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1124 院外 抗不安（中間型ＢＺ）高力価 （内） コンスタン0.8mg錠 アルプラゾラム
1124 院外 抗不安（中間型ＢＺ）高力価 （内） ワイパックス錠0.5 ロラゼパム
1124 院外 抗不安（中間型ＢＺ）高力価 （内） ワイパックス錠1.0 ロラゼパム
1124 院外 抗不安（中間型ＢＺ）中力価 （内） レキソタン細粒1％ ブロマゼパム
1124 院外 抗不安（長時間ＢＺ） （内） メンドンカプセル7.5mg クロラゼプ酸
1124 院外 抗不安（長時間ＢＺ）高力価 （内） エリスパン錠0.25mg フルジアゼパム
1124 院外 抗不安（長時間ＢＺ）高力価 （内） メレックス錠1mg メキサゾラム
1124 院外 抗不安（長時間ＢＺ）高力価 （内） レスタス錠2mg フルトプラゼパム
1124 院外 抗不安（長時間ＢＺ）中力価 （内） セパゾン散1％ クロキサゾラム
1124 院外 抗不安（長時間ＢＺ）低力価 （内） セレナール散10％ オキサゾラム
1124 院外 抗不安（長時間ＢＺ）低力価 （内） セレナール錠10 オキサゾラム
1124 院外 睡眠薬（短時間BZ） （内） レンドルミンD錠0.25mg ブロチゾラム
1124 院外 睡眠薬（短時間BZ） （内） レンドルミン錠0.25mg ブロチゾラム
1124 院外 睡眠薬（中間型BZ） （内） ユーロジン1mg錠 エスタゾラム
1124 院外 睡眠薬（中間型BZ） （内） ユーロジン散1％ エスタゾラム
1124 院外 睡眠薬（長時間BZ） （内） ソメリン錠10mg ハロキサゾラム
1124 院外 睡眠薬（長時間BZ） （内） ダルメートカプセル15 フルラゼパム
1125 院外 バルビツール酸系 （内） イソミタール原末 アモバルビタール
1125 院外 バルビツール酸系 《外》 ワコビタール坐剤100 フェノバルビタール
1125 院外 バルビツール酸系 《外》 ワコビタール坐剤50 フェノバルビタール
1129 院外 抗不安（非ＢＺ：5HT1A作動） （内） セディール錠5mg タンドスピロン
1129 院外 睡眠薬（短時間BZ） （内） リスミー錠1mg リルマザホン塩酸塩水和物
1129 院外 睡眠薬（超短時間非BZ） （内） アモバン錠10 ゾピクロン
1129 院外 睡眠薬（超短時間非BZ） （内） アモバン錠7.5 ゾピクロン
1129 院外 睡眠薬（超短時間非BZ） （内） マイスリー錠10mg ゾルピデム酒石酸塩
1129 院外 睡眠薬（超短時間非BZ） （内） マイスリー錠5mg ゾルピデム酒石酸塩
1129 院外 睡眠薬（超短時間非BZ） （内） ルネスタ錠3mg エスゾピクロン
1131 院外 てんかん（アセチルウレア） （内） クランポール末 アセチルフェネトライド
1139 院外 てんかん （内） ガバペン錠300mg ガバペンチン
1139 院外 てんかん （内） ガバペン錠400mg ガバペンチン
1139 院外 てんかん （内） トピナ細粒10% トピラマート
1139 院外 てんかん （内） トピナ錠100mg トピラマート
1139 院外 てんかん （内） ビムパット錠100mg ラコサミド
1139 院外 てんかん（AMPAR拮抗） （内） フィコンパ錠4mg ペランパネル
1139 院外 てんかん（αエチレンアルコール） （内） ディアコミットドライシロップ分包500mg スチリペントール
1139 院外 てんかん（トリアジン） （内） イノベロン200mg ルフィナミド
1139 院外 てんかん（配合剤） （内） ヒダントールＦ配合錠 フェニトイン/フェノバルビタール/アンナカ
1139 院外 てんかん（ピロリドン） （内） イーケプラ錠500mg レベチラセタム
1139 院外 てんかん（分子脂肪酸） （内） セレニカＲ錠200mg バルプロ酸ナトリウム　徐放
1139 院外 てんかん（分子脂肪酸） （内） セレニカＲ錠400mg バルプロ酸ナトリウム　徐放
1139 院外 てんかん（分子脂肪酸） （内） デパケン錠100 バルプロ酸ナトリウム
1141 院外 解熱鎮痛（アントラニル酸） （内） ポンタールカプセル250mg メフェナム酸
1141 院外 解熱鎮痛（アントラニル酸） （内） ポンタール散50％ メフェナム酸
1143 院外 解熱鎮痛（サリチル酸） （内） バファリン配合錠A330 アスピリン/ダイアルミネート
1145 院外 院外 （内） インフリーカプセル100mg インドメタシンファルネシル
1145 院外 解熱鎮痛（インドール酢酸） （内） インテバンＳＰ25 インドメタシン徐放
1147 院外 解熱鎮痛（フェニル酢酸） 《外》 ボルタレンサポ12.5mg ジクロフェナクナトリウム
1147 院外 解熱鎮痛（フェニル酢酸） 《外》 ボルタレンサポ25mg ジクロフェナクナトリウム
1147 院外 解熱鎮痛（フェニル酢酸） 《外》 ボルタレンサポ50mg ジクロフェナクナトリウム
1147 院外 解熱鎮痛（フェニル酢酸） 《外》 レクトス注腸軟膏50mg ジクロフェナクナトリウム
1148 院外 解熱鎮痛（塩基性） （内） ソランタール錠100mg チアラミド
1148 院外 解熱鎮痛（塩基性） （内） ソランタール錠50mg チアラミド
1149 院外 解熱鎮痛（インドール酢酸） （内） クリノリル錠100 スリンダク
1149 院外 解熱鎮痛（オキシカム） （内） フルカムカプセル13.5mg アンピロキシカム
1149 院外 解熱鎮痛（オキシカム） （内） フルカムカプセル27mg アンピロキシカム
1149 院外 解熱鎮痛（オキシカム） （内） モービック錠10mg メロキシカム
1149 院外 解熱鎮痛（オキシカム） （内） ロルカム錠4mg ロルノキシカム
1149 院外 解熱鎮痛（中性） （内） セレコックス錠200mg セレコキシブ
1149 院外 解熱鎮痛（トラマドール） （内） トラマールOD錠50mg トラマドール塩酸塩
1149 院外 解熱鎮痛（ナフタレン） （内） レリフェン錠400mg ナブメトン
1149 院外 解熱鎮痛（プロピオン酸） （内） アルボ錠200mg オキサプロジン
1149 院外 解熱鎮痛（プロピオン酸） （内） ブルフェン錠100mg イブプロフェン
1149 院外 解熱鎮痛（プロピオン酸） （内） ブルフェン顆粒20％ イブプロフェン
1149 院外 解熱鎮痛（プロピオン酸） （内） フロベン錠40 フルルビプロフェン
1149 院外 解熱鎮痛（プロピオン酸） （内） フロベン顆粒8％ フルルビプロフェン
1149 院外 解熱鎮痛（プロピオン酸） （内） ペオン錠80 ザルトプロフェン
1149 院外 解熱鎮痛（プロピオン酸） （内） ロキソニン錠60mg ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149 院外 非麻薬性オピオイド （内） ソセゴン錠25mg ペンタゾシン
1149 院外 非麻薬性オピオイド 《外》 ノルスパンテープ10mg ブプレノルフィン
1149 院外 非麻薬性オピオイド 《外》 ノルスパンテープ20mg ブプレノルフィン
1149 院外 非麻薬性オピオイド 《外》 ノルスパンテープ5mg ブプレノルフィン
1149 院外 非麻薬性オピオイド 《外》 レペタン坐剤0.4mg ブプレノルフィン
1149 院外 非麻薬性オピオイド 《外》 レペタン坐剤0.2mg ブプレノルフィン
1149 院外 片頭痛等（アニリン系） （内） ミグリステン錠20 ジメトチアジン
1149 院外 片頭痛等（エルゴタミン） （内） クリアミン配合錠A1.0 ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ､ｶﾌｪｲﾝ､ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ
1161 院外 パーキンソン（ドパミン遊離促進） （内） シンメトレル細粒10％ アマンタジン
1169 院外 パーキンソン（抗コリン） （内） ペントナ錠4mg マザチコール
1169 院外 パーキンソン（ドパミン作動：麦角） （内） カバサール錠0.25mg カベルゴリン
1169 院外 パーキンソン（ドパミン作動：非麦角） （内） ドミン錠0.4 タリペキソール
1169 院外 パーキンソン（ドパミン作動：非麦角） 《外》 ニュープロパッチ13.5mg ロチゴチン
1169 院外 パーキンソン（ドパミン作動：非麦角） 《外》 ニュープロパッチ18mg ロチゴチン
1169 院外 パーキンソン（ドパミン作動：非麦角） 《外》 ニュープロパッチ2.25mg ロチゴチン
1169 院外 パーキンソン（ドパミン作動：非麦角） 《外》 ニュープロパッチ9mg ロチゴチン
1169 院外 パーキンソン（ドパミン作動：非麦角） （内） ビ・シフロール錠0.125mg プラミペキソール
1169 院外 パーキンソン（ドパミン作動：非麦角） （内） ミラペックスＬＡ錠0.375mg プラミペキソール　徐放
1169 院外 パーキンソン（ドパミン作動：非麦角） （内） レキップCR錠8mg ロピニロール　徐放
1169 院外 パーキンソン（ドパミン作動：非麦角） （内） レキップ錠1mg ロピニロール
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1169 院外 パーキンソン（ドパミン作動：非麦角） （内） レキップ錠0.25mg ロピニロール
1169 院外 パーキンソン（ドパミン作動：非麦角） （内） レキップ錠2mg ロピニロール
1169 院外 パーキンソン（ドパミン代謝賦活薬） （内） トレリーフOD錠50mg ゾニサミド
1169 院外 パーキンソン（ドパミン代謝賦活薬） （内） トレリーフ錠25mg ゾニサミド
1169 院外 パーキンソン（末梢COMT阻害） （内） コムタン錠100mg エンタカポン
1169 院外 パーキンソン（レボドパ含有） （内） スタレボ配合錠L50 レボドパ/カルビドパ/エンタカポン
1169 院外 パーキンソン（レボドパ含有） （内） ネオドパストン配合錠L100 レボドパ/カルビドパ
1169 院外 パーキンソン（レボドパ含有） （内） メネシット配合錠100 レボドパ/カルビドパ
1172 院外 フェノチアジン系 （内） ニューレプチル錠10mg プロペリシアジン
1172 院外 フェノチアジン系 （内） ニューレプチル錠25mg プロペリシアジン
1172 院外 フェノチアジン系 （内） ピーゼットシー散1％ ペルフェナジン
1172 院外 フェノチアジン系 （内） ピーゼットシー糖衣錠4mg ペルフェナジン
1172 院外 フェノチアジン系 （内） フルメジン散0.2％ フルフェナジン
1172 院外 フェノチアジン系 （内） フルメジン糖衣錠（0.25） フルフェナジン
1172 院外 フェノチアジン系 （内） フルメジン糖衣錠（0.5） フルフェナジン
1174 院外 うつ（三環系） （内） アンプリット錠10mg ロフェプラミン
1174 院外 うつ（三環系） （内） アンプリット錠25mg ロフェプラミン
1174 院外 うつ（三環系） （内） スルモンチール錠10mg トリミプラミン
1174 院外 うつ（三環系） （内） スルモンチール錠25mg トリミプラミン
1174 院外 うつ、遺尿症等（三環系） （内） アナフラニール錠10mg クロミプラミン
1179 院外 AD/HD （内） インチュニブ錠1mg グアンファシン塩酸塩
1179 院外 AD/HD （内） インチュニブ錠3mg グアンファシン塩酸塩
1179 院外 AD/HD （内） コンサータ錠27mg メチルフェニデート
1179 院外 AD/HD （内） ストラテラカプセル25mg アトモキセチン
1179 院外 AD/HD （内） ストラテラカプセル40mg アトモキセチン
1179 院外 AD/HD （内） ストラテラ内用液0.4% アトモキセチン
1179 院外 うつ（NaSSA） （内） リフレックス錠30mg ミルタザピン
1179 院外 うつ（SNRI） （内） イフェクサーSRカプセル75mg ベンラファキシン　徐放
1179 院外 うつ（SNRI） （内） トレドミン錠15mg ミルナシプラン
1179 院外 うつ（SNRI） （内） トレドミン錠50mg ミルナシプラン
1179 院外 うつ（SSRI） （内） ジェイゾロフトOD錠100mg セルトラリン
1179 院外 うつ（SSRI） （内） ジェイゾロフトOD錠50mg セルトラリン
1179 院外 うつ（SSRI） （内） ジェイゾロフト錠25mg セルトラリン
1179 院外 うつ（SSRI） （内） ジェイゾロフト錠50mg セルトラリン
1179 院外 うつ（SSRI） （内） デプロメール錠75mg フルボキサミン
1179 院外 うつ（SSRI） （内） パキシル錠10mg パロキセチン
1179 院外 うつ（SSRI） （内） パキシル錠20mg パロキセチン
1179 院外 うつ（SSRI） （内） パキシル錠5mg パロキセチン
1179 院外 うつ（SSRI） （内） ルボックス錠75mg フルボキサミン
1179 院外 うつ（三環系） （内） アモキサンカプセル10mg アモキサピン
1179 院外 うつ（三環系） （内） アモキサンカプセル50mg アモキサピン
1179 院外 うつ（三環系） （内） ノリトレン錠10mg ノルトリプチリン
1179 院外 うつ（トリアゾロピリジン系） （内） レスリン錠25 トラゾドン
1179 院外 うつ（トリアゾロピリジン系） （内） レスリン錠50 トラゾドン
1179 院外 うつ、線維筋痛症（SNRI） （内） サインバルタカプセル30mg デュロキセチン
1179 院外 抗不安（短時間ＢＺ）高力価 （内） デパス錠0.5mg エチゾラム
1179 院外 抗不安（短時間ＢＺ）高力価 （内） デパス錠1mg エチゾラム
1179 院外 抗不安（短時間ＢＺ）低力価 （内） リーゼ錠10mg クロチアゼパム
1179 院外 抗不安（非BZ） （内） アタラックス-Ｐ散10％ ヒドロキシジンパモ酸塩
1179 院外 第二世代（DSA） （内） ロナセン錠8mg ブロナンセリン
1179 院外 第二世代（DSA） （内） ロナセン散2％ ブロナンセリン
1179 院外 第二世代（DSA） （内） ロナセン錠2mg ブロナンセリン
1179 院外 第二世代（MARTA） （内） クロザリル錠100mg クロザピン
1179 院外 第二世代（MARTA） （内） シクレスト舌下錠10mg アセナピン
1179 院外 第二世代（MARTA） （内） ジプレキサザイディス錠10mg オランザピン
1179 院外 第二世代（MARTA） （内） ジプレキサ錠10mg オランザピン
1179 院外 第二世代（MARTA） （内） ジプレキサ錠2.5mg オランザピン
1179 院外 第二世代（MARTA） （内） ジプレキサ錠5mg オランザピン
1179 院外 第二世代（SDA） （内） インヴェガ錠6mg パリペリドン
1179 院外 第二世代（SDA） （内） インヴェガ錠9mg パリペリドン
1179 院外 第二世代（SDA） （内） リスパダールOD錠0.5mg リスペリドン
1179 院外 第二世代（SDA） （内） リスパダール内用液1mg/mL（3mL分包品） リスペリドン
1179 院外 第二世代（SDA） （内） リスパダール細粒1％ リスペリドン
1179 院外 第二世代（SDA） （内） リスパダール錠1mg リスペリドン
1179 院外 第二世代（SDA） （内） リスパダール錠2mg リスペリドン
1179 院外 第二世代（SDA） （内） リスパダール内用液1mg/mL リスペリドン
1179 院外 第二世代（SDA） （内） リスペリドン錠0.5mg「ＮＰ」 リスペリドン
1179 院外 統合失調症（イミノジベンジル系） （内） クレミン錠10mg モサプラミン
1179 院外 統合失調症（イミノジベンジル系） （内） クロフェクトン錠10mg クロカプラミン
1179 院外 統合失調症（イミノジベンジル系） （内） クロフェクトン錠25mg クロカプラミン
1179 院外 統合失調症（イミノジベンジル系） （内） クロフェクトン錠50mg クロカプラミン
1179 院外 統合失調症（イミノジベンジル系） （内） クロフェクトン顆粒10％ クロカプラミン
1179 院外 統合失調症（ブチロフェノン系） （内） インプロメン錠3mg ブロムペリドール
1179 院外 統合失調症（ブチロフェノン系） （内） インプロメン細粒1％ ブロムペリドール
1179 院外 統合失調症（ブチロフェノン系） （内） インプロメン錠1mg ブロムペリドール
1179 院外 統合失調症（ブチロフェノン系） （内） インプロメン錠6mg ブロムペリドール
1179 院外 統合失調症（ブチロフェノン系） （内） プロピタン錠50mg ピパンペロン（フロロピパミド）
1179 院外 統合失調症（ベンザミド系） （内） エミレース錠10mg ネモナプリド
1179 院外 統合失調症（ベンザミド系） （内） エミレース錠3mg ネモナプリド
1179 院外 ドパミンD2/セロトニン5H1A部分作動薬（SDA （内） レキサルティ錠2mg ブレクスピプラゾール
1179 院外 ドパミンD2部分作動薬 （内） エビリファイOD錠12mg アリピプラゾール
1179 院外 ドパミンD2部分作動薬 （内） エビリファイOD錠24mg アリピプラゾール
1179 院外 ドパミンD2部分作動薬 （内） エビリファイOD錠3mg アリピプラゾール
1179 院外 ドパミンD2部分作動薬 （内） エビリファイOD錠6mg アリピプラゾール
1179 院外 ドパミンD2部分作動薬 （内） エビリファイ散1％ アリピプラゾール
1179 院外 ドパミンD2部分作動薬 （内） エビリファイ錠12mg アリピプラゾール
1179 院外 ドパミンD2部分作動薬 （内） エビリファイ錠3mg アリピプラゾール
1179 院外 ドパミンD2部分作動薬 （内） エビリファイ内用液0.1％（12mL） アリピプラゾール
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1179 院外 ドパミンD2部分作動薬 （内） エビリファイ内用液0.1％（1mL） アリピプラゾール
1179 院外 ドパミンD2部分作動薬 （内） エビリファイ内用液0.1％（6mL） アリピプラゾール
1179 院外 ドパミンD3部分作動薬 （内） エビリファイ錠1mg アリピプラゾール
1179 院外 ブチロフェノン系 （内） オーラップ錠1mg ピモジド
1179 院外 ブチロフェノン系 （内） オーラップ錠3mg ピモジド
1179 院外 ブチロフェノン系 （内） スピロピタン錠1mg スピペロン
1179 院外 ブチロフェノン系 （内） セレネース内服液0.2％ ハロペリドール
1179 院外 ブチロフェノン系 （内） トロペロン細粒1％ チミペロン
1179 院外 ブチロフェノン系 （内） トロペロン錠1mg チミペロン
1179 院外 ブチロフェノン系 （内） トロペロン錠3mg チミペロン
1179 院外 ブチロフェノン系 （内） ハロステン錠2mg ハロペリドール
1179 院外 ベンザミド系 （内） ドグマチール錠200mg スルピリド
1179 院外 ベンザミド系 （内） バルネチール錠50mg スルトプリド
1180 院外 総合感冒剤 （内） 幼児用PL配合顆粒 ｻﾘﾁﾙｱﾐﾄﾞ・ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ等
1190 院外 ALS （内） リルテック錠50 リルゾール
1190 院外 アルコール依存症（抗酒薬） （内） レグテクト錠333mg アカンプロサート
1190 院外 アルツハイマー治療 （内） アリセプトＤ錠10mg ドネペジル
1190 院外 アルツハイマー治療 （内） アリセプトドライシロップ1% ドネペジル
1190 院外 アルツハイマー治療 （内） アリセプト錠3mg ドネペジル
1190 院外 アルツハイマー治療 （内） アリセプト錠5mg ドネペジル
1190 院外 アルツハイマー治療 （内） メマリーOD錠10mg メマンチン
1190 院外 アルツハイマー治療 （内） メマリー錠10mg メマンチン
1190 院外 アルツハイマー治療 （内） メマリー錠20mg メマンチン
1190 院外 アルツハイマー治療 （内） メマリー錠5mg メマンチン
1190 院外 アルツハイマー治療 （内） レミニールOD錠12mg ガランタミン
1190 院外 アルツハイマー治療 （内） レミニール錠12mg ガランタミン
1190 院外 アルツハイマー治療 （内） レミニール錠4mg ガランタミン
1190 院外 アルツハイマー治療 （内） レミニール錠8mg ガランタミン
1190 院外 アルツハイマー治療 （内） レミニール内用液（4mg/mL） 1mL ガランタミン
1190 院外 アルツハイマー治療 （内） レミニール内用液（4mg/mL） 2mL ガランタミン
1190 院外 アルツハイマー治療 （内） レミニール内用液（4mg/mL） 3mL ガランタミン
1190 院外 高PRL （内） テルロン錠0.5mg テルグリド
1190 院外 食欲抑制薬 （内） サノレックス錠0.5mg マジンドール
1190 院外 脊髄小脳変性症 （内） セレジスト錠5mg タルチレリン
1190 院外 鎮痛（電位依存性Caチャネル） （内） リリカOD錠150mg プレガバリン
1190 院外 鎮痛（電位依存性Caチャネル） （内） リリカカプセル150mg プレガバリン
1190 院外 鎮痛（電位依存性Caチャネル） （内） リリカカプセル25mg プレガバリン
1190 院外 鎮痛（電位依存性Caチャネル） （内） リリカカプセル75mg プレガバリン
1190 院外 てんかん（ピロリドン） （内） ミオカーム内服液33.3％ ピラセタム
1190 院外 透析、慢性肝疾患の掻痒症 （内） レミッチカプセル2.5μg ナルフラフィン
1190 院外 ベンザミド系 （内） グラマリール細粒10％ チアプリド
1231 院外 アセチルコリン受容体刺激 （内） ベサコリン散5％ ベタネコール
1231 院外 過敏性腸症候群（抗コリン） （内） トランコロン錠7.5mg メペンゾラート
1231 院外 抗コリン（胃潰瘍、痙攣性疼痛等） （内） プロ・バンサイン錠15mg プロパンテリン臭化物
1231 院外 消化管運動改善 （内） アボビスカプセル25mg アクラトニウムナパジシル酸
1242 院外 抗コリン（胃潰瘍、痙攣性疼痛等） （内） コリオパンカプセル5mg ブトロピウム
1243 院外 鎮痙、排胆、血管拡張等 （内） 塩酸パパベリン散10％「マイラン」 パパベリン
1311 院外 抗炎症（非ステロイド） 《外》 ジクロード点眼液0.1％ ジクロフェナクナトリウム
1311 院外 緑内障（交感神経刺激） 《外》 ピバレフリン点眼液0.04％ ジピベフリン
1311 院外 緑内障（交感神経刺激） 《外》 ピバレフリン点眼液0.1％ ジピベフリン
1312 院外 緑内障（副交感神経刺激） 《外》 サンピロ点眼液1％ ピロカルピン
1313 院外 分泌性流涙症 《外》 ラクリミン点眼液0.05％ オキシブプロカイン
1317 院外 抗真菌薬 《外》 ピマリシン眼軟膏1％「センジュ」 ピマリシン
1317 院外 抗真菌薬 《外》 ピマリシン点眼液5％「センジュ」 ピマリシン
1319 院外 VB2補充 《外》 フラビタン点眼液0.05％ フラビンアデニンジヌクレオチド
1319 院外 アレルギー 《外》 インタール点眼液2％ クロモグリク酸
1319 院外 アレルギー 《外》 ザジテン点眼液0.05％ ケトチフェン
1319 院外 アレルギー 《外》 リザベン点眼液0.5％ トラニラスト
1319 院外 アレルギー 《外》 リボスチン点眼液0.025％ レボカバスチン
1319 院外 角膜疾患 《外》 ヒアレインミニ点眼液0.1％ ヒアルロン酸ナトリウム
1319 院外 眼精疲労 《外》 サンコバ点眼液0.02％ シアノコバラミン
1319 院外 抗炎症（非ステロイド） 《外》 AZ点眼液0.02％ アズレンスルホン酸ナトリウム
1319 院外 抗炎症（非ステロイド） 《外》 ニフラン点眼液0.1％ プラノプロフェン
1319 院外 抗炎症（非ステロイド） 《外》 ネバナック懸濁性点眼液0.1％ ネパフェナク
1319 院外 抗菌薬（ニューキノロン） 《外》 クラビット点眼液1.5％ レボフロキサシン
1319 院外 抗菌薬（ニューキノロン） 《外》 タリビッド点眼液0.3％ オフロキサシン
1319 院外 抗菌薬（ニューキノロン） 《外》 ノフロ点眼液 ノルフロキサシン
1319 院外 抗菌薬（ニューキノロン） 《外》 ロメフロン点眼液0.3％ ロメフロキサシン
1319 院外 春季カタル 《外》 タリムス点眼液0.1％ タクロリムス
1319 院外 春季カタル 《外》 パピロックミニ点眼液0.4mL シクロスポリン
1319 院外 ドライアイ 《外》 ジクアス点眼液3％ ジクアホソルナトリウム
1319 院外 白内障 《外》 カタリン点眼用0.005％ ピレノキシン
1319 院外 白内障 《外》 カリーユニ点眼液0.005％ ピレノキシン
1319 院外 白内障 《外》 タチオン点眼用 グルタチオン
1319 院外 緑内障（PG薬） 《外》 トラバタンズ点眼液0.004％ トラボプロスト
1319 院外 緑内障（PG薬） 《外》 レスキュラ点眼液0.12％ ウノプロストン
1319 院外 緑内障（Rhoキナーゼ阻害） 《外》 グラナテック点眼液0.4％ リパスジル
1319 院外 緑内障（α1遮断） 《外》 デタントール0.01％点眼液 ブナゾシン
1319 院外 緑内障（αβ遮断） 《外》 ハイパジールコーワ点眼液0.25％ ニプラジロール
1319 院外 緑内障（β遮断） 《外》 チモプトールＸＥ点眼液0.5％ チモロール
1319 院外 緑内障（β遮断） 《外》 チモプトール点眼液0.25％ チモロール
1319 院外 緑内障（β遮断） 《外》 ベトプティック点眼液0.5％ ベタキソロール
1319 院外 緑内障（β遮断） 《外》 ミケランＬＡ点眼液2％ カルテオロール
1319 院外 緑内障（β遮断） 《外》 ミケラン点眼液1％ カルテオロール
1319 院外 緑内障（β遮断） 《外》 ミロル点眼液0.5％ レボブノロール
1319 院外 緑内障（炭酸脱水酵素阻害） 《外》 エイゾプト懸濁性点眼液1％ ブリンゾラミド
1319 院外 緑内障（配合剤） 《外》 アゾルガ配合懸濁性点眼液 ブリンゾラミド/チモロール
1319 院外 緑内障（配合剤） 《外》 ザラカム配合点眼液 ラタノプロスト/チモロール
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1319 院外 緑内障（配合剤） 《外》 タプコム配合点眼液 タフルプロスト/チモロール
1319 院外 緑内障（配合剤） 《外》 デュオトラバ配合点眼液 トラボプロスト/チモロール
1319 院外 緑内障（配合剤） 《外》 ミケルナ配合点眼液 カルテオロール/ラタノプロスト
1325 院外 抗菌薬（ホスホマイシン） 《外》 ホスミシンＳ耳科用3％ ホスホマイシン
1329 院外 （抗炎症）ステロイド 《外》 エリザスカプセル外用400μg デキサメタゾンシペシル酸エステル
1329 院外 （抗炎症）ステロイド 《外》 エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 デキサメタゾンシペシル酸エステル
1329 院外 （抗炎症）ステロイド 《外》 スカイロン点鼻液50μｇ28噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル
1329 院外 （抗炎症）ステロイド 《外》 スカイロン点鼻液50μｇ56噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル
1329 院外 （抗炎症）ステロイド 《外》 フルナーゼ点鼻液50μg フルチカゾンプロピオン酸エステル
1329 院外 （抗炎症）ステロイド 《外》 リノコートカプセル外用50μｇ ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
1329 院外 （抗炎症）ステロイド 《外》 リノコートパウダースプレー鼻用 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
1329 院外 （抗炎症）ステロイド 《外》 小児用フルナーゼ点鼻液25μｇ フルチカゾンプロピオン酸エステル
1329 院外 アレルギー性鼻炎 《外》 インタール点鼻液2％ クロモグリク酸
1329 院外 アレルギー性鼻炎 《外》 リボスチン点鼻液0.025mg レボカバスチン
1329 院外 耳垢除去 《外》 ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳鼻用液5％「CEO」 ジオクチルソジウムスルホサクシネート
1329 院外 耳鳴り （内） ストミンA配合錠 ニコチン酸アミド/パパベリン
1339 院外 抗めまい （内） イソメニールカプセル7.5mg イソプレナリン（イソプロテレノール）
1339 院外 抗めまい （内） メリスロン錠6mg ベタヒスチン
2113 院外 強心薬（ジギタリス） （内） ジゴシン錠0.125mg ジゴキシン
2115 院外 キサンチン誘導体 （内） ネオフィリン錠100mg アミノフィリン
2119 院外 心不全（Caセンシタイザー） （内） アカルディカプセル1.25 ピモベンダン
2119 院外 心不全（症状改善） （内） ノイキノン錠10mg ユビデカレノン
2119 院外 低血圧治療 （内） エホチール錠5mg エチレフリン
2123 院外 β遮断薬（β1選択、ISA-） （内） テノーミン錠25 アテノロール
2123 院外 β遮断薬（β1選択、ISA-） （内） メインテート錠5 ビソプロロール
2123 院外 β遮断薬（β1非選択、ISA-） （内） ナディック錠30mg ナドロール
2123 院外 β遮断薬（β1非選択、ISA-） （内） ナディック錠60mg ナドロール
2123 院外 β遮断薬（β1非選択、ISA+） （内） ミケラン錠5mg カルテオロール
2129 院外 不整脈（Ⅰa）Na遮断 （内） ピメノールカプセル50mg ピルメノール
2129 院外 不整脈（Ⅰc）Na遮断 （内） サンリズムカプセル50mg ピルシカイニド
2129 院外 不整脈（Ⅰc）Na遮断 （内） プロノン錠150mg プロパフェノン
2129 院外 不整脈（Ⅲ）K遮断 （内） アンカロン錠100 アミオダロン
2132 院外 利尿薬（チアジド） （内） フルイトラン錠2mg トリクロルメチアジド
2133 院外 利尿薬（K保持性） （内） アルダクトンA錠25mg スピロノラクトン
2133 院外 利尿薬（K保持性） （内） トリテレン・カプセル50mg トリアムテレン
2134 院外 利尿薬（炭酸脱水素） （内） ダイアモックス末 アセタゾラミド
2139 院外 利尿薬（浸透圧：脳圧、眼圧、ﾒﾆｴﾙ） （内） イソバイドシロップ70% イソソルビド
2139 院外 利尿薬（浸透圧：脳圧、眼圧、ﾒﾆｴﾙ） （内） イソバイドシロップ70%分包 イソソルビド
2139 院外 利尿薬（浸透圧：脳圧、眼圧、ﾒﾆｴﾙ） （内） メニレット70％ゼリー30g イソソルビド
2139 院外 利尿薬（ループ） （内） ダイアート錠60mg アゾセミド
2139 院外 利尿薬（ループ） （内） ラシックス錠20mg フロセミド
2139 院外 利尿薬（ループ） （内） ラシックス錠40mg フロセミド
2144 院外 ACEi （内） アデカット30mg錠 デラプリル
2144 院外 ACEi （内） インヒベース錠1 シラザプリル
2144 院外 ACEi （内） コナン錠10mg キナプリル
2144 院外 ACEi （内） セタプリル錠25mg アラセプリル
2144 院外 ACEi （内） タナトリル錠10mg イミダプリル
2144 院外 ACEi （内） チバセン錠5mg ベナゼプリル
2144 院外 ACEi （内） ロンゲス錠5mg リシノプリル
2145 院外 α遮断薬 （内） デタントールR錠3mg ブナゾシン
2145 院外 降圧薬（中枢性交感神経抑制） （内） アルドメット錠125 メチルドパ
2149 院外 （K保持性） （内） セララ錠50mg エプレレノン
2149 院外 αβ遮断薬 （内） アーチスト錠10mg カルベジロール
2149 院外 αβ遮断薬 （内） アーチスト錠2.5mg カルベジロール
2149 院外 αβ遮断薬 （内） カルバン錠50 ベバントロール
2149 院外 αβ遮断薬 （内） ローガン錠10mg アモスラロール
2149 院外 α遮断薬 （内） カルデナリンOD錠1mg ドキサゾシン
2149 院外 α遮断薬 （内） カルデナリン錠2mg ドキサゾシン
2149 院外 β遮断薬（β1選択、ISA-） （内） セロケンL錠120mg メトプロロール　徐放
2149 院外 β遮断薬（β1選択、ISA-） （内） ロプレソール錠20mg メトプロロール
2149 院外 β遮断薬（β1選択、ISA+） （内） セレクトール錠200mg セリプロロール
2149 院外 降圧薬（ARB） （内） アジルバ錠10mg アジルサルタン
2149 院外 降圧薬（ARB） （内） アバプロ錠200mg イルベサルタン
2149 院外 降圧薬（ARB） （内） アバプロ錠50mg イルベサルタン
2149 院外 降圧薬（ARB） （内） オルメテックOD錠40mg オルメサルタンメドキソミル
2149 院外 降圧薬（ARB） （内） ディオバンOD錠160mg バルサルタン
2149 院外 降圧薬（ARB） （内） ディオバンOD錠40mg バルサルタン
2149 院外 降圧薬（ARB） （内） ディオバン錠160mg バルサルタン
2149 院外 降圧薬（ARB） （内） ディオバン錠20mg バルサルタン
2149 院外 降圧薬（ARB） （内） ディオバン錠40mg バルサルタン
2149 院外 降圧薬（ARB） （内） ディオバン錠80mg バルサルタン
2149 院外 降圧薬（ARB） （内） ニューロタン錠100mg ロサルタンカリウム
2149 院外 降圧薬（ARB） （内） ニューロタン錠25mg ロサルタンカリウム
2149 院外 降圧薬（ARB） （内） ブロプレス錠12 カンデサルタンシレキセチル
2149 院外 降圧薬（ARB） （内） ブロプレス錠8 カンデサルタンシレキセチル
2149 院外 降圧薬（ARB） （内） ミカルディス錠40mg テルミサルタン
2149 院外 降圧薬（ARB） （内） ミカルディス錠20mg テルミサルタン
2149 院外 降圧薬（Ca拮抗） （内） アテレック錠20mg シルニジピン
2149 院外 降圧薬（Ca拮抗） （内） カルスロット錠10 マニジピン
2149 院外 降圧薬（Ca拮抗） （内） カルスロット錠20 マニジピン
2149 院外 降圧薬（Ca拮抗） （内） カルブロック錠8mg アゼルニジピン
2149 院外 降圧薬（Ca拮抗） （内） スプレンジール錠5mg フェロジピン
2149 院外 降圧薬（Ca拮抗） （内） ニバジール錠2mg ニルバジピン
2149 院外 降圧薬（Ca拮抗） （内） ニバジール錠4mg ニルバジピン
2149 院外 降圧薬（Ca拮抗） （内） ニルバジピン錠4mg「日医工」 ニルバジピン
2149 院外 降圧薬（Ca拮抗） （内） ヒポカ10mgカプセル バルニジピン　徐放
2149 院外 降圧薬（Ca拮抗） （内） ヒポカ15mgカプセル バルニジピン　徐放
2149 院外 降圧薬（Ca拮抗） （内） ペルジピンＬＡカプセル40mg ニカルジピン　徐放
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2149 院外 降圧薬（Ca拮抗） （内） ペルジピン錠20mg ニカルジピン
2149 院外 降圧薬（中枢性交感神経抑制） （内） ワイテンス錠2mg グアナベンズ
2149 院外 配合剤 （内） アイミクス配合錠HD イルベサルタン/アムロジピン
2149 院外 配合剤 （内） アイミクス配合錠LD イルベサルタン/アムロジピン
2149 院外 配合剤 （内） アテディオ配合錠 バルサルタン/シルニジピン
2149 院外 配合剤 （内） イルトラ配合錠ＨＤ イルベサルタン/トリクロルメチアジド
2149 院外 配合剤 （内） イルトラ配合錠ＬＤ イルベサルタン/トリクロルメチアジド
2149 院外 配合剤 （内） エカード配合錠ＨＤ カンデサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149 院外 配合剤 （内） エカード配合錠ＬＤ カンデサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149 院外 配合剤 （内） エックスフォージ配合錠 バルサルタン/アムロジピン
2149 院外 配合剤 （内） コディオ配合錠ＥＸ バルサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149 院外 配合剤 （内） コディオ配合錠ＭＤ バルサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149 院外 配合剤 （内） ザクラス配合錠LD アジルサルタン/アムロジピン
2149 院外 配合剤 （内） プレミネント配合錠HD ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド
2149 院外 配合剤 （内） ミカトリオ配合錠 テルミサルタン/アムロジピン/ヒドロクロロチアジド
2149 院外 配合剤 （内） ミカムロ配合錠BP テルミサルタン/アムロジピン
2149 院外 配合剤 （内） ミコンビ配合錠ＡＰ テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149 院外 配合剤 （内） ミコンビ配合錠ＢＰ テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド
2149 院外 配合剤 （内） ユニシア配合錠HD カンデサルタン/アムロジピン
2149 院外 配合剤 （内） ユニシア配合錠LD カンデサルタン/アムロジピン
2149 院外 配合剤 （内） レザルタス配合錠LD オルメサルタン/アゼルニジピン
2149 院外 排尿障害（α1遮断薬） （内） ミニプレス錠0.5mg プラゾシン
2149 院外 利尿薬（チアジド類似） （内） ノルモナール錠15mg トリパミド
2160 院外 低血圧治療 （内） メトリジンＤ錠2mg ミドドリン
2160 院外 低血圧治療 （内） メトリジン錠2mg ミドドリン
2160 院外 片頭痛（トリプタン系） （内） アマージ錠2.5mg ナラトリプタン
2160 院外 片頭痛（トリプタン系） （内） ゾーミッグRM錠2.5mg ゾルミトリプタン
2160 院外 片頭痛（トリプタン系） （内） ゾーミッグ錠2.5mg ゾルミトリプタン
2160 院外 片頭痛（トリプタン系） （内） マクサルトＲＰＤ錠10mg リザトリプタン
2160 院外 片頭痛（トリプタン系） （内） レルパックス錠20mg エレトリプタン
2171 院外 冠血管拡張薬 （内） コメリアンコーワ錠50mg ジラゼプ
2171 院外 冠血管拡張薬 （内） シグマート錠5mg ニコランジル
2171 院外 冠血管拡張薬 （内） ジピリダモール散12.5％「JG」 ジピリダモール
2171 院外 冠血管拡張薬 （内） トラピジル錠100mg「タカタ」 トラピジル
2171 院外 冠血管拡張薬 （内） ロコルナール錠100mg トラピジル
2171 院外 降圧薬（Ca拮抗） （内） アダラートＣＲ錠10mg ニフェジピン　徐放
2171 院外 降圧薬（Ca拮抗） （内） アダラートＣＲ錠20mg ニフェジピン　徐放
2171 院外 降圧薬（Ca拮抗） （内） アダラートＣＲ錠40mg ニフェジピン　徐放
2171 院外 降圧薬（Ca拮抗） （内） アムロジンOD錠10mg アムロジピン
2171 院外 降圧薬（Ca拮抗） （内） アムロジンOD錠2.5mg アムロジピン
2171 院外 降圧薬（Ca拮抗） （内） アムロジンOD錠5mg アムロジピン
2171 院外 降圧薬（Ca拮抗） （内） アムロジン錠2.5mg アムロジピン
2171 院外 降圧薬（Ca拮抗） （内） アムロジン錠5mg アムロジピン
2171 院外 降圧薬（Ca拮抗） （内） バイミカード錠5mg ニソルジピン
2171 院外 降圧薬（Ca拮抗） （内） バイロテンシン錠10mg ニトレンジピン
2171 院外 硝酸薬（定期） （内） ニトロールRカプセル20mg 硝酸イソソルビド　徐放
2171 院外 硝酸薬（定期） 《外》 ニトロダームTTS 25mg ニトログリセリン
2171 院外 硝酸薬（定期） （内） フランドル錠20mg 硝酸イソソルビド　徐放
2183 院外 脂質異常症（フィブラート） （内） ベザトールSR錠100mg ベザフィブラート
2189 院外 肝機能改善 （内） EPLカプセル250mg ポリエンホスファチジルコリン
2189 院外 脂質異常症（陰イオン交換樹脂） （内） クエストラン粉末44．4％ コレスチラミン
2189 院外 脂質異常症（陰イオン交換樹脂） （内） コレバイン錠500mg コレスチミド
2189 院外 脂質異常症（抗PCSK9抗体） 【注】 レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー エボロクマブ
2189 院外 脂質異常症（スタチン） （内） クレストールOD錠2.5mg ロスバスタチン
2189 院外 脂質異常症（スタチン） （内） クレストールOD錠5mg ロスバスタチン
2189 院外 脂質異常症（スタチン） （内） クレストール錠2.5mg ロスバスタチン
2189 院外 脂質異常症（スタチン） （内） クレストール錠5mg ロスバスタチン
2189 院外 脂質異常症（スタチン） （内） プラバスタチンNa錠10mg プラバスタチン
2189 院外 脂質異常症（スタチン） （内） プラバスタチンNa錠5mg プラバスタチン
2189 院外 脂質異常症（スタチン） （内） メバロチン錠10mg プラバスタチン
2189 院外 脂質異常症（スタチン） （内） リバロOD錠1mg ピタバスタチン
2189 院外 脂質異常症（スタチン） （内） リバロOD錠4mg ピタバスタチン
2189 院外 脂質異常症（スタチン） （内） リバロ錠2mg ピタバスタチン
2189 院外 脂質異常症（スタチン） （内） リバロ錠1mg ピタバスタチン
2189 院外 脂質異常症（スタチン） （内） リバロ錠4mg ピタバスタチン
2189 院外 脂質異常症（スタチン） （内） リピトール錠10mg アトルバスタチン
2189 院外 脂質異常症（スタチン） （内） リピトール錠5mg アトルバスタチン
2189 院外 脂質異常症（スタチン） （内） リポバス錠10 シンバスタチン
2189 院外 脂質異常症（スタチン） （内） ローコール錠20mg フルバスタチン
2189 院外 脂質異常症（スタチン） （内） ローコール錠30mg フルバスタチン
2189 院外 脂質異常症（代謝改善） （内） ＭＤＳコーワ錠150 デキストラン硫酸ナトリウム
2189 院外 脂質異常症（代謝改善） （内） エラスチーム錠1800 エラスターゼES
2189 院外 脂質異常症（トランスポーター阻害/スタチン （内） アトーゼット配合錠HD エゼチミブ/アトルバスタチン
2189 院外 脂質異常症（トランスポーター阻害/スタチン （内） アトーゼット配合錠LD エゼチミブ/アトルバスタチン
2189 院外 脂質異常症（ニコチン酸） （内） ペリシット錠250mg ニセリトロール
2189 院外 脂質異常症（プロブコール） （内） シンレスタール錠250mg プロブコール　　　　　　　　　
2189 院外 脂質異常症（プロブコール） （内） ロレルコ錠250mg プロブコール
2190 院外 高K血症 （内） カリメート経口液20％ 25g（オレンジフレーバー） ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190 院外 高K血症 （内） カリメートドライシロップ92.59％ ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190 院外 高K血症 （内） ケイキサレートドライシロップ76％ 3.27g ポリスチレンスルホン酸ナトリウム
2190 院外 高K血症 （内） ケイキサレート散 5g ポリスチレンスルホン酸ナトリウム
2190 院外 高P血症 （内） 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 沈降炭酸カルシウム
2190 院外 高P血症 （内） ピートルチュアブル錠250mg スクロオキシ水酸化鉄
2190 院外 高P血症 （内） ピートルチュアブル錠500mg スクロオキシ水酸化鉄
2190 院外 高P血症 （内） フォスブロック錠250mg セベラマー塩酸塩
2190 院外 高P血症 （内） ホスレノール顆粒分包250mg 炭酸ランタン
2190 院外 脂質異常症（ニコチン酸） （内） ユベラＮソフトカプセル200mg トコフェロール
2190 院外 脳循環・代謝改善薬 （内） セロクラール錠20mg イフェンプロジル
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2190 院外 肺高血圧症（ET受容体拮抗） （内） トラクリア小児用分散錠32mg ボセンタン
2190 院外 肺高血圧症（プロスタサイクリン） （内） ウプトラビ錠0.4mg セレキシパグ
2190 院外 配合剤 （内） カデュエット配合錠1番 アムロジピン2.5/アトルバスタチン5
2190 院外 配合剤 （内） カデュエット配合錠2番 アムロジピン2.5/アトルバスタチン10
2190 院外 配合剤 （内） カデュエット配合錠3番 アムロジピン5/アトルバスタチン5
2190 院外 配合剤 （内） カデュエット配合錠4番 アムロジピン5/アトルバスタチン10
2190 院外 片頭痛（ピペラジン系） （内） ミグシス錠5mg ロメリジン
2221 院外 β刺激薬（非選択性） （内） メチルエフェドリン散10％ メチルエフェドリン
2223 院外 中枢性鎮咳薬（非麻薬性） （内） メジコン散10％ デキストロメトルファン
2223 院外 中枢性鎮咳薬（非麻薬性） （内） メジコン錠15mg デキストロメトルファン
2229 院外 中枢性鎮咳薬（非麻薬性） （内） フスタゾール糖衣錠 クロペラスチン
2233 院外 去痰（気道粘液溶解） 《外》 ムコフィリン吸入液20％（2mL） アセチルシステイン
2233 院外 去痰（気道粘膜修復） （内） ムコダインDS50％ カルボシステイン
2233 院外 去痰（気道粘膜修復） （内） ムコダイン錠250mg カルボシステイン
2233 院外 去痰（気道粘膜修復） （内） ムコダイン錠500mg カルボシステイン
2233 院外 去痰（気道粘膜修復） （内） ムコダインシロップ5％ カルボシステイン
2234 院外 去痰（気道分泌促進） 《外》 ビソルボン吸入液0.2％ ブロムヘキシン
2234 院外 去痰（気道分泌促進） （内） ビソルボン細粒2% ブロムヘキシン
2239 院外 去痰（気道潤滑薬） （内） ムコソルバンシロップ アンブロキソール
2249 院外 去痰（気道分泌促進） （内） レスプレン錠 エプラジノン
2249 院外 中枢性鎮咳薬（非麻薬性） （内） アスベリンシロップ0.5％ チペピジン
2251 院外 喘息（キサンチン） （内） テオドール錠200mg テオフィリン
2251 院外 喘息（キサンチン） （内） テオロング錠200mg テオフィリン
2252 院外 喘息・COPD（β2刺激） （内） ブリカニール錠2mg テルブタリン
2252 院外 喘息・COPD（β2刺激） 《外》 ベロテックエロゾル100 フェノテロール
2254 院外 喘息（β2刺激） （内） ベネトリンシロップ0.04% サルブタモール
2254 院外 喘息・COPD（β2刺激） （内） ベネトリン錠2mg サルブタモール
2259 院外 COPD（β2刺激） 《外》 オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入 ホルモテロール
2259 院外 COPD（抗コリン） 《外》 エクリラ400μgジェヌエア60吸入用 アクリジニウム
2259 院外 COPD（抗コリン） 《外》 エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用 ウメクリジニウム
2259 院外 COPD（抗コリン） 《外》 シーブリ吸入用カプセル50μg グリコピロニウム
2259 院外 COPD（抗コリン） 《外》 スピリーバ吸入カプセル18μg チオトロピウム
2259 院外 アレルギー（遊離抑制） 《外》 インタールエアロゾル1mg クロモグリク酸
2259 院外 アレルギー（遊離抑制） 《外》 インタールカプセル外用20mg クロモグリク酸
2259 院外 喘息（ステロイド） 《外》 キュバール100エアゾール ベクロメダゾンプロピオン酸エステル
2259 院外 喘息（ステロイド） 《外》 キュバール50エアゾール ベクロメダゾンプロピオン酸エステル
2259 院外 喘息・COPD（β2刺激） （内） スピロペント錠10μg クレンブテロール
2259 院外 喘息・COPD（β2刺激） 《外》 セレベント25ロタディスク サルメテロールキシナホ酸塩
2259 院外 喘息・COPD（β2刺激） 《外》 セレベント50ディスカス サルメテロールキシナホ酸塩
2259 院外 喘息・COPD（β2刺激） 《外》 セレベント50ロタディスク サルメテロールキシナホ酸塩
2259 院外 喘息・COPD（β2刺激） 《外》 ホクナリンテープ1mg ツロブテロール
2259 院外 喘息・COPD（β2刺激） 《外》 メプチンスイングヘラー10μg吸入100回 プロカテロール
2259 院外 喘息・COPD（β2刺激） 《外》 メプチン吸入液0.01％ プロカテロール
2259 院外 喘息・COPD（β2刺激） （内） メプチン顆粒0.01％ プロカテロール
2259 院外 喘息・COPD（抗コリン） 《外》 テルシガンエロゾル100μｇ オキシトロビウム
2259 院外 配合剤（吸入COPD） 《外》 アノーロエリプタ30吸入用 ウメクリジニウム/ビランテロール
2259 院外 配合剤（吸入COPD） 《外》 スピオルトレスピマット60吸入 チオトロピウム/オロダテロール
2290 院外 喘息（ステロイド） 《外》 アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入 モメタゾンフランカルボン酸エステル
2290 院外 喘息（ステロイド） 《外》 アニュイティ100μgエリプタ30吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル
2290 院外 喘息（ステロイド） 《外》 アニュイティ200μgエリプタ30吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル
2290 院外 喘息（ステロイド） 《外》 オルベスコ100μgインヘラー112吸入用 シクレソニド
2290 院外 喘息（ステロイド） 《外》 パルミコート100μｇタービュヘイラー112吸入 ブデソニド
2290 院外 喘息（ステロイド） 《外》 パルミコート200μｇタービュヘイラー112吸入 ブデソニド
2290 院外 喘息（ステロイド） 《外》 パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入 ブデソニド
2290 院外 喘息（ステロイド） 《外》 パルミコート吸入液0.5mg ブデソニド
2290 院外 喘息（ステロイド） 《外》 フルタイド100ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290 院外 喘息（ステロイド） 《外》 フルタイド100ロタディスク フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290 院外 喘息（ステロイド） 《外》 フルタイド200ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290 院外 喘息（ステロイド） 《外》 フルタイド200ロタディスク フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290 院外 喘息（ステロイド） 《外》 フルタイド50μgエアゾール120吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290 院外 喘息（配合剤） 《外》 アドエア100ディスカス60吸入用 サルメテロール/フルチカゾン
2290 院外 喘息（配合剤） 《外》 アドエア250エアゾール120吸入用 サルメテロール/フルチカゾン
2290 院外 喘息（配合剤） 《外》 アドエア500ディスカス60吸入用 サルメテロール/フルチカゾン
2290 院外 喘息（配合剤） 《外》 アドエア50エアゾール120吸入用 サルメテロール/フルチカゾン
2290 院外 喘息（配合剤） 《外》 フルティフォーム125エアゾール120吸入用 ホルモテロール/フルチカゾン
2290 院外 喘息（配合剤） 《外》 レルベア100エリプタ30吸入用 ビランテロール/フルチカゾン
2290 院外 喘息（配合剤） 《外》 レルベア200エリプタ30吸入用 ビランテロール/フルチカゾン
2290 院外 喘息・COPD（配合剤） 《外》 アドエア125エアゾール120吸入用 サルメテロール/フルチカゾン
2316 院外 整腸剤（耐性乳酸菌製剤） （内） エンテロノン-R散 耐性乳酸菌
2319 院外 止瀉薬（運動抑制） （内） ロペミンカプセル1mg ロペラミド
2319 院外 止瀉薬（運動抑制） （内） ロペミン小児用細粒0.05% ロペラミド
2319 院外 止瀉薬（殺菌作用） （内） フェロベリン配合錠 ベルベリン/ゲンノショウコ
2323 院外 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） （内） アズノール錠2mg アズレンスルホン酸ナトリウム
2325 院外 胃酸分泌抑制（H2RA） （内） アシノン錠150mg ニザチジン
2325 院外 胃酸分泌抑制（H2RA） （内） ガスターD錠10mg ファモチジン
2325 院外 胃酸分泌抑制（H2RA） （内） ガスターD錠20mg ファモチジン
2325 院外 胃酸分泌抑制（H2RA） （内） ガスター錠20mg ファモチジン
2325 院外 胃酸分泌抑制（H2RA） （内） タガメット細粒20％ シメチジン
2325 院外 胃酸分泌抑制（H2RA） （内） プロテカジンOD錠10 ラフチジン
2325 院外 胃酸分泌抑制（H2RA） （内） プロテカジン錠10 ラフチジン
2329 院外 胃炎・胃潰瘍（抗ガストリン） （内） ガストロゼピン錠25mg ピレンゼピン
2329 院外 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） （内） アプレース錠100mg トロキシピド
2329 院外 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） （内） アプレース細粒20％ トロキシピド
2329 院外 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） （内） アルサルミン細粒90％ スクラルファート
2329 院外 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） （内） アルサルミン内用液10％ スクラルファート
2329 院外 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） （内） アルロイドG内用液5％ アルギン酸ナトリウム
2329 院外 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） （内） イサロン顆粒50％ アルジオキサ
2329 院外 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） （内） ウルグートカプセル200mg ベネキサート
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2329 院外 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） （内） ガストローム顆粒66.7％（1.5g） エカベトナトリウム
2329 院外 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） （内） セルベックスカプセル50mg テプレノン
2329 院外 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） （内） ソロン細粒20％ ソファルコン
2329 院外 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） （内） ノイエルカプセル200mg セトラキサート
2329 院外 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） （内） ノイエル細粒40％ セトラキサート
2329 院外 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） （内） プロマックD錠75mg ポラプレジンク
2329 院外 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） （内） プロマック顆粒15％ ポラプレジンク
2329 院外 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） （内） ムコスタ錠100mg レバミピド
2329 院外 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護・配合剤） （内） コランチル配合顆粒 ｼﾞｻｲｸﾛﾐﾝ/水酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑ等
2329 院外 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護・配合剤） （内） メサフィリン配合散 銅ｸﾛﾛﾌｨﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ/ﾌﾟﾛﾊﾟﾝﾃﾘ等
2329 院外 胃酸分泌抑制（PPI） （内） オメプラール錠10 オメプラゾール
2329 院外 胃酸分泌抑制（PPI） （内） オメプラール錠20 オメプラゾール
2329 院外 胃酸分泌抑制（PPI） （内） オメプラゾン錠10mg オメプラゾール
2329 院外 胃酸分泌抑制（PPI） （内） タケプロンOD錠15 ランソプラゾール
2329 院外 胃酸分泌抑制（PPI） （内） タケプロンOD錠30 ランソプラゾール
2329 院外 胃酸分泌抑制（PPI） （内） タケプロンカプセル15 ランソプラゾール
2329 院外 胃酸分泌抑制（PPI） （内） タケプロンカプセル30 ランソプラゾール
2329 院外 胃酸分泌抑制（PPI） （内） ネキシウムカプセル10mg エソメプラゾール
2329 院外 胃酸分泌抑制（PPI） （内） パリエット錠20mg ラベプラゾール
2329 院外 胃酸分泌抑制（PPI） （内） パリエット錠5mg ラベプラゾール
2329 院外 ベンザミド系 （内） ドグマチールカプセル50mg スルピリド
2331 院外 消化酵素剤 （内） パンクレアチン原末 パンクレアチン
2332 院外 ビタミンB、蛋白等の補充 （内） 乾燥酵母エビオス 乾燥酵母
2339 院外 止瀉薬（乳糖分解酵素） （内） ガランターゼ散50％0.5g包 β-ガラクトシダーゼ
2339 院外 消化酵素配合剤 （内） タフマックＥ配合カプセル 消化酵素配合剤
2343 院外 潰瘍、胃下垂、尿路結石予防等 （内） アルミゲル細粒99％ 水酸化アルミニウムゲル
2344 院外 潰瘍、胃下垂等 （内） 沈降炭酸カルシウム 沈降炭酸カルシウム
2344 院外 下剤（腸刺激） （内） プルゼニド錠12mg センノシド
2344 院外 下剤等（浸透圧性、中和） （内） 酸化マグネシウム原末「マルイシ」 酸化マグネシウム
2344 院外 下剤等（浸透圧性、中和） （内） 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 酸化マグネシウム
2344 院外 下剤等（浸透圧性、中和） （内） 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 酸化マグネシウム
2354 院外 下剤（腸刺激） （内） ヨーデルS糖衣錠-80 センナエキス
2355 院外 下剤、低Mg等（浸透圧性） （内） 硫酸マグネシウム 硫酸マグネシウム
2359 院外 下剤（腸刺激） （内） セチロ配合錠 ダイオウ/センナ/オウレン/硫酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ/酸化ﾏｸﾞﾈ
2359 院外 下剤（腸刺激） 《外》 テレミンソフト坐薬2mg ビサコジル
2359 院外 下剤（腸刺激） （内） ラキソベロン内用液0.75％ ピコスルファートナトリウム
2359 院外 下剤、高アンモニア等（浸透圧性） （内） モニラック・シロップ65％ ラクツロース
2359 院外 下剤、高アンモニア等（浸透圧性） （内） モニラック原末 ラクツロース
2362 院外 肝機能改善 （内） ウルソ錠100mg ウルソデオキシコール酸
2362 院外 肝機能改善 （内） ウルソ錠50mg ウルソデオキシコール酸
2390 院外 口腔乾燥改善薬 （内） サラジェン顆粒0.5％ ピロカルピン
2391 院外 制吐（5-HT3拮抗） （内） シンセロン錠8mg インジセトロン
2391 院外 制吐（5-HT3拮抗） （内） ゾフランザイディス4mg オンダンセトロン
2391 院外 制吐（5-HT3拮抗） （内） ゾフラン錠4mg オンダンセトロン
2399 院外 IBD（時間依存性） （内） ペンタサ顆粒94％　2000mg メサラジン
2399 院外 IBD（時間依存性） （内） ペンタサ錠250mg メサラジン
2399 院外 IBD（時間依存性） （内） ペンタサ錠500mg メサラジン
2399 院外 IBD（時間依存性） （内） メサラジン顆粒50％「AKP」 0.5ｇ包 メサラジン
2399 院外 IBD（時間依存性） （内） メサラジン顆粒50％「AKP」 1ｇ包 メサラジン
2399 院外 潰瘍性大腸炎 《外》 レクタブル2mg注腸フォーム14回 ブデソニド
2399 院外 潰瘍性大腸炎（pH依存性） （内） リアルダ錠1200mg メサラジン
2399 院外 過敏性腸症候群（下痢） （内） イリボーOD錠2.5μg ラモセトロン
2399 院外 過敏性腸症候群（下痢） （内） イリボーOD錠5μg ラモセトロン
2399 院外 過敏性腸症候群（下痢） （内） イリボー錠5μg ラモセトロン
2399 院外 口腔乾燥改善薬 （内） サラジェン錠5mg ピロカルピン
2399 院外 口腔乾燥改善薬 （内） サリグレンカプセル30mg セビメリン
2399 院外 口内炎 《外》 アフタゾロン口腔用軟膏0.1％ デキサメタゾン
2399 院外 口内炎 《外》 アフタッチ口腔用貼付剤25μg トリアムシノロンアセトニド
2399 院外 消化管運動改善 （内） ガスモチン錠5mg モサプリド
2399 院外 消化管運動改善 （内） ガナトン錠50mg イトプリド
2399 院外 消化管運動改善 （内） ナウゼリン錠10mg ドンペリドン
2399 院外 消化管運動改善 （内） プリンペラン細粒2％ メトクロプラミド
2399 院外 消化管運動改善 （内） プリンペラン錠5mg メトクロプラミド
2412 院外 成長ホルモン（適応相違に注意） 【注】 グロウジェクト皮下注12mg ソマトロピン
2412 院外 成長ホルモン（適応相違に注意） 【注】 グロウジェクト皮下注6mg ソマトロピン
2412 院外 成長ホルモン（適応相違に注意） 【注】 サイゼン皮下注射液12mg ソマトロピン
2412 院外 成長ホルモン（適応相違に注意） 【注】 サイゼン皮下注用8mg ソマトロピン
2412 院外 成長ホルモン（適応相違に注意） 【注】 ジェノトロピンゴークイック注用12mg ソマトロピン
2412 院外 成長ホルモン（適応相違に注意） 【注】 ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg ソマトロピン
2412 院外 成長ホルモン（適応相違に注意） 【注】 ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」 ソマトロピン
2412 院外 成長ホルモン（適応相違に注意） 【注】 ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル ソマトロピン
2412 院外 成長ホルモン（適応相違に注意） 【注】 ノルディトロピンＳ注10mg ソマトロピン
2412 院外 成長ホルモン（適応相違に注意） 【注】 ノルディトロピンフレックスプロ注15mg ソマトロピン
2412 院外 成長ホルモン（適応相違に注意） 【注】 ノルディトロピンフレックスプロ注5mg ソマトロピン
2412 院外 成長ホルモン（適応相違に注意） 【注】 ヒューマトロープ注射用6mg ソマトロピン
2413 院外 性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン） 【注】 ゴナールエフ皮下注用150 ホリトロピンアルファ
2419 院外 中枢性尿崩症、夜尿症 （内） ミニリンメルトOD錠120μg デスモプレシン
2419 院外 夜尿症 《外》 デスモプレシン・スプレー10協和（5mL） デスモプレシン
2431 院外 甲状腺機能低下等 （内） 5mcgチロナミン錠（5μg） リオチロニン
2451 院外 カテコラミン（アナフィラキシー） 【注】 エピペン注射液0.15mg アドレナリン
2451 院外 カテコラミン（アナフィラキシー） 【注】 エピペン注射液0.3mg アドレナリン
2452 院外 副腎皮質ステロイド （内） コートン錠25mg コルチゾン
2454 院外 潰瘍性大腸炎 《外》 ステロネマ注腸3mg（100mL） ベタメタゾンリン酸エステル
2454 院外 副腎皮質ステロイド （内） デカドロンエリキシル0.01％ デキサメタゾン
2454 院外 副腎皮質ステロイド （内） リンデロンシロップ0.01％ ベタメタゾン
2454 院外 副腎皮質ステロイド （内） リンデロン散0.1％ ベタメタゾン
2459 院外 副腎皮質ステロイド/抗ヒスタミン （内） セレスタミン錠 ベタメタゾン/d-クロルフェニラミン
2473 院外 卵胞ﾎﾙﾓﾝ（更年期、骨粗等） （内） ジュリナ錠0.5mg エストラジオール
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2473 院外 卵胞ﾎﾙﾓﾝ（更年期等） 《外》 ディビゲル1mg エストラジオール
2473 院外 卵胞ﾎﾙﾓﾝ（小児の性腺機能低下） 《外》 エストラーナテープ0.09mg（7枚/袋） エストラジオール
2473 院外 卵胞ﾎﾙﾓﾝ（小児の性腺機能低下） 《外》 エストラーナテープ0.18mg（7枚/袋） エストラジオール
2473 院外 卵胞ﾎﾙﾓﾝ（小児の性腺機能低下） 《外》 エストラーナテープ0.36mg（1枚/袋） エストラジオール
2474 院外 前立腺癌、末期乳癌（卵胞ホルモン） （内） プロセキソール錠0.5mg エチニルエストラジオール
2477 院外 黄体ﾎﾙﾓﾝ（生殖補助） 《外》 ウトロゲスタン腟用カプセル200mg プロゲステロン
2477 院外 黄体ﾎﾙﾓﾝ（生殖補助） 《外》 ルティナス腟錠100mg プロゲステロン
2477 院外 黄体ﾎﾙﾓﾝ（生殖補助） 《外》 ワンクリノン腟用ゲル90mg プロゲステロン
2478 院外 黄体ﾎﾙﾓﾝ（切迫、無月経、不妊等） （内） プロベラ錠2.5mg メドロキシプロゲステロン
2479 院外 前立腺肥大（黄体ﾎﾙﾓﾝ） （内） パーセリン錠25mg アリルエストレノール
2482 院外 卵胞・黄体ﾎﾙﾓﾝ（月経困難） （内） ヤーズ配合錠（28錠/シート）プラセボ含む エチニルエストラジオール/ドロスピレノン
2482 院外 卵胞・黄体ﾎﾙﾓﾝ（月経困難） （内） ヤーズフレックス配合錠（28錠/シート）プラセボ含まない エチニルエストラジオール/ドロスピレノン
2482 院外 卵胞・黄体ﾎﾙﾓﾝ（月経困難） （内） ルナベル配合錠LD エチニルエストラジオール0.035/ノルエチステロン1
2482 院外 卵胞・黄体ﾎﾙﾓﾝ（月経困難） （内） ルナベル配合錠ULD エチニルエストラジオール0.02/ノルエチステロン1
2482 院外 卵胞・黄体ﾎﾙﾓﾝ（骨粗鬆症） （内） ウェールナラ配合錠 エストラジオール/レボノルゲストレル
2490 院外 男性型脱毛症 （内） ザガーロカプセル0.5mg デュタステリド
2491 院外 循環改善、メニエール症候群等 （内） カルナクリン錠50単位 カリジノゲナーゼ
2492 院外 持効型インスリン 【注】 インスリングラルギンBS注カート「リリー」 インスリングラルギン
2492 院外 持効型インスリン 【注】 ランタス注カート インスリングラルギン
2492 院外 速効型＋中間型インスリン 【注】 イノレット30R注 ヒトインスリン
2492 院外 速効型＋中間型インスリン 【注】 ヒューマリン3/7注ミリオペン ヒトインスリン
2492 院外 速効型＋中間型インスリン 【注】 ヒューマリン3/7注カート ヒトインスリン
2492 院外 速効型インスリン 【注】 ヒューマリンR注ミリオペン ヒトインスリン
2492 院外 速効型インスリン 【注】 ヒューマリンＲ注カート ヒトインスリン
2492 院外 中間型インスリン 【注】 ヒューマリンN注ミリオペン ヒトインスリン
2492 院外 超速効型＋中間型インスリン 【注】 ノボラピッド30ミックス注フレックスペン インスリンアスパルト
2492 院外 超速効型＋中間型インスリン 【注】 ヒューマログミックス25注ミリオペン インスリンリスプロ
2492 院外 超速効型＋中間型インスリン 【注】 ヒューマログミックス50注カート インスリンリスプロ
2492 院外 超速効型＋中間型インスリン 【注】 ヒューマログミックス50注ミリオペン インスリンリスプロ
2492 院外 超速効型インスリン 【注】 アピドラ注100単位/mL インスリングルリジン
2492 院外 超速効型インスリン 【注】 ノボラピッド注100単位/mL インスリンアスパルト
2492 院外 超速効型インスリン 【注】 ノボラピッド注フレックスペン インスリンアスパルト
2492 院外 超速効型インスリン 【注】 ノボラピッド注ペンフィル インスリンアスパルト
2499 院外 ACTH検査、ｸｯｼﾝｸﾞ症候群 （内） メトピロンカプセル250mg メチラポン
2499 院外 GLP-1受容体作動（長半減期）週１ 【注】 ビデュリオン皮下注用2mg（バイアル） エキセナチド
2499 院外 GLP-1受容体作動（長半減期）週１ 【注】 ビデュリオン皮下注用2mgペン エキセナチド
2499 院外 GLP-1受容体作動（短半減期） 【注】 バイエッタ皮下注10μgペン（300μg） エキセナチド
2499 院外 GLP-1受容体作動（短半減期） 【注】 バイエッタ皮下注5μgペン（300μg） エキセナチド
2499 院外 子宮内膜症、子宮筋腫 《外》 スプレキュア点鼻液0.15％（10mL） ブセレリン
2499 院外 子宮内膜症、子宮筋腫 《外》 ナサニール点鼻液0.2％（5mL） ナファレリン
2499 院外 子宮内膜症、子宮腺筋症の疼痛 （内） ディナゲスト錠1mg ジエノゲスト
2499 院外 子宮内膜症、乳腺症 （内） ボンゾール錠100mg ダナゾール
2499 院外 早発排卵の防止（GnRHｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ） 【注】 ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ ガニレリクス
2499 院外 男性型脱毛症 （内） プロペシア錠1mg フィナステリド
2499 院外 乳癌、透析中の慢性貧血 （内） チオデロンカプセル5mg メピチオスタン
2499 院外 排卵誘発 （内） クロミッド錠50mg クロミフェン
2499 院外 ヒトソマトメジンC 【注】 ソマゾン注射用10mg メカセルミン
2499 院外 副腎癌、ｸｯｼﾝｸﾞ症候群（ﾎﾙﾓﾝ合成阻害） （内） オペプリム（500mgカプセル） ミトタン
2529 院外 カンジダ腟炎 《外》 エンペシド腟錠100mg クロトリマゾール
2529 院外 カンジダ腟炎 《外》 オキナゾール腟錠100mg オキシコナゾール
2531 院外 子宮収縮（止血等）、中絶等 （内） パルタンM錠0.125mg メチルエルゴメトリン
2549 院外 黄体ﾎﾙﾓﾝ（避妊、月経困難等） 《外》 ミレーナ52mg レボノルゲストレル
2549 院外 卵胞・黄体ﾎﾙﾓﾝ（避妊） （内） アンジュ21錠（21錠/シート） エチニルエストラジオール/レボノルゲストレル
2549 院外 卵胞・黄体ﾎﾙﾓﾝ（避妊） （内） アンジュ28錠（28錠/シート）プラセボ含む エチニルエストラジオール/レボノルゲストレル
2549 院外 卵胞・黄体ﾎﾙﾓﾝ（避妊） （内） シンフェーズＴ28錠（28錠/シート）プラセボ含む エチニルエストラジオール/ノルエチステロン
2549 院外 卵胞・黄体ﾎﾙﾓﾝ（避妊） （内） トリキュラー錠21（21錠/シート） エチニルエストラジオール/レボノルゲストレル
2549 院外 卵胞・黄体ﾎﾙﾓﾝ（避妊） （内） トリキュラー錠28（28錠/シート）プラセボ含む エチニルエストラジオール/レボノルゲストレル
2549 院外 卵胞・黄体ﾎﾙﾓﾝ（避妊） （内） マーベロン21錠（21錠/シート） エチニルエストラジオール/デソゲストレル
2559 院外 痔疾患（抗炎症） （内） ヘモリンガル舌下錠0.18mg 静脈血管叢エキス
2559 院外 痔疾患（ステロイド配合） 《外》 強力ポステリザン（軟膏）（2g） 大腸菌死菌/ヒドロコルチゾン
2559 院外 痔疾患（ステロイド配合） 《外》 ネリプロクト坐剤 ジフルコルトロン/リドカイン
2559 院外 痔疾患（ステロイド配合） 《外》 ネリプロクト軟膏（2g） ジフルコルトロン/リドカイン
2559 院外 痔疾患（ステロイド配合） 《外》 プロクトセディル軟膏（2g） ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ/ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ/ｼﾞﾌﾞｶｲﾝ/ｴｽｸﾛｼﾄﾞ
2559 院外 痔疾患（非ステロイド） 《外》 ボラザＧ坐剤 トリベノシド/リドカイン
2590 院外 蓄尿障害 （内） ブラダロン錠200mg フラボキサート
2590 院外 蓄尿障害 （内） ベタニス錠25mg ミラベグロン
2590 院外 蓄尿障害（抗コリン） （内） ウリトス錠0.1mg イミダフェナシン
2590 院外 蓄尿障害（抗コリン） （内） デトルシトールカプセル2mg トルテロジン
2590 院外 蓄尿障害（抗コリン） （内） デトルシトールカプセル4mg トルテロジン
2590 院外 蓄尿障害（抗コリン） （内） トビエース錠8mg フェソテロジン
2590 院外 蓄尿障害（抗コリン） （内） バップフォー錠10 プロピベリン
2590 院外 蓄尿障害（抗コリン） （内） ベシケアOD錠2.5mg ソリフェナシン
2590 院外 蓄尿障害（抗コリン） （内） ベシケア錠5mg ソリフェナシン
2590 院外 蓄尿障害（抗コリン） （内） ベシケア錠2.5mg ソリフェナシン
2590 院外 蓄尿障害（抗コリン） （内） ポラキス錠2 オキシブチニン
2590 院外 蓄尿障害（抗コリン） （内） ポラキス錠3 オキシブチニン
2590 院外 排尿障害（α1遮断薬） （内） ハルナールD錠0.2mg タムスロシン
2590 院外 排尿障害（α1遮断薬） （内） フリバスOD錠50mg ナフトピジル
2590 院外 排尿障害（α1遮断薬） （内） フリバスOD錠75mg ナフトピジル
2590 院外 排尿障害（α1遮断薬） （内） フリバス錠25mg ナフトピジル
2590 院外 排尿障害（α1遮断薬） （内） フリバス錠75mg ナフトピジル
2590 院外 排尿障害（α1遮断薬） （内） ユリーフOD錠2mg シロドシン
2590 院外 排尿障害（α1遮断薬） （内） ユリーフ錠4mg シロドシン
2590 院外 勃起不全治療薬 （内） シアリス錠10mg タダラフィル
2590 院外 勃起不全治療薬 （内） シアリス錠20mg タダラフィル
2590 院外 勃起不全治療薬 （内） シアリス錠5mg タダラフィル
2590 院外 勃起不全治療薬 （内） バイアグラ錠25mg シルデナフィル
2590 院外 勃起不全治療薬 （内） バイアグラ錠50mg シルデナフィル
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2612 院外 消毒液 《外》 イソジンゲル10％（90g） ポビドンヨード
2619 院外 潰瘍性大腸炎 《外》 サラゾピリン坐剤500mg サラゾスルファピリジン
2619 院外 消毒液 《外》 マスキンR・エタノール液（0.5W/V％）（500mL） 0.5％クロルヘキシジン/エタノール
2634 院外 塗布剤（抗菌：アミノグリコシド） 《外》 ゲンタシン軟膏0.1％（10g） ゲンタマイシン
2634 院外 塗布剤（ざ瘡） 《外》 ゼビアックスローション2％（10g） オゼノキサシン
2634 院外 塗布剤（ざ瘡） 《外》 ダラシンTローション（20mL） クリンダマイシン
2639 院外 塗布剤（ざ瘡） 《外》 アクアチム軟膏1％（10g） ナジフロキサシン
2639 院外 塗布剤（ざ瘡） 《外》 アクアチムローション1％（20mL） ナジフロキサシン
2639 院外 塗布剤（二次感染、びらん等） 《外》 テラマイシン軟膏（ポリＢ含有）（25g） オキシテトラサイクリン/ポリミキシンB
2639 院外 塗布剤（二次感染、びらん等） 《外》 バラマイシン軟膏（250g） バシトラシン/フラジオマイシン
2646 院外 外用ステロイド剤（medium） 《外》 アルメタ軟膏 5g アルクロメタゾンプロピオン酸エステル
2646 院外 外用ステロイド剤（medium） 《外》 ロコイドクリーム0.1％ 5g ヒドロコルチゾン酪酸エステル
2646 院外 外用ステロイド剤（strong） 《外》 エクラーローション0.3％ デプロドンプロピオン酸エステル
2646 院外 外用ステロイド剤（strong） 《外》 フルコートクリーム0.025％ フルオシノロンアセトニド
2646 院外 外用ステロイド剤（strong） 《外》 フルコート軟膏0.025％ フルオシノロンアセトニド
2646 院外 外用ステロイド剤（strong） 《外》 メサデルムクリーム0.1％ 5g デキサメタゾンプロピオン酸エステル
2646 院外 外用ステロイド剤（strong） 《外》 メサデルム軟膏0.1％ 5g デキサメタゾンプロピオン酸エステル
2646 院外 外用ステロイド剤（strong） 《外》 リンデロン－Ｖクリーム0.12％ 5g ベタメタゾン吉草酸エステル
2646 院外 外用ステロイド剤（strong） 《外》 リンデロン－Ｖローション 10mL ベタメタゾン吉草酸エステル
2646 院外 外用ステロイド剤（strongest） 《外》 ソルベガクリーム0.05％ 5g クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646 院外 外用ステロイド剤（strongest） 《外》 ダイアコートクリーム0.05％ 5g ジフロラゾン酢酸エステル
2646 院外 外用ステロイド剤（strongest） 《外》 ダイアコート軟膏0.05％ 5g ジフロラゾン酢酸エステル
2646 院外 外用ステロイド剤（very strong） 《外》 テクスメテン軟膏0.1％ 5g ジフルコルトロン吉草酸エステル
2646 院外 外用ステロイド剤（very strong） 《外》 トプシムEクリーム0.05％ 5g　　　　　　　　 フルオシノニド
2646 院外 外用ステロイド剤（very strong） 《外》 トプシム軟膏0.05％ 5ｇ　　　　　　　　 フルオシノニド
2646 院外 外用ステロイド剤（very strong） 《外》 パンデル軟膏0.1％ 5g 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン
2646 院外 外用ステロイド剤（very strong） 《外》 フルメタクリーム 5g モメタゾンフランカルボン酸エステル
2646 院外 外用ステロイド剤（very strong） 《外》 フルメタ軟膏 5g モメタゾンフランカルボン酸エステル
2646 院外 外用ステロイド剤（関節リウマチ） 《外》 ファルネゾンゲル1.4％ 25g プレドニゾロンファルネシル酸エステル
2646 院外 外用ステロイド剤（頭部乾癬） 《外》 コムクロシャンプー0.05％ クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646 院外 口内炎 《外》 オルテクサー口腔用軟膏0.1％ トリアムシノロンアセトニド
2647 院外 外用ステロイド剤（medium） 《外》 テラ・コートリル軟膏 25g オキシテトラサイクリン塩酸塩/ヒドロコルチゾン
2647 院外 外用ステロイド剤（medium） 《外》 テラ・コートリル軟膏 5g オキシテトラサイクリン塩酸塩/ヒドロコルチゾン
2649 院外 貼布剤（亜鉛華軟膏） 《外》 ボチシート20％ 亜鉛華軟膏
2649 院外 貼布剤（インドール酢酸） 《外》 インサイドパップ70mg（5枚/袋） インドメタシン
2649 院外 貼布剤（インドール酢酸） 《外》 カトレップテープ35mg（7枚/袋） インドメタシン
2649 院外 貼布剤（インドール酢酸） 《外》 カトレップテープ70mg（7枚/袋） インドメタシン
2649 院外 貼布剤（フェニル酢酸） 《外》 スミルテープ35mg（14枚/袋） フェルビナク
2649 院外 貼布剤（フェニル酢酸） 《外》 セルタッチパップ140（7枚/袋） フェルビナク
2649 院外 貼布剤（フェニル酢酸） 《外》 セルタッチパップ70（6枚/袋） フェルビナク
2649 院外 貼布剤（フェニル酢酸） 《外》 ナボールパップ140mg（7枚/袋） ジクロフェナクナトリウム
2649 院外 貼布剤（フェニル酢酸） 《外》 フェルナビオンパップ70（7枚/袋） フェルビナク
2649 院外 貼布剤（フェニル酢酸） 《外》 ボルタレンゲル1％（25g） ジクロフェナクナトリウム
2649 院外 貼布剤（フェニル酢酸） 《外》 ボルタレンテープ15mg（7枚/袋） ジクロフェナクナトリウム
2649 院外 貼布剤（プロピオン酸） 《外》 アドフィードパップ40mg（6枚/袋） フルルビプロフェン
2649 院外 貼布剤（プロピオン酸） 《外》 フルルバンパップ40mg（6枚/袋） フルルビプロフェン
2649 院外 貼布剤（プロピオン酸） 《外》 ミルタックスパップ30mg（6枚/袋） ケトプロフェン
2649 院外 貼布剤（プロピオン酸） 《外》 モーラステープ20mg（7枚/袋） ケトプロフェン
2649 院外 貼布剤（プロピオン酸） 《外》 モーラステープＬ40mg（7枚/袋） ケトプロフェン
2649 院外 貼布剤（プロピオン酸） 《外》 モーラスパップ30mg（7枚/袋） ケトプロフェン
2649 院外 貼布剤（プロピオン酸） 《外》 モーラスパップ60mg（7枚/袋） ケトプロフェン
2649 院外 貼布剤（プロピオン酸） 《外》 モーラスパップXR120mg（7枚/袋） ケトプロフェン
2649 院外 貼布剤（プロピオン酸） 《外》 モーラスパップXR240mg（7枚/袋） ケトプロフェン
2649 院外 貼布剤（プロピオン酸） 《外》 ヤクバンテープ60mg（7枚/袋） フルルビプロフェン
2649 院外 貼布剤（プロピオン酸） 《外》 ロキソニンゲル1％（25g） ロキソプロフェン
2649 院外 貼布剤（プロピオン酸） 《外》 ロキソニンテープ100mg（7枚/袋） ロキソプロフェン
2649 院外 貼布剤（プロピオン酸） 《外》 ロキソニンテープ50mg（7枚/袋） ロキソプロフェン
2649 院外 貼布剤（プロピオン酸） 《外》 ロキソニンパップ100mg（7枚/袋） ロキソプロフェン
2649 院外 塗布剤（インドール酢酸） 《外》 インテバン外用液1％（50mL) インドメタシン
2649 院外 塗布剤（インドール酢酸） 《外》 インテバンクリーム1％（25g) インドメタシン
2649 院外 塗布剤（消炎、鎮痛） 《外》 スタデルム軟膏5％（10g） イブプロフェンピコノール
2649 院外 塗布剤（消炎、鎮痛） 《外》 フェルデン軟膏0.5％（50g） ピロキシカム
2649 院外 塗布剤（フェニル酢酸） 《外》 スミルスチック3％（40g) フェルビナク
2652 院外 塗布剤（乾癬、角化症等） 《外》 5％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 サリチル酸/白色ワセリン
2655 院外 外用白癬、皮膚カンジダ等（ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ） 《外》 アスタットクリーム1％ 10g ラノコナゾール
2655 院外 外用白癬、皮膚カンジダ等（ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ） 《外》 アトラントクリーム1％ 10g ネチコナゾール
2655 院外 外用白癬、皮膚カンジダ等（ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ） 《外》 アトラント軟膏1％ 10g ネチコナゾール
2655 院外 外用白癬、皮膚カンジダ等（ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ） 《外》 エンペシ外用液1％ 10mL クロトリマゾール
2655 院外 外用白癬、皮膚カンジダ等（ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ） 《外》 エンペシドクリーム1％10g クロトリマゾール
2655 院外 外用白癬、皮膚カンジダ等（ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ） 《外》 ニゾラールローション2％10g ケトコナゾール
2655 院外 外用白癬、皮膚カンジダ等（ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ） 《外》 ルリコンクリーム1％ 10g ルリコナゾール
2655 院外 外用白癬、皮膚カンジダ等（ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ） 《外》 ルリコン軟膏1％ 10g ルリコナゾール
2655 院外 外用白癬、皮膚カンジダ等（ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ） 《外》 ルリコン液1％ 10mL ルリコナゾール
2659 院外 外用白癬（ﾁｵｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸） 《外》 ゼフナート外用液2％ 10mL リラナフタート
2659 院外 外用白癬、皮膚カンジダ等（その他） 《外》 ペキロンクリーム0.5％（10g） アモロルフィン
2659 院外 外用白癬、皮膚カンジダ等（ﾓﾙﾎﾐﾝ） 《外》 ペキロンクリーム0.5％ 10g アモロルフィン
2659 院外 外用白癬、癜風等（ﾍﾞﾝｼﾞﾙｱﾐﾝ） 《外》 メンタックスクリーム1％ 10g ブテナフィン
2659 院外 外用白癬、癜風等（ﾍﾞﾝｼﾞﾙｱﾐﾝ） 《外》 メンタックス外用液1％10mL ブテナフィン
2669 院外 塗布剤（乾皮症、角化症等） 《外》 ウレパールクリーム10％（20g） 尿素
2679 院外 脱毛、乾性脂漏、尋常性白斑 《外》 フロジン外用液5％（30mL） カルプロニウム
2691 院外 塗布剤（乾癬、膿疱症、角化症等） 《外》 ボンアルファクリーム2μg/g（10g） タカルシトール
2691 院外 塗布剤（乾癬、膿疱症、角化症等） 《外》 ボンアルファローション2μg/g（10g） タカルシトール
2691 院外 塗布剤（尋常性乾癬） 《外》 ドボネックス軟膏50μg/g（10g） カルシポトリオール
2691 院外 塗布剤（尋常性乾癬） 《外》 ボンアルファハイ軟膏20μg/g（10g） タカルシトール
2691 院外 塗布剤（尋常性乾癬、角化症等） 《外》 オキサロールローション25μg/g（10g） マキサカルシトール
2699 院外 塗布剤（ざ瘡） 《外》 ディフェリンゲル0.1％（15g） アダパレン
2699 院外 塗布剤（ざ瘡） 《外》 デュアック配合ゲル（10g） クリンダマイシン/過酸化ベンゾイル
2699 院外 塗布剤（ざ瘡） 《外》 ベピオゲル2.5％（15g） 過酸化ベンゾイル
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2699 院外 塗布剤（褥瘡、熱傷、潰瘍等） 《外》 プロスタンディン軟膏0.003％（30g） アルプロスタジルアルファデクス
2699 院外 塗布剤（褥瘡、皮膚潰瘍） 《外》 オルセノン軟膏0.25％（30g） トレチノイントコフェリル
2699 院外 塗布剤（尋常性乾癬） 《外》 ドボベットゲル（15g） カルシポトリオール/ベタメタゾン
2699 院外 塗布剤（尋常性乾癬） 《外》 ドボベット軟膏（15g） カルシポトリオール/ベタメタゾン
2699 院外 塗布剤（尋常性乾癬） 《外》 ドボベット軟膏（30g） カルシポトリオール/ベタメタゾン
2699 院外 塗布剤（尋常性乾癬） 《外》 マーデュオックス軟膏 マキサカルシトール/ベタメタゾン
2699 院外 塗布剤（尋常性ざ瘡） 《外》 エピデュオゲル（15g） アダパレン/過酸化ベンゾイル
2699 院外 塗布剤（熱傷、凍瘡、肉芽形成促進等） 《外》 ソルコセリル軟膏5％（20g） 幼牛血液抽出物
2900 院外 脂質異常症、心身症 （内） ハイゼット錠50mg ガンマオリザノール
2900 院外 脂質異常症、心身症 （内） ハイゼット細粒20％ ガンマオリザノール
2900 院外 放射線による白血球減少等 （内） セファランチン末1％ セファランチン
3112 院外 ビタミンD3 （内） アルファロールカプセル3μg アルファカルシドール
3122 院外 ビタミンB1 （内） ベンフォチアミン錠25mg「トーワ」 ベンフォチアミン
3131 院外 ビタミンB2 （内） ハイボン錠20mg リボフラビン
3131 院外 ビタミンB2 （内） フラビタン錠5mg フラビンアデニンジヌクレ
3133 院外 パントテン酸 （内） パントシン散20％ パンテチン
3133 院外 パントテン酸 （内） パントシン錠100 パンテチン
3140 院外 ビタミンC （内） アスコルビン酸原末 アスコルビン酸
3140 院外 ビタミンC （内） ハイシー顆粒25％ アスコルビン酸
3150 院外 ビタミンE （内） ユベラ顆粒20％ トコフェロール
3160 院外 ビタミンK1 （内） ケーワン錠 フィトナジオン
3160 院外 ビタミンK2 （内） ケイツーカプセル5mg メナテトレノン
3179 院外 ビタミンB1,2,6,12 （内） ノイロビタン配合錠 VB1,2,6,12
3179 院外 ビタミンB1,2,6,C,ﾆｺﾁﾝ酸ｱﾐﾄﾞ,ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸 （内） ワッサーＶ配合顆粒 VB1,2,6,C,ニコチン酸アミド,パントテン酸
3179 院外 ビタミンB1,6,12 （内） ビタノイリンカプセル25 VB1,6,12
3179 院外 ビタミンB1,6,12 （内） ビタノイリンカプセル50 VB1,6,12
3179 院外 ビタミンB1,6,12 （内） ビタメジン配合散 VB1,6,12
3190 院外 ビオチン （内） ビオチン散0.2％「フソー」 ビオチン
3213 院外 Ca補充 （内） カルチコール末 グルコン酸カルシウム
3222 院外 鉄剤（経口） （内） フェロ・グラデュメット錠105mg 硫酸鉄
3222 院外 鉄剤（経口） （内） フェロミア錠50mg クエン酸第一鉄
3229 院外 K補充 （内） アスパラ配合錠 アスパラギン酸カリウム/アスパラギン酸マグネシウ
3229 院外 K補充 （内） スローケー錠600mg 塩化カリウム
3253 院外 アミノ酸（肝不全） （内） リーバクト配合顆粒（4.15g/包） イソロイシン/ロイシン/バリン
3259 院外 TPN（糖+電解質+アミノ酸） 【注】 ピーエヌツイン－2号輸液（1100mL） 糖+電解質+アミノ酸
3259 院外 経腸栄養剤（肝不全） （内） アミノレバンEN配合散50g包（コーヒー味） 経腸栄養剤
3259 院外 経腸栄養剤（消化態栄養） （内） ツインラインNF配合経腸用液（A200mL/B200mL） 経腸栄養剤
3259 院外 経腸栄養剤（半消化態栄養） （内） エンシュア・H（375kcal/250mL）コーヒー缶 経腸栄養剤
3259 院外 経腸栄養剤（半消化態栄養） （内） エンシュア・H（375kcal/250mL）黒糖缶 経腸栄養剤
3259 院外 経腸栄養剤（半消化態栄養） （内） エンシュア・H（375kcal/250mL）ストロベリー缶 経腸栄養剤
3259 院外 経腸栄養剤（半消化態栄養） （内） エンシュア・H（375kcal/250mL）バナナ缶 経腸栄養剤
3259 院外 経腸栄養剤（半消化態栄養） （内） エンシュア・H（375kcal/250mL）メロン缶 経腸栄養剤
3259 院外 経腸栄養剤（半消化態栄養） （内） エンシュア・リキッド（250kcal/250mL）バニラ缶 経腸栄養剤
3259 院外 経腸栄養剤（半消化態栄養） （内） ラコールNF配合経腸用液（200kcal/200mL）コーヒー 経腸栄養剤
3259 院外 経腸栄養剤（半消化態栄養） （内） ラコールNF配合経腸用液（200kcal/200mL）コーン 経腸栄養剤
3259 院外 経腸栄養剤（半消化態栄養） （内） ラコールNF配合経腸用液（200kcal/200mL）バナナ 経腸栄養剤
3259 院外 経腸栄養剤（半消化態栄養） （内） ラコールNF配合経腸用液（400kcal/400mL）ミルク 経腸栄養剤
3291 院外 食欲増進、強壮、興奮 （内） ブドウ酒 ブドウ酒
3321 院外 止血増強剤 （内） アドナ散10％ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
3323 院外 局所用止血薬 （内） 経口用トロンビン細粒1万単位（モチダ） トロンビン
3331 院外 抗凝固（未分画ヘパリン） 【注】 ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用10単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「SN」5mL ヘパリンナトリウム
3332 院外 抗凝固（VK拮抗） （内） ワーファリン錠0.5mg ワルファリン
3332 院外 抗凝固（VK拮抗） （内） ワーファリン錠5mg ワルファリン
3339 院外 抗凝固（FXa阻害） （内） エリキュース錠2.5mg アピキサバン
3339 院外 抗凝固（FXa阻害） （内） リクシアナOD錠30mg エドキサバン
3339 院外 抗凝固（FXa阻害） （内） リクシアナ錠15mg エドキサバン
3339 院外 抗凝固（FXa阻害） （内） リクシアナ錠30mg エドキサバン
3339 院外 抗凝固（FXa阻害） （内） リクシアナ錠60mg エドキサバン
3339 院外 塗布剤（血行促進・保湿） 《外》 ヒルドイドソフト軟膏0.3％ ヘパリン類似物質
3339 院外 塗布剤（血行促進・保湿） 《外》 ヘパリン類似物質外用スプレー0.3％「日医工」 ヘパリン類似物質
3399 院外 EPA （内） エパデールカプセル300 イコサペント酸エチル
3399 院外 抗血小板（PDE3阻害） （内） プレタールOD錠50mg シロスタゾール
3399 院外 抗血小板（チエノピリジン） （内） エフィエント錠2.5mg プラスグレル
3399 院外 抗血小板（チエノピリジン） （内） エフィエント錠5mg プラスグレル
3399 院外 抗血小板・胃薬 （内） タケルダ配合錠 アスピリン/ランソプラゾール
3399 院外 抗血小板2剤 （内） コンプラビン配合錠 アスピリン/クロピドグレル
3399 院外 循環、潰瘍等の改善等 （内） オパルモン錠5μg リマプロスト
3399 院外 循環、潰瘍等の改善等 （内） プロレナール錠5μｇ リマプロスト
3399 院外 トロンボポエチン受容体作動薬 （内） ムルプレタ錠3mg ルストロンボパグ
3420 院外 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD2 2.5 システムⅡ 5000mL 腹膜透析液
3919 院外 肝機能改善 （内） チオラ錠100mg チオプロニン
3922 院外 中毒【薬物、ｱｾﾄﾝ、金属】等 （内） タチオン錠50mg グルタチオン
3929 院外 ウィルソン病（銅代謝） （内） ノベルジン錠50mg 酢酸亜鉛水和物
3929 院外 ウィルソン病（銅代謝） （内） メタライト250カプセル トリエンチン
3929 院外 中毒【鉄】輸血による慢性鉄過剰 （内） エクジェイド懸濁用錠125mg デフェラシロクス
3929 院外 中毒【鉄】輸血による慢性鉄過剰 （内） エクジェイド懸濁用錠500mg デフェラシロクス
3929 院外 尿毒症症状改善、透析導入遅延 （内） クレメジンカプセル200mg 球形吸着炭
3929 院外 尿毒症症状改善、透析導入遅延 （内） クレメジン細粒分包2g 球形吸着炭
3929 院外 尿毒症症状改善、透析導入遅延 （内） クレメジン速崩錠500mg 球形吸着炭
3932 院外 アルコール依存症（抗酒薬） （内） シアナマイド内用液1％「タナベ」 シアナミド
3939 院外 アルコール依存症（抗酒薬） （内） ノックビン原末 ジスルフィラム
3939 院外 高尿酸血症（尿酸生成抑制） （内） ザイロリック錠100 アロプリノール
3949 院外 高尿酸血症（尿酸生成抑制） （内） ウリアデック錠20mg トピロキソスタット
3949 院外 高尿酸血症（尿酸生成抑制） （内） ウリアデック錠60mg トピロキソスタット
3959 院外 貼布剤（皮膚潰瘍） 《外》 リフラップシート5％ リゾチーム
3961 院外 第２世代SU （内） グリミクロンＨＡ錠20mg グリクラジド
3961 院外 第２世代SU （内） グリミクロン錠40mg グリクラジド
3961 院外 第２世代SU （内） ダオニール錠2.5mg グリベンクラミド
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3961 院外 第３世代SU （内） アマリール錠0.5mg グリメピリド
3961 院外 第３世代SU （内） アマリール錠1mg グリメピリド
3962 院外 BG薬 （内） グリコラン錠250mg メトホルミン
3962 院外 BG薬 （内） メトグルコ錠500mg メトホルミン
3962 院外 BG薬 （内） メトホルミン錠250mg「TE」 メトホルミン
3969 院外 DPP-4阻害 （内） オングリザ錠2.5mg サキサグリプチン
3969 院外 DPP-4阻害 （内） グラクティブ錠50mg シタグリプチン
3969 院外 DPP-4阻害 （内） ジャヌビア錠25ｍｇ シタグリプチン
3969 院外 DPP-4阻害 （内） スイニー錠100mg アナグリプチン
3969 院外 DPP-4阻害 （内） ネシーナ錠12.5mg アログチプチン
3969 院外 SGLT2阻害剤 （内） ジャディアンス錠25mg エンパグリフロジン
3969 院外 SGLT2阻害剤 （内） デベルザ錠20mg トホグリフロジン
3969 院外 α-GI （内） セイブルOD錠50mg ミグリトール
3969 院外 α-GI （内） セイブルOD錠75mg ミグリトール
3969 院外 α-GI （内） ベイスンOD錠0.2mg ボグリボース
3969 院外 α-GI （内） ベイスンOD錠0.3mg ボグリボース
3969 院外 α-GI （内） ベイスン錠0.2 ボグリボース
3969 院外 α-GI （内） ベイスン錠0.3 ボグリボース
3969 院外 週１DPP-4阻害 （内） ザファテック錠50mg トレラグリプチン
3969 院外 速効型 （内） シュアポスト錠0.25mg レパグリニド
3969 院外 速効型 （内） スターシス錠30mg ナテグリニド
3969 院外 速効型 （内） スターシス錠90mg ナテグリニド
3969 院外 チアゾリジン （内） アクトス錠15mg ピオグリタゾン
3969 院外 配合剤 （内） イニシンク配合錠 アログリプチン25/メトホルミン500
3969 院外 配合剤 （内） エクメット配合錠HD メトホルミン500/ビルダグリプチン50
3969 院外 配合剤 （内） エクメット配合錠LD メトホルミン250/ビルダグリプチン50
3969 院外 配合剤 （内） グルベス配合錠 ミチグリニド10/ボグリボース0.2
3969 院外 配合剤 （内） メタクト配合錠HD メトホルミン500/ピオグリタゾン30
3969 院外 配合剤 （内） メタクト配合錠LD メトホルミン500/ピオグリタゾン15
3969 院外 配合剤 （内） リオベル配合錠ＨＤ アログリプチン25/ピオグリタゾン30
3969 院外 配合剤 （内） リオベル配合錠ＬＤ アログリプチン25/ピオグリタゾン15
3990 院外 突発性肺線維症（TKI） （内） オフェブカプセル100mg ニンテダニブ
3992 院外 脳循環・代謝改善薬 （内） アデホスコーワ腸溶錠20 アデノシン三リン酸二ナトリウム
3999 院外 bDMARD（T細胞活性化抑制） 【注】 オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL アバタセプト
3999 院外 bDMARD（抗TNFα） 【注】 ヒュミラ皮下注80mgシリンジ アダリムマブ
3999 院外 bDMARD（抗TNFαβ） 【注】 エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ（1.0mL）「MA」 エタネルセプト
3999 院外 bDMARD（抗TNFαβ） 【注】 エンブレル皮下注50mgシリンジ（0.5mL） エタネルセプト
3999 院外 tsDMARD（JAK阻害） （内） オルミエント錠2mg バリシチニブ
3999 院外 tsDMARD（JAK阻害） （内） オルミエント錠4mg バリシチニブ
3999 院外 tsDMARD（JAK阻害） （内） ゼルヤンツ錠5mg トファシチニブ
3999 院外 カルニチン欠乏症 （内） エルカルチンFF錠100mg レボカルニチン
3999 院外 抗SSPE薬 （内） イソプリノシン錠400mg イノシンプラノベクス
3999 院外 高アンモニア （内） ラクツロース・シロップ60％「コーワ」 ラクツロース
3999 院外 高アンモニア血症（尿素ｻｲｸﾙ異常等） （内） アルギU配合顆粒 L-アルギニン
3999 院外 高ｲﾝｽﾘﾝ血性低血糖症 （内） ジアゾキシドカプセル25mg「MSD」 ジアゾキシド
3999 院外 骨粗鬆症 （内） オステン錠200mg イプリフラボン
3999 院外 骨粗鬆症（BP薬） （内） ダイドロネル錠200mg エチドロン酸
3999 院外 骨粗鬆症（BP薬） （内） フォサマック錠5mg アレンドロン酸
3999 院外 骨粗鬆症（BP薬） （内） ベネット錠2.5mg リセドロン酸
3999 院外 骨粗鬆症（BP薬） （内） ベネット錠75mg リセドロン酸
3999 院外 骨粗鬆症（BP薬） （内） ボナロン経口ゼリー35mg アレンドロン酸
3999 院外 骨粗鬆症（BP薬） （内） ボンビバ錠100mg イバンドロン酸
3999 院外 骨粗鬆症（BP薬） （内） リカルボン錠1mg ミノドロン酸
3999 院外 骨粗鬆症（SERM) （内） エビスタ錠60mg ラロキシフェン
3999 院外 従来型DMARD（RA） （内） オークル錠100mg アクタリット
3999 院外 尋常性乾癬、関節症性乾癬 （内） オテズラ錠10mg アプレミラスト

3999 院外 尋常性乾癬、関節症性乾癬 （内） オテズラ錠20mg アプレミラスト

3999 院外 尋常性乾癬、関節症性乾癬 （内） オテズラ錠30mg アプレミラスト

3999 院外 尋常性乾癬、関節症性乾癬 【注】 コセンティクス皮下注150mgシリンジ セクキヌマブ
3999 院外 蛋白分解酵素阻害 （内） フオイパン錠100mg カモスタット
3999 院外 免疫抑制薬（代謝拮抗） （内） ブレディニン錠50mg ミゾリビン
4191 院外 白血球減少抑制薬 （内） ロイコン錠10mg アデニン
4213 院外 アルキル化剤 （内） マブリン散1％ ブスルファン
4219 院外 アルキル化剤 （内） テモダールカプセル100mg テモゾロミド
4219 院外 アルキル化剤 （内） テモダールカプセル20mg テモゾロミド
4223 院外 代謝拮抗薬（ピリミジン） （内） 5-ＦＵ錠50協和 フルオロウラシル
4223 院外 代謝拮抗薬（ピリミジン） 《外》 5-ＦＵ軟膏5％協和20g フルオロウラシル
4223 院外 代謝拮抗薬（ピリミジン） 《外》 フトラフール坐剤750mg テガフール
4223 院外 代謝拮抗薬（ピリミジン） （内） フルツロンカプセル200 ドキシフルリジン
4229 院外 代謝拮抗薬（ピリミジン） （内） ティーエスワン配合カプセルT20 テガフール/ギメラシル/オテラシル
4229 院外 代謝拮抗薬（ピリミジン） （内） ティーエスワン配合カプセルT25 テガフール/ギメラシル/オテラシル
4229 院外 代謝拮抗薬（ピリミジン） （内） ティーエスワン配合顆粒T20 テガフール/ギメラシル/オテラシル
4229 院外 代謝拮抗薬（ピリミジン） （内） ティーエスワン配合顆粒T25 テガフール/ギメラシル/オテラシル
4229 院外 代謝拮抗薬（ピリミジン） （内） ユーエフティE配合顆粒T100 テガフール/ウラシル
4229 院外 代謝拮抗薬（ピリミジン） （内） ユーエフティE配合顆粒T150 テガフール/ウラシル
4229 院外 代謝拮抗薬（プリン） （内） フルダラ錠10mg フルダラビン
4240 院外 トポイソメラーゼ阻害 （内） ラステットSカプセル50mg エトポシド
4291 院外 ALK（肺） （内） ザーコリカプセル200mg クリゾチニブ
4291 院外 BRAF（メラノーマ） （内） タフィンラーカプセル50mg ダブラフェニブ
4291 院外 EGFR-TKI（肺） （内） ジオトリフ錠20mg アファチニブ
4291 院外 EGFR-TKI（肺） （内） ジオトリフ錠30mg アファチニブ
4291 院外 EGFR-TKI（肺） （内） ジオトリフ錠50mg アファチニブ
4291 院外 EGFR-TKI（肺） （内） タグリッソ錠40mg オシメルチニブ
4291 院外 MEK（BRAF）（メラノーマ） （内） メキニスト錠0.5mg トラメチニブ
4291 院外 TKI（造血器：骨髄線維症等） （内） ジャカビ錠5mg ルキソリチニブ
4291 院外 TKI（乳） （内） タイケルブ錠250mg ラパチニブ
4291 院外 アルキル化剤 （内） 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中外」 プロカルバジン
4291 院外 前立腺癌（抗アンドロゲン） （内） オダイン錠125mg フルタミド
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4291 院外 前立腺癌（抗アンドロゲン） （内） カソデックスOD錠80mg ビカルタミド
4291 院外 前立腺癌（抗アンドロゲン） （内） カソデックス錠80mg ビカルタミド
4291 院外 前立腺癌（抗アンドロゲン） （内） ビカルタミドOD錠80mg「ニプロ」 ビカルタミド

4291 院外 乳癌（ＣＤＫ4/6阻害薬） （内） イブランスカプセル125ｍｇ パルボシクリブ

4291 院外 乳癌（ＣＤＫ4/6阻害薬） （内） イブランスカプセル25ｍｇ パルボシクリブ

4291 院外 乳癌（アロマターゼ阻害薬） （内） アロマシン錠25mg エキセメスタン

4291 院外 乳癌（アロマターゼ阻害薬） （内） フェマーラ錠2.5mg レトロゾール
4291 院外 乳癌（抗エストロゲン） （内） タモキシフェン錠20mg「MYL」 タモキシフェン
4291 院外 乳癌（抗エストロゲン） （内） ノルバデックス錠10mg タモキシフェン
4291 院外 乳癌（抗エストロゲン） （内） ノルバデックス錠20mg タモキシフェン
4291 院外 乳癌（抗エストロゲン） （内） フェアストン錠40mg トレミフェン
4291 院外 乳癌、子宮体癌（黄体ホルモン） （内） ヒスロンH錠200mg メドロキシプロゲステロン
4299 院外 腫瘍用薬 （内） クレスチン細粒（1g/包） かわらたけ多糖体
4413 院外 第一世代抗ヒスタミン薬 （内） ピレチア錠5mg プロメタジン
4413 院外 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） ニポラジン小児用シロップ0.03％ メキタジン
4413 院外 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） ニポラジン錠3mg メキタジン
4419 院外 第一世代抗ヒスタミン薬 （内） タベジール錠1mg クレマスチン
4419 院外 第一世代抗ヒスタミン薬 （内） ペリアクチンシロップ0.04％ シプロヘプタジン
4419 院外 第一世代抗ヒスタミン薬 （内） ペリアクチン錠4mg シプロヘプタジン
4419 院外 第一世代抗ヒスタミン薬 （内） ポララミンシロップ0.04％ クロルフェニラミン
4420 院外 従来型DMARD（RA） （内） オーラノフィン錠3mg「サワイ」 オーラノフィン
4420 院外 従来型DMARD（RA） （内） リマチル錠100mg ブシラミン
4490 院外 アレルギー（LT拮抗） （内） シングレアOD錠10mg モンテルカスト
4490 院外 アレルギー（LT拮抗） （内） シングレアチュアブル錠5mg モンテルカスト
4490 院外 アレルギー（Th2ｻｲﾄｶｲﾝ阻害） （内） アイピーディドライシロップ5％ スプラタスト
4490 院外 アレルギー（遊離抑制） （内） アレギサールドライシロップ0.5% ペミロラスト
4490 院外 アレルギー（遊離抑制） （内） アレギサール錠10mg ペミロラスト
4490 院外 アレルギー（遊離抑制） （内） インタール細粒10％　0.5g包 クロモグリク酸
4490 院外 アレルギー性鼻のみ（TA2拮抗） （内） バイナス錠75mg ラマトロバン
4490 院外 スギ花粉SLIT用（濃度注意） （内） シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLパック 標準化スギ花粉エキス原液
4490 院外 喘息のみ（TA2拮抗） （内） ブロニカ錠80 セラトロダスト
4490 院外 喘息のみ（ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成阻害） （内） ドメナン錠200mg オザグレル
4490 院外 喘息のみ（ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ合成阻害） （内） ベガ錠100mg オザグレル
4490 院外 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） アゼプチン錠1mg アゼラスチン
4490 院外 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） アレグラ錠30mg フェキソフェナジン
4490 院外 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） アレグラ錠60mg フェキソフェナジン
4490 院外 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） アレジオンドライシロップ1％ エピナスチン
4490 院外 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） アレジオン錠20mg エピナスチン
4490 院外 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） アレロック顆粒0.5％ オロパタジン
4490 院外 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） アレロック錠5mg オロパタジン
4490 院外 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） エバステルＯＤ錠5mg エバスチン
4490 院外 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） エバステル錠10mg エバスチン
4490 院外 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） クラリチンレディタブ錠10mg ロラタジン
4490 院外 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） ザイザルシロップ0.05% レボセチリジン
4490 院外 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） ザジテンカプセル1mg ケトチフェン
4490 院外 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） ジルテック錠10mg セチリジン
4490 院外 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） ジルテックドライシロップ1.25％ セチリジン
4490 院外 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） タリオン錠10mg ベポタスチン
4490 院外 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） デザレックス錠5mg デスロラタジン
4490 院外 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） レミカットカプセル1mg エメダスチン
4490 院外 配合剤（アレルギー性鼻炎） （内） ディレグラ配合錠 ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ／ﾌﾟｿｲﾄﾞｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ
5100 院外 生薬 （内） ゲンチアナ末 ゲンチアナ末
5100 院外 生薬 （内） ダイオウ末 ダイオウ末
5100 院外 生薬 （内） トチモトのガジュツ末 ガジュツ末
5100 院外 生薬 （内） トチモトのソウジュツ末 ソウジュツ末
5100 院外 生薬 （内） トチモトのタクシャ末 タクシャ末
5100 院外 生薬 （内） トチモトのビャクジュツ末 ビャクジュツ末
5100 院外 生薬 （内） トチモトのブクリョウ末 ブクリョウ末
5100 院外 生薬 （内） トチモトのボタンピ末 ボタンピ末
5100 院外 生薬 （内） トチモトのボレイ末 ボレイ末
5100 院外 生薬 （内） ヨクイニン末 ヨクイニン末
5200 院外 漢方 （内） ウチダの八味丸M ハチミジオウガン
5200 院外 漢方 （内） クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒 ケイシカリョウジュツブトウ
5200 院外 漢方 （内） クラシエ人参養栄湯エキス細粒 ニンジンヨウエイトウ
5200 院外 漢方 （内） コタロー安中散エキスカプセル アンチュウサン
5200 院外 漢方 （内） コタロー黄連解毒湯エキスカプセル オウレンゲドクトウ
5200 院外 漢方 （内） コタロー桔梗石膏エキス細粒 キキョウセッコウ
5200 院外 漢方 （内） コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル マオウブシサイシントウ
5200 院外 漢方 （内） コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒 リュウタンシャカントウ
5200 院外 漢方 （内） 三和黄ごん湯エキス細粒 オウゴントウ
5200 院外 漢方 （内） 三和桂芍知母湯エキス細粒 ケイシャクチモトウ
5200 院外 漢方 （内） 太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒 キュウキチョウケツイン
5200 院外 漢方 （内） ツムラ麻杏薏甘湯エキス顆粒[78] マキョウヨクカントウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ炙甘草湯エキス顆粒[64] シャカンゾウトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ胃苓湯エキス顆粒[115] イレイトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒[117] インチンゴレイサン
5200 院外 漢方 （内） ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒[98] オウギケンチュウトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ黄連湯エキス顆粒[120] オウレントウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒[2] カッコントウカセンキュウシンイ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ桔梗湯エキス顆粒[138] キキョウトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ帰脾湯エキス顆粒[65] キヒトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ清上防風湯エキス顆粒[58] セイジョウボウフウトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒[50] ケイガイレンギョウトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ桂枝湯エキス顆粒[45] ケイシトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒[82] ケイシニンジントウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ桂枝茯苓丸加薏苡仁エキス顆粒[125] ケイシブクリョウガンカヨクイニン
5200 院外 漢方 （内） ツムラ啓脾湯エキス顆粒[128] ケイヒトウ
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5200 院外 漢方 （内） ツムラ五虎湯エキス顆粒[95] ゴコトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ五積散エキス顆粒[63] ゴシャクサン
5200 院外 漢方 （内） ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒[31] ゴシュユトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ五淋散エキス顆粒[56] ゴリンサン
5200 院外 漢方 （内） ツムラ五苓散エキス顆粒[17] ゴレイサン
5200 院外 漢方 （内） ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒[11] サイコケイシカンキョウトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒[80] サイコセイカントウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒[113] サンオウシャシントウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ参蘇飲エキス顆粒[66] ジンソイン
5200 院外 漢方 （内） ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒[103] サンソウニントウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒[92] ジインシホウトウ
5200 院外 漢方 《外》 ツムラ紫雲膏[501] シウンコウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ四君子湯エキス顆粒[75] シクンシトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒[93] ジインコウカトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ七物降下湯エキス顆粒[46] シチモツコウカトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ柴陥湯エキス顆粒[73] サイカントウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒[10] サイコケイシトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ四物湯エキス顆粒[71] シモツトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒[6] ジュウミハイドクトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ潤腸湯エキス顆粒[51] ジュンチョウトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒[109] ショウサイコトウカキキョウセッコウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ小柴胡湯エキス顆粒[9] ショウサイコトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒[21] ショウハンゲカブクリョウトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ消風散エキス顆粒[22] ショウフウサン
5200 院外 漢方 （内） ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒[101] ショウマカッコントウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒[104] シンイセイハイトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ神秘湯エキス顆粒[85] シンピトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ清暑益気湯エキス顆粒[136] セイショエッキトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ清肺湯エキス顆粒[90] セイハイトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ疎経活血湯エキス顆粒[53] ソケイカッケツトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒[84] ダイオウカンゾウトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒[33] ダイオウボタンピトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ大柴胡湯エキス顆粒[8] ダイサイコトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ大承気湯エキス顆粒[133] ダイジョウキトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ大防風湯エキス顆粒[97] ダイボウフウトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ竹筎温胆湯エキス顆粒[91] チクジョウンタントウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ治打撲一方エキス顆粒[89] ヂダボクイッポウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ調胃承気湯エキス顆粒[74] チョウイジョウキトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒[112] チョレイトウゴウシモツトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ通導散エキス顆粒[105] ツウドウサン
5200 院外 漢方 （内） ツムラ当帰建中湯エキス顆粒[123] トウキケンチュウトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ当帰湯エキス顆粒[102] トウキトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ二朮湯エキス顆粒[88] ニジュツトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ二陳湯エキス顆粒[81] ニチントウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ女神散エキス顆粒[67] ニョシンサン
5200 院外 漢方 （内） ツムラ排膿散及湯エキス顆粒[122] ハイノウサンキュウトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ平胃散エキス顆粒[79] ヘイイサン
5200 院外 漢方 （内） ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒[116] ブクリョウインゴウハンゲコウボクトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ茯苓飲エキス顆粒[69] ブクリョウイン
5200 院外 漢方 （内） ツムラ麻黄湯エキス顆粒[27] マオウトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒[55] マキョウカンセキトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ木防已湯エキス顆粒[36] モクボウイトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ安中散エキス顆粒[5] アンチュウサン
5200 院外 漢方 （内） ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒[83] ヨクカンサンカチンピハンゲ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒[118] リョウキョウジュツカントウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒[28] エッピカジュツトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒[15] オウレンゲドクトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ乙字湯エキス顆粒[3] オツジトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ温経湯エキス顆粒[106] ウンケイトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ温清飲エキス顆粒[57] ウンセイイン
5200 院外 漢方 （内） ツムラ加味帰脾湯エキス細粒[137] カミキヒトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒[72] カンバクタイソウトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒[26] ケイシカリュウコツボレイトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒[18] ケイシカジュツブトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ桂枝加芍薬大黄湯顆粒[134] ケイシカシャクヤクダイオウトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒[60] ケイシカシャクヤクトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ香蘇散エキス顆粒[70] コウソサン
5200 院外 漢方 （内） ツムラ三物黄芩湯エキス顆粒[121] サンモツオウゴントウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ四逆散エキス顆粒[35] シギャクサン
5200 院外 漢方 （内） ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒[59] ヂヅソウイッポウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒[12] サイコカリュウコツボレイ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ柴朴湯エキス顆粒[96] サイボクトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ小建中湯エキス顆粒[99] ショウケンチュウトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ真武湯エキス顆粒[30] シンブトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ人参湯エキス顆粒[32] ニンジントウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ人参養栄湯エキス細粒[108] ニンジンヨウエイトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒[111] セイシンレンシイン
5200 院外 漢方 （内） ツムラ川芎茶調散エキス顆粒[124] センキュウチャチョウサン
5200 院外 漢方 （内） ツムラ猪苓湯エキス顆粒[40] チョレイトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ釣藤散エキス顆粒[47] チョウトウサン
5200 院外 漢方 （内） ツムラ桃核承気湯エキス顆粒[61] トウカクショウキ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ当帰飲子エキス顆粒[86] トウキインシ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒[38] トウキシギャクカゴシュユショウキョウトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒[34] ビャッコカニンジントウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ八味地黄丸エキス顆粒[7] ハチミジオウガン
5200 院外 漢方 （内） ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒[16] ハンゲコウボクトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒[37] ハンゲビャクジュツテンマ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ防風通聖散エキス顆粒[62] ボウフウツウショウサン
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5200 院外 漢方 （内） ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒[20] ボウイオウギトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒[127] マオウブシサイシントウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ麻子仁丸エキス顆粒[126] マシニンガン
5200 院外 漢方 （内） ツムラ立効散エキス顆粒[110] リッコウサン
5200 院外 漢方 （内） ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒[76] リュウタンシャカントウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒[119] リョウカンキョウミシンゲニントウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒[39] リョウケイジュツカントウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ六味丸エキス顆粒[87] ロクミガン
5200 院外 漢方 （内） ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒[135] インチンコウトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ芎帰膠艾湯エキス顆粒[77] キュウキキョウガイトウ
5200 院外 漢方 （内） ツムラ薏苡仁湯エキス顆粒[52] ヨクイニントウ
5200 院外 漢方（調剤用） （内） ツムラの生薬コウジン末[3020] コウジン
5900 院外 漢方 （内） ヨクイニンエキス錠「コタロー」 ヨクイニン
5900 院外 漢方（調剤用） （内） ブシ末（調剤用）ツムラ[3023] ブシマツ
5900 院外 生薬 （内） アコニンサン錠 ブシ末
6112 院外 抗菌薬（リンコマイシン） （内） ダラシンカプセル150mg クリンダマイシン
6123 院外 抗菌薬（アミノグリコシド） （内） カナマイシンシロップ5％「明治」 カナマイシン
6131 院外 抗菌薬（ペニシリン） （内） ユナシン細粒小児用10％ スルタミシリン
6132 院外 抗菌薬（第一世代セフェム） （内） ケフレックスカプセル250mg セファレキシン
6132 院外 抗菌薬（第三世代セフェム） （内） セフスパンカプセル100mg セフィキシム
6132 院外 抗菌薬（第三世代セフェム） （内） セフゾンカプセル100mg セフジニル
6132 院外 抗菌薬（第三世代セフェム） （内） トミロン錠100 セフテラムピボキシル
6132 院外 抗菌薬（第三世代セフェム） （内） バナンドライシロップ5％ セフポドキシムプロキセチル
6132 院外 抗菌薬（第三世代セフェム） （内） バナン錠100mg セフポドキシムプロキセチル
6132 院外 抗菌薬（第三世代セフェム） （内） フロモックス錠100mg セフカペンピボキシル
6139 院外 抗菌薬（ペニシリン） （内） クラバモックス小児用配合ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ アモキシシリン/クラブラン酸
6149 院外 抗菌薬（14員環マクロライド） （内） クラリシッド・ドライシロップ10％小児用 クラリスロマイシン
6149 院外 抗菌薬（14員環マクロライド） （内） クラリシッド錠200mg クラリスロマイシン
6152 院外 抗菌薬（テトラサイクリン） （内） ビブラマイシン錠50mg ドキシサイクリン
6152 院外 抗菌薬（テトラサイクリン） （内） ミノマイシン顆粒2％ ミノサイクリン
6191 院外 抗菌薬（ペニシリン） （内） ビクシリンＳ配合錠 アンピシリン/クロキサシリン
6199 院外 ピロリ菌除菌 （内） ボノサップパック400 タケキャブ/サワシリン/クラリス400
6199 院外 ピロリ菌除菌 （内） ボノピオンパック タケキャブ/サワシリン/フラジール
6199 院外 ピロリ菌除菌 （内） ラベキュアパック400 パリエット/サワシリン/クラリス400
6199 院外 ピロリ菌除菌 （内） ラベキュアパック800 パリエット/サワシリン/クラリス800
6199 院外 ピロリ菌除菌 （内） ラベファインパック パリエット/サワシリン/フラジール
6199 院外 ピロリ菌除菌 （内） ランサップ400 タケプロン/サワシリン/クラリス400
6199 院外 ピロリ菌除菌 （内） ランサップ800 タケプロン/サワシリン/クラリス800
6199 院外 ピロリ菌除菌 （内） ランピオンパック タケプロン/サワシリン/フラジール
6222 院外 抗結核薬 （内） イスコチン原末 イソニアジド
6241 院外 抗菌薬（ニューキノロン） （内） クラビット錠250mg レボフロキサシン
6241 院外 抗菌薬（ニューキノロン） （内） クラビット錠500mg レボフロキサシン
6241 院外 抗菌薬（ニューキノロン） （内） スオード錠100mg プルリフロキサシン
6241 院外 抗菌薬（ニューキノロン） （内） バクシダール錠100mg ノルフロキサシン
6249 院外 抗菌薬（MRSAなど） （内） ザイボックス錠600mg リネゾリド
6250 院外 B型肝炎 （内） ベムリディ錠25mg テノホビルアラフェナミド
6250 院外 C型肝炎 （内） コペガス錠200mg リバビリン
6250 院外 C型肝炎（NS3/NS4A） （内） グラジナ錠50mg グラゾプレビル

6250 院外 C型肝炎（NS5A） （内） エレルサ錠50mg エルバスビル
6250 院外 C型肝炎（NS5A） （内） ダクルインザ錠60mg ダクラタスビル
6250 院外 C型肝炎（NS5A/NS3/4A） （内） マヴィレット配合錠 グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル
6250 院外 C型肝炎（NS5A/NS3/4A/NS5B） （内） ジメンシー配合錠 ﾀﾞｸﾗﾀｽﾋﾞﾙ/ｱｽﾅﾌﾟﾚﾋﾞﾙ/ﾍﾞｸﾗﾌﾞﾋﾞﾙ

6250 院外 C型肝炎（NS5B) （内） ソバルディ錠400mg ソホスブビル
6250 院外 C型肝炎（プロテアーゼ阻害） （内） スンベプラカプセル100mg アスナプレビル
6250 院外 C型肝炎（プロテアーゼ阻害） （内） バニヘップカプセル150mg バニプレビル
6250 院外 抗HIV薬（初回処方時要登録） （内） ヴァイデックスECカプセル125 ジダノシン
6250 院外 抗HIV薬（初回処方時要登録） （内） クリキシバンカプセル200mg インジナビル
6250 院外 抗HIV薬（初回処方時要登録） （内） ビラセプト錠250mg ネルフィナビル
6250 院外 抗ヘルペス薬 （内） アストリックドライシロップ80％ アシクロビル
6250 院外 抗ヘルペス薬 （内） ゾビラックス錠200mg アシクロビル
6250 院外 抗ヘルペス薬 （内） ゾビラックス錠400mg アシクロビル
6250 院外 抗ヘルペス薬 （内） ゾビラックス顆粒40％ アシクロビル
6250 院外 抗ヘルペス薬 （内） バルトレックス錠500mg バラシクロビル
6250 院外 抗ヘルペス薬 （内） バルトレックス顆粒50％ バラシクロビル
6290 院外 外用爪白癬（ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ） 《外》 ルコナック爪外用液5％ 4mL ルリコナゾール
6290 院外 外用爪白癬（ﾄﾘｱｿﾞｰﾙ） 《外》 クレナフィン爪外用液10％ 4mL エフィナコナゾール
6290 院外 抗菌薬（サルファ剤）ST （内） バクタ配合錠 スルファメトキサゾール/トリメトプリム
6290 院外 抗真菌（トリアゾール系） （内） イトラコナゾール錠100｢MEEK｣ イトラコナゾール
6290 院外 抗真菌（トリアゾール系） （内） イトリゾールカプセル50 イトラコナゾール
6290 院外 抗真菌（トリアゾール系） （内） ジフルカンカプセル100mg フルコナゾール
6290 院外 抗真菌（トリアゾール系） （内） ジフルカンドライシロップ1400mg フルコナゾール
6349 院外 血液凝固第Ⅷ因子　8 【注】 ノボエイト静注用1500 ツロクトコグアルファ
6399 院外 多発性硬化症 【注】 アボネックス筋注30μgペン インターフェロンベータ-1a
7121 院外 軟膏基剤、皮膚保護 《外》 プロペト 白色ワセリン
7121 院外 軟膏基剤、皮膚保護 《外》 単軟膏 単軟膏
7311 院外 保存、防腐、殺菌 （内） 安息香酸ナトリウム原末「マルイシ」（患者限定） 安息香酸ナトリウム
7319 院外 保存、防腐、殺菌 （内） 安息香酸ナトリウム 安息香酸ナトリウム
7990 院外 禁煙補助薬 （内） ﾁｬﾝﾋﾟｯｸｽ ｽﾀｰﾄ用ﾊﾟｯｸ（0.5mg×11T、1mg×14T） バレニクリン
7990 院外 禁煙補助薬 （内） チャンピックス錠0.5mg バレニクリン
7990 院外 禁煙補助薬 （内） チャンピックス錠1mg バレニクリン
7990 院外 禁煙補助薬 《外》 ニコチネルTTS10 ニコチン
7990 院外 禁煙補助薬 《外》 ニコチネルTTS20 ニコチン
7990 院外 禁煙補助薬 《外》 ニコチネルTTS30 ニコチン
8113 院外 強オピオイド （内） アヘンチンキ モルヒネ
8114 院外 強オピオイド （内） ＭＳコンチン錠60mg モルヒネ硫酸塩　徐放
8114 院外 強オピオイド （内） カディアンカプセル20mg モルヒネ硫酸塩　徐放
8114 院外 強オピオイド （内） カディアンカプセル60mg モルヒネ硫酸塩　徐放
8119 院外 強オピオイド （内） オキシコンチンTR錠20mg オキシコドン
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8119 院外 強オピオイド （内） オキシコンチンTR錠40mg オキシコドン
8119 院外 強オピオイド （内） オキシコンチンTR錠5mg オキシコドン
8119 院外 強オピオイド （内） ナルサス錠2mg ヒドロモルフォン塩酸塩
8219 院外 オピオイド （内） タペンタ錠25mg タペンタドール
8219 院外 強オピオイド （内） アブストラル舌下錠400μg フェンタニル
8219 院外 強オピオイド （内） イーフェンバッカル錠100μg フェンタニル
8219 院外 強オピオイド （内） イーフェンバッカル錠200μg フェンタニル
8219 院外 強オピオイド 《外》 デュロテップMTパッチ16.8mg フェンタニル
8219 院外 強オピオイド 《外》 デュロテップMTパッチ2.1mg フェンタニル
8219 院外 強オピオイド 《外》 デュロテップMTパッチ4.2mg フェンタニル
8219 院外 強オピオイド 《外》 デュロテップMTパッチ8.4mg フェンタニル
8219 院外 強オピオイド 《外》 ワンデュロパッチ0.84mg フェンタニル
8219 院外 強オピオイド 《外》 ワンデュロパッチ3.4mg フェンタニル


