧ-ＣｏＡ還元酵素阻害薬） 本採用 後発

プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「サワイ」 プラバスタチンナトリウム 脂質異常症（高脂血症）治療薬 スタチン（ＨＭＧ-ＣｏＡ還元酵素阻害薬） 本採用 後発

プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「サワイ」 プラバスタチンナトリウム 脂質異常症（高脂血症）治療薬 スタチン（ＨＭＧ-ＣｏＡ還元酵素阻害薬） 本採用 後発

メバロチン錠１０ プラバスタチンナトリウム 脂質異常症（高脂血症）治療薬 スタチン（ＨＭＧ-ＣｏＡ還元酵素阻害薬） 院外採用

メバロチン錠５ プラバスタチンナトリウム 脂質異常症（高脂血症）治療薬 スタチン（ＨＭＧ-ＣｏＡ還元酵素阻害薬） 院外採用

リバロＯＤ錠１ｍｇ ピタバスタチンカルシウム水和物 脂質異常症（高脂血症）治療薬 スタチン（ＨＭＧ-ＣｏＡ還元酵素阻害薬） 院外採用

リピトール錠１０ｍｇ アトルバスタチンカルシウム水和物 脂質異常症（高脂血症）治療薬 スタチン（ＨＭＧ-ＣｏＡ還元酵素阻害薬） 院外採用

ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ロスバスタチンカルシウム 脂質異常症（高脂血症）治療薬 スタチン（ＨＭＧ-ＣｏＡ還元酵素阻害薬） 本採用 後発

レパーサ皮下注１４０ｍｇペン エボロクマブ（遺伝子組換え） 脂質異常症（高脂血症）治療薬 ＰＣＳＫ9阻害薬 本採用

コレバイン錠５００ｍｇ コレスチミド 脂質異常症（高脂血症）治療薬 レジン（陰イオン交換樹脂） 本採用

コレバインミニ８３％ コレスチミド 脂質異常症（高脂血症）治療薬 レジン（陰イオン交換樹脂） 院外採用

ゼチーア錠１０ｍｇ エゼチミブ 脂質異常症（高脂血症）治療薬 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬 本採用

ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ ベザフィブラート 脂質異常症（高脂血症）治療薬 フィブラート系薬 院外採用

ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「日医工」 ベザフィブラート 脂質異常症（高脂血症）治療薬 フィブラート系薬 本採用 後発

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ「サワイ」 トコフェロールニコチン酸エステル 脂質異常症（高脂血症）治療薬 ニコチン酸系薬 本採用 後発

ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ トコフェロールニコチン酸エステル 脂質異常症（高脂血症）治療薬 ニコチン酸系薬 院外採用

イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「日医工」 イコサペント酸エチル 脂質異常症（高脂血症）治療薬 多価不飽和脂肪酸 本採用 後発

エパデールＳ９００ イコサペント酸エチル 脂質異常症（高脂血症）治療薬 多価不飽和脂肪酸 院外採用

アトーゼット配合錠ＨＤ エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤 脂質異常症（高脂血症）治療薬 配合剤 本採用

アトーゼット配合錠ＬＤ エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤 脂質異常症（高脂血症）治療薬 配合剤 本採用

コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 コルヒチン 痛風・高尿酸血症治療薬 痛風発作寛緩・予防薬 本採用

パラミヂンカプセル３００ｍｇ ブコローム 痛風・高尿酸血症治療薬 尿酸排泄促進薬 本採用

ユリノーム錠５０ｍｇ ベンズブロマロン 痛風・高尿酸血症治療薬 尿酸排泄促進薬 本採用

アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 アロプリノール 痛風・高尿酸血症治療薬 尿酸生成抑制薬 本採用 後発

ウリアデック錠２０ｍｇ トピロキソスタット 痛風・高尿酸血症治療薬 尿酸生成抑制薬 院外採用

ウリアデック錠４０ｍｇ トピロキソスタット 痛風・高尿酸血症治療薬 尿酸生成抑制薬 院外採用

ザイロリック錠１００ アロプリノール 痛風・高尿酸血症治療薬 尿酸生成抑制薬 院外採用

フェブリク錠２０ｍｇ フェブキソスタット 痛風・高尿酸血症治療薬 尿酸生成抑制薬 本採用

エストラーナテープ０．７２ｍｇ エストラジオール 女性ホルモン製剤・子宮用剤 卵胞ホルモン 院外採用

プレマリン錠０．６２５ｍｇ 結合型エストロゲン 女性ホルモン製剤・子宮用剤 卵胞ホルモン 院外採用

内分泌系薬剤
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プロセキソール錠０．５ｍｇ エチニルエストラジオール 女性ホルモン製剤・子宮用剤 卵胞ホルモン 本採用

ホーリンＶ腟用錠１ｍｇ エストリオール 女性ホルモン製剤・子宮用剤 卵胞ホルモン 本採用

ホーリン錠１ｍｇ エストリオール 女性ホルモン製剤・子宮用剤 卵胞ホルモン 院外採用

プロゲストンデポー筋注１２５ｍｇ ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル 女性ホルモン製剤・子宮用剤 黄体ホルモン 本採用 後発

プロベラ錠２．５ｍｇ メドロキシプロゲステロン酢酸エステル 女性ホルモン製剤・子宮用剤 黄体ホルモン 院外採用

ルトラール錠２ｍｇ クロルマジノン酢酸エステル 女性ホルモン製剤・子宮用剤 黄体ホルモン 院外採用

プラノバール配合錠 ノルゲストレル・エチニルエストラジオール 女性ホルモン製剤・子宮用剤 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 院外採用

メノエイドコンビパッチ エストラジオール・酢酸ノルエチステロン 女性ホルモン製剤・子宮用剤 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 院外採用

ヤーズ配合錠 ドロスピレノン・エチニルエストラジオール　ベータデクス 女性ホルモン製剤・子宮用剤 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 院外採用

ルナベル配合錠ＬＤ ノルエチステロン・エチニルエストラジオール 女性ホルモン製剤・子宮用剤 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 院外採用

ルナベル配合錠ＵＬＤ ノルエチステロン・エチニルエストラジオール 女性ホルモン製剤・子宮用剤 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 院外採用

アンジュ２１錠 レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール 女性ホルモン製剤・子宮用剤 低用量ＯＣ 院外採用

トリキュラー錠２８ レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール 女性ホルモン製剤・子宮用剤 低用量ＯＣ 院外採用

ノルレボ錠０．７５ｍｇ レボノルゲストレル 女性ホルモン製剤・子宮用剤 緊急避妊薬 院内採用

クロミッド錠５０ｍｇ クロミフェンクエン酸塩 女性ホルモン製剤・子宮用剤 排卵誘発薬 院外採用

ディナゲスト錠１ｍｇ ジエノゲスト 女性ホルモン製剤・子宮用剤 子宮内膜症治療薬 院外採用

プロスタルモン・Ｆ注射液１０００ ジノプロスト 女性ホルモン製剤・子宮用剤 子宮収縮薬 本採用

ウテメリン錠５ｍｇ リトドリン塩酸塩 女性ホルモン製剤・子宮用剤 子宮収縮抑制薬 院外採用

マグセント注１００ｍＬ 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖 女性ホルモン製剤・子宮用剤 子宮収縮抑制薬 本採用

エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ テストステロンエナント酸エステル 男性ホルモン製剤 男性ホルモン 院外採用

ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「タナベ」 ゴナドレリン酢酸塩 他のホルモン製剤　代謝異常症治療薬 視床下部向下垂体ホルモン 本採用

ＴＲＨ注０．５ｍｇ「タナベ」 プロチレリン 他のホルモン製剤　代謝異常症治療薬 視床下部向下垂体ホルモン 本採用

サンドスタチン皮下注用１００μ ｇ オクトレオチド酢酸塩 他のホルモン製剤　代謝異常症治療薬 視床下部向下垂体ホルモン 本採用

セレジストＯＤ錠５ｍｇ タルチレリン水和物 他のホルモン製剤　代謝異常症治療薬 ＴＲＨ誘導体 本採用

デスモプレシン・スプレー１０協和 デスモプレシン酢酸塩水和物 他のホルモン製剤　代謝異常症治療薬 下垂体後葉ホルモン 本採用

デスモプレシン・スプレー２．５協和 デスモプレシン酢酸塩水和物 他のホルモン製剤　代謝異常症治療薬 下垂体後葉ホルモン 院外採用

ピトレシン注射液２０ バソプレシン 他のホルモン製剤　代謝異常症治療薬 下垂体後葉ホルモン 本採用

ミニリンメルトＯＤ錠１２０μ ｇ デスモプレシン酢酸塩水和物 他のホルモン製剤　代謝異常症治療薬 下垂体後葉ホルモン 本採用

ミニリンメルトＯＤ錠２４０μ ｇ デスモプレシン酢酸塩水和物 他のホルモン製剤　代謝異常症治療薬 下垂体後葉ホルモン 院外採用

ミニリンメルトＯＤ錠６０μ ｇ デスモプレシン酢酸塩水和物 他のホルモン製剤　代謝異常症治療薬 下垂体後葉ホルモン 院外採用

ジェノトロピンＴＣ注用１２ｍｇ ソマトロピン（遺伝子組換え） 他のホルモン製剤　代謝異常症治療薬 成長ホルモン（ＧＨ） 本採用

ジェノトロピンＴＣ注用５．３ｍｇ ソマトロピン（遺伝子組換え） 他のホルモン製剤　代謝異常症治療薬 成長ホルモン（ＧＨ） 本採用

ジェノトロピンゴークイック注用１２ｍｇ ソマトロピン（遺伝子組換え） 他のホルモン製剤　代謝異常症治療薬 成長ホルモン（ＧＨ） 本採用

ジェノトロピンゴークイック注用５．３ｍｇ ソマトロピン（遺伝子組換え） 他のホルモン製剤　代謝異常症治療薬 成長ホルモン（ＧＨ） 本採用

ヒューマトロープ注射用１２ｍｇ ソマトロピン（遺伝子組換え） 他のホルモン製剤　代謝異常症治療薬 成長ホルモン（ＧＨ） 本採用

ヒューマトロープ注射用６ｍｇ ソマトロピン（遺伝子組換え） 他のホルモン製剤　代謝異常症治療薬 成長ホルモン（ＧＨ） 本採用

ＨＭＧ注テイゾー１５０ ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン 他のホルモン製剤　代謝異常症治療薬 性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン） 本採用 後発

グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ グルカゴン（遺伝子組換え） 他のホルモン製剤　代謝異常症治療薬 グルカゴン 本採用

チラーヂンＳ錠５０μ ｇ レボチロキシンナトリウム水和物 甲状腺疾患治療薬 甲状腺ホルモン 本採用

チウラジール錠５０ｍｇ プロピルチオウラシル 甲状腺疾患治療薬 抗甲状腺薬 院外採用

メルカゾール錠５ｍｇ チアマゾール 甲状腺疾患治療薬 抗甲状腺薬 本採用

エルシトニン注２０Ｓ エルカトニン 骨・カルシウム代謝薬 カルシトニン製剤 本採用

エルシトニン注２０Ｓディスポ エルカトニン 骨・カルシウム代謝薬 カルシトニン製剤 本採用

アクトネル錠１７．５ｍｇ リセドロン酸ナトリウム水和物 骨・カルシウム代謝薬 ビスホスホネート（ＢＰ）製剤 本採用

ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「日医工」 ゾレドロン酸水和物 骨・カルシウム代謝薬 ビスホスホネート（ＢＰ）製剤 本採用 後発

ベネット錠７５ｍｇ リセドロン酸ナトリウム水和物 骨・カルシウム代謝薬 ビスホスホネート（ＢＰ）製剤 院外採用

ボナロン錠３５ｍｇ アレンドロン酸ナトリウム水和物 骨・カルシウム代謝薬 ビスホスホネート（ＢＰ）製剤 院外採用

ボナロン錠５ｍｇ アレンドロン酸ナトリウム水和物 骨・カルシウム代謝薬 ビスホスホネート（ＢＰ）製剤 本採用
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ボナロン点滴静注バッグ９００μ ｇ アレンドロン酸ナトリウム水和物 骨・カルシウム代謝薬 ビスホスホネート（ＢＰ）製剤 本採用

ボノテオ錠５０ｍｇ ミノドロン酸水和物 骨・カルシウム代謝薬 ビスホスホネート（ＢＰ）製剤 院外採用

ボンビバ静注１ｍｇシリンジ イバンドロン酸ナトリウム水和物 骨・カルシウム代謝薬 ビスホスホネート（ＢＰ）製剤 本採用

リクラスト点滴静注液５ｍｇ ゾレドロン酸水和物 骨・カルシウム代謝薬 ビスホスホネート（ＢＰ）製剤 本採用

アルファロールカプセル３μ ｇ アルファカルシドール 骨・カルシウム代謝薬 活性型ビタミンＤ３製剤 院外採用

エディロールカプセル０．７５μ ｇ エルデカルシトール 骨・カルシウム代謝薬 活性型ビタミンＤ３製剤 本採用

ロカルトロールカプセル０．２５ カルシトリオール 骨・カルシウム代謝薬 活性型ビタミンＤ３製剤 院外採用

ワンアルファ錠０．２５μ ｇ アルファカルシドール 骨・カルシウム代謝薬 活性型ビタミンＤ３製剤 本採用

ワンアルファ錠１．０μ ｇ アルファカルシドール 骨・カルシウム代謝薬 活性型ビタミンＤ３製剤 院外採用

エビスタ錠６０ｍｇ ラロキシフェン塩酸塩 骨・カルシウム代謝薬 ＳＥＲＭ 本採用

ビビアント錠２０ｍｇ バゼドキシフェン酢酸塩 骨・カルシウム代謝薬 ＳＥＲＭ 院外採用

プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ デノスマブ（遺伝子組換え） 骨・カルシウム代謝薬 抗ＲＡＮＫＬモノクローナル抗体 本採用

ランマーク皮下注１２０ｍｇ デノスマブ（遺伝子組換え） 骨・カルシウム代謝薬 抗ＲＡＮＫＬモノクローナル抗体 本採用

グラケーカプセル１５ｍｇ メナテトレノン 骨・カルシウム代謝薬 ビタミンＫ２製剤 院外採用

メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＹＤ」 メナテトレノン 骨・カルシウム代謝薬 ビタミンＫ２製剤 本採用 後発

Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「サワイ」 Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物 骨・カルシウム代謝薬 カルシウム製剤 本採用 後発

アスパラ－ＣＡ錠２００ Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物 骨・カルシウム代謝薬 カルシウム製剤 院外採用

カルチコール注射液８．５％５ｍＬ グルコン酸カルシウム水和物 骨・カルシウム代謝薬 カルシウム製剤 本採用

乳酸カルシウム「ケンエー」 乳酸カルシウム水和物 骨・カルシウム代謝薬 カルシウム製剤 院外採用

テリボン皮下注用５６．５μ ｇ テリパラチド酢酸塩 骨・カルシウム代謝薬 副甲状腺ホルモン 本採用

フォルテオ皮下注キット６００μ ｇ テリパラチド（遺伝子組換え） 骨・カルシウム代謝薬 副甲状腺ホルモン 本採用

２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 フルスルチアミン ビタミン製剤 ビタミンＢ1 院外採用

アデロキザール散７．８％ リン酸ピリドキサールカルシウム ビタミン製剤 ビタミンＢ6 本採用

シーパラ注 チアミン・ニコチン酸アミド配合剤 ビタミン製剤 混合ビタミンＢ群 本採用

ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」 ニコチン酸アミド ビタミン製剤 ニコチン酸 本採用

パントシン散２０％ パンテチン ビタミン製剤 ビタミンＢ5（パントテン酸） 本採用

パントシン注１０％ パンテチン ビタミン製剤 ビタミンＢ5（パントテン酸） 本採用

パントシン注５％ パンテチン ビタミン製剤 ビタミンＢ5（パントテン酸） 本採用

パントール注射液５００ｍｇ パンテノール ビタミン製剤 ビタミンＢ5（パントテン酸） 本採用

ビタノイリンカプセル５０ フルスルチアミン・Ｂ２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤 ビタミン製剤 混合ビタミンＢ群 本採用

フォリアミン錠 葉酸 ビタミン製剤 葉酸 本採用

フルスルチアミン静注液５０ｍｇ「日医工」 フルスルチアミン塩酸塩 ビタミン製剤 ビタミンＢ1 本採用 後発

メチコバール錠５００μ ｇ メコバラミン ビタミン製剤 ビタミンＢ12 本採用 後発

メチコバール注射液５００μ ｇ メコバラミン ビタミン製剤 ビタミンＢ12 本採用

シナール配合顆粒 アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム ビタミン製剤 ビタミンＣ 院外採用

ユベラ錠５０ｍｇ トコフェロール酢酸エステル ビタミン製剤 ビタミンＥ 院外採用

ケイツーＮ静注１０ｍｇ メナテトレノン ビタミン製剤 ビタミンＫ 本採用

ケイツーシロップ０．２％ メナテトレノン ビタミン製剤 ビタミンＫ 本採用

調剤用パンビタン末 レチノール・カルシフェロール配合剤 ビタミン製剤 総合ビタミン製剤 院外採用

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 ビタミン製剤 高カロリー輸液用総合ビタミン製剤 本採用 後発

エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ レボカルニチン ビタミン製剤 カルニチン 院外採用

エルカルチンＦＦ内用液１０％分包１０ｍＬ レボカルニチン ビタミン製剤 カルニチン 本採用

エルカルチンＦＦ内用液１０％分包５ｍＬ レボカルニチン ビタミン製剤 カルニチン 本採用

エルカルチン錠３００ｍｇ レボカルニチン塩化物 ビタミン製剤 カルニチン 院外採用

大塚食塩注１０％２０ｍＬ 塩化ナトリウム 輸液・栄養製剤 塩化ナトリウム製剤 本採用

アスパラカリウム散５０％ Ｌ－アスパラギン酸カリウム 輸液・栄養製剤 カリウム製剤 本採用

アスパラカリウム注１０ｍＥｑ Ｌ－アスパラギン酸カリウム 輸液・栄養製剤 カリウム製剤 本採用

ビタミン製剤・輸液・栄養製剤
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スローケー錠６００ｍｇ 塩化カリウム 輸液・栄養製剤 カリウム製剤 本採用

硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ 硫酸マグネシウム水和物 輸液・栄養製剤 マグネシウム製剤 本採用

リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物 輸液・栄養製剤 リン製剤 本採用

メイロン静注７％ 炭酸水素ナトリウム 輸液・栄養製剤 アシドーシス縫製用製剤 本採用

メイロン静注７％ 炭酸水素ナトリウム 輸液・栄養製剤 アシドーシス縫製用製剤 本採用

大塚糖液５％２０ｍＬ ブドウ糖 輸液・栄養製剤 ブドウ糖（グルコース）製剤 本採用

大塚糖液５％５００ｍＬ ブドウ糖 輸液・栄養製剤 ブドウ糖（グルコース）製剤 本採用

テルモ糖注１０％５００ｍＬ ブドウ糖 輸液・栄養製剤 ブドウ糖（グルコース）製剤 本採用

テルモ糖注５％１００ｍＬ ブドウ糖 輸液・栄養製剤 ブドウ糖（グルコース）製剤 本採用

テルモ糖注５％２５０ｍＬ ブドウ糖 輸液・栄養製剤 ブドウ糖（グルコース）製剤 本採用

テルモ糖注５０％２００ｍＬ ブドウ糖 輸液・栄養製剤 ブドウ糖（グルコース）製剤 本採用

テルモ糖注５０％５００ｍＬ ブドウ糖 輸液・栄養製剤 ブドウ糖（グルコース）製剤 本採用

ブドウ糖注５０％ＰＬ「フソー」 ブドウ糖 輸液・栄養製剤 ブドウ糖（グルコース）製剤 本採用

アミノレバン点滴静注５００ｍＬ 肝不全用アミノ酸製剤 輸液・栄養製剤 アミノ酸輸液製剤 本採用

ネオアミユー輸液２００ｍＬ 腎不全用アミノ酸製剤 輸液・栄養製剤 アミノ酸輸液製剤 本採用

イントラリポス輸液２０％１００ｍＬ ダイズ油 輸液・栄養製剤 脂肪乳剤 本採用 後発

ビーフリード輸液５００ｍＬ アミノ酸・糖・電解質・ビタミン 輸液・栄養製剤 末梢静脈栄養用輸液製剤 本採用

エルネオパＮＦ１号輸液１０００ｍＬ アミノ酸・糖・電解質・ビタミン 輸液・栄養製剤 中心静脈栄養用キット製剤 本採用

エルネオパＮＦ２号輸液１０００ｍＬ アミノ酸・糖・電解質・ビタミン 輸液・栄養製剤 中心静脈栄養用キット製剤 本採用

エルネオパＮＦ２号輸液１５００ｍＬ アミノ酸・糖・電解質・ビタミン 輸液・栄養製剤 中心静脈栄養用キット製剤 限

エレジェクト注シリンジ 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤 輸液・栄養製剤 微量元素製剤 本採用 後発

ソリタ－Ｔ配合顆粒３号 ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤 輸液・栄養製剤 内服用複合電解質 本採用

エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤 経腸成分栄養剤 輸液・栄養製剤 経腸栄養剤 院外採用

エレンタール配合内用剤 経腸成分栄養剤 輸液・栄養製剤 経腸栄養剤 本採用

エンシュア・Ｈ 経腸成分栄養剤 輸液・栄養製剤 経腸栄養剤 院外採用

エンシュア・リキッド 経腸成分栄養剤 輸液・栄養製剤 経腸栄養剤 院外採用

ツインラインＮＦ配合経腸用液 経腸成分栄養剤 輸液・栄養製剤 経腸栄養剤 院外採用

ラコールＮＦ配合経腸用液 経腸成分栄養剤 輸液・栄養製剤 経腸栄養剤 本採用

ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 経腸成分栄養剤 輸液・栄養製剤 経腸栄養剤 院外採用

ヴィーンＤ輸液２００ｍＬ 酢酸リンゲル液（ブドウ糖加） 輸液・栄養製剤 細胞外補充液 本採用

ヴィーンＤ輸液５００ｍＬ 酢酸リンゲル液（ブドウ糖加） 輸液・栄養製剤 細胞外補充液 本採用

ヴィーンＤ輸液２００ｍＬ 酢酸リンゲル液（ブドウ糖加） 輸液・栄養製剤 細胞外補充液 本採用

ヴィーンＤ輸液５００ｍＬ 酢酸リンゲル液（ブドウ糖加） 輸液・栄養製剤 細胞外補充液 本採用

ソルラクト輸液５００ｍＬ 乳酸リンゲル液 輸液・栄養製剤 細胞外補充液 本採用

大塚蒸留水２０ｍＬ 注射用水 輸液・栄養製剤 注射用水 本採用

注射用水ＰＬ「フソー」１００ｍＬ 注射用水 輸液・栄養製剤 注射用水 本採用

大塚生食注５０ｍＬ 生理食塩液 輸液・栄養製剤 生理食塩液 院外採用

大塚生食注２５０ｍＬ 生理食塩液 輸液・栄養製剤 生理食塩液 本採用

生食液ＮＳ２０ｍＬ 生理食塩液 輸液・栄養製剤 生理食塩液 本採用

生食溶解液キットＨ１００ｍＬ 生理食塩液 輸液・栄養製剤 生理食塩液 本採用 後発

テルモ生食１００ｍＬ 生理食塩液 輸液・栄養製剤 生理食塩液 本採用

テルモ生食５００ｍＬ 生理食塩液 輸液・栄養製剤 生理食塩液 本採用

テルモ生食１０００ｍＬ 生理食塩液 輸液・栄養製剤 生理食塩液 本採用

ソルデム１輸液２００ｍＬ 開始液 輸液・栄養製剤 開始液 本採用 後発

ソルデム１輸液５００ｍＬ 開始液 輸液・栄養製剤 開始液 本採用 後発

ソルデム３Ａ輸液２００ｍＬ 維持液 輸液・栄養製剤 維持液 本採用 後発

ソルデム３Ａ輸液５００ｍＬ 維持液 輸液・栄養製剤 維持液 本採用 後発

トリフリード輸液５００ｍＬ 維持液（複合糖加） 輸液・栄養製剤 維持液 本採用
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献血ベニロン－Ｉ静注用２５００ｍｇ 乾燥スルホ化人免疫グロブリン 血液製剤 ヒト免疫グロブリン 本採用

献血ベニロン－Ｉ静注用５０００ｍｇ 乾燥スルホ化人免疫グロブリン 血液製剤 ヒト免疫グロブリン 本採用

テタノブリンＩＨ静注２５０単位 ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン 血液製剤 抗破傷風グロブリン 本採用

ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位 ポリエチレングリコール処理抗ＨＢｓ人免疫グロブリン 血液製剤 抗ＨＢｓグロブリン 本採用

献血アルブミネート４．４％静注１１ｇ／２５０ｍＬ 加熱人血漿たん白 血液製剤 アルブミン 本採用

献血アルブミン２０％静注１０ｇ／５０ｍＬ「ニチヤク」 人血清アルブミン 血液製剤 アルブミン 本採用

献血ノンスロン１５００注射用 乾燥濃縮人アンチトロンビン３ 血液製剤 アンチトロンビン 本採用

ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」 人ハプトグロビン 血液製剤 ハプトグロビン 本採用

フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ 乾燥硫酸鉄 造血薬 徐放鉄剤 院外採用

インクレミンシロップ５％ 溶性ピロリン酸第二鉄 造血薬 有機鉄剤 本採用 後発

クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 クエン酸第一鉄ナトリウム 造血薬 有機鉄剤 本採用 後発

フェロミア顆粒８．３％ クエン酸第一鉄ナトリウム 造血薬 有機鉄剤 院外採用

フェロミア錠５０ｍｇ クエン酸第一鉄ナトリウム 造血薬 有機鉄剤 院外採用

フェジン静注４０ｍｇ 含糖酸化鉄 造血薬 注射用鉄剤 本採用

エポジン注シリンジ６０００ エポエチン　ベータ（遺伝子組換え） 造血薬 エリスロポエチン 本採用

エポジン皮下注シリンジ１２０００ エポエチン　ベータ（遺伝子組換え） 造血薬 エリスロポエチン 本採用

エポジン皮下注シリンジ２４０００ エポエチン　ベータ（遺伝子組換え） 造血薬 エリスロポエチン 本採用

ミルセラ注シリンジ１００μ ｇ エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え） 造血薬 エリスロポエチン 本採用

ミルセラ注シリンジ１５０μ ｇ エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え） 造血薬 エリスロポエチン 本採用

ミルセラ注シリンジ５０μ ｇ エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え） 造血薬 エリスロポエチン 本採用

グランシリンジ１５０ フィルグラスチム（遺伝子組換え） 造血薬 Ｇ-ＣＳＦ 本採用

グランシリンジ７５ フィルグラスチム（遺伝子組換え） 造血薬 Ｇ-ＣＳＦ 本採用

ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え） 造血薬 Ｇ-ＣＳＦ 本採用

セファランチン錠１ｍｇ セファランチン 造血薬 白血球減尐症治療薬 院外採用

セファランチン注１０ｍｇ セファランチン 造血薬 白血球減尐症治療薬 本採用

ムルプレタ錠３ｍｇ ルストロンボパグ 造血薬 トロンボポエチン受容体作用薬 院外採用

アドナ錠３０ｍｇ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 止血薬 血管強化薬 本採用

チチナ静注１００ｍｇ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 止血薬 血管強化薬 本採用 後発

トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 トラネキサム酸 止血薬 抗プラスミン薬 本採用 後発

トラネキサム酸注射液１０００ｍｇ「テバ」 トラネキサム酸 止血薬 抗プラスミン薬 本採用 後発

トランサミン錠２５０ｍｇ トラネキサム酸 止血薬 抗プラスミン薬 院外採用

プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」 プロタミン硫酸塩 止血薬 ヘパリン拮抗薬 本採用

クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ エノキサパリンナトリウム 抗血栓薬 ヘパリン 本採用

ヘパリンＮａ注５千単位／５ｍＬ「モチダ」 ヘパリンナトリウム 抗血栓薬 ヘパリン 本採用

イグザレルト錠１０ｍｇ リバーロキサバン 抗血栓薬 ＤＯＡＣ 本採用

イグザレルト錠１５ｍｇ リバーロキサバン 抗血栓薬 ＤＯＡＣ 院外採用

エリキュース錠２．５ｍｇ アピキサバン 抗血栓薬 ＤＯＡＣ 本採用

エリキュース錠５ｍｇ アピキサバン 抗血栓薬 ＤＯＡＣ 院外採用

プラザキサカプセル１１０ｍｇ ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 抗血栓薬 ＤＯＡＣ 本採用

プラザキサカプセル７５ｍｇ ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 抗血栓薬 ＤＯＡＣ 本採用

リクシアナ錠１５ｍｇ エドキサバントシル酸塩水和物 抗血栓薬 ＤＯＡＣ 本採用

リクシアナ錠３０ｍｇ エドキサバントシル酸塩水和物 抗血栓薬 ＤＯＡＣ 院外採用

リクシアナ錠６０ｍｇ エドキサバントシル酸塩水和物 抗血栓薬 ＤＯＡＣ 院外採用

ワーファリン錠１ｍｇ ワルファリンカリウム 抗血栓薬 クマリン系薬 本採用

アルガトロバン注射液１０ｍｇ「サワイ」 アルガトロバン水和物 抗血栓薬 抗トロンビン薬 本採用 後発

アンプラーグ錠１００ｍｇ サルポグレラート塩酸塩 抗血栓薬 抗血小板薬 院外採用

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 クロピドグレル硫酸塩 抗血栓薬 抗血小板薬 本採用 後発

血液製剤・血液に作用する製剤
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サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 サルポグレラート塩酸塩 抗血栓薬 抗血小板薬 本採用 後発

シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「サワイ」 シロスタゾール 抗血栓薬 抗血小板薬 本採用 後発

バイアスピリン錠１００ｍｇ アスピリン 抗血栓薬 抗血小板薬 本採用 後発

パナルジン錠１００ｍｇ チクロピジン塩酸塩 抗血栓薬 抗血小板薬 院外採用

バファリン配合錠Ａ８１ アスピリン・ダイアルミネート 抗血栓薬 抗血小板薬 院外採用 後発

プラビックス錠７５ｍｇ クロピドグレル硫酸塩 抗血栓薬 抗血小板薬 院外採用

プレタールＯＤ錠１００ｍｇ シロスタゾール 抗血栓薬 抗血小板薬 院外採用

プレタールＯＤ錠５０ｍｇ シロスタゾール 抗血栓薬 抗血小板薬 院外採用

プロサイリン錠２０ ベラプロストナトリウム 抗血栓薬 抗血小板薬 本採用

コンプラビン配合錠 クロピドグレル硫酸塩・アスピリン 抗血栓薬 クロピドグレル・アスピリン配合薬 院外採用

クリアクター静注用４０万 モンテプラーゼ（遺伝子組換え） 抗血栓薬 血栓溶解薬 本採用

クリアクター静注用８０万 モンテプラーゼ（遺伝子組換え） 抗血栓薬 血栓溶解薬 本採用

リコモジュリン点滴静注用１２８００ トロンボモデュリン　アルファ（遺伝子組換え） 抗血栓薬 トロンボモジュリン 本採用

トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「タイヨー」 トリクロルメチアジド 降圧薬 サイアザイド系利尿薬 本採用 後発

フルイトラン錠２ｍｇ トリクロルメチアジド 降圧薬 サイアザイド系利尿薬 院外採用

ナトリックス錠１ インダパミド 降圧薬 サイアザイド類似利尿薬 院外採用

アルダクトンＡ細粒１０％ スピロノラクトン 降圧薬 Ｋ保持性利尿薬 院外採用

アルダクトンＡ錠２５ｍｇ スピロノラクトン 降圧薬 Ｋ保持性利尿薬 院外採用

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」 スピロノラクトン 降圧薬 Ｋ保持性利尿薬 本採用 後発

セララ錠２５ｍｇ エプレレノン 降圧薬 Ｋ保持性利尿薬 院外採用

インデラル錠１０ｍｇ プロプラノロール塩酸塩 降圧薬 β 遮断薬 院外採用

インデラル注射液２ｍｇ プロプラノロール塩酸塩 降圧薬 β 遮断薬 本採用

セロケン錠２０ｍｇ メトプロロール酒石酸塩 降圧薬 β 遮断薬 院外採用

テノーミン錠２５ アテノロール 降圧薬 β 遮断薬 院外採用

ビソノテープ４ｍｇ ビソプロロール 降圧薬 β 遮断薬 院外採用

ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「日医工」 ビソプロロールフマル酸塩 降圧薬 β 遮断薬 本採用 後発

プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 プロプラノロール塩酸塩 降圧薬 β 遮断薬 本採用 後発

メインテート錠２．５ｍｇ ビソプロロールフマル酸塩 降圧薬 β 遮断薬 院外採用

メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「テバ」 メトプロロール酒石酸塩 降圧薬 β 遮断薬 本採用 後発

アーチスト錠１０ｍｇ カルベジロール 降圧薬 α β 遮断薬 院外採用

アーチスト錠２．５ｍｇ カルベジロール 降圧薬 α β 遮断薬 院外採用

アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 アロチノロール塩酸塩 降圧薬 α β 遮断薬 本採用

カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 カルベジロール 降圧薬 α β 遮断薬 本採用 後発

カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 カルベジロール 降圧薬 α β 遮断薬 本採用 後発

エブランチルカプセル１５ｍｇ ウラピジル 降圧薬 α 遮断薬 本採用

カルデナリン錠１ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 降圧薬 α 遮断薬 本採用

ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＭＥＤ」 ドキサゾシンメシル酸塩 降圧薬 α 遮断薬 本採用 後発

アルドメット錠２５０ メチルドパ水和物 降圧薬 中枢性交感神経抑制薬 院外採用

カタプレス錠７５μ ｇ クロニジン塩酸塩 降圧薬 中枢性交感神経抑制薬 院内採用

アダラートＣＲ錠１０ｍｇ ニフェジピン 降圧薬 Ｃａ拮抗薬 院外採用

アダラートＣＲ錠２０ｍｇ ニフェジピン 降圧薬 Ｃａ拮抗薬 本採用

アダラートカプセル５ｍｇ ニフェジピン 降圧薬 Ｃａ拮抗薬 本採用

アテレック錠１０ シルニジピン 降圧薬 Ｃａ拮抗薬 院外採用

アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 アムロジピンベシル酸塩 降圧薬 Ｃａ拮抗薬 本採用 後発

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 アムロジピンベシル酸塩 降圧薬 Ｃａ拮抗薬 本採用 後発

カルブロック錠８ｍｇ アゼルニジピン 降圧薬 Ｃａ拮抗薬 院外採用

コニール錠２ ベニジピン塩酸塩 降圧薬 Ｃａ拮抗薬 院外採用

循環器系に作用する薬剤

15



薬効別一覧

ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」 ジルチアゼム塩酸塩 降圧薬 Ｃａ拮抗薬 本採用 後発

シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 シルニジピン 降圧薬 Ｃａ拮抗薬 本採用 後発

セパミット－Ｒ細粒２％ ニフェジピン 降圧薬 Ｃａ拮抗薬 院外採用

ニカルピン注射液１０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩 降圧薬 Ｃａ拮抗薬 本採用 後発

ニカルピン注射液２ｍｇ ニカルジピン塩酸塩 降圧薬 Ｃａ拮抗薬 本採用 後発

ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩 降圧薬 Ｃａ拮抗薬 院外採用

ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ アムロジピンベシル酸塩 降圧薬 Ｃａ拮抗薬 院外採用

ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＯＭＥ」 ベニジピン塩酸塩 降圧薬 Ｃａ拮抗薬 本採用 後発

ペルジピンＬＡカプセル４０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩 降圧薬 Ｃａ拮抗薬 院外採用

ペルジピン注射液１０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩 降圧薬 Ｃａ拮抗薬 本採用

ペルジピン注射液２ｍｇ ニカルジピン塩酸塩 降圧薬 Ｃａ拮抗薬 本採用

ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ ジルチアゼム塩酸塩 降圧薬 Ｃａ拮抗薬 院外採用

ヘルベッサー錠３０ ジルチアゼム塩酸塩 降圧薬 Ｃａ拮抗薬 本採用

カデュエット配合錠４番 アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 降圧薬 アムロジピン・スタチン配合剤 院外採用

１０％アプレゾリン散「チバ」 ヒドララジン塩酸塩 降圧薬 血管拡張薬 院外採用

エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＭＥＤ」 エナラプリルマレイン酸塩 降圧薬 アンジオテンシン変換酵素（ＡＣＥ）阻害薬 本採用 後発

ゼストリル錠１０ リシノプリル水和物 降圧薬 アンジオテンシン変換酵素（ＡＣＥ）阻害薬 院外採用

タナトリル錠５ イミダプリル塩酸塩 降圧薬 アンジオテンシン変換酵素（ＡＣＥ）阻害薬 院外採用

レニベース錠５ エナラプリルマレイン酸塩 降圧薬 アンジオテンシン変換酵素（ＡＣＥ）阻害薬 院外採用

ロンゲス錠１０ｍｇ リシノプリル水和物 降圧薬 アンジオテンシン変換酵素（ＡＣＥ）阻害薬 院外採用

アジルバ錠２０ｍｇ アジルサルタン 降圧薬 アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ＡＲＢ） 院外採用

アバプロ錠１００ｍｇ イルベサルタン 降圧薬 アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ＡＲＢ） 院外採用

イルベタン錠５０ｍｇ イルベサルタン 降圧薬 アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ＡＲＢ） 院外採用

オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ニプロ」 オルメサルタン　メドキソミル 降圧薬 アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ＡＲＢ） 本採用 後発

オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ オルメサルタン　メドキソミル 降圧薬 アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ＡＲＢ） 院外採用

カンデサルタン錠８ｍｇ「あすか」 カンデサルタン　シレキセチル 降圧薬 アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ＡＲＢ） 本採用 後発

ディオバン錠８０ｍｇ バルサルタン 降圧薬 アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ＡＲＢ） 院外採用

ニューロタン錠５０ｍｇ ロサルタンカリウム 降圧薬 アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ＡＲＢ） 本採用

バルサルタン錠８０ｍｇ「サンド」 バルサルタン 降圧薬 アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ＡＲＢ） 本採用 後発

ブロプレス錠８ カンデサルタン　シレキセチル 降圧薬 アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ＡＲＢ） 院外採用

ミカルディス錠２０ｍｇ テルミサルタン 降圧薬 アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ＡＲＢ） 院外採用

プレミネント配合錠ＬＤ ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤 降圧薬 ＡＲＢ・利尿薬配合剤 院外採用

ミコンビ配合錠ＡＰ テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤 降圧薬 ＡＲＢ・利尿薬配合剤 院外採用

ミコンビ配合錠ＢＰ テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤 降圧薬 ＡＲＢ・利尿薬配合剤 院外採用

アイミクス配合錠ＨＤ イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 降圧薬 ＡＲＢ・Ｃａ拮抗薬配合剤 院外採用

アイミクス配合錠ＬＤ イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 降圧薬 ＡＲＢ・Ｃａ拮抗薬配合剤 院外採用

エックスフォージ配合ＯＤ錠 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 降圧薬 ＡＲＢ・Ｃａ拮抗薬配合剤 院外採用

ザクラス配合錠ＨＤ アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 降圧薬 ＡＲＢ・Ｃａ拮抗薬配合剤 院外採用

ミカムロ配合錠ＡＰ テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 降圧薬 ＡＲＢ・Ｃａ拮抗薬配合剤 院外採用

レザルタス配合錠ＨＤ オルメサルタン　メドキソミル・アゼルニジピン配合剤 降圧薬 ＡＲＢ・Ｃａ拮抗薬配合剤 院外採用

ラジレス錠１５０ｍｇ アリスキレンフマル酸塩 降圧薬 レニン阻害薬 院外採用

アイトロール錠２０ｍｇ 一硝酸イソソルビド 狭心症治療薬 硝酸薬 院外採用

一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 一硝酸イソソルビド 狭心症治療薬 硝酸薬 本採用 後発

硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「サワイ」 硝酸イソソルビド 狭心症治療薬 硝酸薬 本採用 後発

ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ ニトログリセリン 狭心症治療薬 硝酸薬 院外採用

ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ ニトログリセリン 狭心症治療薬 硝酸薬 本採用 後発

ニトロール注５ｍｇ 硝酸イソソルビド 狭心症治療薬 硝酸薬 本採用

フランドルテープ４０ｍｇ 硝酸イソソルビド 狭心症治療薬 硝酸薬 院外採用
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ミオコールスプレー０．３ｍｇ ニトログリセリン 狭心症治療薬 硝酸薬 本採用

ミオコール点滴静注２５ｍｇ ニトログリセリン 狭心症治療薬 硝酸薬 本採用 後発

ミリステープ５ｍｇ ニトログリセリン 狭心症治療薬 硝酸薬 院外採用

ミリスロール注５ｍｇ／１０ｍＬ ニトログリセリン 狭心症治療薬 硝酸薬 本採用

コメリアンコーワ錠１００ ジラゼプ塩酸塩水和物 狭心症治療薬 その他の冠拡張薬 本採用

シグマート錠５ｍｇ ニコランジル 狭心症治療薬 その他の冠拡張薬 院外採用

シグマート注１２ｍｇ ニコランジル 狭心症治療薬 その他の冠拡張薬 本採用

ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」 ニコランジル 狭心症治療薬 その他の冠拡張薬 本採用 後発

ペルサンチン－Ｌカプセル１５０ｍｇ ジピリダモール 狭心症治療薬 その他の冠拡張薬 本採用

アミサリン注１００ｍｇ プロカインアミド塩酸塩 抗不整脈薬 Ｎａチャネル遮断薬（クラスⅠ群） 本採用

サンリズムカプセル２５ｍｇ ピルシカイニド塩酸塩水和物 抗不整脈薬 Ｎａチャネル遮断薬（クラスⅠ群） 院外採用

サンリズム注射液５０ ピルシカイニド塩酸塩水和物 抗不整脈薬 Ｎａチャネル遮断薬（クラスⅠ群） 本採用

シベノール錠５０ｍｇ シベンゾリンコハク酸塩 抗不整脈薬 Ｎａチャネル遮断薬（クラスⅠ群） 院外採用

シベノール静注７０ｍｇ シベンゾリンコハク酸塩 抗不整脈薬 Ｎａチャネル遮断薬（クラスⅠ群） 本採用

シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 シベンゾリンコハク酸塩 抗不整脈薬 Ｎａチャネル遮断薬（クラスⅠ群） 本採用 後発

静注用キシロカイン２％ リドカイン 抗不整脈薬 Ｎａチャネル遮断薬（クラスⅠ群） 本採用

タンボコール錠５０ｍｇ フレカイニド酢酸塩 抗不整脈薬 Ｎａチャネル遮断薬（クラスⅠ群） 院外採用

ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「サワイ」 ピルシカイニド塩酸塩水和物 抗不整脈薬 Ｎａチャネル遮断薬（クラスⅠ群） 本採用 後発

プロノン錠１００ｍｇ プロパフェノン塩酸塩 抗不整脈薬 Ｎａチャネル遮断薬（クラスⅠ群） 院外採用

メキシチールカプセル５０ｍｇ メキシレチン塩酸塩 抗不整脈薬 Ｎａチャネル遮断薬（クラスⅠ群） 本採用

リスモダンＰ静注５０ｍｇ ジソピラミドリン酸塩 抗不整脈薬 Ｎａチャネル遮断薬（クラスⅠ群） 本採用

リスモダンカプセル１００ｍｇ ジソピラミド 抗不整脈薬 Ｎａチャネル遮断薬（クラスⅠ群） 本採用

オノアクト点滴静注用５０ｍｇ ランジオロール塩酸塩 抗不整脈薬 β 遮断薬（クラスⅡ群） 本採用

アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 アミオダロン塩酸塩 抗不整脈薬 クラスⅢ群 本採用 後発

アンカロン錠１００ アミオダロン塩酸塩 抗不整脈薬 クラスⅢ群 院外採用

アンカロン注１５０ アミオダロン塩酸塩 抗不整脈薬 クラスⅢ群 本採用

ソタコール錠４０ｍｇ ソタロール塩酸塩 抗不整脈薬 クラスⅢ群 院外採用

ベプリコール錠５０ｍｇ ベプリジル塩酸塩水和物 抗不整脈薬 Ｃａ拮抗薬（クラスⅣ群） 院外採用

ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ＪＧ」 ベラパミル塩酸塩 抗不整脈薬 Ｃａ拮抗薬（クラスⅣ群） 本採用 後発

ベラパミル塩酸塩静注５ｍｇ「タイヨー」 ベラパミル塩酸塩 抗不整脈薬 Ｃａ拮抗薬（クラスⅣ群） 本採用 後発

ワソラン錠４０ｍｇ ベラパミル塩酸塩 抗不整脈薬 Ｃａ拮抗薬（クラスⅣ群） 院外採用

ジギラノゲン注０．４ｍｇ デスラノシド 心不全治療薬　昇圧薬 ジギタリス製剤 本採用

ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ ジゴキシン 心不全治療薬　昇圧薬 ジギタリス製剤 本採用

ラニラピッド錠０．１ｍｇ メチルジゴキシン 心不全治療薬　昇圧薬 ジギタリス製剤 院外採用

アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 アドレナリン 心不全治療薬　昇圧薬 カテコラミン 本採用 後発

イノバン注０．３％シリンジ ドパミン塩酸塩 心不全治療薬　昇圧薬 カテコラミン 本採用

エピペン注射液０．１５ｍｇ アドレナリン 心不全治療薬　昇圧薬 カテコラミン 本採用

エピペン注射液０．３ｍｇ アドレナリン 心不全治療薬　昇圧薬 カテコラミン 院内採用

ドブポン注０．３％シリンジ ドブタミン塩酸塩 心不全治療薬　昇圧薬 カテコラミン 本採用 後発

ノルアドリナリン注１ｍｇ ノルアドレナリン 心不全治療薬　昇圧薬 カテコラミン 本採用

プロタノールＬ注０．２ｍｇ ｌ－イソプレナリン塩酸塩 心不全治療薬　昇圧薬 カテコラミン 本採用

ボスミン注１ｍｇ アドレナリン 心不全治療薬　昇圧薬 カテコラミン 本採用

エホチール注１０ｍｇ エチレフリン塩酸塩 心不全治療薬　昇圧薬 カテコラミン系 本採用

ネオシネジンコーワ注１ｍｇ フェニレフリン塩酸塩 心不全治療薬　昇圧薬 カテコラミン系 本採用

メトリジンＤ錠２ｍｇ ミドドリン塩酸塩 心不全治療薬　昇圧薬 カテコラミン系 本採用

リズミック錠１０ｍｇ アメジニウムメチル硫酸塩 心不全治療薬　昇圧薬 カテコラミン系 本採用

アカルディカプセル１．２５ ピモベンダン 心不全治療薬　昇圧薬 ＰＤＥ-Ⅲ阻害薬 本採用

ミルリーラ注射液１０ｍｇ ミルリノン 心不全治療薬　昇圧薬 ＰＤＥ-Ⅲ阻害薬 本採用
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ハンプ注射用１０００ カルペリチド（遺伝子組換え） 心不全治療薬　昇圧薬 心房性Ｎａ利尿ペプチド製剤 本採用

ノイキノン錠１０ｍｇ ユビデカレノン 心不全治療薬　昇圧薬 その他 本採用

アルプロスタジル注１０μ ｇ「武田テバ」 アルプロスタジル 血管拡張薬 プロスタグランジンＥ1製剤 本採用 後発

オパルモン錠５μ ｇ リマプロスト　アルファデクス 血管拡張薬 プロスタグランジンＥ1製剤 院外採用

注射用プロスタンディン２０ アルプロスタジル　アルファデクス 血管拡張薬 プロスタグランジンＥ1製剤 本採用

プロレナール錠５μ ｇ リマプロスト　アルファデクス 血管拡張薬 プロスタグランジンＥ1製剤 院外採用

リマプロストアルファデクス錠５μ ｇ「サワイ」 リマプロスト　アルファデクス 血管拡張薬 プロスタグランジンＥ1製剤 本採用 後発

カルナクリン錠２５ カリジノゲナーゼ 血管拡張薬 循環系ホルモン剤 本採用

アゾセミド錠６０ｍｇ「ＪＧ」 アゾセミド 利尿薬 ループ利尿薬 本採用 後発

カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ「サワイ」 カンレノ酸カリウム 利尿薬 ループ利尿薬 本採用 後発

ダイアート錠６０ｍｇ アゾセミド 利尿薬 ループ利尿薬 本採用

フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 フロセミド 利尿薬 ループ利尿薬 本採用 後発

フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 フロセミド 利尿薬 ループ利尿薬 本採用 後発

ラシックス細粒４％ フロセミド 利尿薬 ループ利尿薬 院外採用

ラシックス錠２０ｍｇ フロセミド 利尿薬 ループ利尿薬 院外採用

ラシックス錠４０ｍｇ フロセミド 利尿薬 ループ利尿薬 院外採用

ラシックス注２０ｍｇ フロセミド 利尿薬 ループ利尿薬 本採用

ルプラック錠４ｍｇ トラセミド 利尿薬 ループ利尿薬 本採用

ダイアモックス錠２５０ｍｇ アセタゾラミド 利尿薬 炭酸脱水素酵素阻害薬 本採用

ダイアモックス注射用５００ｍｇ アセタゾラミドナトリウム 利尿薬 炭酸脱水素酵素阻害薬 本採用

２０％マンニットール注射液「ＹＤ」 Ｄ－マンニトール 利尿薬 浸透圧性利尿薬 本採用

イソバイドシロップ７０％分包２０ｍＬ イソソルビド 利尿薬 浸透圧性利尿薬 院外採用

イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ イソソルビド 利尿薬 浸透圧性利尿薬 院外採用

グリセオール注 濃グリセリン・果糖 利尿薬 浸透圧性利尿薬 本採用

メニレット７０％ゼリー３０ｇ イソソルビド 利尿薬 浸透圧性利尿薬 院外採用

サムスカ錠１５ｍｇ トルバプタン 利尿薬 バソプレシン拮抗薬 本採用

サムスカ錠７．５ｍｇ トルバプタン 利尿薬 バソプレシン拮抗薬 院外採用

アスプール液（０．５％） ｄｌ－イソプレナリン塩酸塩 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 β 刺激薬 院外採用

ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ エフェドリン塩酸塩 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 β 刺激薬 本採用

オンブレス吸入用カプセル１５０μ ｇ インダカテロールマレイン酸塩 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 β 2刺激薬 本採用

スピロペント錠１０μ ｇ クレンブテロール塩酸塩 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 β 2刺激薬 院外採用

セレベント５０ディスカス サルメテロールキシナホ酸塩 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 β 2刺激薬 本採用

ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「日医工」 ツロブテロール 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 β 2刺激薬 本採用 後発

ツロブテロールテープ１ｍｇ「日医工」 ツロブテロール 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 β 2刺激薬 本採用 後発

ツロブテロールテープ２ｍｇ「日医工」 ツロブテロール 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 β 2刺激薬 本採用 後発

ベネトリン吸入液０．５％ サルブタモール硫酸塩 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 β 2刺激薬 本採用

ホクナリンテープ０．５ｍｇ ツロブテロール 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 β 2刺激薬 院外採用

ホクナリンテープ１ｍｇ ツロブテロール 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 β 2刺激薬 院外採用

ホクナリンテープ２ｍｇ ツロブテロール 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 β 2刺激薬 院外採用

メプチンエアー１０μ ｇ吸入１００回 プロカテロール塩酸塩水和物 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 β 2刺激薬 本採用

メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ プロカテロール塩酸塩水和物 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 β 2刺激薬 本採用

メプチンシロップ５μ ｇ／ｍＬ プロカテロール塩酸塩水和物 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 β 2刺激薬 本採用

ネオフィリン注２５０ｍｇ アミノフィリン水和物 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 テオフィリン薬（キサンチン誘導体） 本採用

ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ テオフィリン 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 テオフィリン薬（キサンチン誘導体） 本採用

スピリーバ２．５μ ｇレスピマット６０吸入 チオトロピウム臭化物水和物 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 抗コリン薬 本採用

ウルティブロ吸入用カプセル インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 抗コリン薬・β 2刺激薬配合剤 本採用

スピオルトレスピマット６０吸入 チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 抗コリン薬・β 2刺激薬配合剤 院外採用

呼吸器系に作用する薬剤
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キュバール１００エアゾール ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 吸入ステロイド 本採用

キュバール５０エアゾール ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 吸入ステロイド 院外採用

パルミコート２００μ ｇタービュヘイラー１１２吸入 ブデソニド 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 吸入ステロイド 院外採用

パルミコート吸入液０．２５ｍｇ ブデソニド 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 吸入ステロイド 本採用

フルタイド１００ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 吸入ステロイド 本採用

フルタイド２００ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 吸入ステロイド 本採用

フルタイド５０ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 吸入ステロイド 本採用

アドエア１００ディスカス６０吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 吸入ステロイド・β 2刺激薬配合剤 本採用

アドエア１２５エアゾール１２０吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 吸入ステロイド・β 2刺激薬配合剤 本採用

アドエア２５０エアゾール１２０吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 吸入ステロイド・β 2刺激薬配合剤 本採用

アドエア２５０ディスカス６０吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 吸入ステロイド・β 2刺激薬配合剤 院外採用

アドエア５０エアゾール１２０吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 吸入ステロイド・β 2刺激薬配合剤 本採用

シムビコートタービュヘイラー６０吸入 ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 吸入ステロイド・β 2刺激薬配合剤 本採用

フルティフォーム５０エアゾール５６吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 吸入ステロイド・β 2刺激薬配合剤 院外採用

レルベア１００エリプタ３０吸入用 ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 吸入ステロイド・β 2刺激薬配合剤 院外採用

レルベア２００エリプタ３０吸入用 ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル 気管支拡張薬　気管支喘息治療薬　ＣＯＰＤ治療薬 吸入ステロイド・β 2刺激薬配合剤 本採用

注射用エラスポール１００ シベレスタットナトリウム水和物 呼吸障害改善薬 好中球エラスターゼ選択的阻害薬 本採用

オフェブカプセル１５０ｍｇ ニンテダニブエタンスルホン酸塩 呼吸障害改善薬 抗線維化薬 院外採用

ピレスパ錠２００ｍｇ ピルフェニドン 呼吸障害改善薬 抗線維化薬 院外採用

コデインリン酸塩散１％「第一三共」 コデインリン酸塩水和物 鎮咳薬　去痰薬 中枢性麻薬性鎮咳薬 本採用

アストミンシロップ０．２５％ ジメモルファンリン酸塩 鎮咳薬　去痰薬 中枢性非麻薬性鎮咳薬 本採用

メジコン錠１５ｍｇ デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 鎮咳薬　去痰薬 中枢性非麻薬性鎮咳薬 本採用

セネガシロップ セネガ 鎮咳薬　去痰薬 刺激性去痰薬 本採用

ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．０８％「イセイ」 ブロムヘキシン塩酸塩 鎮咳薬　去痰薬 気道粘膜溶解薬 本採用 後発

ブロムヘキシン塩酸塩注射液４ｍｇ「タイヨー」 ブロムヘキシン塩酸塩 鎮咳薬　去痰薬 気道粘膜溶解薬 本採用 後発

カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 Ｌ－カルボシステイン 鎮咳薬　去痰薬 気道粘液修復薬 本採用 後発

カルボシステイン錠２５０ｍｇ「テバ」 Ｌ－カルボシステイン 鎮咳薬　去痰薬 気道粘液修復薬 本採用 後発

カルボシステインシロップ小児用５％「テバ」 Ｌ－カルボシステイン 鎮咳薬　去痰薬 気道粘液修復薬 本採用 後発

ムコダインＤＳ５０％ Ｌ－カルボシステイン 鎮咳薬　去痰薬 気道粘液修復薬 院外採用

ムコダイン錠２５０ｍｇ Ｌ－カルボシステイン 鎮咳薬　去痰薬 気道粘液修復薬 院外採用

ムコダイン錠５００ｍｇ Ｌ－カルボシステイン 鎮咳薬　去痰薬 気道粘液修復薬 院外採用

ムコダインシロップ５％ Ｌ－カルボシステイン 鎮咳薬　去痰薬 気道粘液修復薬 院外採用

クリアナール錠２００ｍｇ フドステイン 鎮咳薬　去痰薬 気道分泌細胞正常化薬 本採用

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「日医工」 アンブロキソール塩酸塩 鎮咳薬　去痰薬 気道潤滑薬 本採用 後発

ムコサールドライシロップ１．５％ アンブロキソール塩酸塩 鎮咳薬　去痰薬 気道潤滑薬 本採用 後発

ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 鎮咳薬　去痰薬 気道潤滑薬 院外採用

ムコソルバン錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 鎮咳薬　去痰薬 気道潤滑薬 院外採用

アレベール吸入用溶解液０．１２５％ チロキサポール 鎮咳薬　去痰薬 界面活性剤 院外採用

キョウニン水 キョウニン水 鎮咳薬　去痰薬 生薬去痰薬 本採用

重散 炭酸水素ナトリウム・ゲンチアナ配合剤 消化管運動機能改善薬 健胃薬 院外採用 後発

ガナトン錠５０ｍｇ イトプリド塩酸塩 消化管運動機能改善薬 ドパミン受容体拮抗薬 本採用

テルペラン注射液１０ｍｇ 塩酸メトクロプラミド 消化管運動機能改善薬 ドパミン受容体拮抗薬 本採用 後発

ドンペリドン錠１０ｍｇ「日医工」 ドンペリドン 消化管運動機能改善薬 ドパミン受容体拮抗薬 本採用 後発

ナウゼリンＯＤ錠１０ ドンペリドン 消化管運動機能改善薬 ドパミン受容体拮抗薬 院外採用

ナウゼリン坐剤１０ ドンペリドン 消化管運動機能改善薬 ドパミン受容体拮抗薬 本採用

ナウゼリン坐剤６０ ドンペリドン 消化管運動機能改善薬 ドパミン受容体拮抗薬 本採用

プラミール錠５ｍｇ メトクロプラミド 消化管運動機能改善薬 ドパミン受容体拮抗薬 本採用 後発

消化器系に作用する薬剤
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プリンペラン錠５ メトクロプラミド 消化管運動機能改善薬 ドパミン受容体拮抗薬 院外採用

セレキノン錠１００ｍｇ トリメブチンマレイン酸塩 消化管運動機能改善薬 オピアト作動薬 本採用

ガスモチン錠５ｍｇ モサプリドクエン酸塩水和物 消化管運動機能改善薬 セロトニン受容体作動薬 院外採用

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 モサプリドクエン酸塩水和物 消化管運動機能改善薬 セロトニン受容体作動薬 本採用 後発

アコファイド錠１００ｍｇ アコチアミド塩酸塩水和物 消化管運動機能改善薬 アセチルコリンエステラーゼ阻害薬 院外採用

ジアスターゼ ジアスターゼ 消化管運動機能改善薬 消化酵素 院外採用

タフマックＥ配合カプセル ジアスターゼ配合剤 消化管運動機能改善薬 消化酵素配合剤 本採用

タフマックＥ配合顆粒 ジアスターゼ配合剤 消化管運動機能改善薬 消化酵素配合剤 本採用

ベリチーム配合顆粒 膵臓性消化酵素配合剤 消化管運動機能改善薬 消化酵素配合剤 院外採用

オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 オメプラゾールナトリウム 消化性潰瘍治療薬 プロトンポンプ阻害薬（ＰＰＩ） 本採用 後発

タケキャブ錠１０ｍｇ ボノプラザンフマル酸塩 消化性潰瘍治療薬 プロトンポンプ阻害薬（ＰＰＩ） 院外採用

タケキャブ錠２０ｍｇ ボノプラザンフマル酸塩 消化性潰瘍治療薬 プロトンポンプ阻害薬（ＰＰＩ） 本採用

タケプロンＯＤ錠１５ ランソプラゾール 消化性潰瘍治療薬 プロトンポンプ阻害薬（ＰＰＩ） 院外採用

タケプロンＯＤ錠３０ ランソプラゾール 消化性潰瘍治療薬 プロトンポンプ阻害薬（ＰＰＩ） 院外採用

タケプロン静注用３０ｍｇ ランソプラゾール 消化性潰瘍治療薬 プロトンポンプ阻害薬（ＰＰＩ） 本採用

ネキシウムカプセル２０ｍｇ エソメプラゾールマグネシウム水和物 消化性潰瘍治療薬 プロトンポンプ阻害薬（ＰＰＩ） 本採用

ネキシウム懸濁用顆粒分包１０ｍｇ エソメプラゾールマグネシウム水和物 消化性潰瘍治療薬 プロトンポンプ阻害薬（ＰＰＩ） 院外採用

ネキシウム懸濁用顆粒分包２０ｍｇ エソメプラゾールマグネシウム水和物 消化性潰瘍治療薬 プロトンポンプ阻害薬（ＰＰＩ） 院外採用

パリエット錠１０ｍｇ ラベプラゾールナトリウム 消化性潰瘍治療薬 プロトンポンプ阻害薬（ＰＰＩ） 院外採用

ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「日医工」 ラベプラゾールナトリウム 消化性潰瘍治療薬 プロトンポンプ阻害薬（ＰＰＩ） 本採用 後発

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 ランソプラゾール 消化性潰瘍治療薬 プロトンポンプ阻害薬（ＰＰＩ） 本採用 後発

ガスターＤ錠１０ｍｇ ファモチジン 消化性潰瘍治療薬 Ｈ2受容体拮抗薬 院外採用

ガスター散２％ ファモチジン 消化性潰瘍治療薬 Ｈ2受容体拮抗薬 院外採用

ザンタック錠７５ ラニチジン塩酸塩 消化性潰瘍治療薬 Ｈ2受容体拮抗薬 院外採用

タガメット細粒２０％ シメチジン 消化性潰瘍治療薬 Ｈ2受容体拮抗薬 院外採用

タガメット錠２００ｍｇ シメチジン 消化性潰瘍治療薬 Ｈ2受容体拮抗薬 院外採用

タガメット錠４００ｍｇ シメチジン 消化性潰瘍治療薬 Ｈ2受容体拮抗薬 院外採用

ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 ファモチジン 消化性潰瘍治療薬 Ｈ2受容体拮抗薬 本採用 後発

ファモチジン注射用２０ｍｇ「サワイ」 ファモチジン 消化性潰瘍治療薬 Ｈ2受容体拮抗薬 本採用 後発

プロテカジン錠１０ ラフチジン 消化性潰瘍治療薬 Ｈ2受容体拮抗薬 院外採用

ラフチジン錠１０ｍｇ「サワイ」 ラフチジン 消化性潰瘍治療薬 Ｈ2受容体拮抗薬 本採用 後発

ブスコパン錠１０ｍｇ ブチルスコポラミン臭化物 消化性潰瘍治療薬 四級アンモニウム合成抗コリン薬 本採用

ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇシリンジ「ＮＰ」 ブチルスコポラミン臭化物 消化性潰瘍治療薬 四級アンモニウム合成抗コリン薬 本採用 後発

炭カル錠５００ｍｇ「旭化成」 沈降炭酸カルシウム 消化性潰瘍治療薬 制酸薬 本採用 後発

炭酸水素ナトリウム 炭酸水素ナトリウム 消化性潰瘍治療薬 制酸薬 本採用

アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 アトロピン硫酸塩水和物 消化性潰瘍治療薬 ベラドンナアルカロイド 本採用 後発

ロートエキス散 ロートエキス 消化性潰瘍治療薬 ベラドンナアルカロイド 院外採用

サイトテック錠２００ ミソプロストール 消化性潰瘍治療薬 プロスタグランジン製剤 本採用

アルサルミン内用液１０％ スクラルファート水和物 消化性潰瘍治療薬 防御因子増強薬 院外採用

アルロイドＧ顆粒溶解用６７％ アルギン酸ナトリウム 消化性潰瘍治療薬 防御因子増強薬 院外採用

アルロイドＧ内用液５％ アルギン酸ナトリウム 消化性潰瘍治療薬 防御因子増強薬 本採用

キャベジンＵコーワ配合散 メチオニン・メタケイ酸アルミン酸マグネシウム配合剤 消化性潰瘍治療薬 防御因子増強薬 院外採用

スクラルファート内用液１０％「日医工」 スクラルファート水和物 消化性潰瘍治療薬 防御因子増強薬 本採用 後発

セルベックス細粒１０％ テプレノン 消化性潰瘍治療薬 防御因子増強薬 院外採用

プロマックＤ錠７５ ポラプレジンク 消化性潰瘍治療薬 防御因子増強薬 院外採用

ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 ポラプレジンク 消化性潰瘍治療薬 防御因子増強薬 本採用 後発

ムコスタ顆粒２０％ レバミピド 消化性潰瘍治療薬 防御因子増強薬 本採用

ムコスタ錠１００ｍｇ レバミピド 消化性潰瘍治療薬 防御因子増強薬 院外採用
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レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 レバミピド 消化性潰瘍治療薬 防御因子増強薬 本採用 後発

ボノサップパック４００ ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン 消化性潰瘍治療薬 ヘリコバクター・ピロリ除菌薬 院外採用

ボノサップパック８００ ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン 消化性潰瘍治療薬 ヘリコバクター・ピロリ除菌薬 院外採用

ラベファインパック ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール 消化性潰瘍治療薬 ヘリコバクター・ピロリ除菌薬 院外採用

ロペミンカプセル１ｍｇ ロペラミド塩酸塩 腸疾患治療薬 腸運動抑制薬 本採用

タンニン酸アルブミン タンニン酸アルブミン 腸疾患治療薬 収斂薬 本採用

アドソルビン原末 天然ケイ酸アルミニウム 腸疾患治療薬 吸着薬 本採用

ビオフェルミンＲ散 耐性乳酸菌製剤 腸疾患治療薬 活性生菌製剤 院外採用 後発

ミヤＢＭ細粒 酪酸菌製剤 腸疾患治療薬 活性生菌製剤 本採用

ミヤＢＭ錠 酪酸菌製剤 腸疾患治療薬 活性生菌製剤 本採用

ラックビー微粒Ｎ ビフィズス菌製剤 腸疾患治療薬 活性生菌製剤 院外採用

オリザチーム顆粒 β －ガラクトシダーゼ（アスペルギルス） 腸疾患治療薬 乳糖分解酵素薬 本採用 後発

ガスコン錠４０ｍｇ ジメチコン 腸疾患治療薬 消化管ガス駆除薬 本採用

ガスコンドロップ内用液２％ ジメチコン 腸疾患治療薬 消化管ガス駆除薬 院外採用

バリトゲン消泡内用液２％ ジメチコン 腸疾患治療薬 消化管ガス駆除薬 本採用 後発

アサコール錠４００ｍｇ メサラジン 腸疾患治療薬 炎症性腸疾患治療薬 本採用

サラゾピリン坐剤５００ｍｇ サラゾスルファピリジン 腸疾患治療薬 炎症性腸疾患治療薬 本採用

サラゾピリン錠５００ｍｇ サラゾスルファピリジン 腸疾患治療薬 炎症性腸疾患治療薬 本採用

シンポニー皮下注５０ｍｇシリンジ ゴリムマブ（遺伝子組換え） 腸疾患治療薬 炎症性腸疾患治療薬 本採用

ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．４ｍＬ アダリムマブ（遺伝子組換え） 腸疾患治療薬 炎症性腸疾患治療薬 院外採用

プレドネマ注腸２０ｍｇ プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム 脹疾患治療薬 炎症性腸疾患治療薬 本採用 後発

ペンタサ顆粒９４％ メサラジン 腸疾患治療薬 炎症性腸疾患治療薬 本採用

ペンタサ坐剤１ｇ メサラジン 腸疾患治療薬 炎症性腸疾患治療薬 本採用

ペンタサ錠２５０ｍｇ メサラジン 腸疾患治療薬 炎症性腸疾患治療薬 本採用

ペンタサ錠５００ｍｇ メサラジン 腸疾患治療薬 炎症性腸疾患治療薬 本採用

ペンタサ注腸１ｇ メサラジン 腸疾患治療薬 炎症性腸疾患治療薬 院外採用

リアルダ錠１２００ｍｇ メサラジン 腸疾患治療薬 炎症性腸疾患治療薬 本採用

レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回 ブデソニド 腸疾患治療薬 炎症性腸疾患治療薬 院外採用

レミケード点滴静注用１００ インフリキシマブ（遺伝子組換え） 腸疾患治療薬 炎症性腸疾患治療薬 本採用

イリボー錠５μ ｇ ラモセトロン塩酸塩 腸疾患治療薬 過敏性腸症候群治療薬 院外採用

トランコロン錠７．５ｍｇ メペンゾラート臭化物 腸疾患治療薬 過敏性腸症候群治療薬 院外採用

ポリフル錠５００ｍｇ ポリカルボフィルカルシウム 腸疾患治療薬 過敏性腸症候群治療薬 本採用

リンゼス錠０．２５ｍｇ リナクロチド 腸疾患治療薬 過敏性腸症候群治療薬 院外採用

ネリプロクト軟膏 ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン 痔疾患治療薬 抗炎症薬 本採用

プロクトセディル軟膏 ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤 痔疾患治療薬 抗炎症薬 院外採用

ボラザＧ坐剤 トリベノシド・リドカイン 痔疾患治療薬 循環改善薬 本採用

ボラザＧ軟膏 トリベノシド・リドカイン 痔疾患治療薬 循環改善薬 本採用

強力ポステリザン（軟膏） 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン 痔疾患治療薬 肉芽形成促進薬 院外採用

ヘモポリゾン軟膏 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン 痔疾患治療薬 肉芽形成促進薬 本採用 後発

酸化マグネシウム 酸化マグネシウム 下剤 塩類下剤 院外採用

酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」 酸化マグネシウム 下剤 塩類下剤 本採用 後発

酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」 酸化マグネシウム 下剤 塩類下剤 本採用 後発

酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ヨシダ」 酸化マグネシウム 下剤 塩類下剤 本採用 後発

マグミット錠３３０ｍｇ 酸化マグネシウム 下剤 塩類下剤 院外採用 後発

アローゼン顆粒 センナ・センナ実 下剤 大腸刺激性下剤 院外採用

新レシカルボン坐剤 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム 下剤 大腸刺激性下剤 本採用

センノサイド錠１２ｍｇ センノシド 下剤 大腸刺激性下剤 本採用 後発

テレミンソフト坐薬１０ｍｇ ビサコジル 下剤 大腸刺激性下剤 本採用
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テレミンソフト坐薬２ｍｇ ビサコジル 下剤 大腸刺激性下剤 院外採用

ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「日医工」 ピコスルファートナトリウム水和物 下剤 大腸刺激性下剤 本採用 後発

プルゼニド錠１２ｍｇ センノシド 下剤 大腸刺激性下剤 院外採用

ヨーデルＳ糖衣錠－８０ センナエキス 下剤 大腸刺激性下剤 院外採用 後発

ラキソベロン内用液０．７５％ ピコスルファートナトリウム水和物 下剤 大腸刺激性下剤 院外採用

アミティーザカプセル２４μ ｇ ルビプロストン 下剤 腸液分泌促進薬 院外採用

マグコロールＰ クエン酸マグネシウム 下剤 経口腸管洗浄薬 本採用

モビプレップ配合内用剤 ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤 下剤 経口腸管洗浄薬 本採用

グリセリン浣腸「オヲタ」６０ グリセリン 下剤 浣腸剤 本採用 後発

ケンエーＧ浣腸液５０％ グリセリン 下剤 浣腸剤 本採用 後発

スインプロイク錠０．２ｍｇ ナルデメジントシル酸塩 下剤 その他 本採用

ペガシス皮下注１８０μ ｇ ペグインターフェロン　アルファ－２ａ（遺伝子組換え） 肝疾患治療薬 インエターフェロン製剤 本採用

ペガシス皮下注９０μ ｇ ペグインターフェロン　アルファ－２ａ（遺伝子組換え） 肝疾患治療薬 インエターフェロン製剤 本採用

ペグイントロン皮下注用１００μ ｇ／０．５ｍＬ用 ペグインターフェロン　アルファ－２ｂ（遺伝子組換え） 肝疾患治療薬 インエターフェロン製剤 本採用

ペグイントロン皮下注用１５０μ ｇ／０．５ｍＬ用 ペグインターフェロン　アルファ－２ｂ（遺伝子組換え） 肝疾患治療薬 インエターフェロン製剤 本採用

ペグイントロン皮下注用５０μ ｇ／０．５ｍＬ用 ペグインターフェロン　アルファ－２ｂ（遺伝子組換え） 肝疾患治療薬 インエターフェロン製剤 本採用

ヴィキラックス配合錠 オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル 肝疾患治療薬 抗C型肝炎ウイルス薬 本採用

コペガス錠２００ｍｇ リバビリン 肝疾患治療薬 抗C型肝炎ウイルス薬 院外採用

スンベプラカプセル１００ｍｇ アスナプレビル 肝疾患治療薬 抗C型肝炎ウイルス薬 本採用

ソバルディ錠４００ｍｇ ソホスブビル 肝疾患治療薬 抗C型肝炎ウイルス薬 本採用

ソブリアードカプセル１００ｍｇ シメプレビルナトリウム 肝疾患治療薬 抗C型肝炎ウイルス薬 本採用

ダクルインザ錠６０ｍｇ ダクラタスビル塩酸塩 肝疾患治療薬 抗C型肝炎ウイルス薬 本採用

ハーボニー配合錠 レジパスビル　アセトン付加物・ソホスブビル 肝疾患治療薬 抗C型肝炎ウイルス薬 本採用

マヴィレット配合錠 グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル 肝疾患治療薬 抗C型肝炎ウイルス薬 院外採用

レベトールカプセル２００ｍｇ リバビリン 肝疾患治療薬 抗C型肝炎ウイルス薬 本採用

ゼフィックス錠１００ ラミブジン 肝疾患治療薬 抗B型肝炎ウイルス薬 院外採用

テノゼット錠３００ｍｇ テノホビル　ジソプロキシルフマル酸塩 肝疾患治療薬 抗B型肝炎ウイルス薬 院外採用

バラクルード錠０．５ｍｇ エンテカビル水和物 肝疾患治療薬 抗B型肝炎ウイルス薬 本採用

ベムリディ錠２５ｍｇ テノホビル　アラフェナミドフマル酸塩 肝疾患治療薬 抗B型肝炎ウイルス薬 院外採用

グリチロン配合錠 グリチルリチン・グリシン・ＤＬ－メチオニン配合剤 肝疾患治療薬 肝機能改善薬 本採用

タウリン散９８％「大正」 タウリン 肝疾患治療薬 肝機能改善薬 院外採用

タチオン注射用２００ｍｇ グルタチオン 肝疾患治療薬 肝機能改善薬 本採用

ネオファーゲン静注２０ｍＬ グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 肝疾患治療薬 肝機能改善薬 本採用 後発

アミノバクト配合顆粒 イソロイシン・ロイシン・バリン 肝疾患治療薬 肝不全治療薬 本採用 後発

アミノレバンＥＮ配合散 肝不全用成分栄養剤 肝疾患治療薬 肝不全治療薬 本採用

ピアーレシロップ６５％ ラクツロース 肝疾患治療薬 肝不全治療薬 本採用 後発

モニラック・シロップ６５％ ラクツロース 肝疾患治療薬 肝不全治療薬 院外採用

リーバクト配合顆粒 イソロイシン・ロイシン・バリン 肝疾患治療薬 肝不全治療薬 院外採用

リフキシマ錠２００ｍｇ リファキシミン 肝疾患治療薬 肝不全治療薬 本採用

ウルソ錠１００ｍｇ ウルソデオキシコール酸 胆道疾患治療薬 催胆薬 院外採用

ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＪＧ」 ウルソデオキシコール酸 胆道疾患治療薬 催胆薬 本採用 後発

スパカール錠４０ｍｇ トレピブトン 胆道疾患治療薬 排胆薬 本採用

カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 カモスタットメシル酸塩 膵疾患治療薬 蛋白分界酵素阻害薬 本採用 後発

コアヒビター注射用５０ｍｇ ナファモスタットメシル酸塩 膵疾患治療薬 蛋白分界酵素阻害薬 本採用 後発

フオイパン錠１００ｍｇ カモスタットメシル酸塩 膵疾患治療薬 蛋白分界酵素阻害薬 院外採用

ミラクリッド注射液５万単位 ウリナスタチン 膵疾患治療薬 蛋白分界酵素阻害薬 本採用

レミナロン注射用１００ｍｇ ガベキサートメシル酸塩 膵疾患治療薬 蛋白分界酵素阻害薬 本採用 後発

レミナロン注射用５００ｍｇ ガベキサートメシル酸塩 膵疾患治療薬 蛋白分界酵素阻害薬 本採用 後発

22



薬効別一覧

リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包 パンクレリパーゼ 膵疾患治療薬 膵酵素補充薬 本採用

コントミン筋注２５ｍｇ クロルプロマジン塩酸塩 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 フェノチアジン系抗精神病薬 本採用

ノバミン筋注５ｍｇ プロクロルペラジンメシル酸塩 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 フェノチアジン系抗精神病薬 本採用

ノバミン錠５ｍｇ プロクロルペラジンマレイン酸塩 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 フェノチアジン系抗精神病薬 本採用

レボトミン錠５ｍｇ レボメプロマジンマレイン酸塩 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 フェノチアジン系抗精神病薬 院外採用

セレネース錠１．５ｍｇ ハロペリドール 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 ブチロフェノン系抗精神病薬 本採用

セレネース注５ｍｇ ハロペリドール 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 ブチロフェノン系抗精神病薬 本採用

グラマリール錠５０ｍｇ チアプリド塩酸塩 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 ベンザミド系抗精神病薬 院外採用

スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 スルピリド 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 ベンザミド系抗精神病薬 本採用 後発

チアプリド錠５０ｍｇ「サワイ」 チアプリド塩酸塩 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 ベンザミド系抗精神病薬 本採用 後発

ドグマチール錠５０ｍｇ スルピリド 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 ベンザミド系抗精神病薬 院外採用

リスパダール錠１ｍｇ リスペリドン 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 セロトニン・ドパミン遮断薬（SDA） 院外採用

リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ リスペリドン 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 セロトニン・ドパミン遮断薬（SDA） 院外採用

リスペリドン錠１「ＭＥＥＫ」 リスペリドン 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 セロトニン・ドパミン遮断薬（SDA） 本採用 後発

リスペリドン内用液０．５ｍｇ分包「ファイザー」 リスペリドン 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 セロトニン・ドパミン遮断薬（SDA） 本採用 後発

クエチアピン錠２５ｍｇ「日医工」 クエチアピンフマル酸塩 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 多元受容体用抗精神病薬（MARTA） 本採用 後発

セロクエル２５ｍｇ錠 クエチアピンフマル酸塩 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 多元受容体用抗精神病薬（MARTA） 院外採用

エビリファイ錠１ｍｇ アリピプラゾール 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 ドパミン受容体部分作動薬（DPA） 院外採用

エビリファイ錠３ｍｇ アリピプラゾール 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 ドパミン受容体部分作動薬（DPA） 院外採用

アモキサンカプセル２５ｍｇ アモキサピン 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 三環系抗うつ薬 本採用

トフラニール錠２５ｍｇ イミプラミン塩酸塩 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 三環系抗うつ薬 院外採用

トリプタノール錠１０ アミトリプチリン塩酸塩 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 三環系抗うつ薬 本採用

テトラミド錠１０ｍｇ ミアンセリン塩酸塩 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 四環系抗うつ薬 本採用

ルジオミール錠１０ｍｇ マプロチリン塩酸塩 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 四環系抗うつ薬 本採用

デプロメール錠２５ フルボキサミンマレイン酸塩 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 選択的セロトニン再取込み阻害薬（SSRI） 本採用

パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ パロキセチン塩酸塩水和物 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 選択的セロトニン再取込み阻害薬（SSRI） 院外採用

パキシル錠１０ｍｇ パロキセチン塩酸塩水和物 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 選択的セロトニン再取込み阻害薬（SSRI） 院外採用

パロキセチン錠１０ｍｇ「日医工」 パロキセチン塩酸塩水和物 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 選択的セロトニン再取込み阻害薬（SSRI） 本採用 後発

サインバルタカプセル２０ｍｇ デュロキセチン塩酸塩 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 セロトニン・ノルアドレナリン再取込み阻害薬（SNRI） 本採用

リフレックス錠１５ｍｇ ミルタザピン 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬（NaSSA） 院外採用

レスリン錠２５ トラゾドン塩酸塩 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 その他の抗うつ薬 本採用

リーマス錠１００ 炭酸リチウム 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 気分安定薬 本採用

リーマス錠２００ 炭酸リチウム 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 気分安定薬 本採用

インチュニブ錠１ｍｇ グアンファシン塩酸塩 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 ADAH治療薬 院外採用

インチュニブ錠３ｍｇ グアンファシン塩酸塩 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 ADAH治療薬 院外採用

コンサータ錠１８ｍｇ メチルフェニデート塩酸塩 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 ADAH治療薬 院内採用

コンサータ錠２７ｍｇ メチルフェニデート塩酸塩 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 ADAH治療薬 院内採用

ストラテラカプセル２５ｍｇ アトモキセチン塩酸塩 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 ADAH治療薬 院外採用

ストラテラカプセル４０ｍｇ アトモキセチン塩酸塩 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 ADAH治療薬 院外採用

ストラテラカプセル５ｍｇ アトモキセチン塩酸塩 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 ADAH治療薬 院外採用

ストラテラ内用液０．４％ アトモキセチン塩酸塩 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 ADAH治療薬 院外採用

ストラテラカプセル１０ｍｇ アトモキセチン塩酸塩 抗精神病薬　抗うつ薬　気分安定薬　精神刺激薬 ADAH治療薬 院外採用

２ｍｇセルシン錠 ジアゼパム 抗不安薬　睡眠薬 ベンゾジアゼピン系抗不安薬 本採用

アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」 アルプラゾラム 抗不安薬　睡眠薬 ベンゾジアゼピン系抗不安薬 本採用 後発

エチゾラム錠０．５ｍｇ「フジナガ」 エチゾラム 抗不安薬　睡眠薬 ベンゾジアゼピン系抗不安薬 本採用 後発

クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 クロチアゼパム 抗不安薬　睡眠薬 ベンゾジアゼピン系抗不安薬 本採用 後発

コンスタン０．４ｍｇ錠 アルプラゾラム 抗不安薬　睡眠薬 ベンゾジアゼピン系抗不安薬 院外採用

神経系に作用する薬剤
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セパゾン錠１ クロキサゾラム 抗不安薬　睡眠薬 ベンゾジアゼピン系抗不安薬 院外採用

セルシン注射液１０ｍｇ ジアゼパム 抗不安薬　睡眠薬 ベンゾジアゼピン系抗不安薬 本採用

デパス錠０．５ｍｇ エチゾラム 抗不安薬　睡眠薬 ベンゾジアゼピン系抗不安薬 院外採用

メイラックス錠１ｍｇ ロフラゼプ酸エチル 抗不安薬　睡眠薬 ベンゾジアゼピン系抗不安薬 本採用

リーゼ錠５ｍｇ クロチアゼパム 抗不安薬　睡眠薬 ベンゾジアゼピン系抗不安薬 院外採用

レキソタン錠２ ブロマゼパム 抗不安薬　睡眠薬 ベンゾジアゼピン系抗不安薬 院外採用

ドラール錠１５ クアゼパム 抗不安薬　睡眠薬 ベンゾジアゼピン系睡眠薬 本採用

ニトラゼパム錠５ｍｇ「テバ」 ニトラゼパム 抗不安薬　睡眠薬 ベンゾジアゼピン系睡眠薬 本採用 後発

ハルシオン０．２５ｍｇ錠 トリアゾラム 抗不安薬　睡眠薬 ベンゾジアゼピン系睡眠薬 院外採用

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 フルニトラゼパム 抗不安薬　睡眠薬 ベンゾジアゼピン系睡眠薬 本採用 後発

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「テバ」 ブロチゾラム 抗不安薬　睡眠薬 ベンゾジアゼピン系睡眠薬 本採用 後発

ベンザリン錠５ ニトラゼパム 抗不安薬　睡眠薬 ベンゾジアゼピン系睡眠薬 院外採用

レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム 抗不安薬　睡眠薬 ベンゾジアゼピン系睡眠薬 院外採用

ロヒプノール錠１ フルニトラゼパム 抗不安薬　睡眠薬 ベンゾジアゼピン系睡眠薬 院外採用

ロヒプノール静注用２ｍｇ フルニトラゼパム 抗不安薬　睡眠薬 ベンゾジアゼピン系睡眠薬 本採用

アモバン錠１０ ゾピクロン 抗不安薬　睡眠薬 非ベンゾジアゼピン系睡眠薬 院外採用

アモバン錠７．５ ゾピクロン 抗不安薬　睡眠薬 非ベンゾジアゼピン系睡眠薬 院外採用

ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「日医工」 ゾルピデム酒石酸塩 抗不安薬　睡眠薬 非ベンゾジアゼピン系睡眠薬 本採用 後発

マイスリー錠５ｍｇ ゾルピデム酒石酸塩 抗不安薬　睡眠薬 非ベンゾジアゼピン系睡眠薬 院外採用

ルネスタ錠１ｍｇ エスゾピクロン 抗不安薬　睡眠薬 非ベンゾジアゼピン系睡眠薬 本採用

ロゼレム錠８ｍｇ ラメルテオン 抗不安薬　睡眠薬 メラトニン受容体作動薬 本採用

ベルソムラ錠１０ｍｇ スボレキサント 抗不安薬　睡眠薬 オキシトシン受容体拮抗薬 院外採用

ベルソムラ錠１５ｍｇ スボレキサント 抗不安薬　睡眠薬 オキシトシン受容体拮抗薬 本採用

ベルソムラ錠２０ｍｇ スボレキサント 抗不安薬　睡眠薬 オキシトシン受容体拮抗薬 院外採用

エスクレ坐剤「２５０」 抱水クロラール 抗不安薬　睡眠薬 その他 本採用

エスクレ注腸用キット「５００」 抱水クロラール 抗不安薬　睡眠薬 その他 本採用

トリクロリールシロップ１０％ トリクロホスナトリウム 抗不安薬　睡眠薬 その他 本採用

ダイアップ坐剤４ ジアゼパム 抗てんかん薬 ベンゾジアゼピン系薬 本採用

ダイアップ坐剤６ ジアゼパム 抗てんかん薬 ベンゾジアゼピン系薬 本採用

ノーベルバール静注用２５０ｍｇ フェノバルビタールナトリウム 抗てんかん薬 バルビツール酸系薬 本採用

フェノバール散１０％ フェノバルビタール 抗てんかん薬 バルビツール酸系薬 本採用

フェノバール注射液１００ｍｇ フェノバルビタール 抗てんかん薬 バルビツール酸系薬 本採用

ワコビタール坐剤１００ フェノバルビタールナトリウム 抗てんかん薬 バルビツール酸系薬 本採用

アレビアチン散１０％ フェニトイン 抗てんかん薬 ヒダントイン系薬 本採用

アレビアチン錠１００ｍｇ フェニトイン 抗てんかん薬 ヒダントイン系薬 院外採用

ホストイン静注７５０ｍｇ ホスフェニトインナトリウム水和物 抗てんかん薬 ヒダントイン系薬 本採用

エピレオプチマル散５０％ エトスクシミド 抗てんかん薬 サクシミド系薬 院外採用

マイスタン細粒１％ クロバザム 抗てんかん薬 ベンゾジアゼピン系薬 院外採用

ミダフレッサ静注０．１％ ミダゾラム 抗てんかん薬 ベンゾジアゼピン系薬 本採用

リボトリール細粒０．１％ クロナゼパム 抗てんかん薬 ベンゾジアゼピン系薬 院外採用

リボトリール錠０．５ｍｇ クロナゼパム 抗てんかん薬 ベンゾジアゼピン系薬 本採用

テグレトール細粒５０％ カルバマゼピン 抗てんかん薬 イモノスチルベン系薬 院外採用

テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン 抗てんかん薬 イモノスチルベン系薬 院外採用

テグレトール錠２００ｍｇ カルバマゼピン 抗てんかん薬 イモノスチルベン系薬 本採用

セレニカＲ顆粒４０％ バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん薬 分枝脂肪酸系薬 院外採用

デパケンＲ錠１００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん薬 分枝脂肪酸系薬 本採用

デパケンＲ錠２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん薬 分枝脂肪酸系薬 本採用

デパケン細粒４０％ バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん薬 分枝脂肪酸系薬 本採用
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デパケンシロップ５％ バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん薬 分枝脂肪酸系薬 院外採用

エクセグラン散２０％ ゾニサミド 抗てんかん薬 ベンズイソキサゾール系薬 院外採用

エクセグラン錠１００ｍｇ ゾニサミド 抗てんかん薬 ベンズイソキサゾール系薬 本採用

イーケプラ錠２５０ｍｇ レベチラセタム 抗てんかん薬 新世代薬 院外採用

イーケプラ錠５００ｍｇ レベチラセタム 抗てんかん薬 新世代薬 本採用

イーケプラ点滴静注５００ｍｇ レベチラセタム 抗てんかん薬 新世代薬 本採用

イーケプラドライシロップ５０％ レベチラセタム 抗てんかん薬 新世代薬 院外採用

ガバペン錠２００ｍｇ ガバペンチン 抗てんかん薬 新世代薬 院外採用

トピナ錠２５ｍｇ トピラマート 抗てんかん薬 新世代薬 院外採用

トピナ錠５０ｍｇ トピラマート 抗てんかん薬 新世代薬 院外採用

フィコンパ錠２ｍｇ ペランパネル水和物 抗てんかん薬 新世代薬 本採用

ラミクタール錠１００ｍｇ ラモトリギン 抗てんかん薬 新世代薬 院外採用

ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン 抗てんかん薬 新世代薬 院外採用

ラミクタール錠小児用２ｍｇ ラモトリギン 抗てんかん薬 新世代薬 院外採用

ラミクタール錠小児用５ｍｇ ラモトリギン 抗てんかん薬 新世代薬 院外採用

イミグラン錠５０ スマトリプタンコハク酸塩 片頭痛　慢性頭痛治療薬 トリプタン系薬 院外採用

イミグラン注３ スマトリプタンコハク酸塩 片頭痛　慢性頭痛治療薬 トリプタン系薬 本採用

ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ ゾルミトリプタン 片頭痛　慢性頭痛治療薬 トリプタン系薬 本採用

ミグシス錠５ｍｇ ロメリジン塩酸塩 片頭痛　慢性頭痛治療薬 Ｃａ拮抗薬 院外採用

トラベルミン配合錠 ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン 制吐薬・鎮暈薬 中枢性制吐・鎮暈薬 本採用

アロキシ静注０．７５ｍｇ パロノセトロン塩酸塩 制吐薬・鎮暈薬 5-HT3受容体拮抗制吐薬 本採用

カイトリル錠２ｍｇ グラニセトロン塩酸塩 制吐薬・鎮暈薬 5-HT3受容体拮抗制吐薬 本採用

グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッグ「日医工」 グラニセトロン塩酸塩 制吐薬・鎮暈薬 5-HT3受容体拮抗制吐薬 本採用 後発

イメンドカプセル１２５ｍｇ アプレピタント 制吐薬・鎮暈薬 ニューロキニン1（NK1）受容体拮抗薬 本採用

イメンドカプセル８０ｍｇ アプレピタント 制吐薬・鎮暈薬 ニューロキニン1（NK1）受容体拮抗薬 本採用

プロイメンド点滴静注用１５０ｍｇ ホスアプレピタントメグルミン 制吐薬・鎮暈薬 ニューロキニン1（NK1）受容体拮抗薬 本採用

セファドール錠２５ｍｇ ジフェニドール塩酸塩 制吐薬・鎮暈薬 鎮暈薬（狭義） 本採用

ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＣＥＯ」 ベタヒスチンメシル酸塩 制吐薬・鎮暈薬 鎮暈薬（狭義） 本採用 後発

メリスロン錠６ｍｇ ベタヒスチンメシル酸塩 制吐薬・鎮暈薬 鎮暈薬（狭義） 院外採用

ドパストン静注２５ｍｇ レボドパ パーキンソン病治療薬 レボドパ含有製剤 本採用

ドパゾール錠２００ｍｇ レボドパ パーキンソン病治療薬 レボドパ含有製剤 本採用

マドパー配合錠 レボドパ・ベンセラジド塩酸塩 パーキンソン病治療薬 レボドパ含有製剤 本採用

メネシット配合錠１００ レボドパ・カルビドパ水和物 パーキンソン病治療薬 レボドパ含有製剤 本採用

エフピーＯＤ錠２．５ セレギリン塩酸塩 パーキンソン病治療薬 モノアミン酸化酵素（ＭＡＯ-Ｂ）阻害薬 本採用

コムタン錠１００ｍｇ エンタカポン パーキンソン病治療薬 カテロール-Ｏメチルトランスフェラーゼ（ＣＯＭＴ）阻害薬 院外採用

カバサール錠０．２５ｍｇ カベルゴリン パーキンソン病治療薬 ドパミン受容体刺激（作動）薬（アゴニスト） 院外採用

パーロデル錠２．５ｍｇ ブロモクリプチンメシル酸塩 パーキンソン病治療薬 ドパミン受容体刺激（作動）薬（アゴニスト） 本採用

ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物 パーキンソン病治療薬 ドパミン受容体刺激（作動）薬（アゴニスト） 本採用

ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物 パーキンソン病治療薬 ドパミン受容体刺激（作動）薬（アゴニスト） 院外採用

レキップ錠０．２５ｍｇ ロピニロール塩酸塩 パーキンソン病治療薬 ドパミン受容体刺激（作動）薬（アゴニスト） 院外採用

アキネトン錠１ｍｇ ビペリデン塩酸塩 パーキンソン病治療薬 副交感神経遮断（抗コリン）薬 本採用

アキネトン注射液５ｍｇ 乳酸ビペリデン パーキンソン病治療薬 副交感神経遮断（抗コリン）薬 本採用

アーテン錠（２ｍｇ） トリヘキシフェニジル塩酸塩 パーキンソン病治療薬 副交感神経遮断（抗コリン）薬 本採用

アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 アマンタジン塩酸塩 パーキンソン病治療薬 ドパミン遊離促進薬 本採用 後発

シンメトレル細粒１０％ アマンタジン塩酸塩 パーキンソン病治療薬 ドパミン遊離促進薬 本採用

シンメトレル錠５０ｍｇ アマンタジン塩酸塩 パーキンソン病治療薬 ドパミン遊離促進薬 院外採用

ドプスＯＤ錠１００ｍｇ ドロキシドパ パーキンソン病治療薬 ノルアドレナリン前駆物質 本採用

ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「第一三共」 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 脳卒中治療薬 脳梗塞治療薬 院外採用
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アデホス－Ｌコーワ注４０ｍｇ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 脳卒中治療薬 脳梗塞治療薬 本採用

アデホスコーワ顆粒１０％ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 脳卒中治療薬 脳梗塞治療薬 院外採用

エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ「日医工」 エダラボン 脳卒中治療薬 脳梗塞治療薬 本採用 後発

オザグレルＮａ注射液８０ｍｇシリンジ「サワイ」 オザグレルナトリウム 脳卒中治療薬 脳梗塞治療薬 本採用 後発

サアミオン錠５ｍｇ ニセルゴリン 脳卒中治療薬 脳梗塞治療薬 院外採用

シチコリンＨ注１ｇ「ＫＮ」 シチコリン 脳卒中治療薬 脳梗塞治療薬 本採用 後発

トリノシンＳ注射液１０ｍｇ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 脳卒中治療薬 脳梗塞治療薬 本採用

トリノシンＳ注射液２０ｍｇ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 脳卒中治療薬 脳梗塞治療薬 本採用

トリノシン顆粒１０％ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 脳卒中治療薬 脳梗塞治療薬 院内採用

トリノシン腸溶錠２０ｍｇ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 脳卒中治療薬 脳梗塞治療薬 本採用

ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」 ニセルゴリン 脳卒中治療薬 脳梗塞治療薬 本採用 後発

アリセプトＤ錠３ｍｇ ドネペジル塩酸塩 抗認知症薬 コリンエステラーゼ阻害薬 院外採用

アリセプトＤ錠５ｍｇ ドネペジル塩酸塩 抗認知症薬 コリンエステラーゼ阻害薬 院外採用

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「日医工」 ドネペジル塩酸塩 抗認知症薬 コリンエステラーゼ阻害薬 本採用 後発

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 ドネペジル塩酸塩 抗認知症薬 コリンエステラーゼ阻害薬 本採用 後発

レミニールＯＤ錠４ｍｇ ガランタミン臭化水素酸塩 抗認知症薬 コリンエステラーゼ阻害薬 院外採用

レミニールＯＤ錠８ｍｇ ガランタミン臭化水素酸塩 抗認知症薬 コリンエステラーゼ阻害薬 院外採用

メマリー錠５ｍｇ メマンチン塩酸塩 抗認知症薬 ＮＭＤＡ受容体アンタゴニスト 本採用

ウブレチド錠５ｍｇ ジスチグミン臭化物 自律神経作用薬その他 コリンエステラーゼ阻害薬（末梢性） 本採用

ワゴスチグミン散（０．５％） ネオスチグミン臭化物 自律神経作用薬その他 コリンエステラーゼ阻害薬（末梢性） 院外採用

ワゴスチグミン注０．５ｍｇ ネオスチグミンメチル硫酸塩 自律神経作用薬その他 コリンエステラーゼ阻害薬（末梢性） 本採用

グランダキシン錠５０ トフィソパム 自律神経作用薬その他 自律神経調節薬 本採用

リルテック錠５０ リルゾール 自律神経作用薬その他 ＡＬＳ治療薬 本採用

アロフト錠２０ｍｇ アフロクアロン 筋弛緩薬 中枢性筋弛緩薬 院外採用

ギャバロン錠５ｍｇ バクロフェン 筋弛緩薬 中枢性筋弛緩薬 本採用

テルネリン錠１ｍｇ チザニジン塩酸塩 筋弛緩薬 中枢性筋弛緩薬 院外採用

ミオナール錠５０ｍｇ エペリゾン塩酸塩 筋弛緩薬 中枢性筋弛緩薬 本採用

ダントリウムカプセル２５ｍｇ ダントロレンナトリウム水和物 筋弛緩薬 末梢性筋弛緩薬 本採用

ダントリウム静注用２０ｍｇ ダントロレンナトリウム水和物 筋弛緩薬 末梢性筋弛緩薬 本採用

ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ「マルイシ」 ロクロニウム臭化物 筋弛緩薬 末梢性筋弛緩薬 本採用 後発

ブリディオン静注２００ｍｇ スガマデクスナトリウム 筋弛緩薬 筋弛緩回復薬 本採用

ＭＳコンチン錠１０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 麻薬および類似薬 モルフィナン系オピオイド（モルヒネ）（麻薬） 本採用

ＭＳコンチン錠３０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 麻薬および類似薬 モルフィナン系オピオイド（モルヒネ）（麻薬） 本採用

アンペック坐剤１０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 麻薬および類似薬 モルフィナン系オピオイド（モルヒネ）（麻薬） 本採用

アンペック坐剤２０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 麻薬および類似薬 モルフィナン系オピオイド（モルヒネ）（麻薬） 本採用

塩酸モルヒネ注射液「タケダ」５０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 麻薬および類似薬 モルフィナン系オピオイド（モルヒネ）（麻薬） 本採用

オプソ内服液１０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 麻薬および類似薬 モルフィナン系オピオイド（モルヒネ）（麻薬） 本採用

オプソ内服液５ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 麻薬および類似薬 モルフィナン系オピオイド（モルヒネ）（麻薬） 本採用

モルヒネ塩酸塩注射液 モルヒネ塩酸塩水和物 麻薬および類似薬 モルフィナン系オピオイド（モルヒネ）（麻薬） 本採用

オキシコンチン錠１０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 麻薬および類似薬 モルフィナン系オピオイド（モルヒネ以院外採用）（麻薬） 本採用

オキシコンチン錠４０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 麻薬および類似薬 モルフィナン系オピオイド（モルヒネ以院外採用）（麻薬） 本採用

オキシコンチン錠５ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 麻薬および類似薬 モルフィナン系オピオイド（モルヒネ以院外採用）（麻薬） 本採用

オキノーム散１０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 麻薬および類似薬 モルフィナン系オピオイド（モルヒネ以院外採用）（麻薬） 本採用

オキノーム散２．５ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 麻薬および類似薬 モルフィナン系オピオイド（モルヒネ以院外採用）（麻薬） 本採用

オキノーム散２０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 麻薬および類似薬 モルフィナン系オピオイド（モルヒネ以院外採用）（麻薬） 本採用

オキノーム散５ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 麻薬および類似薬 モルフィナン系オピオイド（モルヒネ以院外採用）（麻薬） 本採用

アブストラル舌下錠１００μ ｇ フェンタニルクエン酸塩 麻薬および類似薬 フェニルピペリジン系オピオイド（麻薬） 本採用

デュロテップＭＴパッチ１２．６ｍｇ フェンタニル 麻薬および類似薬 フェニルピペリジン系オピオイド（麻薬） 院外採用
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デュロテップＭＴパッチ１６．８ｍｇ フェンタニル 麻薬および類似薬 フェニルピペリジン系オピオイド（麻薬） 本採用

デュロテップＭＴパッチ２．１ｍｇ フェンタニル 麻薬および類似薬 フェニルピペリジン系オピオイド（麻薬） 院外採用

デュロテップＭＴパッチ４．２ｍｇ フェンタニル 麻薬および類似薬 フェニルピペリジン系オピオイド（麻薬） 院外採用

デュロテップＭＴパッチ８．４ｍｇ フェンタニル 麻薬および類似薬 フェニルピペリジン系オピオイド（麻薬） 本採用

フェンタニル注射液０．１ｍｇ「第一三共」 フェンタニルクエン酸塩 麻薬および類似薬 フェニルピペリジン系オピオイド（麻薬） 本採用

フェンタニル注射液０．５ｍｇ「ヤンセン」 フェンタニルクエン酸塩 麻薬および類似薬 フェニルピペリジン系オピオイド（麻薬） 本採用 後発

フェントステープ１ｍｇ フェンタニルクエン酸塩 麻薬および類似薬 フェニルピペリジン系オピオイド（麻薬） 本採用

フェントステープ２ｍｇ フェンタニルクエン酸塩 麻薬および類似薬 フェニルピペリジン系オピオイド（麻薬） 本採用

フェントステープ４ｍｇ フェンタニルクエン酸塩 麻薬および類似薬 フェニルピペリジン系オピオイド（麻薬） 本採用

フェントステープ６ｍｇ フェンタニルクエン酸塩 麻薬および類似薬 フェニルピペリジン系オピオイド（麻薬） 本採用

フェントステープ８ｍｇ フェンタニルクエン酸塩 麻薬および類似薬 フェニルピペリジン系オピオイド（麻薬） 本採用

ソセゴン注射液１５ｍｇ ペンタゾシン 麻薬および類似薬 ベンゾモルファン系オピオイド（非麻薬） 本採用

ソセゴン注射液３０ｍｇ ペンタゾシン 麻薬および類似薬 ベンゾモルファン系オピオイド（非麻薬） 本採用

ノルスパンテープ１０ｍｇ ブプレノルフィン 麻薬および類似薬 モルフィナン系オピオイド（非麻薬） 院外採用

ノルスパンテープ５ｍｇ ブプレノルフィン 麻薬および類似薬 モルフィナン系オピオイド（非麻薬） 院外採用

レペタン坐剤０．２ｍｇ ブプレノルフィン塩酸塩 麻薬および類似薬 モルフィナン系オピオイド（非麻薬） 本採用

レペタン注０．２ｍｇ ブプレノルフィン塩酸塩 麻薬および類似薬 モルフィナン系オピオイド（非麻薬） 本採用

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ トラマドール塩酸塩 麻薬および類似薬 その他のオピオイド（非麻薬） 本採用

トラマールＯＤ錠５０ｍｇ トラマドール塩酸塩 麻薬および類似薬 その他のオピオイド（非麻薬） 院外採用

トラムセット配合錠 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤 麻薬および類似薬 その他のオピオイド（非麻薬） 本採用

アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ ロピバカイン塩酸塩水和物 麻酔薬 局所麻酔薬 本採用

キシロカインゼリー２％ リドカイン塩酸塩 麻酔薬 局所麻酔薬 本採用

キシロカイン注シリンジ１％ リドカイン塩酸塩 麻酔薬 局所麻酔薬 本採用 後発

ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤 麻酔薬 局所麻酔薬 本採用

ペンレステープ１８ｍｇ リドカイン 麻酔薬 局所麻酔薬 院内採用

リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」 リドカイン 麻酔薬 局所麻酔薬 院内採用 後発

１％ディプリバン注 プロポフォール 麻酔薬 全身麻酔薬 本採用

１％ディプリバン注 プロポフォール 麻酔薬 全身麻酔薬 本採用

１％プロポフォール注「マルイシ」 プロポフォール 麻酔薬 全身麻酔薬 本採用 後発

１％プロポフォール注「マルイシ」 プロポフォール 麻酔薬 全身麻酔薬 本採用 後発

ドロレプタン注射液２５ｍｇ ドロペリドール 麻酔薬 全身麻酔薬 本採用

ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 ミダゾラム 麻酔薬 全身麻酔薬 本採用 後発

ラボナール注射用０．３ｇ チオペンタールナトリウム 麻酔薬 全身麻酔薬 本採用

アルチバ静注用２ｍｇ レミフェンタニル塩酸塩 麻酔薬 麻薬性鎮痛薬 本採用

球形吸着炭細粒「マイラン」 球形吸着炭 腎疾患用剤 尿毒症治療薬 本採用 後発

クレメジン細粒分包２ｇ 球形吸着炭 腎疾患用剤 尿毒症治療薬 院外採用

アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ ポリスチレンスルホン酸カルシウム 腎疾患用剤 高K血治療薬 本採用 後発

カリメート散 ポリスチレンスルホン酸カルシウム 腎疾患用剤 高K血治療薬 本採用

レミッチＯＤ錠２．５μ ｇ ナルフラフィン塩酸塩 腎疾患用剤 掻痒症治療薬 院外採用

ウロカルン錠２２５ｍｇ ウラジロガシエキス 泌尿器・生殖器用剤 排石排出促進薬 院外採用

ウラリット配合錠 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 泌尿器・生殖器用剤 酸性尿改善薬 本採用

ステーブラ錠０．１ｍｇ イミダフェナシン 泌尿器・生殖器用剤 頻尿・過活動膀胱治療薬 本採用

トビエース錠４ｍｇ フェソテロジンフマル酸塩 泌尿器・生殖器用剤 頻尿・過活動膀胱治療薬 院外採用

ネオキシテープ７３．５ｍｇ オキシブチニン塩酸塩 泌尿器・生殖器用剤 頻尿・過活動膀胱治療薬 院外採用

バップフォー錠１０ プロピベリン塩酸塩 泌尿器・生殖器用剤 頻尿・過活動膀胱治療薬 本採用

ブラダロン錠２００ｍｇ フラボキサート塩酸塩 泌尿器・生殖器用剤 頻尿・過活動膀胱治療薬 本採用

ベシケアＯＤ錠５ｍｇ コハク酸ソリフェナシン 泌尿器・生殖器用剤 頻尿・過活動膀胱治療薬 本採用

腎・泌尿器系薬
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ベタニス錠２５ｍｇ ミラベグロン 泌尿器・生殖器用剤 頻尿・過活動膀胱治療薬 院外採用

ポラキス錠２ オキシブチニン塩酸塩 泌尿器・生殖器用剤 頻尿・過活動膀胱治療薬 院外採用

アボルブカプセル０．５ｍｇ デュタステリド 泌尿器・生殖器用剤 排尿障害治療薬（ホルモン） 本採用

エビプロスタット配合錠ＤＢ オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤 泌尿器・生殖器用剤 排尿障害治療薬（その他） 本採用

ザルティア錠５ｍｇ タダラフィル 泌尿器・生殖器用剤 排尿障害治療薬（その他） 院外採用

セルニルトン錠 セルニチンポーレンエキス 泌尿器・生殖器用剤 排尿障害治療薬（その他） 本採用

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「サワイ」 タムスロシン塩酸塩 泌尿器・生殖器用剤 排尿障害治療薬（α 遮断薬） 本採用 後発

ハルナールＤ錠０．２ｍｇ タムスロシン塩酸塩 泌尿器・生殖器用剤 排尿障害治療薬（α 遮断薬） 院外採用

フリバスＯＤ錠２５ｍｇ ナフトピジル 泌尿器・生殖器用剤 排尿障害治療薬（α 遮断薬） 本採用

ユリーフ錠４ｍｇ シロドシン 泌尿器・生殖器用剤 排尿障害治療薬（α 遮断薬） 本採用

ウロミテキサン注４００ｍｇ メスナ 泌尿器・生殖器用剤 膀胱出血治療薬 本採用

アダプチノール錠５ｍｇ ヘレニエン 眼科用剤 内服眼科用剤 院外採用

サンピロ点眼液２％ ピロカルピン塩酸塩 眼科用剤 縮瞳薬 本採用

日点アトロピン点眼液１％ アトロピン硫酸塩水和物 眼科用剤 散瞳薬 本採用

ミドリンＭ点眼液０．４％ トロピカミド 眼科用剤 散瞳薬 本採用

ミドリンＰ点眼液 トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩 眼科用剤 散瞳薬 本採用

人工涙液マイティア点眼液 ホウ酸・無機塩類配合剤 眼科用剤 角膜治療薬 本採用

ヒアレイン点眼液０．１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 眼科用剤 角膜治療薬 本採用

ヒアレイン点眼液０．３％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 眼科用剤 角膜治療薬 本採用

ヒアレインミニ点眼液０．１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 眼科用剤 角膜治療薬 院外採用

ヒアレインミニ点眼液０．３％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 眼科用剤 角膜治療薬 院外採用

ジクアス点眼液３％ ジクアホソルナトリウム 眼科用剤 ドライアイ治療薬 院外採用

ムコスタ点眼液ＵＤ２％ レバミピド 眼科用剤 ドライアイ治療薬 院外採用

ネオメドロールＥＥ軟膏 フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン 眼科用剤 副腎皮質ステロイド 院外採用

フルメトロン点眼液０．１％ フルオロメトロン 眼科用剤 副腎皮質ステロイド 本採用

プレドニン眼軟膏 プレドニゾロン酢酸エステル 眼科用剤 副腎皮質ステロイド 本採用

リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 眼科用剤 副腎皮質ステロイド 本採用

ジクロード点眼液０．１％ ジクロフェナクナトリウム 眼科用剤 非ステロイド抗炎症薬 院外採用

ニフラン点眼液０．１％ プラノプロフェン 眼科用剤 非ステロイド抗炎症薬 院外採用

ネバナック懸濁性点眼液０．１％ ネパフェナク 眼科用剤 非ステロイド抗炎症薬 本採用

ブロナック点眼液０．１％ ブロムフェナクナトリウム水和物 眼科用剤 非ステロイド抗炎症薬 本採用

アイファガン点眼液０．１％ ブリモニジン酒石酸塩 眼科用剤 緑内障治療薬 院外採用

エイゾプト懸濁性点眼液１％ ブリンゾラミド 眼科用剤 緑内障治療薬 院外採用

キサラタン点眼液０．００５％ ラタノプロスト 眼科用剤 緑内障治療薬 院外採用

グラナテック点眼液０．４％ リパスジル塩酸塩水和物 眼科用剤 緑内障治療薬 院外採用

コソプト配合点眼液 ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩 眼科用剤 緑内障治療薬 院外採用

ザラカム配合点眼液 ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩 眼科用剤 緑内障治療薬 院外採用

タプロス点眼液０．００１５％ タフルプロスト 眼科用剤 緑内障治療薬 院外採用

チモプトールＸＥ点眼液０．５％ チモロールマレイン酸塩 眼科用剤 緑内障治療薬 本採用

デュオトラバ配合点眼液 トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩 眼科用剤 緑内障治療薬 院外採用

トラバタンズ点眼液０．００４％ トラボプロスト 眼科用剤 緑内障治療薬 本採用

トルソプト点眼液１％ ドルゾラミド塩酸塩 眼科用剤 緑内障治療薬 本採用

ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ ニプラジロール 眼科用剤 緑内障治療薬 院外採用

ミロル点眼液０．５％ レボブノロール塩酸塩 眼科用剤 緑内障治療薬 院外採用

リズモンＴＧ点眼液０．５％ チモロールマレイン酸塩 眼科用剤 緑内障治療薬 院外採用

ルミガン点眼液０．０３％ ビマトプロスト 眼科用剤 緑内障治療薬 院外採用

カリーユニ点眼液０．００５％ ピレノキシン 眼科用剤 白内障治療薬 本採用 後発

感覚器官用剤
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エコリシン眼軟膏 エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム 眼科用剤 抗菌薬 院外採用

オフロキシン眼軟膏０．３％ オフロキサシン 眼科用剤 抗菌薬 本採用

ガチフロ点眼液０．３％ ガチフロキサシン水和物 眼科用剤 抗菌薬 院外採用

クラビット点眼液０．５％ レボフロキサシン水和物 眼科用剤 抗菌薬 本採用

クラビット点眼液１．５％ レボフロキサシン水和物 眼科用剤 抗菌薬 本採用

タリビッド眼軟膏０．３％ オフロキサシン 眼科用剤 抗菌薬 院外採用

トスフロ点眼液０．３％ トスフロキサシントシル酸塩水和物 眼科用剤 抗菌薬 院外採用

トブラシン点眼液０．３％ トブラマイシン 眼科用剤 抗菌薬 院外採用

パニマイシン点眼液０．３％ ジベカシン硫酸塩 眼科用剤 抗菌薬 院外採用

ベガモックス点眼液０．５％ モキシフロキサシン塩酸塩 眼科用剤 抗菌薬 院外採用

ベストロン点眼用０．５％ セフメノキシム塩酸塩 眼科用剤 抗菌薬 院外採用

ゾビラックス眼軟膏３％ アシクロビル 眼科用剤 抗ウイルス薬 本採用

アレジオン点眼液０．０５％ エピナスチン塩酸塩 眼科用剤 抗アレルギー薬 院外採用

インタール点眼液２％ クロモグリク酸ナトリウム 眼科用剤 抗アレルギー薬 本採用

パタノール点眼液０．１％ オロパタジン塩酸塩 眼科用剤 抗アレルギー薬 本採用

リザベン点眼液０．５％ トラニラスト 眼科用剤 抗アレルギー薬 院外採用

リボスチン点眼液０．０２５％ レボカバスチン塩酸塩 眼科用剤 抗アレルギー薬 院外採用

サンコバ点眼液０．０２％ シアノコバラミン 眼科用剤 調節機能改善薬 本採用

タリムス点眼液０．１％ タクロリムス水和物 眼科用剤 免疫抑制薬 院外採用

パピロックミニ点眼液０．１％ シクロスポリン 眼科用剤 免疫抑制薬 院外採用

トラマゾリン点鼻液０．１１８％「ＡＦＰ」 トラマゾリン塩酸塩 耳鼻咽喉科用剤 血管収縮薬 院外採用

プリビナ液０．０５％ ナファゾリン硝酸塩 耳鼻咽喉科用剤 血管収縮薬 院外採用

エリザス点鼻粉末２００μ ｇ２８噴霧用 デキサメタゾンシペシル酸エステル 耳鼻咽喉科用剤 副腎皮質ステロイド 院外採用

小児用フルナーゼ点鼻液２５μ ｇ５６噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル 耳鼻咽喉科用剤 副腎皮質ステロイド 院外採用

ナゾネックス点鼻液５０μ ｇ５６噴霧用 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 耳鼻咽喉科用剤 副腎皮質ステロイド 本採用

フルナーゼ点鼻液５０μ ｇ５６噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル 耳鼻咽喉科用剤 副腎皮質ステロイド 本採用

タリビッド耳科用液０．３％ オフロキサシン 耳鼻咽喉科用剤 抗菌薬 本採用

ベストロン耳鼻科用１％ セフメノキシム塩酸塩 耳鼻咽喉科用剤 抗菌薬 本採用

ザジテン点鼻液０．０５％ ケトチフェンフマル酸塩 耳鼻咽喉科用剤 抗アレルギー薬 本採用

スタデルムクリーム５％ イブプロフェンピコノール 皮膚科用剤 非ステロイド抗炎症院外採用用剤 院外採用

スタデルム軟膏５％ イブプロフェンピコノール 皮膚科用剤 非ステロイド抗炎症院外採用用剤 本採用

ベシカムクリーム５％ イブプロフェンピコノール 皮膚科用剤 非ステロイド抗炎症院外採用用剤 本採用

ベシカム軟膏５％ イブプロフェンピコノール 皮膚科用剤 非ステロイド抗炎症院外採用用剤 本採用

オイラックスクリーム１０％ クロタミトン 皮膚科用剤 鎮痒薬 本採用

レスタミンコーワクリーム１％ ジフェンヒドラミン 皮膚科用剤 鎮痒薬 本採用

プロトピック軟膏０．０３％小児用 タクロリムス水和物 皮膚科用剤 アトピー性皮膚炎治療薬 院外採用

プロトピック軟膏０．１％ タクロリムス水和物 皮膚科用剤 アトピー性皮膚炎治療薬 院外採用

アクアチムクリーム１％ ナジフロキサシン 皮膚科用剤 痤瘡治療薬 院外採用

ゼビアックスローション２％ オゼノキサシン 皮膚科用剤 痤瘡治療薬 院外採用

ディフェリンゲル０．１％ アダパレン 皮膚科用剤 痤瘡治療薬 本採用

デュアック配合ゲル クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル 皮膚科用剤 痤瘡治療薬 院外採用

ベピオゲル２．５％ 過酸化ベンゾイル 皮膚科用剤 痤瘡治療薬 院外採用

オキサロール軟膏２５μ ｇ／ｇ マキサカルシトール 皮膚科用剤 角化症・乾癬治療薬 本採用

オキサロールローション２５μ ｇ／ｇ マキサカルシトール 皮膚科用剤 角化症・乾癬治療薬 本採用

ドボベットゲル カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 皮膚科用剤 角化症・乾癬治療薬 院外採用

ドボベット軟膏 カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 皮膚科用剤 角化症・乾癬治療薬 院外採用

１０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 サリチル酸 皮膚科用剤 角化症治療薬（角質軟化・溶解作用） 院外採用

ウレパールクリーム１０％ 尿素 皮膚科用剤 角化症治療薬（角質軟化・溶解作用） 院外採用
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ウレパールローション１０％ 尿素 皮膚科用剤 角化症治療薬（角質軟化・溶解作用） 本採用

ケラチナミンコーワクリーム２０％ 尿素 皮膚科用剤 角化症治療薬（角質軟化・溶解作用） 本採用

スピール膏Ｍ サリチル酸 皮膚科用剤 角化症治療薬（角質軟化・溶解作用） 本採用

フロジン院外採用用液５％ カルプロニウム塩化物水和物 皮膚科用剤 脱毛治療薬 本採用

亜鉛華軟膏「ニッコー」 亜鉛華 皮膚科用剤 皮膚潰瘍治療薬 本採用

アクトシン軟膏３％ ブクラデシンナトリウム 皮膚科用剤 皮膚潰瘍治療薬 本採用

アズノール軟膏０．０３３％ ジメチルイソプロピルアズレン 皮膚科用剤 皮膚潰瘍治療薬 本採用

エキザルベ 混合死菌製剤 皮膚科用剤 皮膚潰瘍治療薬 本採用

カデックス軟膏０．９％ ヨウ素 皮膚科用剤 皮膚潰瘍治療薬 本採用

ゲーベンクリーム１％ スルファジアジン銀 皮膚科用剤 皮膚潰瘍治療薬 本採用

フィブラストスプレー５００ トラフェルミン（遺伝子組換え） 皮膚科用剤 皮膚潰瘍治療薬 本採用

プロスタンディン軟膏０．００３％ アルプロスタジル　アルファデクス 皮膚科用剤 皮膚潰瘍治療薬 本採用

メイスパン配合軟膏 精製白糖・ポビドンヨード 皮膚科用剤 皮膚潰瘍治療薬 本採用

ユーパスタコーワ軟膏 精製白糖・ポビドンヨード 皮膚科用剤 皮膚潰瘍治療薬 院外採用

ビーソフテンローション０．３％ ヘパリン類似物質 皮膚科用剤 血行促進・皮膚保湿剤 本採用

ヒルドイドソフト軟膏０．３％ ヘパリン類似物質 皮膚科用剤 血行促進・皮膚保湿剤 院外採用

ヒルドイドローション０．３％ ヘパリン類似物質 皮膚科用剤 血行促進・皮膚保湿剤 院外採用

ヘパリン類似物質院外採用用スプレー０．３％「日医工」 ヘパリン類似物質 皮膚科用剤 血行促進・皮膚保湿剤 院外採用

ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」 ヘパリン類似物質 皮膚科用剤 血行促進・皮膚保湿剤 本採用

白色ワセリン 白色ワセリン 皮膚科用剤 皮膚保湿剤 本採用

プロペト 白色ワセリン 皮膚科用剤 皮膚保湿剤 院外採用

ザーネ軟膏０．５％ ビタミンＡ油 皮膚科用剤 ビタミン 本採用

アズノールうがい液４％ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 歯科・口腔用剤 含嗽薬 院外採用

イソジンガーグル液７％ ポビドンヨード 歯科・口腔用剤 含嗽薬 本採用

含嗽用ハチアズレ顆粒 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム 歯科・口腔用剤 含嗽薬 本採用

ポビドンヨードガーグル液７％「明治」 ポビドンヨード 歯科・口腔用剤 含嗽薬 本採用

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 デカリニウム塩化物 歯科・口腔用剤 殺菌消毒薬含有トローチ 本採用

アズノールＳＴ錠口腔用５ｍｇ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 歯科・口腔用剤 口内炎等治療薬 院外採用

デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／ｇ デキサメタゾン 歯科・口腔用剤 口内炎等治療薬 本採用

サリベートエアゾール リン酸二カリウム・無機塩類配合剤 歯科・口腔用剤 口腔内乾燥症状改善薬 本採用

フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「Ｆ」 フルマゼニル 中毒治療薬 ベンゾジアゼピン系薬物中毒治療薬 本採用

アセチルシステイン内用液１７．６％「あゆみ」 アセチルシステイン 中毒治療薬 アセトアミノフェン中毒治療薬 本採用

ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第一三共」 ナロキソン塩酸塩 中毒治療薬 オピオイド中毒治療薬 本採用

パム静注５００ｍｇ プラリドキシムヨウ化物 中毒治療薬 アセチルコリンエステラーゼ阻害薬中毒治療薬 本採用

デスフェラール注射用５００ｍｇ デフェロキサミンメシル酸塩 中毒治療薬 鉄過剰症治療薬 本採用

チャンピックス錠０．５ｍｇ バレニクリン酒石酸塩 中毒治療薬 ニコチン依存症治療薬 院外採用

チャンピックス錠１ｍｇ バレニクリン酒石酸塩 中毒治療薬 ニコチン依存症治療薬 院外採用

ニコチネルＴＴＳ１０ ニコチン 中毒治療薬 ニコチン依存症治療薬 院外採用

ニコチネルＴＴＳ２０ ニコチン 中毒治療薬 ニコチン依存症治療薬 院外採用

ニコチネルＴＴＳ３０ ニコチン 中毒治療薬 ニコチン依存症治療薬 院外採用

アコニンサン錠 ブシ 漢方薬 院外採用

クラシエ安中散料エキス細粒 安中散エキス 漢方薬 院外採用

クラシエ温清飲エキス細粒 温清飲エキス 漢方薬 院外採用

クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 黄連解毒湯エキス 漢方薬 院外採用

クラシエ葛根湯エキス細粒 葛根湯エキス 漢方薬 本採用

クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 加味逍遙散エキス 漢方薬 院外採用

クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒 桂枝加芍薬湯エキス 漢方薬 院外採用

その他
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クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 桂枝茯苓丸エキス 漢方薬 院外採用

クラシエ五苓散料エキス細粒 五苓散エキス 漢方薬 本採用

クラシエ五苓散料エキス錠 五苓散エキス 漢方薬 院外採用

クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス 漢方薬 院外採用

クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒 柴胡桂枝湯エキス 漢方薬 院外採用

クラシエ柴朴湯エキス細粒 柴朴湯エキス 漢方薬 院外採用

クラシエ柴苓湯エキス細粒 柴苓湯エキス 漢方薬 院外採用

クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 芍薬甘草湯エキス 漢方薬 本採用

クラシエ十全大補湯エキス細粒 十全大補湯エキス 漢方薬 本採用

クラシエ小柴胡湯エキス細粒 小柴胡湯エキス 漢方薬 院外採用

クラシエ小青竜湯エキス細粒 小青竜湯エキス 漢方薬 院外採用

クラシエ大柴胡湯エキス細粒 大柴胡湯エキス 漢方薬 院外採用

クラシエ猪苓湯エキス細粒 猪苓湯エキス 漢方薬 院外採用

クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス 漢方薬 院外採用

クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 当帰芍薬散エキス 漢方薬 院外採用

クラシエ人参養栄湯エキス細粒 人参養栄湯エキス 漢方薬 院外採用

クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 八味地黄丸エキス 漢方薬 本採用

クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 半夏厚朴湯エキス 漢方薬 院外採用

クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 半夏瀉心湯エキス 漢方薬 本採用

クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 白虎加人参湯エキス 漢方薬 院外採用

クラシエ防風通聖散料エキス細粒 防風通聖散エキス 漢方薬 院外採用

クラシエ補中益気湯エキス細粒 補中益気湯エキス 漢方薬 院外採用

クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒 苓桂朮甘湯エキス 漢方薬 院外採用

ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用） 温経湯エキス 漢方薬 院外採用

ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用） 乙字湯エキス 漢方薬 院外採用

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） 加味逍遙散エキス 漢方薬 院外採用

ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用） 桔梗湯エキス 漢方薬 院外採用

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用） 荊芥連翹湯エキス 漢方薬 院外採用

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用） 桂枝加朮附湯エキス 漢方薬 院外採用

ツムラ五積散エキス顆粒（医療用） 五積散エキス 漢方薬 院外採用

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） 牛車腎気丸エキス 漢方薬 本採用

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用） 呉茱萸湯エキス 漢方薬 院外採用

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス 漢方薬 院外採用

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用） 柴胡桂枝乾姜湯エキス 漢方薬 院外採用

ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒（医療用） 滋陰降火湯エキス 漢方薬 院外採用

ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用） 四物湯エキス 漢方薬 院外採用

ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用） 小柴胡湯加桔梗石膏エキス 漢方薬 院外採用

ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用） 辛夷清肺湯エキス 漢方薬 院外採用

ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） 真武湯エキス 漢方薬 院外採用

ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用） 清暑益気湯エキス 漢方薬 院外採用

ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用） 清肺湯エキス 漢方薬 院外採用

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用） 大黄甘草湯エキス 漢方薬 院外採用

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） 大建中湯エキス 漢方薬 本採用

ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） 釣藤散エキス 漢方薬 本採用

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） 当帰芍薬散エキス 漢方薬 院外採用

ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用） 二朮湯エキス 漢方薬 院外採用

ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用） 人参湯エキス 漢方薬 院外採用

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） 麦門冬湯エキス 漢方薬 院外採用
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ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） 半夏厚朴湯エキス 漢方薬 院外採用

ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） 麻黄湯エキス 漢方薬 院外採用

ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療用） 麻杏よく甘湯エキス 漢方薬 院外採用

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） 麻子仁丸エキス 漢方薬 本採用

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） 抑肝散エキス 漢方薬 本採用

ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） 六君子湯エキス 漢方薬 本採用

ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用） 竜胆瀉肝湯エキス 漢方薬 院外採用

ヨクイニンエキス散「コタロー」 ヨクイニンエキス 漢方薬 院外採用

ヨクイニンエキス錠「コタロー」 ヨクイニンエキス 漢方薬 院外採用
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