院外専用薬品一覧（令和4年7月13日現在）
5ＦＵ軟膏5% 「協和」
EPLカプセル250mg
ＭＳ温シップ「タイホウ」(100g)
ＭＳ冷シップ「タイホウ」(200g)
アイピーディカプセル100mg
アイミクス配合錠ＨＤ
アコニンサン錠
アズノールST錠口腔用 5mg
アゼプチン錠1mg
アテノロール錠50mg「トーワ」
アデムパス錠0.5mg

エクメット配合錠HD
エクラープラスター20μg/cm2
エナジア吸入用カプセル高用量
エピペン注射液0.15mg
エピペン注射液0.3mg
エブリスディドライシロップ60mg
エリキュース錠5mg
オキサロールローション 25μg/g
オテズラ錠10mg
オテズラ錠20mg
オプスミット錠10mg

スプリセル錠 20mg
スマイラフ錠100mg
スマイラフ錠50mg
スミフェロン注DS300万IU
スルプロチン軟膏1%
ゼビアックス油性クリーム2%
ゼフィックス錠100mg
セルタッチパップ70(7枚/袋)
セレスタミン配合錠
セレネース錠0.75mg
セレベント５０ディスカス
アドエア250ディスカス 60吸入用
ゼンタコートカプセル3mg
アドエア500ディスカス 60吸入用 オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」 ソタコール錠 40mg
アドエア50エアゾール120吸入用 カトレップパップ 70mg(5枚/袋） ダーブロック錠2mg
アドシルカ錠20mg
カナグル錠100mg
タイケルブ錠 250㎎
アピドラ注ソロスター
カルグート錠10
タガメット錠200mg
アフィニトール錠5mg
キュバール 100 エアゾール
タケルダ配合錠
アボルブカプセル0.5mg
グラクティブ錠100mg
タシグナカプセル 200mg
アマージ錠 2.5㎎
クラリシッド錠 50mg小児用
タナトリル錠 5
アメナリーフ錠200mg
グリメピリド錠3mg｢タナベ｣
タフィンラーカプセル75mg
アモキサン細粒 10%
グルファスト錠 10mg
タリムス点眼液0.1%
アリセプトD錠 10mg
グルベス配合OD錠
ダルメートカプセル15mg
アルサルミン細粒90%
クレナフィン爪外用液10%
チョコラＡ末
アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」 クロミッド錠50mg
ツムラ荊芥連翹湯ｴｷｽ顆粒50(2.5g)
アルンブリグ錠90mg
クロモグリク酸Na点鼻液2％「トーワ」 ツムラ小柴胡湯ｴｷｽ顆粒9(2.5g)
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯38(2.5g)
アレセンサカプセル150mg
ケアラム錠25mg
イーケプラドライシロップ50% コディオ配合錠ＥＸ
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒
イオウ・カンフルローション「東豊」 コバールトリイ静注用2000
ツムラ白虎加人参湯ｴｷｽ顆粒34
イクセロンパッチ13.5mg
コンバントリンドライシロップ100mg(100mg/1g包) ツムラ八味地黄丸ｴｷｽ顆粒7(2.5g)
ツムラ半夏白朮天麻湯ｴｷｽ顆粒37(2.5g)
イクセロンパッチ18mg
ザクラス配合錠ＨＤ
イクセロンパッチ4.5mg
ザクラス配合錠ＬＤ
ツムラ防已黄耆湯ｴｷｽ顆粒20(2.5g)
イソバイドシロップ70%分包30ml サノレックス錠 0.5mg
ディナゲスト錠0.5mg
イソプリノシン錠 400mg
サムスカOD錠30mg
ディビゲル1mg
イトラコナゾール内用液1%「ﾌｧｲｻﾞｰ」 サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg｢日医工｣ ディレグラ配合錠
イニシンク配合錠
ザルティア錠5mg
テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」
イノレット30R注
ザロンチンシロップ5%
テモダールカプセル20mg
イブランスカプセル25mg
サンディミュン内用液50mL
ドパゾール錠200mg
イミグラン点鼻液 20
ジゴシン錠0.125㎎
トピロリック錠20mg
イムブルビカカプセル140mg ジピリダモール錠25mg｢ﾄｰﾜ｣
トラゼンタ錠5㎎
イロクテイト静注用3000
シングレア細粒4mg
トレリーフOD錠25mg
インヴェガ錠 6mg
シングレア錠5mg
トロペロン錠1mg
ウチダのオウギ末Ｍ
スタレボ配合錠Ｌ１００
ナサニール点鼻液0.2%
ウブレチド点眼液 1%
スタレボ配合錠Ｌ５０
ナトリックス錠1mg
エースコール錠2mg
スチックゼノールＡ 40g
ナフトピジルOD錠25mg｢あすか｣
エキセメスタン錠25mg「NK」
スチバーガ錠40mg
ニュープロパッチ18mg
エクア錠 50mg
ストラテラカプセル40ｍｇ
ニュープロパッチ9mg

ニューレプチル細粒 10％
ニンラーロカプセル2.3ｍｇ
ネイリンカプセル100mg
ネオーラル内用液10%
ノボリン30Ｒ注フレックスペン
ノボリンＲ注 フレックスペン
ノリトレン錠 10mg
ノルスパンテープ10mg
ノルスパンテープ5mg
バイエッタ皮下注 10μgペン
ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL
ハイゼントラ20%皮下注4g/20ｍL
ハイペン錠200mg
ハイヤスタ錠10mg
ハルロピテープ24mg
ハルロピテープ32mg
ヒアレイン点眼液 0.1％
ビラノア錠20mg
ビラフトビカプセル50mg
ビラフトビカプセル75mg
ヒルドイドローション0.3%
ビルトリシド錠600mg
ヒルナミン錠50mg
ファムビル錠250mg
プラザキサカプセル75mg
フランドル錠２０ｍｇ
フリウェル配合錠ＵＬＤ「あすか」
プリモボラン錠5mg
フルタイド200ディスカス
フルタミド錠125mg｢ファイザー｣
プレミネント配合錠LD
プログラフ顆粒 0.2mg
プロペシア錠１ｍｇ
ベージニオ錠50mg
ベザトールＳＲ錠200mg
ベストロン耳鼻科用1%
ベストロン耳鼻科用1%
ベセルナクリーム 5%

ペンタサ顆粒94%(2000mg/包)
ボグリボースOD錠0.3mg｢サワイ｣
ボシュリフ錠100mg
ホスミシンS耳科用3%
ボノサップパック400
ボノテオ錠５０ｍｇ
ポラキス錠2mg
ボルタレンゲル1%

令和4年7月13日改訂
リキスミア皮下注300μg
リクシアナOD錠60mg
リスペリドン細粒１％「トーワ」
リスペリドン内用液1mg/mL｢ﾄｰﾜ｣2mL

リスモダンカプセル100mg
リベルサス錠14mg
リベルサス錠7mg
リボトリール錠1mg
ボンアルファハイﾛｰｼｮﾝ 20μg/g(10ｇ) リムパーザ錠100mg
ボンアルファハイ軟膏
リンヴォック錠15mg
ポンタールカプセル250mg
ルコナック爪外用液5%
マーデュオックス軟膏
ルパフィン錠10mg
マヴィレット配合錠
ルピアール坐薬 100mg
マクサルトRPD錠10mg
ルボックス錠50mg
マリゼブ錠25mg
ルリッド錠150
ミオカーム内服液33.3%
レキップCR錠8mg
ミカムロ配合錠ＡＰ
レクタブル2mg注腸フォーム
ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU レザルタス配合錠ＨＤ
ミニリンメルトOD錠120μg
レミニールOD錠12mg
ミラペックスLA錠0.375mg
レルパックス錠 20mg
ミラペックスLA錠1.5mg
レルミナ錠40mg
メキニスト錠0.5mg
ローブレナ錠100mg
メキニスト錠2mg
ロキソニンパップ 100mg（7枚/袋）
メクトビ錠15mg
ロトリガ粒状カプセル
メソトレキセート錠2.5mg
ロレルコ錠250mg
メタルカプターゼカプセル100mg ロンサーフ配合錠T15
メチエフ散10%
ロンサーフ配合錠T20
メトピロンカプセル250mg
ワーファリン錠0.5mg
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」

メプチン錠 50μg
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」

メルカゾール錠2.5mg
メンドンカプセル 7.5mg
モーラステープＬ40mg 7枚/袋
モーラスパップ 60mg(7枚/袋）
モーラスパップXR120mg(7枚/袋)
モーラスパップXR240mg
ヤーズフレックス配合錠
ベタフェロン皮下注用960万国際単位 ヤクバンテープ 60mg（7枚/袋）
ベラサスLA錠60μg
ユーエフティ配合カプセルT100
ペラゾリン細粒400mg
ユニシア配合錠HD
ベルソムラ錠２０ｍｇ
ユリス錠1mg
ヘルベッサー錠30
ラジレス錠 150mg
ペロスピロン塩酸塩錠８ｍｇ「アメル」 ラミクタール錠 100mg
ペンタサ錠250mg
リアルダ錠1200mg
ペンタサ顆粒94%(1000mg/包) リウマトレックスカプセル2mg

【患者限定】エキセメスタン錠25mg「NK」,サムスカ錠30㎎,チョコラA末,トピロリック錠20mg,バイエッタ皮下注10㎍ペン,ブリリンタ錠60mg,ベージニオ錠50mg,ペンタサ顆粒94%(1000mg/包),ラミシール錠125mg,タンフィラーカプセル75mg,メキニスト錠2mg,
※令和3年7月14日よりアピドラ注ソロスター、バイエッタ皮下注5μgペン、ヒューマログ中ミリオペン、ハイゼントラ20%皮下注2gは院外専用追加。アイラミド配合懸濁性点眼液、アレサガテープ4mg、8mg、アピドラ注100単位/1mLは中止。
※令和3年9月15日よりエナジア吸入用カプセル高用量、ゼビアックス油性クリーム2%、ニンラーロカプセル2.3㎎、リンヴォック錠15㎎、アドシルカ錠20㎎、エプクルーサ配合錠、カルグート錠10㎎、ゼンタコートカプセル3㎎、ベラサスLA錠60µg、ヘルベッサー錠30㎎、マヴィレット配合錠、
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200㎎「F」、ローブレナ錠100㎎、スミフェロン注DS300万IUは院外専用追加。キャブピリン配合錠は中止。
※令和3年11月10日よりダーブロック錠2㎎、イノレット30R注は院外専用追加。カンデサルタン錠12㎎「あすか」、ザファテック錠100㎎、チロナミン錠5µg、バイエッタ皮下注5µgペン300、ヒュミラ皮下注80㎎シリンジ0.8ｍLは中止。
※令和4年1月19日よりスプラマイシン錠150万単位は院外専用追加。
※令和4年３月９日よりオプスミット錠10mg、ハイヤスタ錠10mg、ゼストリル錠10mgは院外専用追加。
※令和4年5月18日よりエブリスディドライシロップ60mgは院外専用追加。トルツ皮下注80mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ、10%アプレゾリン散、ジクロフェナクNa・PF点眼液は中止。
※令和4年7月13日よりリスモダンカプセル100mgは院外専用追加。イリボーOD錠2.5μgは本採用。スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」、ロコルナール錠100mg、クリノリル錠100mgは中止。

