
属性 院内名 成分名 最新YJコード
内服 トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」 ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 1124007F1046
内服 ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 1124009F1371
内服 ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 1129007F1107
内服 バレリンシロップ5％ ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 1139004Q1089
内服 カロナール細粒20％ ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 1141007C1075
内服 カロナール錠200 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 1141007F1063
内服 ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 1149019F1625
内服 カルコーパ配合錠L100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ･ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 1169101F1154
内服 ピモベンダン錠1.25mg「TE」 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 2119006F1020
内服 メキシレート錠50 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 2129003F1022
内服 フロセミド錠20mg「NP」 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 2139005F1060
内服 フロセミド錠40mg「NP｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 2139005F2385
内服 ジヒデルゴット錠1mg ﾒｼﾙ酸ｼﾞﾋﾄﾞﾛｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 2160350F1269
内服 ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 塩酸ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ 2171008F1088
内服 ニトロペン舌下錠0.3mg ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ 2171018K1039
内服 アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2171022F3030
内服 アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 2171022F4036
内服 アーガメイト20％ゼリー25g ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 2190016Q2026
内服 ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 2190021F1364
内服 カルボシステイン錠250mg「トーワ」 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 2233002F1298
内服 カルボシステインDS50％「タカタ」 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 2233002R2037
内服 ムコサールドライシロップ1.5％ 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 2239001R1110
内服 バルギン消泡内用液2％ ｼﾞﾒﾁｺﾝｼﾛｯﾌﾟ 2318001Q1110
内服 ファモチジンOD錠20mg「トーワ」 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 2325003F4252
内服 レバミピド錠100mg「トーワ」 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 2329021F1218
内服 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 2329023F1071
内服 アズレン・グルタミン配合細粒「EMEC」 ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ･L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ 2329122C1052
内服 エクセラーゼ配合カプセル ｻﾅｸﾀｰｾﾞ配合剤 2339114M1033
内服 マグミット錠330mg 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 2344009F2031
内服 アシドレス配合内服液 水酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑ･水酸化ﾏｸﾞ 2349100X1182
内服 センノシド錠12mg「サワイ」 ｾﾝﾉｼﾄﾞ 2354003F2367
内服 シンラック錠2.5 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2359005F1137
内服 シンラック内用液0.75％ ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ 2359005S1232
内服 ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 2362001F2220
内服 カリジノゲナーゼ錠25単位「アメル」 ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 2491001F5161
内服 パンテチン細粒20％「KN」 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 3133001C1164
内服 パンテチン錠シオエ100 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 3133001F3074
内服 メチコバール錠500μg ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 3136004F2138
内服 ビタミンE錠50mg「NP｣ 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 3150002F1263
内服 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 3222013F1157
内服 シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 3399002F3039
内服 バイアスピリン錠100mg ｱｽﾋﾟﾘﾝ 3399007H1021
内服 アロシトール錠100mg ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 3943001F1365
内服 グリベンクラミド錠2.5mg「タイヨー」 ｸﾞﾘﾍﾞﾝｸﾗﾐﾄﾞ 3961003F2202
内服 グリメピリド錠1mg「トーワ」 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3961008F1250
内服 グリメピリド錠3mg「トーワ」 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 3961008F2256
内服 ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 3969004F3082
内服 ピアーレシロップ65％ ﾗｸﾂﾛｰｽ 3999001Q2066
内服 タスオミン錠10mg ｸｴﾝ酸ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ錠 4291003F1155
内服 塩酸バンコマイシン散0.5「MEEK」 塩酸ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ 6113001B1046
内服 エリスロマイシン錠200mg「サワイ」 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 6141002F2078
内服 リファンピシンカプセル150mg「サンド」 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 6164001M1186
内服 ハリゾンシロップ100mg／mL ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 6173001Q1055
内服 バロス発泡顆粒－S 5g 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ･酒石酸 7213014D1028
注射 1％プロポフォール注「マルイシ」　200mg　20ml ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ 1119402A1030
注射 1％プロポフォール注「マルイシ」 　1g　100ml ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ 1119402A3025
注射 エダラボン点滴静注液30mg「日医工」 ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ 1190401A1201
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注射 オリベス点滴用1％ 200ml ﾘﾄﾞｶｲﾝ 1214404A2027
注射 マスキュレート静注用10mg 臭化ﾍﾞｸﾛﾆｳﾑ 1229403F2030
注射 イブタント点滴静注100mg 塩酸ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ 2119402A1396
注射 カタボンHi注600mg 200ml 塩酸ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ 2119402P2077
注射 ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」 塩酸ﾄﾞﾌﾞﾀﾐﾝ 2119404A1140
注射 ミオコール点滴静注50mg ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ 2171403A7038
注射 プリンク注シリンジ5μg ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ 2190406G1023
注射 アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 ｱﾙｶﾞﾄﾛﾊﾞﾝ 2190408A1089
注射 グリセレブ点滴静注 200ml 濃ｸﾞﾘｾﾘﾝ･果糖 2190501A4092
注射 デキサート注射液1.65mg  0.5ml ﾘﾝ酸ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ 2454405H1032
注射 デキサート注射液6.6mg  2ml ﾘﾝ酸ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ 2454405H5038
注射 オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL 塩酸ﾘﾄﾞｶｲﾝ･ｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ 2710803U1044
注射 リメファー3B注射液 ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ･B6･B12配合剤 3179504A1175
注射 ビタジェクト注キット 高ｶﾛﾘｰ輸液用総合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 3179517G1035
注射 エレジェクト注シリンジ 塩化ﾏﾝｶﾞﾝ･硫酸亜鉛配合剤 3229501G1070
注射 ブドウ糖注50％シリンジ「テルモ」 20ml ﾌﾞﾄﾞｳ糖 3231400G9034
注射 ツインパル輸液 500ml ｱﾐﾉ酸･糖･電解質 3259518G1059
注射 イントラリポス注20％ 100ml ﾀﾞｲｽﾞ油 3299505A4045
注射 生食注シリンジ「テルモ」10mL（ルアーロック） 生理食塩液 3311402G7084
注射 大塚生食注2ポート100mL 生理食塩液 3311402G9036
注射 KCL注10mEqキット「テルモ」　10ml 塩化ｶﾘｳﾑ 3319402G3028
注射 塩化ナトリウム注10％シリンジ「テルモ」  20ml 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 3319403G1038
注射 ソルデム1輸液　500ml 開始液 3319500A3067
注射 ソルデム3A輸液 500ml 維持液 3319510A4083
注射 ソルデム3A輸液 200ml 維持液 3319510A5098
注射 ソルデム3AG輸液　500ml 維持液 3319511A4037
注射 ヘパリンCa皮下注2万単位／0.8mL「サワイ」 ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑ 3334400A3049
注射 ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」 ﾀﾞﾙﾃﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 3334403A2194
注射 レボホリナート点滴静注用25mg「ﾄｰﾜ」 ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ 3929407D1110
注射 レボホリナート点滴静注用100mg「ﾄｰﾜ」 ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ 3929407D2051
注射 注射用パナベート100 ﾒｼﾙ酸ｶﾞﾍﾞｷｻｰﾄ 3999403D1272
注射 オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」 ｵｻﾞｸﾞﾚﾙﾅﾄﾘｳﾑ 3999411A6078
注射 エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 4240403A2069
注射 クリダマシン注600mg ﾘﾝ酸ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ 6112401A2115
注射 アミカシン硫酸塩注射液200mg「F」 硫酸ｱﾐｶｼﾝ 6123402A3217
注射 ピペラシリンNa注用2g「トーワ」 ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 6131403D2248
注射 セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」 塩酸ｾﾌｫﾁｱﾑ 6132400F3184
注射 セファゾリンNa注射用1ｇ「タイヨー」 ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 6132401D3188
注射 セフメタゾールNa静注用1g「NP」 ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 6132408F3130
注射 セフタジジム静注用1g「マイラン」 ｾﾌﾀｼﾞｼﾞﾑ 6132418F2129
注射 セフトリアキソンナトリウム静注用1ｇ「日医工」 ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ 6132419F2140
注射 ホスホマイシンNa静注用2g「NP」 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 6135400F3208
注射 ワイスタール静注用1g ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ･ｾﾌｫﾍﾟﾗｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ 6139500F2160
注射 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ 6152401F1146
注射 ビクロックス点滴静注250mg ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 6250401A1069
注射 オイパロミン370注50ml ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ注射液 7219412A5075
注射 オイパロミン370注100ml ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ注射液 7219412A6080
注射 オイパロミン300注20ml ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ注射液 7219412A9070
注射 オイパロミン370注シリンジ100ml ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ注射液 7219412G7046
注射 オイパロミン370注シリンジ65mL ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ注射液 7219412P3032
注射 イオパーク300注シリンジ100ml ｲｵﾍｷｿｰﾙ注射液 7219415G3087
注射 プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」 酒石酸ﾌﾟﾛﾁﾚﾘﾝ 7223401A1120
注射 フルオレサイト静注500mg ﾌﾙｵﾚｾｲﾝ 7290402A2035
外用 キシロカインポンプスプレー8％ 80g ﾘﾄﾞｶｲﾝ 1214701R1050
外用 日点アトロピン点眼液1％ 硫酸ｱﾄﾛﾋﾟﾝ 1311706Q2022
外用 ティアバランス点眼液0.1％ ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 1319720Q3108
外用 オペリード HV0.85眼粘弾剤1% ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 1319720Q8142
外用 オペガードネオキット眼灌流液0.0184% ｵｷｼｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 1319731Q4030
外用 コリナコール点眼液 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ･ｺﾘｽﾁﾝ 1319802Q2039



外用 ビスコート0.5眼粘弾剤 0.5ml ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ･ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ1319816Q1034
外用 ポビドンヨードガーグル7％「メタル」 ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ 2260701F1336
外用 AZ含嗽用配合細粒「NP」 ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ･炭酸水素ﾅﾄﾘｳ 2260702F1063
外用 グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 ｸﾞﾘｾﾘﾝ 2357701K3043
外用 グリセリン浣腸「オヲタ」60 ｸﾞﾘｾﾘﾝ 2357701K6050
外用 グリセリン浣腸「オヲタ」120 ｸﾞﾘｾﾘﾝ 2357701K8045
外用 デキサルチン口腔用軟膏1mg／g  2g ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 2399706M1109
外用 SPトローチ0.25mg「明治」 塩化ﾃﾞｶﾘﾆｳﾑ 2399710E1046
外用 ネオヨジンスクラブ7.5% ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ 2612701Q1080
外用 ポビドンヨード液10％「メタル」 ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ 2612701Q3113
外用 消毒用エタIP「メタル」 消毒用ｴﾀﾉｰﾙ 2615705Q1102
外用 プリビーシー液0.02％ 塩化ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ 2616707Q1028
外用 プリビーシー液0.1％ 塩化ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ 2616707Q3020
外用 ハイポエタノール液２％「ヨシダ」 ﾁｵ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2619819X1106
外用 亜鉛華（10％）単軟膏「ヨシダ」 亜鉛華軟膏 2649710M2092
外用 MS温シップ「タイホウ」（２０ｇ×５枚） ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ･dl‐ｶﾝﾌﾙ･ﾄｳｶﾞﾗｼｴｷｽ 2649843S1039
外用 MS冷シップ「タイホウ」（２０ｇ×５枚） ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ･dl‐ｶﾝﾌﾙ･l‐ﾒﾝﾄｰﾙ 2649895S1028
外用 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット　ニューニッ 酸化ｾﾙﾛｰｽ 3325700S3023
外用 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット　綿型5.1cm 酸化ｾﾙﾛｰｽ 3325700X8022
外用 バロジェクトゾル100 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ 7212701K1020
外用 フローレス眼検査用試験紙０．７ｍｇ ﾌﾙｵﾛｾｲﾝﾅﾄﾘｳﾑ 7290703T1039


