
オーダ可能な処方医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定 [内･外]=院内･院外処方可能

[院外]=院外処方のみ

[院内]=院内処方のみ

ア
アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ内･外 

アーガメイト89.29%顆粒5.6g/包院外 

腎内)アーチスト錠【１０】ｍｇ院外1

【腫】アーリーダ錠６０ｍｇ院外 

用)【腫】アイクルシグ錠１５ｍｇ内･外1

用）アイセントレス錠４００ｍｇ院内 

アイドロイチン３％点眼液５ｍL内･外 

アイノフロー吸入用８００ｐｐｍ内･外 

アイピーディーＤＳ５％(成分量５０mg/g)院外 

アイピーディカプセル１００ｍｇ院外 

アイファガン点眼液0.1％５ｍＬ院外 

ｱｲﾐｸｽ配合錠HD(ｲﾙﾍﾞ100/ｱﾑﾛ10)院外 

ｱｲﾐｸｽ配合錠LD(ｲﾙﾍﾞ100/ｱﾑﾛ5)院外 

亜鉛華軟膏【 １０】ｇ内･外 

亜鉛華軟膏【 ３０】ｇ内･外 

亜鉛華軟膏【 ５０】ｇ内･外 

亜鉛華軟膏【１００】ｇ内･外 

【糖】アカルボースＯＤ錠５０ｍｇ院外 

アキネトン錠１ｍｇ院外 

アクアチムローション１％院外 

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクタｰ内･外 

用）アクトシン軟膏３％３０ｇ内･外1

アクメイン注５００ｍＬ内･外 

用)【腫】アグリリンカプセル０．５ｍｇ内･外1

アコファイド錠１００ｍｇ院外 

アシクロビル眼軟膏３％(5g/本)｢ﾆｯﾄｰ｣内･外 

アシクロビル錠２００ｍｇ「日医工」内･外 

アジスロﾏｲｼﾝ細粒10%小児用(成分量100mg/g)内･外 

アジスロマイシン錠【２５０】ｍｇ「サワイ」院外 

アシノン錠１５０ｍｇ院外 

アジルバ錠【１０】ｍｇ院外 

アジルバ錠【２０】ｍｇ内･外 

アジレクト錠１ｍｇ内･外 

アスタット軟膏1％　１０ｇ院外 

アズノールうがい液４％　１０ｍＬ内･外 

アズノール軟膏【２０】ｇ内･外 

アズノール軟膏【５００】ｇ内･外 

Ｌ-アスパラギン酸Ｋ錠３００ｍｇ「アメル」内･外 

アスピリン内･外 

アスベリンシロップ０．５％内･外 

アスベリン散１０%(成分量１００ｍｇ／ｇ)内･外 

アスベリン錠（１０ｍｇ）内･外 

アズマネックスﾂｲｽﾄﾍﾗ-200μｇ(60吸入)院外 

ｱｽﾞﾚﾝ･ｸﾞﾙﾀﾐﾝ【０．５ｇ／包】配合細粒院外 

ｱｽﾞﾚﾝ･ｸﾞﾙﾀﾐﾝ【０．６７ｇ／包】配合細粒内･外 

アセサイト6%消毒液【800】ｾｯﾄ院内 

ｱｾﾁﾙｼｽﾃｲﾝ内用液17.6%20mL｢あゆみ｣内･外 

用)アセチルスピラマイシン錠協和２００内･外1

アセチロールクリーム２０％２５ｇ内･外 

アセトアミノフェン【坐剤】小児用２００mg内･外 

アセトアミノフェン【錠】【２００】ｍｇ｢マルイシ｣内･外 

アセトアミノフェン【錠】【５００】ｍｇ「マルイシ」内･外1

アセトアミノフェン細粒２０％（成分量２００mg/g）内･外 

用）アゼプチン錠１ｍｇ院外1

アゼルニジピン錠８ｍｇ「ケミファ」内･外 

アゾルガ配合懸濁性点眼液院外 

アダプチノール錠５ｍｇ院外 

アダラート【ＣＲ錠１０】ｍｇ院外 

アタラックスP DS2.5％(成分量２５ｍｇ/ｇ)院外 

用）アディノベイト静注用キット【５００】院内1

用）アディノベイト静注用キット【１０００】院内1

アディノベイト静注用キット【２０００】院内 

用）アディノベイト静注用キット【３０００】院内1

投与ｾｯﾄ（アドベイトキット/アディノベイトキット用）院内 

アテノロール錠２５ｍｇ内･外 

用)アデムパス錠【０.５】ｍｇ内･外1

用)アデムパス錠【１.０】ｍｇ内･外1

【降圧剤】アテレック錠５院外 

アドエア【５０】エアゾール120吸入用院外 

アドエア【１００】ディスカス６０吸入用院外 

アドエア【２５０】エアゾール１２０吸入用院外 

アドエア【２５０】ディスカス６０吸入用院外 

アドエア【５００】ディスカス６０吸入用院外 

ｱﾄｰｾﾞｯﾄ配合錠【HD】(ｴｾﾞﾁ10mg/ｱﾄﾙﾊﾞ20mg)院外 

ｱﾄｰｾﾞｯﾄ配合錠【LD】(ｴｾﾞﾁ10mg/ｱﾄﾙﾊﾞ10mg)院外 

アドシルカ錠２０ｍｇ院外 

アドソルビン原末内･外 

アドフィードパップ４０ｍｇ（６枚／袋）院外 

用）アドベイト静注用キット【２５０】院内1

アドベイト静注用キット【５００】院内 

用）アドベイト静注用キット【１０００】院内1
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オーダ可能な処方医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定 [内･外]=院内･院外処方可能

[院外]=院外処方のみ

[院内]=院内処方のみ

アドベイト静注用キット【２０００】院内 

アトルバスタチン錠１０ｍｇ内･外 

用)硫酸アトロピン点眼【０．２５】％５mL院内1

硫酸アトロピン点眼【０．５】％５ｍＬ院内 

日点アトロピン点眼液【１】％５ｍＬ内･外 

【腫】アナストロゾール錠１ｍｇ「ＥＥ」院外 

アナフラニール錠【１０】ｍｇ院外 

アナフラニール錠【２５】ｍｇ内･外 

アニュイティ【１００】μｇｴﾘﾌﾟﾀ30吸入用院外 

アニュイティ【２００】μｇｴﾘﾌﾟﾀ30吸入用院外 

アノーロエリプタ【３０】吸入用院外 

アピドラ注１００単位/ｍＬバイアル院外 

アピドラ注ソロスタ－内･外 

【腫】アフィニトール錠５ｍｇ院外 

アフタシール２５μｇ(10枚入/袋)院外 

アプリンジン塩酸塩カプセル２０ｍｇ｢NP｣内･外 

【糖】アプルウェイ錠２０ｍｇ院外 

アプレゾリン錠１０ｍｇ内･外 

アプレピタントカプセル【８０】ｍｇ「サワイ」内･外 

アプレピタントカプセル【１２５】ｍｇ「サワイ」内･外 

アボネックス筋注３０μｇペン内･外 

アボルブカプセル０．５ｍｇ内･外 

アマージ錠２．５ｍｇ院外 

ｱﾏﾙｴｯﾄ配合錠4番(ｱﾑﾛ5mg/ｱﾄﾙﾊﾞ10mg)院外 

アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」内･外 

【毒】アミオダロン塩酸塩速崩錠【50】mg院外 

【毒】アミオダロン塩酸塩速崩錠【100】mg内･外 

アミティーザカプセル【１２】μｇ内･外 

アミティーザカプセル【２４】μｇ内･外 

アミノレバンＥＮ配合散（コーヒー味）院外 

アミノレバンＥＮ配合散（フルーツ味）院外 

アミユー配合顆粒2.5g院外 

用)【腫】アムノレイク錠２ｍｇ内･外1

アムロジピンＯＤ錠【２.５】ｍｇ「ﾄｰﾜ」内･外 

アムロジピンＯＤ錠【５】ｍｇ「ﾄｰﾜ」内･外 

アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ｢ｻﾜｲ｣内･外 

アメナリーフ錠２００ｍｇ院外 

(抗うつ薬)アモキサンカプセル２５ｍｇ院外 

(抗生物質)アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「ﾀﾂﾐ」内･外 

(抗生物質)ｱﾓｷｼｼﾘﾝ細粒20%(成分量200mg/g)内･外 

用）アラグリオ顆粒剤分包１．５ｇ院内1

アラバ錠【１０】ｍｇ院外 

アラミスト点鼻液27.5μｇ56噴霧用内･外 

アリピプラゾール錠【６】ｍｇ「サワイ」内･外 

用)アルギＵ配合顆粒内･外1

用）【毒】【腫】アルケラン錠２ｍｇ内･外1

アルサルミン【内用液】（１０ｍｌ／包）院外 

アルスロマチック関節手術灌流液３L院内 

アルダクトンA細粒１０%(成分量１００mg/g)内･外 

アルドメット錠【１２５】ｍｇ院外 

アルドメット錠【２５０】ｍｇ内･外 

アルファカルシドールカプセル【０．２５】μｇ内･外 

用）アルファカルシドールｶﾌﾟｾﾙ【１】μｇ内･外1

アルファロール内用液０.５μg/ｍL内･外 

【向】アルプラゾラム錠０．４mg｢ﾄｰﾜ｣内･外 

アルミノニッパスカルシウム顆粒９９％院外 

アルメタ軟膏１０ｇ院外 

アルロイドＧ内用液５％内･外 

アレギサール点眼液５ｍＬ院外 

アレグラ錠【３０】ｍｇ院外 

アレサガテープ４ｍｇ院外 

用)アレジオンＤＳ１％(成分量１０mg/g)内･外1

アレジオン点眼液０．０５％内･外 

用)【腫】アレセンサカプセル【１５０】mg内･外1

アレビアチン散１０％(成分量１００mg／g)内･外 

アレビアチン錠１００ｍｇ内･外 

アレンドロン酸錠【３５】ｍｇ｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣内･外 

アレンドロン酸錠【５】ｍｇ｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣院外 

アローゼン顆粒（０．５ｇ／包）内･外 

用）【院内製剤】ＡｌｌｏーＣＭＣ院内1

アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ｢ｻﾜｲ｣院外 

アロプリノール錠【５０】ｍｇ｢ｱﾒﾙ｣内･外 

アロプリノール錠【１００】ｍｇ｢ｱﾒﾙ｣内･外 

【腫】アロマシン錠２５ｍｇ院外 

用)安息香酸ナトリウム原末内･外1

アンテベートローション０．０５％１０ｇ内･外 

アンテベート軟膏５ｇ内･外 

アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%（成分量15mg/g）内･外 

アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%内･外 

アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg｢ﾆﾌﾟﾛ｣内･外 

【麻】アンペック坐剤【１０】ｍｇ内･外 

【麻】アンペック坐剤【２０】ｍｇ内･外 
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オーダ可能な処方医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名
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イ
イーケプラ【ドライシロップ】５０%(成分量500mg/1g)院外 

イーケプラ錠【２５０】ｍｇ内･外 

イーケプラ錠【５００】ｍｇ内･外 

ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ院外 

イオウカンフルローション院外 

硫黄吸水軟膏０．５％１０ｇ院内 

イオウ親水軟膏２％１０ｇ院内 

イグザレルト錠【１０】ｍｇ内･外 

イグザレルト錠【１５】ｍｇ内･外 

【腫】イクスタンジ錠８０ｍｇ院外 

イクセロンパッチ【４．５】ｍｇ院外 

イクセロンパッチ【９】ｍｇ内･外 

イクセロンパッチ【１３．５】ｍｇ院外 

イクセロンパッチ【１８】ｍｇ院外 

イコサペント酸エチル粒状ｶﾌﾟｾﾙ900mg｢ｻﾜｲ｣内･外 

イスコチン錠１００ｍｇ内･外 

イソコロナールＲカプセル２０ｍｇ内･外 

イソジンシュガーパスタ軟膏１００ｇ内･外 

イソバイドシロップ７０％【分包】３０ｍＬ内･外 

イソプロピルウノプロストン点眼液５ｍL院外 

一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ内･外 

用）イデルビオン静注用【５００】院内1

用）イデルビオン静注用【２０００】院内1

用）イデルビオン静注用【３５００】院内1

イトラコナゾール錠５０ｍｇ「日医工」内･外 

イトラコナゾール内用液１％「ファイザー」内･外 

イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ内･外 

【糖】イニシンク配合錠（ｱﾛｸﾞﾘ25/ﾒﾄﾎ500）院外 

イノラス配合経腸用液（187.5mL，300kcal/袋）院外 

用)イノレット【３０Ｒ】注内･外1

イフェクサーＳＲカプセル【３７.５】ｍｇ院外 

イフェクサ－ＳＲカプセル【７５】ｍｇ院外 

イフェンプロジル酒石酸塩錠２０mg｢日医工｣院外 

【腫】イブランスカプセル【２５】ｍｇ院外 

【腫】イブランスカプセル【１２５】mg院外 

【腫】イマチニブ錠１００ｍｇ｢EE｣内･外 

イミグラン点鼻液２０(２０mg/０.１mL)院外 

イムノブラダー膀注用８０ｍｇ院内 

用)【腫】イムブルビカカプセル１４０ｍｇ内･外1

イムラン錠５０ｍｇ内･外 

イリボー錠【２．５】μｇ院外 

イリボー錠【５】μｇ院外 

イルベサルタン錠【５０】ｍｇ「トーワ」内･外 

イルベサルタン錠【１００】ｍｇ「トーワ」内･外 

用）イロクテイト静注用【２５０】院内1

用）イロクテイト静注用【５００】院内1

用）イロクテイト静注用【７５０】院内1

用）イロクテイト静注用【１０００】院内1

用）イロクテイト静注用【２０００】院内1

インヴェガ錠【３ｍｇ】院外 

インヴェガ錠【６ｍｇ】院外 

インクレミンシロップ内･外 

インスリン グラルギンBS注ミリオペン｢ﾘﾘｰ｣内･外 

【ｶｰﾄﾘｯｼﾞ】ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝBS注ｶｰﾄ｢ﾘﾘｰ｣院外 

インタール細粒１０％(５０ｍｇ/包)院外 

インタール点眼液【ＵＤ】院外 

インテバンクリーム５０ｇ院外 

インテバン坐剤２５内･外 

インフリーＳカプセル２００ｍｇ院外 

用）【腫】インライタ錠５ｍｇ内･外1

ウ
【腫】ヴォトリエント錠２００ｍｇ院外 

ヴォリブリス錠２．５ｍｇ院外 

ウリアデック錠４０ｍｇ院外 

ウルソデオキシコール酸錠【５０】mg｢ﾃﾊﾞ｣内･外 

ウルソデオキシコール酸錠【１００】mg ﾃﾊﾞ内･外 

ウルティブロ吸入用カプセル内･外 

ウロカルン錠２２５ｍｇ院外 

エ
用）エイフスチラ静注用２５０院内1

エイベリス点眼液０．００２％　2.5mL/本院外 

エースコール錠２ｍｇ院外 

ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ院外 

ｴｶｰﾄﾞ配合錠LD(ｶﾝﾃﾞ4/ﾋﾄﾞﾛ 6.25)院外 

エカベトＮａ顆粒66.7%(１.５ｇ/包)｢ｻﾜｲ｣院外 

エキザルベ５ｇ院外 

【糖】エクア錠５０ｍｇ院外 

脳外)エクセグラン散２０％(成分量200mg/g)院外 

脳外)エクセグラン錠１００ｍｇ院外 

【糖】ｴｸﾒｯﾄ配合錠ＨＤ(ﾋﾞﾙﾀﾞ50/ﾒﾄﾎ500)院外 

【糖】ｴｸﾒｯﾄ配合錠ＬＤ(ﾋﾞﾙﾀﾞ50/ﾒﾄﾎ250)院外 

2020/07/10 3/22 ページ



オーダ可能な処方医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定 [内･外]=院内･院外処方可能

[院外]=院外処方のみ

[院内]=院内処方のみ

エクリラ４００μｇジェヌエア６０吸入用院外 

エコリシン眼軟膏３．５ｇ内･外 

エサンブトール錠２５０ｍｇ内･外 

Ｓ・Ｍ配合散（１．３ｇ／包）院外 

エスクレ坐剤２５０内･外 

エスクレ注腸用キット「５００」院外 

ＳＧ配合顆粒（１ｇ／包）内･外 

【向】エスタゾラム錠２ｍｇ院外 

用）エストラーナテープ【０．０９】ｍｇ内･外1

用）エストラーナテープ【０．１８】ｍｇ内･外1

用）エストラーナテープ【０．３６】ｍｇ内･外1

エストラーナテープ【０．７２】ｍｇ院外 

【腫】エストラサイトカプセル156.7mg院外 

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」内･外 

【腫】エスワンタイホウ配合OD錠T【２０】内･外 

【腫】エスワンタイホウ配合OD錠T【２５】内･外 

エタネルセプトBS皮下注【25】mg【ペン】0.5mL「MA」内･外 

エタネルセプトBS皮下注【50】mg【ペン】1.0mL「TY」内･外 

エタノ－ル内･外 

消毒用エタノ－ル内･外 

【向】エチゾラム錠【0.5】ｍｇ内･外 

【向】エチゾラム錠【１】ｍｇ内･外 

エディロールカプセル０．７５μｇ内･外 

エナラプリルＭ錠【２．５】内･外 

エナラプリルＭ錠【５】内･外 

ＮＤＭ点眼液１．５ｍＬ院内 

エネｰボ配合経腸用液(250mL,300kcal/缶)内･外 

エネマスター注腸散内･外 

用）エバスチンＯＤ錠【５】ｍｇ「ＮＰ」内･外1

用）エバスチンＯＤ錠【１０】ｍｇ「ＮＰ」内･外1

エパルレスタット錠５０ｍｇ内･外 

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ｹﾐﾌｧ」内･外 

用）エピペン注射液【０．１５】ｍｇ院内1

用）エピペン注射液【０．３】ｍｇ院内1

エビリファイＯＤ錠【３】ｍｇ院外 

エビリファイ錠【１】ｍｇ院外 

エピレオプチマル散５０％(成分量500mg/g)院外 

エフィエントＯＤ錠【２０】ｍｇ内･外 

エフィエント錠【３．７５】ｍｇ内･外 

用）ＦＯＹ軟膏１００ｇ院内1

用）エプクルーサ配合錠内･外1

【覚原】エフピーＯＤ錠２．５ｍｇ内･外 

エブランチルカプセル１５ｍｇ内･外 

エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「旭化成」内･外 

エベレンゾ錠【２０】ｍｇ内･外 

エベレンゾ錠【５０】ｍｇ内･外 

エベレンゾ錠【１００】ｍｇ内･外 

ＭＳ【温】シップ（5枚（100ｇ）／袋）内･外 

ＭＳ【冷】シップ（5枚（100ｇ）／袋）内･外 

【麻】ＭＳツワイスロンカプセル１０ｍｇ内･外1

エムラクリーム５ｇ内･外 

エリキュース錠【２.５】ｍｇ内･外 

エリキュース錠【５】ｍｇ院外 

エリザス点鼻粉末２００μｇ２８噴霧用院外 

エリスロシンドライシロップW20%（成分量２００mg/g）内･外 

エリスロシン錠２００ｍｇ内･外 

エルカルチンＦＦ【内用液】１０％内･外 

エルカルチンＦＦ錠【１００】ｍｇ内･外 

エルカルチンＦＦ錠【２５０】ｍｇ院外 

エルサメットＳ配合錠内･外 

エルネオパＮＦ【１】号輸液【１０００】mL内･外 

エルネオパＮＦ【１】号輸液【１５００】mL内･外 

エルネオパＮＦ【２】号輸液【１０００】mL内･外 

エルネオパＮＦ【２】号輸液【１５００】mL内･外 

用)エレルサ錠５０ｍｇ内･外1

ｴﾚﾝﾀｰﾙ【Ｐ】乳幼児用配合内用剤(40g/包)内･外 

エレンタール配合内用剤(80g/包)内･外 

１０％塩化ナトリウム注射液２０ｍＬ内･外 

エンクラッセ62.5μgエリプタ３０吸入用院外 

エンシュア・【Ｈ】(250mL/缶)ｺｰﾋｰ味内･外 

エンシュア・リキッド（２５０ｍＬ／缶）院外 

エンタカポン錠１００ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣内･外 

エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＥＥ」内･外 

【腫】エンドキサン錠５０ｍｇ院外 

エンブレル皮下注【２５】ｍｇ【シリンジ】院外 

エンブレル皮下注【２５】mg【ペン】0.5mL内･外 

エンブレル皮下注【５０】ｍｇ【シリンジ】院外 

エンブレル皮下注【５０】mg【ペン】1.0mL院外 

オ
オイラックス【Ｈ】クリーム１０ｇ院外 

 オイラックスクリーム１０ｇ内･外 

オーキシス９μｇタービュヘイラー60吸入院外 
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オーダ可能な処方医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定 [内･外]=院内･院外処方可能

[院外]=院外処方のみ

[院内]=院内処方のみ

オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ内･外 

大塚生食注　２５０ｍL内･外 

大塚糖液５０％２００ｍＬ内･外 

オーラノフィン錠３ｍｇ｢ｻﾜｲ｣院外 

オキサトミドDS小児用２％(成分量２０mg/g)院外 

用）オキサトミド錠３０ｍｇ「ＣＨ」院外1

オキサロール【ﾛｰｼｮﾝ】１０ｇ(25μg/g)院外 

【麻】オキシコドン徐放ｶﾌﾟｾﾙ【5】mg｢ﾃﾙﾓ｣内･外 

【麻】オキシコドン徐放ｶﾌﾟｾﾙ【10】mg｢ﾃﾙﾓ｣内･外 

【麻】オキシコドン徐放ｶﾌﾟｾﾙ【20】mg｢ﾃﾙﾓ｣内･外 

【麻】オキシコドン徐放ｶﾌﾟｾﾙ【40】mg｢ﾃﾙﾓ｣内･外 

【麻】オキノーム散【２.５ｍｇ／包】内･外 

【麻】オキノーム散【５ｍｇ／包】内･外 

【麻】オキノーム散【１０ｍｇ／包】内･外 

【麻】オキファスト注１０ｍｇ内･外 

オクトレオチド皮下注【100】μｇ｢あすか」院内 

オスポロット錠５０ｍｇ院外 

オセルタミビルＤＳ３％「サワイ」内･外 

予防用オセルタミビルカプセル７５mg(自費)内･外 

オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」内･外 

オテズラ錠【１０】ｍｇ院外 

オテズラ錠【２０】ｍｇ院外 

オテズラ錠【３０】ｍｇ院外 

オドリック錠１ｍｇ院外 

用）オフェブカプセル【１００】ｍｇ内･外1

用）オフェブカプセル【１５０】ｍｇ内･外1

用）オプスミット錠１０ｍｇ内･外1

【麻】オプソ内服液１０ｍｇ内･外 

オプチクリック院内 

オフロキサシン眼軟膏０．３％「ニットー」３．５ｇ内･外 

オフロキサシン耳科用液０．３％「ＣＥＯ」内･外 

【腫】オペプリム５００ｍｇ内･外 

オムニトロープペン10内･外 

オメプラール錠【２０】ｍｇ院外 

オラペネム小児用細粒１０%(成分量100mg/g)院外 

オランザピンＯＤ錠【２.５】ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣内･外 

オランザピンＯＤ錠【５】ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣内･外 

オリブ油内･外 

オルケディア錠【１】ｍｇ内･外 

オルケディア錠【２】ｍｇ院外 

用）オルセノン軟膏３０ｇ内･外1

用）オルプロリクス静注用【５００】院内1

用）オルプロリクス静注用【３０００】院内1

オルベスコ【100】μgｲﾝﾍﾗｰ112吸入用院外1

オルベスコ【200】μgｲﾝﾍﾗｰ56吸入用内･外1

オルミエント錠【２】ｍｇ院外 

オルミエント錠【４】ｍｇ院外 

オルメサルタンＯＤ錠【１０】ｍｇ「ﾄｰﾜ」内･外 

オルメサルタンＯＤ錠【２０】ｍｇ「ﾄｰﾜ」内･外 

ｵﾚﾝｼｱ【皮下注ｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ】【125】mg1mL内･外 

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「JG」内･外 

用）オンブレス吸入用カプセル１５０μg内･外1

カ
ガスコン錠４０ｍｇ内･外 

ガストログラフィン院内 

用）カタプレス錠７５院内1

ガチフロ０．３％点眼液　５ｍＬ／本内･外 

カデックス軟膏0.9%　４０ｇ内･外 

【糖】カナグル錠１００ｍｇ院外 

用）カナマイシンカプセル２５０ｍｇ内･外1

【糖】カナリア配合錠（ﾃﾈﾘ20/ｶﾅｸﾞﾘ100）院外 

ガバペン錠【２００】ｍｇ内･外 

用）ガバペン錠【４００】ｍｇ内･外1

カプトリル錠２５ｍｇ内･外 

【院内製剤】カプト点眼液２ｍＬ院内 

【腫】カペシタビン錠３００ｍｇ「サワイ」内･外 

カベルゴリン錠【０.２５】ｍｇ「サワイ」内･外 

カベルゴリン錠【１】ｍｇ「サワイ」内･外 

カムシア配合錠HD(ｶﾝﾃﾞ8mg/ｱﾑﾛ5mg)院外 

カムシア配合錠LD(ｶﾝﾃﾞ8mg/ｱﾑﾛ2.5mg)院外 

カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「JG」内･外 

カリーユニ点眼液０．００５％ ５ｍＬ内･外 

カリエードプラス散分包96.7%(5.17g)院外 

カリジノゲナーゼ錠５０単位「日新」内･外 

カリメート【ドライシロップ】92.59%（5.4g/包）院外 

カリメート【経口液】２０％（２５ｇ/包）内･外 

カリメート【散】（５ｇ/包）内･外 

カルスロット錠２０院外 

カルチコール内･外 

カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%｢わかもと｣内･外 

カルバゾクロムスルホン酸ﾅﾄﾘｳﾑ錠３０ｍｇ内･外 

カルビスケン錠５ｍｇ院外 
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オーダ可能な処方医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定 [内･外]=院内･院外処方可能

[院外]=院外処方のみ

[院内]=院内処方のみ

カルベジロール錠【1.２５】ｍｇ｢ｻﾜｲ｣内･外 

カルベジロール錠【１０】ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣内･外 

カルベジロール錠【２．５】ｍｇ｢ｻﾜｲ｣内･外 

カルボシステインＤＳ50％(成分量500mg/g)内･外 

カルボシステインシロップ小児用５％「JG」内･外 

カルボシステイン錠２５０ｍｇ｢ﾃﾊﾞ｣内･外 

カロナール【錠】５００内･外 

カロナ－ル【坐剤】１００内･外 

カンデサルタンOD錠【２】ｍｇ｢EE｣内･外 

カンデサルタンOD錠【４】ｍｇ｢EE｣内･外 

カンデサルタンOD錠【８】ｍｇ｢EE｣内･外 

キ
キシロカインスプレ－内･外 

キシロカインゼリー３０ｍＬ内･外 

キシロカインビスカス内･外 

キシロカイン液「４％」内･外 

逆性石ケン液１０％「ヨシダ」内･外 

球形吸着炭細粒分包２ｇ｢日医工｣内･外 

キュバール１００エアゾール院外 

キンダベート軟膏５ｇ内･外 

ク
グーフィス錠５ｍｇ院外 

クエチアピン錠【２５】ｍｇ｢EE｣内･外 

クエン酸第一鉄Ｎa錠５０ｍｇ｢ｻﾜｲ｣内･外 

【糖】グラクティブ錠５０ｍｇ内･外 

ｸﾗｼｴ-2葛根湯加川きゅう辛夷細粒(3.75g/包)院外 

クラシエ-1葛根湯細粒（２．５ｇ／包）内･外 

クラシエ-96柴朴湯細粒（２．５ｇ／包）院外 

クラシエ-114柴苓湯細粒（２．７ｇ／包）内･外 

クラシエ-68芍薬甘草湯（２ｇ／包）内･外 

クラシエ-40猪苓湯細粒（２ｇ／包）院外 

クラシエ-108人参養栄湯細粒（2.5ｇ／包）院外 

クラシエ-7八味地黄丸料細粒（２ｇ／包）院外 

クラシエ-16半夏厚朴湯細粒（２ｇ／包）院外 

クラシエ-34白虎加人参湯細粒（２ｇ／包）院外 

クラシエ-41補中益気湯細粒（2.5ｇ／包）内･外 

クラシエ-83抑肝散加陳皮半夏細粒(2.5g/包)院外 

用)グラジナ錠５０ｍｇ内･外1

用）グラセプターカプセル【０.５】ｍｇ内･外1

用）グラセプターカプセル【１】ｍｇ内･外1

グラナテック点眼液０．４％５ｍＬ院外 

クラバモックス小児用配合ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ【0.505g/包】内･外 

クラバモックス小児用配合ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ【1.01g/包】内･外 

クラビット点眼液【０．５】％５ｍＬ院外 

クラリスロマイシンDS小児用(成分100mg/g)内･外 

クラリスロマイシン錠【50】mg小児用院外 

クラリスロマイシン錠【２００】ｍｇ内･外 

グランダキシン錠５０ｍｇ院外 

クリアナール錠２００ｍｇ院外 

【糖】グリクラジド錠４０ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣内･外 

グリセリン内･外 

グリチロン配合錠内･外 

【腫】グリベック錠１００ｍｇ内･外 

グリメサゾン軟膏５ｇ院外 

【糖】グリメピリド錠【０．５】ｍｇ内･外 

クリンダマイシンゲル1%１０ｇ/本内･外 

グルカゴンＧ・ノボ注射用１ｍｇ内･外 

グルコンサンＫ細粒4mEq/g（分包品1g/包）内･外 

【糖】ｸﾞﾙﾍﾞｽ配合錠(ﾐﾁ10/ﾎﾞｸﾞ0.2)院外 

グレースビット細粒１０％(成分量100mg/g)院外 

クレナフィン爪外用液１０％４ｍＬ内･外 

クレメジン速崩錠５００ｍｇ（４錠/包）院外 

グロウジェクター院内 

用）グロウジェクトＢＣ注【８】ｍｇ内･外1

用）グロウジェクト皮下注【１２】ｍｇ内･外1

用)クロスエイトMC静注用【１０００】単位院内1

用)クロスエイトMC静注用【２０００】単位院内1

輸注セット（クロスエイト用）院内 

【向】クロチアゼパム錠５ｍｇ内･外 

クロピドグレル錠７５ｍｇ｢ｹﾐﾌｧ｣内･外 

クロマイ【膣錠】１００ｍｇ内･外 

クロミッド錠５０ｍｇ院外 

クロモグリク酸Na【吸入液】１％｢ｻﾜｲ｣内･外 

クロモグリク酸Na【点鼻液】２％「トーワ」内･外 

クロモフェロン点眼液２％院外 

ｄ-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠２mg内･外 

ケ
ケアラム錠２５ｍｇ院外 

ケイキサレートＤＳ７６％3.27ｇ/包院外 

ケイツーｼﾛｯﾌﾟ0.2%(2mg/1mL/包)分包内･外 

ケーサプライ錠６００ｍｇ内･外1

ケタスカプセル１０ｍｇ院外 
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オーダ可能な処方医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定 [内･外]=院内･院外処方可能

[院外]=院外処方のみ

[院内]=院内処方のみ

ケタス点眼液５ｍＬ院外 

ケトコナゾールクリーム２％｢JG｣１０ｇ内･外 

ケトコナゾールローション２％｢JG｣１０ｇ内･外 

ケトチフェンＤＳ0.1％（成分量１mg／g）院外 

ケトプロフェン【ﾃｰﾌﾟ】40mg日医工(7枚/袋)内･外 

ケトプロフェン【パップ】30mg（７枚／袋）内･外 

【腫】ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「DSEP」内･外 

用）ケブザラ皮下注【150】mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ内･外1

用）ケブザラ皮下注【200】mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ内･外1

ゲ－ベンクリ－ム１００ｇ内･外 

ケンエーＧ浣腸液【４０】ｍＬ内･外 

ケンエーＧ浣腸液【６０】ｍＬ内･外 

ケンエーＧ浣腸液【１２０】ｍＬ内･外 

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏１０ｇ内･外 

コ
コートリル錠１０ｍｇ内･外 

コールタイジン点鼻液院外 

ゴ－ジョ－ＭＨＳ　２１５ｍＬ／1本内･外 

コスパノンカプセル４０ｍｇ内･外 

用）コセンティクス皮下注１５０mgペン1mL内･外1

【麻】コデインリン酸塩錠20mg｢ﾀｹﾀﾞ｣内･外 

コバールトリイ静注用【１０００】院内 

コバールトリイ静注用【２０００】院内 

用）コパキソン皮下注２０ｍｇシリンジ内･外1

コペガス錠２００ｍｇ内･外 

コムクロシャンプー０.０５％１２５ｍＬ院外 

用）コララン錠２．５ｍｇ内･外1

コランチル配合顆粒（１ｇ／包）院外 

コルヒチン錠０．５ｍｇ内･外 

コレバインミニ８３％1.81ｇ／包院外 

コンサータ錠１８ｍｇ院外 

コントミン糖衣錠【１２.５】ｍｇ院外 

コントミン糖衣錠【２５】ｍｇ院外 

コンビニパック【１０ｍＬ】２５Ｇ院内 

コンビニパック【２０ｍＬ】２３Ｇ院内 

用）コンファクトＦ注射用【２５０】院内1

用）コンファクトＦ注射用【５００】院内1

コンファクトＦ注射用【１０００】院内 

コンプラビン配合錠(ｸﾛﾋﾟﾄﾞ75mg/ｱｽﾋﾟ100mg)院外 

サ
ザーネ軟膏１０ｇ院外 

サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ院内 

ザイザルシロップ０．０５％(0.5mg/mL)内･外 

ザイザル錠５ｍｇ内･外 

【腫】ザイティガ錠２５０ｍｇ院外 

サイトテック錠２００院外 

サイプレジン１％点眼液１０ｍＬ院内 

用）ザイボックス錠６００ｍｇ内･外1

【向】サイレース錠２ｍｇ院外 

サインバルタカプセル２０ｍｇ内･外 

ザガーロカプセル０.５ｍｇ院外 

ザクラス配合錠ＨＤ(ｱｼﾞﾙ20mg/ｱﾑﾛ5mg）院外 

ザクラス配合錠ＬＤ(ｱｼﾞﾙ20mg/ｱﾑﾛ2.5mg)院外 

ザジテン点鼻液　８ｍＬ院外 

用）サデルガカプセル１００ｍｇ内･外1

サトウザルベ軟膏（20%）【 １０】ｇ内･外 

サトウザルベ軟膏（20%）【 ３０】ｇ内･外 

サトウザルベ軟膏（20%）【 ５０】ｇ内･外 

サトウザルベ軟膏（20%）【１００】ｇ内･外 

【向】サノレックス錠０．５ｍｇ院外 

サムスカＯＤ錠【７．５】ｍｇ内･外 

サムスカＯＤ錠【１５】ｍｇ内･外 

サムスカＯＤ錠【３０】ｍｇ内･外 

用）サムチレール内用懸濁液１５％内･外1

ザラカム配合点眼液２．５ｍL院外 

サラザック配合顆粒（１ｇ／包）内･外 

サラジェン錠５ｍｇ院外 

(ﾘｳﾏﾁ)ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ【腸溶錠250】mg内･外 

(炎症性腸疾患)ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ【錠500】mg内･外 

(ﾘｳﾏﾁ)ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ【腸溶錠500】mg院外 

サラゾピリン坐剤５００ｍｇ院外 

サリグレンカプセル３０ｍｇ内･外 

サリベートエアゾール５０ｇ院外 

サルコートカプセル外用５０μｇ院外 

サルタノ－ルインヘラ－(100μg)13.5ｍL内･外 

ザルティア錠５ｍｇ院外 

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣内･外 

【毒】【腫】サレドカプセル【１００】院内 

重質酸化マグネシウム内･外 

酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ﾖｼﾀﾞ」内･外 

サンドールＰ点眼液内･外 

サンピロ点眼液【０．５】％５ｍＬ院外 
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オーダ可能な処方医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定 [内･外]=院内･院外処方可能

[院外]=院外処方のみ

[院内]=院内処方のみ

サンピロ点眼液【１】％５ｍＬ院外 

サンピロ点眼液【２】％５ｍＬ内･外 

シ
【向】ジアゼパム錠【２】ｍｇ内･外 

【向】ジアゼパム錠【５】ｍｇ内･外 

シアリス錠５ｍｇ院外 

シーブリ吸入用カプセル50μg内･外 

ジェニナック錠２００ｍｇ院外 

ジエノゲスト錠１ｍｇ「モチダ」内･外 

ジェノトロピンｺﾞｰｸｲｯｸ【５．３】ｍｇ内･外 

ジェノトロピンｺﾞｰｸｨｯｸ【１２】ｍｇ内･外 

ジェミーナ配合錠院外 

ｼﾞｵｸﾁﾙｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎｻｸｼﾈｰﾄ耳科用液5%｢CEO｣10mL内･外 

用）【腫】ジオトリフ錠【２０】ｍｇ内･外1

用）【腫】ジオトリフ錠【３０】ｍｇ内･外1

ジクアス点眼液３％５ｍＬ院外 

シグマビタン配合カプセルＢ２５内･外 

用）シクレスト舌下錠５ｍｇ内･外1

シクロスポリンカプセル【１０】ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣内･外 

シクロスポリンカプセル【２５】ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣内･外 

シクロスポリンカプセル【５０】ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣院外 

ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ｢トーワ｣内･外 

ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑﾃｰﾌﾟ30mg(14X10)7枚/袋院外 

ジクロフェナクﾅﾄﾘｳﾑ坐剤【１２.５】mg｢JG｣内･外 

ジクロフェナクﾅﾄﾘｳﾑ坐剤【５０】ｍｇ｢JG｣内･外 

ジゴシン散０．１％（成分量１ｍｇ／ｇ）院外 

【毒】ジスチグミン臭化物錠５ｍｇ｢ﾃﾊﾞ｣内･外 

ジスロマックＳＲ成人用ＤＳ(2g/本)内･外 

用）ジスロマック錠【６００】ｍｇ内･外1

ジソピラミドカプセル１００ｍｇ｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣内･外 

【糖】シタグリプチンリン酸塩水和物錠【２５】ｍｇ院外 

用)ｼﾀﾞﾄﾚﾝｽｷﾞ花粉舌下液2000JAU/mL【ﾊﾟｯｸ】内･外1

呼内）シタフロキサシン錠５０ｍｇ｢サワイ｣内･外 

シナール配合錠内･外 

シナール配合顆粒（１ｇ／包）内･外 

用）ジビイ静注用２０００院内1

ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「CH」内･外 

用）シプロフロキサシン錠２００mg｢日医工｣内･外1

シプロヘプタジン塩酸塩ｼﾛｯﾌﾟ 0.04％院外 

シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」内･外 

シムジア皮下注２００ｍｇ【オートクリックス】内･外 

シムジア皮下注２００ｍｇ【シリンジ】院外 

シムビコートﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ６０吸入内･外 

用）【腫】ジャカビ錠５ｍｇ内･外1

【糖】ジャディアンス錠【１０】ｍｇ内･外 

【糖】ジャディアンス錠【２５】ｍｇ院外 

ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ院外 

【糖】シュアポスト錠【０．２５】ｍｇ内･外 

【糖】シュアポスト錠【０．５】ｍｇ院外 

臭化カリウム内･外 

重曹（外用）内･外 

重曹（内服用）内･外 

重曹錠５００ｍｇ「ﾏｲﾗﾝ」内･外 

術後高眼圧時セット院内 

硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ内･外 

【３％】食塩点眼液５ｍＬ院内 

ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣内･外 

ジルチアゼム塩酸塩Ｒ１００ｍｇｶﾌﾟｾﾙ内･外 

ジルテックＤＳ1.25％(成分量12.5ｍｇ/ｇ)内･外 

ジルテック錠１０院外 

ジレニアカプセル０．５ｍｇ内･外 

シロスタゾールＯＤ錠100ｍｇ｢サワイ｣内･外 

シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「サワイ」内･外 

用）親水ワセリン院内1

用）親水ワセリン【 １０】ｇ内･外1

用）親水ワセリン【 ３０】ｇ内･外1

用）親水ワセリン【 ５０】ｇ内･外1

用）親水ワセリン【１００】ｇ内･外1

シンバスタチン錠５ｍｇ院外 

シンポニー皮下注５０ｍｇ【オートインジェクター】内･外 

シンポニー皮下注５０ｍｇ【シリンジ】院外 

ス
【糖】スイニー錠１００ｍｇ院外 

スインプロイク錠０．２ｍｇ内･外 

【糖】スーグラ錠２５ｍｇ院外 

用）【腫】スーテントカプセル１２．５ｍｇ内･外1

スタレボ配合錠Ｌ【５０】院外 

スタレボ配合錠Ｌ【１００】院外 

用）【腫】スチバーガ錠４０ｍｇ内･外1

ステーブラＯＤ錠 ０．１ｍｇ内･外 

ストラテラカプセル【１０】ｍｇ院外 

ストラテラカプセル【４０】ｍｇ院外 
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オーダ可能な処方医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定 [内･外]=院内･院外処方可能

[院外]=院外処方のみ

[院内]=院内処方のみ

ストロカイン錠５ｍｇ内･外 

用）ストロメクトール錠３ｍｇ内･外1

スピール膏Ｍ院外 

スピオルトレスピマット６０吸入内･外 

スピリーバ2.5μg【レスピマット】６０吸入内･外 

スピリーバ吸入用カプセル（７Ｃａｐ／枚）院外 

スピロノラクトン錠２５ｍｇ内･外 

スピロペント錠１０μｇ院外 

ズファジラン錠１０ｍｇ院外 

用）【腫】スプリセル錠【２０】ｍｇ内･外1

【腫】スプリセル錠【５０】ｍｇ内･外 

スプレキュア点鼻液０．１５％院外 

スマトリプタン錠５０ｍｇ｢日医工｣内･外 

用）スミフェロン注ＤＳ【３００】万ＩＵ内･外1

用）スミフェロン注ＤＳ【６００】万ＩＵ内･外1

スミルスチック３％４０ｇ内･外 

スルピリド錠１００ｍｇ内･外 

セ
生食点眼液５ｍＬ院内 

生食注シリンジ「オオツカ」１０ｍＬ内･外 

生理食塩液（２０ｍＬ／本）｢ﾋｶﾘ｣内･外 

吸入用生食３０ｍＬ内･外 

生理食塩液５０ｍＬ／本洗浄用内･外 

テルモ生食【５００ｍｌ】／袋　洗浄用内･外 

テルモ生食【１Ｌ／袋】　洗浄用内･外 

生理食塩液（開栓型）１L瓶内･外 

生理食塩液PL｢ﾌｿｰ｣【２L/袋】洗浄用内･外 

生理食塩液内･外 

ゼスラン小児用シロップ０．０３％院外 

ゼスラン小児用細粒0.6%(成分量６ｍｇ/ｇ)院外 

用）ゼスラン錠３ｍｇ院外1

ゼチーア錠１０ｍｇ内･外 

セディ－ル錠１０ｍｇ院外 

セパミット－Ｒカプセル１０内･外 

セパミット－Ｒ細粒（１０ｍｇ／包）院外 

ゼビアックスローション2％　10ｇ院外 

セファクロル細粒10％(成分量１００mg/g)内･外 

セファランチン錠１ｍｇ内･外 

セファレキシンDS50%（成分量500mg/g）内･外 

セファレキシンカプセル２５０ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣内･外 

用）ゼフィックス錠１００ｍｇ内･外1

セフカペンピボキシル100mg塩酸塩錠内･外 

セフジトレンﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ小児細粒(成分100mg/g)院外 

セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ内･外 

セフジニル細粒１０%小児用(成分量100mg/g)内･外 

ゼフナート外用液２％１０ｍＬ内･外 

ゼフナ－トクリ－ム２％１０ｇ内･外 

セララ錠２５ｍｇ内･外 

セルトラリン錠２５ｍｇ｢ｹﾐﾌｧ｣内･外 

セルニルトン錠院外 

ゼルヤンツ錠５ｍｇ院外 

セレクトール錠２００ｍｇ院外 

セレコックス錠【１００】ｍｇ内･外 

セレコックス錠【２００】ｍｇ内･外 

セレスタミン配合シロップ院外 

セレニカＲ顆粒40%（成分量４００ｍｇ/ｇ）内･外 

セレネース錠【０．７５】ｍｇ院外 

セレベント【５０】ディスカス院外 

セロクエル【１００】ｍｇ錠院外 

セロケン【Ｌ】錠１２０ｍｇ院外 

セロシオンカプセル１０院外 

センノシド錠１２ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣内･外 

ソ
用）【腫】ゾスパタ錠４０ｍｇ内･外1

ソタコール錠４０ｍｇ内･外 

ゾテピン錠２５ｍｇ「ヨシトミ」内･外 

ゾニサミド散２０％(成分量２００ｍｇ/ｇ)内･外 

ゾニサミド錠１００ｍｇ｢ｱﾒﾙ｣内･外 

用)ソバルディ錠４００ｍｇ内･外1

【向】ゾピクロン錠７．５ｍｇ｢トーワ｣内･外 

ソフティア点眼液０．０２％内･外 

ソフラチュール貼付剤【１０】ｃｍ内･外 

用)ソマトロピンBS皮下注10mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ｼｭｱﾊﾟﾙ内･外1

用）ソマトロピンBS皮下注１０ｍｇ「ｻﾝﾄﾞ」院内1

用）ソマバート皮下注用【１０】ｍｇ院内1

用）ソマバート皮下注用【２０】ｍｇ院内1

ソランタール錠１００ｍｇ院外 

ソリタ－Ｔ配合顆粒３号　４ｇ／包内･外 

用）【腫】ゾリンザカプセル１００ｍｇ内･外1

ソルアセトＦ輸液　５００ｍＬ内･外 

ソルデム３Ａ５００ｍＬ内･外 

用）ゾルトファイ配合注フレックスタッチ内･外1
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オーダ可能な処方医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定 [内･外]=院内･院外処方可能

[院外]=院外処方のみ

[院内]=院内処方のみ

【向】ゾルピデム酒石酸塩OD錠５mg(ﾏｲｽﾘ-)内･外 

ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣院外 

ソレトン錠８０院外 

タ
ダイアート錠６０ｍｇ院外 

ダイアコート軟膏５ｇ院外 

【向】ダイアップ坐剤【４】内･外 

【向】ダイアップ坐剤【６】内･外 

ダイアモックス錠２５０ｍｇ内･外 

用）【腫】タイケルブ錠２５０ｍｇ内･外1

タウリン散「大正」院外 

用）【腫】タグリッソ錠８０ｍｇ内･外1

タクロリムス軟膏０.１％（５ｇ/本）｢ﾀｶﾀ｣内･外 

タケキャブ錠【１０】ｍｇ院外 

タケキャブ錠【２０】ｍｇ内･外 

タケルダ配合錠（ｱｽﾋﾟﾘﾝ100mg/ﾗﾝｿﾌﾟﾗ15mg）院外 

タコシール組織接着用シート9.5x4.8cm内･外 

用）【腫】タシグナカプセル【１５０】ｍｇ内･外1

用）【腫】タシグナカプセル【２００】ｍｇ内･外1

タチオン点眼用５ｍＬ院外 

用）タナドーパ顆粒（７５０ｍｇ／包）内･外1

タナトリル錠５ｍｇ院外 

タプコム配合点眼液　2.5mL/本院外 

タフマックＥ配合カプセル内･外 

タプロス【ミニ】点眼液0.0015%0.3mL/本院外 

タプロス点眼液２．５ｍＬ０．００１５％内･外 

用）ﾀﾏｶﾞﾜヨードホルムガーゼ(30cm×30cm)内･外1

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ内･外 

【腫】タモキシフェン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」院外 

ダラシンカプセル１５０ｍｇ内･外 

タリージェ錠【５】ｍｇ院外 

タリージェ錠【１５】ｍｇ院外 

タリムス点眼液０．１％５ｍＬ院外 

【腫】タルセバ錠【２５】ｍｇ院外 

用）【腫】タルセバ錠【１００】ｍｇ内･外1

用）【腫】タルセバ錠【１５０】ｍｇ内･外1

タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ内･外 

炭酸ランタン【顆粒】分包２５０ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣内･外 

炭酸リチウム錠２００ｍｇ「ヨシトミ」内･外 

単シロップ内･外 

ダントリウムカプセル２５ｍｇ内･外 

タンニン酸アルブミン｢Nikp｣内･外 

チ
チアプリド細粒１０％(成分量１００mg/g)内･外 

チアプリド錠２５ｍｇ内･外 

０．０２５％ヂアミトール水内･外 

0.025%ヂアミトール水５００ｍL/瓶内･外 

チウラジール錠５０ｍｇ内･外 

チガソンカプセル１０院外 

チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ｢トーワ｣院外 

チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ｢日医工｣内･外 

チザニジン錠１ｍｇ｢ｱﾒﾙ｣内･外 

チモプトール０．２５％５ｍＬ院外 

用）院内製剤 0.125%チモプト－ル点眼液5mL院内1

チモロール点眼液０．５％５ｍＬ内･外 

用）チャンピックス錠【０．５】ｍｇ内･外1

用）チャンピックス錠【１】ｍｇ内･外1

注射器　１ｍｌ（ＩＦＮ用）内･外 

注射器　１ｍｌ（成長ホルモン用）内･外 

注射器　２．５ｍｌ（ＩＦＮ用）内･外 

注射器　２．５ｍｌ（成長ホルモン用）内･外 

注射器　５ｍｌ（ＩＦＮ用）内･外 

注射器　５ｍｌ（成長ホルモン用）内･外 

注射用水（広口開栓型）１０００ｍＬ内･外 

チラーヂンＳ錠【２５】μｇ内･外 

チラーヂンＳ錠【５０】μｇ内･外 

用）チロナミン錠５ｍｃｇ内･外1

沈降炭酸カルシウム「コザカイ・Ｍ」内･外 

沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ｢三和｣内･外 

ツ
ツインｼﾞｪｸﾀｰEZⅡ用付属品ｾｯﾄ【A】(ｱﾀﾞﾌﾟﾀ1/ｼﾘﾝｼﾞ2)内･外1

ツインｼﾞｪｸﾀｰEZⅡ用付属品ｾｯﾄ【B】(ｱﾀﾞﾌﾟﾀ1/ｼﾘﾝｼﾞ4)内･外1

用）ツインラインＮＦ配合経腸用液(200ｘ2)内･外1

ツベルミン錠１００ｍｇ院外 

ツムラ-5安中散エキス顆粒(２.５ｇ/包)院外 

ツムラ-117茵陳五苓散顆粒（２．５ｇ／包）院外 

ツムラ-106温経湯顆粒(２.５ｇ/包)院外 

ツムラ-57温清飲ｴｷｽ顆粒（２.５ｇ／包）院外 

ツムラ-28越婢加朮湯ｴｷｽ顆粒(２.５ｇ/包)院外 

ツムラ-98黄耆建中湯顆粒（３．０ｇ／包）院外 

ツムラ-15黄連解毒湯ｴｷｽ顆粒(２.５ｇ/包)院外 

ツムラ-3乙字湯顆粒（２．５ｇ／包）院外 
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オーダ可能な処方医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定 [内･外]=院内･院外処方可能

[院外]=院外処方のみ

[院内]=院内処方のみ

ツムラ-137加味帰脾湯顆粒（２．５ｇ／包）院外 

ツムラ-24加味逍遥散顆粒（２．５ｇ／包）院外 

ツムラ-72甘麦大棗顆粒（２．５ｇ／包）院外 

ツムラ-138桔梗湯ｴｷｽ顆粒(２.５ｇ/包)院外 

ツムラ-50けいがい連翹湯ｴｷｽ顆粒(2.5g)院外 

ツムラ-60桂枝加芍薬湯エキス顆粒(2.5g)院外 

ツムラ-18桂枝加朮附湯ｴｷｽ顆粒(２.５ｇ/包)院外 

ツムラ-26桂枝加竜骨牡蛎湯顆粒（2.5g/包）院外 

ツムラ-25桂枝茯苓丸顆粒(２.５ｇ／包)内･外 

ツムラ-107牛車腎気丸顆粒(２．５ｇ／包)内･外 

ツムラ-17五苓散エキス顆粒(２.５ｇ／包)内･外 

ツムラ-10柴胡桂枝湯ｴｷｽ顆粒(２.５ｇ/包)院外 

ツムラ-12柴胡加竜骨牡蛎湯(２.５ｇ/包)院外 

ツムラ-103酸棗仁湯エキス顆粒(２．５ｇ／包)院外 

用）ツムラ紫雲膏【１０】ｇ内･外1

ツムラ-71四物湯エキス顆粒(２．５ｇ／包)院外 

ツムラ-48十全大補湯顆粒(２.５ｇ/包)内･外 

ツムラ-6十味敗毒湯顆粒（２．５ｇ／包）院外 

ツムラ-51潤腸湯エキス顆粒(２.５g/包)院外 

ツムラ-99小建中湯エキス顆粒（２.５g/包）院外 

ツムラ-9小柴胡湯顆粒（２．５ｇ／包）院外 

ツムラ-109小柴胡湯加桔梗石膏顆粒 2.5g/包院外 

ツムラ-19小青竜湯顆粒(３ｇ／包)内･外 

ツムラ-22消風散顆粒（２．５ｇ／包）院外 

ツムラ-104辛夷清肺湯顆粒（２．５ｇ／包）院外 

ツムラ-30真武湯顆粒（２．５ｇ／包）院外 

ツムラ-58清上防風湯顆粒（２．５ｇ／包）院外 

ツムラ-111清心蓮子飲エキス顆粒(2.5g/包)院外 

ツムラ-90清肺湯顆粒（３ｇ／包）院外 

ツムラ-100大建中湯顆粒(２．５ｇ／包)内･外 

ツムラ-61桃核承気湯ｴｷｽ顆粒(２.５ｇ/包)院外 

ツムラ-86当帰飲子顆粒（２．５ｇ／包）院外 

ツムラ-38当帰四逆加呉茱萸生姜湯(2.5g/包)院外 

ツムラ-23当帰芍薬散顆粒(２．５ｇ／包)内･外 

ツムラ-122排膿散及湯顆粒（２．５ｇ／包）院外 

ツムラ-29麦門冬湯顆粒(３ｇ／包)内･外 

ツムラ-14半夏瀉心湯顆粒(２.５ｇ／包)内･外 

ツムラ-37半夏白朮天麻湯ｴｷｽ顆粒(2.5g/包)院外 

用)ツムラ-69茯苓飲エキス顆粒(２.５g/包)内･外1

ツムラ-20防巳黄耆湯顆粒（２．５ｇ／包）院外 

ツムラ-62防風通聖散ｴｷｽ顆粒(２.５g/包)院外 

ツムラ-27麻黄湯顆粒（２．５ｇ／包）院外 

ツムラ-55麻杏甘石湯顆粒(２.５ｇ/包)院外 

ツムラ-54抑肝散エキス顆粒(２．５ｇ／包)内･外 

ツムラ-43六君子湯顆粒(２.５ｇ／包)内･外 

ツムラ-39苓桂朮甘湯ｴｷｽ顆粒(２.５ｇ/包)院外 

ツルバダ配合錠院内 

ツロブテロールテープ【０．５】ｍｇ内･外 

ツロブテロールテープ【１】ｍｇ内･外 

ツロブテロールテープ【２】ｍｇ内･外 

ツロブテロール塩酸塩DS0.1%（成分量1mg/g)院外 

テ
ディビゲル１ｍｇ院外 

ディフェリンゲル０．１％１５ｇ内･外 

ディレグラ配合錠院外 

テオロング錠１００ｍｇ内･外 

デカドロン錠【０．５】ｍｇ内･外 

デカドロン錠【４】ｍｇ内･外 

デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg内･外 

用）テクフィデラカプセル【１２０】ｍｇ内･外1

用）テクフィデラカプセル【２４０】ｍｇ内･外1

テグレトール細粒50%(成分量５００ｍｇ/ｇ)内･外 

テグレトール錠１００ｍｇ内･外 

デザレックス錠５ｍｇ院外 

デスモプレシン【スプレー１０】協和５ｍＬ内･外 

デスモプレシン【スプレー２．５】協和内･外 

デスモプレシン【点鼻液】協和内･外 

用）【院内製剤】デスモプレシン点鼻液25μg/mL院内1

デソパン錠６０ｍｇ院外 

デタントール０．０１％点眼液５ｍＬ院外 

デトルシトールカプセル【４】ｍｇ院外 

【糖】テネリア錠２０ｍｇ院外 

テノーミン錠【５０】ｍｇ院外 

テノゼット錠３００ｍｇ院外 

デノタスチュアブル配合錠内･外 

デパケンＲ錠【１００】ｍｇ内･外 

デパケンＲ錠【２００】ｍｇ内･外 

デパケンシロップ５％内･外 

テプレノンカプセル５０ｍｇ内･外 

テプレノン細粒１０％（０．５ｇ／包）院外 

テプレノン細粒１０％(成分量１００mg／g)院外 

用）デムサーカプセル２５０ｍｇ内･外1
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オーダ可能な処方医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定 [内･外]=院内･院外処方可能

[院外]=院外処方のみ

[院内]=院内処方のみ

用)【毒】【腫】テモゾロミド錠【20】mg NK内･外1

【毒】【腫】テモゾロミド錠【100】mgNK内･外 

デュアック配合ゲル　１０ｇ/本院外 

緊）デュオドーパ配合経腸用液院外1

デュオトラバ配合点眼液２．５ｍL院外 

デュピクセント皮下注３００ｍｇシリンジ内･外 

デュファストン錠５ｍｇ院外 

テリパラチドＢＳ皮下注キット６００μｇ「モチダ」内･外 

用）テリボン皮下注２８．２μgオートインジェクター内･外1

テリルジー１００エリプタ３０吸入用院外 

デルゾン口腔用軟膏０.１％（５ｇ/本）内･外 

テルバンスＤＳ２０％(成分量２００mg/g)内･外 

テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG]10g内･外 

テルビナフィン錠１２５｢ＭＥＥＫ｣内･外 

テルミサルタン錠【２０】ｍｇ「ニプロ」内･外 

テルミサルタン錠【４０】ｍｇ「ニプロ」内･外 

デルモベートスカルプロ－ション１０ｇ内･外 

デルモベート軟膏５ｇ内･外 

テレミンソフト坐薬２ｍｇ院外 

ト
トアラセット配合錠「ＤＳＥＰ」内･外 

トウモロコシデンプン内･外 

ドキサゾシン錠【０.５】ｍｇ｢EMEC｣内･外 

ドキサゾシン錠【１】ｍｇ｢EMEC｣内･外 

ドグマチール錠【５０】ｍｇ院外 

トコフェロールﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ１００ｍｇ内･外 

ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩細粒小児用15%(成150mg/g)内･外 

トスフロ点眼液0.3%５ｍL内･外 

ドックＧＩセット院内 

ドックＧＴＴセット院内 

トップ二段針２７Ｇ（ＩＦＮ用）内･外 

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠【３】ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣内･外 

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠【５】ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣内･外 

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠【１０】ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣内･外 

用）ドパストン散９８．５％（成分量９８５ｍｇ/ｇ）内･外1

トビエース錠４mg院外 

トピナ錠５０ｍｇ院外 

用）トブラシン点眼液０．３％(５ｍＬ/本)内･外1

トフラニール錠【２５】ｍｇ院外 

ドボネックス軟膏１０ｇ(50μg/g）院外 

ドボベット【ゲル】（１５ｇ/本）院外 

ドボベット【軟膏】（３０ｇ/本）院外 

【向】ドラール錠１５院外 

【糖】トラゼンタ錠５ｍｇ内･外 

【糖】ﾄﾗﾃﾞｨｱﾝｽ配合錠【AP】(ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘ10mg/ﾘﾅｸﾞﾘ5mg)院外 

【糖】ﾄﾗﾃﾞｨｱﾝｽ配合錠【BP】(ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘ25mg/ﾘﾅｸﾞﾘ5mg)院外 

トラニラストカプセル１００ｍｇ｢ﾀｲﾖｰ｣内･外 

トラニラスト点眼液０．５％５ｍＬ内･外 

トラベルミン配合錠院外 

トラボプロスト点眼液０．００４％｢ﾆｯﾄｰ」内･外 

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ内･外 

トランコロン錠７．５ｍｇ院外 

トランサミンカプセル２５０ｍｇ内･外 

トランサミン散５０％（成分量５００mg/g)内･外 

【向】トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ内･外 

トリキュラ－２８（２８錠／シート）院外 

トリクロリールシロップ　１０％内･外 

【１ｍｇ】トリクロルメチアジド錠内･外 

トリクロルメチアジド錠【２】ｍｇ院外 

トリノシン顆粒（１００ｍｇ／包）10％内･外 

トリプタノール錠【１０】院外 

トリプタノール錠【２５】院外 

トリヘキシフェニジル塩酸塩錠２mg｢ﾀｲﾖｰ｣内･外 

トリメブチンマレイン酸塩錠１００mg｢ﾄｰﾜ｣内･外 

トルソプト点眼液１％５ｍＬ内･外 

用）トルツ皮下注８０ｍｇｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ内･外1

ドルモロール配合点眼液「わかもと」（5mL/本）内･外 

トルリシティ皮下注０．７５ｍｇｱﾃｵｽ内･外 

トレーランＧ７５　225mL院内 

(産科用)トレーランＧ液５０ｇ院内 

トレシーバ注【フレックスタッチ】内･外 

トレシーバ注【ペンフィル】院外 

ドレニゾンテープ（７．５×１０）内･外 

トレリーフＯＤ錠【２５】ｍｇ内･外 

トレリーフＯＤ錠【５０】ｍｇ院外 

ドロキシドパカプセル１００ｍｇ｢日医工｣内･外 

トロピカミド点眼液０．４％「日点」内･外 

経口用トロンビン細粒　０．５万単位｢ｻﾜｲ｣内･外 

トロンビン液ソフトボトル１万１０ｍＬ内･外 

トロンビン液ソフトボ１万１０ｍＬ（内服）内･外 

ドンペリドンDS小児用１％(成分量１０mg/g)内･外 

ドンペリドン錠１０ｍｇ内･外 
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オーダ可能な処方医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定 [内･外]=院内･院外処方可能

[院外]=院外処方のみ

[院内]=院内処方のみ

ナ
ナイキサン錠１００ｍｇ内･外 

ナウゼリンＯＤ錠１０院外 

ナウゼリン坐剤【１０】内･外 

ナウゼリン坐剤【３０】内･外 

ナジフロキサシンクリーム１％｢ﾄｰﾜ｣１０ｇ内･外 

ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ内･外 

【糖】ナテグリニド錠９０ｍｇ院外 

ナノパスニードルⅡ(14本入り)３４Ｇ内･外 

ナフトピジルＯＤ錠【２５】ｍｇ｢ｹﾐﾌｧ｣内･外 

ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μｇ「フソー」内･外 

ニ
用）ニコチネルＴＴＳ【１０】内･外1

用）ニコチネルＴＴＳ【２０】内･外1

用）ニコチネルＴＴＳ【３０】内･外1

ニコチン酸アミド散ｿﾞﾝﾈ10%(成分量100mg/g)内･外 

ニコランジル錠５ｍｇ内･外 

ニセルゴリン錠５ｍｇ内･外 

【向】ニトラゼパム錠５ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣内･外 

ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ内･外 

ニバジール錠【４】ｍｇ院外 

ニバジ－ル錠【２】ｍｇ院外 

ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ内･外 

ニフラン点眼液５ｍｌ内･外 

ニフレック配合内用剤院内 

入院ドック前日セット院内 

乳酸カルシウム「ファイザー」原末内･外 

ニュープロパッチ【１３.５】ｍｇ院外 

ニュープロパッチ【２.２５】ｍｇ院外 

ニュープロパッチ【４.５】ｍｇ内･外 

ニュープロパッチ【９】ｍｇ院外 

乳糖内･外 

ニュ－レプチル【錠】５ｍｇ内･外 

ニュ－レプチル細粒１０％(成分量100mg/g)院外 

用）【毒】【腫】ニンラーロｶﾌﾟｾﾙ【2.3】mg内･外1

用）【毒】【腫】ニンラーロｶﾌﾟｾﾙ【３】mg内･外1

用）【毒】【腫】ニンラーロｶﾌﾟｾﾙ【４】mg内･外1

ネ
ネイサート坐剤内･外 

腎内)用)ネオーラル【２５】ｍｇカプセル内･外1

腎内)用)ネオーラル【５０】ｍｇカプセル内･外1

用）ネオーラル内用液10％（１００mg/mL）内･外1

ネオキシテープ７３．５ｍｇ院外 

ネオシネジン５％点眼液１０ｍＬ内･外 

ネオバルギンＵＨＤ院内 

ネオファーゲン静注２０ｍＬ内･外 

ネオファーゲン静注【２０】ｍＬ内･外 

ネオファーゲン静注【１００】ｍＬ内･外 

ネオフィリン錠１００ｍｇ院外 

ネオメドロールＥＥ軟膏３ｇ内･外 

緊）ネキシウム【懸濁用顆粒分包】１０ｍｇ内･外1

ネキシウムカプセル２０ｍｇ内･外 

【腫】ネクサバ－ル錠２００ｍｇ内･外 

【糖】ネシーナ錠【６.２５】ｍｇ院外 

【糖】ネシーナ錠【１２.５】ｍｇ内･外 

【糖】ネシーナ錠【２５】ｍｇ院外 

ネブライザー【Ａ】院内 

ネブライザー【Ｂ】院内 

ネブライザー【ＣＮ】院内 

ネリザ軟膏内･外 

ネリゾナ軟膏０．１％　１０ｇ院外 

ノ
ノアルテン錠５ｍｇ院外 

ノイエル細粒４０％（０．５ｇ／包）院外 

ノイトロジン注【１００】μｇ内･外 

ノイロトロピン錠４単位内･外 

用）ノウリアスト錠２０ｍｇ内･外1

用）ノバクトＭ静注用【２０００】単位院内1

ノバミン錠５ｍｇ内･外 

ノベルジン錠２５ｍｇ内･外 

用）ノボエイト静注用【２５０】院内1

用）ノボエイト静注用【１５００】院内1

用）ノボエイト静注用【２０００】院内1

用）ノボエイト静注用【３０００】院内1

用）ノボセブンＨＩ静注用【１】ｍｇｼﾘﾝｼﾞ院内1

用）ノボセブンＨＩ静注用【５】ｍｇｼﾘﾝｼﾞ院内1

用)ノボラピッド【３０ミックス】注 ﾍﾟﾝﾌｨﾙ内･外1

ノボラピッド【３０ミックス】注フレックス内･外 

ノボラピッド【７０ミックス】注フレックス院外 

ノボラピッド注100単位/ｍＬ　１０mL/V院外 

用）ノボラピッド注イノレット３００単位内･外1

ノボラピッド注フレックスタッチ内･外 
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オーダ可能な処方医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定 [内･外]=院内･院外処方可能

[院外]=院外処方のみ

[院内]=院内処方のみ

ノボラピッド注ペンフィル院外 

ノボリン【３０】Ｒ注フレックスペン院外 

ノボリン【Ｎ】注フレックスペン３ｍＬ院外 

ノボリン【Ｒ】注フレックスペン３ｍＬ内･外 

ノルスパンテープ【５】ｍｇ院外 

ノルスパンテープ【１０】ｍｇ院外 

用）ノルディトロピンﾌﾚｯｸｽﾌﾟﾛ注【５】ｍｇ内･外1

ノルディトロピンﾌﾚｯｸｽﾌﾟﾛ注【１０】ｍｇ内･外 

ハ
パーキストン配合錠Ｌ１００内･外 

ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５内･外 

用）ハーボニー配合錠内･外1

バイアグラ錠５０ｍｇ院外 

バイアスピリン錠１００ｍｇ内･外 

バイエッタ皮下注【１０】μｇペン３００院外 

バイエッタ皮下注【５】μｇペン３００院外 

用）バイシリンＧ顆粒４０万単位／ｇ内･外1

ハイセチンＰ軟膏２５ｇ内･外 

用）ハイゼントラ２０％皮下注【２】g/10mL内･外1

用）ハイゼントラ２０％皮下注【４】g/20mL内･外1

【腫】ハイドレアカプセル５００ｍｇ内･外 

バイナス錠７５ｍｇ院外 

ハイパジ－ルコ－ワ点眼液０．２５％５ｍＬ院外 

ハイポアルコール液２％内･外 

パキシルＣＲ錠【１２.５】ｍｇ院外 

パキシルＣＲ錠【２５】ｍｇ院外 

パキシル錠【５】ｍｇ院外 

白色ワセリン【 １０】ｇ内･外 

白色ワセリン【 ３０】ｇ内･外 

白色ワセリン【 ５０】ｇ内･外 

白色ワセリン【１００】ｇ内･外 

バクトラミン配合錠内･外 

バクトラミン配合顆粒内･外 

バクトロバン鼻腔用軟膏３ｇ院内 

バソメット錠１ｍｇ院外 

パタノール点眼液０．１％　５ｍＬ内･外 

ハッカ油内･外 

バナンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ５％（成分量５０ｍｇ/ｇ）院外 

用）パニマイシン点眼液５ｍＬ内･外1

パピロックミニ点眼液0.1％院外 

バファリン配合錠Ａ【３３０】院外 

バファリン配合錠Ａ【８１】内･外 

バラシクロビル錠５００ｍｇ｢EE｣内･外 

バラシクロビル顆粒５０％(成分量500mg/g)内･外 

バラマイシン軟膏【１０】ｇ内･外 

バラマイシン軟膏【２５０】ｇ内･外 

パラミヂンカプセル３００ｍｇ内･外 

針  ２１Ｇ（ＩＦＮ用）内･外 

針  ２６Ｇ×１／２（ＩＦＮ用）内･外 

針　１８Ｇ（ＩＦＮ用）内･外 

針　１８Ｇ（成長ホルモン用）内･外 

針　２４Ｇ（ＩＦＮ用）内･外 

針　２４Ｇ（成長ホルモン用）内･外 

針　２５Ｇ（ＩＦＮ用）内･外 

針　２５Ｇ（成長ホルモン用）内･外 

針　２７Ｇ内･外 

針　２７Ｇ（成長ホルモン用）内･外 

パリエット錠【５】ｍｇ院外 

【毒】バリキサ錠４５０ｍｇ内･外 

ハリゾンシロップ１００ｍｇ/mL内･外 

バルギン消泡内用液２％内･外 

【向】ハルシオン【０．２５】ｍｇ錠院外 

パルタンＭ錠０．１２５ｍｇ内･外 

パルデスローション０．０５％　１０ｇ院外 

バルプロ酸ﾅﾄﾘｳﾑ細粒４０％(成分量400mg/g)内･外 

パルミコート200μg(56吸入)ﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ院外 

パルミコート吸入液０．５ｍｇ　２ｍＬ内･外 

パルモディア錠０．１ｍｇ内･外 

パロキセチンＯＤ錠【１０】ｍｇ内･外 

パロキセチンＯＤ錠【２０】ｍｇ内･外 

ハロペリドール錠３ｍｇ｢JG｣内･外 

用）バンコマイシン・タリビット眼軟膏院内1

バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ｢MEEK｣内･外1

用）バンコマイシン眼軟膏１％５ｇ内･外1

パンテチン錠シオエ１００内･外 

パンビタン末内･外 

ヒ
ヒアルロン酸ﾅﾄﾘｳﾑPF点眼液０．１％｢日点｣院外 

ヒアルロン酸ﾅﾄﾘｳﾑ点眼液【0.1】%｢ﾄｰﾜ｣内･外 

ヒアレインミニ点眼液【0.1】% 0.4ｍL院外 

ヒアレインミニ点眼液【0.3】% 0.4mL院外 

ＰＡ・ヨ－ド点眼・洗眼液内･外 
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オーダ可能な処方医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定 [内･外]=院内･院外処方可能

[院外]=院外処方のみ

[院内]=院内処方のみ

ピーゼットシー糖衣錠２ｍｇ院外 

ピートル【チュアブル錠】２５０ｍｇ院外 

ピートル【顆粒分包】２５０ｍｇ院外 

ビーフリード輸液５００ｍＬ内･外 

用）ヒーロン【Ｖ】眼粘弾剤2.3%ｼﾘﾝｼﾞ0.6mL院内1

ヒーロン眼粘弾剤１％シリンジ０．６ｍＬ院内 

ピオクタニンブルー液【０.５】％５ｍＬ院内 

ピオクタニンブルー液【２】％院内 

【糖】ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ内･外 

ビオスリー配合散院外 

ビオスリー配合散（１ｇ／包）院外 

ビオスリー配合錠内･外 

ビオチン散0.2％「ﾌｿｰ」(成分量２ｍｇ/ｇ）院外 

ビオフェルミンＲ散（成分量６ｍｇ/ｇ）内･外 

ビオフェルミンＲ錠院外 

【腫】ビカルタミドOD錠８０ｍｇ「ｹﾐﾌｧ」内･外 

ビクシリンカプセル２５０ｍｇ院外 

ビクトーザ皮下注１８ｍｇ内･外 

ピコスルファートﾅﾄﾘｳﾑ液１０ｍＬ 0.75%内･外 

用）ビジクリア配合錠（５０錠／組）院内1

ビスコート０．５眼粘弾剤院内 

ビソノテープ【２】ｍｇ院外 

ビソノテープ【４】ｍｇ内･外 

ビソプロロールﾌﾏﾙ酸塩錠【０.６２５】ｍｇ内･外 

ビソプロロールﾌﾏﾙ酸塩錠【２.５】ｍｇ内･外 

ビタジェクト注キット内･外 

ピタバスタチンＣａ･ＯＤ錠１ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣内･外 

用)ビタミンＢ6散10%｢ﾏﾙｲｼ｣(成分量100mg/g)内･外1

ビダラビン軟膏3％５ｇ内･外 

【向】ヒダントール【Ｆ】配合錠院外 

ヒダントール錠【２５】ｍｇ院外 

ビデュリオン皮下注用２ｍｇ【ペン】院外 

ヒドロキシジンパモ酸塩錠２５ｍｇ｢日新｣内･外 

ヒドロクロロチアジド錠１２．５ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣内･外 

ビビアント錠２０ｍｇ院外 

ビベスピエアロスフィア２８吸入院外 

ビペリデン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」院外 

用）ピマリシン眼軟膏１％５ｇセンジュ院内1

用）ピマリシン点眼液５％５ｍＬ内･外1

ビムパットドライシロップ１０％（成分100mg/g）院外 

ビムパット錠５０ｍｇ内･外 

ピメノ－ルカプセル５０ｍｇ院外 

ピモベンダン錠１．２５ｍｇ｢TE｣内･外 

ヒューマペンエルゴ院内 

ヒューマペンラグジュラＨＤ院内 

ヒューマリン【Ｒ】注100単位/mL（10mL/V）内･外 

ヒューマログミックス【２５注ミリオペン】内･外 

ヒューマログミックス【５０注ミリオペン】内･外 

用）ヒューマログ注【ﾊﾞｲｱﾙ】１００単位/mL内･外1

ヒューマログ注【ミリオペン】内･外 

用）ヒューマログ注カート(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ)内･外1

ヒュミラ皮下注４０ｍｇ【シリンジ】0.4mL院外 

ヒュミラ皮下注４０ｍｇ【ペン】0.4mL内･外 

ビラノア錠２０ｍｇ院外 

ピラマイド原末内･外 

ピリドキサール錠２０ｍｇ「ツルハラ」内･外 

ピルシカイニド塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ５０ｍｇ内･外 

皮膚)ヒルドイドソフト軟膏０．３％２５ｇ院外 

ヒルドイドローション５０ｇ内･外 

用）ビルトリシド錠６００ｍｇ院内1

ビレーズトリエアロスフィア５６吸入院外 

ピレスパ錠２００ｍｇ内･外 

ピレチア錠２５ｍｇ院外 

ビンダケルカプセル２０ｍｇ院外 

フ
用）ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「トーワ」内･外1

ファモチジンＤ錠【１０】ｍｇ｢ＥＭＥＣ｣内･外 

ファモチジンＤ錠【２０】ｍｇ｢ＥＭＥＣ｣内･外 

ファモチジン散１０％(成分量１００mg／g)内･外 

用）【腫】ファリーダックカプセル１０ｍｇ内･外1

ファロムDS小児用１０％(成分量100ｍｇ/ｇ)院外 

ファロム錠２００ｍｇ院外 

フィーディングチューブ院内 

フィーディングバック院内 

用）フィコンパ錠【２】ｍｇ内･外1

用）フィコンパ錠【４】ｍｇ内･外1

フィブラストスプレー５００内･外 

【腫】フェアストン錠４０院外 

フェキソフェナジン塩酸塩DS５％(成分量５０ｍｇ/ｇ)内･外 

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ｢ＥＥ｣内･外 

フェニルアラニン除去ﾐﾙｸ配合散[雪印]院外 

【向】フェノバールエリキシル院外 
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オーダ可能な処方医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定 [内･外]=院内･院外処方可能

[院外]=院外処方のみ

[院内]=院内処方のみ

【向】フェノバール散１０%(成分量100mg/g)内･外 

【向】フェノバール錠３０ｍｇ内･外 

フェノフィブラート錠８０ｍｇ「武田テバ」内･外 

フェブリク錠１０ｍｇ内･外 

【腫】フェマーラ錠２．５ｍｇ院外 

フェルビナクパップ７０ｍｇ｢NP｣(7枚/袋)内･外 

フェロ・グラデュメット１０５ｍｇ内･外 

フェロベリン配合錠内･外 

【麻】ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩１日用ﾃｰﾌﾟ【１】ｍｇ内･外 

【麻】ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩１日用ﾃｰﾌﾟ【４】ｍｇ内･外 

【麻】(慢性疼痛)フェントステープ【１】mg内･外1

【麻】(慢性疼痛)フェントステープ【４】mg内･外1

【糖】フォシーガ錠５ｍｇ院外 

フォリアミン錠５ｍｇ内･外 

フォルテオ皮下注キット600μg院外1

複方ヨード・グリセリン内･外 

ブシラミン錠【１００】ｍｇ内･外 

フスコデ配合錠内･外 

ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ｢ﾂﾙﾊﾗ｣内･外 

用）【毒】プラケニル錠２００ｍｇ内･外1

プラザキサカプセル【１１０】ｍｇ内･外 

プラザキサカプセル【７５】ｍｇ内･外 

フラジール【内服】錠２５０ｍｇ内･外 

フラジール【膣】錠内･外 

プラノバール配合錠院外 

プラバスタチンナトリウム塩錠１０mgﾌｧｲｻﾞｰ院外 

フラビタン眼軟膏５ｇ内･外 

フラビタン錠１０ｍｇ院外 

フラビタン点眼液５ｍＬ院外 

プラビックス錠２５ｍｇ院外 

フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ院外 

プラミペキソール塩酸塩錠【0.125】mg｢EE｣内･外 

プラミペキソール塩酸塩錠【0.5】mg｢EE｣内･外 

フランドル２０ｍｇ院外 

プランルカストＤＳ10%(成分量１００mg/g)内･外 

プランルカスト錠【１１２．５】「ＥＫ」院外 

プランルカスト錠【２２５】「ＥＫ」内･外 

フリバスＯＤ錠【７５】ｍｇ院外 

プリビナ液０．０５％院外 

プリモボラン錠５ｍｇ内･外 

ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％「ﾆｯﾄｰ」内･外 

フルオロメトロン点眼液【０.０２】％内･外 

フルオロメトロン点眼液【０.１】％内･外 

フルコナゾールカプセル１００ｍｇ｢ﾀｶﾀ｣内･外 

フルスルチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」内･外 

フルタイド【５０】μｇエアゾール１２０吸入用内･外 

フルタイド【１００】μｇエアゾール６０吸入用院外 

用）フルタイド【１００】ディスカス内･外1

用）フルタイド【２００】ディスカス内･外1

【腫】フルタミド錠１２５ｍｇ院外 

フルティフォーム【５０】ｴｱｿﾞｰﾙ５６吸入用院外 

フルティフォーム【125】ｴｱｿﾞｰﾙ120吸入用内･外 

用)【向】フルニトラゼパム錠１ｍｇ｢ｱﾒﾙ」内･外1

ブルフェン錠１００ｍｇ院外 

フルボキサミンﾏﾚｲﾝ酸塩錠【２５】ｍｇEMEC院外 

フルボキサミンﾏﾚｲﾝ酸塩錠【５０】ｍｇEMEC内･外 

フルメタローション１０ｇ院外 

フルメタ軟膏５ｇ院外 

プレアミン-Ｐ注射液２００ｍＬ内･外 

フレーバー　グレープフルーツ味内･外 

フレーバー　コーヒー味内･外 

フレーバー　さっぱり梅味内･外 

フレーバー　パイナップル味内･外 

フレーバー　ヨーグルト味内･外 

フレーバー　青りんご味内･外 

フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ＫＯ」内･外 

プレグランディン膣坐剤１ｍｇ院内 

プレドニゾロン散１％（成分量10mg／g）内･外 

プレドニゾロン錠【１】ｍｇ内･外 

プレドニゾロン錠【２．５】ｍｇ｢NP｣内･外 

プレドニン眼軟膏５ｇ院外 

プレドニン錠【５】ｍｇ内･外 

用）プレドネマ注腸２０ｍｇ６０ｍＬ内･外1

用）プレバイミス錠２４０ｍｇ内･外1

プレマリン錠０．６２５ｍｇ院外 

プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL｢ﾃﾊﾞ｣内･外 

プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ｢ｻﾜｲ｣院外 

プロクトセディル【坐薬】院外 

プログラフカプセル【０．５】ｍｇ内･外 

プログラフカプセル【１】ｍｇ内･外 

フロジン液５％３０ｍＬ院外 

プロスタール【Ｌ】錠５０ｍｇ院外 
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オーダ可能な処方医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定 [内･外]=院内･院外処方可能

[院外]=院外処方のみ

[院内]=院内処方のみ

プロスタール錠【２５】内･外 

プロスタンディン軟膏０．００３％１０ｇ内･外 

フロセミド細粒4%「EMEC」(成分量４０mg/g)内･外 

フロセミド錠【１０】ｍｇ｢NP｣内･外 

フロセミド錠【２０】ｍｇ「武田テバ」内･外 

プロチアデン錠２５内･外 

【向】ブロチゾラムＭ錠０．２５ｍｇ内･外 

プロトピック軟膏【０．０３】％小児用５ｇ内･外 

ブロナンセリン錠４ｍｇ「アメル」院外 

プロノン錠１５０ｍｇ院外 

プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ｢日医工｣内･外 

プロペシア【１】ｍｇ院外 

プロペシア錠【０．２】ｍｇ院外 

プロペト【　１０】ｇ院外 

プロペト【　３０】ｇ院外 

プロペト【　５０】ｇ院外 

プロペト【１００】ｇ院外 

プロベラ錠２．５ｍｇ院外 

フロベン顆粒８％（８０ｍｇ／ｇ）内･外 

用）プロボコリン吸入粉末溶解用１００ｍｇ院内1

ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％｢日新｣内･外 

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2％  ４５mL内･外 

ブロムペリドール錠【１】ｍｇ「アメル」院外 

ブロムペリドール錠【３】ｍｇ「アメル」院外 

用）ブロメライン軟膏２０ｇ内･外1

ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「トーワ」内･外 

用）フロリードゲル経口用５ｇ内･外1

フロリード膣坐剤１００ｍｇ内･外 

フロリネフ錠０．１ｍｇ内･外 

ヘ
【腫】ベージニオ錠【５０】ｍｇ院外 

【腫】ベージニオ錠【１００】ｍｇ院外 

【腫】ベージニオ錠【１５０】ｍｇ院外 

ベオーバ錠５０ｍｇ院外 

ベガモックス点眼液０．５％５ｍL内･外 

ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ院外 

用）【腫】ベサノイドカプセル１０ｍｇ内･外1

ベシケアＯＤ錠【２．５】ｍｇ内･外 

ベシケアＯＤ錠【５】ｍｇ院外 

ベストロン点眼用０．５％５ｍＬ内･外 

ベセルナクリーム５％院外 

ベタセレミン配合錠内･外 

ベタニス錠２５ｍｇ院外 

【めまい】ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ内･外 

【点眼用】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」院外 

ベタメタゾン錠０．５ｍｇ｢ｻﾜｲ｣内･外 

ベニジピン塩酸塩錠【２】ｍｇ｢ｻﾜｲ｣内･外 

ベニジピン塩酸塩錠【４】ｍｇ｢ｻﾜｲ｣内･外 

ベネット錠【１７．５】ｍｇ院外 

ベネット錠【７５】ｍｇ院外 

用）ベネフィクス静注用【５００】単位院内1

ベネフィクス静注用【２０００】単位院内 

ベノキシール点眼液０．４％【１０ｍＬ】内･外 

★★ヘパリンＮａロック用100単位】10ｍＬ内･外 

ヘパリンＮａ注１万単位/１０ｍＬ｢ﾓﾁﾀﾞ｣内･外 

ヘパリンｶﾙｼｳﾑ皮下注5千単位/0.2mLｼﾘﾝｼﾞ内･外 

ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質外用【ｽﾌﾟﾚｰ】0.3%｢日医工｣内･外 

ヘパリン類似物質油性【クリーム】0.3%25g内･外 

ヘパンＥＤ配合内用剤（８０ｇ／包）内･外 

ベピオゲル２．５％（１５ｇ/本）院外 

用）ヘプセラ錠１０ｍｇ内･外1

ベプリコール錠【５０】ｍｇ内･外 

ベプリコール錠【１００】ｍｇ院外 

【ｱﾚﾙｷﾞｰ】ベポタスチンﾍﾞｼﾙ酸塩錠１０ｍｇ内･外 

ヘマンジオルシロップ小児用0.375%内･外 

用）ヘムライブラ皮下注【３０】ｍｇ院内1

用）ヘムライブラ皮下注【６０】ｍｇ院内1

用）ヘムライブラ皮下注【９０】ｍｇ院内1

用）ヘムライブラ皮下注【１０５】ｍｇ院内1

用）ヘムライブラ皮下注【１５０】ｍｇ院内1

ベムリディ錠２５ｍｇ内･外 

ヘモポリゾン軟膏内･外 

べラサスＬＡ錠６０μｇ内･外 

用）【腫】ペラゾリン細粒(４００ｍｇ／包)内･外1

ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ内･外 

ベラプロストＮａ錠２０μｇ内･外 

ペリアクチン散１％（成分量１０ｍｇ／ｇ）内･外 

ベリチーム配合顆粒院外 

ベリチーム顆粒（１ｇ／包）院外 

ベリプラストＰコンビセット０．５ｍＬ内･外 

用）ベリプラストＰコンビセット１ｍＬ内･外1

ペルサンチン－【Ｌ】カプセル１５０ｍｇ内･外 
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オーダ可能な処方医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定 [内･外]=院内･院外処方可能

[院外]=院外処方のみ

[院内]=院内処方のみ

ペルサンチン錠【２５】内･外 

ペルサンチン錠【１００】院外 

ペルジピンＬＡ【２０】ｍｇ院外 

ペルジピンＬＡ【４０】ｍｇ院外 

ベルソムラ錠【１５】ｍｇ内･外 

ベルソムラ錠【２０】ｍｇ内･外 

ベルベゾロンＦ点眼・点鼻液(点眼用)内･外 

ベルベゾロンＦ点眼・点鼻液(点鼻用)内･外 

ヘルベッサー錠【３０】ｍｇ院外 

用）ペルマックス錠【２５０】μｇ内･外1

ヘルラートＬ錠２０ｍｇ院外 

ベロテックエロゾル１００院外 

ＢＤペンジェクタ－【２】院内 

ＢＤペンジェクタ－【３】内･外 

ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「日医工」内･外 

用）ペンタサ【坐剤】１ｇ内･外1

ペンタサ【注腸】１ｇ１００ｍＬ院外 

ペンニードルプラス３２Ｇ（１４本入）内･外 

用)ベンリスタ皮下注２００ｍｇｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ内･外1

用）ペンレステープ１８ｍｇ院内1

ホ
ボースデル内服液１０　２５０ｍＬ／袋内･外 

ホーリンＶ膣用錠１ｍｇ内･外 

ホーリン錠１ｍｇ院外 

呼内)ホクナリンテープ【０．５】ｍｇ院外 

呼内)ホクナリンテープ【１】ｍｇ院外 

呼内)ホクナリンテープ【２】ｍｇ院外 

【糖】ボグリボースOD錠【０.２】mg｢ｹﾐﾌｧ｣内･外 

【糖】ボグリボースOD錠【０.３】mg｢ｹﾐﾌｧ｣内･外 

用）【腫】ボシュリフ錠１００ｍｇ内･外1

ホスホマイシンｶﾙｼｳﾑDS40%(成分量400mg/g)院外 

ホスミシンＳ点耳用３％１０ｍＬ院外 

ホスリボン配合顆粒（０．４８ｇ/包）内･外 

小児）用）ホスリボン配合顆粒（0.48g/包）内･外1

ホスレノール【ＯＤ錠】２５０ｍｇ内･外 

ボセンタン錠６２.５ｍｇ「JG」内･外 

ボチシ－ト２０％（３枚／袋）内･外 

ポトレンド配合錠院外 

ボノサップパック【４００】院外 

ボノサップパック【８００】院外 

ボノテオ錠【１】ｍｇ院外 

ボノピオンパック院外 

ポビドンヨードガーグル７％｢日医工｣３０mL内･外 

ポビドンヨードゲル10% ｢ﾏｲﾗﾝ｣【９０】ｇ内･外 

ポビドンヨードゲル１０％｢明治｣【４】ｇ内･外 

ポビドンヨード点耳液１０ｍＬ院内 

ポピヨード液１０％２５０ｍＬ内･外 

ポピヨドンスクラブ７．５％５００ｍＬ内･外 

用）【腫】ポマリストカプセル【２】ｍｇ院内1

用）【腫】ポマリストカプセル【３】ｍｇ院内1

用）【腫】ポマリストカプセル【４】ｍｇ院内1

ポラキス錠３院外 

ボラザＧ軟膏２．４ｇ院外 

ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ内･外 

ポララミンＤＳ０．２％(成分量２ｍｇ/ｇ)院外 

ボリコナゾール錠【５０】ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣内･外 

ボリコナゾール錠【２００】ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣内･外 

ポリフル錠５００ｍｇ内･外 

ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ院外 

ボルタレンサポ【２５ｍｇ】院外 

ボルタレンローション１％　５０ｇ内･外 

ボルヒール組織接着用３ｍＬ内･外 

ボルヒール組織接着用５ｍＬ内･外 

ホルマリンアルコール５％院内 

ボンアルファクリ－ム１０ｇ院外 

ボンアルファハイロ－ション(20μg/g)10g院外 

ボンアルファハイ軟膏20μｇ/ｇ　10ｇ院外 

ボンアルファロ－ション１０ｇ院外 

ボンアルファ軟膏１０ｇ院外 

用）ボンゾ－ル錠１００ｍｇ内･外1

ポンタールシロップ３．２５％院外 

マ
マーデュオックス軟膏１０ｇ院外 

マイコスポールクリーム１０ｇ院外 

マイザークリーム５ｇ院外 

マイザー軟膏５ｇ内･外 

【向てんかん】マイスタン細粒(成分10mg/g)院外 

【向てんかん】マイスタン錠５ｍｇ内･外 

人工涙液マイティア５ｍＬ内･外 

マイテラーゼ錠１０ｍｇ内･外 

マヴィレット配合錠内･外 

マキサカルシトール軟膏10g(25μg/g)｢ﾀｶﾀ｣内･外 
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オーダ可能な処方医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定 [内･外]=院内･院外処方可能

[院外]=院外処方のみ

[院内]=院内処方のみ

マグコロールＰ院内 

マグテクト配合内服液内･外 

マグミット錠【２５０】ｍｇ院外 

用)【腫】マブリン散１％(成分量１０mg/g)内･外1

【糖】マリゼブ錠【１２.５】ｍｇ院外 

【糖】マリゼブ錠【２５】ｍｇ院外 

ミ
ミオコールスプレー内･外 

ミオピン点眼液５ｍＬ院外 

ミカトリオ配合錠（ﾃﾙﾐ80/ｱﾑﾛ5/ﾋﾄﾞﾛ12.5）院外 

ミカムロ配合錠ＡＰ（ﾃﾙﾐ40/ｱﾑﾛ5）院外 

ミカムロ配合錠ＢＰ（ﾃﾙﾐ80/ｱﾑﾛ5）院外 

ミグシス錠５ｍｇ院外 

【糖】ミグリトールＯＤ錠【２５】mg｢ｻﾜｲ｣内･外 

【糖】ミグリトールＯＤ錠【５０】mg｢ｻﾜｲ｣内･外 

用）小児用ミケラン細粒0.2％(成分量2mg/g)内･外1

ミケルナ配合点眼液 ２.５ｍL院外 

ミコナゾール硝酸塩クリーム１％｢YD｣１０ｇ内･外 

ミコフェノール酸モフェチルｶﾌﾟｾﾙ２５０mg内･外 

用）ミコブティンカプセル１５０ｍｇ内･外1

ミコンビ配合錠ＢＰ(ﾃﾙﾐ80/ﾋﾄﾞﾛ12.5)院外 

ミコンビ配合錠ＡＰ(ﾃﾙﾐ40/ﾋﾄﾞﾛ12.5)院外 

ミゾリビン錠５０ｍｇ｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣内･外 

【糖】ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」内･外 

ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ｢ｵｰﾊﾗ｣内･外 

手術用)ミドリンＰ点眼液５ｍＬ院内 

用）ミニプレス錠【０．５】ｍｇ内･外1

ミニリンメルトＯＤ錠【１２０】μｇ院外 

ミニリンメルトＯＤ錠【６０】μｇ内･外 

ミネブロ錠【１．２５】ｍｇ院外 

ミネブロ錠【２．５】ｍｇ院外 

ミネブロ錠【５】ｍｇ院外 

ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」内･外 

ミノドロン酸錠【５０】ｍｇ「ニプロ」内･外 

用）ミノマイシン軟膏０．２％５０ｇ／本院内1

ミヤＢＭ細粒内･外 

ミヤＢＭ細粒１ｇ分包内･外 

ミヤＢＭ錠内･外 

ミラペックスＬＡ錠【０．３７５】ｍｇ院外 

ミラペックスＬＡ錠【１．５】ｍｇ院外 

ミルタザピン錠１５ｍｇ「明治」内･外 

ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「サワイ」内･外 

用）ミルラクト細粒50%(成分量５００mg/g)内･外1

ム
ムコスタ点眼液ＵＤ２％０．３５ｍＬ内･外 

ムコソルバン錠【１５】ｍｇ院外 

ムコフィリン吸入液（２ｍＬ／包）院外 

用）ムルプレタ錠３ｍｇ内･外1

用）【腫】ムンデシンカプセル１００ｍｇ内･外1

メ
【向】メイラックス錠【１ｍｇ】院外 

メインテート錠【５】院外 

メキシチールカプセル【５０】院外 

メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ｢JG｣内･外 

メコバラミン錠５００内･外 

メサデルムローション１０ｇ院外 

メサデルム軟膏１０ｇ院外 

メサラジン【腸溶錠４００】mg(ＵＣのみ)内･外 

メサラジン【錠５００】mg(ＩＢＤ)内･外 

メスチノン錠６０ｍｇ内･外 

【腫】メソトレキセート錠２．５ｍｇ院外 

メタルカプターゼｶﾌﾟｾﾙ１００ｍｇ院外 

メチルジゴキシン錠０．１ｍｇ内･外 

【糖】メトグルコ錠【５００ｍｇ】院外 

メトクロプラミド錠５ｍｇ｢ﾃﾊﾞ｣内･外 

メトトレキサート錠【２ｍｇ】｢タナベ｣内･外 

メトピロンカプセル２５０ｍｇ内･外 

メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ｢ﾃﾊﾞ｣院外 

【糖】メトホルミン塩酸塩錠【250】mgMTﾄｰﾜ内･外 

メドレニック注シリンジ院外 

用）メドロール錠【２】ｍｇ内･外1

メドロール錠【４】ｍｇ院外 

【腫】メドロキシプロゲステロン酢酸ｴｽﾃﾙ錠200mg「F」院外 

メナテトレノンカプセル１５ｍｇ内･外 

メニレット７０％【３０】ｇゼリー院外 

メプチンエア－【１０】μｇ吸入100回内･外 

メプチンキッドｴｱ-【５μｇ】吸入100回院外 

メプチンスイングヘラー10μg吸入100回内･外 

メプチン吸入液ユニット【０．３】ｍＬ内･外 

メプチン吸入液ユニット【０．５】ｍＬ内･外 

メマリーＯＤ錠【２０】ｍｇ内･外 

メマリーＯＤ錠【５】ｍｇ内･外 
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オーダ可能な処方医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定 [内･外]=院内･院外処方可能

[院外]=院外処方のみ

[院内]=院内処方のみ

メルカゾール錠５ｍｇ内･外 

メロキシカム錠１０ｍｇ院外 

メンタックスクリーム１０ｇ院外 

メンタックス外用液１％１０ｍＬ院外 

モ
モーラステープ２０ｍｇ（７枚／袋）院外 

モーラスパップＸＲ【１２０】mg(７枚/袋)院外 

モーラスパップＸＲ【２４０】mg(7枚/袋)院外 

モサプリドクエン酸塩散1%（成分量5mg/包）内･外 

モサプリドクエン酸塩錠５mg「EE」内･外 

用）【院内製剤】モ－ズ軟膏１２０ｇ院内1

モビコール配合内用剤院外 

モビプレップ配合内用剤院内 

モメタゾン点鼻液５０μｇ「トーワ」５６噴霧用内･外 

【麻】モルヒネ塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」院外 

用）【麻】モルヒネ塩酸塩水和物散1%(10mg/g)内･外1

モンテルカスト【細粒】4mg/包(1歳～5歳)内･外 

モンテルカストＯＤ錠【１０】mg(15歳以上)内･外 

モンテルカストﾁｭｱﾌﾞﾙ錠【5】mg(6歳～14歳)内･外 

ヤ
ヤーズ【フレックス】配合錠院外 

ヤクバンテープ６０ｍｇ７枚入／袋院外 

薬用炭｢日医工｣(５０ｇ)内･外 

ユ
【腫】ユーエフティ配合カプセルＴ１００院外 

ユーゼル錠２５ｍｇ院外 

ユニフィルＬＡ錠２００内･外 

ユビデカレノン錠１０ｍｇ院外 

ユベラＮソフトカプセル【２００】内･外 

用）ユベラ軟膏５６ｇ内･外1

ヨ
ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ内･外 

ヨクイニンエキス散｢ｺﾀﾛｰ｣（2g/包）院外 

ヨクイニンエキス錠「コタロー」院外 

ラ
ライゾデグ配合注フレックスタッチ内･外 

ラキソベロン錠２．５ｍｇ内･外 

ラクツロースシロップ６０％（内服用）内･外 

ラクツロースシロップ６０％（浣腸用）内･外 

ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ内･外 

ラクリミン点眼液０．０５％５ｍL院外 

ラコールＮＦ配合経腸用【半固形剤】300g内･外 

ラコールＮＦ配合経腸用剤２００ｍＬ内･外 

ラシックス錠【４０】ｍｇ院外 

ラジレス錠１５０ｍｇ院外 

【腫】ラステットＳカプセル２５ｍｇ内･外 

ラタノプロスト点眼液0.005%２．５ｍＬ内･外 

ラックビー微粒Ｎ内･外 

ラックビー微粒Ｎ（１ｇ／包）内･外 

ラフチジン錠１０ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣内･外 

ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ｢トーワ｣内･外 

ラミクタ－ル錠【１００】ｍｇ院外 

ラミシールスプレ－１％１０ｇ院外 

ラミシ－ル液１０ｇ院外 

ラモトリギン錠【２５】ｍｇ「トーワ」内･外 

用）ラモトリギン錠小児用【２】ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣内･外1

ラモトリギン錠小児用【５】ｍｇ「トーワ」内･外 

ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ｢ｻﾜｲ｣院外 

ランソプラゾールＯＤ錠【15】ｍｇ内･外 

ランソプラゾールＯＤ錠【30】ｍｇ内･外 

ランタス【ＸＲ】注ソロスター内･外 

リ
リアルダ錠１２００ｍｇ(ＩＢＤ)院外 

リーバクト配合顆粒（4.15g/包）内･外 

リオナ錠２５０ｍｇ内･外 

リオレサール錠５ｍｇ内･外 

リキスミア皮下注３００μg内･外 

リクシアナＯＤ錠【３０】ｍｇ内･外 

リクシアナＯＤ錠【６０】ｍｇ内･外 

用）リクシアナ錠【１５】ｍｇ内･外1

リザトリプタンＯＤ錠１０ｍｇ「ﾌｧｲｻﾞｰ」内･外 

用）リザベン細粒１０％（成分量100mg/g)内･外1

リスパダール錠１ｍｇ院外 

リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ院外 

リスペリドン内用液【0.5】mg分包｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣内･外 

リスペリドン内用液【１】ｍｇ分包｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣内･外 

リスモダン【５０】院外 

リスモダン【Ｒ】錠１５０ｍｇ院外 

リズモンＴＧ点眼液０．５％２．５ｍＬ内･外 

【向】リタリン錠１０ｍｇ内･外 

リドカインテープ１８ｍｇ｢NP｣院内 

リトドリン錠５ｍｇ内･外 
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オーダ可能な処方医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定 [内･外]=院内･院外処方可能

[院外]=院外処方のみ

[院内]=院内処方のみ

リドメックスコーワクリーム５ｇ院外 

リドメックスコーワローション0.3%１０ｇ院外 

リドメックスコーワ軟膏５ｇ内･外 

リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包内･外 

用）リハビックス-Ｋ２号５００ｍＬ内･外1

リファンピシンカプセル１５０ｍｇ内･外 

【高ｱﾝﾓﾆｱ血症薬】リフキシマ錠２００ｍｇ内･外 

リボスチン【点鼻液】１５ｍＬ内･外 

【向】リボトリール細粒0.1％(成分量1mg/g)内･外 

【向】リボトリール錠０．５内･外 

リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」内･外 

ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ錠５ｕｇ(オパルモン)内･外 

【腫】リムパーザ錠【１００】ｍｇ院外 

【腫】リムパーザ錠【１５０】ｍｇ院外 

リリカＯＤ錠【２５】ｍｇ内･外 

リリカＯＤ錠【７５】ｍｇ内･外 

リルゾール錠５０ｍｇ｢AA｣内･外 

塩酸リルマザホン錠１内･外 

リレンザ（４ブリスタ／枚）内･外 

リン酸水素カルシウム水和物｢ヨシダ｣内･外 

リンゼス錠０.２５ｍｇ院外 

リンデロン【Ｖ】クリーム　５ｇ内･外 

リンデロン【Ｖ】ローション１０ｍＬ院外 

リンデロン【Ｖ】軟膏　５ｇ内･外 

リンデロン【ＶＧ】ローション１０ｍＬ内･外 

眼･耳科用リンデロンＡ軟膏5g院外 

リンデロンシロップ内･外 

リンデロン液０．１％（点耳用）５ｍＬ内･外 

（点鼻用）リンデロン液０．１％５ｍＬ内･外 

リンデロン液０．１％５ｍＬ（点眼用内･外 

リンデロン坐剤【０．５】ｍｇ院外 

リンデロン坐薬【１．０】ｍｇ院外 

リンラキサー錠１２５ｍｇ院外 

ル
緊）ル・エストロジェル０．０６％（８０ｇ/本）院外1

ルーラン錠４ｍｇ院外 

内服用ルゴール液院内 

ルジオミール錠【１０】ｍｇ院外 

ルジオミール錠【２５】ｍｇ院外 

ルシドリール錠１００ｍｇ院外 

【糖】ルセフィ錠【２．５】ｍｇ院外 

【糖】ルセフィ錠【５】ｍｇ院外 

ルナベル配合錠【ＬＤ】(２１錠シート)内･外 

ルナベル配合錠【ＵＬＤ】(21錠シート)院外 

ルネスタ錠【１】ｍｇ院外 

ルネスタ錠【３】ｍｇ院外 

ルパフィン錠１０ｍｇ院外 

ルプラック錠４ｍｇ院外 

ルミガン点眼液0.03%　2.5mL/本院外 

ルリクールＶＧ軟膏　５ｇ内･外 

ルリコンクリーム１％１０ｇ院外 

ルリコン軟膏１％(１０ｇ/本)院外 

ルリッド錠１５０ｍｇ院外 

レ
用）レキサルティ錠１ｍｇ内･外1

【向】レキソタン錠【１】ｍｇ院外 

【向】レキソタン錠【２】ｍｇ内･外 

【向】レキソタン錠【５】ｍｇ院外 

レキップＣＲ錠【８】ｍｇ院外 

レクサプロ錠１０ｍｇ内･外 

レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回院外 

レクチゾ－ル錠２５mg内･外 

用）レグナイト錠300mg内･外1

レグパラ錠２５ｍｇ内･外 

レザルタス配合錠ＨＤ（ｵﾙﾒ20/ｱｾﾞﾙ16)院外 

レザルタス配合錠ＬＤ（ｵﾙﾒ10/ｱｾﾞﾙ8)院外 

新レシカルボン坐剤内･外 

強力レスタミンコーチゾン軟膏１０ｇ院外 

レスタミンコーワクリーム【 １０】ｇ内･外 

レスタミンコーワクリーム【 ３０】ｇ内･外 

レスタミンコーワクリーム【 ５０】ｇ内･外 

レスタミンコーワクリーム【１００】ｇ内･外 

レスピア経口液６０ｍｇ（６０ｍｇ／３ｍL)内･外 

レスリン錠２５院外 

レナジェル錠２５０ｍｇ内･外 

レナデックス錠４ｍｇ内･外 

用）レパーサ皮下注１４０ｍｇ【ペン】内･外1

用）レパーサ皮下注420mg【ｵｰﾄﾐﾆﾄﾞｰｻﾞｰ】内･外1

用）レバチオ錠２０ｍｇ内･外1

レバミピド錠１００ｍｇ内･外 

レビトラ錠１０ｍｇ院外 

用）レフィキシア静注用【５００】院内1
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オーダ可能な処方医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定 [内･外]=院内･院外処方可能

[院外]=院外処方のみ

[院内]=院内処方のみ

用）レフィキシア静注用【１０００】院内1

用）レフィキシア静注用【２０００】院内1

【毒】【腫】レブラミドカプセル５ｍｇ院内 

用）レベトールカプセル２００ｍｇ内･外1

用）レベミル注【イノレット】300単位３ｍL内･外1

レベミル注【フレックスペン】内･外 

レボカバスチン点眼液0.025%５ｍＬ院外 

レボトミン錠【５】ｍｇ院外 

レボトミン錠【２５】ｍｇ内･外 

レボフロキサシン錠【２５０】ｍｇ｢杏林｣内･外 

 レボフロキサシン錠【５００】ｍｇ｢杏林｣内･外 

【1.5％】レボフロキサシン点眼液｢杏林｣5mL院外 

レボレード錠１２．５ｍｇ内･外 

レミニールＯＤ錠【４】ｍｇ院外 

レミニールＯＤ錠【８】ｍｇ内･外 

レミニールＯＤ錠【１２】ｍｇ院外 

レルパックス錠２０ｍｇ院外 

レルベア【１００】エリプタ３０吸入用院外 

レルベア【２００】エリプタ【３０】吸入用内･外 

用）【腫】レンビマカプセル４ｍｇ内･外1

ロ
用）【腫】ロイケリン散10%(成分量100mg/g)内･外1

ロイコン錠１０ｍｇ院外 

緊）ロートエキス散「ホエイ」内･外1

ＢＤロードーズ　３０Ｇ院内 

用）【腫】ローブレナ錠１００ｍｇ内･外1

ロキソニン【パップ】１００ｍｇ(７枚入)院外 

ロキソプロフェンＮａ【ゲル】１％「ＮＰ」５０ｇ内･外 

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ【テープ】100mg(７枚入)内･外 

ロキソプロフェン錠６０ｍｇ内･外 

ロコアテープ(７枚入り)院外 

ロコイド軟膏５ｇ院外 

ロコルナール錠１００院外 

ロ－コ－ル錠２０ｍｇ院外 

ロサルタンＫ錠２５ｍｇ内･外 

ロサルヒド配合錠【ＨＤ】(ﾛｻﾙ100mg/ﾋﾄﾞﾛ12.5mg)院外 

ロサルヒド配合錠【ＬＤ】(ﾛｻﾙ50mg/ﾋﾄﾞﾛ12.5mg)院外 

ロスーゼット配合錠【ＨＤ】(ｴｾﾞﾁ10mg/ﾛｽﾊﾞ5mg)院外 

ロスーゼット配合錠【ＬＤ】(ｴｾﾞﾁ10mg/ﾛｽﾊﾞ2.5mg)院外 

ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ニプロ」内･外 

ロゼックスゲル０．７５％(５０ｇ/本)院外 

ロゼレム錠８ｍｇ内･外 

ロタリックス内用液(1.5mL/本)院内 

ロトリガ粒状カプセル２ｇ/包内･外 

ロピニロールＯＤ錠【０.２５】ｍｇ｢ｱﾒﾙ｣内･外 

ロピニロールＯＤ錠【１】ｍｇ｢ｱﾒﾙ｣内･外 

ロピニロール徐放錠【２】ｍｇ「共創未来」内･外 

ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸塩細粒小児用0.05％(成0.5mg/g)院外 

ロペラミド錠１ｍｇ内･外 

【向】ロラゼパム錠０．５ｍｇ｢サワイ｣内･外 

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ内･外 

【向】ロラメット１ｍｇ院外 

ロルノキシカム錠４ｍｇ「ＫＯ」院外 

ロレルコ２５０ｍｇ院外 

【腫】ロンサーフ配合錠Ｔ【１５】院外 

【腫】ロンサーフ配合錠Ｔ【２０】院外 

ワ
ワーファリン錠【０.５】ｍｇ内･外 

ワーファリン錠【１】ｍｇ内･外 

【向】ワコビタール坐剤３０内･外 

ワントラム錠１００ｍｇ院外 
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