
採用薬剤一覧
内用薬 ＭＳコンチン錠1０ｍｇ 1０ｍｇ１錠 モルヒネ硫酸塩水和物
内用薬 ＭＳコンチン錠３０ｍｇ ３０ｍｇ１錠 モルヒネ硫酸塩水和物
内用薬 ＰＬ配合顆粒 １ｇ ｻﾘﾁﾙｱﾐﾄﾞ，ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ，無水ｶﾌｪｲﾝ，ﾒﾁﾚﾝｼﾞｻ

ﾘﾁﾙ酸ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞｵﾝ
内用薬 Ｓ・アドクノン錠３０ ３０ｍｇ１錠 ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ
内用薬 アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ ２０％２５ｇ１個 ボリスチレンスルホン酸カルシウム
内用薬 アーチスト錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 カルベジロール
内用薬 アーチスト錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 カルベジロール
内用薬 アーテン錠（２ｍｇ） ２ｍｇ１錠 塩酸トリヘキシフェニジル

内用薬 アイトロール錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 硝酸イソソルビド
内用薬 アキネトン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ビペリデン塩酸塩
内用薬 アクトス錠１５ １５ｍｇ１錠 塩酸ピオグリタゾン
内用薬 アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン
内用薬 アシノン錠７５ｍｇ ７５ｍｇ１錠 ニザチジン
内用薬 アジルバ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 アジルサルタン
内用薬 アストミン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 リン酸ジメモルファン

内用薬 アスペノンカプセル１０ １０ｍｇ１カプセル アプリンジン塩酸塩
内用薬 アダラートＬ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ニフェジピン
内用薬 アデホスコーワ顆粒１０％ １０％１ｇ ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ
内用薬 アテレック錠５ ５ｍｇ１錠 シルニジピン
内用薬 アドソルビン原末 １０ｇ 天然ケイ酸アルミニウム
内用薬 アナフラニール錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 塩酸クロミプラン
内用薬 アベロックス錠４００ｍｇ ４００ｍｇ１錠 ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩
内用薬 アマリール１ｍｇ錠 １ｍｇ１錠 グリメピリド

内用薬 アマリール３ｍｇ錠 ３ｍｇ１錠 グリメピリド
内用薬 アミティーザカプセル２４μｇ ２４μｇ１カプセル ルビプロストン
内用薬 アミノレバンＥＮ配合散 １０ｇ アミノ酸,無機質,ビタミン,他
内用薬 アミユー配合顆粒 ２．５ｇ１包 L-ｲｿﾛｲｼﾝ,L-ﾛｲｼﾝ,塩酸ﾘｼﾞﾝ,L-ﾌｪﾆﾙｱﾗﾆﾝ他
内用薬 アモバン錠７．５ ７．５ｍｇ１錠 ゾピクロン
内用薬 アリセプトＤ錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 塩酸ドネペジル
内用薬 アリセプトＤ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 塩酸ドネペジル
内用薬 アルセノール錠２５ ２５ｍｇ１錠 アテノロール

内用薬 アルダクトンＡ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン
内用薬 アルドメット錠１２５ １２５ｍｇ１錠 メチルドパ
内用薬 アルロイドG内用液５％ １０ｍＬ薬価 ６００ｍＬ１本 アルギン酸ナトリウム
内用薬 アレグラ錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 塩酸フェキソフェナジン
内用薬 アレジオン錠１０ １０ｍｇ１錠 塩酸エピナスチン
内用薬 アレビアチン散１０％ １０％１ｇ フェニトイン
内用薬 アローゼン顆粒 ０．５ｇ１包 センナ・センナジツ
内用薬 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「Ｄ

ＳＰ」
５ｍｇ１錠 塩酸アロチノロール

内用薬 アンカロン錠１００ １００ｍｇ１錠 塩酸アミオダロン
内用薬 イーケプラ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 レベチラセタム
内用薬 イグザレルト錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 リバーロキサバン

内用薬 イグザレルト錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 リバーロキサバン
内用薬 イスコチン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 イソニアジド
内用薬 イソバイドシロップ７０％ ７０％１ｍＬ イソソルビド
内用薬 イトリゾールカプセル５０ ５０ｍｇ１カプセル イトラコナゾール
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内用薬 イトリゾール内用液１％ １％１ｍＬ イトラコナゾール
内用薬 イミグラン錠５０ ５０ｍｇ１錠 コハク酸スマトリプタン
内用薬 インデラル錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 塩酸プロプラノロール
内用薬 ウブレチド錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 臭化ジスチグミン
内用薬 ウラリット配合錠 １錠 ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ，ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
内用薬 ウルソ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸
内用薬 エースコール錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 塩酸テモカプリル
内用薬 エクセグラン散２０％ ２０％１ｇ ゾニサミド

内用薬 エディロールカプセル０．７５μｇ ０．７５μｇ１カプセル エルデカルシトール
内用薬 エパデールＳ６００ ６００ｍｇ１包 イコサペント酸エチル
内用薬 エビスタ錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 塩酸ラロキシフェン
内用薬 エビリファイ錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 アリピプラゾール
内用薬 エブトール２５０ｍｇ錠 ２５０ｍｇ１錠 エタンブトール（ＥＢ）
内用薬 エブランチルカプセル３０ｍｇ ３０ｍｇ１カプセル ウラピジル
内用薬 エホチール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 エチレフリン
内用薬 エリスロシンドライシロップ１０％ １００ｍｇ１ｇ エリスロマイシン（ＥＭ）

内用薬 エリスロシン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 エリスロマイシン（ＥＭ）
内用薬 エレンタール配合内用剤 １０ｇ L-ｲｿﾛｲｼﾝ,L-ﾛｲｼﾝ,L-ﾘｼﾞﾝ,Lﾒﾁｵﾆﾝ,ビタミン剤他
内用薬 エンシュア・Ｈ コーヒー味 １０ｍＬ ｶｾﾞｲﾝﾅﾄﾘｳﾑ,ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ,ﾄｳﾓﾛｺｼ油他
内用薬 エンシュア・Ｈ バニラ味 １０ｍＬ ｶｾﾞｲﾝﾅﾄﾘｳﾑ,ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ,ﾄｳﾓﾛｺｼ油他
内用薬 オキシコンチン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 オキシコドン塩酸塩水和物
内用薬 オキシコンチン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 オキシコドン塩酸塩水和物
内用薬 オキノーム散２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１包 オキシコドン塩酸塩水和物

内用薬 オパルモン錠５μｇ ５μｇ１錠 ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｯｸｽ
内用薬 オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 オルメサルタンメドキソミル
内用薬 ガスオール錠４０ｍｇ「陽進」 ４０ｍｇ１錠 ジメチルポリシロキサン
内用薬 ガスターＤ錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 ファモチジン
内用薬 ガストローム顆粒６６．７％ ６６．７％１ｇ エカベトナトリウム
内用薬 ガストログラフイン経口・注腸用 １ｍＬ ｱﾐﾄﾞﾄﾘｿﾞ酸，水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ，ﾒｸﾞﾙﾐﾝ
内用薬 ガスモチン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 クエン酸モサプリド
内用薬 カソデックス錠８０ｍｇ ８０ｍｇ１錠 ビタカルミド

内用薬 カチーフＮ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 フィトナジオン
内用薬 カディアンカプセル２０ｍｇ ２０ｍｇ１カプセル モルヒネ硫酸塩水和物
内用薬 カディアンスティック粒３０ｍｇ ３０ｍｇ１包 モルヒネ硫酸塩水和物
内用薬 カナマイシンカプセル２５０ｍｇ

「明治」
２５０ｍｇ１カプセル カナマイシン（ＫＭ）

内用薬 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍ
ｇ「日医工」

１００ｍｇ１錠 メシル酸カモスタット

内用薬 カルタンＯＤ錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 沈降炭酸カルシウム
内用薬 カルチコール末 １ｇ グルコン酸カルシウム

内用薬 カルデナリンＯＤ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩錠
内用薬 カルデナリンＯＤ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ドキサゾシンメシル酸塩錠
内用薬 カルナクリン錠５０ ５０単位１錠 カリジノゲナーゼ
内用薬 カルブロック錠８ｍｇ ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン
内用薬 カロナールシロップ２％ ２％１ｍＬ アセトアミノフェン
内用薬 カロナール錠２００ ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン
内用薬 キシロカインビスカス２％ ２％１ｍＬ 塩酸リドカイン
内用薬 キネダック錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット

内用薬 グラクティブ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 シタグリプチン
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内用薬 グラケーカプセル１５ｍｇ １５ｍｇ１カプセル メナテトレノン
内用薬 クラビット錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠（レボフロキサ

シンとして）
レボフロキサシン(LVFX)

内用薬 グラマリール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 塩酸チアプリド
内用薬 クラリス錠２００ ２００ｍｇ１錠 クラリスロマイシン（ＣＡＭ）

内用薬 クラリチン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ロラタジン
内用薬 グランダキシン錠５０ ５０ｍｇ１錠 トフィソパム
内用薬 グリチロン配合錠 １錠 ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸等
内用薬 グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ分

包
カリウム４ｍＥｑ１ｇ グルコン酸カリウム

内用薬 グルファスト錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ミチグリニドカルシウム
内用薬 クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン
内用薬 クレメジン細粒分包２ｇ １ｇ 球形吸着炭
内用薬 ケイキサレートドライシロップ７

６％
７６％１ｇ ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Na

内用薬 コートリル錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ヒドロコルチゾン
内用薬 コデインリン酸塩散１％「タケダ」 １％１ｇ コデインリン酸塩
内用薬 コメリアンコーワ錠５０ ５０ｍｇ１錠 塩酸ジラゼプ
内用薬 コンバントリン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 ピランテルパモ酸塩
内用薬 サアミオン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン
内用薬 ザイボックス錠６００ｍｇ ６００ｍｇ１錠 リネゾリド（LZD）

内用薬 サムスカ錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 トルバプタン
内用薬 サラゾピリン錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 サラゾスルファピリジン
内用薬 サワシリンカプセル２５０ ２５０ｍｇ１カプセル アモキシシリン（ＡＭＰＣ）
内用薬 サンリズムカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル 塩酸ピルジカイニド
内用薬 ジアゼパム錠２「サワイ」 ２ｍｇ１錠 ジアゼパム
内用薬 ジェニナック錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 ガレノキサシン（ＧＲＮＸ）
内用薬 シグマート錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 ニコランジル
内用薬 ジゴシン錠０．１２５ｍｇ ０．１２５ｍｇ１錠 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ

内用薬 ジスロマック錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン水和物（ＡＺＭ）
内用薬 ジフルカンカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル フルコナゾール
内用薬 ジプレキサザイディス錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 オランザピン
内用薬 シベノール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 コハク酸シベンゾリン
内用薬 シングレア錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 モンテルカストナトリウム
内用薬 シンメトレル錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 塩酸アマンタジン
内用薬 ストロメクトール錠３ｍｇ ３ｍｇ１錠 イベルメクチン
内用薬 スペリア錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 フドステイン

内用薬 スルピリン水和物「ヨシダ」 １ｇ ｽﾙﾋﾟﾘﾝ
内用薬 スローケー錠６００ｍｇ ６００ｍｇ１錠 塩化カリウム
内用薬 スロービッドカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル テオフィリン
内用薬 スロービッドカプセル２００ｍｇ ２００ｍｇ１カプセル テオフィリン
内用薬 ゼチーア錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 エゼチミブ
内用薬 セフゾンカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル セフジニル（ＣＦＤＮ）
内用薬 セララ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 エプレレノン
内用薬 セルベックスカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル テプレノン

内用薬 セレコックス錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 セレコキシブ
内用薬 セレジスト錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 タルチレリン水和物
内用薬 セレネース錠０．７５ｍｇ ０．７５ｍｇ１錠 ハロペリドール
内用薬 セロクエル２５ｍｇ錠 ２５ｍｇ１錠 フマル酸クエチアピン
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内用薬 セロクラール錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 酒石酸イフェンプロジル
内用薬 ソセゴン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 塩酸ペンタゾシン
内用薬 ソラナックス０．４ｍｇ錠 ０．４ｍｇ１錠 アルプラゾラム
内用薬 ソランタール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠
内用薬 ダイアート錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 アゾセミド
内用薬 ダイアモックス末 １ｇ アセタゾラミド
内用薬 タケプロンＯＤ錠１５ １５ｍｇ１錠 ランソプラゾール
内用薬 タナトリル錠５ ５ｍｇ１錠 イミダプリル

内用薬 タフマックＥ配合カプセル １カプセル ｼﾞｱｽﾒﾝ,ｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ,ｵﾉﾃｰｽ,ﾓﾙｼﾝ,ﾎﾞﾝﾗｰｾﾞ,ｾﾙﾛｼﾝA･
P,ﾊﾟﾝｸﾚｱﾁﾝ,ﾎﾟﾘﾊﾟｰｾﾞ,ｵﾉﾌﾟﾛｰｾﾞA

内用薬 タミフルカプセル７５ ７５ｍｇ１カプセル リン酸オセルタミビル
内用薬 タリオン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ペシル酸ベポタスチン

内用薬 ダントリウムカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル ダントロレンナトリウム
内用薬 タンナルビン「ホエイ」 １ｇ タンニン酸アルブミン
内用薬 タンボコール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 フレカイニド
内用薬 チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ

「サワイ」
１０ｍｇ１カプセル 臭化チキジウム

内用薬 チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ
「サワイ」

１００ｍｇ１錠 塩酸チクロピジン

内用薬 チザニジン錠１ｍｇ「サワイ」 １ｍｇ１錠 チザニジン塩酸塩
内用薬 チャンピックス錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 バニレクリン

内用薬 チラーヂンＳ錠５０μｇ ５０μｇ１錠 レボチロキシンナトリウム
内用薬 ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 生薬成分省略
内用薬 ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス

顆粒（医療用）
１ｇ 生薬成分省略

内用薬 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療
用）

１ｇ 生薬成分省略

内用薬 ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） １ｇ タクシャ、ソウジュツ、チョレイ、ブクリョ
ウ、ケイヒ

内用薬 ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療
用）

１ｇ 生薬成分省略

内用薬 ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療
用）

１ｇ サイコ、ハンゲ、オウゴン、タイソウ、ニン
ジン、カンゾウ、ショウキョウ

内用薬 ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療
用）

１ｇ 生薬成分省略

内用薬 ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 生薬成分省略
内用薬 ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 生薬成分省略
内用薬 ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療

用）
１ｇ 生薬成分省略

内用薬 ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療
用）

１ｇ 生薬成分省略

内用薬 ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） １ｇ 生薬成分省略

内用薬 ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療
用）

１ｇ 生薬成分省略

内用薬 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療
用）

１ｇ 生薬成分省略

内用薬 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療
用）

１ｇ 生薬成分省略

内用薬 ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療
用）

１ｇ 生薬成分省略

内用薬 ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） １ｇ 生薬成分省略
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内用薬 ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療
用）

１ｇ 生薬成分省略

内用薬 ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） １ｇ 生薬成分省略
内用薬 ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療

用）
１ｇ 生薬成分省略

内用薬 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療
用）

１ｇ ｼｬｸﾔｸ、ｶﾝｿﾞｳ

内用薬 テグレトール錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 カルバマゼピン
内用薬 テトラミド錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 塩酸ミアンセリン
内用薬 デパス錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム
内用薬 テルバンスＤＳ２０％ ２０％１ｇ テオフィリン
内用薬 テルペラン錠５ ５ｍｇ１錠 メトクロプラミド
内用薬 ドグマチール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 スルピリド
内用薬 トピナ錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 トピラマート

内用薬 ドプスＯＤ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 ドロキシドパ
内用薬 ドラール錠１５ １５ｍｇ１錠 クアゼパム
内用薬 トラゼンタ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 リナグリプチン
内用薬 トラムセット配合錠 １錠 トラマドール・アセトアミノフェン
内用薬 トランサミンカプセル２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１カプセル トラネキサム酸
内用薬 トレーランＧ液７５ｇ ２２５ｍＬ１瓶 デンプン部分加水分解物(ﾌﾞﾄﾞｳ糖に換算して

75g)
内用薬 トレドミン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 塩酸ミルナシプラン
内用薬 ドンペリドン錠１０ｍｇ「日医工」 １０ｍｇ１錠 ドンペリドン
内用薬 ナイキサン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 ナプロキセン
内用薬 ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ ０．１ｍｇ１錠 塩酸ラモセトロン
内用薬 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ ０．３ｍｇ１錠 ニトログリセリン

内用薬 ニフレック配合内用剤（バッグ） １袋 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ,塩化ｶﾘｳﾑ,炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ,無水硫酸
ﾅﾄﾘｳﾑ

内用薬 ネオドパストン配合錠Ｌ１００ １錠 レボドパ,カルビドパ
内用薬 ネオバルギンＨＤ ９８．６％１０ｇ 硫酸バリウム

内用薬 ノイロトロピン錠４単位 ４単位１錠 ﾜｸｼﾆｱｳｨﾙｽ接種家兎炎症皮膚抽出液
内用薬 ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン
内用薬 ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 アムロジピン
内用薬 ノルバデックス錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 クエン酸タモキシフェン
内用薬 パーロデル錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 メシル酸ブロモクリプチン
内用薬 バイアスピリン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 アスピリン
内用薬 ハイシー顆粒２５％ ２５％１ｇ アスコルビン酸
内用薬 パキシル錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 パロキセチン

内用薬 バクタ配合錠 １錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ（ＳＴ）
内用薬 ハッカ油「ニッコー」 １ｍＬ メントール(総ﾒﾝﾄｰﾙ50%以上)
内用薬 バップフォー錠１０ １０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン
内用薬 バナン錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 セフポドキシム(CPDX-PR)
内用薬 バファリン配合錠Ａ８１ ８１ｍｇ１錠 アセチルサリチル酸,ダイアルミネート
内用薬 パリエット錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 ラベプラゾール
内用薬 ハルナールＤ錠０．２ｍｇ ０．２ｍｇ１錠 塩酸タムスロシン
内用薬 バルプロ酸ナトリウム細粒２０％

「ＥＭＥＣ」
２０％１ｇ バルプロ酸ナトリウム

内用薬 バレリン錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム
内用薬 バロス消泡内用液２％ ３００ｍＬ１本 ジメチコン
内用薬 バロス発泡顆粒 ５ｇ１本 炭酸水素ナトリウム,酒石酸
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内用薬 パンクレアチン １ｇ ﾊﾟﾝｸﾚｱﾁﾝ
内用薬 パントシン散２０％ ２０％１ｇ パンテチン
内用薬 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ ０．１２５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩
内用薬 ビオフェルミンＲ散 １ｇ 耐性乳酸菌
内用薬 ビタノイリンカプセル５０ １カプセル ﾋﾞﾀﾐﾝB1･B2･B6･B12配合剤
内用薬 ピドキサール錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 ピリドキサールリン酸
内用薬 ピモベンダン錠０．６２５ｍｇ「Ｔ

Ｅ」
０．６２５ｍｇ１錠 ピモベンダン

内用薬 ヒルナミン錠（５ｍｇ） ５ｍｇ１錠 レボメプロマジン
内用薬 ピレスパ錠２００ｍｇ ２００ｍｇ１錠 ピルフェニドン
内用薬 ファムビル錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル
内用薬 ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／

ｍＬ
１００ｍｇ１ｍＬ アムホテリシンＢ

内用薬 フェノバール散１０％ １０％１ｇ フェノバルビタール
内用薬 フェブリク錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 フェブキソスタット
内用薬 フェロベリン配合錠 １錠 ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ、ｹﾞﾝﾉｼｮｳｺ
内用薬 フェロミア錠５０ｍｇ 鉄５０ｍｇ１錠 クエン酸第一鉄ナトリウム

内用薬 フォリアミン錠 ５ｍｇ１錠 葉酸
内用薬 フスコデ配合錠 １錠 ｺﾃﾞｲﾝ･抗ﾋｽ･ﾒﾁｴﾌ
内用薬 ブスコパン錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 臭化ブチルスコポラミン
内用薬 プラビックス錠７５ｍｇ ７５ｍｇ１錠 クロピドグレル
内用薬 フラベリック錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 リン酸ベンプロペリン
内用薬 プリモボラン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 メテノロン酢酸エステル
内用薬 フルイトラン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ
内用薬 プルゼニド錠１２ｍｇ １２ｍｇ１錠 センノシド

内用薬 フルツロンカプセル２００ ２００ｍｇ１カプセル ドキシフルリジン
内用薬 プレタールＯＤ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 シロスタゾール
内用薬 プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） １ｍｇ１錠 プレドニゾロン
内用薬 プレドニン錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 プレドニゾロン
内用薬 プロサイリン錠２０ ２０μｇ１錠 ベラプロストナトリウム
内用薬 プロマックＤ錠７５ ７５ｍｇ１錠 ポラプレジンク
内用薬 フロリネフ錠０．１ｍｇ ０．１ｍｇ１錠 フルドロコルチゾン酢酸エステル

内用薬 ベイスンＯＤ錠０．３ ０．３ｍｇ１錠 ボグリボース
内用薬 ベゲタミン－Ｂ配合錠 １錠 ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝﾌ・ﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝ・ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ
内用薬 ベネット錠１７．５ｍｇ １７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸ナトリウム
内用薬 ペルサンチン錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール
内用薬 ベルソムラ錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 スボレキサント
内用薬 ヘルベッサー錠３０ ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム
内用薬 ホスレノール顆粒分包２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１包 炭酸ランタン水和物
内用薬 ポララミン錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

内用薬 ポリフル錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 ポリカルボフィルカルシウム
内用薬 マーズレンＳ配合顆粒 １ｇ
内用薬 マイスタン細粒１％ １％１ｇ クロバザム
内用薬 マイスリー錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 酒石酸ゾルピデム
内用薬 マドパー配合錠 １錠 レボドパ(100mg),塩酸ベンセラジド

(25mg)
内用薬 ミオナール錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 塩酸エペリゾン
内用薬 ミカルディス錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 テルミサルタン
内用薬 ミコブティンカプセル１５０ｍｇ １５０ｍｇ１カプセル リファブチン
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内用薬 ミノマイシンカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル 塩酸ミノサイクリン（MINO）
内用薬 ミヤＢＭ錠 １錠 酪酸菌(宮入菌)20mg
内用薬 ミンクリア内用散布液０．８％「あ

すか」
２０ｍＬ１筒 ｌ-メントール

内用薬 ムコスタ錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 レバミピド

内用薬 ムコソルバン錠１５ｍｇ １５ｍｇ１錠 アンブロキソール
内用薬 ムコダイン錠５００ｍｇ ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン
内用薬 メイラックス錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル
内用薬 メインテート錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩
内用薬 メキシチールカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル 塩酸メキシレチン
内用薬 メキシチールカプセル５０ｍｇ ５０ｍｇ１カプセル 塩酸メキシレチン
内用薬 メコバラミン錠５００μｇ ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン

内用薬 メスチノン錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 ピリドスチグミン
内用薬 メトグルコ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 メトホルミン
内用薬 メトリジンＤ錠２ｍｇ ２ｍｇ１錠 ミドドリン
内用薬 メバロチン錠１０ １０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム
内用薬 メバロチン錠５ ５ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム
内用薬 メマリーＯＤ錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 メマンチン
内用薬 メマリーＯＤ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 メマンチン
内用薬 メリスロン錠６ｍｇ ６ｍｇ１錠 メシル酸ベタヒスチン

内用薬 メルカゾール錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 チアマゾール
内用薬 モニラック原末 １ｇ ラクツロース
内用薬 モルヒネ塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳ

Ｐ」
１０ｍｇ１錠 ﾓﾙﾋﾈ塩酸塩

内用薬 ユービット錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 尿素(13Ｃ)

内用薬 ユーロジン２ｍｇ錠 ２ｍｇ１錠 エスタゾラム
内用薬 ユナシン錠３７５ｍｇ ３７５ｍｇ１錠 トシル酸スルタミシリン（ＳＢＴＰＣ）
内用薬 ユベラＮカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ
内用薬 ラキソベロン錠２．５ｍｇ ２．５ｍｇ１錠 ピコスルファートナトリウム
内用薬 ラキソベロン内用液０．７５％ ０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム
内用薬 ラコールＮＦ配合経腸用液（コーヒ

ーフレーバー）
１０ｍＬ ２００ｍＬ乳カゼイン,分離大豆たんぱく質,

ビタミン剤他
内用薬 ラコールＮＦ配合経腸用液（ミルク

フレーバー）
１０ｍＬ ２００ｍＬ乳カゼイン,分離大豆たんぱく質,

ビタミン剤他

内用薬 ラシックス錠２０ｍｇ ２０ｍｇ１錠 フロセミド
内用薬 ラミクタール錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 ラモトリギン
内用薬 ラミシール錠１２５ｍｇ １２５ｍｇ１錠 塩酸テルビナフィン
内用薬 リーゼ錠５ｍｇ ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム
内用薬 リーバクト配合顆粒 ４．１５ｇ１包 L-ｲｿﾛｲｼﾝ，L-ﾛｲｼﾝ，L-ﾊﾞﾘﾝ
内用薬 リウマトレックスカプセル２ｍｇ ２ｍｇ１カプセル メトトレキサート
内用薬 リオナ錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 クエン酸第二鉄水和物

内用薬 リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ ０．１％１ｍＬ リスペリドン
内用薬 リズミック錠１０ｍｇ １０ｍｇ１錠 メチル硫酸アメジニウム
内用薬 リスモダンカプセル１００ｍｇ １００ｍｇ１カプセル リン酸ジソピラミド
内用薬 リバロＯＤ錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ピタバスタチンCa
内用薬 リピディル錠８０ｍｇ ８０ｍｇ１錠 フェノフィブラート
内用薬 リファンピシンカプセル１５０ｍｇ

「サンド」
１５０ｍｇ１カプセル リファンピシン

内用薬 リボトリール錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 クロナゼパム
内用薬 リマチル錠５０ｍｇ ５０ｍｇ１錠 ブシラミン
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内用薬 リリカカプセル２５ｍｇ ２５ｍｇ１カプセル ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ
内用薬 リリカカプセル７５ｍｇ ７５ｍｇ１カプセル ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ
内用薬 レグパラ錠２５ｍｇ ２５ｍｇ１錠 シナカルセト
内用薬 レナジェル錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 塩酸セベラマー
内用薬 レミッチカプセル２．５μｇ ２．５μｇ１カプセル ナルフラフィン塩酸塩
内用薬 レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム
内用薬 ロキソニン錠６０ｍｇ ６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンナトリウム
内用薬 ロゼレム錠８ｍｇ ８ｍｇ１錠 ラメルテオン

内用薬 ロヒプノール錠１ １ｍｇ１錠 フルニトラゼパム
内用薬 ロペミンカプセル１ｍｇ １ｍｇ１カプセル 塩酸ロペラミド
内用薬 ワーファリン錠０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 ワルファリンカリウム
内用薬 ワーファリン錠１ｍｇ １ｍｇ１錠 ワルファリンカリウム
内用薬 ワソラン錠４０ｍｇ ４０ｍｇ１錠 塩酸ベラパミル
内用薬 ワンアルファ錠０．５?ｇ ０．５μｇ１錠 アルファカルシドール
内用薬 塩酸バンコマイシン散０．５「ＭＥ

ＥＫ」
５００ｍｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩（VCM）

内用薬 酸化マグネシウム原末「マルイシ」 １０ｇ 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ
内用薬 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ケ

ンエー」
３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム

内用薬 精製水 １０ｍＬ セイセイスイ
内用薬 炭酸水素ナトリウム ８０８．５ｇ ８０８．５ｇ 炭酸水素ナトリウム
内用薬 炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」 

（結晶状）
１０ｇ 炭酸水素ナトリウム

内用薬 乳糖水和物「ケンエー」 １０ｇ 乳糖
内用薬 膵外分泌機能検査用ＰＦＤ内服液５

００ｍｇ
５％１０ｍＬ１管 ベンチロミド

注射薬 １％ディプリバン注 ２００ｍｇ２０ｍＬ１管 プロポフォール２０ｍＬ
注射薬 ２０％マンニットール注射液「Ｙ

Ｄ」
２０％３００ｍＬ１瓶 Dｰマンニトール

注射薬 ＥＬ－３号輸液 ５００ｍＬ１袋 ﾌﾞﾄﾞｳ糖,塩化ﾅﾄﾘｳﾑ,塩化ｶﾘｳﾑ,Ｌ-乳酸ﾅﾄﾘｳﾑ

注射薬 ＫＣＬ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ １モル２０ｍＬ１管 １メック 塩化カリウム２０ｍＬ
注射薬 ＫＮ３号輸液 ２００ｍＬ１袋 ２００ｍＬﾌﾞﾄﾞｳ糖,乳酸ﾅﾄﾘｳﾑetc
注射薬 アキネトン注射液５ｍｇ ０．５％１ｍＬ１管 乳酸ビペリデン
注射薬 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ

「ＰＰ」
２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル

注射薬 アスパラカリウム注１０ｍＥｑ １７．１２％１０ｍＬ１管 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸K
注射薬 アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ

／ｍｌ）
２．５％１ｍＬ１管 塩酸ヒドロキシジン

注射薬 アデホス－Ｌコーワ注４０ｍｇ ４０ｍｇ１管 ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ

注射薬 アドナ注（静脈用）１００ｍｇ ０．５％２０ｍＬ１管 ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ酸Na
注射薬 アトロピン注０．０５％シリンジ

「テルモ」
０．０５％１ｍＬ１筒 硫酸アトロピン

注射薬 アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ ２５ｍｇ１管 塩酸クロルプラミン
注射薬 アネキセート注射液０．５ｍｇ ０．５ｍｇ５ｍＬ１管 フルマゼニル

注射薬 アミカシン硫酸塩注射用１００ｍｇ
「日医工」

１００ｍｇ１瓶 ｱﾐｶｼﾝ（AMK）

注射薬 アミグランド輸液 ５００ｍＬ１キット ｱﾐﾉ酸ﾋﾞﾀﾐﾝB1電解質液５００ｍＬ
注射薬 アミサリン注２００ｍｇ １０％２ｍＬ１管 塩酸プロカインアミド

注射薬 アミノフィリン注２５０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

２．５％１０ｍＬ１管 アミノフィリン

注射薬 アミノレバン点滴静注 ２００ｍＬ１袋 アミノ酸輸液 ２００ｍＬ
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注射薬 アミパレン輸液 ２００ｍＬ１袋 総合アミノ酸製剤２００ｍＬ
注射薬 アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ ５０ｍｇ１瓶 ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝBﾘﾎﾟｿｰﾑ
注射薬 アルツディスポ関節注２５ｍｇ １％２．５ｍＬ１筒 ヒアルロン酸ナトリウム
注射薬 アレビアチン注２５０ｍｇ ５％５ｍＬ１管 フェニトインナトリウム
注射薬 イオパーク３００注シリンジ１００

ｍＬ
６４．７１％１００ｍＬ１筒 イオヘキソール１００ｍＬ

注射薬 イノレット３０Ｒ注 ３００単位１キット
注射薬 インジゴカルミン注２０ｍｇ「第一

三共」
０．４％５ｍＬ１管 インジゴカルミン

注射薬 イントラリポス輸液２０％ ２０％１００ｍＬ１袋 ダイズ油 １００ｍＬ
注射薬 インフルエンザＨＡワクチン「ビケ

ンＨＡ」
１ｍＬ１本

注射薬 インフルエンザＨＡワクチンフルー
ビックＨＡシリンジ

０．５ｍＬ１筒

注射薬 ウロキナーゼ注「フジ」６０，００
０

６０，０００単位１瓶 ウロキナーゼ

注射薬 ウログラフイン注６０％ ６０％２０ｍＬ１管 ｱﾐﾄﾞﾄﾘｿﾞ酸,ﾅﾄﾘｳﾑﾒｸﾞﾙﾐﾝ
注射薬 ウロナーゼ静注用６万単位 ６０，０００単位１瓶 ウロキナーゼ
注射薬 エホチール注１０ｍｇ １％１ｍＬ１管 塩酸エチレフリン
注射薬 エルカルチンＦＦ静注１０００ｍｇ １，０００ｍｇ５ｍＬ１管 レボカルニチン
注射薬 エルシトニン注２０Ｓディスポ ２０エルカトニン単位１ｍＬ１

筒
エルカトニン

注射薬 エンブレル皮下注５０ｍｇシリンジ
１．０ｍＬ「ファイザー」

５０ｍｇ１ｍＬ１筒

注射薬 オキサロール注１０μｇ １０μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール
注射薬 オキサロール注２．５μｇ ２．５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール
注射薬 オキサロール注５μｇ ５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール
注射薬 オムニパーク３００注５０ｍＬ ６４．７１％５０ｍＬ１瓶 イオヘキソール
注射薬 オリベス点滴用１％ １％２００ｍＬ１袋 塩酸リドカイン
注射薬 ガスター注射液２０ｍｇ ２０ｍｇ２ｍＬ１管 ファモチジン
注射薬 カルチコール注射液８．５％５ｍＬ ８．５％５ｍＬ１管 グルコン酸カルシウム
注射薬 キシロカイン注ポリアンプ１％ １％１０ｍＬ１管 塩酸リドカイン

注射薬 キシロカイン注射液「１％」エピレ
ナミン（１：１００，０００）含有

１％１０ｍＬバイアル ﾘﾄﾞｶｲﾝ・ｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ

注射薬 キリット注５％ ５％５００ｍＬ１袋 ５％キシリトール５００ｍＬ
注射薬 キンダリー透析剤４Ｅ ２袋１組 人工腎臓用透析液

注射薬 キンダリー透析剤ＡＦ３号 ６Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム
液付）

人工腎臓用透析液

注射薬 キンダリー透析剤ＡＦ４号 ６Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム
液付）

人工腎臓用透析液

注射薬 クリアクター静注用１６０万 １６０万国際単位１瓶 モンテプラーゼ
注射薬 クリアクター静注用８０万 ８０万国際単位１瓶 モンテプラーゼ
注射薬 グリセオール注 ２００ｍＬ１袋 濃グリセリン,果糖
注射薬 グルカゴン注射用１単位「Ｆ」 １Ｕ．Ｓ．Ｐ．単位１瓶（溶解

液付）
グルカゴン

注射薬 グロブリン筋注１５００ｍｇ／１０
ｍＬ「ベネシス」

１５０ｍｇ１ｍＬ ガンマグロブリン

注射薬 ケイツーＮ静注１０ｍｇ １０ｍｇ１管 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ
注射薬 ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水

懸注４０ｍｇ／１ｍＬ
４０ｍｇ１瓶 ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ水性懸濁液

注射薬 コアテック注５ｍｇ ５ｍｇ５ｍＬ１管 オルプリノン
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注射薬 コアヒビター注射用１００ｍｇ １００ｍｇ１瓶 メシル酸ナファモスタット
注射薬 コアヒビター注射用１０ｍｇ １０ｍｇ１瓶 メシル酸ナファモスタット
注射薬 コアヒビター注射用５０ｍｇ ５０ｍｇ１瓶 メシル酸ナファモスタット
注射薬 コントミン筋注１０ｍｇ ０．５％２ｍＬ１管 塩酸クロルプロマジン
注射薬 ザイボックス注射液６００ｍｇ ６００ｍｇ３００ｍＬ１袋 リネゾリド（ＬＺＤ）
注射薬 サブラッド血液ろ過用補充液ＢＳＧ ２０２０ｍＬ１キット 人工腎臓用透析液２０２０ｍＬ
注射薬 ジェムザール注射用１ｇ １ｇ１瓶 ゲムシタビン
注射薬 ジェムザール注射用２００ｍｇ ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン

注射薬 ジゴシン注０．２５ｍｇ ０．０２５％１ｍＬ１管 ジゴキシン
注射薬 シプロキサン注４００ｍｇ ４００ｍｇ２００ｍＬ１袋 シプロフロキサシン（ＣＰＦＸ）
注射薬 スルペラゾンキット静注用１ｇ （１ｇ）１キット（生理食塩液

１００ｍＬ付）
ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑ・ｾﾌｫﾍﾟﾗｿﾞﾝ（ＳＢＴ/ＣＰＺ）

注射薬 セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバ
ッグ「オーツカ」

１ｇ１キット（生理食塩液１０
０ｍＬ付）

セファゾリンナトリウム（CEZ）

注射薬 セフメタゾン筋注用０．５ｇ ５００ｍｇ１瓶（溶解液付） セフメタゾール
注射薬 セルシン注射液１０ｍｇ １０ｍｇ１管 ジアゼパム
注射薬 セレネース注５ｍｇ ０．５％１ｍＬ１管 ハロペリドール

注射薬 ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5 （４．５ｇ）１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑNa・PIPC

注射薬 ゾラデックス３．６ｍｇデポ ３．６ｍｇ１筒（ゴセレリンと
して）

酢酸ゴセレリン

注射薬 ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ １０．８ｍｇ１筒（ゴセレリン
として）

酢酸ゴセレリン

注射薬 ソリタ－Ｔ１号輸液 ５００ｍＬ１袋 ﾌﾞﾄﾞｳ糖,塩化ﾅﾄﾘｳﾑ,塩化ｶﾘｳﾑ,Ｌ-乳酸ﾅﾄﾘｳﾑ
注射薬 ソル・コーテフ静注用５００ｍｇ ５００ｍｇ１瓶（溶解液付） ｺﾊｸ酸ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ
注射薬 ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ １２５ｍｇ１瓶（溶解液付） ｺﾊｸ酸ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝﾅﾄﾘｳﾑ
注射薬 ソル・メドロール静注用４０ｍｇ ４０ｍｇ１瓶（溶解液付） ｺﾊｸ酸ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝﾅﾄﾘｳﾑ
注射薬 ソル・メドロール静注用５００ｍｇ ５００ｍｇ１瓶（溶解液付） ｺﾊｸ酸ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝﾅﾄﾘｳﾑ
注射薬 ソルダクトン静注用２００ｍｇ ２００ｍｇ１管 カンレノ酸カリウム
注射薬 ソルラクトＤ輸液 ５００ｍＬ１袋 乳酸リンゲル､ブドウ糖５００ｍＬ

注射薬 タケプロン静注用３０ｍｇ ３０ｍｇ１瓶 ランソプラゾール
注射薬 ダラシンＳ注射液６００ｍｇ ６００ｍｇ１管 リン酸クリンダマイシン（ＣＬＤＭ）
注射薬 チエナム点滴静注用キット０．５ｇ ５００ｍｇ１キット（生理食塩

液１００ｍＬ付）
ｲﾐﾍﾟﾈﾑｼﾗｽﾀﾁﾝ（IPM/CS）

注射薬 チオクト酸注２５ｍｇ「日新」 ０．５％５ｍＬ１管 チオクト酸

注射薬 チョコラＡ筋注５万単位 ５万単位１管 ﾋﾞﾀﾐﾝA
注射薬 デスフェラール注射用５００ｍｇ ５００ｍｇ１瓶 メシル酸デフェロキサミン
注射薬 デトキソール静注液２ｇ １０％２０ｍＬ１管 チオ硫酸ナトリウム
注射薬 ドパストン静注２５ｍｇ ０．２５％１０ｍＬ１管 レボドパ
注射薬 ドブトレックス注射液１００ｍｇ １００ｍｇ１管 塩酸ドブタミン
注射薬 ドプラム注射液４００ｍｇ ２０ｍｇ１ｍＬバイアル
注射薬 トランサミン注５％ ５％５ｍＬ１管 トラネキサム酸
注射薬 ドルミカム注射液１０ｍｇ １０ｍｇ２ｍＬ１管 ミダゾラム

注射薬 トレシーバ注フレックスタッチ ３００単位１キット インスリンデグルデク
注射薬 ニコリンＨ注射液１ｇ ２５％４ｍＬ１管 シチコリン
注射薬 ニューモバックスＮＰ ０．５ｍＬ１瓶 肺炎球菌ﾎﾟﾘｻｯｶﾗｲﾄﾞ
注射薬 ネオアミユー輸液 ２００ｍＬ１袋 総合アミノ酸注射液２００ｍＬ
注射薬 ネオラミン・スリービー液（静注

用）
１０ｍＬ１管 ﾁｱﾐﾝ･ﾋﾞﾘﾄﾞｷｼﾝ･ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ

注射薬 ネスプ注射液１０μｇプラシリンジ １０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)
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注射薬 ネスプ注射液１２０μｇプラシリン
ジ

１２０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)

注射薬 ネスプ注射液１５μｇプラシリンジ １５μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)
注射薬 ネスプ注射液２０μｇプラシリンジ ２０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)
注射薬 ネスプ注射液３０μｇプラシリンジ ３０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)

注射薬 ネスプ注射液４０μｇプラシリンジ ４０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)
注射薬 ネスプ注射液５μｇプラシリンジ ５μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)
注射薬 ネスプ注射液６０μｇプラシリンジ ６０μｇ０．５ｍＬ１筒 ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)
注射薬 ノイアート静注用１５００単位 １，５００単位１瓶（溶解液

付）
乾燥濃縮人アンチトロンビンIII

注射薬 ノイアート静注用５００単位 ５００単位１瓶（溶解液付） 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
注射薬 ノイロトロピン注射液３．６単位 ３ｍＬ１管 ﾜｸｼﾆｱｳｨﾙｽ接種家兎炎症皮膚抽出液
注射薬 ノバスタンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ １０ｍｇ２ｍＬ１管 アルガトロバン
注射薬 ノボラピッド注 フレックスタッチ ３００単位１キット インスリンアナログ
注射薬 ノルアドリナリン注１ｍｇ ０．１％１ｍＬ１管 dlｰノルエピネフリン
注射薬 パーサビブ静注透析用２．５ｍｇ 2.５ｍｇ１バイアル エテルカルセチド
注射薬 パーサビブ静注透析用５ｍｇ ５ｍｇ１バイアル エテルカルセチド

注射薬 ハーセプチン注射用１５０ １５０ｍｇ１瓶（溶解液、希釈
液付）

トラスツマブ

注射薬 ハイカリックＲＦ輸液 ５００ｍＬ１袋 ﾌﾞﾄﾞｳ糖,塩化ﾅﾄﾘｳﾑ,塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ,ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾙｼｳ
ﾑ,L-乳酸ﾅﾄｲｳﾑ液,硫酸亜鉛

注射薬 ハベカシン注射液１００ｍｇ １００ｍｇ２ｍＬ１管 硫酸アルベカシン（ＡＢＫ）
注射薬 パンスポリン静注用１ｇバッグＳ １ｇ１キット（生理食塩液１０

０ｍＬ付）
セフォチアム塩酸塩（ＣＴＭ）

注射薬 パントール注射液２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１管 パンテノール
注射薬 ハンプ注射用１０００ １，０００μｇ１瓶 カルペリチド
注射薬 ビーシー注５００ ５００ｍｇ１管 アスコルビン酸
注射薬 ビクトーザ皮下注１８ｍｇ ３００ｍｇ１筒 リラグルチド
注射薬 ピシバニール注射用０．５ＫＥ ０．５ＫＥ１瓶（溶解液付） ｽﾄﾚﾌﾟﾄｺｯｸｽ・ﾋﾟｵｹﾞﾈｽ(A群３型）Su株ﾍﾟﾆｼﾘﾝ

処理凍結乾燥粉末
注射薬 ピシバニール注射用５ＫＥ ５ＫＥ１瓶（溶解液付） ｽﾄﾚﾌﾟﾄｺｯｸｽ・ﾋﾟｵｹﾞﾈｽ(A群３型）Su株ﾍﾟﾆｼﾘﾝ

処理凍結乾燥粉末

注射薬 ヒシファーゲン配合静注 ２０ｍＬ１管 ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ,L-ｼｽﾃｲﾝ,ｱﾐﾉ酢酸
注射薬 ビソルボン注４ｍｇ ０．２％２ｍＬ１管 塩酸ブロムヘキシン
注射薬 ヒューマリンＲ注１００単位／１ｍ

Ｌ
１０００単位１瓶 生合成ヒトインスリン

注射薬 ビリスコピン点滴静注５０ １０．５５％１００ｍＬ１瓶 イオトロクス酸メグルミン
注射薬 ヒルトニン０．５ｍｇ注射液 ０．５ｍｇ１管 プロチレリン酒石酸塩水和物
注射薬 ファーストシン静注用１ｇバッグＳ １ｇ１キット（生理食塩液１０

０ｍＬ付）
塩酸セフォゾプラン（ＣＺＯＰ）

注射薬 ファンガード点滴用５０ｍｇ ５０ｍｇ１瓶 ミカファンギンナトリウム

注射薬 フィジオ３５輸液 ５００ｍＬ１袋 ５００ｍＬﾌﾞﾄﾞｳ糖,塩化ﾅﾄﾘｳﾑ,塩化ｶﾘｳﾑ,酢酸
ﾅﾄﾘｳﾑ,ﾘﾝ酸二水素ｶﾘｳﾑ

注射薬 フィニバックスキット点滴静注用
０．２５ｇ

２５０ｍｇ１キット（生理食塩
液１００ｍＬ付）

ドリペネム（ＤＲＰＭ）

注射薬 ブイフェンド２００ｍｇ静注用 ２００ｍｇ１瓶 ボリコナゾール
注射薬 フェジン静注４０ｍｇ ４０ｍｇ２ｍＬ１管 含糖酸化鉄
注射薬 フェノールスルホンフタレイン注

０．６％「第一三共」
０．６％１．３ｍＬ１管 フェノールスルホンフタレイン

注射薬 フェノバール注射液１００ｍｇ １０％１ｍＬ１管 フェノバルビタ－ル
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注射薬 フェンタニル注射液０．１ｍｇ「第
一三共」

０．００５％２ｍＬ１管 ０．１ｍｇﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸２ｍＬ

注射薬 フォルテオ皮下注キット 600μｇ ６００μｇ１キット テリパラチド
注射薬 ブスコパン注２０ｍｇ ２％１ｍＬ１管 臭化ブチルスコポラミン
注射薬 ブドウ糖注５％ＰＬ「フソー」 ５％２００ｍＬ１瓶 ブドウ糖

注射薬 ブドウ糖注５％ＰＬ「フソー」 ５％２０ｍＬ１管 ブドウ糖
注射薬 ブドウ糖注５％ＰＬ「フソー」 ５％５００ｍＬ１瓶 ５％ブドウ糖５００ｍＬ
注射薬 プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ ６０ｍｇ１ｍＬ１筒 デノスマブ
注射薬 プリンペラン注射液１０ｍｇ ０．５％２ｍＬ１管 メトクロプラミド
注射薬 フルカリック１号輸液 ９０３ｍＬ１キット ｱﾐﾉ酸液,ﾌﾞドｳ糖,電解質液,ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
注射薬 フルカリック２号輸液 １００３ｍＬ１キット ｱﾐﾉ酸液,ﾌﾞドｳ糖,電解質液,ﾋﾞﾀﾐﾝ剤
注射薬 フルカリック３号輸液 １１０３ｍＬ１キット ｱﾐﾉ酸液,ﾌﾞドｳ糖,電解質液,ﾋﾞﾀﾐﾝ剤１１０３

ｍＬ
注射薬 フルマリンキット静注用１ｇ １ｇ１キット（生理食塩液１０

０ｍＬ付）
ﾌﾛﾓｷｾﾌNa（FMOX）

注射薬 プロジフ静注液２００ ８％２．５ｍＬ１瓶 ホスフルコナゾール
注射薬 プロスタルモン・Ｆ注射液１０００ １ｍｇ１ｍＬ１管 ジノプロスト
注射薬 プロタノールＬ注０．２ｍｇ ０．０２％１ｍＬ１管 L-塩酸イソプロテレノール
注射薬 ヘスパンダー輸液 ５００ｍＬ１袋 ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙﾃﾞﾝﾌﾟﾝ70000,塩化ﾅﾄﾘｳﾑ,塩化ｶﾘｳ

ﾑ,塩化ｶﾙｼｳﾑ,乳酸ﾅﾄﾘｳﾑ
注射薬 ヘパリンＮａロック用100単位／ｍ

Ｌシリンジ10ｍＬ「ニプロ」
１，０００単位１０ｍＬ１筒 ヘパリンナトリウム

注射薬 ヘパリンNa注５千単位／５ｍＬ
「モチダ」

５，０００単位５ｍＬ１瓶 ヘパリンナトリウム

注射薬 ヘパリンNa透析用250単位／ｍＬ
シリンジ20ｍＬ「ニプロ」

５，０００単位２０ｍＬ１筒 ヘパリンナトリウム２０ｍＬ

注射薬 ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位 １，０００単位５ｍＬ１瓶 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理抗HBs人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ
注射薬 ヘプタバックス－ＩＩ ０．５ｍＬ１瓶 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来）
注射薬 ペルジピン注射液１０ｍｇ １０ｍｇ１０ｍＬ１管 塩酸ニカルジピン
注射薬 ヘルベッサー注射用５０ ５０ｍｇ１瓶 塩酸ジルチアゼム
注射薬 ペンタジン注射液１５ １５ｍｇ１管 ペンタゾシン
注射薬 ペントシリン静注用１ｇバッグ １ｇ１キット（生理食塩液１０

０ｍＬ付）
ピペラシリンナトリウム（ＰＩＰＣ）

注射薬 ペントシリン静注用２ｇバッグ ２ｇ１キット（生理食塩液１０
０ｍＬ付）

ピペラシリン（PIPC）

注射薬 ホスミシンＳ静注用１ｇ １ｇ１瓶 ホスホマイシンナトリウム（ＦＯＭ）
注射薬 ボスミン注１ｍｇ ０．１％１ｍＬ１管 エピネフリン
注射薬 ポタコールＲ輸液 ５００ｍＬ１袋 5%ﾏﾙﾄｰｽ加乳酸ﾘﾝｹﾞﾙ液５００ｍＬ
注射薬 ポララミン注５ｍｇ ０．５％１ｍＬ１管 d-マレイン酸クロルフェニラミン
注射薬 ボンビバ静注１ｍｇシリンジ １ｍｇ１ｍＬ１筒 イバンドロン酸
注射薬 マスキュラックス静注用４ｍｇ ４ｍｇ１管（溶解液付） 臭化ベクロニウム

注射薬 マルタミン注射用 １瓶 ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ･ｴﾙｺﾞｶﾙｼﾌｪﾛｰﾙ･ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ･ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸
他

注射薬 ミオコール点滴静注５０ｍｇ ５０ｍｇ１００ｍＬ１袋 ニトログリセリン
注射薬 ミネリック－５配合点滴静注シリン

ジ
２ｍＬ１筒 塩化第二鉄,塩化ﾏﾝｶﾞﾝ,硫酸亜鉛水和物,硫酸

銅,ﾖｳ化ｶﾘｳﾑ
注射薬 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１

００ｍｇ「サワイ」
１００ｍｇ１瓶 ミノサイクリン塩酸塩(MINO)

注射薬 ミラクリッド注射液５万単位 ５０，０００単位１ｍＬ１管 ウリナスタチン
注射薬 ミルセラ注シリンジ１００μｇ １００μｇ０．３ｍＬ１筒 ｴﾎﾟｴﾁﾝﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ
注射薬 ミルセラ注シリンジ１５０μｇ １５０μｇ０．３ｍＬ１筒 ｴﾎﾟｴﾁﾝﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ
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注射薬 ミルセラ注シリンジ２００μｇ ２００μｇ０．３ｍＬ１筒 ｴﾎﾟｴﾁﾝﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ
注射薬 ミルセラ注シリンジ２５μｇ ２５μｇ０．３ｍＬ１筒 ｴﾎﾟｴﾁﾝﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ
注射薬 ミルセラ注シリンジ５０μｇ ５０μｇ０．３ｍＬ１筒 ｴﾎﾟｴﾁﾝﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ
注射薬 ミルセラ注シリンジ７５μｇ ７５μｇ０．３ｍＬ１筒 ｴﾎﾟｴﾁﾝﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ
注射薬 メイロン静注７％ ７％２０ｍＬ１管 ７％炭酸水素ナトリウム２０ｍＬ
注射薬 メイロン静注７％ ７％２５０ｍＬ１袋 ７％炭酸水素ナトリウム２５０ｍＬ
注射薬 メチエフ注４０ｍｇ ４％１ｍＬ１管 dl-メチルエフェドリン塩酸塩
注射薬 メチコバール注射液５００μｇ ０．５ｍｇ１管 メコバラミン

注射薬 メチロン注２５％ ２５％２ｍＬ１管 スルピリン
注射薬 メロペン点滴用キット０．５ｇ ５００ｍｇ１キット（生理食塩

液１００ｍＬ付）
メロペネム三水和物（MEPM）

注射薬 モダシン静注用１ｇ １ｇ１瓶 セフタジジム

注射薬 モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「タ
ケダ」

１％１ｍＬ１管 塩酸モルヒネ

注射薬 モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「タ
ケダ」

１％５ｍＬ１管

注射薬 ユナシン－Ｓキット静注用１．５ｇ （１．５ｇ）１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑ・ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ

注射薬 ライゾデグ配合注フレックスタッチ ３００単位１キット インスリンデグルデク・アスパルト
注射薬 ラエンネック ２ｍＬ１管 ﾋﾄ胎盤抽出物
注射薬 ラクテック注 ５００ｍＬ１袋 乳酸リンゲル５００ｍＬ
注射薬 ラジカット注３０ｍｇ ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 エダラボン
注射薬 ラシックス注１００ｍｇ １００ｍｇ１管 フロセミド
注射薬 ラシックス注２０ｍｇ ２０ｍｇ１管 フロセミド
注射薬 ラピアクタ点滴静注液バッグ３００

ｍｇ
３００ｍｇ６０ｍＬ１袋 ﾍﾟﾗﾐﾋﾞﾙ水和物

注射薬 リスモダンＰ静注５０ｍｇ ５０ｍｇ５ｍＬ１管 リン酸ジソピラミド
注射薬 リプルキット注１０μｇ １０μｇ２ｍＬ１筒 アルプロスタジル
注射薬 リュープリンＳＲ注射用キット１

１．２５
１１．２５ｍｇ１筒 酢酸ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ

注射薬 リンデロン注４ｍｇ（０．４％） ４ｍｇ１管 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
注射薬 リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／

ｍＬ
０．５モル２０ｍＬ１管 ０．５モル リン酸ナトリウム２０ｍＬ

注射薬 レペタン注０．２ｍｇ ０．２ｍｇ１管 塩酸ブプレノルフィン１ｍＬ
注射薬 ローヘパ透析用１００単位／ｍＬシ

リンジ２０ｍＬ
２，０００低分子量ヘパリン単
位２０ｍＬ１筒

パルナパリンナトリウム２０ｍＬ

注射薬 ローヘパ透析用１５０単位／ｍＬシ
リンジ２０ｍＬ

３，０００低分子量ヘパリン単
位２０ｍＬ１筒

パルナパリンナトリウム２０ｍＬ

注射薬 ロカルトロール注０．５ ０．５μｇ１ｍＬ１管 カルシトリオール
注射薬 ロカルトロール注１ １μｇ１ｍＬ１管 カルシトリオール
注射薬 ロセフィン点滴静注用１ｇバッグ １ｇ１キット（生理食塩液１０

０ｍＬ付）
セフトリアキソン（ＣＴＲＸ）

注射薬 ロピオン静注５０ｍｇ ５０ｍｇ５ｍＬ１管 フルルビプロフェン アキセチル
注射薬 ロヒプノール静注用２ｍｇ ２ｍｇ１管 フルニトラゼパム
注射薬 ワソラン静注５ｍｇ ０．２５％２ｍＬ１管 塩酸ベラパミル

注射薬 塩化Ｃａ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ ０．５モル２０ｍＬ１管 塩化カルシウム２０ｍＬ
注射薬 塩化Ｎａ補正液２．５ｍＥｑ／ｍＬ ２．５モル２０ｍＬ１管 ２．５メック 塩化ナトリウム２０ｍＬ
注射薬 塩酸ドパミン注キット６００ ０．３％２００ｍＬ１袋 塩酸ドパミン
注射薬 塩酸バンコマイシン点滴静注用０．

５ｇ（シオノギ）
０．５ｇ１瓶 塩酸バンコマイシン（VCM）

 13



注射薬 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン
「タケダ」

１人分 弱毒生おたふくかぜワクチン

注射薬 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 ０．５ｍＬ１本（０．７ｍＬ局
方注射用水１本添付）

弱毒生水痘ワクチン

注射薬 乾燥弱毒生風しんワクチン「ビケ
ン」

０．５ｍＬ１本（０．７ｍＬ局
方注射用水１本添付）

弱毒生風しんワクチン

注射薬 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケ
ダ」

１人分 弱毒生麻疹ワクチン

注射薬 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチ
ンミールビック

０．５ｍＬ１本（０．７ｍＬ局
方注射用水１本添付）

弱毒生麻しん風しんワクチン

注射薬 献血アルブミン５％静注１２．５ｇ
／２５０ｍＬ「ベネシス」

５％２５０ｍＬ１瓶 人血清アルブミン

注射薬 献血ポリグロビンＮ１０％静注２．
５ｇ／２５ｍＬ

２．５ｇ２５ｍＬ１瓶 pH4処理 人免疫グロブリンG

注射薬 照射赤血球液－ＬＲ「日赤」 血液２００ｍＬに由来する赤血
球１袋

人赤血球濃厚液

注射薬 照射赤血球液－ＬＲ「日赤」 血液４００ｍＬに由来する赤血
球１袋

人赤血球濃厚液

注射薬 照射濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 １０単位約２００ｍＬ１袋 人血小板濃厚液
注射薬 照射濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 １５単位約２５０ｍＬ１袋 人血小板濃厚液
注射薬 照射濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 ２０単位約２５０ｍＬ１袋 人血小板濃厚液
注射薬 新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」１２０ 血液２００ｍＬ相当に由来する

血漿１袋
新鮮凍結人血漿

注射薬 新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」２４０ 血液４００ｍＬ相当に由来する
血漿１袋

新鮮凍結人血漿

注射薬 新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」４８０ ４８０ｍＬ１袋 新鮮凍結人血漿

注射薬 水溶性ハイドロコートン注射液１０
０ｍｇ

１００ｍｇ２ｍＬ１瓶 ﾘﾝ酸ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ

注射薬 水溶性ハイドロコートン注射液５０
０ｍｇ

５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ﾘﾝ酸ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ

注射薬 水溶性プレドニン２０ｍｇ ２０ｍｇ１管 ｺﾊｸ酸ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝﾅﾄﾘｳﾑ
注射薬 生食注シリンジ「テルモ」１０ｍＬ

ロックタイプ
１０ｍＬ１筒 生理食塩液１０ｍＬ

注射薬 生理食塩液「ＮＰ」 ２０ｍＬ１管 生理食塩液＜0.9%＞
注射薬 生理食塩液ＰＬ「フソー」 １００ｍＬ１瓶 生理食塩液＜0.9%＞
注射薬 生理食塩液ＰＬ「フソー」 ２００ｍＬ１瓶 生理食塩液＜0.9%＞
注射薬 生理食塩液ＰＬ「フソー」 ２Ｌ１袋 生理食塩液＜0.9%＞
注射薬 生理食塩液バッグ「フソー」 ５００ｍＬ１袋 生理食塩液＜0.9%＞
注射薬 生理食塩液バッグ「フソー」 １Ｌ１袋 生理食塩液＜0.9%＞
注射薬 生理食塩液バッグ「フソー」 １．５Ｌ１袋 生理食塩液＜0.9%＞

注射薬 静注用キシロカイン２％ ２％５ｍＬ１管 塩酸リドカイン
注射薬 赤十字アルブミン２０％静注１０ｇ

／５０ｍＬ
２０％５０ｍＬ１瓶 人血清アルブミン

注射薬 大塚蒸留水 ２０ｍＬ１管 注射用蒸留水２０ｍＬ

注射薬 大塚蒸留水 ５００ｍＬ１瓶 注射用蒸留水５００ｍＬ
注射薬 大塚食塩注１０％ １０％２０ｍＬ１管 １０％塩化ナトリウム２０ｍＬ
注射薬 大塚生食注 ５００ｍＬ１瓶 生理食塩液＜0.9%＞
注射薬 大塚生食注 ５００ｍＬ１袋 生理食塩液５００ｍＬ
注射薬 大塚生食注２ポート１００ｍＬ １００ｍＬ１キット 生理食塩液１００ｍＬ
注射薬 大塚生食注２ポート５０ｍＬ ５０ｍＬ１キット 生理食塩液５０ｍＬ
注射薬 大塚糖液１０％ １０％５００ｍＬ１袋 １０％ブドウ糖５００ｍＬ
注射薬 大塚糖液２０％ ２０％２０ｍＬ１管 ２０％ブドウ糖２０ｍＬ
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注射薬 大塚糖液５％ ５％１００ｍＬ１瓶 ５％ブドウ糖１００ｍＬ
注射薬 大塚糖液５０％ ５０％２０ｍＬ１管 ５０％ブドウ糖２０ｍＬ
注射薬 大塚糖液５０％ ５０％２００ｍＬ１袋 ５０％ブドウ糖２００ｍＬ
注射薬 注射用エフオーワイ１００ １００ｍｇ１瓶 メシル酸ガベキサート
注射薬 注射用エフオーワイ５００ ５００ｍｇ１瓶 メシル酸ガベキサート
注射薬 注射用エラスポール１００ １００ｍｇ１瓶 ｼﾍﾞﾚｽﾀｯﾄﾅﾄﾘｳﾑ水和物
注射薬 注射用タゴシッド２００ｍｇ ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン（ＴＥＩＣ）
注射薬 注射用マキシピーム１ｇ １ｇ１瓶 セフェピム塩酸塩（CFPM）

注射薬 注射用水 ５００ｍＬ１瓶 注射用蒸留水５００ｍＬ
注射薬 硫酸ストレプトマイシン１ｇ注射用

「明治」
１ｇ１瓶 ストレプトマイシン

消毒液 （Ａ-ベンジン ポリ１００ｍＬ） １００ｍＬ ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ

消毒液 （アセサイド６％消毒液） ２５０ｍＬ×２本 過酢酸
消毒液 （ザルコニン０．０２５％綿球２

０）
０．０２５％１個 ベンザルコニウム塩酸塩

消毒液 （スワブスティックＭ） Ｍサイズ ポビドンヨード
消毒液 （ピューラックス ６％１８００ｍ

Ｌ）
６％１８００ｍＬ 次亜塩素酸ナトリウム

消毒液 （プライムローション） ４８０ｍＬ扁平ポンプ付 医薬部外品
消毒液 （ラビジェル ２５０ｍＬ） ２５０ｍＬ エタノール
消毒液 （ラビジェル ５００ｍＬ） ５００ｍＬ エタノール

消毒液 （ラビショット ３００ｍＬ） ３００ｍＬ エタノール
消毒液 （ルビスタ嘔吐物処理キット） １キット 過酸化水素キット製品
消毒液 （滅菌ハイポアルコール１０％「ヨ

シダ」）
１０％５００ｍＬ ﾁｵ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ,ｹﾞﾗﾆｵｰﾙ変性ｱﾙｺｰﾙ

歯科用薬 ネオステリングリーンうがい液０．
２％

１ｍＬ ベンゼトニウム塩化物

検査食 （エニマクリン） ３食セット 大腸検査食
外用薬 （オリブ油） １００ｍＬ ｵﾘｰﾌﾞﾉｷ果実/脂肪油
外用薬 ０．１％グルコジンＷ水 ０．１％１０ｍＬ ｸﾞﾙｺﾝ酸ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ

外用薬 ＡＺ点眼液０．０２％ ０．０２％５ｍＬ１瓶 アズレンスルホン酸ナトリウム
外用薬 ＭＳ温シップ「タイホウ」 １０ｇ サリチル酸メチル、トウガラシエキス
外用薬 アクトシン軟膏３％ ３％１ｇ ブクラデシンナトリウム
外用薬 アズノール軟膏０．０３３％ ０．０３３％１０ｇ ｼﾞﾒﾁﾙｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱｽﾞﾚﾝ
外用薬 アズレンうがい液４％「ケンエー」 ４％１ｍＬ アズレンスルホン酸ナトリウム
外用薬 アドエア２５０エアゾール１２０吸

入用
１２．０ｇ１瓶 ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩/ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ

外用薬 アラセナ－Ａ軟膏３％ ３％１ｇ ビダラビン
外用薬 アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６

噴霧用
３ｍｇ６ｇ１キット フルチカゾンフランカルボン酸エステル

外用薬 アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ ２００ｍｇ１個 アセトアミノフェン
外用薬 アンペック坐剤１０ｍｇ １０ｍｇ１個 塩酸モルヒネ
外用薬 アンペック坐剤２０ｍｇ ２０ｍｇ１個 塩酸モルヒネ
外用薬 イオダインガーグル液７％ ７％１ｍＬ ポピドンヨード
外用薬 イクセロンパッチ１３．５ｍｇ １３．５ｍｇ１枚 リバスチグミン
外用薬 イクセロンパッチ１８ｍｇ １８ｍｇ１枚 リバスチグミン
外用薬 イクセロンパッチ４．５ｍｇ ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミン

外用薬 イクセロンパッチ９ｍｇ ９ｍｇ１枚 リバスチグミン
外用薬 イソジン液１０％ １０％１０ｍＬ ポビドンヨード
外用薬 イドメシンコーワゾル１％ １％１ｇ インドメタシン
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外用薬 イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ ２０ｍｇ１キット ラニナミビル
外用薬 イミグラン点鼻液２０ ２０ｍｇ０．１ｍＬ１個 コハク酸スマトリプタン
外用薬 オイラックスクリーム１０％ １０％１０ｇ ｸﾛﾀﾐﾄﾝ
外用薬 オラドールトローチ０．５ｍｇ ０．５ｍｇ１錠 ドミフェン臭化物
外用薬 オルセノン軟膏０．２５％ ０．２５％１ｇ トレチノイントコフェリル
外用薬 オンブレス吸入用カプセル１５０μ

ｇ
１５０μｇ１カプセル インダカテロールマレイン酸塩

外用薬 カタリン点眼用０．００５％ ０．００５％１ｍＬ（溶解後の
液として）

ピレノキシン

外用薬 カデックス軟膏0.9％ ０．９％１ｇ 精製白糖,ポビドンヨード
外用薬 キサラタン点眼液０．００５％ ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト
外用薬 キシロカインゼリー２％ ２％１ｍＬ 塩酸リドカイン
外用薬 キシロカインポンプスプレー８％ １ｇ 塩酸リドカイン
外用薬 キシロカイン液「４％」 ４％１ｍＬ 塩酸リドカイン
外用薬 グリセリン浣腸液５０％「ムネ」６

０ｍＬ
５０％６０ｍＬ１個 グリセリン50%

外用薬 クレナフィン爪外用液１０％（３．
５６ｇ４ｍＬ）

１ｇ エフィナコナゾール

外用薬 クロマイ腟錠１００ｍｇ １００ｍｇ１錠 クロラムフェニコール
外用薬 ゲーベンクリーム１％ １％１ｇ スルファジアジン銀
外用薬 ケナログ口腔用軟膏０．１％ ０．１％１ｇ トリアムシノロンアセトニド
外用薬 ケラチナミンコーワクリーム２０％ ２０％１ｇ 尿素
外用薬 ゲンタシン軟膏０．１％ １ｍｇ１ｇ 硫酸ゲンタマイシン
外用薬 ザーネ軟膏０．５％ ５，０００単位１ｇ ビタミンＡ油
外用薬 サリベートエアゾール ５０ｇ 人工唾液
外用薬 シムビコートタービュヘイラー６０

吸入
６０吸入１キット ブデソニド／ホルモテロールフマル酸塩水和

物吸入剤
外用薬 スチックゼノールＡ １０ｇ薬価 ４０ｇ１個 サリチル酸メチル･グリチルレチン酸
外用薬 ステリクロンＷ液０．５ ０．５％１０ｍＬ ｸﾞﾙｺﾝ酸ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ
外用薬 スピール膏Ｍ ２５?１枚 サリチル酸

外用薬 スピリーバ２．５μｇレスピマット
６０吸入

１５０μｇ１キット チオトロピウム

外用薬 スポンゼル ５ｃｍ×２．５ｃｍ１枚 ゼラチン
外用薬 セルタッチパップ７０ １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 フェルビナク
外用薬 ゾビラックス眼軟膏３％ ３％１ｇ アシクロビル

外用薬 ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ （１０．８ｍｇ）１０ｃｍ×１
０ｃｍ１枚

硫酸フラジオマイシン

外用薬 ソルベース １０ｇ マクロゴール400、4000
外用薬 タリビッド眼軟膏０．３％ ０．３％１ｇ オフロキサシン

外用薬 タリビッド耳科用液０．３％ ３ｍｇ１ｍＬ オフロキサシン
外用薬 ディフェリンゲル０．１％ ０．１％１ｇ アダパレン
外用薬 テクスメテンユニバーサルクリーム

０．１
０．１％１ｇ 吉草酸ジフルコルトロン

外用薬 デスパコーワ口腔用クリーム １ｇ ｻﾘﾁﾙ酸ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ、酢酸ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ等

外用薬 デスモプレシン点鼻液０．０１％協
和

２５０μｇ１瓶 酢酸デスモプレシン

外用薬 テラ・コートリル軟膏 １ｇ 塩酸ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ,ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ
外用薬 デルモベート軟膏０．０５％ ０．０５％１ｇ ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ

外用薬 ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ ０．００５％１ｇ カルシポトリオール
外用薬 トロンビン経口・局所用液５千

「Ｆ」
５，０００単位５ｍＬ１瓶 トロンビン
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外用薬 ナウゼリン坐剤３０ ３０ｍｇ１個 ドンペリドン
外用薬 ニゾラールローション２％ ２％１ｇ ｹﾄｺﾅｿﾞｰﾙ
外用薬 ネリプロクト坐剤 １個 吉草酸ジフルコルトロン
外用薬 ノルスパンテープ１０ｍｇ １０ｍｇ１枚 ブプレノルフィン
外用薬 ノルスパンテープ５ｍｇ ５ｍｇ１枚 ブプレノルフィン
外用薬 ノルフロキサシン点眼液０．３％

「NikP」
０．３％１ｍＬ ノルフロキサシン

外用薬 バクトロバン鼻腔用軟膏２％ ２％１ｇ ムピロシンカルシウム
外用薬 ヒアレイン点眼液０．１％ ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸
外用薬 ビーソフテンローション０．３％ １ｇ ヘパリン類似物質
外用薬 ビソルボン吸入液０．２％ ０．２％１ｍＬ 塩酸ブロムヘキシン
外用薬 ヒルドイドソフト軟膏０．３％ １ｇ ヘパリン類似物質

外用薬 フィブラストスプレー５００ ５００μｇ１瓶（溶解液付） トラフェルミン
外用薬 フェントステープ１ｍｇ １ｍｇ１枚 フェンタニル
外用薬 フェントステープ２ｍｇ ２ｍｇ１枚 フェンタニル
外用薬 フェントステープ４ｍｇ ４ｍｇ１枚 フェンタニル
外用薬 フラジール腟錠２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１錠 メトロニダゾール
外用薬 フラビタン眼軟膏０．１％ ０．１％１ｇ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁﾄﾞ
外用薬 フラビタン点眼液０．０５％ ０．０５％５ｍＬ１瓶 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁﾄﾞ
外用薬 フランドルテープ４０ｍｇ ４０ｍｇ１枚 硝酸イソソルビド

外用薬 プリビナ液０．０５％ ０．０５％１ｍＬ 硝酸ナファゾリン
外用薬 プロスタンディン軟膏０．００３％ ０．００３％１ｇ ｱﾛﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ ｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ
外用薬 ブロメライン軟膏５万単位／ｇ ５０，０００単位１ｇ ブロメライン
外用薬 フロリード腟坐剤１００ｍｇ １００ｍｇ１個 ミコナゾール
外用薬 ベネトリン吸入液０．５％ ０．５％１ｍＬ 硫酸サルブタノール
外用薬 ペミラストン点眼液０．１％ ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ペミロラストカリウム
外用薬 ベンザルコニウム塩化物液１０％ １０％１０ｍＬ薬価 ベンザルコニウム塩化物
外用薬 ペンレステープ１８ｍｇ （１８ｍｇ）３０．５ｍｍ×５

０．０ｍｍ１枚
リドカイン

外用薬 ホウ酸「ヤクハン」 １０ｇ ホウ酸
外用薬 ホクナリンテープ２ｍｇ ２ｍｇ１枚 ツロブテロール
外用薬 ボスミン外用液０．１％ ０．１％１ｍＬ エピネフリン

外用薬 ボルタレンサポ１２．５ｍｇ １２．５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム
外用薬 ボルタレンサポ２５ｍｇ ２５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム
外用薬 ボルタレンサポ５０ｍｇ ５０ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム
外用薬 ボルヒール組織接着用 ３ｍＬ４瓶１組 ﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝ乾燥粉末等
外用薬 マイコスポールクリーム１％ １％１ｇ ビホナゾール
外用薬 マイザー軟膏０．０５％ ０．０５％１ｇ ジフルプレドナート
外用薬 ミオコールスプレー０．３ｍｇ ０．６５％７．２ｇ１缶 ニトログリセリン
外用薬 ミリステープ５ｍｇ （５ｍｇ）４．０５ｃｍ×４．

５０ｃｍ１枚
ニトログリセリン

外用薬 メプチンエアー１０μｇ吸入１００
回

０．０１４３％５ｍＬ１キット 塩酸プロカテロール

外用薬 メンタックスクリーム１％ １％１ｇ ブテナフィン塩酸塩
外用薬 メンタックス外用液１％ １％１ｍＬ ブテナフィン塩酸塩
外用薬 モーラステープ２０ｍｇ ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ケトプロフェン
外用薬 ヤクゾールＥ液０．１ ０．１％１０ｍＬ 塩化ベンザルコニウム,エタノール
外用薬 ヤクラックスＤ液１％ １％１０ｇ 次亜塩素酸ナトリウム
外用薬 ユーパスタコーワ軟膏 １ｇ 精製白糖,ポビドンヨード
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外用薬 ユーパッチテープ１８ｍｇ （１８ｍｇ）３０．５ｍｍ×５
０．０ｍｍ１枚

リドカイン

外用薬 ヨウ素「コザカイ・Ｍ」 １ｇ ヨウ素
外用薬 リドメックスコーワクリーム０．

３％
０．３％１ｇ 吉草酸酢酸プレドニゾロン

外用薬 リドメックスコーワ軟膏０．３％ ０．３％１ｇ 吉草酸酢酸プレドニゾロン
外用薬 リレンザ ５ｍｇ１ブリスター ザナミビル
外用薬 リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ １ｇ 吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン
外用薬 リンデロン－Ｖローション ０．１２％１ｍＬ 吉草酸ベタメタゾン

外用薬 リンデロン坐剤１．０ｍｇ １ｍｇ１個 ベタメタゾン
外用薬 レスタミンコーワクリーム１％ １％１０ｇ ジフェンヒドラミン
外用薬 レペタン坐剤０．２ｍｇ ０．２ｍｇ１個 塩酸ブプレノルフィン
外用薬 ロコイド軟膏０．１％ ０．１％１ｇ ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙ
外用薬 亜鉛華軟膏〈ハチ〉 １０ｇ 酸化亜鉛
外用薬 塩化ナトリウム １０ｇ 塩化ナトリウム
外用薬 強力ポステリザン（軟膏） １ｇ 大腸菌死菌,ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ
外用薬 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟

膏
１ｇ 硫酸ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ,酢酸ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ,塩酸ｼﾞﾌｪﾝﾋ

ﾄﾞﾗﾐﾝ
外用薬 消毒用エタノール液ＩＰ １０ｍＬ エタノール76.9～81.4%
外用薬 硝酸銀「ホエイ」 １ｇ 硝酸銀
外用薬 新レシカルボン坐剤 １個 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ，無水ﾘﾝ酸二水素ﾅﾄﾘｳﾑ

外用薬 酢酸「ヨシダ」 １０ｍＬ 酢酸
外用薬 白色ワセリン「ケンエー」スタンデ

ィングチューブ
１ｇ 白色ワセリン

外用薬 複方ヨード・グリセリン「ヤクハ
ン」

１０ｍＬ 複方ヨード･グリセリン

外用薬 無水エタノール「ヤクハン」 １０ｍＬ ﾑｽｲｴﾀﾉｰﾙ
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