
採用薬一覧（五十音順） 2022年3月15日現在

薬効分類 仮採用薬 一般名処方 院外採用 商品名 規格単位 一般名 先発品名

1116 マルワ亜酸化窒素 １ｇ 亜酸化窒素

1123 エスクレ坐剤「２５０」 ２５０ｍｇ１個 抱水クロラール坐剤

1124 ○ ★ ハルシオン０．２５ｍｇ錠 ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠

1124 ○ ★ サイレース錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 フルニトラゼパム錠

1124 ○ エバミール錠１．０ １ｍｇ１錠 ロルメタゼパム錠

1124 ○ ★ レキソタン錠１ １ｍｇ１錠 ブロマゼパム錠

1124 ○ レキソタン錠２ ２ｍｇ１錠 ブロマゼパム錠

1124 ○ レキソタン錠５ ５ｍｇ１錠 ブロマゼパム錠

1124 ○ ★ ワイパックス錠１．０ １ｍｇ１錠 ロラゼパム錠

1124 ○ ★ コンスタン０．８ｍｇ錠 ０．８ｍｇ１錠 アルプラゾラム錠

1124 ダイアップ坐剤４ ４ｍｇ１個 ジアゼパム坐剤

1124 ダイアップ坐剤６ ６ｍｇ１個 ジアゼパム坐剤

1125 ワコビタール坐剤３０ ３０ｍｇ１個 フェノバルビタールナトリウム坐剤

1129 ○ ★ リスミー錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 リルマザホン塩酸塩水和物錠

1132 ヒダントール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 フェニトイン錠

1139 ○ テグレトール錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 カルバマゼピン錠

1139 ○ テグレトール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 カルバマゼピン錠

1143 アスピリン「ホエイ」 １０ｇ アスピリン

1148 ソランタール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 チアラミド塩酸塩錠

1149 ソセゴン注射液１５ｍｇ １５ｍｇ１管 ペンタゾシン注射液

1171 ウインタミン細粒（１０％） １０％１ｇ クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩細粒

1172 ニューレプチル錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 プロペリシアジン錠

1172 ノバミン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 プロクロルペラジンマレイン酸塩錠

1174 アナフラニール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 クロミプラミン塩酸塩錠

1174 アナフラニール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 クロミプラミン塩酸塩錠

1179 アモキサンカプセル１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル アモキサピンカプセル

1179 アモキサンカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル アモキサピンカプセル

1179 ○ トリプタノール錠１０ １０ｍｇ１錠 アミトリプチリン塩酸塩錠

1179 ○ トリプタノール錠２５ ２５ｍｇ１錠 アミトリプチリン塩酸塩錠

1179 ○ ★ ルジオミール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 マプロチリン塩酸塩錠

1179 ○ ★ ルジオミール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 マプロチリン塩酸塩錠

1179 ○ ★ ドグマチール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 スルピリド錠

1179 ロドピン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ゾテピン錠

1179 ロドピン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ゾテピン錠

1179 デパス錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠

1179 プロチアデン錠２５ ２５ｍｇ１錠 ドスレピン塩酸塩錠

1179 テトラミド錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ミアンセリン塩酸塩錠

1179 ★ エミレース錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 ネモナプリド錠

★院外採用薬

〇院外一般名処方 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部



採用薬一覧（五十音順） 2022年3月15日現在

薬効分類 仮採用薬 一般名処方 院外採用 商品名 規格単位 一般名 先発品名

1179 ○ ★ レスリン錠５０ ５０ｍｇ１錠 トラゾドン塩酸塩錠

1179 アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） ２．５％１ｍＬ１管 ヒドロキシジン塩酸塩注射液

1179 アタラックス－Ｐ注射液（５０ｍｇ／ｍｌ） ５％１ｍＬ１管 ヒドロキシジン塩酸塩注射液

1211 １％塩酸プロカイン注射液「ニッシン」 １％５ｍＬ１管 プロカイン塩酸塩注射液

1214 キシロカイン注射液「０．５％」エピレナミン（１：１０００００）含有 ０．５％１０ｍＬバイアル リドカイン塩酸塩・アドレナリン注射液

1214 キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１０００００）含有 １％１０ｍＬバイアル リドカイン塩酸塩・アドレナリン注射液

1214 キシロカイン注射液「２％」エピレナミン（１：８００００）含有 ２％１０ｍＬバイアル リドカイン塩酸塩・アドレナリン注射液

1214 キシロカイン液「４％」 ４％１ｍＬ リドカイン塩酸塩液

1249 リオレサール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 バクロフェン錠

1249 ○ テルネリン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 チザニジン塩酸塩錠

1311 ネオシネジンコーワ５％点眼液 ５％１ｍＬ フェニレフリン塩酸塩液

1311 日点アトロピン点眼液１％ １％５ｍＬ１瓶 アトロピン硫酸塩水和物液

1319 ○ ★ ミケラン点眼液２％ ２％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩液

1319 ネオメドロールＥＥ軟膏 １ｇ フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン軟膏

2123 ○ ★ ミケラン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 カルテオロール塩酸塩錠

2123 ○ インデラル錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 プロプラノロール塩酸塩錠

2123 インデラル注射液２ｍｇ ０．１％２ｍＬ１管 プロプラノロール塩酸塩注射液

2129 ○ ★ メキシチールカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル

2129 ○ メキシチールカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル

2129 ○ ★ プロノン錠１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠 プロパフェノン塩酸塩錠

2134 ダイアモックス末 １ｇ アセタゾラミド

2142 アプレゾリン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ヒドララジン塩酸塩錠

2145 ○ アルドメット錠１２５ １２５ｍｇ１錠 メチルドパ水和物錠

2145 ○ アルドメット錠２５０ ２５０ｍｇ１錠 メチルドパ水和物錠

2149 ○ ★ ミニプレス錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 プラゾシン塩酸塩錠

2149 ★ デタントールＲ錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 ブナゾシン塩酸塩徐放錠

2149 ○ ★ ニバジール錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 ニルバジピン錠

2171 ○ セパミット－Ｒカプセル１０ １０ｍｇ１カプセル ニフェジピン徐放カプセル

2171 ○ ★ コニール錠２ ２ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠

2179 ハンプ注射用１０００ １０００μｇ１瓶 カルペリチド（遺伝子組換え）注射用

2189 ○ ★ リポバス錠５ ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠

2316 ○ ビオフェルミンＲ錠 １錠 耐性乳酸菌製剤錠 該当する先発品なし

2316 ミヤＢＭ細粒 １ｇ 酪酸菌製剤細粒

2316 ★ ミヤＢＭ錠 １錠 酪酸菌製剤錠

2318 ○ ガスコン錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 ジメチコン錠

2325 ○ ★ タガメット錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠

2329 ○ ★ ガスロンＮ錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 イルソグラジンマレイン酸塩錠

2344 ○ ★ 重カマ「ヨシダ」 １０ｇ 酸化マグネシウム

★院外採用薬

〇院外一般名処方 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部
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2344 沈降炭酸カルシウム「ケンエー」 １０ｇ 沈降炭酸カルシウム

2359 新レシカルボン坐剤 １個 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム坐剤

2399 複方ヨード・グリセリン＊（小堺） １０ｍＬ 複方ヨード・グリセリン

2399 ○ ナウゼリン坐剤１０ １０ｍｇ１個 ドンペリドン坐剤

2399 ○ ナウゼリン坐剤３０ ３０ｍｇ１個 ドンペリドン坐剤

2399 ナウゼリン坐剤６０ ６０ｍｇ１個 ドンペリドン坐剤

2449 プリモボラン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 メテノロン酢酸エステル錠

2454 リンデロン坐剤１．０ｍｇ １ｍｇ１個 ベタメタゾン坐剤

2456 プレドニン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 プレドニゾロン錠

2456 水溶性プレドニン１０ｍｇ １０ｍｇ１管 注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

2456 水溶性プレドニン２０ｍｇ ２０ｍｇ１管 注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

2478 ○ ★ プロスタール錠２５ ２５ｍｇ１錠 クロルマジノン酢酸エステル錠

2479 プレマリン錠０．６２５ｍｇ ０．６２５ｍｇ１錠 結合型エストロゲン錠

2499 ゾラデックス３．６ｍｇデポ ３．６ｍｇ１筒（ゴセレリンとして） ゴセレリン酢酸塩キット

2559 プロクトセディル坐薬 １個 ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤坐剤

2559 ○ プロクトセディル軟膏 １ｇ ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤軟膏

2559 ボラザＧ軟膏 １ｇ トリベノシド・リドカイン軟膏

2590 ★ セルニルトン錠 １錠 セルニチンポーレンエキス錠

2590 ○ ★ ポラキス錠３ ３ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠

2612 ヨウ素「コザカイ・Ｍ」 １ｇ ヨウ素

2614 オキシドール「ケンエー」 １０ｍＬ オキシドール

2615 エタノール「ヨシダ」 １０ｍＬ エタノール

2615 消毒用エタノール「ケンエー」 １０ｍＬ 消毒用エタノール

2615 無水エタノール「ヨシダ」 １０ｍＬ 無水エタノール

2619 液状フェノール「タイセイ」 １０ｍＬ 液状フェノール

2639 バラマイシン軟膏 （ＢＴＲＣ２５０単位ＦＲＭ２ｍｇ）１ｇ バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩軟膏

2646 ○ リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％ ０．１２％１ｇ ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏

2646 ○ ★ リンデロン－Ｖクリーム０．１２％ ０．１２％１ｇ ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム

2646 ○ ★ リンデロン－Ｖローション ０．１２％１ｍＬ ベタメタゾン吉草酸エステル液

2646 ○ アルメタ軟膏 ０．１％１ｇ アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏

2646 ○ フルメタ軟膏 ０．１％１ｇ モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏

2646 ○ フルメタローション ０．１％１ｇ モメタゾンフランカルボン酸エステル液

2647 ○ リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％ １ｇ ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩クリーム

2647 ○ リンデロン－ＶＧローション １ｍＬ ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩液

2649 ○ 亜鉛華（１０％）単軟膏「ホエイ」 １０ｇ 亜鉛華単軟膏 該当する先発品なし

2649 ★ グリメサゾン軟膏 １ｇ デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール軟膏

2649 エキザルベ １ｇ 混合死菌製剤軟膏

2652 サリチル酸「ケンエー」 １０ｇ サリチル酸

★院外採用薬

〇院外一般名処方 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部
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2661 スピール膏Ｍ ２５ｃ㎡ サリチル酸絆創膏

2699 レクチゾール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ジアフェニルスルホン錠

2900 セファランチン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 セファランチン錠

3112 ○ ★ アルファロールカプセル１μｇ １μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル

3112 ○ ★ ロカルトロールカプセル０．５ ０．５μｇ１カプセル カルシトリオールカプセル

3119 ★ チガソンカプセル１０ １０ｍｇ１カプセル エトレチナートカプセル

3131 ○ ★ フラビタン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 フラビンアデニンジヌクレオチド腸溶錠

3136 ○ メコバラミン錠５００「トーワ」 ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠 メチコバール錠５００μｇ

3136 メチコバール注射液５００μｇ ０．５ｍｇ１管 メコバラミン注射液

3160 ケイツーカプセル５ｍｇ ５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル

3179 調剤用パンビタン末 １ｇ レチノール・カルシフェロール配合剤

3179 ビタメジン静注用 １瓶 リン酸チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合剤静注用

3219 リン酸水素カルシウム「エビス」 １０ｇ リン酸水素カルシウム水和物

3229 Ｋ．Ｃ．Ｌ．エリキシル（１０Ｗ／Ｖ％） １０％１０ｍＬ 塩化カリウム液

3231 大塚糖液５％ ５％１００ｍＬ１瓶 ブドウ糖注射液

3231 大塚糖液５％ ５％２５０ｍＬ１袋 ブドウ糖注射液

3231 大塚糖液５％ ５％２０ｍＬ１管 ブドウ糖注射液

3231 大塚糖液１０％ １０％２０ｍＬ１管 ブドウ糖注射液

3231 大塚糖液５％ ５％５０ｍＬ１瓶 ブドウ糖注射液

3231 大塚糖液７０％ ７０％３５０ｍＬ１袋 ブドウ糖注射液

3231 大塚糖液２０％ ２０％２０ｍＬ１管 ブドウ糖注射液

3231 大塚糖液５０％ ５０％２０ｍＬ１管 ブドウ糖注射液

3231 大塚糖液５％ ５％５００ｍＬ１袋 ブドウ糖注射液

3231 大塚糖液１０％ １０％５００ｍＬ１袋 ブドウ糖注射液

3239 ★ ハイカリック液－２号 ７００ｍＬ１袋 高カロリー輸液用基本液

3311 大塚生食注 ２０ｍＬ１管 生理食塩液

3311 生理食塩液「ヒカリ」 ５００ｍＬ１瓶 生理食塩液

3311 生理食塩液「ヒカリ」 １Ｌ１瓶 生理食塩液

3311 大塚生食注 ５００ｍＬ１袋 生理食塩液

3311 大塚生食注 １００ｍＬ１瓶 生理食塩液

3311 テルモ生食 １Ｌ１袋 生理食塩液

3311 大塚生食注 ２５０ｍＬ１袋 生理食塩液

3311 大塚生食注 ５０ｍＬ１瓶 生理食塩液

3319 低分子デキストランＬ注 ５００ｍＬ１袋 乳酸リンゲル液（デキストラン４０加）

3322 スポンゼル ５ｃｍ×２．５ｃｍ１枚 ゼラチン貼付剤

3322 ゼルフォーム ２ｃｍ×６ｃｍ×０．７ｃｍ１枚 ゼラチン貼付剤

3325 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ５．１ｃｍ３５．６ｃｍ１枚 酸化セルロース貼付剤 該当する先発品なし

3332 ワーファリン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ワルファリンカリウム錠

★院外採用薬

〇院外一般名処方 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部



採用薬一覧（五十音順） 2022年3月15日現在

薬効分類 仮採用薬 一般名処方 院外採用 商品名 規格単位 一般名 先発品名

3399 ノイトロジン注１００μｇ １００μｇ１瓶（溶解液付） レノグラスチム（遺伝子組換え）注射用

3929 ウロミテキサン注４００ｍｇ ４００ｍｇ４ｍＬ１管 メスナ注射液

3959 グルトパ注１２００万 １２００万国際単位１瓶（溶解液付） アルテプラーゼ（遺伝子組換え）注射用

3961 ○ ★ オイグルコン錠１．２５ｍｇ １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠

3961 ○ ★ オイグルコン錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠

3969 ○ ★ グルコバイ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠

3999 ○ プログラフカプセル１ｍｇ １ｍｇ１カプセル タクロリムス水和物カプセル

4211 注射用エンドキサン５００ｍｇ ５００ｍｇ１瓶 シクロホスファミド水和物注射用

4211 注射用イホマイド１ｇ １ｇ１瓶 イホスファミド注射用

4219 注射用サイメリン５０ｍｇ ５０ｍｇ１瓶 ラニムスチン注射用

4222 メソトレキセート錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 メトトレキサート錠

4222 注射用メソトレキセート５ｍｇ ５ｍｇ１瓶 メトトレキサート注射用

4222 注射用メソトレキセート５０ｍｇ ５０ｍｇ１瓶 メトトレキサート注射用

4229 ハイドレアカプセル５００ｍｇ ５００ｍｇ１カプセル ヒドロキシカルバミドカプセル

4300 ヨードカプセル－１２３ ３．７ＭＢｑ１カプセル ヨウ化ナトリウム（１２３Ｉ）カプセル

4300 ヨウ化ナトリウムカプセル－３号 １１１ＭＢｑ１カプセル ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセル

4300 ウルトラテクネカウ １０ＭＢｑ 過テクネチウム酸ナトリウム（９９ｍＴｃ）ジェネレータ

4300 メジテック １０ＭＢｑ 過テクネチウム酸ナトリウム（９９ｍＴｃ）ジェネレータ

4300 テクネＤＭＳＡキット １回分 ジメルカプトコハク酸注射用

4300 スズコロイドＴｃ－９９ｍ注調製用キット １回分 スズコロイド注射用

4300 テクネＤＴＰＡキット １回分 ジエチレントリアミン五酢酸注射用

4300 テクネピロリン酸キット １回分 ピロリン酸ナトリウム注射用

4300 テクネＭＤＰ注射液 ７４０ＭＢｑ１筒 メチレンジホスホン酸テクネチウム（９９ｍＴｃ）注射液

4300 テクネＭＤＰキット １回分 メチレンジホスホン酸注射用

4300 テクネＭＡＡキット １回分 大凝集人血清アルブミン注射用

4300 テクネゾール １０ＭＢｑ 過テクネチウム酸ナトリウム（９９ｍＴｃ）注射液

4300 クリアボーン注 １０ＭＢｑ ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム（９９ｍＴｃ）注射液

4300 ヘパティメージ注 １０ＭＢｑ Ｎ－ピリドキシル－５－メチルトリプトファンテクネチウム（９９ｍＴｃ）注射液

4300 テクネフチン酸キット １回分 フィチン酸ナトリウム注射液

4300 プールシンチ注 １０ＭＢｑ 人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム（９９ｍＴｃ）注射液

4300 インジウムＤＴＰＡ（１１１Ｉｎ）注 １０ＭＢｑ ジエチレントリアミン五酢酸インジウム（１１１Ｉｎ）注射液

4300 アドステロール－Ｉ１３１注射液 １ＭＢｑ ヨウ化メチルノルコレステノール（１３１Ｉ）注射液

4300 クエン酸ガリウム（６７Ｇａ）注ＮＭＰ １０ＭＢｑ クエン酸ガリウム（６７Ｇａ）注射液

4300 塩化インジウム（１１１Ｉｎ）注 １患者当り 塩化インジウム（１１１Ｉｎ）注射液

4300 パーヒューザミン注 １０ＭＢｑ 塩酸Ｎ－イソプロピル－４－ヨードアンフェタミン（１２３Ｉ）注射液

4300 塩化タリウム（２０１Ｔｌ）注ＮＭＰ １０ＭＢｑ 塩化タリウム（２０１Ｔｌ）注射液

4300 塩化タリウム－Ｔｌ２０１注射液 １０ＭＢｑ 塩化タリウム（２０１Ｔｌ）注射液

4300 アシアロシンチ注 １０ＭＢｑ ガラクトシル人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム（９９ｍＴｃ）注射液

★院外採用薬

〇院外一般名処方 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部
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薬効分類 仮採用薬 一般名処方 院外採用 商品名 規格単位 一般名 先発品名

4300 ミオＭＩＢＧ－Ｉ１２３注射液 １０ＭＢｑ ３－ヨードベンジルグアニジン（１２３Ｉ）注射液

4300 カルディオダイン注 １０ＭＢｑ ヨードフェニルメチルペンタデカン酸（１２３Ｉ）注射液

4300 カーディオライト第一 １回分 テトラキスメトキシイソブチルイソニトリル銅（Ｉ）四フッ化ホウ酸注射用

4300 カーディオライト注射液第一 ６００ＭＢｑ１筒 ヘキサキスメトキシイソブチルイソニトリルテクネチウム（９９ｍＴｃ）キット

4300 ニューロライト第一 １回分 エチレンビスシステインジエチルエステル二塩酸塩注射用

4300 ニューロライト注射液第一 ６００ＭＢｑ１筒 エチレンジシスティネートオキソテクネチウム（９９ｍＴｃ）キット

4300 テクネＭＡＧ３キット １回分 ベンゾイルメルカプトアセチルグリシルグリシルグリシン注射用

4300 マイオビュー「注射用」 １回分 テトロホスミンテクネチウム（９９ｍＴｃ）注射用

4413 ピレチア錠（２５ｍｇ） ２５ｍｇ１錠 プロメタジン塩酸塩錠

4419 ポララミン注５ｍｇ ０．５％１ｍＬ１管 クロルフェニラミンマレイン酸塩注射液

4490 ○ ★ アゼプチン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 アゼラスチン塩酸塩錠

4490 ○ ★ ケタスカプセル１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル イブジラスト徐放カプセル

4490 ○ ★ レミカットカプセル２ｍｇ ２ｍｇ１カプセル エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル

4490 ○ アイピーディカプセル１００ １００ｍｇ１カプセル スプラタストトシル酸塩カプセル

5100 ★ ツムラの生薬ダイオウ １０ｇ ダイオウ

5200 ★ ツムラ安中散エキス顆粒（医療用） １ｇ 安中散エキス顆粒

5200 ★ ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用） １ｇ 茵ちん五苓散エキス顆粒

5200 ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 温経湯エキス顆粒

5200 ★ ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用） １ｇ 温清飲エキス顆粒

5200 ★ ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 越婢加朮湯エキス顆粒

5200 ★ ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 黄耆建中湯エキス顆粒

5200 ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 黄連解毒湯エキス顆粒

5200 ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） １ｇ 加味逍遙散エキス顆粒

5200 ★ ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 桔梗湯エキス顆粒

5200 ★ 太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒 １ｇ きゅう帰調血飲エキス顆粒

5200 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） １ｇ 牛車腎気丸エキス顆粒

5200 ★ ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 桂枝加芍薬湯エキス顆粒

5200 ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 桂枝加朮附湯エキス顆粒

5200 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） １ｇ 桂枝茯苓丸エキス顆粒

5200 ★ ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 呉茱萸湯エキス顆粒

5200 ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） １ｇ 五苓散エキス顆粒

5200 ★ ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒

5200 ★ ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 柴胡桂枝湯エキス顆粒

5200 ★ ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒

5200 仮採用薬 ★ ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用） １ｇ 四逆散エキス顆粒

5200 ★ ツムラ七物降下湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 七物降下湯エキス顆粒

5200 仮採用薬 ★ ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 炙甘草湯エキス顆粒

5200 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 芍薬甘草湯エキス顆粒

★院外採用薬

〇院外一般名処方 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部
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5200 ★ ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 十味敗毒湯エキス顆粒

5200 仮採用薬 ★ ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 潤腸湯エキス顆粒

5200 ★ ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 小建中湯エキス顆粒

5200 ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 小柴胡湯エキス顆粒

5200 ★ ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用） １ｇ 小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒

5200 ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 小青竜湯エキス顆粒

5200 ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 真武湯エキス顆粒

5200 ★ ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 清上防風湯エキス顆粒

5200 ★ ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用） １ｇ 清心蓮子飲エキス顆粒

5200 仮採用薬 ★ ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 清肺湯エキス顆粒

5200 ★ ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 大黄甘草湯エキス顆粒

5200 ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 大建中湯エキス顆粒

5200 ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） １ｇ 釣藤散エキス顆粒

5200 ★ ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 猪苓湯エキス顆粒

5200 ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒

5200 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） １ｇ 当帰芍薬散エキス顆粒

5200 ★ ツムラ女神散エキス顆粒（医療用） １ｇ 女神散エキス顆粒

5200 ★ ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 人参湯エキス顆粒

5200 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 麦門冬湯エキス顆粒

5200 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 半夏厚朴湯エキス顆粒

5200 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 半夏瀉心湯エキス顆粒

5200 ★ ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 半夏白朮天麻湯エキス顆粒

5200 ★ ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 防已黄耆湯エキス顆粒

5200 ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） １ｇ 防風通聖散エキス顆粒

5200 ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 補中益気湯エキス顆粒

5200 ★ ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 麻黄湯エキス顆粒

5200 ★ ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 麻黄附子細辛湯エキス顆粒

5200 ★ ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） １ｇ 麻子仁丸エキス顆粒

5200 ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） １ｇ 抑肝散エキス顆粒

5200 ★ ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用） １ｇ 抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒

5200 ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 六君子湯エキス顆粒

5200 ★ ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒

5200 ★ ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 苓桂朮甘湯エキス顆粒

5900 ヨクイニンエキス錠「コタロー」 １錠 ヨクイニンエキス錠

6132 ケフラール細粒小児用１００ｍｇ １００ｍｇ１ｇ セファクロル細粒

6135 ○ ホスミシン錠５００ ５００ｍｇ１錠 ホスホマイシンカルシウム水和物錠

6135 ○ ホスミシンドライシロップ４００ ４００ｍｇ１ｇ ホスホマイシンカルシウム水和物シロップ用

6149 ○ ★ ルリッド錠１５０ １５０ｍｇ１錠 ロキシスロマイシン錠

★院外採用薬
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6152 ○ ミノマイシン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩錠

6222 イスコチン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 イソニアジド錠

6250 ○ ゾビラックス錠２００ ２００ｍｇ１錠 アシクロビル錠

6250 ○ ★ ゾビラックス軟膏５％ ５％１ｇ アシクロビル軟膏

6331 乾燥まむし抗毒素「化血研」 各６０００単位入１瓶（溶解液付） 乾燥まむしウマ抗毒素

6393 一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用 （一般診断用・１人用）０．２５μｇ１瓶（溶解液付） 精製ツベルクリン

6419 バクトラミン注 ５ｍＬ１管 スルファメトキサゾール・トリメトプリム注射液

7111 乳糖「ホエイ」 １０ｇ 乳糖水和物

7112 トウモロコシデンプン「ホエイ」 １０ｇ トウモロコシデンプン

7121 白色ワセリン「ケンエー」 １０ｇ 白色ワセリン

7121 流動パラフィン「ヨシダ」 １０ｍＬ 流動パラフィン

7131 注射用水 １Ｌ１瓶 注射用水

7131 大塚蒸留水 ２０ｍＬ１管 注射用水

7131 大塚蒸留水 １００ｍＬ１瓶 注射用水

7139 プロピレングリコール「マルイシ」 １０ｍＬ プロピレングリコール

7190 ホスコＳ－５５ １０ｇ ウイテプゾール 該当する先発品なし

7190 塩化ナトリウム「オーツカ」 １０ｇ 塩化ナトリウム

7213 バルギン発泡顆粒 １ｇ 炭酸水素ナトリウム・酒石酸顆粒 該当する先発品なし

8114 アンペック坐剤１０ｍｇ １０ｍｇ１個 モルヒネ塩酸塩水和物坐剤

4291 ○ ★ フェアストン錠４０ ４０ｍｇ１錠 トレミフェンクエン酸塩錠

4291 アクプラ静注用１０ｍｇ １０ｍｇ１瓶 ネダプラチン静注用

4291 アクプラ静注用５０ｍｇ ５０ｍｇ１瓶 ネダプラチン静注用

6313 ビケンＨＡ インフルエンザＨＡワクチン

6313 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 乾燥弱毒生風しんワクチン

6313 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン

6313 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 乾燥弱毒生麻しんワクチン

3329 ボーンワックス アーモンド油　サリチル酸　ミツロウ

6313 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 乾燥弱毒生水痘ワクチン

6311 乾燥ＢＣＧワクチン（経皮用・１人用） 乾燥ＢＣＧワクチン

6313 エイムゲン 乾燥組織培養不活化Ａ型肝炎ワクチン

2119 コアテック注５ｍｇ ５ｍｇ５ｍＬ１管 オルプリノン塩酸塩水和物注射液

3999 ○ プログラフカプセル０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１カプセル タクロリムス水和物カプセル

2616 ベゼトン液０．０２ ０．０２％１０ｍＬ ベンゼトニウム塩化物液

2619 ○ ０．１Ｗ／Ｖ％マスキン水 ０．１％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩液 該当する先発品なし

2619 ○ ０．５Ｗ／Ｖ％マスキン水 ０．５％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩液 該当する先発品なし

2619 ○ ０．０２Ｗ／Ｖ％マスキン水 ０．０２％１０ｍＬ クロルヘキシジングルコン酸塩液 該当する先発品なし

4300 マイオビュー注シリンジ ２９６ＭＢｑ１筒 テトロホスミンテクネチウム（９９ｍＴｃ）キット

4300 マイオビュー注シリンジ ５９２ＭＢｑ１筒 テトロホスミンテクネチウム（９９ｍＴｃ）キット

★院外採用薬

〇院外一般名処方 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部



採用薬一覧（五十音順） 2022年3月15日現在

薬効分類 仮採用薬 一般名処方 院外採用 商品名 規格単位 一般名 先発品名

7290 ゼノンコールド ８Ｌ１容器 キセノン吸入剤（非放射性）

6139 ファロム錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 ファロペネムナトリウム水和物錠

1124 ○ トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠 ハルシオン０．１２５ｍｇ錠

1139 ○ バルプロ酸ナトリウム細粒２０％「ＥＭＥＣ」 ２０％１ｇ バルプロ酸ナトリウム細粒 デパケン細粒２０％

4300 セレブロテックキット １回分 エキサメタジムテクネチウム（９９ｍＴｃ）注射用

2139 ○ フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 ４％１ｇ フロセミド細粒 ラシックス細粒４％

7123 マクロゴール４００ １０ｍＬ マクロゴール４００

4300 マイオビュー注シリンジ ７４０ＭＢｑ１筒 テトロホスミンテクネチウム（９９ｍＴｃ）キット

2612 タマガワヨードホルムガーゼ ヨードホルム

3339 ＡＣＤ－Ａ液 クエン酸ナトリウム水和物　クエン酸水和物　ブドウ糖

2144 ○ ★ コバシル錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠

2456 プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） １ｍｇ１錠 プレドニゾロン錠

4300 テクネＭＤＰ注射液 ３７０ＭＢｑ１筒 メチレンジホスホン酸テクネチウム（９９ｍＴｃ）注射液

4300 テクネＭＤＰ注射液 ５５５ＭＢｑ１筒 メチレンジホスホン酸テクネチウム（９９ｍＴｃ）注射液

4300 テクネＭＤＰ注射液 ９２５ＭＢｑ１筒 メチレンジホスホン酸テクネチウム（９９ｍＴｃ）注射液

2391 ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ ０．１ｍｇ１錠 ラモセトロン塩酸塩口腔内崩壊錠

2590 ○ ★ バイアグラ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 シルデナフィルクエン酸塩

2590 ○ ★ バイアグラ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 シルデナフィルクエン酸塩

1179 ○ ★ デプロメール錠５０ ５０ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠

2149 ○ ★ ブロプレス錠１２ １２ｍｇ１錠 カンデサルタン　シレキセチル錠

2190 ★ ミグシス錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ロメリジン塩酸塩錠

1319 トルソプト点眼液１％ １％１ｍＬ ドルゾラミド塩酸塩液

3325 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 綿型５．１ｃｍ×２．５ｃｍ１枚１枚 酸化セルロース貼付剤 該当する先発品なし

2647 ○ ルリクールＶＧ軟膏０．１２％ １ｇ ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩軟膏

1169 ○ ★ カバサール錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠 カベルゴリン錠

3969 ○ ★ ファスティック錠３０ ３０ｍｇ１錠 ナテグリニド錠

3969 ○ ★ ファスティック錠９０ ９０ｍｇ１錠 ナテグリニド錠

7290 パッチテスト試薬塩酸キニーネ１％ １ｍＬ又は１ｇ パッチテスト用塩類

7290 アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」 １ｍＬ１瓶 診断用アレルゲンエキス注射液

2129 サンリズム注射液５０ ５０ｍｇ５ｍＬ１管 ピルシカイニド塩酸塩水和物注射液

1214 マーカイン注脊麻用０．５％高比重 ０．５％４ｍＬ１管 ブピバカイン塩酸塩水和物注射液

1214 マーカイン注脊麻用０．５％等比重 ０．５％４ｍＬ１管 ブピバカイン塩酸塩水和物注射液

2659 ゼフナートクリーム２％ ２％１ｇ リラナフタートクリーム

1179 ○ 炭酸リチウム錠１００「ヨシトミ」 １００ｍｇ１錠 炭酸リチウム錠 リーマス錠１００

1179 ○ 炭酸リチウム錠２００「ヨシトミ」 ２００ｍｇ１錠 炭酸リチウム錠 リーマス錠２００

1124 ○ フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 １ｍｇ１錠 フルニトラゼパム錠 ロヒプノール錠１

7990 プロナーゼＭＳ ２００００単位 プロナーゼ散

6139 セフォン静注用１ｇ （１ｇ）１瓶 セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム静注用 スルペラゾン静注用１ｇ

★院外採用薬

〇院外一般名処方 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部
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薬効分類 仮採用薬 一般名処方 院外採用 商品名 規格単位 一般名 先発品名

2399 コロネル錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 ポリカルボフィルカルシウム錠

6250 ★ ゼフィックス錠１００ １００ｍｇ１錠 ラミブジン錠

1129 ○ ★ マイスリー錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠

1319 ○ ★ リボスチン点眼液０．０２５％ ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン塩酸塩液

3399 ○ バイアスピリン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠 該当する先発品なし

6133 フルマリンキット静注用１ｇ １ｇ１キット（生理食塩液１００ｍＬ付） フロモキセフナトリウムキット

6250 ★ リレンザ ５ｍｇ１ブリスター ザナミビル水和物吸入剤

2149 ★ ランデル錠２０ ２０ｍｇ１錠 エホニジピン塩酸塩エタノール付加物錠

1319 ○ リズモンＴＧ点眼液０．５％ ０．５％１ｍＬ チモロールマレイン酸塩液

1149 ○ ★ ロルカム錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 ロルノキシカム錠

7131 精製水＊（日興製薬） １０ｍＬ 精製水

3231 大塚糖液５０％ ５０％５００ｍＬ１袋 ブドウ糖注射液

3231 大塚糖液５０％ ５０％２００ｍＬ１袋 ブドウ糖注射液

2699 フィブラストスプレー５００ ５００μｇ１瓶（溶解液付） トラフェルミン（遺伝子組換え）噴霧剤

1214 アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ ０．２％１００ｍＬ１袋 ロピバカイン塩酸塩水和物注射液

1214 アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ ０．７５％２０ｍＬ１管 ロピバカイン塩酸塩水和物注射液

1119 １％ディプリバン注－キット ５００ｍｇ５０ｍＬ１筒 プロポフォールキット

1124 ○ エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」 ２ｍｇ１錠 エスタゾラム錠 ユーロジン２ｍｇ錠

1172 レボトミン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 レボメプロマジンマレイン酸塩錠

1172 レボトミン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 レボメプロマジンマレイン酸塩錠

6123 トブラシン注６０ｍｇ ６０ｍｇ１管 トブラマイシン注射液

4420 シオゾール注２５ｍｇ ２５ｍｇ１ｍＬ１管 金チオリンゴ酸ナトリウム注射液

4211 注射用エンドキサン１００ｍｇ １００ｍｇ１瓶 シクロホスファミド水和物注射用

2699 ★ カデックス軟膏０．９％ ０．９％１ｇ ヨウ素軟膏

2399 サリグレンカプセル３０ｍｇ ３０ｍｇ１カプセル セビメリン塩酸塩水和物カプセル

1319 デタントール０．０１％点眼液 ０．０１％１ｍＬ ブナゾシン塩酸塩液

1190 ○ ★ アリセプト細粒０．５％ ０．５％１ｇ ドネペジル塩酸塩細粒

8114 ○ ＭＳツワイスロンカプセル１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル モルヒネ硫酸塩水和物徐放カプセル

8114 ○ ＭＳツワイスロンカプセル３０ｍｇ ３０ｍｇ１カプセル モルヒネ硫酸塩水和物徐放カプセル

2113 ○ ★ ラニラピッド錠０．１ｍｇ ０．１ｍｇ１錠 メチルジゴキシン錠

2189 ○ ★ メバロチン錠５ ５ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム錠

4240 オンコビン注射用１ｍｇ １ｍｇ１瓶 ビンクリスチン硫酸塩注射用

2491 ○ カルナクリン錠５０ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ腸溶錠

1169 ○ アーテン散１％ １％１ｇ トリヘキシフェニジル塩酸塩散

6225 エサンブトール錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 エタンブトール塩酸塩錠

1124 ○ セルシン散１％ １％１ｇ ジアゼパム散

3133 ○ ★ パントシン散２０％ ２０％１ｇ パンテチン散

3179 ○ ★ ビタノイリンカプセル５０ １カプセル フルスルチアミン・Ｂ２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤カプセル

★院外採用薬
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2456 プレドニゾロン散「タケダ」１％ １％１ｇ プレドニゾロン散

2652 ○ １０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 １０％１０ｇ サリチル酸軟膏 該当する先発品なし

1132 アレビアチン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 フェニトイン錠

2233 クリアナール錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 フドステイン錠

2290 フルタイド１００ディスカス １００μｇ６０ブリスター１個 フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤

7321 ディスオーパ消毒液０．５５％ フタラール

6322 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 ０．５ｍＬ１筒 沈降破傷風トキソイドキット

2149 ★ バソメット錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 テラゾシン塩酸塩水和物錠

2499 ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ １０．８ｍｇ１筒（ゴセレリンとして） ゴセレリン酢酸塩キット

2160 ○ ★ レルパックス錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 エレトリプタン臭化水素酸塩錠

2399 レミケード点滴静注用１００ １００ｍｇ１瓶 インフリキシマブ（遺伝子組換え）静注用

2259 ★ キュバール１００エアゾール １５ｍｇ８．７ｇ１瓶 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル吸入剤

2325 ○ ファモチジン細粒２％「サワイ」 ２％１ｇ ファモチジン散 ガスター散２％

3229 メドレニック注 ２ｍＬ１管 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤注射液 エレメンミック注

2646 ○ アンテベートローション０．０５％ ０．０５％１ｇ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル液

1171 コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１錠 クロルプロマジン塩酸塩錠

1171 コントミン糖衣錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 クロルプロマジン塩酸塩錠

1171 ★ コントミン糖衣錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 クロルプロマジン塩酸塩錠

1179 ○ ★ デパス細粒１％ １％１ｇ エチゾラム細粒

7212 エネマスター注腸散 ９８．１％１０ｇ 硫酸バリウム注腸剤 該当する先発品なし

4291 ○ ★ イレッサ錠２５０ ２５０ｍｇ１錠 ゲフィチニブ錠

3213 カルチコール注射液８．５％５ｍＬ ８．５％５ｍＬ１管 グルコン酸カルシウム水和物注射液

3213 カルチコール注射液８．５％１０ｍＬ ８．５％１０ｍＬ１管 グルコン酸カルシウム水和物注射液

2113 ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ ０．１２５ｍｇ１錠 ジゴキシン錠

7290 オフサグリーン静注用２５ｍｇ ２５ｍｇ１瓶（溶解液付） インドシアニングリーン静注用

2149 ナトリックス錠１ １ｍｇ１錠 インダパミド錠

2249 ★ レスプレン錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 エプラジノン塩酸塩錠

1124 ○ レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム口腔内崩壊錠

3122 アリナミン注射液１０ｍｇ １０ｍｇ１管 プロスルチアミン注射液

2259 メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ ０．０１％０．３ｍＬ１個 プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤

2260 ○ ★ アズノールうがい液４％ ４％１ｍＬ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物含嗽剤 該当する先発品なし

3327 ○ トランサミン散５０％ ５０％１ｇ トラネキサム酸散

1132 アレビアチン散１０％ １０％１ｇ フェニトイン散

2189 ★ コレバイン錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 コレスチミド錠

2189 コレバインミニ８３％ ８３％１ｇ コレスチミド顆粒

3134 ○ ★ ピドキサール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ピリドキサールリン酸エステル水和物腸溶錠

6343 献血ノンスロン１５００注射用 １５００単位１瓶（溶解液付） 乾燥濃縮人アンチトロンビンＩＩＩ

3135 フォリアミン錠 ５ｍｇ１錠 葉酸錠

★院外採用薬
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薬効分類 仮採用薬 一般名処方 院外採用 商品名 規格単位 一般名 先発品名

2221 ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ ４％１ｍＬ１管 エフェドリン塩酸塩注射液

1125 フェノバール散１０％ １０％１ｇ フェノバルビタール散

1125 フェノバール錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 フェノバルビタール錠

4235 カルセド注射用５０ｍｇ ５０ｍｇ１瓶 アムルビシン塩酸塩注射用

6429 ★ ストロメクトール錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 イベルメクチン錠

7290 リゾビスト注 ４４．６ｍｇ１．６ｍＬ１瓶 フェルカルボトラン注射液

7290 ユービット錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 尿素（１３Ｃ）錠

6241 ○ シプロキサン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン塩酸塩錠

6132 ファーストシン静注用１ｇ １ｇ１瓶 セフォゾプラン塩酸塩静注用

2189 ○ ★ ローコール錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 フルバスタチンナトリウム錠

3999 エスポー注射液７５０ ７５０国際単位０．５ｍＬ１管 エポエチン　アルファ（遺伝子組換え）注射液

3999 エスポー皮下用２４０００シリンジ ２４０００国際単位０．５ｍＬ１筒 エポエチン　アルファ（遺伝子組換え）キット

2160 ★ イミグラン点鼻液２０ ２０ｍｇ０．１ｍＬ１個 スマトリプタン液

2419 ○ ★ デスモプレシン・スプレー１０協和 ５００μｇ１瓶 デスモプレシン酢酸塩水和物液

8114 オプソ内服液５ｍｇ ５ｍｇ２．５ｍＬ１包 モルヒネ塩酸塩水和物液

8114 オプソ内服液１０ｍｇ １０ｍｇ５ｍＬ１包 モルヒネ塩酸塩水和物液

2399 ○ ★ ペンタサ注腸１ｇ １ｇ１個 メサラジン注腸剤

3323 トロンビン液モチダ　ソフトボトル５千 ５０００単位５ｍＬ１キット トロンビン液

3323 トロンビン液モチダ　ソフトボトル１万 １００００単位１０ｍＬ１キット トロンビン液

2492 ★ ノボリンＮ注フレックスペン ３００単位１キット インスリン　ヒト（遺伝子組換え）キット

2492 ノボリンＲ注フレックスペン ３００単位１キット インスリン　ヒト（遺伝子組換え）キット

1132 アレビアチン注２５０ｍｇ ５％５ｍＬ１管 フェニトインナトリウム注射液

1139 マイスタン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 クロバザム錠

1139 マイスタン細粒１％ １％１ｇ クロバザム細粒

1179 ○ ★ セレネース錠０．７５ｍｇ ０．７５ｍｇ１錠 ハロペリドール錠

1179 ○ セレネース錠１．５ｍｇ １．５ｍｇ１錠 ハロペリドール錠

1179 ○ ★ セレネース錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 ハロペリドール錠

1179 ○ ★ セレネース細粒１％ １％１ｇ ハロペリドール細粒

6141 エリスロシン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 エリスロマイシンステアリン酸塩錠

4419 ペリアクチン散１％ １％１ｇ シプロヘプタジン塩酸塩水和物散

2559 ○ ネイサート坐剤 １個 ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン坐剤 ネリプロクト坐剤

1233 ワゴスチグミン注０．５ｍｇ ０．０５％１ｍＬ１管 ネオスチグミンメチル硫酸塩注射液

2655 ○ ★ ニゾラールローション２％ ２％１ｇ ケトコナゾール液

1313 ベノキシール点眼液０．４％ ０．４％１ｍＬ オキシブプロカイン塩酸塩液

4231 マイトマイシン注用２ｍｇ ２ｍｇ１瓶 マイトマイシンＣ注射用

1179 ○ ★ リスパダール細粒１％ １％１ｇ リスペリドン細粒

2699 ★ プロトピック軟膏０．０３％小児用 ０．０３％１ｇ タクロリムス水和物軟膏

2160 ○ ★ マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 リザトリプタン安息香酸塩口腔内崩壊錠

★院外採用薬

〇院外一般名処方 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部



採用薬一覧（五十音順） 2022年3月15日現在

薬効分類 仮採用薬 一般名処方 院外採用 商品名 規格単位 一般名 先発品名

7212 バリブライトＰ ９８％１０ｇ 硫酸バリウム散

6250 エピビル錠１５０ １５０ｍｇ１錠 ラミブジン錠

2492 ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン ３００単位１キット インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）キット

1169 ○ ★ ビ・シフロール錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物錠

6399 ペガシス皮下注１８０μｇ １８０μｇ１ｍＬ１瓶 ペグインターフェロン　アルファ－２ａ（遺伝子組換え）注射液

6290 プロジフ静注液１００ ８％１．２５ｍＬ１瓶 ホスフルコナゾール注射液

6290 プロジフ静注液４００ ８％５ｍＬ１瓶 ホスフルコナゾール注射液

6111 注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位 １００万単位１瓶 ベンジルペニシリンカリウム注射用

3215 大塚塩カル注２％ ２％２０ｍＬ１管 塩化カルシウム水和物注射液

3311 大塚食塩注１０％ １０％２０ｍＬ１管 塩化ナトリウム注射液

3999 ○ ★ エビスタ錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 ラロキシフェン塩酸塩錠

2612 ○ ポピヨドンスクラブ７．５％ ７．５％１０ｍＬ ポビドンヨード液 イソジンスクラブ液７．５％

3332 ワーファリン錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 ワルファリンカリウム錠

4291 動注用アイエーコール１００ｍｇ １００ｍｇ１瓶 シスプラチン注射用

4300 ベンゾダイン注 １０ＭＢｑ イオマゼニル（１２３Ｉ）注射液

2259 ★ セレベント５０ディスカス ５０μｇ６０ブリスター１キット サルメテロールキシナホ酸塩吸入剤

2233 クリアナール内用液８％ ８％１ｍＬ フドステイン液

2123 ○ ★ テノーミン錠２５ ２５ｍｇ１錠 アテノロール錠

6141 エリスロシンドライシロップＷ２０％ ２００ｍｇ１ｇ エリスロマイシンエチルコハク酸エステルシロップ用

1139 ○ テグレトール細粒５０％ ５０％１ｇ カルバマゼピン細粒

4300 ヨウ化ナトリウムカプセル－３０号 １１１０ＭＢｑ１カプセル ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセル

1141 ○ カロナール細粒２０％ ２０％１ｇ アセトアミノフェン細粒 該当する先発品なし

2362 ウルソ顆粒５％ ５％１ｇ ウルソデオキシコール酸顆粒

2590 ○ ★ ウテメリン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 リトドリン塩酸塩錠

1139 ○ ★ セレニカＲ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム徐放錠

1119 ケタラール静注用２００ｍｇ ２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶 ケタミン塩酸塩注射液

3253 プレアミン－Ｐ注射液 ２００ｍＬ１袋 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤注射液

2259 メプチンドライシロップ０．００５％ ０．００５％１ｇ プロカテロール塩酸塩水和物シロップ用

6391 イムノブラダー膀注用８０ｍｇ ８０ｍｇ１瓶（溶解液付） 乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日本株）

6250 バリキサ錠４５０ｍｇ ４５０ｍｇ１錠 バルガンシクロビル塩酸塩錠

2119 コアテック注ＳＢ９ｍｇ ９ｍｇ１５０ｍＬ１袋 オルプリノン塩酸塩水和物キット

1149 ○ ★ モービック錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠

6179 ブイフェンド２００ｍｇ静注用 ２００ｍｇ１瓶 ボリコナゾール静注用

2451 ★ エピペン注射液０．３ｍｇ ０．３ｍｇ１筒 アドレナリンキット

2451 ★ エピペン注射液０．１５ｍｇ ０．１５ｍｇ１筒 アドレナリンキット

4291 動注用アイエーコール５０ｍｇ ５０ｍｇ１瓶 シスプラチン注射用

2129 シンビット静注用５０ｍｇ ５０ｍｇ１瓶 ニフェカラント塩酸塩注射用

3929 ロイコボリン注３ｍｇ ０．３％１ｍＬ１管 ホリナートカルシウム注射液

★院外採用薬

〇院外一般名処方 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部



採用薬一覧（五十音順） 2022年3月15日現在
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2249 アスベリン錠１０ １０ｍｇ１錠 チペピジンヒベンズ酸塩錠

2249 アスベリン散１０％ １０％１ｇ チペピジンヒベンズ酸塩散

2249 アスベリンシロップ０．５％ ０．５％１０ｍＬ チペピジンヒベンズ酸塩シロップ

1149 ナイキサン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 ナプロキセン錠

4291 ○ グリベック錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 イマチニブメシル酸塩錠

4490 ○ ★ エバステルＯＤ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 エバスチン口腔内崩壊錠

2160 ネオシネジンコーワ注１ｍｇ ０．１％１ｍＬ１管 フェニレフリン塩酸塩注射液

3992 アデホス－Ｌコーワ注４０ｍｇ ４０ｍｇ１管 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物注射液

2590 ウロカルン錠２２５ｍｇ ２２５ｍｇ１錠 ウラジロガシエキス錠

2655 ルリコンクリーム１％ １％１ｇ ルリコナゾールクリーム

2655 ★ ルリコン液１％ １％１ｍＬ ルリコナゾール液

3943 ○ アロプリノール錠１００ｍｇ「アメル」 １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠 ザイロリック錠１００

4300 カーディオライト注射液第一 ３７０ＭＢｑ１筒 ヘキサキスメトキシイソブチルイソニトリルテクネチウム（９９ｍＴｃ）キット

4300 カーディオライト注射液第一 ７４０ＭＢｑ１筒 ヘキサキスメトキシイソブチルイソニトリルテクネチウム（９９ｍＴｃ）キット

1141 アンヒバ坐剤小児用５０ｍｇ ５０ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤

1141 アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ １００ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤

1141 ○ アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ ２００ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤

3234 キリット注５％ ５％３００ｍＬ１袋 キシリトール注射液

4291 無水エタノール注「フソー」 ５ｍＬ１管 無水エタノール

2399 ★ サラジェン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ピロカルピン塩酸塩錠

2414 アトニン－Ｏ注５単位 ５単位１管 オキシトシン注射液

2615 ○ 消毒用エタライトＢ液 １０ｍＬ 消毒用エタノール 消毒用エタノールＢ液「ケンエー」

2649 アズノール軟膏０．０３３％ ０．０３３％１０ｇ ジメチルイソプロピルアズレン軟膏

1214 キシロカイン注シリンジ１％ １％１０ｍＬ１筒 リドカイン塩酸塩キット 該当する先発品なし

2129 リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 ２％５ｍＬ１筒 リドカインキット 該当する先発品なし

1242 アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 ０．０５％１ｍＬ１筒 アトロピン硫酸塩水和物キット 該当する先発品なし

1139 ○ セレニカＲ顆粒４０％ ４０％１ｇ バルプロ酸ナトリウム徐放顆粒

2611 ヤクラックスＤ液１％ １％１０ｇ 次亜塩素酸ナトリウム液 該当する先発品なし

2149 ★ ミケランＬＡカプセル１５ｍｇ １５ｍｇ１カプセル カルテオロール塩酸塩徐放カプセル

1124 ○ ジアゼパム錠２ｍｇ「アメル」 ２ｍｇ１錠 ジアゼパム錠 ２ｍｇセルシン錠

1124 ○ ジアゼパム錠５ｍｇ「アメル」 ５ｍｇ１錠 ジアゼパム錠 ５ｍｇセルシン錠

2354 アジャストＡコーワ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 センナエキス錠

2699 プロスタンディン軟膏０．００３％ ０．００３％１ｇ アルプロスタジル　アルファデクス軟膏

2119 イノバン注０．３％シリンジ ０．３％５０ｍＬ１筒 ドパミン塩酸塩キット

4291 ロイナーゼ注用５０００ ５０００Ｋ単位１瓶 Ｌ－アスパラギナーゼ注射用

6361 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

2316 ラックビー微粒Ｎ １％１ｇ ビフィズス菌製剤散

2251 テオフィリンドライシロップ２０％「タカタ」 ２０％１ｇ テオフィリン徐放シロップ用 テオドールドライシロップ２０％

★院外採用薬
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4490 ○ ★ ジルテックドライシロップ１．２５％ １．２５％１ｇ セチリジン塩酸塩シロップ用

2260 含嗽用ハチアズレ顆粒 ０．１％１ｇ 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含嗽剤

1319 ★ トスフロ点眼液０．３％ ０．３％１ｍＬ トスフロキサシントシル酸塩水和物液

2590 マグセント注１００ｍＬ １００ｍＬ１瓶 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖注射液

1319 ○ ★ ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ ０．２５％１ｍＬ ニプラジロール液

3992 ○ アデホスコーワ顆粒１０％ １０％１ｇ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物腸溶顆粒

1119 ドロレプタン注射液２５ｍｇ ２．５ｍｇ１ｍＬバイアル ドロペリドール注射液

7223 ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「タナベ」 ０．１ｍｇ１管 ゴナドレリン酢酸塩注射液

7211 ガストログラフイン経口・注腸用 １ｍＬ アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン液

7214 ウログラフイン注６０％ ６０％２０ｍＬ１管 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注射液

7214 ウログラフイン注６０％ ６０％１００ｍＬ１瓶 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注射液

7219 イソビスト注３００ ６４．０８％１０ｍＬ１瓶 イオトロラン注射液

2499 〇 ★ スプレキュア点鼻液０．１５％ １５．７５ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ブセレリン酢酸塩噴霧剤

2189 ○ ★ ロレルコ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 プロブコール錠

6173 アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ ５０ｍｇ１瓶 アムホテリシンＢ静注用

1319 ○ ★ チモプトールＸＥ点眼液０．５％ ０．５％１ｍＬ チモロールマレイン酸塩液

4219 ダカルバジン注用１００ １００ｍｇ１瓶 ダカルバジン注射用

1125 フェノバールエリキシル０．４％ ０．４％１ｍＬ フェノバルビタール液

1125 フェノバール注射液１００ｍｇ １０％１ｍＬ１管 フェノバルビタール注射液

1139 リボトリール錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 クロナゼパム錠

1139 リボトリール細粒０．１％ ０．１％１ｇ クロナゼパム細粒

2113 ジゴシン注０．２５ｍｇ ０．０２５％１ｍＬ１管 ジゴキシン注射液

3112 アルファロール内用液０．５μｇ／ｍＬ ０．５μｇ１ｍＬ アルファカルシドール液

1225 ○ ★ リンラキサー錠１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠 クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠

6132 ラリキシン錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 セファレキシン錠

6132 ラリキシンドライシロップ小児用２０％ ２００ｍｇ１ｇ セファレキシンシロップ用

1214 カルボカインアンプル注２％ ２％１０ｍＬ１管 メピバカイン塩酸塩注射液

1214 キシロカインビスカス２％ ２％１ｍＬ リドカイン塩酸塩液

1214 キシロカインゼリー２％ ２％１ｍＬ リドカイン塩酸塩ゼリー

1214 キシロカイン点眼液４％ ４％１ｍＬ リドカイン塩酸塩液

1214 キシロカインポンプスプレー８％ １ｇ リドカイン噴霧剤 該当する先発品なし

2149 セロケンＬ錠１２０ｍｇ １２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩徐放錠

2454 リメタゾン静注２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１ｍＬ１管 デキサメタゾンパルミチン酸エステル注射液

2219 ドプラム注射液４００ｍｇ ２０ｍｇ１ｍＬバイアル ドキサプラム塩酸塩水和物注射液

4490 ○ ★ リザベン細粒１０％ １０％１ｇ トラニラスト細粒

2113 ★ ジゴシンエリキシル０．０５ｍｇ／ｍＬ ０．００５％１０ｍＬ ジゴキシン液

3999 ○ モニラック・シロップ６５％ ６５％１ｍＬ ラクツロースシロップ

6126 硫酸ポリミキシンＢ錠２５万単位「ファイザー」 ２５万単位１錠 ポリミキシンＢ硫酸塩錠

★院外採用薬

〇院外一般名処方 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部
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4224 キロサイド注２０ｍｇ ２０ｍｇ１管 シタラビン注射液

4224 キロサイド注２００ｍｇ ２００ｍｇ１管 シタラビン注射液

3399 ○ リマプロストアルファデクス錠５μｇ「Ｆ」 ５μｇ１錠 リマプロスト　アルファデクス錠 オパルモン錠５μｇ

4291 シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」 １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 シスプラチン注射液 ランダ注１０ｍｇ／２０ｍＬ

4291 シスプラチン注２５ｍｇ「日医工」 ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 シスプラチン注射液 ランダ注２５ｍｇ／５０ｍＬ

4291 シスプラチン注５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶 シスプラチン注射液 ランダ注５０ｍｇ／１００ｍＬ

1329 ○ ★ フルナーゼ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エステル液

6164 ○ リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 １５０ｍｇ１カプセル リファンピシンカプセル リファジンカプセル１５０ｍｇ

2634 ○ ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「タイヨー」 １ｍｇ１ｇ ゲンタマイシン硫酸塩軟膏

3214 ○ Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「サワイ」 １錠 Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物錠 アスパラ－ＣＡ錠２００

6149 ○ クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「サワイ」 １００ｍｇ１ｇ クラリスロマイシンシロップ用 クラリスドライシロップ１０％小児用

6149 ○ クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「サワイ」 ５０ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠 クラリス錠５０小児用

2171 ○ ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ１錠 ニフェジピン徐放錠 アダラートＣＲ錠２０ｍｇ

2171 ○ ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 ４ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠 コニール錠４

6149 ○ クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」 ２００ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠 クラリス錠２００

1229 ダントリウムカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル ダントロレンナトリウム水和物カプセル

1214 塩酸メピバカイン注シリンジ１％「ＮＰ」 １％１０ｍＬ１筒 メピバカイン塩酸塩キット 該当する先発品なし

1229 ダントリウム静注用２０ｍｇ ２０ｍｇ１瓶 ダントロレンナトリウム水和物注射用

2149 ○ ★ ペルジピンＬＡカプセル２０ｍｇ ２０ｍｇ１カプセル ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル

6123 アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「サワイ」 ２００ｍｇ１管 アミカシン硫酸塩注射液

3323 ○ 経口用トロンビン細粒１万単位「サワイ」 １００００単位１ｇ１包 トロンビン細粒 経口用トロンビン細粒１万単位

4234 ブレオ注射用１５ｍｇ １５ｍｇ１瓶 ブレオマイシン塩酸塩注射用

2119 ミルリノン注２２．５ｍｇバッグ「タカタ」 ２２．５ｍｇ１５０ｍＬ１袋 ミルリノンキット ミルリーラＫ注射液２２．５ｍｇ

3999 ○ メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」 ２ｍｇ１錠 メトトレキサート錠 リウマトレックスカプセル２ｍｇ

2454 リノロサール注射液２ｍｇ（０．４％） ２ｍｇ１管 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液 リンデロン注２ｍｇ（０．４％）

2454 リノロサール注射液４ｍｇ（０．４％） ４ｍｇ１管 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液 リンデロン注４ｍｇ（０．４％）

2139 ○ フロセミド錠１０ｍｇ「ＮＰ」 １０ｍｇ１錠 フロセミド錠 ラシックス錠１０ｍｇ

3334 ヘパフィルド透析用２５０単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ ５０００単位２０ｍＬ１筒 ヘパリンナトリウムキット 該当する先発品なし

6139 スルバシリン静注用０．７５ｇ （０．７５ｇ）１瓶 アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム静注用 ユナシン－Ｓ静注用０．７５ｇ

6139 スルバシリン静注用１．５ｇ （１．５ｇ）１瓶 アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム静注用 ユナシン－Ｓ静注用１．５ｇ

2649 ○ ★ ボルタレンローション１％ １％１ｇ ジクロフェナクナトリウム液

6132 セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ１ｇ「ＮＰ」 １ｇ１キット（生理食塩液１００ｍＬ付） セフメタゾールナトリウムキット セフメタゾンキット点滴静注用１ｇ

3999 エルシトニン注４０単位 ４０エルカトニン単位１ｍＬ１管 エルカトニン注射液

1139 ガバペン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 ガバペンチン錠

2290 ○ パルミコート吸入液０．５ｍｇ ０．５ｍｇ２ｍＬ１管 ブデソニド吸入剤

2499 セトロタイド注射用０．２５ｍｇ 酢酸セトロレリクス

7290 ボースデル内用液１０ １０ｍｇ２５０ｍＬ１袋 塩化マンガン四水和物液

1319 ○ ★ パタノール点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ オロパタジン塩酸塩液

★院外採用薬
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4490 ○ ★ アレグラ錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠

1319 ○ ★ ベガモックス点眼液０．５％ ０．５％１ｍＬ モキシフロキサシン塩酸塩液

4291 ベルケイド注射用３ｍｇ ３ｍｇ１瓶 ボルテゾミブ注射用

3311 生食注シリンジ「オーツカ」５ｍＬ ５ｍＬ１筒 生理食塩液キット 該当する先発品なし

3334 ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」１０ｍＬ １０００単位１０ｍＬ１筒 ヘパリンナトリウムキット ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ「ニプロ」

3329 仮採用薬 ポリドカスクレロール１％注２ｍＬ １％２ｍＬ１管 ポリドカノール注射液

3329 仮採用薬 ポリドカスクレロール３％注２ｍＬ ３％２ｍＬ１管 ポリドカノール注射液

1169 ○ ★ レキップ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ロピニロール塩酸塩錠

1169 ○ ★ レキップ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ロピニロール塩酸塩錠

2190 ○ ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン錠 サアミオン錠５ｍｇ

2134 ダイアモックス錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 アセタゾラミド錠

2134 ダイアモックス注射用５００ｍｇ ５００ｍｇ１瓶 アセタゾラミドナトリウム注射用

2129 ベプリコール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ベプリジル塩酸塩水和物錠

6132 クラフォラン注射用０．５ｇ ５００ｍｇ１瓶 セフォタキシムナトリウム注射用

1124 ○ ★ ベンザリン細粒１％ １％１ｇ ニトラゼパム細粒

1172 ヒルナミン筋注２５ｍｇ ２．５％１ｍＬ１管 レボメプロマジン塩酸塩注射液

4413 ピレチア細粒１０％ １０％１ｇ プロメタジンメチレンジサリチル酸塩細粒

3229 アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット「テルモ」 １７．１２％１０ｍＬ１キット Ｌ－アスパラギン酸カリウムキット アスパラカリウム注１０ｍＥｑ

2529 ○ フロリード腟坐剤１００ｍｇ １００ｍｇ１個 ミコナゾール硝酸塩腟坐剤

3319 ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 １モル２０ｍＬ１キット 塩化カリウム注射液キット ＫＣＬ補正液キット２０ｍＥｑ

2649 ★ ザーネ軟膏０．５％ ５０００単位１ｇ ビタミンＡ油軟膏

3160 ケイツーシロップ０．２％ ０．２％１ｍＬ メナテトレノンシロップ

3929 パム静注５００ｍｇ ２．５％２０ｍＬ１管 プラリドキシムヨウ化物注射液

2432 メルカゾール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 チアマゾール錠

3999 スベニールディスポ関節注２５ｍｇ １％２．５ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウムキット

2171 メディトランステープ２７ｍｇ （２７ｍｇ）１４ｃｍ２１枚 ニトログリセリン貼付剤

2171 ○ ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ ０．３ｍｇ１錠 ニトログリセリン舌下錠 該当する先発品なし

1319 ヒアレインミニ点眼液０．３％ ０．３％０．４ｍＬ１個 精製ヒアルロン酸ナトリウム液

2171 ミオコールスプレー０．３ｍｇ ０．６５％７．２ｇ１缶 ニトログリセリン噴霧剤

2454 ケナコルト－Ａ皮内用関節腔内用水懸注５０ｍｇ／５ｍＬ １０ｍｇ１ｍＬバイアル トリアムシノロンアセトニド注射液

2454 ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ ４０ｍｇ１瓶 トリアムシノロンアセトニド注射液

6173 ○ ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ １００ｍｇ１ｍＬ アムホテリシンＢシロップ

2699 ○ ★ ユーパスタコーワ軟膏 １ｇ 精製白糖・ポビドンヨード軟膏

1319 人工涙液マイティア点眼液 ５ｍＬ１瓶 ホウ酸・無機塩類配合剤液

2454 ○ ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 ０．５ｍｇ１錠 ベタメタゾン錠 リンデロン錠０．５ｍｇ

6152 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１瓶 ミノサイクリン塩酸塩静注用 ミノマイシン点滴静注用１００ｍｇ

4235 ドキシル注２０ｍｇ ２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ドキソルビシン塩酸塩注射液

1231 ○ ★ トランコロン錠７．５ｍｇ ７．５ｍｇ１錠 メペンゾラート臭化物錠

★院外採用薬
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1319 ○ ★ ジクロード点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ ジクロフェナクナトリウム液

1324 プリビナ液０．０５％ ０．０５％１ｍＬ ナファゾリン硝酸塩液

2649 オイラックスクリーム１０％ １０％１０ｇ クロタミトンクリーム

2649 ○ ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「日医工」 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェン貼付剤 モーラステープ２０ｍｇ

1149 ノイロトロピン注射液３．６単位 ３ｍＬ１管 ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液

3999 サーティカン錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠 エベロリムス錠

2357 グリセリンＢＣ液「ヨシダ」 グリセリン

2529 ミレーナ５２ｍｇ １個 レボノルゲストレルキット

2619 ウエルアップハンドローション０．５％ クロルヘキシジングルコン酸塩

3339 アリクストラ皮下注２．５ｍｇ ２．５ｍｇ０．５ｍＬ１筒 フォンダパリヌクスナトリウムキット

2290 オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用 １１．２ｍｇ３．３ｇ１キット シクレソニド吸入剤

4291 アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ １００ｍｇ４ｍＬ１瓶 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液

4291 アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ ４００ｍｇ１６ｍＬ１瓶 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液

2669 ウレパールローション１０％ １０％１ｇ 尿素液

2691 ★ オキサロールローション２５μｇ／ｇ ０．００２５％１ｇ マキサカルシトール液

3229 ★ グルコンサンＫ錠５ｍＥｑ カリウム５ｍＥｑ１錠 グルコン酸カリウム錠

2590 ○ ★ ブラダロン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 フラボキサート塩酸塩錠

4419 ○ ★ ペリアクチンシロップ０．０４％ ０．０４％１０ｍＬ シプロヘプタジン塩酸塩水和物シロップ

1319 アイオピジンＵＤ点眼液１％ １％０．１ｍＬ１個 アプラクロニジン塩酸塩液

7290 フルオレサイト静注５００ｍｇ １０％５ｍＬ１瓶 フルオレセイン注射液 該当する先発品なし

1319 ★ タチオン点眼用２％ ２％１ｍＬ グルタチオン液

1329 ★ リボスチン点鼻液０．０２５ｍｇ１１２噴霧用 ０．０２５％１５ｍＬ１瓶 レボカバスチン塩酸塩液

3919 タウリン散９８％「大正」 ９８％１ｇ タウリン散

3929 ★ メタルカプターゼカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル ペニシラミンカプセル

4240 ハイカムチン注射用１．１ｍｇ １．１ｍｇ１瓶 ノギテカン塩酸塩注射用

3329 オルダミン注射用１ｇ １０％１０ｇ１瓶 モノエタノールアミンオレイン酸塩注射液

1319 ○ ★ レスキュラ点眼液０．１２％ ０．１２％１ｍＬ イソプロピルウノプロストン液

1124 サイレース静注２ｍｇ ２ｍｇ１管 フルニトラゼパム注射液

1249 コスパノンカプセル４０ｍｇ ４０ｍｇ１カプセル フロプロピオンカプセル

2115 ネオフィリン注２５０ｍｇ ２．５％１０ｍＬ１管 アミノフィリン水和物注射液

1231 ベサコリン散５％ ５％１ｇ ベタネコール塩化物散

2290 ★ パルミコート２００μｇタービュヘイラー５６吸入 １１．２ｍｇ１瓶（２００μｇ） ブデソニド吸入剤

1319 ○ ★ ミケランＬＡ点眼液２％ ２％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩液

3999 ミラクリッド注射液５万単位 ５００００単位１ｍＬ１管 ウリナスタチン注射液

3999 ミラクリッド注射液１０万単位 １０００００単位２ｍＬ１管 ウリナスタチン注射液

1124 ○ クアゼパム錠１５ｍｇ「アメル」 １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠 ドラール錠１５

1129 ○ タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 タンドスピロンクエン酸塩錠 セディール錠１０ｍｇ

3929 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１瓶 レボホリナートカルシウム注射用 アイソボリン点滴静注用２５ｍｇ

★院外採用薬

〇院外一般名処方 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部
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薬効分類 仮採用薬 一般名処方 院外採用 商品名 規格単位 一般名 先発品名

3929 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１瓶 レボホリナートカルシウム注射用 アイソボリン点滴静注用１００ｍｇ

2646 ○ キンダベート軟膏０．０５％ ０．０５％１ｇ クロベタゾン酪酸エステル軟膏

1169 ○ カベルゴリン錠１．０ｍｇ「サワイ」 １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠 カバサール錠１．０ｍｇ

2171 ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「サワイ」 １２ｍｇ１瓶 ニコランジル注射用 シグマート注１２ｍｇ

2171 ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「サワイ」 ４８ｍｇ１瓶 ニコランジル注射用 シグマート注４８ｍｇ

6132 ○ セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１錠 セフジトレン　ピボキシル錠

5200 クラシエ乙字湯エキス細粒 １ｇ 乙字湯エキス細粒

5200 クラシエ葛根湯エキス細粒 １ｇ 葛根湯エキス細粒

5200 クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 １ｇ 加味帰脾湯エキス細粒

5200 ★ クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒 １ｇ 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒

2659 ★ ゼフナート外用液２％ ２％１ｍＬ リラナフタート液

5200 ★ クラシエ大柴胡湯エキス細粒 １ｇ 大柴胡湯エキス細粒

5200 クラシエ人参養栄湯エキス細粒 １ｇ 人参養栄湯エキス細粒

5200 クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 １ｇ 八味地黄丸エキス細粒

5200 クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 １ｇ 白虎加人参湯エキス細粒

2171 ニトロール注５ｍｇシリンジ ５ｍｇ１０ｍＬ１筒 硝酸イソソルビドキット

2171 ニトロール持続静注２５ｍｇシリンジ ２５ｍｇ５０ｍＬ１筒 硝酸イソソルビドキット

5900 ブシ末（調剤用）「ツムラ」 １ｇ ブシ末

1319 オペガードＭＡ眼灌流液 ２０ｍＬ１管 ブドウ糖・無機塩類配合剤液

4235 ピノルビン注射用１０ｍｇ １０ｍｇ１瓶 ピラルビシン塩酸塩注射用

2239 ○ アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．３％「タイヨー」 ０．３％１ｍＬ アンブロキソール塩酸塩シロップ 小児用ムコソルバンシロップ０．３％

2590 ○ ★ フリバスＯＤ錠７５ｍｇ ７５ｍｇ１錠 ナフトピジル口腔内崩壊錠

1169 ○ ★ エフピーＯＤ錠２．５ ２．５ｍｇ１錠 セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠

3969 ○ ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「ケミファ」 ０．２ｍｇ１錠 ボグリボース口腔内崩壊錠 ベイスンＯＤ錠０．２

3969 ○ ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「ケミファ」 ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース口腔内崩壊錠 ベイスンＯＤ錠０．３

2646 ○ デルモベート軟膏０．０５％ ０．０５％１ｇ クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏

2646 ○ ★ デルモベートクリーム０．０５％ ０．０５％１ｇ クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム

2646 ○ デルモベートスカルプローション０．０５％ ０．０５％１ｇ クロベタゾールプロピオン酸エステル液

3929 デスフェラール注射用５００ｍｇ ５００ｍｇ１瓶 デフェロキサミンメシル酸塩注射用

4235 ダウノマイシン静注用２０ｍｇ ２０ｍｇ１瓶 ダウノルビシン塩酸塩注射用

5200 ★ クラシエ柴朴湯エキス細粒 １ｇ 柴朴湯エキス細粒

5200 クラシエ柴苓湯エキス細粒 １ｇ 柴苓湯エキス細粒

5200 クラシエ十全大補湯エキス細粒 １ｇ 十全大補湯エキス細粒

5200 仮採用薬 ★ クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒 １ｇ 辛夷清肺湯エキス細粒

2473 ★ ル・エストロジェル０．０６％ ０．０６％１ｇ エストラジオールゲル

1124 ジアゼパム注射液１０ｍｇ「タイヨー」 １０ｍｇ１管 ジアゼパム注射液 セルシン注射液１０ｍｇ

2234 ブロムヘキシン塩酸塩注射液４ｍｇ「タイヨー」 ０．２％２ｍＬ１管 ブロムヘキシン塩酸塩注射液 ビソルボン注４ｍｇ

2149 ニトプロ持続静注液６ｍｇ ６ｍｇ２ｍＬ１管 ニトロプルシドナトリウム水和物注射液

★院外採用薬

〇院外一般名処方 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部
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2619 ○ ハイジール消毒用液１０％ １０％１０ｍＬ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩液 テゴー５１消毒液１０％

7990 Ｄ－ソルビトール内用液６５％「マルイシ」 ６５％１０ｍＬ Ｄ－ソルビトール液

2133 アルダクトンＡ細粒１０％ １０％１ｇ スピロノラクトン細粒

2456 メドロール錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 メチルプレドニゾロン錠

2456 メドロール錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 メチルプレドニゾロン錠

3992 ○ ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「日医工」 ２０ｍｇ１錠 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物腸溶錠 アデホスコーワ腸溶錠２０

1242 アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ「タナベ」 ０．０５％１ｍＬ１管 アトロピン硫酸塩水和物注射液

3229 アスパラカリウム散５０％ ５０％１ｇ Ｌ－アスパラギン酸カリウム散

6241 ジェニナック錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 メシル酸ガレノキサシン水和物錠

2149 セララ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 エプレレノン錠

2149 ★ セララ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 エプレレノン錠

2649 ○ ★ セルタッチパップ１４０ ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナク貼付剤

3222 フェジン静注４０ｍｇ ４０ｍｇ２ｍＬ１管 含糖酸化鉄注射液

2325 ○ ★ アシノン錠１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠 ニザチジン錠

6290 ★ ベセルナクリーム５％ ５％２５０ｍｇ１包 イミキモドクリーム

4490 ○ ★ クラリチンドライシロップ１％ １％１ｇ ロラタジンシロップ用

3999 ★ レグパラ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 シナカルセト塩酸塩錠

2190 ベラサスＬＡ錠６０μｇ ６０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム徐放錠

7290 ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ １８．１４３％１０ｍＬ１筒 ガドキセト酸ナトリウムキット

1179 ★ コンサータ錠１８ｍｇ １８ｍｇ１錠 メチルフェニデート塩酸塩徐放錠

1179 ★ コンサータ錠２７ｍｇ ２７ｍｇ１錠 メチルフェニデート塩酸塩徐放錠

4291 ★ タルセバ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 エルロチニブ塩酸塩錠

4291 ★ タルセバ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 エルロチニブ塩酸塩錠

4291 ★ タルセバ錠１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠 エルロチニブ塩酸塩錠

1317 トブラシン点眼液０．３％ ３ｍｇ１ｍＬ トブラマイシン液

4420 ○ ブシラミン錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠 ブシラミン錠 リマチル錠１００ｍｇ

3327 ○ トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「トーワ」 ２５０ｍｇ１カプセル トラネキサム酸カプセル トランサミンカプセル２５０ｍｇ

2329 ○ テプレノンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル セルベックスカプセル５０ｍｇ

2329 ○ テプレノン細粒１０％「トーワ」 １０％１ｇ テプレノン細粒 セルベックス細粒１０％

2329 ○ スクラルファート顆粒９０％「トーワ」 ９０％１ｇ スクラルファート水和物顆粒 アルサルミン細粒９０％

1129 ○ ゾピクロン錠７．５ｍｇ「トーワ」 ７．５ｍｇ１錠 ゾピクロン錠 アモバン錠７．５

2119 ○ ユビデカレノン錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 ユビデカレノン錠 ノイキノン錠１０ｍｇ

2144 ○ リシノプリル錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 リシノプリル水和物錠 ロンゲス錠１０ｍｇ

2171 ○ ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩水和物錠 コメリアンコーワ錠５０

1190 ○ ★ アリセプトＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠

2129 ○ ジソピラミドリン酸塩徐放錠１５０ｍｇ「日医工」 １５０ｍｇ１錠 リン酸ジソピラミド徐放錠 リスモダンＲ錠１５０ｍｇ

1172 ★ ニューレプチル細粒１０％ １０％１ｇ プロペリシアジン細粒

2339 ミルラクト細粒５０％ ５０％１ｇ β－ガラクトシダーゼ（ペニシリウム）細粒

★院外採用薬

〇院外一般名処方 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部
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2499 ★ クロミッド錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 クロミフェンクエン酸塩錠

4211 エンドキサン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 シクロホスファミド水和物錠

1317 ベストロン点眼用０．５％ ５ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液として） セフメノキシム塩酸塩液

1319 ○ ★ カタリンＫ点眼用０．００５％ ０．００５％１ｍＬ（溶解後の液として） ピレノキシン液

1319 ○ ★ ニフラン点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ プラノプロフェン液

2529 ★ ホーリンＶ腟用錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 エストリオール腟錠

1319 スコピゾル眼科用液 ヒドロキシエチルセルロースホウ酸リン酸水素ナトリウム水和物塩化カリウム塩化ナトリウム乾燥炭酸ナトリウ

2171 セパミット－Ｒ細粒２％ ２％１ｇ ニフェジピン徐放性腸溶細粒

1325 ベストロン耳鼻科用１％ １０ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液として） セフメノキシム塩酸塩液

3999 ★ ポルトラック原末 １ｇ ラクチトール水和物末

1179 ○ ★ ルーラン錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 ペロスピロン塩酸塩水和物錠

1179 ○ ★ ルーラン錠８ｍｇ ８ｍｇ１錠 ペロスピロン塩酸塩水和物錠

1139 ○ デパケンシロップ５％ ５％１ｍＬ バルプロ酸ナトリウムシロップ

1149 ロピオン静注５０ｍｇ ５０ｍｇ５ｍＬ１管 フルルビプロフェン　アキセチル注射液

1129 トリクロリールシロップ１０％ １０％１ｍＬ トリクロホスナトリウムシロップ

2189 ○ ★ ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１カプセル ポリエンホスファチジルコリンカプセル 該当する先発品なし

3222 ○ インクレミンシロップ５％ １ｍＬ 溶性ピロリン酸第二鉄シロップ 該当する先発品なし

2499 ○ ★ ディナゲスト錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠

2149 エブランチルカプセル１５ｍｇ １５ｍｇ１カプセル ウラピジル徐放カプセル

1315 ○ テイカゾン点眼・点耳・点鼻液０．１％ ０．１％１ｍＬ デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム液 オルガドロン点眼・点耳・点鼻液０．１％

1319 ○ ★ ザジテン点眼液０．０５％ ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェンフマル酸塩液

4490 ○ ★ ザジテンカプセル１ｍｇ １ｍｇ１カプセル ケトチフェンフマル酸塩カプセル

2234 ○ ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 ０．２％１ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩吸入剤 ビソルボン吸入液０．２％

3179 ビタジェクト注キット ２筒１キット 高カロリー輸液用総合ビタミン剤キット 該当する先発品なし

2477 プロゲデポー筋注１２５ｍｇ １２５ｍｇ１管 ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル注射液

2531 パルタンＭ注０．２ｍｇ ０．０２％１ｍＬ１管 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注射液 該当する先発品なし

3954 ウロナーゼ静注用６万単位 ６００００単位１瓶 ウロキナーゼ注射用

1319 ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 ０．２％１ｍＬ ポリビニルアルコールヨウ素液

1319 ○ サンドールＰ点眼液 １ｍＬ トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩液 ミドリンＰ点眼液

1319 ○ ベルベゾロンＦ点眼・点鼻液 １ｍＬ ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩液

1219 ストロカイン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 オキセサゼイン錠

2233 ムコフィリン吸入液２０％ １７．６２％２ｍＬ１包 アセチルシステイン吸入剤

3999 ○ カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「ＪＧ」 １００ｍｇ１錠 カモスタットメシル酸塩錠 フオイパン錠１００ｍｇ

3999 〇 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＪＧ」 ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠 キネダック錠５０ｍｇ

2473 エストラーナテープ０．７２ｍｇ （０．７２ｍｇ）９ｃｍ２１枚 エストラジオール貼付剤

6152 ★ ビブラマイシン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 ドキシサイクリン塩酸塩水和物錠

3319 ソルラクトＴＭＲ輸液 ５００ｍＬ１袋 乳酸リンゲル液（マルトース加）

3319 ソルマルト輸液 ５００ｍＬ１袋 酢酸維持液

★院外採用薬

〇院外一般名処方 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部
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3319 ソルアセトＦ輸液 ５００ｍＬ１袋 酢酸リンゲル液

4490 ○ ★ キプレス錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 モンテルカストナトリウム錠

3999 イムラン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 アザチオプリン錠

6132 セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 １ｇ１瓶 セフタジジム水和物静注用 モダシン静注用１ｇ

2160 ★ イミグランキット皮下注３ｍｇ ３ｍｇ０．５ｍＬ１筒 スマトリプタンコハク酸塩キット

6241 ○ ★ グレースビット錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 シタフロキサシン水和物錠

2160 ○ ★ アマージ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 ナラトリプタン塩酸塩錠

4291 ★ ネクサバール錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 ソラフェニブトシル酸塩錠

2190 レバチオ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 シルデナフィルクエン酸塩錠

3339 リコモジュリン点滴静注用１２８００ １２８００単位１瓶 トロンボモデュリン　アルファ（遺伝子組換え）注射用

3334 クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ ２０００低分子ヘパリン国際単位０．２ｍＬ１筒 エノキサパリンナトリウムキット

2619 ホルマリン「コザカイ・Ｍ」 １０ｍＬ ホルマリン

6399 アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 トシリズマブ（遺伝子組換え）注射液

6399 アクテムラ点滴静注用４００ｍｇ ４００ｍｇ２０ｍＬ１瓶 トシリズマブ（遺伝子組換え）注射液

3399 アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 ５００ｍＬ１キット ブドウ糖・無機塩類配合剤キット

7990 ★ チャンピックス錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 バレニクリン酒石酸塩錠

7990 ★ チャンピックス錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 バレニクリン酒石酸塩錠

4291 ★ スーテントカプセル１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１カプセル スニチニブリンゴ酸塩カプセル

2149 ○ ★ イルベタン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 イルベサルタン錠

4291 ゼヴァリンイットリウム（９０Ｙ）静注用セット １セット イットリウム（９０Ｙ）イブリツモマブ　チウキセタン（遺伝子組換え）キット

4300 ゼヴァリンインジウム（１１１Ｉｎ）静注用セット １セット インジウム（１１１Ｉｎ）イブリツモマブ　チウキセタン（遺伝子組換え）キット

2473 ★ ジュリナ錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 エストラジオール錠

1224 レラキシン注用２００ｍｇ ２００ｍｇ１瓶（溶解液付） スキサメトニウム塩化物水和物注射用

7229 アンチレクス静注１０ｍｇ １％１ｍＬ１管 エドロホニウム塩化物注射液

2413 ＨＭＧ筋注用１５０単位「Ｆ」 １５０単位１管（溶解液付） 下垂体性性腺刺激ホルモン注射用 該当する先発品なし

1214 ポプスカイン０．２５％注バッグ２５０ｍｇ／１００ｍＬ ２５０ｍｇ１００ｍＬ１袋 塩酸レボブピバカインキット

2699 ○ イソジンシュガーパスタ軟膏 １ｇ 精製白糖・ポビドンヨード軟膏 ユーパスタコーワ軟膏

2171 ○ 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ４０ｍｇ１枚 硝酸イソソルビド貼付剤 フランドルテープ４０ｍｇ

2646 ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２ （０．３ｍｇ）７．５ｃｍ×１０ｃｍ フルドロキシコルチド貼付剤

2649 ○ ★ インテバン外用液１％ １％１ｍＬ インドメタシン液

1124 ○ アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「トーワ」 ０．４ｍｇ１錠 アルプラゾラム錠 ソラナックス０．４ｍｇ錠

1179 ○ クロチアゼパム錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠 リーゼ錠５ｍｇ

1339 ○ セファドール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩錠

2492 ヒューマログ注ミリオペン ３００単位１キット インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）キット

2492 ヒューマログミックス５０注ミリオペン ３００単位１キット インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）キット

2454 デカドロン錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 デキサメタゾン錠

6139 チエナム点滴静注用０．５ｇ ５００ｍｇ１瓶 イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム注射用

6250 ストックリン錠６００ｍｇ ６００ｍｇ１錠 エファビレンツ錠

★院外採用薬

〇院外一般名処方 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部
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3319 ソルデム１輸液 ５００ｍＬ１袋 開始液

3319 ソルデム１輸液 ２００ｍＬ１袋 開始液

2649 ○ ★ モーラステープＬ４０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェン貼付剤

3253 アミニック輸液 ２００ｍＬ１袋 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤注射液

4490 ○ ★ タリオン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ベポタスチンベシル酸塩錠

3319 ソルデム３Ａ輸液 ２００ｍＬ１袋 維持液

3319 ソルデム３ＡＧ輸液 ５００ｍＬ１袋 維持液

3319 ソルデム３Ａ輸液 ５００ｍＬ１袋 維持液

2482 プラノバール配合錠 １錠 ノルゲストレル・エチニルエストラジオール錠

1319 ビスコート０．５眼粘弾剤 ０．５ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム液 該当する先発品なし

4291 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「ＮＫ」 ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液 パラプラチン注射液４５０ｍｇ

1329 コールタイジン点鼻液 １ｍＬ 塩酸テトラヒドロゾリン・プレドニゾロン液

3253 テルフィス点滴静注 ５００ｍＬ１袋 肝不全用アミノ酸製剤注射液 アミノレバン点滴静注

3319 ビカーボン輸液 ５００ｍＬ１袋 重炭酸リンゲル液

2171 ○ ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「タイヨー」 ４０ｍｇ１錠 ベラパミル塩酸塩錠 ワソラン錠４０ｍｇ

3319 ＫＮ２号輸液 ５００ｍＬ１袋 脱水補給液

3253 キドミン輸液 ２００ｍＬ１袋 腎不全用アミノ酸製剤注射液

2359 ○ ★ テレミンソフト坐薬２ｍｇ ２ｍｇ１個 ビサコジル坐剤

1141 ポンタールシロップ３．２５％ ３．２５％１ｍＬ メフェナム酸シロップ

2529 ★ フラジール腟錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 メトロニダゾール腟錠

2646 ★ トプシムローション０．０５％ ０．０５％１ｇ フルオシノニド液

7990 ミオテクター冠血管注 １瓶１管１組 塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤注射液

4222 メソトレキセート点滴静注液２００ｍｇ ２００ｍｇ８ｍＬ１瓶 メトトレキサート注射液

2452 フロリネフ錠０．１ｍｇ ０．１ｍｇ１錠 フルドロコルチゾン酢酸エステル錠

2329 ○ ★ ウルグートカプセル２００ｍｇ ２００ｍｇ１カプセル ベネキサート塩酸塩　ベータデクスカプセル

6132 セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「オーツカ」 １ｇ１キット（生理食塩液１００ｍＬ付） セファゾリンナトリウム水和物キット セファメジンα点滴用キット１ｇ

6419 フラジール内服錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 メトロニダゾール錠

4490 ○ エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 １０ｍｇ１錠 エバスチン口腔内崩壊錠 エバステルＯＤ錠１０ｍｇ

7290 トレーランＧ液５０ｇ １５０ｍＬ１瓶 デンプン部分加水分解物液

2649 ○ ★ インサイドパップ７０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 インドメタシン貼付剤

7290 トレーランＧ液７５ｇ ２２５ｍＬ１瓶 デンプン部分加水分解物液

2171 ○ ★ ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ１錠 ニフェジピン徐放錠 アダラートＬ錠２０ｍｇ

4490 ○ トラニラストカプセル１００ｍｇ「タイヨー」 １００ｍｇ１カプセル トラニラストカプセル リザベンカプセル１００ｍｇ

3929 メイロン静注７％ ７％２５０ｍＬ１袋 炭酸水素ナトリウム注射液

3929 メイロン静注７％ ７％２０ｍＬ１管 炭酸水素ナトリウム注射液

7290 ソナゾイド注射用１６μＬ １瓶（溶解液付） ペルフルブタン注射用

1149 ○ ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム水和物錠 ロキソニン錠６０ｍｇ

7224 ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ ２５ｍｇ１瓶（溶解液付） インドシアニングリーン注射用

★院外採用薬
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1244 硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ ０．５モル２０ｍＬ１管 硫酸マグネシウム水和物注射液

2456 ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ １２５ｍｇ１瓶（溶解液付） メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用

2456 ソル・メドロール静注用４０ｍｇ ４０ｍｇ１瓶（溶解液付） メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用

2456 ソル・メドロール静注用１０００ｍｇ １ｇ１瓶（溶解液付） メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用

2452 ソル・コーテフ静注用２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１瓶（溶解液付） ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注射用

2452 ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ １００ｍｇ１瓶（溶解液付） ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注射用

2452 コートリル錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ヒドロコルチゾン錠

2646 ★ エクラープラスター２０μｇ／ｃｍ２ （１．５ｍｇ）７．５ｃｍ×１０ｃｍ デプロドンプロピオン酸エステル貼付剤

2456 ソル・メドロール静注用５００ｍｇ ５００ｍｇ１瓶（溶解液付） メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用

1319 ビーエスエスプラス５００眼灌流液０．０１８４％ ０．４６％２０ｍＬ１瓶（希釈液付） オキシグルタチオン液

2646 ○ メサデルムローション０．１％ ０．１％１ｇ デキサメタゾンプロピオン酸エステル液

2642 ○ レスタミンコーワクリーム１％ １％１０ｇ ジフェンヒドラミンクリーム

2319 ○ ロペラミド塩酸塩細粒小児用０．０５％「タイヨー」 ０．０５％１ｇ ロペラミド塩酸塩細粒 ロペミン小児用細粒０．０５％

2646 ○ メサデルム軟膏０．１％ ０．１％１ｇ デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏

4291 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＮＫ」 １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液 パラプラチン注射液１５０ｍｇ

4291 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」 ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液 パラプラチン注射液５０ｍｇ

3299 イントラリポス輸液２０％ ２０％１００ｍＬ１袋 ダイズ油注射液

3311 大塚生食注２ポート１００ｍＬ １００ｍＬ１キット 生理食塩液キット 該当する先発品なし

3299 イントラリポス輸液２０％ ２０％２５０ｍＬ１袋 ダイズ油注射液

3259 ビーフリード輸液 １Ｌ１キット アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット

3259 ビーフリード輸液 ５００ｍＬ１キット アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット

1319 フラビタン眼軟膏０．１％ ０．１％１ｇ フラビンアデニンジヌクレオチド軟膏

8219 ○ ★ デュロテップＭＴパッチ８．４ｍｇ ８．４ｍｇ１枚 フェンタニル貼付剤

2619 ○ ハイポエタノール液２％「ヨシダ」 １０ｍＬ チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール液 該当する先発品なし

8219 ○ ★ デュロテップＭＴパッチ４．２ｍｇ ４．２ｍｇ１枚 フェンタニル貼付剤

8219 ○ ★ デュロテップＭＴパッチ２．１ｍｇ ２．１ｍｇ１枚 フェンタニル貼付剤

6290 フロリードゲル経口用２％ ２％１ｇ ミコナゾールゲル

3160 ○ メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「トーワ」 １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル グラケーカプセル１５ｍｇ

2171 ○ アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠 アムロジンＯＤ錠５ｍｇ

1232 オビソート注射用０．１ｇ １００ｍｇ１管（溶解液付） 注射用アセチルコリン塩化物

2171 ○ アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠 アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ

2590 ○ ★ エビプロスタット配合錠ＤＢ １錠 オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤腸溶錠

3399 ○ イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「サワイ」 ９００ｍｇ１包 イコサペント酸エチルカプセル エパデールＳ９００

3399 ○ イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ「サワイ」 ６００ｍｇ１包 イコサペント酸エチルカプセル エパデールＳ６００

1179 ○ ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」 １５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠 トレドミン錠１５ｍｇ

1179 ○ ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「サワイ」 ２５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠 トレドミン錠２５ｍｇ

2399 ○ イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠 ガナトン錠５０ｍｇ

1214 キシロカイン注ポリアンプ２％ ２％１０ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩水和物注射液

★院外採用薬

〇院外一般名処方 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部
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薬効分類 仮採用薬 一般名処方 院外採用 商品名 規格単位 一般名 先発品名

2359 カルメロースナトリウム原末「マルイシ」 １ｇ カルメロースナトリウム

2699 アクトシン軟膏３％ ３％１ｇ ブクラデシンナトリウム軟膏

2451 ノルアドリナリン注１ｍｇ ０．１％１ｍＬ１管 ノルアドレナリン注射液

6223 ピラマイド原末 １ｇ ピラジナミド

2343 アドソルビン原末 １０ｇ 天然ケイ酸アルミニウム

2679 ○ ★ フロジン外用液５％ ５％１ｍＬ カルプロニウム塩化物液 該当する先発品なし

2649 トパルジック軟膏１％ １％１ｇ スプロフェン軟膏

1174 アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ ２５ｍｇ１管 クロミプラミン塩酸塩注射液

6250 ○ ★ ファムビル錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠

2319 ○ ロペラミド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 １ｍｇ１錠 ロペラミド塩酸塩錠 ロペミンカプセル１ｍｇ

2129 タンボコール静注５０ｍｇ ５０ｍｇ５ｍＬ１管 フレカイニド酢酸塩注射液

3919 ネオファーゲン静注２０ｍＬ ２０ｍＬ１管 グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤注射液 強力ネオミノファーゲンシー静注２０ｍＬ

3959 クリアクター静注用８０万 ８０万国際単位１瓶 モンテプラーゼ（遺伝子組換え）注射用

4291 〇 オダイン錠１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠 フルタミド錠

2129 ○ ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「タナベ」 ５０ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩水和物カプセル サンリズムカプセル５０ｍｇ

2121 アミサリン注１００ｍｇ １０％１ｍＬ１管 プロカインアミド塩酸塩注射液

2413 ＨＭＧ注射用７５ＩＵ「フェリング」 ７５単位１瓶（溶解液付） 下垂体性性腺刺激ホルモン注射用 該当する先発品なし

3311 仮採用薬 大塚生食注２ポート５０ｍＬ ５０ｍＬ１キット 生理食塩液キット 該当する先発品なし

7212 バリブライトＬＶ ９９．５％１０ｇ 硫酸バリウム散

4235 エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射用 ファルモルビシン注射用５０ｍｇ

4235 エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射用 ファルモルビシン注射用１０ｍｇ

1149 ノイロトロピン錠４単位 ４単位１錠 ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液

8114 モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末 １ｇ モルヒネ塩酸塩水和物

3410 サブパック血液ろ過用補充液－Ｂｉ ２０２０ｍＬ１キット 人工透析液キット 該当する先発品なし

1329 ○ ★ ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用 ５ｍｇ１０ｇ１瓶 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物液

2699 ○ ディフェリンゲル０．１％ ０．１％１ｇ アダパレンゲル

3999 グラセプターカプセル０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１カプセル タクロリムス水和物徐放カプセル

3999 グラセプターカプセル１ｍｇ １ｍｇ１カプセル タクロリムス水和物徐放カプセル

3999 グラセプターカプセル５ｍｇ ５ｍｇ１カプセル タクロリムス水和物徐放カプセル

4291 アービタックス注射液１００ｍｇ １００ｍｇ２０ｍＬ１瓶 セツキシマブ（遺伝子組換え）注射液

2414 ピトレシン注射液２０ ２０単位１管 バソプレシン注射液

1179 ○ ★ トレドミン錠１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１錠 ミルナシプラン塩酸塩錠

2119 ○ ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 １．２５ｍｇ１錠 ピモベンダン錠 アカルディカプセル１．２５

3311 生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ １０ｍＬ１筒 生理食塩液キット 生食注シリンジ「タイヨー」１０ｍＬ

3311 生食注シリンジ「オーツカ」２０ｍＬ ２０ｍＬ１筒 生理食塩液キット 生食注シリンジ「タイヨー」２０ｍＬ

1139 ラミクタール錠小児用２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ラモトリギン錠

1139 ★ ラミクタール錠小児用５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ラモトリギン錠

1139 ラミクタール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ラモトリギン錠

★院外採用薬

〇院外一般名処方 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部
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1139 ラミクタール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 ラモトリギン錠

1139 ノーベルバール静注用２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１瓶 フェノバルビタールナトリウム静注用

1319 ★ タプロス点眼液０．００１５％ ０．００１５％１ｍＬ タフルプロスト液

1147 ○ ジクロフェナクナトリウムＳＲカプセル３７．５ｍｇ「オーハラ」 ３７．５ｍｇ１カプセル ジクロフェナクナトリウム徐放カプセル ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ

1164 ドパストン静注５０ｍｇ ０．２５％２０ｍＬ１管 レボドパ注射液

1239 メスチノン錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 ピリドスチグミン臭化物錠

1319 ガチフロ点眼液０．３％ ０．３％１ｍＬ ガチフロキサシン水和物液

1325 ★ ホスミシンＳ耳科用３％ ３０ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液として） ホスホマイシンナトリウム液

1329 ○ ケトチフェンネーザル０．０５％「ＴＹＫ」 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 ケトチフェンフマル酸塩液 ザジテン点鼻液０．０５％

2119 プロタノールＬ注０．２ｍｇ ０．０２％１ｍＬ１管 ｌ－イソプレナリン塩酸塩注射液

2254 ベネトリン吸入液０．５％ ０．５％１ｍＬ サルブタモール硫酸塩吸入剤

2254 サルタノールインヘラー１００μｇ ０．１６％１３．５ｍＬ１瓶 サルブタモール硫酸塩吸入剤

2412 ヒューマトロープ注射用６ｍｇ ６ｍｇ１筒（溶解液付） ソマトロピン（遺伝子組換え）注射用

2454 ○ ★ ステロネマ注腸３ｍｇ ３．９５ｍｇ１個 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム注腸剤 該当する先発品なし

2478 ○ ★ ヒスロンＨ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠

2478 デュファストン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ジドロゲステロン錠

2492 ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ １００単位１ｍＬバイアル インスリン　ヒト（遺伝子組換え）注射液

2492 ヒューマログ注１００単位／ｍＬ １００単位１ｍＬバイアル インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）注射液

2492 レベミル注フレックスペン ３００単位１キット インスリン　デテミル（遺伝子組換え）キット

2499 プレグランディン腟坐剤１ｍｇ １ｍｇ１個 ゲメプロスト腟坐剤

2633 ゲーベンクリーム１％ １％１ｇ スルファジアジン銀クリーム

2646 ○ ロコイド軟膏０．１％ ０．１％１ｇ ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟膏

2646 ロコイドクリーム０．１％ ０．１％１ｇ ヒドロコルチゾン酪酸エステルクリーム

2646 ○ アンテベート軟膏０．０５％ ０．０５％１ｇ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏

2646 ○ アンテベートクリーム０．０５％ ０．０５％１ｇ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム

2655 ○ ★ アスタット軟膏１％ １％１ｇ ラノコナゾール軟膏

2790 ネオステリングリーンうがい液０．２％ １ｍＬ ベンゼトニウム塩化物液

3339 ○ ★ ヒルドイドクリーム０．３％ １ｇ ヘパリン類似物質クリーム

3339 ○ ヒルドイドローション０．３％ １ｇ ヘパリン類似物質液

4221 ロイケリン散１０％ １０％１ｇ メルカプトプリン水和物散

4235 イダマイシン静注用５ｍｇ ５ｍｇ１瓶 イダルビシン塩酸塩注射用

4490 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アカマツ花粉１：１００００ ２ｍＬ１瓶 アレルゲンエキス注射液

4490 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ１：１０００ ２ｍＬ１瓶 アレルゲンエキス注射液

4490 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉１：１０００ ２ｍＬ１瓶 アレルゲンエキス注射液

4490 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉１：１００００ ２ｍＬ１瓶 アレルゲンエキス注射液

6112 クリンダマイシン注射液６００ｍｇ「タイヨー」 ６００ｍｇ１管 クリンダマイシンリン酸エステル注射液

6123 カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 ２５０ｍｇ１カプセル カナマイシン一硫酸塩カプセル

6123 カナマイシンシロップ５％「明治」 ５０ｍｇ１ｍＬ カナマイシン一硫酸塩シロップ

★院外採用薬
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6219 ○ サラゾピリン錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン錠

6219 ★ サラゾピリン坐剤５００ｍｇ ５００ｍｇ１個 サラゾスルファピリジン坐剤

6343 献血アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ「ベネシス」 ２５％５０ｍＬ１瓶 人血清アルブミン注射液

6399 シムレクト静注用２０ｍｇ ２０ｍｇ１瓶（溶解液付） バシリキシマブ（遺伝子組換え）注射用

6311 アクトヒブ 乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチン（破傷風トキソイド結合体）

2432 チウラジール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 プロピルチオウラシル錠

1243 パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」 ４％１ｍＬ１管 パパベリン塩酸塩注射液

8114 モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「シオノギ」 １％５ｍＬ１管 モルヒネ塩酸塩水和物注射液

4291 スプリセル錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 ダサチニブ水和物錠

4291 スプリセル錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ダサチニブ水和物錠

2329 ★ マーズレン配合錠１．０ＥＳ １錠 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・Ｌ－グルタミン錠

2149 ○ ★ エカード配合錠ＨＤ １錠 カンデサルタン　シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤錠

1179 ★ エビリファイ内用液０．１％ ０．１％１ｍＬ アリピプラゾール液

2149 ○ ★ ニューロタン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠

2413 ★ ゴナールエフ皮下注ペン４５０ ４５０国際単位０．７５ｍＬ１筒 ホリトロピン　アルファ（遺伝子組換え）キット

2413 ★ ゴナールエフ皮下注ペン９００ ９００国際単位１．５ｍＬ１筒 ホリトロピン　アルファ（遺伝子組換え）キット

2129 ベラパミル塩酸塩静注５ｍｇ「タイヨー」 ０．２５％２ｍＬ１管 ベラパミル塩酸塩注射液 ワソラン静注５ｍｇ

2399 ○ ドンペリドン錠１０ｍｇ「タイヨー」 １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠 ナウゼリン錠１０

3420 エクストラニール腹膜透析液 ２Ｌ１袋 腹膜透析液

6343 アルブミナー５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ ５％２５０ｍＬ１瓶 人血清アルブミン注射液

6343 アルブミナー２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ ２５％５０ｍＬ１瓶 人血清アルブミン注射液

6343 ベリナートＰ静注用５００ ５００国際単位１瓶（溶解液付） 乾燥濃縮人Ｃ１－インアクチベーター注射用

6343 フィブロガミンＰ静注用 ２４０国際単位１瓶（溶解液付） ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ＸＩＩＩ因子注射用

7219 オムニパーク３００注シリンジ１５０ｍＬ ６４．７１％１５０ｍＬ１筒 イオヘキソールキット

8114 モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「第一三共」 １％１ｍＬ１管 モルヒネ塩酸塩水和物注射液

2190 ○ 沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」 ５００ｍｇ１錠 沈降炭酸カルシウム錠 カルタン錠５００

6313 ジェービックＶ 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

1179 ○ リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「サワイ」 １ｍｇ１錠 リスペリドン口腔内崩壊錠 リスパダールＯＤ錠１ｍｇ

1179 ○ リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「サワイ」 ２ｍｇ１錠 リスペリドン口腔内崩壊錠 リスパダールＯＤ錠２ｍｇ

2132 ○ トリクロルメチアジド錠１ｍｇ「ＮＰ」 １ｍｇ１錠 トリクロルメチアジド錠 フルイトラン錠１ｍｇ

2149 ○ シルニジピン錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 シルニジピン錠 アテレック錠５

2190 アルプロスタジル注５μｇ「サワイ」 ５μｇ１ｍＬ１管 アルプロスタジル注射液 リプル注５μｇ

2190 アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「サワイ」 １０μｇ２ｍＬ１筒 アルプロスタジルキット パルクス注ディスポ１０μｇ

2329 ○ レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 １００ｍｇ１錠 レバミピド錠 ムコスタ錠１００ｍｇ

2329 ○ ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 １５ｍｇ１錠 ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊錠 タケプロンＯＤ錠１５

2329 ○ ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「トーワ」 ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊錠 タケプロンＯＤ錠３０

6132 ○ セフジニル細粒１０％小児用「ＴＹＫ」 １００ｍｇ１ｇ セフジニル細粒 セフゾン細粒小児用１０％

6132 ○ セフジニルカプセル１００ｍｇ「ＴＹＫ」 １００ｍｇ１カプセル セフジニルカプセル

★院外採用薬
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薬効分類 仮採用薬 一般名処方 院外採用 商品名 規格単位 一般名 先発品名

6241 シプロフロキサシン点滴静注液２００ｍｇ「ＮＰ」 ２００ｍｇ１００ｍＬ１袋 シプロフロキサシン注射液 シプロキサン注２００ｍｇ

4291 ★ タイケルブ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 ラパチニブトシル酸塩水和物錠

1329 アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用 ３ｍｇ６ｇ１キット フルチカゾンフランカルボン酸エステル液

1179 ○ ★ ストラテラカプセル１０ｍｇ １０ｍｇ１カプセル アトモキセチン塩酸塩カプセル

1179 ○ ★ ストラテラカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル アトモキセチン塩酸塩カプセル

2492 アピドラ注ソロスター ３００単位１キット インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）キット

6139 ★ オラペネム小児用細粒１０％ １００ｍｇ１ｇ テビペネム　ピボキシル細粒

8115 コデインリン酸塩錠２０ｍｇ「タケダ」 ２０ｍｇ１錠 コデインリン酸塩水和物錠

2149 ★ ラジレス錠１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠 アリスキレンフマル酸塩錠

1319 ○ ★ ルミガン点眼液０．０３％ ０．０３％１ｍＬ ビマトプロスト液

2190 ○ ★ カデュエット配合錠３番 １錠 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錠

2190 ○ ★ カデュエット配合錠４番 １錠 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錠

2492 ノボラピッド注イノレット ３００単位１キット インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）キット

3334 ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍＬシリンジ「モチダ」 ５０００単位０．２ｍＬ１筒 ヘパリンカルシウムキット 該当する先発品なし

1149 ○ イブプロフェン錠１００ｍｇ「タイヨー」 １００ｍｇ１錠 イブプロフェン錠 ブルフェン錠１００

1149 ＳＧ配合顆粒 １ｇ ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤顆粒

1169 マドパー配合錠 １錠 レボドパ・ベンセラジド塩酸塩錠

1180 ○ トーワチーム配合顆粒 １ｇ 非ピリン系感冒剤顆粒 ＰＬ配合顆粒

1229 ボトックス注用５０単位 ５０単位１瓶 Ａ型ボツリヌス毒素注射用

1229 ボトックス注用１００単位 １００単位１瓶 Ａ型ボツリヌス毒素注射用

1312 ○ サンピロ点眼液１％ １％５ｍＬ１瓶 ピロカルピン塩酸塩液

1312 ○ サンピロ点眼液２％ ２％５ｍＬ１瓶 ピロカルピン塩酸塩液

1317 ピマリシン点眼液５％「センジュ」 ５０ｍｇ１ｍＬ ピマリシン液

1319 アダプチノール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ヘレニエン錠

2129 シベノール静注７０ｍｇ ７０ｍｇ５ｍＬ１管 シベンゾリンコハク酸塩注射液

2219 サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ １２０ｍｇ１瓶 肺サーファクタント吸入剤

2259 ○ ★ スピロペント錠１０μｇ １０μｇ１錠 クレンブテロール塩酸塩錠

2290 フルタイド５０μｇエアゾール１２０吸入用 ８．８３ｍｇ１０．６ｇ１瓶 フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤

2290 ★ アドエア１００ディスカス６０吸入用 ６０ブリスター１キット 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吸入剤

2290 ★ アドエア２５０ディスカス６０吸入用 ６０ブリスター１キット 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吸入剤

2290 ★ アドエア５００ディスカス６０吸入用 ６０ブリスター１キット 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吸入剤

2316 ○ ビオフェルミンＲ散 １ｇ 耐性乳酸菌製剤散 該当する先発品なし

2316 ビオフェルミン配合散 １ｇ ラクトミン散

2319 ○ フェロベリン配合錠 １錠 ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス錠

2329 ○ スクラルファート内用液１０％「タイヨー」 １０％１ｍＬ スクラルファート水和物液 アルサルミン内用液１０％

2329 ○ ★ コランチル配合顆粒 １ｇ ジサイクロミン塩酸塩・水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム顆粒

2329 アルロイドＧ内用液５％ １０ｍＬ アルギン酸ナトリウム液

2329 ○ ★ マーズレンＳ配合顆粒 １ｇ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・Ｌ－グルタミン顆粒

★院外採用薬
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2339 ○ エクセラーゼ配合錠 １錠 サナクターゼ配合剤腸溶錠 該当する先発品なし

2339 ベリチーム配合顆粒 １ｇ 膵臓性消化酵素配合剤顆粒

2349 ○ マックメット懸濁用配合ＤＳ １ｇ 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウムシロップ用 マーロックス懸濁用配合顆粒

2359 ○ ラキソベロン内用液０．７５％ ０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム水和物液

2359 ○ アローゼン顆粒 １ｇ センナ・センナ実顆粒

2399 ○ ★ ペンタサ錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 メサラジン徐放錠

2399 ○ ガスモチン散１％ １％１ｇ モサプリドクエン酸塩水和物散

2399 アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ ２５μｇ１錠 トリアムシノロンアセトニド貼付剤

2399 ○ ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 ０．２５ｍｇ１錠 デカリニウム塩化物トローチ 該当する先発品なし

2399 サリベートエアゾール ５０ｇ１個 リン酸二カリウム・無機塩類配合剤噴霧剤

2413 ゴナトロピン注用５０００単位 ５０００単位１管 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

2451 ボスミン注１ｍｇ ０．１％１ｍＬ１管 アドレナリン注射液

2451 アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 ０．１％１ｍＬ１筒 アドレナリンキット 該当する先発品なし

2451 ボスミン外用液０．１％ ０．１％１ｍＬ アドレナリン液

2454 デキサート注射液１．６５ｍｇ １．６５ｍｇ０．５ｍＬ１管 デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液 デカドロン注射液１．６５ｍｇ

2454 デキサート注射液３．３ｍｇ ３．３ｍｇ１ｍＬ１管 デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液 デカドロン注射液３．３ｍｇ

2454 デキサート注射液６．６ｍｇ ６．６ｍｇ２ｍＬ１瓶 デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液 デカドロン注射液６．６ｍｇ

2459 ○ ベタセレミン配合錠 １錠 ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 セレスタミン配合錠

2461 エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ １２５ｍｇ１ｍＬ１管 テストステロンエナント酸エステル注射液

2478 ○ ★ プロベラ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠

2519 ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％ ３％３Ｌ１袋 Ｄ－ソルビトール液

2521 ○ ★ クロマイ腟錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 クロラムフェニコール腟錠

2616 オスバン消毒液１０％ １０％１０ｍＬ ベンザルコニウム塩化物液

2634 ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ （１０．８ｍｇ）１０ｃｍ×１０ｃｍ１枚 フラジオマイシン硫酸塩貼付剤

2634 ソフラチュール貼付剤３０ｃｍ （３２．４ｍｇ）１０ｃｍ×３０ｃｍ１枚 フラジオマイシン硫酸塩貼付剤

2646 ○ ★ ネリゾナ軟膏０．１％ ０．１％１ｇ ジフルコルトロン吉草酸エステル軟膏

2646 ○ リドメックスコーワ軟膏０．３％ ０．３％１ｇ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏

2646 ○ ★ リドメックスコーワクリーム０．３％ ０．３％１ｇ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム

2646 ○ リドメックスコーワローション０．３％ ０．３％１ｇ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル液

2646 ○ ★ ダイアコート軟膏０．０５％ ０．０５％１ｇ ジフロラゾン酢酸エステル軟膏

2646 ○ マイザー軟膏０．０５％ ０．０５％１ｇ ジフルプレドナート軟膏

2649 ○ ケトプロフェンパップ３０ｍｇ「日医工」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェン貼付剤 モーラスパップ３０ｍｇ

2649 フルルバンパップ４０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フルルビプロフェン貼付剤

2691 ★ ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ ０．００５％１ｇ カルシポトリオール軟膏

3160 ケイツーＮ静注１０ｍｇ １０ｍｇ１管 メナテトレノン注射液

3179 ○ シナール配合顆粒 １ｇ アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム顆粒

3179 シナール配合錠 １錠 アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム錠

3221 ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１丸 ヨウ化カリウム丸

★院外採用薬
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3222 フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ １錠 乾燥硫酸鉄徐放錠

3229 ソリタ－Ｔ配合顆粒３号 ４ｇ１包 ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤顆粒

3253 リーバクト配合顆粒 ４．１５ｇ１包 イソロイシン・ロイシン・バリン顆粒

3259 エレンタール配合内用剤 １０ｇ 経腸成分栄養剤散

3259 エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤 １０ｇ 経腸成分栄養剤散

3259 アミノレバンＥＮ配合散 １０ｇ 肝不全用成分栄養剤散

3259 ★ ヘパンＥＤ配合内用剤 １０ｇ 肝不全用成分栄養剤散

3319 サリンヘス輸液６％ ６％５００ｍＬ１袋 ヒドロキシエチルデンプン７００００注射液 該当する先発品なし

3319 フィジオ３５輸液 ５００ｍＬ１袋 維持液（ブドウ糖加）

3319 フィジオ１４０輸液 ５００ｍＬ１袋 酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）

3319 アセテート維持液３Ｇ「ＨＫ」 ５００ｍＬ１袋 酢酸維持液（ブドウ糖加） ヴィーン３Ｇ輸液５００ｍＬ

3326 アルト原末 １ｇ１管 アルギン酸ナトリウムパウダー

3334 ローヘパ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ ４０００低分子ヘパリン単位２０ｍＬ１筒 パルナパリンナトリウムキット

3339 オルガラン静注１２５０単位 １２５０抗第Ｘａ因子活性単位１ｍＬ１管 ダナパロイドナトリウム注射液

3399 ○ パナルジン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 チクロピジン塩酸塩錠

3399 アルスロマチック関節手術用灌流液 ３Ｌ１袋 乳酸リンゲル液

3420 ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 ２Ｌ１袋 腹膜透析液

3420 ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ付） 腹膜透析液

3919 グリチロン配合錠 １錠 グリチルリチン・グリシン・ＤＬ－メチオニン配合剤錠

3932 ★ シアナマイド内用液１％「タナベ」 １％１ｍＬ シアナミド液

3949 ○ ★ ウラリット－Ｕ配合散 １ｇ クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物散

3949 ○ ウラリット配合錠 １錠 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物錠

3959 ブロメライン軟膏５万単位／ｇ＊（ジェイドルフ） ５００００単位１ｇ ブロメライン軟膏

3999 ネオーラル内用液１０％ １０％１ｍＬ シクロスポリン液

4229 ★ ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００ １００ｍｇ１包（テガフール相当量） テガフール・ウラシル腸溶顆粒

4229 ★ ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ２００ ２００ｍｇ１包（テガフール相当量） テガフール・ウラシル腸溶顆粒

4229 ユーエフティ配合カプセルＴ１００ １００ｍｇ１カプセル（テガフール相当量） テガフール・ウラシルカプセル

4413 ○ ★ ゼスラン錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 メキタジン錠

4490 診断用アレルゲン皮内エキス治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト１：１０００ ２ｍＬ１瓶 アレルゲンエキス注射液

4490 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト１：１０ ２ｍＬ１瓶 アレルゲンエキス注射液

4490 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト１：１００ ２ｍＬ１瓶 アレルゲンエキス注射液

4490 治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉２００ＪＡＵ／ｍＬ ２ｍＬ１瓶 標準化スギ花粉エキス注射液

4490 治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉２０００ＪＡＵ／ｍＬ ２ｍＬ１瓶 標準化スギ花粉エキス注射液

6131 ビクシリン注射用０．２５ｇ ２５０ｍｇ１瓶 アンピシリンナトリウム注射用

6131 ビクシリン注射用１ｇ １ｇ１瓶 アンピシリンナトリウム注射用

6139 オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ （３７５ｍｇ）１錠 アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム錠

6149 ○ ジスロマック細粒小児用１０％ １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン水和物細粒

6290 ○ バクトラミン配合顆粒 １ｇ スルファメトキサゾール・トリメトプリム顆粒

★院外採用薬
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6290 ○ バクトラミン配合錠 １錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠

6343 ヘブスブリン筋注用２００単位 ２００単位１ｍＬ１瓶（溶解液付） 乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン

6343 テタノブリンＩＨ静注２５０単位 ２５０国際単位１瓶 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

6343 テタノブリンＩＨ静注１５００単位 １５００国際単位１瓶 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

6343 ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位 １０００単位５ｍＬ１瓶 ポリエチレングリコール処理抗ＨＢｓ人免疫グロブリン

6419 ベナンバックス注用３００ｍｇ ３００ｍｇ１瓶 ペンタミジンイセチオン酸塩注射用

7219 オプチレイ３２０注シリンジ１００ｍＬ ６７．８％１００ｍＬ１筒 イオベルソールキット

7219 イオメロン４００注５０ｍＬ ８１．６５％５０ｍＬ１瓶 イオメプロール注射液

7219 イオメロン３５０注シリンジ１３５ｍＬ ７１．４４％１３５ｍＬ１筒 イオメプロールキット

7223 ヒトＣＲＨ静注用１００μｇ「タナベ」 １００μｇ１瓶（溶解液付） コルチコレリン（ヒト）注射用

7229 グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ １ｍｇ１瓶（溶解液付） グルカゴン（遺伝子組換え）注射用

7290 診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」アジ１：１０００ ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲンエキス注射液

7290 診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」イカ１：１０００ ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲンエキス注射液

7290 診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」イワシ１：１０００ ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲンエキス注射液

7290 診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」エビ１：１０００ ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲンエキス注射液

7290 診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」カツオ１：１０００ ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲンエキス注射液

7290 診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」カニ１：１０００ ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲンエキス注射液

7290 診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」小麦粉１：１０００ ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲンエキス注射液

7290 診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」米１：１０００ ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲンエキス注射液

7290 診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」サバ１：１０００ ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲンエキス注射液

7290 診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」ソバ粉１：１０００ ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲンエキス注射液

7290 診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」マグロ１：１０００ ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲンエキス注射液

7290 プロハンス静注シリンジ１３ｍＬ １３ｍＬ１筒 ガドテリドールキット

7990 ニフレック配合内用剤 １袋 ナトリウム・カリウム配合剤散

7990 ビジクリア配合錠 １錠 リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム錠

6343 コンファクトＦ注射用５００ ５００単位１瓶（溶解液付） 乾燥濃縮人血液凝固第ＶＩＩＩ因子

7290 アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」 グリセリン　塩化ナトリウム

2549 ★ アンジュ２８錠 エチニルエストラジオール　レボノルゲストレル

8114 モルヒネ塩酸塩注射液２００ｍｇ「タケダ」 ４％５ｍＬ１管 モルヒネ塩酸塩水和物注射液

8211 ペチジン塩酸塩注射液３５ｍｇ「タケダ」 ３．５％１ｍＬ１管 ペチジン塩酸塩注射液

6343 献血ベニロン－Ｉ静注用５００ｍｇ ５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶（溶解液付） 乾燥スルホ化人免疫グロブリン注射用

6343 献血ベニロン－Ｉ静注用２５００ｍｇ ２．５ｇ５０ｍＬ１瓶（溶解液付） 乾燥スルホ化人免疫グロブリン注射用

6343 献血ベニロン－Ｉ静注用５０００ｍｇ ５ｇ１００ｍＬ１瓶（溶解液付） 乾燥スルホ化人免疫グロブリン注射用

1147 ○ ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「ＪＧ」 ２５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム坐剤 ボルタレンサポ２５ｍｇ

1147 ○ ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 ５０ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム坐剤 ボルタレンサポ５０ｍｇ

1169 ○ トリヘキシフェニジル塩酸塩錠２ｍｇ「タイヨー」 ２ｍｇ１錠 トリヘキシフェニジル塩酸塩錠

1319 ○ トラニラスト点眼液０．５％「サワイ」 ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 トラニラスト液 リザベン点眼液０．５％

2634 ○ クリンダマイシンゲル１％「タイヨー」 １％１ｇ クリンダマイシンリン酸エステルゲル ダラシンＴゲル１％

★院外採用薬
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3399 ○ サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠 アンプラーグ錠１００ｍｇ

4240 ロゼウス静注液１０ｍｇ １０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ビノレルビン酒石酸塩注射液 ナベルビン注１０

4240 ロゼウス静注液４０ｍｇ ４０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ビノレルビン酒石酸塩注射液 ナベルビン注４０

6132 ○ セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用１０％「トーワ」 １００ｍｇ１ｇ セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物細粒 フロモックス小児用細粒１００ｍｇ

6139 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」 ５００ｍｇ１瓶 メロペネム水和物注射用 メロペン点滴用バイアル０．５ｇ

2399 〇 アサコール錠４００ｍｇ ４００ｍｇ１錠 メサラジン腸溶錠

3969 ジャヌビア錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 シタグリプチンリン酸塩水和物錠

3969 ★ ジャヌビア錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 シタグリプチンリン酸塩水和物錠

6343 ベネフィクス静注用１０００ １０００国際単位１瓶（溶解液付） ノナコグアルファ（遺伝子組換え）注射用

2149 ★ レザルタス配合錠ＬＤ １錠 オルメサルタン　メドキソミル・アゼルニジピン配合剤錠

2149 ★ レザルタス配合錠ＨＤ １錠 オルメサルタン　メドキソミル・アゼルニジピン配合剤錠

2357 グリセリン「ヨシダ」 １０ｍＬ グリセリン

3929 ブリディオン静注２００ｍｇ ２００ｍｇ２ｍＬ１瓶 スガマデクスナトリウム注射液

3941 コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 ０．５ｍｇ１錠 コルヒチン錠

8113 アヘンチンキ「第一三共」 １０％１ｍＬ アヘンチンキ

2619 マイクロシールドスクラブ液４％ クロルヘキシジングルコン酸塩

3969 エクア錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ビルダグリプチン錠

4291 アフィニトール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 エベロリムス錠

1319 ○ ★ ザラカム配合点眼液 １ｍＬ ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩液

2391 アロキシ静注０．７５ｍｇ ０．７５ｍｇ５ｍＬ１瓶 パロノセトロン塩酸塩注射液

1179 ○ ★ サインバルタカプセル３０ｍｇ ３０ｍｇ１カプセル デュロキセチン塩酸塩カプセル

1179 ○ ★ ロナセン錠８ｍｇ ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠

2259 スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 １５０μｇ１キット チオトロピウム臭化物水和物吸入剤

2399 ○ メサラジン錠２５０ｍｇ「ケミファ」 ２５０ｍｇ１錠 メサラジン徐放錠 ペンタサ錠２５０ｍｇ

1190 ロゼレム錠８ｍｇ ８ｍｇ１錠 ラメルテオン錠

4291 ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 パニツムマブ（遺伝子組換え）注射液

3969 ★ ネシーナ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 アログリプチン安息香酸塩錠

3969 ★ ネシーナ錠１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１錠 アログリプチン安息香酸塩錠

3969 ★ ネシーナ錠６．２５ｍｇ ６．２５ｍｇ１錠 アログリプチン安息香酸塩錠

2149 ○ ★ ユニシア配合錠ＬＤ １錠 カンデサルタン　シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤錠

2149 ○ ★ ユニシア配合錠ＨＤ １錠 カンデサルタン　シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤錠

1319 ○ ★ コソプト配合点眼液 １ｍＬ ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩液

1319 ○ ラタノプロスト点眼液０．００５％「センジュ」 ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト液 キサラタン点眼液０．００５％

2129 ○ アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 １００ｍｇ１錠 アミオダロン塩酸塩錠 アンカロン錠１００

2171 ○ ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「サワイ」 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩徐放錠 ヘルベッサー錠３０

2171 ○ ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１カプセル ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ

2171 ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１瓶 ジルチアゼム塩酸塩注射用 ヘルベッサー注射用５０

2190 アルガトロバン注射液１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ２０ｍＬ１管 アルガトロバン水和物注射液 ノバスタンHI注１０ｍｇ／２ｍＬ

★院外採用薬
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2531 メチルエルゴメトリン錠０．１２５ｍｇ「あすか」 ０．１２５ｍｇ１錠 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠

2559 ○ ネリザ軟膏 １ｇ ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン軟膏 ネリプロクト軟膏

3999 ミゾリビン錠５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１錠 ミゾリビン錠 ブレディニン錠５０

3999 ガベキサートメシル酸塩注射用５００ｍｇ「サワイ」 ５００ｍｇ１瓶 ガベキサートメシル酸塩注射用 注射用エフオーワイ５００

4235 ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 １０ｍｇ１瓶 ドキソルビシン塩酸塩注射用 アドリアシン注用１０

4235 ドキソルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 ５０ｍｇ１瓶 ドキソルビシン塩酸塩注射用 アドリアシン注用５０

6132 セフメタゾールＮａ静注用０．５ｇ「ＮＰ」 ５００ｍｇ１瓶 セフメタゾールナトリウム静注用 セフメタゾン静注用０．５ｇ

6132 セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「ＣＭＸ」 １ｇ１瓶 セフェピム塩酸塩水和物注射用 注射用マキシピーム１ｇ

6139 クラバモックス小児用配合ドライシロップ （６３６．５ｍｇ）１ｇ アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウムシロップ用

7142 単シロップ「ニッコー」 １０ｍＬ 単シロップ

1319 ○ ★ デュオトラバ配合点眼液 １ｍＬ トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩液

2499 ビクトーザ皮下注１８ｍｇ １８ｍｇ３ｍＬ１キット リラグルチド（遺伝子組換え）キット

8219 フェントステープ１ｍｇ １ｍｇ１枚 フェンタニルクエン酸塩貼付剤

8219 フェントステープ２ｍｇ ２ｍｇ１枚 フェンタニルクエン酸塩貼付剤

8219 フェントステープ４ｍｇ ４ｍｇ１枚 フェンタニルクエン酸塩貼付剤

4291 レブラミドカプセル５ｍｇ ５ｍｇ１カプセル レナリドミド水和物カプセル

2171 ○ ★ アムロジン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 アムロジピンベシル酸塩錠

3999 オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１瓶 アバタセプト（遺伝子組換え）注射用

2190 ○ ★ ヴォリブリス錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 アンブリセンタン錠

2482 ★ ヤーズ配合錠 １錠 ドロスピレノン・エチニルエストラジオール　ベータデクス錠

4240 アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ １００ｍｇ１瓶 パクリタキセル（アルブミン懸濁型）注射用

2439 ★ フォルテオ皮下注キット６００μｇ ６００μｇ１キット テリパラチド（遺伝子組換え）キット

3999 ○ ★ ビビアント錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 バゼドキシフェン酢酸塩錠

2412 ジェノトロピンゴークイック注用５．３ｍｇ ５．３３ｍｇ１キット ソマトロピン（遺伝子組換え）キット

2412 ジェノトロピンゴークイック注用１２ｍｇ １２ｍｇ１キット ソマトロピン（遺伝子組換え）キット

2412 ノルディトロピンフレックスプロ注１０ｍｇ １０ｍｇ１キット ソマトロピン（遺伝子組換え）キット

2413 ★ ゴナールエフ皮下注ペン３００ ３００国際単位０．５ｍＬ１筒 ホリトロピン　アルファ（遺伝子組換え）キット

3319 ビカネイト輸液 １Ｌ１袋 重炭酸リンゲル液

8119 オキノーム散２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１包 オキシコドン塩酸塩水和物散

8119 オキノーム散５ｍｇ ５ｍｇ１包 オキシコドン塩酸塩水和物散

8119 オキノーム散１０ｍｇ １０ｍｇ１包 オキシコドン塩酸塩水和物散

6250 イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ ２０ｍｇ１キット ラニナミビルオクタン酸エステル水和物吸入剤

1149 ○ エトドラク錠２００ｍｇ「ＪＧ」 ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠 オステラック錠２００

1319 ○ ★ ヒアレイン点眼液０．３％ ０．３％５ｍＬ１瓶 精製ヒアルロン酸ナトリウム液

2190 ★ ケイキサレートドライシロップ７６％ ７６％１ｇ ポリスチレンスルホン酸ナトリウムシロップ用

2219 フルマゼニル静注液０．２ｍｇ「ケミファ」 ０．２ｍｇ２ｍＬ１管 フルマゼニル注射液 アネキセート注射液０．５ｍｇ

2233 ○ カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 ５０％１ｇ Ｌ－カルボシステインシロップ用 ムコダインＤＳ５０％

2259 メプチンキッドエアー５μｇ吸入１００回 ０．０１４３％２．５ｍＬ１キット プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤
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2329 ○ ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 ７５ｍｇ１錠 ポラプレジンク口腔内崩壊錠 プロマックＤ錠７５

2329 ○ ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム腸溶錠 パリエット錠１０ｍｇ

2329 オメプラゾール注用２０ｍｇ「ＮＰ」 ２０ｍｇ１瓶 オメプラゾールナトリウム注射用 オメプラール注用２０

2590 ○ タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「明治」 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩徐放性口腔内崩壊錠 ハルナールＤ錠０．２ｍｇ

2655 ○ ケトコナゾールクリーム２％「ＪＧ」 ２％１ｇ ケトコナゾールクリーム ニゾラールクリーム２％

2659 ○ テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「ＪＧ」 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩クリーム ラミシールクリーム１％

3961 〇 グリメピリド錠１ｍｇ「ＮＰ」 １ｍｇ１錠 グリメピリド錠 アマリール１ｍｇ錠

3961 〇 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠 アマリール０．５ｍｇ錠

6134 ゲンタマイシン硫酸塩注射液１０ｍｇ「日医工」 １０ｍｇ１管 ゲンタマイシン硫酸塩注射液

7121 ★ 白色ワセリン「ヨシダ」 １０ｇ 白色ワセリン

7121 オリブ油「ヨシダ」 １０ｍＬ オリブ油

7212 硫酸バリウム散９９．１％「共成」 ９９．１％１０ｇ 硫酸バリウム散

1179 ○ フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ２５ｍｇ１錠 フルボキサミンマレイン酸塩錠 デプロメール錠２５

7121 オリブ油「ニッコー」 １０ｍＬ オリブ油

7149 ハッカ油「ニッコー」 １ｍＬ ハッカ油

1179 インヴェガ錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 パリペリドン徐放錠

1319 ★ ジクアス点眼液３％ ３％５ｍＬ１瓶 ジクアホソルナトリウム液

1319 ★ ネバナック懸濁性点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ ネパフェナク液

2499 ★ バイエッタ皮下注５μｇペン３００ ３００μｇ１キット（５μｇ） エキセナチドキット

3999 レボレード錠１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１錠 エルトロンボパグ　オラミン錠

3999 ★ レボレード錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 エルトロンボパグ　オラミン錠

7990 ミンクリア内用散布液０．８％ ２０ｍＬ１筒 ｌ－メントール液

1169 ○ ドプスＯＤ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 ドロキシドパ口腔内崩壊錠

3999 ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ ４５ｍｇ０．５ｍＬ１筒 ウステキヌマブ（遺伝子組換え）キット

3949 フェブリク錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 フェブキソスタット錠

3949 フェブリク錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 フェブキソスタット錠

3949 フェブリク錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 フェブキソスタット錠

3339 プラザキサカプセル７５ｍｇ ７５ｍｇ１カプセル ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩カプセル

3339 プラザキサカプセル１１０ｍｇ １１０ｍｇ１カプセル ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩カプセル

2590 ○ ★ ベシケアＯＤ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 コハク酸ソリフェナシン口腔内崩壊錠

3319 リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ ０．５モル２０ｍＬ１管 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注射液

3410 キンダリー透析剤４Ｅ ２袋１組 人工透析液

3999 プログラフ注射液２ｍｇ ２ｍｇ０．４ｍＬ１管 タクロリムス水和物注射液

1190 ○ ★ レミニールＯＤ錠８ｍｇ ８ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩口腔内崩壊錠

1190 ○ ★ レミニールＯＤ錠１２ｍｇ １２ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩口腔内崩壊錠

4490 〇 プランルカストドライシロップ１０％「ＪＧ」 １０％１ｇ プランルカスト水和物シロップ用 オノンドライシロップ１０％

1190 エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ「ＤＳＥＰ」 ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット エダラボンキット ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ

3259 ツインラインＮＦ配合経腸用液 １０ｍＬ（混合調製後の内用液として） 経腸成分栄養剤液

★院外採用薬

〇院外一般名処方 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部
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3259 ラコールＮＦ配合経腸用液 １０ｍＬ 経腸成分栄養剤液

2139 イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ ７０％３０ｍＬ１包 イソソルビド液

2171 ニトログリセリン点滴静注５０ｍｇ／１００ｍＬ「ＨＫ」 ５０ｍｇ１００ｍＬ１袋 ニトログリセリン注射液 ミリスロール注５０ｍｇ／１００ｍＬ

3969 ○ ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン塩酸塩口腔内崩壊錠 アクトスＯＤ錠１５

4490 ○ エピナスチン塩酸塩ＤＳ１％小児用「日医工」 １％１ｇ エピナスチン塩酸塩シロップ用 アレジオンドライシロップ１％

4490 〇 プランルカスト錠２２５ｍｇ「ＡＦＰ」 ２２５ｍｇ１錠 プランルカスト水和物錠 オノンカプセル１１２．５ｍｇ

7211 リピオドール４８０注１０ｍＬ １０ｍＬ１管 ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル注射液

7290 マグネスコープ静注３８％シリンジ１５ｍＬ ３７．６９５％１５ｍＬ１筒 ガドテル酸メグルミンキット

3999 ミルセラ注シリンジ５０μｇ ５０μｇ０．３ｍＬ１筒 エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え）キット

3999 ミルセラ注シリンジ１００μｇ １００μｇ０．３ｍＬ１筒 エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え）キット

3999 ミルセラ注シリンジ２００μｇ ２００μｇ０．３ｍＬ１筒 エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え）キット

1190 ○ ★ イクセロンパッチ９ｍｇ ９ｍｇ１枚 リバスチグミン貼付剤

1190 ○ ★ イクセロンパッチ１３．５ｍｇ １３．５ｍｇ１枚 リバスチグミン貼付剤

1190 ○ ★ イクセロンパッチ１８ｍｇ １８ｍｇ１枚 リバスチグミン貼付剤

4291 ハラヴェン静注１ｍｇ １ｍｇ２ｍＬ１瓶 エリブリンメシル酸塩注射液

1119 スープレン吸入麻酔液 １ｍＬ デスフルラン吸入剤

1149 ★ ノルスパンテープ５ｍｇ ５ｍｇ１枚 ブプレノルフィン貼付剤

1149 ノルスパンテープ１０ｍｇ １０ｍｇ１枚 ブプレノルフィン貼付剤

1214 ポプスカイン０．５％注シリンジ５０ｍｇ／１０ｍＬ ５０ｍｇ１０ｍＬ１筒 塩酸レボブピバカインキット

2331 リパクレオンカプセル１５０ｍｇ １５０ｍｇ１カプセル パンクレリパーゼ腸溶カプセル

1179 レクサプロ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 エスシタロプラムシュウ酸塩錠

4291 ベクティビックス点滴静注４００ｍｇ ４００ｍｇ２０ｍＬ１瓶 パニツムマブ（遺伝子組換え）注射液

3969 ★ リオベル配合錠ＬＤ １錠 アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤錠

3969 ★ リオベル配合錠ＨＤ １錠 アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤錠

6313 ロタリックス内用液 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン

6313 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 組換え沈降４価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（酵母由来）

6149 ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ ５００ｍｇ１瓶 アジスロマイシン水和物注射用

2123 コアベータ静注用１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１瓶 ランジオロール塩酸塩注射用

2259 オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ １５０μｇ１カプセル インダカテロールマレイン酸塩カプセル

2329 ★ ネキシウムカプセル２０ｍｇ ２０ｍｇ１カプセル エソメプラゾールマグネシウム水和物腸溶カプセル

2590 ★ ベタニス錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ミラベグロン徐放錠

2590 ベタニス錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ミラベグロン徐放錠

3969 ★ トラゼンタ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 リナグリプチン錠

3999 ★ ボノテオ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ミノドロン酸水和物錠

4490 ○ ★ アレロック顆粒０．５％ ０．５％１ｇ オロパタジン塩酸塩顆粒

6119 キュビシン静注用３５０ｍｇ ３５０ｍｇ１瓶 ダプトマイシン注射用

6139 フィニバックス点滴静注用０．５ｇ ５００ｍｇ１瓶 ドリペネム水和物注射用

2391 プロイメンド点滴静注用１５０ｍｇ １５０ｍｇ１瓶 ホスアプレピタントメグルミン注射用

★院外採用薬
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3999 ジレニアカプセル０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１カプセル フィンゴリモド塩酸塩カプセル

4291 フェソロデックス筋注２５０ｍｇ ２５０ｍｇ５ｍＬ１筒 フルベストラントキット

1319 ムコスタ点眼液ＵＤ２％ ２％０．３５ｍＬ１本 レバミピド液

1132 ホストイン静注７５０ｍｇ ７５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ホスフェニトインナトリウム水和物注射液

1124 ジアゼパム注射液５ｍｇ「タイヨー」 ５ｍｇ１管 ジアゼパム注射液 セルシン注射液５ｍｇ

1190 ○ ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 アリセプトＤ錠３ｍｇ

1190 ○ ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 アリセプトＤ錠５ｍｇ

2133 カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ「サワイ」 ２００ｍｇ１瓶 カンレノ酸カリウム注射用 ソルダクトン静注用２００ｍｇ

2171 ○ 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「タイヨー」 ２０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド錠 アイトロール錠２０ｍｇ

2189 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム錠 メバロチン錠１０

4291 ○ エキセメスタン錠２５ｍｇ「ＮＫ」 ２５ｍｇ１錠 エキセメスタン錠 アロマシン錠２５ｍｇ

4490 ○ ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」 １０ｍｇ１錠 ロラタジン口腔内崩壊錠 クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ

6139 フィニバックス点滴静注用０．２５ｇ ２５０ｍｇ１瓶 ドリペネム水和物注射用

3999 ランマーク皮下注１２０ｍｇ １２０ｍｇ１．７ｍＬ１瓶 デノスマブ（遺伝子組換え）注射液

1219 エムラクリーム １ｇ リドカイン・プロピトカイン配合剤クリーム

1214 １％塩酸メピバカイン注ＰＢ １％１０ｍＬ１管 メピバカイン塩酸塩注射液

2149 ★ アジルバ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 アジルサルタン錠

2149 アジルバ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 アジルサルタン錠

1319 ○ ★ アイファガン点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ ブリモニジン酒石酸塩液

6313 ロタテック内用液 ５価経口弱毒生ロタウイルスワクチン

1129 ○ ★ ルネスタ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 エスゾピクロン錠

1129 ○ ★ ルネスタ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 エスゾピクロン錠

1179 ○ ★ エビリファイＯＤ錠２４ｍｇ ２４ｍｇ１錠 アリピプラゾール口腔内崩壊錠

1190 ★ レグナイト錠３００ｍｇ ３００ｍｇ１錠 ガバペンチン　エナカルビル徐放錠

2419 ★ ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ １２０μｇ１錠 デスモプレシン酢酸塩水和物口腔内崩壊錠

1169 アポカイン皮下注３０ｍｇ ３０ｍｇ３ｍＬ１筒 アポモルヒネ塩酸塩水和物キット

1179 ○ ★ ストラテラカプセル４０ｍｇ ４０ｍｇ１カプセル アトモキセチン塩酸塩カプセル

1329 ★ エリザス点鼻粉末２００μｇ２８噴霧用 ５．６ｍｇ１瓶 デキサメタゾンシペシル酸エステル噴霧剤

2325 ○ ★ アルタットカプセル７５ｍｇ ７５ｍｇ１カプセル ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル

2260 ○ ポビドンヨードガーグル７％「日医工」 ７％１ｍＬ ポビドンヨード含嗽剤 イソジンガーグル液７％

2319 薬用炭「日医工」 １ｇ 薬用炭

2661 酢酸「日医工」 １０ｍＬ 酢酸

6131 ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 １ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム注射用 ペントシリン注射用１ｇ

6131 ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ「日医工」 ２ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム注射用 ペントシリン注射用２ｇ

1129 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠 マイスリー錠５ｍｇ

1169 〇 レプリントン配合錠Ｌ１００ １錠 レボドパ・カルビドパ水和物錠 メネシット配合錠１００

1179 ○ パロキセチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 パロキセチン塩酸塩水和物口腔内崩壊錠 パキシル錠１０ｍｇ

1179 ○ パロキセチンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン塩酸塩水和物口腔内崩壊錠 パキシル錠２０ｍｇ

★院外採用薬
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1179 ★ パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１錠 パロキセチン塩酸塩水和物徐放性腸溶錠

1179 ★ パキシルＣＲ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 パロキセチン塩酸塩水和物徐放性腸溶錠

2144 ○ イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 ５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠 タナトリル錠５

2149 ○ ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠 ニューロタン錠２５ｍｇ

2149 ○ ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠 ニューロタン錠５０ｍｇ

2171 ○ ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 ニコランジル錠 シグマート錠５ｍｇ

2190 ★ カリメート経口液２０％ ２０％２５ｇ１包 ポリスチレンスルホン酸カルシウム液

2233 ○ カルボシステインシロップ５％「ＪＧ」 ５％１ｍＬ Ｌ－カルボシステインシロップ ムコダインシロップ５％

2259 ○ ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ファイザー」 ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロール貼付剤 ホクナリンテープ０．５ｍｇ

2259 ○ ツロブテロールテープ１ｍｇ「ファイザー」 １ｍｇ１枚 ツロブテロール貼付剤 ホクナリンテープ１ｍｇ

2259 ○ ツロブテロールテープ２ｍｇ「ファイザー」 ２ｍｇ１枚 ツロブテロール貼付剤 ホクナリンテープ２ｍｇ

2325 ○ ★ プロテカジンＯＤ錠１０ １０ｍｇ１錠 ラフチジン口腔内崩壊錠

2431 チラーヂンＳ錠５０μｇ ５０μｇ１錠 レボチロキシンナトリウム水和物錠

2431 チラーヂンＳ錠２５μｇ ２５μｇ１錠 レボチロキシンナトリウム水和物錠

2699 ○ タクロリムス軟膏０．１％「タカタ」 ０．１％１ｇ タクロリムス水和物軟膏 プロトピック軟膏０．１％

3179 ○ シグマビタン配合カプセルＢ２５ １カプセル ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ１２配合剤カプセル ビタメジン配合カプセルＢ２５

3399 ○ ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ファイザー」 ２０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム錠 プロサイリン錠２０

3410 キンダリー透析剤ＡＦ４号 ６Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液付） 人工透析液

3999 ○ シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル ネオーラル２５ｍｇカプセル

3999 ○ シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル ネオーラル５０ｍｇカプセル

3999 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「タカタ」 ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 オザグレルナトリウム注射液 キサンボン注射用２０ｍｇ

4300 ニューロライト注射液第一 ４００ＭＢｑ１筒 エチレンジシスティネートオキソテクネチウム（９９ｍＴｃ）キット

6134 ゲンタマイシン硫酸塩注射液４０ｍｇ「日医工」 ４０ｍｇ１管 ゲンタマイシン硫酸塩注射液

6250 ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ ３００ｍｇ６０ｍＬ１袋 ペラミビル水和物注射液

7223 プロチレリン酒石酸塩注射液０．５ｍｇ「サワイ」 ０．５ｍｇ１管 プロチレリン酒石酸塩水和物注射液 ヒルトニン０．５ｍｇ注射液

4490 ○ エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ケミファ」 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠 アレジオン錠２０

6361 テトラビック皮下注シリンジ 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株）混合ワクチン

2329 ○ スルピリド錠５０ｍｇ（ＴＹＫ） ５０ｍｇ１錠 スルピリド錠 ドグマチール錠５０ｍｇ

2312 タンニン酸アルブミン「ＮｉｋＰ」 １ｇ タンニン酸アルブミン

2189 ロトリガ粒状カプセル２ｇ ２ｇ１包 オメガ－３脂肪酸エチルカプセル

1179 ジプレキサ筋注用１０ｍｇ １０ｍｇ１瓶 オランザピン筋注用

3969 ★ スイニー錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 アナグリプチン錠

2149 ○ ★ アイミクス配合錠ＬＤ １錠 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤錠

2149 ○ ★ アイミクス配合錠ＨＤ １錠 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤錠

4219 ギリアデル脳内留置用剤７．７ｍｇ ７．７ｍｇ１枚 カルムスチン脳内留置用剤

2359 アミティーザカプセル２４μｇ ２４μｇ１カプセル ルビプロストンカプセル

3999 ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ １２０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）キット

3999 ○ リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サワイ」 １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和物錠 アクトネル錠１７．５ｍｇ

★院外採用薬
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4291 〇 アナストロゾール錠１ｍｇ「トーワ」 １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠 アリミデックス錠１ｍｇ

2649 ○ フェルビナクパップ７０ｍｇ「ＮＰ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナク貼付剤 セルタッチパップ７０

1139 ○ ★ デパケン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム錠

1179 ○ エチゾラム錠１ｍｇ「アメル」 １ｍｇ１錠 エチゾラム錠 デパス錠１ｍｇ

1179 ○ ★ ブロムペリドール錠３ｍｇ「アメル」 ３ｍｇ１錠 ブロムペリドール錠 インプロメン錠３ｍｇ

2123 ○ アテノロール錠５０ｍｇ「日新」 ５０ｍｇ１錠 アテノロール錠 テノーミン錠５０

2129 ○ アプリンジン塩酸塩カプセル２０ｍｇ「ＮＰ」 ２０ｍｇ１カプセル アプリンジン塩酸塩カプセル アスペノンカプセル２０

2149 ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「サワイ」 ２ｍｇ２ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩注射液 ペルジピン注射液２ｍｇ

2149 ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩注射液 ペルジピン注射液１０ｍｇ

2160 ○ スマトリプタン錠５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタンコハク酸塩錠 イミグラン錠５０

2183 ○ ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」 ２００ｍｇ１錠 ベザフィブラート徐放錠 ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ

2251 ○ テオフィリン徐放錠５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠

2251 ○ テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠 テオロング錠１００ｍｇ

2251 ○ テオフィリン徐放錠２００ｍｇ「サワイ」 ２００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠 テオロング錠２００ｍｇ

2339 つくしＡ・Ｍ配合散 １ｇ カンゾウ末配合剤散

2399 ○ モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩水和物錠 ガスモチン錠５ｍｇ

2413 ＨＭＧ注射用１５０ＩＵ「フェリング」 １５０単位１瓶（溶解液付） 下垂体性性腺刺激ホルモン注射用 該当する先発品なし

2590 リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「Ｆ」 １％５ｍＬ１管 リトドリン塩酸塩注射液 ウテメリン注５０ｍｇ

2649 ○ インドメタシンクリーム１％「日医工」 １％１ｇ インドメタシンクリーム インテバンクリーム１％

2691 ○ マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「タカタ」 ０．００２５％１ｇ マキサカルシトール軟膏 オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ

3321 ○ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散１０％「日医工」 １０％１ｇ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物散 アドナ散１０％

3321 ○ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３０ｍｇ「日医工」 ３０ｍｇ１錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物錠 アドナ錠３０ｍｇ

3949 ○ ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠 ユリノーム錠５０ｍｇ

3999 ★ ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ ３５ｍｇ１包 アレンドロン酸ナトリウム水和物ゼリー

4222 メソトレキセート点滴静注液１０００ｍｇ １０００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 メトトレキサート注射液

4240 エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「ＳＮ」 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 エトポシド注射液 ベプシド注１００ｍｇ

6119 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「ＮＰ」 ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン注射用 タゴシッド注射用２００ｍｇ

6250 シナジス筋注液５０ｍｇ ５０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶 パリビズマブ（遺伝子組換え）注射液

6250 シナジス筋注液１００ｍｇ １００ｍｇ１ｍＬ１瓶 パリビズマブ（遺伝子組換え）注射液

6290 ○ イトラコナゾール錠１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠 イトリゾールカプセル５０ｍｇ

6342 解凍赤血球液－ＬＲ「日赤」 血液２００ｍＬに由来する赤血球１袋 解凍人赤血球液

6342 解凍赤血球液－ＬＲ「日赤」 血液４００ｍＬに由来する赤血球１袋 解凍人赤血球液

6342 新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」１２０ 血液２００ｍＬ相当に由来する血漿１袋 新鮮凍結人血漿

6342 新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」２４０ 血液４００ｍＬ相当に由来する血漿１袋 新鮮凍結人血漿

6342 照射解凍赤血球液－ＬＲ「日赤」 血液２００ｍＬに由来する赤血球１袋 解凍人赤血球液

6342 照射解凍赤血球液－ＬＲ「日赤」 血液４００ｍＬに由来する赤血球１袋 解凍人赤血球液

1179 ○ クエチアピン錠２５ｍｇ「ＥＥ」 ２５ｍｇ１錠 クエチアピンフマル酸塩錠 セロクエル２５ｍｇ錠

1179 ○ クエチアピン錠１００ｍｇ「ＥＥ」 １００ｍｇ１錠 クエチアピンフマル酸塩錠 セロクエル１００ｍｇ錠

★院外採用薬
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1179 ○ クエチアピン錠２００ｍｇ「ＥＥ」 ２００ｍｇ１錠 クエチアピンフマル酸塩錠 セロクエル２００ｍｇ錠

2160 ○ ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「オーハラ」 ２ｍｇ１錠 ミドドリン塩酸塩錠 メトリジン錠２ｍｇ

3339 エリキュース錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 アピキサバン錠

3339 エリキュース錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 アピキサバン錠

2419 ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ ６０μｇ１錠 デスモプレシン酢酸塩水和物口腔内崩壊錠

1169 ★ ニュープロパッチ２．２５ｍｇ ２．２５ｍｇ１枚 ロチゴチン貼付剤

1169 ニュープロパッチ４．５ｍｇ ４．５ｍｇ１枚 ロチゴチン貼付剤

1169 ニュープロパッチ９ｍｇ ９ｍｇ１枚 ロチゴチン貼付剤

1169 ★ ニュープロパッチ１３．５ｍｇ １３．５ｍｇ１枚 ロチゴチン貼付剤

3999 エルカルチンＦＦ内用液１０％ １０％１ｍＬ レボカルニチン液

2492 ★ トレシーバ注ペンフィル ３００単位１筒 インスリン　デグルデク（遺伝子組換え）注射液

2492 トレシーバ注フレックスタッチ ３００単位１キット インスリン　デグルデク（遺伝子組換え）キット

2590 ★ トビエース錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 フェソテロジンフマル酸塩徐放錠

3229 ホスリボン配合顆粒 １００ｍｇ１包（リンとして） リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム顆粒

3999 ○ ★ アクトネル錠７５ｍｇ ７５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム水和物錠

4490 ○ ★ ディレグラ配合錠 １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錠

1319 ○ ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「トーワ」 ０．１％５ｍＬ１瓶 精製ヒアルロン酸ナトリウム液 ヒアレイン点眼液０．１％

2242 リン酸コデイン錠５ｍｇ「ファイザー」 ５ｍｇ１錠 コデインリン酸塩水和物錠

2399 ★ アコファイド錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 アコチアミド塩酸塩水和物錠

4291 ★ スチバーガ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 レゴラフェニブ水和物錠

3999 ★ ゼルヤンツ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 トファシチニブクエン酸塩錠

3999 プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ ６０ｍｇ１ｍＬ１筒 デノスマブ（遺伝子組換え）キット

3219 デノタスチュアブル配合錠 １錠 沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウムチュアブル錠

6399 アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター １６２ｍｇ０．９ｍＬ１キット トシリズマブ（遺伝子組換え）キット

1169 ノウリアスト錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 イストラデフィリン錠

3969 ★ オングリザ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 サキサグリプチン水和物錠

1319 ★ タプロスミニ点眼液０．００１５％ ０．００１５％０．３ｍＬ１個 タフルプロスト液

2399 ペンタサ坐剤１ｇ １ｇ１個 メサラジン坐剤

3399 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「テバ」 ７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチム（遺伝子組換え）キット グランシリンジ７５

3399 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ「テバ」 １５０μｇ０．６ｍＬ１筒 フィルグラスチム（遺伝子組換え）キット グランシリンジ１５０

3399 フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ「テバ」 ３００μｇ０．７ｍＬ１筒 フィルグラスチム（遺伝子組換え）キット グランシリンジＭ３００

3962 ○ ★ メトグルコ錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 メトホルミン塩酸塩錠

3999 ★ エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ ５０ｍｇ１ｍＬ１キット エタネルセプト（遺伝子組換え）キット

7990 モビプレップ配合内用剤 １袋 ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤散

4240 パクリタキセル注射液３０ｍｇ「ＮＰ」 ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パクリタキセル注射液 タキソール注射液３０ｍｇ

4240 パクリタキセル注射液１００ｍｇ「ＮＰ」 １００ｍｇ１６．７ｍＬ１瓶 パクリタキセル注射液 タキソール注射液１００ｍｇ

2649 ○ ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＮＰ」 １％１ｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物ゲル ロキソニンゲル１％

4240 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「トーワ」 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 トポテシン点滴静注４０ｍｇ

★院外採用薬
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4240 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 トポテシン点滴静注１００ｍｇ

3399 ○ シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１錠 シロスタゾール口腔内崩壊錠 プレタールＯＤ錠５０ｍｇ

3399 ○ シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１錠 シロスタゾール口腔内崩壊錠 プレタールＯＤ錠１００ｍｇ

1139 ○ ★ デパケンＲ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム徐放錠

1139 ○ デパケンＲ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム徐放錠

1147 ○ ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクナトリウム錠 ボルタレン錠２５ｍｇ

1169 ○ プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ＥＥ」 ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物錠 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ

1179 ○ ヒドロキシジンパモ酸塩錠２５ｍｇ「日新」 ２５ｍｇ１錠 ヒドロキシジンパモ酸塩錠 アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ

1190 ○ タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 ５ｍｇ１錠 タルチレリン水和物口腔内崩壊錠 セレジストＯＤ錠５ｍｇ

1339 ○ ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＣＥＯ」 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠 メリスロン錠６ｍｇ

2123 ○ アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」

2129 ○ シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠 シベンゾリンコハク酸塩錠 シベノール錠１００ｍｇ

2133 ○ スピロノラクトン錠２５ｍｇ「テバ」 ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠 アルダクトンＡ錠２５ｍｇ

2149 ○ ★ プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル６０ｍｇ「サワイ」 ６０ｍｇ１カプセル プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル 該当する先発品なし

2149 ○ カルベジロール錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 カルベジロール錠 アーチスト錠１０ｍｇ

2149 ○ アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ケミファ」 １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠 カルブロック錠１６ｍｇ

2171 ○ ジピリダモール錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠 ジピリダモール錠 ペルサンチン錠１００ｍｇ

2233 ○ カルボシステイン錠２５０ｍｇ「トーワ」 ２５０ｍｇ１錠 Ｌ－カルボシステイン錠 ムコダイン錠２５０ｍｇ

2251 ○ テオフィリン徐放Ｕ錠２００ｍｇ「トーワ」 ２００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠 ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ

2325 ○ ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 ファモチジン口腔内崩壊錠 ガスターＤ錠１０ｍｇ

2325 ○ ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍｇ１錠 ファモチジン口腔内崩壊錠 ガスターＤ錠２０ｍｇ

2399 ○ ドンペリドンドライシロップ小児用１％「日医工」 １％１ｇ ドンペリドンシロップ用 ナウゼリンドライシロップ１％

2492 ノボラピッド注フレックスタッチ ３００単位１キット インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）キット

2649 ○ ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍｇ「ケミファ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤 ロキソニンパップ１００ｍｇ

2649 ○ ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ「ケミファ」 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤 ロキソニンテープ１００ｍｇ

3253 ★ リーバクト配合経口ゼリー ２０ｇ１個 イソロイシン・ロイシン・バリンゼリー

3929 ○ 球形吸着炭細粒分包２ｇ「日医工」 １ｇ 球形吸着炭細粒 クレメジン細粒分包２ｇ

3961 ○ グリクラジド錠４０ｍｇ「トーワ」 ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠 グリミクロン錠４０ｍｇ

3999 ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ「ＡＦＰ」 １０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用 注射用フサン１０

3999 ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「ＡＦＰ」 ５０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用 注射用フサン５０

6132 セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「ＮＰ」 １ｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用 パンスポリン静注用１ｇ

3334 ヘパリンナトリウム注Ｎ５千単位／５ｍＬ「ＡＹ」 ５０００単位５ｍＬ１管 ヘパリンナトリウム注射液

3949 ★ ウリアデック錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 トピロキソスタット錠

2482 ○ ★ ルナベル配合錠ＵＬＤ １錠 ノルエチステロン・エチニルエストラジオール錠

2482 ○ ★ ルナベル配合錠ＬＤ １錠 ノルエチステロン・エチニルエストラジオール錠

2149 ビソノテープ４ｍｇ ４ｍｇ１枚 ビソプロロール貼付剤

6311 プレベナー１３水性懸濁注 沈降１３価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）

2619 クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液１％「東豊」 クロルヘキシジングルコン酸塩

★院外採用薬

〇院外一般名処方 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部
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2499 ★ リキスミア皮下注３００μｇ ３００μｇ３ｍＬ１キット リキシセナチドキット

4291 パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ ４２０ｍｇ１４ｍＬ１瓶 ペルツズマブ（遺伝子組換え）注射液

7290 アラベル内用剤１．５ｇ １．５ｇ１瓶 アミノレブリン酸塩酸塩

1319 ★ アゾルガ配合懸濁性点眼液 １ｍＬ ブリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩液

2259 ウルティブロ吸入用カプセル １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カプセル

4299 ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ ４ｇ１瓶 滅菌調整タルク注射用

4300 ダットスキャン静注 １６７ＭＢｑ１筒 イオフルパン（１２３Ｉ）キット

8219 アブストラル舌下錠１００μｇ １００μｇ１錠 フェンタニルクエン酸塩舌下錠

2123 ○ ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 ２．５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠 メインテート錠２．５ｍｇ

3112 ○ アルファカルシドールカプセル０．５μｇ「サワイ」 ０．５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル アルファロールカプセル０．５μｇ

4490 ○ ★ オキサトミド錠３０ｍｇ「ＣＨ」 ３０ｍｇ１錠 オキサトミド錠 セルテクト錠３０

2439 テリボン皮下注用５６．５μｇ ５６．５μｇ１瓶（溶解液付） テリパラチド酢酸塩注射用

3399 ○ ★ コンプラビン配合錠 １錠 クロピドグレル硫酸塩・アスピリン腸溶錠

3420 レギュニール　ＬＣａ　１．５腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ付） 腹膜透析液

3420 レギュニール　ＬＣａ　１．５腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 腹膜透析液

3420 レギュニール　ＬＣａ　２．５腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ付） 腹膜透析液

1124 ○ ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 ０．５ｍｇ１錠 ロラゼパム錠 ワイパックス錠０．５

1139 ○ ゾニサミド散２０％「アメル」 ２０％１ｇ ゾニサミド散 エクセグラン散２０％

1139 ○ ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」 １００ｍｇ１錠 ゾニサミド錠 エクセグラン錠１００ｍｇ

1161 ○ アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩錠 シンメトレル錠５０ｍｇ

1190 ○ チアプリド錠２５ｍｇ「テバ」 ２５ｍｇ１錠 チアプリド塩酸塩錠 グラマリール錠２５ｍｇ

1190 ○ リルゾール錠５０ｍｇ「ＡＡ」 ５０ｍｇ１錠 リルゾール錠 リルテック錠５０

1231 ○ チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１カプセル チキジウム臭化物カプセル チアトンカプセル１０ｍｇ

1231 ○ ジスチグミン臭化物錠５ｍｇ「テバ」 ５ｍｇ１錠 ジスチグミン臭化物錠

1242 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ「ＮＰ」 ２％１ｍＬ１管 ブチルスコポラミン臭化物注射液 ブスコパン注２０ｍｇ

1319 ○ ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」 ０．１％１ｍＬ ブロムフェナクナトリウム水和物液 ブロナック点眼液０．１％

2123 ○ ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「日医工」 ５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠 メインテート錠５ｍｇ

2123 ○ ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「サワイ」 ０．６２５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠 メインテート錠０．６２５ｍｇ

2132 ○ ヒドロクロロチアジド錠１２．５ｍｇ「トーワ」 １２．５ｍｇ１錠 ヒドロクロロチアジド錠 該当する先発品なし

2149 ○ メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠 セロケン錠２０ｍｇ

2149 ○ マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 １０ｍｇ１錠 マニジピン塩酸塩錠 カルスロット錠１０

2149 ○ ★ プレミネント配合錠ＬＤ １錠 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤錠

2189 アトルバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 アトルバスタチンカルシウム水和物口腔内崩壊錠 リピトール錠５ｍｇ

2189 アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 アトルバスタチンカルシウム水和物口腔内崩壊錠 リピトール錠１０ｍｇ

2189 ○ ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 １ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠 リバロＯＤ錠１ｍｇ

2189 ○ ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」 ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠 リバロＯＤ錠２ｍｇ

2189 ○ ★ リバロＯＤ錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠

2239 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「トーワ」 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠 ムコソルバン錠１５ｍｇ

★院外採用薬
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2354 ○ センノシド錠１２ｍｇ「トーワ」 １２ｍｇ１錠 センノシド錠 プルゼニド錠１２ｍｇ

2362 ○ ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「テバ」 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠 ウルソ錠５０ｍｇ

2362 ○ ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「テバ」 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠 ウルソ錠１００ｍｇ

2399 ○ トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠 トリメブチンマレイン酸塩錠 セレキノン錠１００ｍｇ

2399 ★ イリボーＯＤ錠２．５μｇ ２．５μｇ１錠 ラモセトロン塩酸塩口腔内崩壊錠

2399 イリボーＯＤ錠５μｇ ５μｇ１錠 ラモセトロン塩酸塩口腔内崩壊錠

2399 メトクロプラミド注１０ｍｇ「テバ」 ０．５％２ｍＬ１管 塩酸メトクロプラミド注射液 プリンペラン注射液１０ｍｇ

2499 リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍｇ「あすか」 ３．７５ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩キット リュープリン注射用キット３．７５

2559 ○ ヘモポリゾン軟膏 １ｇ 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン軟膏 強力ポステリザン（軟膏）

2639 ○ ナジフロキサシンクリーム１％「トーワ」 １％１ｇ ナジフロキサシンクリーム アクアチムクリーム１％

2659 ○ テルビナフィン塩酸塩外用液１％「サワイ」 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩液 ラミシール外用液１％

3112 ○ アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「サワイ」 ０．２５μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル アルファロールカプセル０．２５μｇ

3112 ○ カルシトリオールカプセル０．２５μｇ「テバ」 ０．２５μｇ１カプセル カルシトリオールカプセル ロカルトロールカプセル０．２５

3133 ○ パンテチン散２０％「テバ」 ２０％１ｇ パンテチン散 パントシン散２０％

3925 デトキソール静注液２ｇ １０％２０ｍＬ１瓶 チオ硫酸ナトリウム水和物注射液

3929 シアノキット注射用５ｇセット ５ｇ１瓶（溶解液付） ヒドロキソコバラミン注射用

3999 ○ ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０ｍｇ「テバ」 ２５０ｍｇ１カプセル ミコフェノール酸　モフェチルカプセル セルセプトカプセル２５０

4224 シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」 １ｇ１瓶 シタラビン注射液 キロサイドＮ注１ｇ

4419 ○ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ０．０４％「トーワ」 ０．０４％１０ｍＬ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ ポララミンシロップ０．０４％

4490 ○ フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「サワイ」 ６０ｍｇ１錠 フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩壊錠 アレグラＯＤ錠６０ｍｇ

6149 ○ アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「サワイ」 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン水和物錠 ジスロマック錠２５０ｍｇ

6250 ○ バラシクロビル顆粒５０％「トーワ」 ５０％１ｇ バラシクロビル塩酸塩水和物顆粒 バルトレックス顆粒５０％

6250 ○ バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＥＥ」 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル塩酸塩錠 バルトレックス錠５００

6250 アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ「トーワ」 ２５０ｍｇ１管 アシクロビル注射液 ゾビラックス点滴静注用２５０

6290 〇 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サワイ」 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン塩酸塩錠 ラミシール錠１２５ｍｇ

8119 オキノーム散２０ｍｇ ２０ｍｇ１包 オキシコドン塩酸塩水和物散

8119 ○ オキシコドン徐放カプセル５ｍｇ「テルモ」 ５ｍｇ１カプセル オキシコドン塩酸塩水和物徐放カプセル オキシコンチン錠５ｍｇ

8119 ○ オキシコドン徐放カプセル１０ｍｇ「テルモ」 １０ｍｇ１カプセル オキシコドン塩酸塩水和物徐放カプセル オキシコンチン錠１０ｍｇ

8119 ○ オキシコドン徐放カプセル２０ｍｇ「テルモ」 ２０ｍｇ１カプセル オキシコドン塩酸塩水和物徐放カプセル オキシコンチン錠２０ｍｇ

8119 ○ オキシコドン徐放カプセル４０ｍｇ「テルモ」 ４０ｍｇ１カプセル オキシコドン塩酸塩水和物徐放カプセル オキシコンチン錠４０ｍｇ

2456 プレドニゾロン錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 ２．５ｍｇ１錠 プレドニゾロン錠

1190 ○ ★ メマリーＯＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠

1190 ○ ★ メマリーＯＤ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠

4291 ジオトリフ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 アファチニブマレイン酸塩錠

4291 ★ ジオトリフ錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 アファチニブマレイン酸塩錠

4291 ★ ジオトリフ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 アファチニブマレイン酸塩錠

3969 ★ スーグラ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 イプラグリフロジン　Ｌ－プロリン錠

2190 リオナ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 クエン酸第二鉄水和物錠

★院外採用薬
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4291 カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ １００ｍｇ１瓶 トラスツズマブ　エムタンシン（遺伝子組換え）注射用

4291 カドサイラ点滴静注用１６０ｍｇ １６０ｍｇ１瓶 トラスツズマブ　エムタンシン（遺伝子組換え）注射用

3929 サビーン点滴静注用５００ｍｇ ５００ｍｇ１瓶 デクスラゾキサン注射用

6250 テビケイ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ドルテグラビルナトリウム錠

3399 エフィエント錠３．７５ｍｇ ３．７５ｍｇ１錠 プラスグレル塩酸塩錠

6250 テノゼット錠３００ｍｇ ３００ｍｇ１錠 テノホビル　ジソプロキシルフマル酸塩錠

2149 ○ ★ ザクラス配合錠ＬＤ １錠 アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤錠

2149 ○ ★ ザクラス配合錠ＨＤ １錠 アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤錠

4299 ★ ロンサーフ配合錠Ｔ１５ １５ｍｇ１錠（トリフルリジン相当量） トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤錠

4299 ★ ロンサーフ配合錠Ｔ２０ ２０ｍｇ１錠（トリフルリジン相当量） トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤錠

3969 ★ フォシーガ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物錠

3969 フォシーガ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物錠

1319 ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ ０．５ｍｇ０．０５ｍＬ１筒 ラニビズマブ（遺伝子組換え）キット

2149 ★ アジルバ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 アジルサルタン錠

3259 ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 １０ｇ 経腸成分栄養剤半固形剤

3259 エネーボ配合経腸用液 １０ｍＬ 経腸成分栄養剤液

3399 タケルダ配合錠 １錠 アスピリン・ランソプラゾール配合剤腸溶錠

6399 アボネックス筋注３０μｇペン ３０μｇ０．５ｍＬ１キット インターフェロン　ベータ－１ａ（遺伝子組換え）キット

1162 ○ ★ ビペリデン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 ２ｍｇ１錠 ビペリデン塩酸塩錠 該当する先発品なし

1179 ○ トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 ２５ｍｇ１錠 トラゾドン塩酸塩錠 レスリン錠２５

1242 ○ ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ「ツルハラ」 １０ｍｇ１錠 ブチルスコポラミン臭化物錠 ブスコパン錠１０ｍｇ

2149 ○ カルベジロール錠１．２５ｍｇ「サワイ」 １．２５ｍｇ１錠 カルベジロール錠 アーチスト錠１．２５ｍｇ

2149 ○ カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 ２．５ｍｇ１錠 カルベジロール錠 アーチスト錠２．５ｍｇ

2239 ○ アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「ニプロ」 ４５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩徐放性口腔内崩壊錠 ムコソルバンＬカプセル４５ｍｇ

2259 メプチンスイングヘラー１０μｇ吸入１００回 １ｍｇ１キット プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤

2454 デカドロン錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 デキサメタゾン錠

3222 ○ クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 鉄５０ｍｇ１錠 クエン酸第一鉄ナトリウム錠 フェロミア錠５０ｍｇ

3999 ○ ★ アレンドロン酸錠５ｍｇ「ファイザー」 ５ｍｇ１錠 アレンドロン酸ナトリウム水和物錠 ボナロン錠５ｍｇ

3999 ○ アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ファイザー」 ３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸ナトリウム水和物錠 ボナロン錠３５ｍｇ

3999 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「トーワ」 ４ｍｇ１００ｍＬ１袋 ゾレドロン酸水和物注射液 ゾメタ点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬ

6132 ○ セファクロルカプセル２５０ｍｇ「サワイ」 ２５０ｍｇ１カプセル セファクロルカプセル

7131 注射用水バッグ「フソー」 １Ｌ１袋 注射用水

6132 セファゾリンＮａ注射用０．５ｇ「ＮＰ」 ５００ｍｇ１瓶 セファゾリンナトリウム水和物注射用 セファメジンα注射用０．５ｇ

3969 カナグル錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 カナグリフロジン水和物錠

6290 ★ クレナフィン爪外用液１０％ １０％１ｇ エフィナコナゾール液

1169 スタレボ配合錠Ｌ５０ １錠 レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン錠

1169 スタレボ配合錠Ｌ１００ １錠 レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン錠

6313 ビームゲン注０．２５ｍＬ ０．２５ｍＬ１瓶 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来）

★院外採用薬
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6313 ビームゲン注０．５ｍＬ ０．５ｍＬ１瓶 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来）

1179 ○ ジェイゾロフトＯＤ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 セルトラリン塩酸塩口腔内崩壊錠

2115 レスピア静注・経口液６０ｍｇ ６０ｍｇ３ｍＬ１瓶 無水カフェイン注射液

2699 ★ ドボベット軟膏 １ｇ 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軟膏

4291 ザイティガ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 アビラテロン酢酸エステル錠

6343 バイクロット配合静注用 （第ＶＩＩａ因子１．５ｍｇ　第Ｘ因子１５ｍｇ）１瓶（溶解液付） 乾燥濃縮人血液凝固第Ｘ因子加活性化第ＶＩＩ因子

6419 アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ ５００ｍｇ１００ｍＬ１瓶 メトロニダゾール注射液

2477 ★ ルティナス腟錠１００ｍｇ プロゲステロン

3420 ★ ニコペリック腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用バッグ付） 腹膜透析液 エクストラニール腹膜透析液

3420 ★ ニコペリック腹膜透析液 ２Ｌ１袋 腹膜透析液 エクストラニール腹膜透析液

3420 ニコペリック腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッグ付） 腹膜透析液 エクストラニール腹膜透析液

1319 ★ グラナテック点眼液０．４％ ０．４％１ｍＬ リパスジル塩酸塩水和物液

1190 ベルソムラ錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 スボレキサント錠

1190 ベルソムラ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 スボレキサント錠

3929 ホメピゾール点滴静注１．５ｇ「タケダ」 １．５ｇ１瓶 ホメピゾール注射液

2399 インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「ＮＫ」 １００ｍｇ１瓶 インフリキシマブ（遺伝子組換え）静注用 レミケード点滴静注用１００

6343 ノボセブンＨＩ静注用１ｍｇシリンジ １ｍｇ１ｍＬ１瓶（溶解液付） エプタコグ　アルファ（活性型）（遺伝子組換え）注射用

6343 ノボセブンＨＩ静注用５ｍｇシリンジ ５ｍｇ５ｍＬ１瓶（溶解液付） エプタコグ　アルファ（活性型）（遺伝子組換え）注射用

3399 ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ ３．６ｍｇ０．３６ｍＬ１筒 ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）キット

1149 トラマールＯＤ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠

3327 トラネキサム酸注２５０ｍｇ／５ｍＬ「日新」 ５％５ｍＬ１管 トラネキサム酸注射液 トランサミン注５％

3327 トラネキサム酸注１０００ｍｇ／１０ｍＬ「日新」 １０％１０ｍＬ１管 トラネキサム酸注射液 トランサミン注１０％

4291 イマチニブ錠１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１錠 イマチニブメシル酸塩錠 グリベック錠１００ｍｇ

4291 オキサリプラチン点滴静注５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン注射液 エルプラット点滴静注液５０ｍｇ

4291 オキサリプラチン点滴静注１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ２０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン注射液 エルプラット点滴静注液１００ｍｇ

3329 プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」 １％１０ｍＬバイアル プロタミン硫酸塩注射液

3334 ヘパリンＮａ注５千単位／５ｍＬ「モチダ」 ５０００単位５ｍＬ１瓶 ヘパリンナトリウム注射液

2149 ○ ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 １ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩錠 カルデナリン錠１ｍｇ

1319 ★ タプコム配合点眼液 １ｍＬ タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩液

2149 ○ カンデサルタンＯＤ錠４ｍｇ「ＥＥ」 ４ｍｇ１錠 カンデサルタン　シレキセチル口腔内崩壊錠 ブロプレス錠４

2149 ○ カンデサルタンＯＤ錠８ｍｇ「ＥＥ」 ８ｍｇ１錠 カンデサルタン　シレキセチル口腔内崩壊錠 ブロプレス錠８

1139 ミダフレッサ静注０．１％ １０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ミダゾラム注射液

2492 ライゾデグ配合注フレックスタッチ ３００単位１キット 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）配合剤キット

3999 ★ エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 レボカルニチン錠

3999 シベレスタットＮａ点滴静注用１００ｍｇ「ファイザー」 １００ｍｇ１瓶 シベレスタットナトリウム水和物注射用 注射用エラスポール１００

2290 フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用 １２０吸入１瓶 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吸入剤

6241 ○ レボフロキサシン錠５００ｍｇ「杏林」 ５００ｍｇ１錠（レボフロキサシンとして） レボフロキサシン水和物錠 クラビット錠５００ｍｇ

3999 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ「テバ」 １％２．５ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウムキット アルツディスポ関節注２５ｍｇ

★院外採用薬
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2290 レルベア１００エリプタ３０吸入用 ３０吸入１キット 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吸入剤

2290 レルベア２００エリプタ３０吸入用 ３０吸入１キット 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吸入剤

3929 ノベルジン錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 酢酸亜鉛水和物錠

1124 ○ ニトラゼパム錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠 ベンザリン錠５

1169 トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ゾニサミド口腔内崩壊錠

1190 ○ チアプリド細粒１０％「日医工」 １０％１ｇ チアプリド塩酸塩細粒 グラマリール細粒１０％

3339 ○ ヘパリン類似物質ローション０．３％「ラクール」 １ｇ ヘパリン類似物質液 ヒルドイドローション０．３％

6113 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ファイザー」 ０．５ｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩注射用 塩酸バンコマイシン点滴静注用０．５ｇ

6113 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用１ｇ「ファイザー」 １ｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩注射用 該当する先発品なし

6250 〇 ビダラビン軟膏３％「ＳＷ」 ３％１ｇ ビダラビン軟膏 アラセナ－Ａ軟膏３％

1124 ○ ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「ＳＮ」 １ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル錠 メイラックス錠１ｍｇ

2699 ロゼックスゲル０．７５％ ０．７５％１ｇ メトロニダゾールゲル

2329 タケキャブ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ボノプラザンフマル酸塩錠

2329 タケキャブ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 ボノプラザンフマル酸塩錠

3929 メチレンブルー静注５０ｍｇ「第一三共」 ５０ｍｇ１０ｍＬ１管 メチルチオニニウム塩化物水和物注射液

2492 ★ インスリングラルギンＢＳ注カート「リリー」 ３００単位１筒 インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）注射液 ランタス注カート

2492 インスリングラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 ３００単位１キット インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）キット 該当する先発品なし

3969 ジャディアンス錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 エンパグリフロジン錠

2699 ★ ベピオゲル２．５％ ２．５％１ｇ 過酸化ベンゾイルゲル

2190 ○ イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「ツルハラ」 ２０ｍｇ１錠 イフェンプロジル酒石酸塩錠 セロクラール錠２０ｍｇ

2499 ジノプロスト注射液１０００μｇ「Ｆ」 １ｍｇ１ｍＬ１管 ジノプロスト注射液 プロスタルモン・Ｆ注射液１０００

7290 パッチテストパネル（Ｓ） ２枚１組 パッチテスト用貼付剤

4240 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ＥＥ」 ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル注射液 ワンタキソテール点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ

4240 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ＥＥ」 ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル注射液 ワンタキソテール点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ

3399 ○ クロピドグレル錠２５ｍｇ「ケミファ」 ２５ｍｇ１錠 クロピドグレル硫酸塩錠 プラビックス錠２５ｍｇ

3399 ○ クロピドグレル錠７５ｍｇ「ケミファ」 ７５ｍｇ１錠 クロピドグレル硫酸塩錠 プラビックス錠７５ｍｇ

3112 カルシトリオール静注液０．５μｇ「Ｆ」 ０．５μｇ１ｍＬ１管 カルシトリオール注射液 ロカルトロール注０．５

2499 リュープリン注射用１．８８ｍｇ １．８８ｍｇ１瓶（懸濁用液付） リュープロレリン酢酸塩注射用

2499 リュープリン注射用３．７５ｍｇ ３．７５ｍｇ１瓶（懸濁用液付） リュープロレリン酢酸塩注射用

2499 リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ １１．２５ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩キット

2160 ○ ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 ２．５ｍｇ１錠 ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠 ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ

4291 ○ レトロゾール錠２．５ｍｇ「トーワ」 ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠 フェマーラ錠２．５ｍｇ

3962 ○ メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「トーワ」 ２５０ｍｇ１錠 メトホルミン塩酸塩錠

4223 フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トーワ」 ２５０ｍｇ１瓶 フルオロウラシル注射液 ５－ＦＵ注２５０ｍｇ

4223 フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」 １０００ｍｇ１瓶 フルオロウラシル注射液 ５－ＦＵ注１０００ｍｇ

2123 オノアクト点滴静注用１５０ｍｇ １５０ｍｇ１瓶 ランジオロール塩酸塩注射用

1319 ○ アシクロビル眼軟膏３％「ニットー」 ３％１ｇ アシクロビル軟膏

4291 オキサリプラチン点滴静注２００ｍｇ「トーワ」 ２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 オキサリプラチン注射液 エルプラット点滴静注液２００ｍｇ

★院外採用薬

〇院外一般名処方 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部
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2590 ○ ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ケミファ」 ２５ｍｇ１錠 ナフトピジル口腔内崩壊錠 フリバスＯＤ錠２５ｍｇ

2190 ○ アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 アメジニウムメチル硫酸塩錠 リズミック錠１０ｍｇ

2590 ○ オキシブチニン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 ２ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠 ポラキス錠２

1319 ★ コソプトミニ配合点眼液 ０．４ｍＬ１個 ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩液

1329 ○ ★ ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％「ＣＥＯ」 ５％１ｍＬ ジオクチルソジウムスルホサクシネート液 耳垢水

4291 レンビマカプセル４ｍｇ ４ｍｇ１カプセル レンバチニブメシル酸塩カプセル

2699 ★ デュアック配合ゲル １ｇ クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイルゲル

1149 ★ ワントラム錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 トラマドール塩酸塩徐放錠

7290 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ１０ｍＬ ６０．４７％１０ｍＬ１筒 ガドブトロールキット

2190 オプスミット錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 マシテンタン錠

2139 ○ アゾセミド錠６０ｍｇ「ＪＧ」 ６０ｍｇ１錠 アゾセミド錠 ダイアート錠６０ｍｇ

2171 ○ ジピリダモール散１２．５％「ＪＧ」 １２．５％１ｇ ジピリダモール散 該当する先発品なし

3339 ○ ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」 １ｇ ヘパリン類似物質軟膏 ヒルドイドソフト軟膏０．３％

2391 グラニセトロン静注液１ｍｇ「テバ」 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン塩酸塩注射液 カイトリル注１ｍｇ

6290 ○ フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「タカタ」 １００ｍｇ１カプセル フルコナゾールカプセル ジフルカンカプセル１００ｍｇ

2129 ○ ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「ファイザー」 ５０ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル リスモダンカプセル５０ｍｇ

3339 ○ ★ ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日医工」 １ｇ ヘパリン類似物質噴霧剤 該当する先発品なし

2259 アノーロエリプタ３０吸入用 ３０吸入１キット ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩吸入剤

1162 ○ ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ「アメル」 １ｍｇ１錠 ビペリデン塩酸塩錠 アキネトン錠１ｍｇ

3140 アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ「日新」 ５００ｍｇ１管 アスコルビン酸注射液 　

1124 ○ トフィソパム錠５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠 グランダキシン錠５０

2119 ドブタミン点滴静注液６００ｍｇキット「ファイザー」 ０．３％２００ｍＬ１袋 ドブタミン塩酸塩キット ドブトレックスキット点滴静注用６００ｍｇ

2190 グリセレブ配合点滴静注 ２００ｍＬ１袋 濃グリセリン・果糖注射液 グリセオール注

2259 ○ クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「サワイ」 １％２ｍＬ１管 クロモグリク酸ナトリウム吸入剤 インタール吸入液１％

2357 ○ グリセリン浣腸液５０％「ムネ」３０ｍＬ ５０％３０ｍＬ１個 グリセリン浣腸

2452 ヒドロコルチゾンリン酸エステルＮａ静注液１００ｍｇ「ＡＦＰ」 １００ｍｇ２ｍＬ１管 ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム注射液 水溶性ハイドロコートン注射液１００ｍｇ

2612 ○ ポビドンヨードゲル１０％「マイラン」 １０％１０ｇ ポビドンヨードゲル イソジンゲル１０％

6343 献血アルブミン５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ「ニチヤク」 ５％２５０ｍＬ１瓶 人血清アルブミン注射液

6343 献血アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ「ニチヤク」 ２５％５０ｍＬ１瓶 人血清アルブミン注射液

2119 ドブタミン点滴静注液１００ｍｇ「ファイザー」 １００ｍｇ１管 ドブタミン塩酸塩注射液 ドブトレックス注射液１００ｍｇ

6343 アコアラン静注用６００ ６００国際単位１瓶（溶解液付） アンチトロンビン　ガンマ（遺伝子組換え）注射用

2499 トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス ０．７５ｍｇ０．５ｍＬ１キット デュラグルチド（遺伝子組換え）キット

3999 オフェブカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル ニンテダニブエタンスルホン酸塩カプセル

3999 オフェブカプセル１５０ｍｇ １５０ｍｇ１カプセル ニンテダニブエタンスルホン酸塩カプセル

5200 ★ ウチダの八味丸Ｍ ５０ｍｇ１丸 八味丸

2492 ランタスＸＲ注ソロスター ４５０単位１キット インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）キット

3999 プラケニル錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠

7990 アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ「ＦＲＩ」 ６０ｍｇ２０ｍＬ１筒 アデノシンキット アデノスキャン注６０ｍｇ

★院外採用薬
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4224 ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／５．３ｍＬ「ホスピーラ」 ２００ｍｇ５．３ｍＬ１瓶 ゲムシタビン塩酸塩注射液 ジェムザール注射用２００ｍｇ

4224 ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２６．３ｍＬ「ホスピーラ」 １ｇ２６．３ｍＬ１瓶 ゲムシタビン塩酸塩注射液 ジェムザール注射用１ｇ

2399 ★ ペンタサ顆粒９４％ ９４％１ｇ メサラジン顆粒

2149 ○ ★ オルメテックＯＤ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 オルメサルタン　メドキソミル口腔内崩壊錠

6139 タゾピペ配合静注用２．２５「ニプロ」 （２．２５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム静注用 ゾシン静注用２．２５

6139 タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」 （４．５ｇ）１瓶 タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム静注用 ゾシン静注用４．５

3399 エフィエント錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 プラスグレル塩酸塩錠

4490 ○ オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 アレロックＯＤ錠５

6343 抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１０００倍「ＪＢ」 １０００倍１瓶（溶解液付） 乾燥抗Ｄ（Ｒｈｏ）人免疫グロブリン

6343 ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」 ２０００単位１００ｍＬ１瓶 人ハプトグロビン

2639 ★ ゼビアックスローション２％ ２％１ｇ オゼノキサシン液

3969 ★ エクメット配合錠ＬＤ １錠 ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤錠

3969 ★ エクメット配合錠ＨＤ １錠 ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤錠

2649 ★ ロコアテープ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 エスフルルビプロフェン・ハッカ油貼付剤

4490 ミティキュアダニ舌下錠３３００ＪＡＵ ３３００ＪＡＵ１錠 アレルゲンエキス舌下錠

4490 ★ ミティキュアダニ舌下錠１００００ＪＡＵ １００００ＪＡＵ１錠 アレルゲンエキス舌下錠

2499 リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ ２２．５ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩キット

1179 ★ イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ ３７．５ｍｇ１カプセル ベンラファキシン塩酸塩徐放カプセル

1179 ★ イフェクサーＳＲカプセル７５ｍｇ ７５ｍｇ１カプセル ベンラファキシン塩酸塩徐放カプセル

4300 オクトレオスキャン静注用セット １セット インジウム（１１１Ｉｎ）ペンテトレオチドキット

2590 ○ ★ ユリーフＯＤ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 シロドシン口腔内崩壊錠

1124 ミダゾラム注射液１０ｍｇ「テバ」 １０ｍｇ２ｍＬ１管 ミダゾラム注射液 ドルミカム注射液１０ｍｇ

2399 ○ メトクロプラミド錠５ｍｇ「テバ」 ５ｍｇ１錠 メトクロプラミド錠 プリンペラン錠５

2316 ビオスリー配合ＯＤ錠 １錠 酪酸菌配合剤口腔内崩壊錠

2344 ○ 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」 ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠 該当する先発品なし

2344 ○ 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」 ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠 該当する先発品なし

3929 アセチルシステイン内用液１７．６％「あゆみ」 １７．６％１ｍＬ アセチルシステイン液

3999 ○ ★ タクロリムス錠３ｍｇ「あゆみ」 ３ｍｇ１錠 タクロリムス水和物錠 プログラフカプセル

6343 献血アルブミン５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ「ＪＢ」 ５％２５０ｍＬ１瓶 人血清アルブミン注射液

6290 ★ ルコナック爪外用液５％ ５％１ｇ ルリコナゾール液

2649 ○ ★ モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェン貼付剤

4291 ○ ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ケミファ」 ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド口腔内崩壊錠 カソデックスＯＤ錠８０ｍｇ

6179 ○ ボリコナゾール錠５０ｍｇ「トーワ」 ５０ｍｇ１錠 ボリコナゾール錠 ブイフェンド錠５０ｍｇ

6179 ○ ボリコナゾール錠２００ｍｇ「トーワ」 ２００ｍｇ１錠 ボリコナゾール錠 ブイフェンド錠２００ｍｇ

1169 ○ エンタカポン錠１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１錠 エンタカポン錠 コムタン錠１００ｍｇ

8219 レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」 ２ｍｇ１瓶 レミフェンタニル塩酸塩注射用 アルチバ静注用２ｍｇ

3311 生食注シリンジ５０ｍＬ「ニプロ」 ５０ｍＬ１筒 生理食塩液キット 該当する先発品なし

2499 オクトレオチド皮下注１００μｇ「あすか」 １００μｇ１ｍＬ１管 オクトレオチド酢酸塩注射液 サンドスタチン皮下注用１００μｇ

★院外採用薬
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1179 ○ オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 ２．５ｍｇ１錠 オランザピン口腔内崩壊錠 ジプレキサザイディス錠２．５ｍｇ

1179 ○ オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 オランザピン口腔内崩壊錠 ジプレキサザイディス錠５ｍｇ

1179 ○ オランザピンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 オランザピン口腔内崩壊錠 ジプレキサザイディス錠１０ｍｇ

3999 オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター１ｍＬ １２５ｍｇ１ｍＬ１キット アバタセプト（遺伝子組換え）キット

6199 ★ ボノピオンパック １シート ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾールシート

6199 ★ ボノサップパック４００ １シート 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シート

1169 ニュープロパッチ１８ｍｇ １８ｍｇ１枚 ロチゴチン貼付剤

1139 フィコンパ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ペランパネル水和物錠

1139 フィコンパ錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 ペランパネル水和物錠

2699 ★ マーデュオックス軟膏 １ｇ マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏

4291 ゾーフィゴ静注 １回分 塩化ラジウム（２２３Ｒａ）注射液

4291 タグリッソ錠８０ｍｇ ８０ｍｇ１錠 オシメルチニブメシル酸塩錠

1179 シクレスト舌下錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 アセナピンマレイン酸塩舌下錠

1179 ★ シクレスト舌下錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 アセナピンマレイン酸塩舌下錠

2189 ★ レパーサ皮下注１４０ｍｇペン １４０ｍｇ１ｍＬ１キット エボロクマブ（遺伝子組換え）キット

3259 エルネオパＮＦ１号輸液 １０００ｍＬ１キット アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット

3259 エルネオパＮＦ１号輸液 １５００ｍＬ１キット アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット

3259 エルネオパＮＦ２号輸液 １０００ｍＬ１キット アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット

3259 エルネオパＮＦ２号輸液 １５００ｍＬ１キット アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット

1139 ビムパット錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ラコサミド錠

1139 ビムパット錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 ラコサミド錠

1139 ○ トピラマート錠５０ｍｇ「アメル」 ５０ｍｇ１錠 トピラマート錠 トピナ錠５０ｍｇ

1139 ○ トピラマート錠１００ｍｇ「アメル」 １００ｍｇ１錠 トピラマート錠 トピナ錠１００ｍｇ

1169 ○ プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３７５ｍｇＭＩ「トーワ」 ０．３７５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物徐放錠 ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ

1169 ○ プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５ｍｇＭＩ「トーワ」 １．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩水和物徐放錠 ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ

3969 ○ ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 ５ｍｇ１錠 ミチグリニドカルシウム水和物口腔内崩壊錠 グルファストＯＤ錠５ｍｇ

3969 ○ ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「フソー」 １０ｍｇ１錠 ミチグリニドカルシウム水和物口腔内崩壊錠 グルファストＯＤ錠１０ｍｇ

1119 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 １ｍＬ セボフルラン吸入剤 セボフレン吸入麻酔液

2190 ○ ボセンタン錠６２．５ｍｇ「ＪＧ」 ６２．５ｍｇ１錠 ボセンタン水和物錠 トラクリア錠６２．５ｍｇ

3339 ○ ★ ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日本臓器」 １ｇ ヘパリン類似物質噴霧剤 該当する先発品なし

3999 コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン １５０ｍｇ１ｍＬ１キット セクキヌマブ（遺伝子組換え）キット

3999 リクラスト点滴静注液５ｍｇ ５ｍｇ１００ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸水和物注射液

4291 キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ １００ｍｇ４ｍＬ１瓶 ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）注射液

4490 ★ デザレックス錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 デスロラタジン錠

4490 ★ ビラノア錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 ビラスチン錠

3969 ★ イニシンク配合錠 １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錠

1179 ★ エビリファイ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠

6199 リフキシマ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 リファキシミン錠

★院外採用薬
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1319 ★ ミケルナ配合点眼液 １ｍＬ カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト液

3399 プリズバインド静注液２．５ｇ ２．５ｇ５０ｍＬ１瓶 イダルシズマブ（遺伝子組換え）注射液

2413 ★ オビドレル皮下注シリンジ２５０μｇ ２５０μｇ０．５ｍＬ１筒 コリオゴナドトロピン　アルファ（遺伝子組換え）キット

2399 ★ リアルダ錠１２００ｍｇ １２００ｍｇ１錠 メサラジン腸溶錠

2399 ★ ゼンタコートカプセル３ｍｇ ３ｍｇ１カプセル ブデソニド徐放性腸溶カプセル

1141 アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ １０００ｍｇ１００ｍＬ１袋 アセトアミノフェン注射液

2649 ★ モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ケトプロフェン貼付剤

2259 スピオルトレスピマット６０吸入 ６０吸入１キット チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩吸入剤

2499 ゴナックス皮下注用８０ｍｇ ８０ｍｇ１瓶（溶解液付） デガレリクス酢酸塩注射用

2499 ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ １２０ｍｇ１瓶（溶解液付） デガレリクス酢酸塩注射用

3999 パーサビブ静注透析用２．５ｍｇ ２．５ｍｇ２ｍＬ１瓶 エテルカルセチド塩酸塩注射液

3999 パーサビブ静注透析用５ｍｇ ５ｍｇ２ｍＬ１瓶 エテルカルセチド塩酸塩注射液

3999 パーサビブ静注透析用１０ｍｇ １０ｍｇ２ｍＬ１瓶 エテルカルセチド塩酸塩注射液

1190 ★ テクフィデラカプセル１２０ｍｇ １２０ｍｇ１カプセル フマル酸ジメチル腸溶カプセル

1190 ★ テクフィデラカプセル２４０ｍｇ ２４０ｍｇ１カプセル フマル酸ジメチル腸溶カプセル

6250 ベムリディ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 テノホビル　アラフェナミドフマル酸塩錠

2482 ★ ヤーズフレックス配合錠 １錠 ドロスピレノン・エチニルエストラジオール　ベータデクス錠

2399 リンゼス錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠 リナクロチド錠

3999 ★ オテズラ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 アプレミラスト錠

3999 ★ オテズラ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 アプレミラスト錠

3999 ★ オテズラ錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 アプレミラスト錠

1214 ○ リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」 （１８ｍｇ）３０．５ｍｍ×５０．０ｍｍ１枚 リドカイン貼付剤 ペンレステープ１８ｍｇ

4229 ○ エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０ ２０ｍｇ１錠（テガフール相当量） テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０

4229 ○ エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５ ２５ｍｇ１錠（テガフール相当量） テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５

3131 ○ リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「杏林」 ２０ｍｇ１錠 リボフラビン酪酸エステル錠 ハイボン錠２０ｍｇ

4490 ○ モンテルカスト細粒４ｍｇ「ニプロ」 ４ｍｇ１包 モンテルカストナトリウム細粒 シングレア細粒４ｍｇ

4490 ○ モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「ニプロ」 ５ｍｇ１錠 モンテルカストナトリウムチュアブル錠 キプレスチュアブル錠５ｍｇ

1179 ○ アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「ニプロ」 ３ｍｇ１錠 アリピプラゾール口腔内崩壊錠 エビリファイＯＤ錠３ｍｇ

1179 ○ アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「ニプロ」 ６ｍｇ１錠 アリピプラゾール口腔内崩壊錠 エビリファイＯＤ錠６ｍｇ

1179 ○ アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「ニプロ」 １２ｍｇ１錠 アリピプラゾール口腔内崩壊錠 エビリファイＯＤ錠１２ｍｇ

1141 ○ アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「マルイシ」 ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠 カロナール錠２００ｍｇ

2149 ○ テルミサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 ２０ｍｇ１錠 テルミサルタン口腔内崩壊錠 ミカルディス錠２０ｍｇ

2149 ○ テルミサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「サワイ」 ４０ｍｇ１錠 テルミサルタン口腔内崩壊錠 ミカルディス錠４０ｍｇ

4490 〇 モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ１錠 モンテルカストナトリウム口腔内崩壊錠 キプレスＯＤ錠１０ｍｇ

6249 リネゾリド注射液６００ｍｇ「サワイ」 ６００ｍｇ３００ｍＬ１袋 リネゾリド注射液 ザイボックス注射液６００ｍｇ

6250 ○ エンテカビルＯＤ錠０．５ｍｇ「サワイ」 ０．５ｍｇ１錠 エンテカビル水和物口腔内崩壊錠 バラクルード錠０．５ｍｇ

3969 ○ ミグリトールＯＤ錠２５ｍｇ「サワイ」 ２５ｍｇ１錠 ミグリトール口腔内崩壊錠 セイブルＯＤ錠２５ｍｇ

3969 ○ ミグリトールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１錠 ミグリトール口腔内崩壊錠 セイブルＯＤ錠５０ｍｇ

★院外採用薬
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2234 ○ ★ ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「トーワ」 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠 ビソルボン錠４ｍｇ

2234 ○ ★ ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．０８％「トーワ」 ０．０８％１ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩シロップ 該当する先発品なし

1179 ★ インチュニブ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 グアンファシン塩酸塩徐放錠

1179 ★ インチュニブ錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 グアンファシン塩酸塩徐放錠

2359 スインプロイク錠０．２ｍｇ ０．２ｍｇ１錠 ナルデメジントシル酸塩錠

8119 仮採用薬 ナルラピド錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ヒドロモルフォン塩酸塩錠

8119 仮採用薬 ナルラピド錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ヒドロモルフォン塩酸塩錠

8119 仮採用薬 ナルサス錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠

8119 仮採用薬 ナルサス錠６ｍｇ ６ｍｇ１錠 ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠

8119 仮採用薬 ナルサス錠１２ｍｇ １２ｍｇ１錠 ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠

2646 仮採用薬 ★ コムクロシャンプー０．０５％ ０．０５％１ｇ クロベタゾールプロピオン酸エステル液

6343 ケイセントラ静注用５００ ５００国際単位１瓶（溶解液付） 乾燥濃縮人プロトロンビン複合体注射用

6343 ケイセントラ静注用１０００ １０００国際単位１瓶（溶解液付） 乾燥濃縮人プロトロンビン複合体注射用

1229 ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ「マルイシ」 ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ロクロニウム臭化物注射液 エスラックス静注５０ｍｇ／５．０ｍＬ

1169 ○ ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「トーワ」 ２．５ｍｇ１錠 ブロモクリプチンメシル酸塩錠 パーロデル錠２．５ｍｇ

2190 ○ トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１カプセル トコフェロールニコチン酸エステルカプセル ユベラＮカプセル１００ｍｇ

1319 マキュエイド眼注用４０ｍｇ ４０ｍｇ１瓶 トリアムシノロンアセトニド注射用

1329 ○ オフロキサシン耳科用液０．３％「ＣＥＯ」 ３ｍｇ１ｍＬ オフロキサシン液

1179 ハロペリドール注５ｍｇ「ヨシトミ」 ０．５％１ｍＬ１管 ハロペリドール注射液 セレネース注５ｍｇ

1315 ○ フルオロメトロン点眼液０．０２％「わかもと」 ０．０２％１ｍＬ フルオロメトロン液 フルメトロン点眼液０．０２％

1315 ○ フルオロメトロン点眼液０．１％「わかもと」 ０．１％１ｍＬ フルオロメトロン液 フルメトロン点眼液０．１％

2183 ★ パルモディア錠０．１ｍｇ ０．１ｍｇ１錠 ペマフィブラート錠

3969 ★ カナリア配合錠 １錠 テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤錠

3999 ★ オルミエント錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 バリシチニブ錠

3999 ★ オルミエント錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 バリシチニブ錠

6250 ★ アメナリーフ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 アメナメビル錠

1179 ★ ビプレッソ徐放錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 クエチアピンフマル酸塩徐放錠

1179 ★ ビプレッソ徐放錠１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠 クエチアピンフマル酸塩徐放錠

3999 ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ ４０ｍｇ０．４ｍＬ１キット アダリムマブ（遺伝子組換え）キット

2149 ○ オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 オルメサルタン　メドキソミル口腔内崩壊錠 オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ

2149 ○ オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍｇ１錠 オルメサルタン　メドキソミル口腔内崩壊錠 オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ

2183 ○ フェノフィブラート錠８０ｍｇ「武田テバ」 ８０ｍｇ１錠 フェノフィブラート錠 リピディル錠８０ｍｇ

3929 ★ クレメジン速崩錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 球形吸着炭錠

2139 ○ トラセミド錠８ｍｇ「ＫＯ」 ８ｍｇ１錠 トラセミド錠 ルプラック錠８ｍｇ

3339 リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 エドキサバントシル酸塩水和物口腔内崩壊錠

3339 リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 エドキサバントシル酸塩水和物口腔内崩壊錠

3339 リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 エドキサバントシル酸塩水和物口腔内崩壊錠

1169 ★ トレリーフＯＤ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ゾニサミド口腔内崩壊錠

★院外採用薬
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4219 ○ テモゾロミド錠２０ｍｇ「ＮＫ」 ２０ｍｇ１錠 テモゾロミド錠 テモダールカプセル２０ｍｇ

4219 ○ テモゾロミド錠１００ｍｇ「ＮＫ」 １００ｍｇ１錠 テモゾロミド錠 テモダールカプセル１００ｍｇ

6249 ○ リネゾリド錠６００ｍｇ「サワイ」 ６００ｍｇ１錠 リネゾリド錠 ザイボックス錠６００ｍｇ

2189 ★ レパーサ皮下注４２０ｍｇオートミニドーザー ４２０ｍｇ３．５ｍＬ１キット エボロクマブ（遺伝子組換え）キット

1169 ○ ロピニロール徐放錠２ｍｇ「共創未来」 ２ｍｇ１錠 ロピニロール塩酸塩徐放錠 レキップＣＲ錠２ｍｇ

1169 ○ ロピニロール徐放錠８ｍｇ「共創未来」 ８ｍｇ１錠 ロピニロール塩酸塩徐放錠 レキップＣＲ錠８ｍｇ

1319 ○ クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「トーワ」 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クロモグリク酸ナトリウム液 インタール点眼液２％

1329 ○ ★ クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％「トーワ」 １９０ｍｇ９．５ｍＬ１瓶 クロモグリク酸ナトリウム液 該当する先発品なし

2223 ○ デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ「トーワ」 １５ｍｇ１錠 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物錠 メジコン錠１５ｍｇ

2399 ★ レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回 ４８ｍｇ３０．８ｇ１瓶 ブデソニド注腸剤

6250 ★ マヴィレット配合錠 １錠 グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル錠

3999 ベンリスタ皮下注２００ｍｇオートインジェクター ２００ｍｇ１ｍＬ１キット ベリムマブ（遺伝子組換え）キット

4490 ★ ルパフィン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ルパタジンフマル酸塩錠

4490 シダキュアスギ花粉舌下錠２０００ＪＡＵ ２０００ＪＡＵ１錠 スギ花粉エキス舌下錠

4490 ★ シダキュアスギ花粉舌下錠５０００ＪＡＵ ５０００ＪＡＵ１錠 スギ花粉エキス舌下錠

2149 ○ ニルバジピン錠２ｍｇ「トーワ」 ２ｍｇ１錠 ニルバジピン錠 ニバジール錠２ｍｇ

3999 エルカルチンＦＦ静注１０００ｍｇシリンジ １０００ｍｇ５ｍＬ１筒 レボカルニチンキット

3122 ○ フルスルチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１錠 フルスルチアミン錠 ２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠

3999 ヒュミラ皮下注８０ｍｇペン０．８ｍＬ ８０ｍｇ０．８ｍＬ１キット アダリムマブ（遺伝子組換え）キット

2359 グーフィス錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 エロビキシバット水和物錠

6290 ★ ネイリンカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル ホスラブコナゾール　Ｌ－リシンエタノール付加物カプセル

2190 イブリーフ静注２０ｍｇ ２０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イブプロフェン　Ｌ－リシン注射液

8119 仮採用薬 ナルベイン注２ｍｇ ２ｍｇ１ｍＬ１管 ヒドロモルフォン塩酸塩注射液

4291 仮採用薬 テセントリク点滴静注１２００ｍｇ １２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶 アテゾリズマブ（遺伝子組換え）注射液

4291 ★ リムパーザ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 オラパリブ錠

4291 ★ リムパーザ錠１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠 オラパリブ錠

2329 ネキシウム懸濁用顆粒分包１０ｍｇ １０ｍｇ１包 エソメプラゾールマグネシウム水和物顆粒

8219 ○ フェンタニルクエン酸塩１日用テープ１ｍｇ「第一三共」 １ｍｇ１枚 フェンタニルクエン酸塩貼付剤 フェントステープ１ｍｇ

8219 ○ フェンタニルクエン酸塩１日用テープ２ｍｇ「第一三共」 ２ｍｇ１枚 フェンタニルクエン酸塩貼付剤 フェントステープ２ｍｇ

8219 ○ フェンタニルクエン酸塩１日用テープ４ｍｇ「第一三共」 ４ｍｇ１枚 フェンタニルクエン酸塩貼付剤 フェントステープ４ｍｇ

8219 ○ フェンタニルクエン酸塩１日用テープ６ｍｇ「第一三共」 ６ｍｇ１枚 フェンタニルクエン酸塩貼付剤 フェントステープ６ｍｇ

8219 ○ フェンタニルクエン酸塩１日用テープ８ｍｇ「第一三共」 ８ｍｇ１枚 フェンタニルクエン酸塩貼付剤 フェントステープ８ｍｇ

2129 ○ フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ＫＯ」 ５０ｍｇ１錠 フレカイニド酢酸塩錠 タンボコール錠５０ｍｇ

6241 レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ「ＤＳＥＰ」 ５００ｍｇ１００ｍＬ１キット レボフロキサシン水和物キット クラビット点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ

1319 ○ ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％「ニットー」 １％１ｍＬ ブリンゾラミド液 エイゾプト懸濁性点眼液１％

1319 ○ トラボプロスト点眼液０．００４％「ニットー」 ０．００４％１ｍＬ トラボプロスト液 トラバタンズ点眼液０．００４％

2129 アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 １５０ｍｇ３ｍＬ１管 アミオダロン塩酸塩注射液 アンカロン注１５０

2189 ○ ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ニプロ」 ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠 クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ

★院外採用薬
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2189 ○ ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ニプロ」 ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠 クレストールＯＤ錠５ｍｇ

1190 ○ ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μｇ「フソー」 ２．５μｇ１錠 ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠 レミッチＯＤ錠２．５μｇ

2699 ★ ドボベットゲル １ｇ 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ゲル

4291 リツキサン点滴静注１００ｍｇ １００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 リツキシマブ（遺伝子組換え）注射液

4291 リツキサン点滴静注５００ｍｇ ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 リツキシマブ（遺伝子組換え）注射液

3999 エンブレル皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ ２５ｍｇ０．５ｍＬ１キット エタネルセプト（遺伝子組換え）キット

6290 ○ イトラコナゾール内用液１％「ファイザー」 １％１ｍＬ イトラコナゾール液 イトリゾール内用液１％

4291 ★ イクスタンジ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 エンザルタミド錠

4291 ★ イクスタンジ錠８０ｍｇ ８０ｍｇ１錠 エンザルタミド錠

6132 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「ＣＨＭ」 １ｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム水和物静注用 ロセフィン静注用１ｇ

6250 ○ オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」 ７５ｍｇ１カプセル オセルタミビルリン酸塩カプセル タミフルカプセル７５

6250 ○ オセルタミビルＤＳ３％「サワイ」 ３％１ｇ オセルタミビルリン酸塩シロップ用 タミフルドライシロップ３％

6343 仮採用薬 アディノベイト静注用キット５００ ５００国際単位１キット（溶解液付） ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組換え）キット

3969 ★ スージャヌ配合錠 １錠 シタグリプチンリン酸塩水和物・イプラグリフロジン　Ｌ－プロリン配合剤錠

3999 オルケディア錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 エボカルセト錠

1169 アジレクト錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ラサギリンメシル酸塩錠

1129 プレセデックス静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「ファイザー」 ２００μｇ５０ｍＬ１筒 デクスメデトミジン塩酸塩キット

4291 トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「ＮＫ」 ６０ｍｇ１瓶 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 ハーセプチン注射用６０

4291 トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「ＮＫ」 １５０ｍｇ１瓶 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 ハーセプチン注射用１５０

6343 献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注２．５ｇ／２５ｍＬ ２．５ｇ２５ｍＬ１瓶 ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射液

6343 献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ ５ｇ５０ｍＬ１瓶 ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射液

6343 献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注２０ｇ／２００ｍＬ ２０ｇ２００ｍＬ１瓶 ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射液

7290 レギチーン注射液５ｍｇ ０．５％１ｍＬ１瓶 フェントラミンメシル酸塩注射液

2612 ポビドンヨード消毒液１０％「ケンエー」 １０％１０ｍＬ ポビドンヨード液 イソジン液１０％

1162 ○ ビペリデン塩酸塩散１％「ヨシトミ」 １％１ｇ ビペリデン塩酸塩散 アキネトン細粒１％

1315 ○ ★ ベタメタゾンリン酸エステルＮａ・ＰＦ眼耳鼻科用液０．１％「日点」 ０．１％１ｍＬ ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム液 リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％

1319 ○ チモロール点眼液０．５％「わかもと」 ０．５％１ｍＬ チモロールマレイン酸塩液 チモプトール点眼液０．５％

1319 ヒーロンＶ眼粘弾剤２．３％シリンジ０．６ｍＬ ２．３％０．６ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム液

2139 ○ フロセミド錠２０ｍｇ「武田テバ」 ２０ｍｇ１錠 フロセミド錠 ラシックス錠２０ｍｇ

2139 ○ フロセミド錠４０ｍｇ「武田テバ」 ４０ｍｇ１錠 フロセミド錠 ラシックス錠４０ｍｇ

2139 フロセミド注２０ｍｇ「武田テバ」 ２０ｍｇ１管 フロセミド注射液 ラシックス注２０ｍｇ

2190 アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用５００μｇ「タカタ」 ５００μｇ１瓶 アルプロスタジル　アルファデクス注射用 プロスタンディン点滴静注用５００μｇ

2190 アルプロスタジルアルファデクス注射用２０μｇ「タカタ」 ２０μｇ１瓶 アルプロスタジル　アルファデクス注射用 プロスタンディン注射用２０μｇ

8219 ★ フェントステープ０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１枚 フェンタニルクエン酸塩貼付剤

2399 エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ ３００ｍｇ１瓶 ベドリズマブ（遺伝子組換え）静注用

1149 ○ トアラセット配合錠「ＤＳＥＰ」 １錠 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤錠 トラムセット配合錠

1179 ○ ミルタザピン錠１５ｍｇ「明治」 １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠 リフレックス錠１５ｍｇ

3399 エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 プラスグレル塩酸塩口腔内崩壊錠
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1141 ○ アセトアミノフェン錠５００ｍｇ「マルイシ」 ５００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠 該当する先発品なし

1129 デクスメデトミジン静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「ニプロ」 ２００μｇ５０ｍＬ１筒 デクスメデトミジン塩酸塩キット プレセデックス静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「マルイシ」

1319 ヒーロン眼粘弾剤１％シリンジ０．６ｍＬ １％０．６ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム液

3999 シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス ２００ｍｇ１ｍＬ１キット セルトリズマブ　ペゴル（遺伝子組換え）キット

2590 ★ ベオーバ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ビベグロン錠

3969 ★ メトアナ配合錠ＬＤ １錠 アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤錠

3969 ★ メトアナ配合錠ＨＤ １錠 アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤錠

3999 ★ ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ ５４．１６７％１２ｇ１包 ラクツロースゼリー 該当する先発品なし

4291 ★ ベージニオ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 アベマシクリブ錠

4291 ★ ベージニオ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 アベマシクリブ錠

4291 ★ ベージニオ錠１５０ｍｇ １５０ｍｇ１錠 アベマシクリブ錠

3969 ★ トラディアンス配合錠ＡＰ １錠 エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤錠

2359 アミティーザカプセル１２μｇ １２μｇ１カプセル ルビプロストンカプセル

1214 リドカイン点滴静注液１％「タカタ」 １％２００ｍＬ１袋 リドカイン注射液 オリベス点滴用１％

1319 ★ エイベリス点眼液０．００２％ ０．００２％１ｍＬ オミデネパグ　イソプロピル液

4291 オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ ２４０ｍｇ２４ｍＬ１瓶 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液

3321 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ静注１００ｍｇ「フソー」 ０．５％２０ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物注射液 アドナ注（静脈用）１００ｍｇ

4223 ○ カペシタビン錠３００ｍｇ「サワイ」 ３００ｍｇ１錠 カペシタビン錠 ゼローダ錠３００

3999 ケブザラ皮下注２００ｍｇオートインジェクター ２００ｍｇ１．１４ｍＬ１キット サリルマブ（遺伝子組換え）キット

1249 ○ エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「旭化成」 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠 ミオナール錠５０ｍｇ

1311 トロピカミド点眼液０．４％「日点」 ０．４％１ｍＬ トロピカミド液 ミドリンＭ点眼液０．４％

4419 ○ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩錠２ｍｇ「武田テバ」 ２ｍｇ１錠 ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 ポララミン錠２ｍｇ

4419 ○ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠６ｍｇ「武田テバ」 ６ｍｇ１錠 ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠 ネオマレルミンＴＲ錠６ｍｇ

3999 イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ １０５ｍｇ１．１７ｍＬ１筒 ロモソズマブ（遺伝子組換え）キット

2149 ビソノテープ２ｍｇ ２ｍｇ１枚 ビソプロロール貼付剤

1139 ビムパットドライシロップ１０％ １０％１ｇ ラコサミドシロップ用

4291 仮採用薬 ★ メクトビ錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 ビニメチニブ錠

2499 ★ レルミナ錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 レルゴリクス錠

1190 タリージェ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ミロガバリンベシル酸塩錠

1190 タリージェ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ミロガバリンベシル酸塩錠

2149 ★ ミネブロ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 エサキセレノン錠

2149 ★ ミネブロ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 エサキセレノン錠

2499 ゴナックス皮下注用２４０ｍｇ ２４０ｍｇ１瓶（溶解液付） デガレリクス酢酸塩注射用

4291 塩酸プロカルバジンカプセル５０ｍｇ「ＴＹＰ」 ５０ｍｇ１カプセル プロカルバジン塩酸塩カプセル

2239 ○ アンブロキソール塩酸塩ＤＳ小児用１．５％「タカタ」 １．５％１ｇ アンブロキソール塩酸塩シロップ用 小児用ムコソルバンＤＳ１．５％

2549 レボノルゲストレル錠１．５ｍｇ「Ｆ」 レボノルゲストレル

1179 ○ ブロナンセリン錠４ｍｇ「アメル」 ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠 ロナセン錠４ｍｇ

8119 オキシコドン注射液１０ｍｇ「第一三共」 １％１ｍＬ１管 オキシコドン塩酸塩水和物注射液 オキファスト注１０ｍｇ

★院外採用薬

〇院外一般名処方 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部



採用薬一覧（五十音順） 2022年3月15日現在

薬効分類 仮採用薬 一般名処方 院外採用 商品名 規格単位 一般名 先発品名

8119 オキシコドン注射液５０ｍｇ「第一三共」 １％５ｍＬ１管 オキシコドン塩酸塩水和物注射液 オキファスト注５０ｍｇ

4291 ○ タモキシフェン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２０ｍｇ１錠 タモキシフェンクエン酸塩錠 ノルバデックス錠２０ｍｇ

2590 ○ シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ケミファ」 ４ｍｇ１錠 シロドシン口腔内崩壊錠 ユリーフＯＤ錠４ｍｇ

3923 バル筋注１００ｍｇ「ＡＦＰ」 １０％１ｍＬ１管 ジメルカプロール注射液

7225 インジゴカルミン注２０ｍｇ「ＡＦＰ」 ０．４％５ｍＬ１管 インジゴカルミン注射液

3999 シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクター ５０ｍｇ０．５ｍＬ１キット ゴリムマブ（遺伝子組換え）キット

4291 ★ アーリーダ錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 アパルタミド錠

3999 ★ エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ「ＴＹ」 ５０ｍｇ１ｍＬ１キット エタネルセプト（遺伝子組換え）キット エンブレル皮下注５０ｍｇペン１ｍＬ

3229 アセレンド注１００μｇ １００μｇ２ｍＬ１瓶 亜セレン酸ナトリウム注射液

2290 テリルジー１００エリプタ３０吸入用 ３０吸入１キット フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩吸入剤

2290 ゾレア皮下注１５０ｍｇシリンジ １５０ｍｇ１ｍＬ１筒 オマリズマブ（遺伝子組換え）キット

3969 ★ グルベス配合ＯＤ錠 １錠 ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤口腔内崩壊錠

3222 フェインジェクト静注５００ｍｇ ５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 カルボキシマルトース第二鉄注射液

2663 硝酸銀「ファイザー」原末 １ｇ 硝酸銀

3211 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 １０ｇ 乳酸カルシウム水和物

3229 〇 Ｌ－アスパラギン酸Ｋ錠３００ｍｇ「アメル」 ３００ｍｇ１錠 Ｌ－アスパラギン酸カリウム錠 アスパラカリウム錠３００ｍｇ

3999 ダルベポエチン　アルファ注２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 ２０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）キット ネスプ注射液２０μｇプラシリンジ

3999 ダルベポエチン　アルファ注４０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 ４０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）キット ネスプ注射液４０μｇプラシリンジ

3999 ダルベポエチン　アルファ注６０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 ６０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）キット ネスプ注射液６０μｇプラシリンジ

3999 ダルベポエチン　アルファ注１２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 １２０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）キット ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ

3999 ダルベポエチン　アルファ注１８０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 １８０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）キット ネスプ注射液１８０μｇプラシリンジ

1317 仮採用薬 ★ アジマイシン点眼液１％ １％１ｍＬ アジスロマイシン水和物液

2290 ビレーズトリエアロスフィア５６吸入 ５６吸入１キット ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤

1179 仮採用薬 ロナセンテープ４０ｍｇ ４０ｍｇ１枚 ブロナンセリン貼付剤

3969 ★ ゾルトファイ配合注フレックスタッチ １キット インスリン　デグルデク（遺伝子組換え）・リラグルチド（遺伝子組換え）配合剤キット

6250 ラバミコム配合錠「アメル」 １錠 ラミブジン・アバカビル硫酸塩錠 エプジコム配合錠

3999 エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ「ＭＡ」 ２５ｍｇ０．５ｍＬ１キット エタネルセプト（遺伝子組換え）キット 該当する先発品なし

2391 ○ アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「サワイ」 １２５ｍｇ１カプセル アプレピタントカプセル イメンドカプセル１２５ｍｇ

2391 ○ アプレピタントカプセル８０ｍｇ「サワイ」 ８０ｍｇ１カプセル アプレピタントカプセル イメンドカプセル８０ｍｇ

6179 ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１瓶 ミカファンギンナトリウム注射用 ファンガード点滴用５０ｍｇ

6179 ミカファンギンＮａ点滴静注用７５ｍｇ「サワイ」 ７５ｍｇ１瓶 ミカファンギンナトリウム注射用 ファンガード点滴用７５ｍｇ

6250 ガンシクロビル点滴静注用５００ｍｇ「ファイザー」 ５００ｍｇ１瓶 ガンシクロビル静注用

2139 サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ ７．５ｍｇ１錠 トルバプタン口腔内崩壊錠

2139 サムスカＯＤ錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 トルバプタン口腔内崩壊錠

8219 フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」 ０．００５％２ｍＬ１管 フェンタニルクエン酸塩注射液 フェンタニル注射液０．１ｍｇ「第一三共」

8219 フェンタニル注射液０．５ｍｇ「テルモ」 ０．００５％１０ｍＬ１管 フェンタニルクエン酸塩注射液 該当する先発品なし

2439 テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェクター ２８．２μｇ１キット テリパラチド酢酸塩キット

2190 コララン錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 イバブラジン塩酸塩錠

★院外採用薬
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1319 ★ アイベータ配合点眼液 １ｍＬ ブリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩液

1179 トリンテリックス錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ボルチオキセチン臭化水素酸塩錠

1169 エクフィナ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 サフィナミドメシル酸塩錠

1169 仮採用薬 ハルロピテープ８ｍｇ ８ｍｇ１枚 ロピニロール塩酸塩貼付剤

1169 ★ ハルロピテープ１６ｍｇ １６ｍｇ１枚 ロピニロール塩酸塩貼付剤

1169 仮採用薬 ハルロピテープ２４ｍｇ ２４ｍｇ１枚 ロピニロール塩酸塩貼付剤

4291 リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ファイザー」 １００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 リツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 リツキサン点滴静注１００ｍｇ

4291 リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ファイザー」 ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 リツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 リツキサン点滴静注５００ｍｇ

2439 テリパラチドＢＳ皮下注キット６００μｇ「モチダ」 ６００μｇ１キット テリパラチド（遺伝子組換え）キット 該当する先発品なし

3999 ★ エベレンゾ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 ロキサデュスタット錠

3999 ★ エベレンゾ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ロキサデュスタット錠

3999 ★ エベレンゾ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 ロキサデュスタット錠

2190 ○ 炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「フソー」 ２５０ｍｇ１錠 炭酸ランタン水和物口腔内崩壊錠 ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ

1319 ★ アレジオンＬＸ点眼液０．１％ ０．１％１ｍＬ エピナスチン塩酸塩液

2399 ○ デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「日医工」 ０．１％１ｇ デキサメタゾン軟膏 アフタゾロン口腔用軟膏０．１％

2290 ○ ブデホル吸入粉末剤６０吸入「ＪＧ」 ６０吸入１キット ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤 シムビコートタービュヘイラー６０吸入

3999 ジアゾキシドカプセル２５ｍｇ「ＯＰ」 ２５ｍｇ１カプセル ジアゾキシドカプセル

1119 プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」 ２００ｍｇ２０ｍＬ１管 プロポフォール注射液 １％ディプリバン注

1119 プロポフォール静注１％１００ｍＬ「マルイシ」 １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール注射液 １％ディプリバン注

1319 ○ レボフロキサシン点眼液０．５％「ニットー」 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン水和物液 クラビット点眼液０．５％

2413 ｕＦＳＨ注用７５単位「あすか」 ７５単位１管（溶解液付） 下垂体性性腺刺激ホルモン注射用 該当する先発品なし

2413 ｕＦＳＨ注用１５０単位「あすか」 １５０単位１管（溶解液付） 下垂体性性腺刺激ホルモン注射用 該当する先発品なし

2649 ○ ジクロフェナクＮａゲル１％「武田テバ」 １％１ｇ ジクロフェナクナトリウムゲル ボルタレンゲル１％

1319 オフロキサシン眼軟膏０．３％「ニットー」 ０．３％１ｇ オフロキサシン軟膏

1190 デエビゴ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 レンボレキサント錠

2699 ★ コレクチム軟膏０．５％ ０．５％１ｇ デルゴシチニブ軟膏

3949 仮採用薬 ★ ユリス錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 ドチヌラド錠

3949 仮採用薬 ★ ユリス錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ドチヌラド錠

2499 プロウペス腟用剤１０ｍｇ ジノプロストン

4291 イブランス錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 パルボシクリブ錠

4291 イブランス錠１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠 パルボシクリブ錠

6179 仮採用薬 ノクサフィル錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 ポサコナゾール腸溶錠

6179 仮採用薬 ノクサフィル点滴静注３００ｍｇ ３００ｍｇ１６．７ｍＬ１瓶 ポサコナゾール注射液

1139 フィコンパ細粒１％ １％１ｇ ペランパネル水和物細粒

2499 仮採用薬 ★ ディナゲスト錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠

1139 ビムパット点滴静注１００ｍｇ １００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ラコサミド注射液

1190 ○ メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 メマリーＯＤ錠５ｍｇ

3999 ○ ピルフェニドン錠２００ｍｇ「日医工」 ２００ｍｇ１錠 ピルフェニドン錠 ピレスパ錠２００ｍｇ

★院外採用薬
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2499 ○ デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「トーワ」 ０．５ｍｇ１カプセル デュタステリドカプセル アボルブカプセル０．５ｍｇ

2590 ○ タダラフィルＯＤ錠５ｍｇＺＡ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 タダラフィル口腔内崩壊錠 ザルティア錠５ｍｇ

4490 ○ レボセチリジン塩酸塩ＤＳ０．５％「杏林」 ０．５％１ｇ レボセチリジン塩酸塩シロップ用 ザイザルシロップ０．０５％

1190 ○ ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「トーワ」 ４ｍｇ１錠 ガランタミン臭化水素酸塩口腔内崩壊錠 レミニールＯＤ錠４ｍｇ

2189 ○ エゼチミブＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 １０ｍｇ１錠 エゼチミブ口腔内崩壊錠 ゼチーア錠１０ｍｇ

2329 ○ ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 ラベプラゾールナトリウム腸溶錠 パリエット錠５ｍｇ

3112 ○ エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「サワイ」 ０．７５μｇ１カプセル エルデカルシトールカプセル エディロールカプセル０．７５μｇ

3969 ○ レパグリニド錠０．２５ｍｇ「サワイ」 ０．２５ｍｇ１錠 レパグリニド錠 シュアポスト錠０．２５ｍｇ

4490 ○ レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠 ザイザルＯＤ錠５ｍｇ

2590 ○ イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ「サワイ」 ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシン口腔内崩壊錠 ステーブラＯＤ錠０．１ｍｇ

2499 仮採用薬 オゼンピック皮下注０．２５ｍｇＳＤ ０．２５ｍｇ０．５ｍＬ１キット セマグルチド（遺伝子組換え）キット

2499 仮採用薬 オゼンピック皮下注０．５ｍｇＳＤ ０．５ｍｇ０．５ｍＬ１キット セマグルチド（遺伝子組換え）キット

2499 仮採用薬 オゼンピック皮下注１．０ｍｇＳＤ １ｍｇ０．５ｍＬ１キット セマグルチド（遺伝子組換え）キット

2492 ルムジェブ注ミリオペン ３００単位１キット インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）キット

2492 ★ バクスミー点鼻粉末剤３ｍｇ ３ｍｇ１瓶 グルカゴン噴霧剤

1319 アイリーア硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ ２ｍｇ０．０５ｍＬ１筒 アフリベルセプト（遺伝子組換え）キット

2492 インスリン　リスプロＢＳ注ソロスター　ＨＵ「サノフィ」 ３００単位１キット インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）キット ヒューマログ注ミリオンペン

1319 ベオビュ硝子体内注射用キット１２０ｍｇ／ｍＬ ６ｍｇ０．０５ｍＬ１筒 ブロルシズマブ（遺伝子組換え）キット

2492 インスリン　リスプロＢＳ注１００単位／ｍＬ　ＨＵ「サノフィ」 １００単位１ｍＬバイアル インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）注射液 ヒューマログ注１００単位／ｍＬ

1319 ★ アイラミド配合懸濁性点眼液 １ｍＬ ブリモニジン酒石酸塩・ブリンゾラミド液

3969 仮採用薬 ★ ソリクア配合注ソロスター １キット インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）・リキシセナチド配合剤キット

4291 エンハーツ点滴静注用１００ｍｇ １００ｍｇ１瓶 トラスツズマブ　デルクステカン（遺伝子組換え）注射用

2290 ヌーカラ皮下注１００ｍｇペン １００ｍｇ１ｍＬ１キット メポリズマブ（遺伝子組換え）キット

1179 ラツーダ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 ルラシドン塩酸塩錠

2190 ロケルマ懸濁用散分包５ｇ ５ｇ１包 ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物散

2190 ロケルマ懸濁用散分包１０ｇ １０ｇ１包 ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物散

2190 ファスジル塩酸塩点滴静注液３０ｍｇ「ＫＣＣ」 ３０．８ｍｇ２ｍＬ１管 ファスジル塩酸塩水和物注射液 エリル点滴静注液３０ｍｇ

1149 ○ セレコキシブ錠１００ｍｇ「オーハラ」 １００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠 セレコックス錠１００ｍｇ

1149 ○ セレコキシブ錠２００ｍｇ「オーハラ」 ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠 セレコックス錠２００ｍｇ

6131 アモキシシリン細粒２０％「ＴＣＫ」 ２００ｍｇ１ｇ アモキシシリン水和物細粒 サワシリン細粒１０％

6131 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「ＴＣＫ」 ２５０ｍｇ１カプセル アモキシシリン水和物カプセル サワシリンカプセル２５０

6250 仮採用薬 ベクルリー点滴静注用１００ｍｇ １００ｍｇ１瓶 レムデシビル注射用

2329 ○ オメプラゾール錠２０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール腸溶錠 オメプラール錠２０

1319 ヒアルロン酸Ｎａ０．６眼粘弾剤１％ＭＶ「センジュ」 １％０．６ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム液 ヒーロン眼粘弾剤１％シリンジ０．６ｍＬ

2171 ○ 硝酸イソソルビド徐放カプセル２０ｍｇ「Ｓｔ」 ２０ｍｇ１カプセル 硝酸イソソルビド徐放カプセル ニトロールＲカプセル２０ｍｇ

2357 ○ グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 ５０％６０ｍＬ１個 グリセリン浣腸

2357 ○ グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 ５０％１２０ｍＬ１個 グリセリン浣腸

3133 パンテノール注５００ｍｇ「ＫＣＣ」 ５００ｍｇ１管 パンテノール注射液 パントール注射液５００ｍｇ

★院外採用薬

〇院外一般名処方 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部
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3229 ○ 塩化カリウム徐放錠６００ｍｇ「Ｓｔ」 ６００ｍｇ１錠 塩化カリウム徐放錠 ケーサプライ錠６００ｍｇ

3319 アクメインＤ輸液 ５００ｍＬ１瓶 酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）

3929 ○ デフェラシロクス顆粒分包９０ｍｇ「サンド」 ９０ｍｇ１包 デフェラシロクス顆粒 ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ

3929 ○ デフェラシロクス顆粒分包３６０ｍｇ「サンド」 ３６０ｍｇ１包 デフェラシロクス顆粒 ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ

1169 オンジェンティス錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 オピカポン錠

2190 エンレスト錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物錠

2190 エンレスト錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物錠

2190 エンレスト錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物錠

2290 仮採用薬 ★ エナジア吸入用カプセル高用量 １カプセル インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステルカプセル

2290 仮採用薬 ★ アテキュラ吸入用カプセル低用量 １カプセル インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステルカプセル

2290 仮採用薬 ★ アテキュラ吸入用カプセル中用量 １カプセル インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステルカプセル

2290 仮採用薬 ★ アテキュラ吸入用カプセル高用量 １カプセル インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステルカプセル

3999 仮採用薬 ★ ダーブロック錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ダプロデュスタット錠

3999 仮採用薬 ★ ダーブロック錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 ダプロデュスタット錠

1229 仮採用薬 ゼオマイン筋注用２００単位 ２００単位１瓶 インコボツリヌストキシンＡ筋注用

2499 仮採用薬 リベルサス錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 セマグルチド（遺伝子組換え）錠

2499 仮採用薬 リベルサス錠７ｍｇ ７ｍｇ１錠 セマグルチド（遺伝子組換え）錠

2499 仮採用薬 リベルサス錠１４ｍｇ １４ｍｇ１錠 セマグルチド（遺伝子組換え）錠

2590 ○ バルデナフィル錠１０ｍｇ「トーワ」 バルデナフィル塩酸塩水和物

6313 仮採用薬 シルガード９水性懸濁筋注シリンジ 組換え沈降９価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（酵母由来）

3339 イグザレルトＯＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 リバーロキサバン口腔内崩壊錠

3339 イグザレルトＯＤ錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 リバーロキサバン口腔内崩壊錠

1190 ○ リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「ニプロ」 ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミン貼付剤 イクセロンパッチ４．５ｍｇ

1190 ○ プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「サワイ」 ２５ｍｇ１錠 プレガバリン口腔内崩壊錠 リリカＯＤ錠２５ｍｇ

1190 ○ プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 ７５ｍｇ１錠 プレガバリン口腔内崩壊錠 リリカＯＤ錠７５ｍｇ

3311 エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液（生理食塩液） ５０ｍＬ１瓶 生理食塩液

2190 エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ヤンセン」 ０．５ｍｇ１瓶 エポプロステノールナトリウム静注用 静注用フローラン０．５ｍｇ

2119 ドパミン塩酸塩点滴静注１００ｍｇ「ＫＣＣ」 １００ｍｇ５ｍＬ１管 ドパミン塩酸塩注射液 イノバン注１００ｍｇ

2119 ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇキット「ＫＣＣ」 ０．３％２００ｍＬ１袋 ドパミン塩酸塩キット 該当する先発品なし

4291 仮採用薬 ★ ビラフトビカプセル７５ｍｇ ７５ｍｇ１カプセル エンコラフェニブカプセル

4219 トレアキシン点滴静注液１００ｍｇ／４ｍＬ １００ｍｇ４ｍＬ１瓶 ベンダムスチン塩酸塩水和物注射液

3999 仮採用薬 ★ エナロイ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 エナロデュスタット錠

3999 仮採用薬 ★ エナロイ錠４ｍｇ ４ｍｇ１錠 エナロデュスタット錠

1259 仮採用薬 ★ エクロックゲル５％ ５％１ｇ ソフピロニウム臭化物ゲル

3999 ★ ジセレカ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 フィルゴチニブマレイン酸塩錠

3999 ★ ジセレカ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 フィルゴチニブマレイン酸塩錠

4490 デュピクセント皮下注３００ｍｇペン ３００ｍｇ２ｍＬ１キット デュピルマブ（遺伝子組換え）キット

2190 〇 ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口ゼリー２０％分包２５ｇ「三和」 ２０％２５ｇ１個 ポリスチレンスルホン酸カルシウムゼリー 該当する先発品なし

★院外採用薬

〇院外一般名処方 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部
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1319 〇 シアノコバラミン点眼液０．０２％「センジュ」 ０．０２％５ｍＬ１瓶 シアノコバラミン液 サンコバ点眼液０．０２％

2359 モビコール配合内用剤ＬＤ ６．８５２３ｇ１包 マクロゴール４０００・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム配合剤散

3999 アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇペン０．８ｍＬ「ＦＫＢ」 ４０ｍｇ０．８ｍＬ１キット アダリムマブ（遺伝子組換え）キット ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL

6311 ニューモバックスＮＰシリンジ ０．５ｍＬ１筒 肺炎球菌ワクチン

2318 ジメチコン内用液２％「カイゲン」 ２％１ｍＬ ジメチコンシロップ ガスコンドロップ内用液２％

6219 〇 サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「武田テバ」 ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン腸溶錠 アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ

2290 仮採用薬 テリルジー２００エリプタ３０吸入用 ３０吸入１キット フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩吸入剤

3999 ラクツロースシロップ６５％「タカタ」 ６５％１ｍＬ ラクツロースシロップ モニラック・シロップ６５％

2649 フェルビナクスチック軟膏３％「三笠」 ３％１ｇ フェルビナク軟膏 ナパゲルン軟膏３％

1319 ピレノキシン懸濁性点眼液０．００５％「参天」 ０．００５％５ｍＬ１瓶 ピレノキシン液 該当する先発品なし

2139 イソソルビド内服ゼリー７０％分包３０ｇ「日医工」 ７０％３０ｇ１個 イソソルビドゼリー

2144 〇 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠 レニベース錠２．５

2144 〇 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠 レニベース錠５

2190 ポリスチレンスルホン酸Ｃａ散９６．７％分包５．１７ｇ〈ハチ〉 ９６．７％１ｇ ポリスチレンスルホン酸カルシウム散 該当する先発品なし

2344 炭酸水素ナトリウム「ファイザー」原末 １０ｇ 炭酸水素ナトリウム

2411 コートロシン注射用０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１瓶 テトラコサクチド酢酸塩注射用

2669 ○ 尿素クリーム１０％「ＳＵＮ」 １０％１ｇ 尿素クリーム ウレパールクリーム１０％

2669 ○ 尿素クリーム２０％「ＳＵＮ」 ２０％１ｇ 尿素クリーム ケラチナミンコーワクリーム２０％

3121 チアミン塩化物塩酸塩注５０ｍｇ「フソー」 ５０ｍｇ１管 チアミン塩化物塩酸塩注射液

3133 ○ パンテチン錠１００ｍｇ「シオエ」 １００ｍｇ１錠 パンテチン錠 パントシン錠１００

7213 マグコロール散６８％分包５０ｇ ６８％５０ｇ１包 クエン酸マグネシウム散

7219 イオパミドール３００注５０ｍＬ「Ｆ」 ６１．２４％５０ｍＬ１瓶 イオパミドール注射液 イオパミロン注３００

7219 イオパミドール３００注２０ｍＬ「Ｆ」 ６１．２４％２０ｍＬ１瓶 イオパミドール注射液 イオパミロン注３００

7219 イオヘキソール３５０注シリンジ１００ｍＬ「ＦＦ」 ７５．４９％１００ｍＬ１筒 イオヘキソールキット オムニパーク３５０注シリンジ１００ｍＬ

2639 仮採用薬 ★ ゼビアックス油性クリーム２％ ２％１ｇ オゼノキサシンクリーム

3999 仮採用薬 エドルミズ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 アナモレリン塩酸塩錠

1190 仮採用薬 エムガルティ皮下注１２０ｍｇシリンジ １２０ｍｇ１ｍＬ１筒 ガルカネズマブ（遺伝子組換え）キット

2699 仮採用薬 ★ ドボベットフォーム １ｇ 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噴霧剤

3969 テネリアＯＤ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物口腔内崩壊錠

2590 ○ ソリフェナシンコハク酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 コハク酸ソリフェナシン口腔内崩壊錠 ベシケアＯＤ錠５ｍｇ

2190 ○ タダラフィル錠２０ｍｇＡＤ「杏林」 ２０ｍｇ１錠 タダラフィル錠 アドシルカ錠２０ｍｇ

1319 ブリモニジン酒石酸塩点眼液０．１％「ＳＥＣ」 ０．１％１ｍＬ ブリモニジン酒石酸塩液 アイファガン点眼液０．１％

1179 ○ デュロキセチンＯＤ錠２０ｍｇ「ニプロ」 ２０ｍｇ１錠 デュロキセチン塩酸塩口腔内崩壊錠 サインバルタカプセル２０ｍｇ

1147 仮採用薬 ジクトルテープ７５ｍｇ ７５ｍｇ１枚 ジクロフェナクナトリウム貼付剤

2492 ★ インスリン　アスパルトＢＳ注カート　ＮＲ「サノフィ」 ３００単位１筒 インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）注射液 ノボラピッド注　ペンフィル

2492 インスリン　アスパルトＢＳ注ソロスター　ＮＲ「サノフィ」 ３００単位１キット インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）キット ノボラピッド注　フレックスタッチ

6113 バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「明治」 ５００ｍｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩散 塩酸バンコマイシン散０．５ｇ

7219 イオプロミド３００注シリンジ１００ｍＬ「ＢＹＬ」 ６２．３４％１００ｍＬ１筒 イオプロミドキット プロスコープ３００注シリンジ１００ｍＬ

★院外採用薬
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7219 イオプロミド３７０注シリンジ１００ｍＬ「ＢＹＬ」 ７６．８９％１００ｍＬ１筒 イオプロミドキット

2119 ドブタミン持続静注１５０ｍｇシリンジ「ＫＫＣ」 ０．３％５０ｍＬ１筒 ドブタミン塩酸塩キット 該当する先発品なし

4229 ペメトレキセド点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」 １００ｍｇ４ｍＬ１瓶 ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物注射液 アリムタ注射用１００ｍｇ

4229 ペメトレキセド点滴静注液５００ｍｇ「ＮＫ」 ５００ｍｇ２０ｍＬ１瓶 ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物注射液 アリムタ注射用５００ｍｇ

4229 ペメトレキセド点滴静注液８００ｍｇ「ＮＫ」 ８００ｍｇ３２ｍＬ１瓶 ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物注射液 該当する先発品なし

2190 仮採用薬 ★ ベリキューボ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 ベルイシグアト錠

3969 仮採用薬 ツイミーグ錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 イメグリミン塩酸塩錠

3399 フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ「ＮＩＧ」 ３００μｇ０．７ｍＬ１筒 フィルグラスチム（遺伝子組換え）キット

3399 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「ＮＩＧ」 ７５μｇ０．３ｍＬ１筒 フィルグラスチム（遺伝子組換え）キット

3399 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ「ＮＩＧ」 １５０μｇ０．６ｍＬ１筒 フィルグラスチム（遺伝子組換え）キット

2325 ファモチジン注射液２０ｍｇ「トーワ」 ２０ｍｇ２ｍＬ１管 ファモチジン注射液 ガスター注射液２０ｍｇ

2129 ○ ソタロール塩酸塩錠４０ｍｇ「ＴＥ」 ４０ｍｇ１錠 ソタロール塩酸塩錠 ソタコール錠４０ｍｇ

1139 レベチラセタム錠２５０ｍｇ「トーワ」 ２５０ｍｇ１錠 レベチラセタム錠 イーケプラ錠２５０ｍｇ

1139 レベチラセタム錠５００ｍｇ「トーワ」 ５００ｍｇ１錠 レベチラセタム錠 イーケプラ錠５００ｍｇ

1139 レベチラセタムＤＳ５０％「トーワ」 ５０％１ｇ レベチラセタムシロップ用 イーケプラドライシロップ５０％

1179 レキサルティＯＤ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ブレクスピプラゾール口腔内崩壊錠

3999 ○ イグラチモド錠２５ｍｇ「サワイ」 ２５ｍｇ１錠 イグラチモド錠

1139 レベチラセタム点滴静注５００ｍｇ「アメル」 ５００ｍｇ５ｍＬ１管 レベチラセタム注射液 イーケプラ点滴静注５００ｍｇ

1319 ラニビズマブＢＳ硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ「センジュ」 ０．５ｍｇ０．０５ｍＬ１筒 ラニビズマブ（遺伝子組換え）キット

2219 ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「ＡＦＰ」 ０．２ｍｇ１ｍＬ１管 ナロキソン塩酸塩注射液

2419 デスモプレシン静注４μｇ「フェリング」 ４μｇ１管 デスモプレシン酢酸塩水和物注射液

2419 デスモプレシン点鼻スプレー２．５μｇ「フェリング」 １２５μｇ１瓶 デスモプレシン酢酸塩水和物液

2590 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＩＧ」 １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠 バップフォー錠１０

6132 ○ セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「ＳＷ」 １００ｍｇ１錠 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物錠 フロモックス錠１００ｍｇ

★院外採用薬

〇院外一般名処方 聖マリアンナ医科大学病院薬剤部


