
０．５％ヘキザックアルコール液　 0.5% 500mL 局方（吉田）
０．５％マスキン水　 0.5% 500mL 局方（丸石）
ＡＺ点眼液０．０２％　 0.02%･5mL ゼリア新薬
ＭＳ温シップ「タイホウ」　　 20g×5 日本化薬
ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」　　 0.25mg ｍｅｉｊｉＳｅｉｋａ　　
アクリノール溶液 0.1%500mL 局方（健栄）
アズノールうがい液４％　　 5mL 日本新薬　
イソジンシュガーパスタ軟膏　　 100g ｍｅｉｊｉＳｅｉｋａ　　
イソフルラン吸入麻酔液 250mL ファイザー
オフサロン点眼液　５mL　　 5mL わかもと
オペガードネオキット眼灌流液　０．０１８４％ 500mL 大塚
オペガンハイ０．８５眼粘弾剤１％ 1筒 参天　
カリーユニ点眼液０．００５％　 5mL 参天　　
キシロカインポンプスプレー８％　 80g アストラゼネカ
グリセリン浣腸「ムネ」３０mL 30mL 局方（ムネ）
グリセリン浣腸「ムネ」６０mL 60mL 局方（ムネ）
グリセリン浣腸「ムネ」１２０mL 120mL 局方（ムネ）
クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％ 1%2mL  沢井
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット　 綿型5.1*2.5cm Ｊ＆Ｊ
サリチル酸ワセリン軟膏５％ 5% 局方（吉田）
ジクロフェナクナトリウム坐薬１２．５ｍｇ 12.5mg 日医工
ジクロフェナクナトリウム坐薬２５ｍｇ 25mg 日医工
ジクロフェナクナトリウム坐薬５０ｍｇ 50mg 日医工
ジフルプレドナート軟膏０．０５％ 0.05% 小林化工
硝酸イソソルビドテープ４０㎎ 40mg 沢井
ステロネマ注腸３ｍｇ　 3.95mg 日医工
セボフルラン吸入麻酔液 250mL ファイザー
ハイポエタノール 500mL 局方（吉田）
パテルテープ２０ 20mg 杏林　　
ビスコート０．５眼粘弾剤　 0.5mL 日本アルコン
フェルビナクパップ７０ 70mg ニプロ
フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「明治」 2.1mg ｍｅｉｊｉＳｅｉｋａ　　
フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「明治」 4.2mg ｍｅｉｊｉＳｅｉｋａ　　
フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「明治」 12.6mg ｍｅｉｊｉＳｅｉｋａ　　
フローレス試験紙　 200枚 あゆみ
フロジン外用液５％　 5% 30mL 第一三共
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％ 0.2%45mL テバ
ホスコＥ－７５　　 500g 丸石
ホスコＨ－１５　　 500g 丸石
ポピラール液１０％ 250mL 丸石
ムコフィリン液２０％ 17.62%2mL エーザイ
ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ 100mg 科研
日点アトロピン点眼液１％ 1%5mL 日本点眼薬研究所

イオベリン３００注シリンジ 150mL テバ
イオベリン３５０注シリンジ 100mL テバ
イオベリンシリンジ３００　 100mL テバ

１％プロポフォール注 20mL 丸石
１％プロポフォール注 100mL 丸石
ＨＭＧ「ＴＹＫ」１５０注用　 150E テバ
ＨＭＧ注　テイゾー７５単位 75単位 あすか
ＫＣＬ注　２０ｍＥｑキット 20mL テルモ　　　　　　
ＹＤソリターＴ１号 200mL 陽進堂
ＹＤソリターＴ１号 500mL 陽進堂
アシクロビン点滴静注２５０ｍｇ　 250mg 日本ケミファ
アセトキープ３Ｇ注 500mL ニプロ
アドレナリン注０．１％シリンジ 0.1%1mL テルモ　　　　　　

外用

造影剤

注射



アミカマイシン注射液２００ｍｇ　 200mg ｍｅｉｊｉＳｅｉｋａ　　
アルガトロバン注射液１０ｍｇ 10mg 20mL 沢井
アルベカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ 100mg2mL テバ
イントラリポス輸液２０％ 250mL 大塚
エレジェクト注シリンジ 2mL テルモ　　　　　　
オザペンバッグ注８０ｍｇ　 200mL テバ
オメプラゾール注射用２０ｍｇ 20mg 日医工
オリベス点滴用１％　 200mL 高田
カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ 50mg 日本化薬
カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ 150mg 日本化薬
カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ 450mg 日本化薬
カンレノ酸カリウム静注用１００ｍｇ 100mg 沢井
グリセレブ点滴静注 300mL テルモ　　　　　　
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg ニプロ
グルカゴン注射用１単位 1u.s.p.単位 味の素
サクシゾン注射用１００ｍｇ　 100mg テバ
サクシゾン注射用３００ｍｇ　 300mg テバ
シスプラチン点滴静注１０ｍｇ 10mg ヤクルト
シスプラチン点滴静注２５ｍｇ 25mg ヤクルト
シスプラチン点滴静注５０ｍｇ 50mg ヤクルト
シチコリン注１０００ｍｇ／４mL 25%4mL 日医工
シプロフロキサシン点滴静注３００ｍｇ／１５０mL 300mg/150mL ｍｅｉｊｉＳｅｉｋａ　　
スルタムジン静注用１ｇ　 1g ポーラファルマ
スルバシリン静注用１．５ｇ　 1.5g ｍｅｉｊｉＳｅｉｋａ　　
生食注シリンジ　１０mL 10mL 大塚
セファゾリンＮａ注射用　１ｇ 1g ニプロ
セフタジジム静注用０．５ｇ 0.5g 日医工
セフタジジム静注用１ｇ 1g 日医工
セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ 1g 日医工
セフメタゾールＮａ静注用１ｇ 1g ニプロ
ソルアセトＦ輸液 500mL テルモ　　　　　　
ソルデム３Ａ輸液　　　　　　 500mL テルモ　　　　　　
テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ 200mg 沢井
デキサート注射液６．６ｍｇ　 6.6mg･2mL 富士
ドブポン注０．３％シリンジ　 0.3%50mL 協和発酵キリン
ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ 10mg10mL 沢井
パクリタキセル注射液　３０ｍｇ 30mg5mL 日本化薬
パクリタキセル注射液　１００ｍｇ 100mg16.7mL 日本化薬
パルタンＭ注０．２ｍｇ　０．０２％ 0.02%1mL 持田
ビタジェクト注キット 2筒1ｷｯﾄ テルモ　　　　　　
ピペラシリンＮａ注射用１ｇ 1g 沢井
ファモチジン静注２０ｍｇ 20mg 日新
フェンタニル注射液０．１ｍｇ 0.1mg2mL ヤンセン
フェンタニル注射液０．５ｍｇ 0.5mg10mL ヤンセン
プリンク注５μ ｇ　１mL　　　　　　　　　　　　 5μ g1mL テバ
プリンク注１０μ ｇ　２mL　　　　　 10μ g2mL テバ
フルオレサイト静注５００ｍｇ 5mL･10% 日本アルコン
プロゲストンデポー筋注１２５ｍｇ　 125mg 富士
ヘパフィルド透析用２５０単位／mLシリンジ 5000単位20mL ジェイエムエス　　
ヘパリンＣａ皮下注２万単位／０．８mL 2万単位/0.8mL 沢井
ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２mLシリンジ 5千単位/0.2mL 持田
ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ 1g ニプロ
ミオコール点滴静注５０ｍｇ 100mL アステラス
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ 100mg 日医工
メロペネム点滴静注用０．５ｇ 0.5g ｍｅｉｊｉＳｅｉｋａ　　
ラエンネック　 2mL 日本生物製剤　
リドカイン静注用２％シリンジ 2%5mL テルモ　　　　　　
レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ 25mg ヤクルト
レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ 100mg ヤクルト



レミナロン注射用１００ｍｇ　 100mg 高田
レミナロン注射用５００ｍｇ　　 500mg 高田
塩酸ジルチアゼム注射用５０ｍｇ 50mg 日医工
塩酸ドパミン注キット６００　 0.3%200mL 持田
大塚生食注２ポート１００mL　　 100mL 大塚
注射用ソル・メルコート４０　４０ｍｇ　　 40mg 富士
注射用ソル・メルコート１２５　１２５ｍｇ　　 125mg 富士
注射用ソル・メルコート５００　５００ｍｇ　　 500mg 富士
注射用ナファモスタット１０ 10mg ｍｅｉｊｉＳｅｉｋａ　　
注射用ナファモスタット５０ 50mg ｍｅｉｊｉＳｅｉｋａ　　
点滴静注用バンコマイシン０．５ 0.5g ｍｅｉｊｉＳｅｉｋａ　　

ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ　　 250mg アルフレッサ
アーガメイト２０％ゼリー 20% 25g アステラス
アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ　 10mg 東和
アミオダロン塩酸塩速錠５０　５０ｍｇ　　 50mg アステラス
アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ 2.5mg ニプロ
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ 5mg ｍｅｉｊｉＳｅｉｋａ
アモキシシリンカプセル　２５０ｍｇ 250mg 東和
アルクレイン内容液５％ 5% 日医工
アルファカルシドールカプセル１μ ｇ 1μ g 沢井
アロシトール錠　１００ｍｇ 100mg 田辺三菱
アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ 15mg 東和
一硝酸イソソルビド錠　２０ｍｇ 20mg 沢井
イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ　 5mg 日本ケミファ
インクレミンシロップ５％　 50mg/mL アルフレッサ
ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ 100mg 東和
エチゾラム錠０．５ｍｇ 0.5mg エルメッドエーザイ
オダノン錠 30mg 東和
カモスタットメシル塩酸塩錠　１００ｍｇ 100mg テバ
カリセラムーＮａ末　 5g 扶桑
カルボシステインＤＳ５０％ 50% 高田
カルボシスティンシロップ小児用５％ 5% 東和
カルボシスティン錠５００ｍｇ 500mg 東和
カロナール細粒２０％　 20% 昭和薬品化工
カロナール錠２００　２００ｍｇ　 200mg 昭和薬品化工
カロナール錠３００　３００ｍｇ　　 300mg 昭和薬品化工
球形吸着炭細粒２ｇ 2g マイラン
クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ 50mg 沢井
グリメピリド錠０．５ｍｇ 0.5mg 三和化学
グリメピリド錠１ｍｇ　 1mg ファイザー
ジヒデルゴット錠１ｍｇ　　 1mg ノバルティス
ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ　 25mg 辰巳化学
シルニジピン錠１０ｍｇ 10mg テバ
スクラルファート顆粒９０％　 1g 東和
スピロノラクトン錠２５ｍｇ 25mg 日医工
セファクロルカプセル２５０ｍｇ　 250mg 日医工
セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ 100mg ファイザー
セフジニルカプセル１００ｍｇ 100mg ファイザー
センノシド錠１２ｍｇ 12mg 扶桑
ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ 10mg 大日本住友
テオフィリン錠１００ｍｇ 100mg テバ
テオロング錠２００ｍｇ　　 200mg エーザイ
テプレノンカプセル５０ｍｇ 50mg 沢井
テルペラン錠５　 5mg あすか
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ 3mg 東和
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ 5mg 東和
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ 10mg 東和
トリアゾラム錠０．２５ｍｇ 0.25mg 日医工

内服



ドンペリドン錠１０㎎ 10mg エルメッドエーザイ
ニコランジル錠　５ｍｇ 5mg 日医工
ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ　　 0.3mg 日本化薬
パーキストン配合錠Ｌ１００　 100mg 小林化工
パートランビスカス２％　 2%100mL 日新
バイアスピリン錠１００ｍｇ　 100mg バイエル
バリエース発泡顆粒　　　　　　　　　 3.5g 伏見
バルギン消泡内用液２％ 300mL カイゲン
バレリンシロップ５％ 5% 大日本住友
パロキセチン錠１０㎎ 10mg 田辺販売
パンテチン散２０％ 20% テバ
ピアーレシロップ　６５％ 500mL 日本化薬
ピオグリタゾン錠１５ｍｇ 15mg エルメッドエーザイ
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ 2mg 東和
ピモベンダン錠　１．２５ｍｇ 1.25mg トーアエイヨー
ファモチジンＤ錠　１０ｍｇ 10mg エルメッドエーザイ
ファモチジンＤ錠　２０ｍｇ 20mg エルメッドエーザイ
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ 60mg 日医工
プラバスタチンナトリウム塩錠１０ｍｇ 10mg ファイザー
フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ 25mg ファイザー
フロセミド錠２０ｍｇ 20mg ニプロ
ブロチゾラムＯＤ錠　０．２５ｍｇ 0.25mg 沢井
ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ 6mg 東和
ヘルラートＬ錠１０　１０ｍｇ　 10mg アルフレッサ
ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ 75mg 沢井
マーロックス懸濁用配合顆粒　 1.2g サノフィ
マグミット錠５００ｍｇ　 500mg 丸石
メキシレチン塩酸塩錠５０ｍｇ　 50mg 三和化学
メチコバール錠５００μ ｇ　０．５ｍｇ　　 0.5mg エーザイ
モサプリドクエン酸塩錠　５ｍｇ 5mg ファイザー
モルペス細粒２％ 0.5g 藤本
モルペス細粒６％ 0.5g 藤本
ラキソデート内用液０．７５％ 10mL 堀井
ランソプラゾールＯＤ錠　１５ｍｇ　 15mg 東和
ランソプラゾールＯＤ錠　３０ｍｇ 30mg 日本ケミファ
リスペリドン内用液１ｍｇ／mL 1mg/mL 小林化工
リドカイン塩酸塩ビスカス２％ 2%100mL 日新
リファンピシンカプセル１５０ｍｇ 150mg サンド
リマプロストアルファデクス錠　５μ ｇ 5μ g 日医工
レバミピド錠１００ｍｇ 100mg エルメッドエーザイ
ロキソプロフェン錠６０ｍｇ 60mg エルメッドエーザイ
ワイドシリン細粒２０％ 20%100g ｍｅｉｊｉＳｅｉｋａ　　
塩酸バンコマイシン散０．５ｇ 500mg ｍｅｉｊｉＳｅｉｋａ　　


