
採用区分 製品名 規格

院外専用 アーチスト錠10mg 10mg/錠

院外専用 アーチスト錠2.5mg 2.5mg/錠

院外専用 アーリーダ錠60mg 60㎎/錠

院外専用 アイベータ配合点眼液 5mL/本

院外専用 アイミクス配合錠HD 1錠

院外専用 アイラミド配合懸濁性点眼液 5mL/本

院外専用 アクトス錠15 15㎎/錠

院外専用 アサコール錠400mg 400㎎/錠

院外専用 アシテアダニ舌下錠100単位(IR) 100単位(IR)/錠

院外専用 アシテアダニ舌下錠300単位(IR) 300単位(IR)/錠

院外専用 アシノン錠150mg 150㎎/錠

院外専用 アズノールST錠口腔用5mg 5㎎/錠

院外専用 アスパラカリウム錠300mg 1.8mEq/錠

院外専用 アスパラカリウム散50% 2.9mEq/g

院外専用 アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入 100μg/吸入，60吸入/本

院外専用 アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入 200μg/吸入，60吸入/本

院外専用 アゼプチン錠1mg 1㎎/錠

院外専用 アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL/本

院外専用 アダラートCR錠20mg 20㎎/錠

院外専用 アテキュラ吸入用カプセル中用量 1Cap

院外専用 アテキュラ吸入用カプセル高用量 1Cap

院外専用 アテディオ配合錠 1錠

院外専用 アドエア125エアゾール120吸入用 120回噴霧/缶

院外専用 アドエア250エアゾール120吸入用 120回噴霧/缶

院外専用 アドエア250ディスカス60吸入用 60ブリスター/キット

院外専用 アドエア50エアゾール120吸入用 120回噴霧/缶

院外専用 アトーゼット配合錠HD 1錠

院外専用 アトーゼット配合錠LD 1錠

院外専用 アドナ錠30mg 30㎎/錠

院外専用 アニュイティ100μgエリプタ30吸入用 100μg/吸入，30吸入/本

院外専用 アノーロエリプタ30吸入用 30吸入/キット

院外専用 アマリール0.5mg錠 0.5mg/錠

院外専用 アマリール1mg錠 1mg/錠

院外専用 アミティーザカプセル24μg 24μg/Cap

院外専用 アムロジンOD錠5mg 5㎎/錠

院外専用 アモバン錠10 10㎎/錠

院外専用 アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 27.5μg120噴霧用10g/本

院外専用 アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 27.5μg56噴霧用6g/本

院外専用 アリミデックス錠1mg 1㎎/錠

院外専用 アルサルミン内用液10％ 10mL/包

院外専用 アルサルミン細粒90％ 1g/包 1g/包

院外専用 アルダクトンA錠25mg 25㎎/錠

院外専用 アルファロールカプセル0.25μg 0.25μg/Cap

院外専用 アルファロールカプセル1μg 1μg/Cap

院外専用 アレグラドライシロップ5% 15㎎/包

院外専用 アレグラ錠60mg 60㎎/錠

院外専用 アレジオンLX点眼液0.1％ 0.1%5mL/本

院外専用 アレロックOD錠5mg 5㎎/錠

院外専用 アロマシン錠25mg 25㎎/錠

院外専用 アンテベートクリーム0.05% 0.05%5g/本

院外専用 アンテベートローション0.05% 0.05%5g/本

院外専用 アンテベ－ト軟膏0.05％ 0.05%5g/本

院外専用 アンヒバ坐剤小児用200mg 200mg/個

院外専用 イクスタンジ錠80mg 80㎎/錠

院外専用 イソジンガーグル液 7%30mL/本
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院外専用 イソバイドシロップ70% 350g500mL/瓶

院外専用 イソバイドシロップ70%分包20mL 14.0g20mL/包

院外専用 イソバイドシロップ70%分包30mL 21.0g30mL/包

院外専用 イソメニールカプセル7.5mg 7.5㎎/Cap

院外専用 イニシンク配合錠 1錠

院外専用 イノラス配合経腸用液(りんご) 187.5mL/パウチ

院外専用 イフェクサーSRカプセル37.5mg 37.5㎎/Cap

院外専用 イフェクサーSRカプセル75mg 75㎎/Cap

院外専用 イブランス錠125mg 125mg/錠

院外専用 イブランス錠25mg 25mg/錠

院外専用 イリボーOD錠5μg 5μg/錠

院外専用 イルベタン錠100mg 100㎎/錠

院外専用 インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」  300単位3mL/キット

院外専用 インフリーカプセル100mg 100㎎/Cap

院外専用 ウェールナラ配合錠 1錠

院外専用 ウルソ錠100mg 100㎎/錠

院外専用 エースコール錠2mg 2㎎/錠

院外専用 エカード配合錠HD 1錠

院外専用 エクア錠50mg 50㎎/錠

院外専用 エクメット配合錠HD 1錠

院外専用 エクメット配合錠LD 1錠

院外専用 エクラープラスター20μg/cm2 7.5cm×10cm/枚

院外専用 エクリラ400μgジェヌエア30吸入用 30吸入/キット

院外専用 エストラーナテープ0.36mg 0.36㎎/枚，70枚

院外専用 エックスフォージ配合錠 1錠

院外専用 エディロールカプセル0.75μg 0.75μg/Cap

院外専用 エナジア吸入用カプセル中用量(7Cap/枚) 1Cap

院外専用 エビスタ錠60mg 60㎎/錠

院外専用 エピデュオゲル15g 15g/本

院外専用 エピペン注射液0.15mg 1㎎2mL/本（1回注射量0.3mL）

院外専用 エビリファイ錠12mg 12㎎/錠

院外専用 エビリファイ内用液0.1% 1㎎/mL/包

院外専用 エベレンゾ錠100mg 100㎎/錠

院外専用 エベレンゾ錠20mg 20㎎/錠

院外専用 エベレンゾ錠50mg 50㎎/錠

院外専用 エレルサ錠50mg 50㎎/錠

院外専用 エンシュア･Ｈ(ストロベリー味) 250mL/缶

院外専用 エンシュア･Ｈ(バナナ味) 250mL/缶

院外専用 エンシュア･Ｈ(メロン味) 250mL/缶

院外専用 エンシュア･Ｈ(黒糖味) 250mL/缶

院外専用 エンシュア･Ｈ(抹茶味) 250mL/缶

院外専用 オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入 252μg/本（1回吸入量：9μg）

院外専用 オクソラレンローション1% （10mg/g）30mL/本

院外専用 オクソラレン錠10mg 10㎎/錠

院外専用 オテズラ錠10mg 10㎎/錠

院外専用 オテズラ錠20mg 20㎎/錠

院外専用 オテズラ錠30mg 30㎎/錠

院外専用 オルベスコ100μgインヘラー56吸入用 5.6㎎3.3g/缶

院外専用 オルミエント錠2mg 2mg/錠

院外専用 オルミエント錠4mg 4mg/錠

院外専用 オルメテックOD錠20mg 20mg/錠

院外専用 オングリザ錠2.5mg 2.5㎎/錠

院外専用 オングリザ錠5mg 5㎎/錠

院外専用 オンブレス吸入用カプセル150μg 150μg/Cap

院外専用 ガスターＤ錠20mg 20㎎/錠

院外専用 ガスモチン錠5mg 5㎎/錠

院外専用 カソデックスOD錠80mg 80㎎/錠

院外専用 ガチフロ点眼液0.3% （3mg/mL）5mL/本



院外専用 カデュエット配合錠4番 1錠

院外専用 カナグル錠100mg 100mg/錠

院外専用 カバサール錠0.25mg 0.25㎎/錠

院外専用 カボメティクス錠20mg 20㎎/錠

院外専用 カボメティクス錠60mg 60㎎/錠

院外専用 ガランターゼ散50% 50% 500mg/g

院外専用 カリメート経口液20%　ｱｯﾌﾟﾙﾌﾚｰﾊﾞｰ 5.0g25g/包

院外専用 カリメート経口液20%　ｵﾚﾝｼﾞﾌﾚｰﾊﾞｰ 5.0g25g/包

院外専用 カルタン錠500mg 500㎎/錠

院外専用 カルデナリン錠1mg 1㎎/錠

院外専用 キックリンカプセル250mg 250㎎/Cap

院外専用 キャブピリン配合錠 1錠

院外専用 グーフィス錠5mg 5㎎/錠

院外専用 グラクティブ錠100mg 100㎎/錠

院外専用 グラクティブ錠25mg 25㎎/錠

院外専用 グラクティブ錠50mg 50㎎/錠

院外専用 クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠〔EKT-25〕 1錠

院外専用 クラシエ五苓散料エキス錠〔EKT-17〕 0.127g/錠

院外専用 クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒〔EK-12〕 2.0g/包

院外専用 クラシエ十味敗毒湯エキス細粒〔KB-6〕 3.0g/包

院外専用 クラシエ小青竜湯エキス錠〔EKT-19〕 252錠（3錠×6連包×14シート）

院外専用 クラシエ半夏厚朴湯エキス錠〔EKT-16〕 1錠

院外専用 クラシエ半夏瀉心湯エキス錠〔EKT-14〕 1錠

院外専用 グラジナ錠50mg 50㎎/錠

院外専用 クラビット錠500mg 500㎎/錠

院外専用 クラリチン錠10mg 10㎎/錠

院外専用 クリノリル錠100 100㎎/錠

院外専用 グリミクロンHA錠20mg 20㎎/錠

院外専用 グルベス配合OD錠 1錠

院外専用 クレストールOD錠2.5mg 2.5mg/錠

院外専用 クレストール錠5mg 5㎎/錠

院外専用 クレナフィン爪外用液10% 10%3.56g（4mL）1本

院外専用 クロミッド錠50mg 50㎎/錠

院外専用 ケイキサレートドライシロップ76% 76%3.27g/包

院外専用 ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 250㎎/錠

院外専用 ケラチナミンコ－ワクリーム20% 20%25g/本

院外専用 コソプトミニ配合点眼液 0.4mL/個

院外専用 コムクロシャンプー0.05% 0.05%125mL/本

院外専用 コレクチム軟膏0.25％ 0.25%5g/本

院外専用 コレクチム軟膏0.5％ 0.5%5g/本

院外専用 コンプラビン配合錠 1錠

院外専用 ザイロリック錠100mg 100mg/錠

院外専用 ザクラス配合錠HD 1錠

院外専用 サノレックス錠0.5mg 0.5㎎/錠

院外専用 ザファテック錠100mg 100㎎/錠

院外専用 サムスカOD錠30mg 30mg/錠

院外専用 ザルティア錠5mg 5㎎/錠

院外専用 サワシリンカプセル250mg 250㎎/Cap

院外専用 シーブリ吸入用カプセル50μg 50μg/Cap

院外専用 ジェイゾロフトOD錠100mg 100㎎/錠

院外専用 ジェイゾロフトOD錠25mg 25㎎/錠

院外専用 ジェミーナ配合錠(21錠/枚) 21錠/枚

院外専用 ジェミーナ配合錠(28錠/枚) 28錠/枚

院外専用 ジクアス点眼液3% 3%5mL/本

院外専用 シグマート錠5mg 5㎎/錠

院外専用 ジセレカ錠100mg 100mg/錠

院外専用 ジセレカ錠200mg 200mg/錠

院外専用 シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU 1錠



院外専用 シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU 1錠

院外専用 ジピリダモール散12.5%「JG」 12.5%125mg/g

院外専用 シムビコートタービュヘイラー30吸入 30吸入/本

院外専用 ジャディアンス錠25mg 25mg/錠

院外専用 シュアポスト錠0.5mg 0.5mg/錠

院外専用 ジュリナ錠0.5mg 0.5㎎/錠

院外専用 ジルテック錠10 10㎎/錠

院外専用 スイニー錠100mg 100㎎/錠

院外専用 スージャヌ配合錠 1錠

院外専用 スクラルファート内用液10%「タイヨー」 1g10mL/包

院外専用 スタレボ配合錠L100 1錠

院外専用 スタレボ配合錠L50 1錠

院外専用 ストラテラカプセル10mg 10㎎/Cap

院外専用 ストラテラカプセル25mg 25㎎/Cap

院外専用 ストラテラカプセル40mg 40㎎/Cap

院外専用 ストラテラ内用液0.4% 0.4%100mL/V

院外専用 スピオルトレスピマット60吸入 60吸入/キット

院外専用 スピリーバ吸入用カプセル18μg 18μg/Cap

院外専用 スミスリンローション5% 50㎎/g

院外専用 ゼジューラ錠100mg 100㎎/錠

院外専用 セディール錠5mg 5㎎/錠

院外専用 セパゾン散1% 10㎎/g

院外専用 ゼビアックス油性クリーム2% 2%10g/本

院外専用 ゼビアックスローション2% 2%10g/本

院外専用 ゼフィックス錠100 100㎎/錠

院外専用 セルベックスカプセル50mg 50㎎/Cap

院外専用 セレキノン錠100mg 100㎎/錠

院外専用 セレクトール錠200mg 200㎎/錠

院外専用 セレニカR錠400mg 400㎎/錠

院外専用 セレネース錠3mg 3㎎/錠

院外専用 セロクエル100mg錠 100㎎/錠

院外専用 ゼンタコートカプセル3mg 3mg/Cap

院外専用 ゾーミッグRM錠2.5mg 2.5㎎/錠

院外専用 ダーブロック錠1mg 1㎎/錠

院外専用 ダイアコートクリーム0.05% 0.05%5g/本

院外専用 ダイアモックス末 末

院外専用 タグリッソ錠40mg 40mg/錠

院外専用 タケプロンOD錠15 15㎎/錠

院外専用 タケルダ配合錠 1錠

院外専用 タプコム配合点眼液 2.5mL/本

院外専用 タプロスミニ点眼液0.0015% 0.0015%0.3mL/本

院外専用 タプロス点眼液0.0015% 0.0015%2.5mL/本

院外専用 タモキシフェン錠20mg「DSEP」 20㎎/錠

院外専用 タリオン錠10mg 10mg/錠

院外専用 タリムス点眼液0.1% 0.1%5mL/本

院外専用 チャンピックス錠1mg 1mg/錠

院外専用 チラーヂンS錠25μg 25μg/錠

院外専用 ツベルミン錠100mg 100㎎/錠

院外専用 ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-3〕 2.5g/包

院外専用 ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-106〕 2.5g/包

院外専用 ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-18〕 2.5g/包

院外専用 ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-50〕 2.5g/包

院外専用 ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）〔TJ-70〕 2.5g/包

院外専用 ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-96〕 2.5g/包

院外専用 ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-9〕 2.5g/包

院外専用 ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-19〕 3g/包

院外専用 ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-40〕 2.5g/包

院外専用 ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）〔TJ-47〕 2.5g/包



院外専用 ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-38〕 2.5g/包

院外専用 ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）〔TJ-7〕 2.5g/包

院外専用 ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-37〕 2.5g/包

院外専用 ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-39〕 2.5g/包

院外専用 ディオバン錠80mg 80mg/錠

院外専用 ディナゲスト錠0.5mg 0.5㎎/錠

院外専用 ディビゲル1mg 1㎎1g/包

院外専用 ディレグラ配合錠 1錠

院外専用 デトルシトールカプセル4mg 4㎎/Cap

院外専用 テネリア錠20mg 20㎎/錠

院外専用 デパス錠0.5mg 0.5㎎/錠

院外専用 デベルザ錠20mg 20㎎/錠

院外専用 デュアック配合ゲル 10g1本

院外専用 デュオトラバ配合点眼液 2.5mL/本

院外専用 テリルジー100エリプタ30吸入用 30吸入/キット

院外専用 テリルジー200エリプタ30吸入用 30吸入/キット

院外専用 トピロリック錠40mg 40㎎/錠

院外専用 ドプスOD錠100mg 100㎎/錠

院外専用 ドボベットゲル 15g/本

院外専用 ドボベットフォーム 60g/本

院外専用 ドボベット軟膏 15g/本

院外専用 ドラール錠15 15㎎/錠

院外専用 トラディアンス配合錠AＰ 1錠

院外専用 トラディアンス配合錠BＰ 1錠

院外専用 トラバタンズ点眼液0.004% 0.004%2.5mL/本

院外専用 トランサミンシロップ5% 5%50㎎/mL

院外専用 トランサミン錠250mg 250㎎/錠

院外専用 トリキュラー錠21 (21日分)1組(赤褐色錠6錠，白色錠5錠，淡黄褐色錠10錠)

院外専用 トリンテリックス錠10mg 10㎎/錠

院外専用 トリンテリックス錠20mg 20㎎/錠

院外専用 ニバジール錠4mg 4㎎/錠

院外専用 ニュベクオ錠300mg 300㎎/錠

院外専用 ネイリンカプセル100mg 100㎎/Cap

院外専用 ネオキシテープ73.5mg 73.5㎎/枚

院外専用 ネオドパストン配合錠L100 1錠

院外専用 ネシーナ錠25mg 25㎎/錠

院外専用 ノルスパンテープ10mg 10㎎/枚

院外専用 ノルスパンテープ20mg 20㎎/枚

院外専用 ノルバデックス錠10mg 10㎎/錠

院外専用 ノルバデックス錠20mg 20㎎/錠

院外専用 ハーボニー配合錠 1錠

院外専用 ハイペン錠200mg 200mg/錠

院外専用 パキシルCR錠12.5mg 12.5㎎/錠

院外専用 バクスミー点鼻粉末剤3mg 3mg/瓶

院外専用 バクタ配合顆粒 1g/包

院外専用 パナルジン錠100mg 100㎎/錠

院外専用 バナンドライシロップ5% 50mg/g

院外専用 パピロックミニ点眼液0.1% 0.1%0.4mL/本

院外専用 バフセオ錠150mg 150㎎/錠

院外専用 バフセオ錠300mg 300㎎/錠

院外専用 パリエット錠10mg 10mg/錠

院外専用 バルトレックス錠500 500㎎/錠

院外専用 ハルナールD錠0.2mg 0.2㎎/錠

院外専用 ビ・シフロール錠0.5mg 0.5㎎/錠

院外専用 ピートル顆粒分包250mg 250㎎/包

院外専用 ビオスミン配合散 500g/本

院外専用 ビオフェルミン錠剤 12㎎/錠

院外専用 ビソルボン吸入液0.2% 0.2%45mL/本



院外専用 ビムパットドライシロップ10% 100㎎/g

院外専用 ピメノールカプセル50mg 50㎎/Cap

院外専用 ヒューマリンN注ミリオペン 300単位3mL/キット

院外専用 ヒューマログミックス25注ミリオペン 300単位/キット

院外専用 ヒューマログミックス50注ミリオペン 300単位/キット

院外専用 ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL 40㎎0.4mL/筒

院外専用 ビラノアOD錠20mg 20㎎/錠

院外専用 ヒルドイドクリーム0.3% 0.3%20g/本

院外専用 ヒルドイドソフト軟膏0.3% 0.3%25g/本

院外専用 ヒルドイドフォーム0.3％ 原液92g/缶

院外専用 ヒルドイドローション0.3% 0.3%50g/本

院外専用 ビレーズトリエアロスフィア120吸入 120吸入/キット

院外専用 ファムビル錠250mg 250㎎/錠

院外専用 フィコンパ細粒1％ 10㎎/g

院外専用 ブイフェンド錠200mg 200㎎/錠

院外専用 ブイフェンド錠50mg 50㎎/錠

院外専用 フェアストン錠40 40㎎/錠

院外専用 フェロミア錠50mg 470.9㎎(鉄として50㎎)/錠

院外専用 フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ8mg｢テイコク｣ 8㎎/枚

院外専用 フェントステープ0.5mg 0.5㎎/枚

院外専用 フェントステープ8mg 8㎎/枚

院外専用 フオイパン錠100mg 100mg/錠

院外専用 ブラダロン錠200mg 200㎎/錠

院外専用 プラビックス錠75mg 75mg/錠

院外専用 フランドルテープ40mg 40mg/枚

院外専用 フリバスOD錠75mg 75㎎/錠

院外専用 プルゼニド錠12mg 12mg/錠

院外専用 フルティフォーム125エアゾール120吸入用 120吸入/瓶

院外専用 プレタールOD錠50mg 50㎎/錠

院外専用 プレミネント配合錠LD 1錠

院外専用 プロマックD錠75 75mg/錠

院外専用 ブロメライン軟膏5万単位/g （50,000単位/g）20g/本

院外専用 ベイスン錠0.3mg 0.3㎎/錠

院外専用 ベージニオ錠100mg 100mg/錠

院外専用 ベージニオ錠150mg 150mg/錠

院外専用 ベージニオ錠50mg 50mg/錠

院外専用 ベオーバ錠50mg 50㎎/錠

院外専用 ベガモックス点眼液0.5% （5mg/mL）5mL/本

院外専用 ベザトールSR錠200mg 200㎎/錠

院外専用 ベシケアOD錠2.5mg 2.5㎎/錠

院外専用 ベシケアOD錠5mg 5㎎/錠

院外専用 ベセルナクリーム5% 12.5㎎/包(250㎎)

院外専用 ベタキソロール点眼液0.5%「SW」 （5mg/mL）5mL/本

院外専用 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 0.3%200g/本

院外専用 ベピオゲル2.5% 2.5%15g/本

院外専用 ベルソムラ錠10mg 10㎎/錠

院外専用 ベロテックエロゾル100 20㎎10mL/ボンベ(1回噴霧中0.1㎎)

院外専用 ペンタサ顆粒94% （250,500,1000,2000㎎）/包

院外専用 ホクナリンテープ1mg 1㎎/枚

院外専用 ホスレノールOD錠500mg 500㎎/錠

院外専用 ボナロン経口ゼリー35mg 35㎎/包（2g）

院外専用 ボナロン錠35mg 35㎎/錠

院外専用 ボノサップパック400 1シート

院外専用 ボノピオンパック 1シート

院外専用 ボルタレンサポ25mg 25㎎/個

院外専用 ボルタレンサポ50mg 50㎎/個

院外専用 ボルタレン錠25mg 25mg/錠

院外専用 ボンビバ錠100mg 100㎎/錠



院外専用 マーデュオックス軟膏 10g/本

院外専用 マイザー軟膏0.05％	 （0.5mg/g）5g/本

院外専用 マイスリ－錠10mg 10㎎/錠

院外専用 マヴィレット配合錠 1錠

院外専用 マリゼブ錠12.5mg 12.5㎎/錠

院外専用 マリゼブ錠25mg 25㎎/錠

院外専用 ミカムロ配合錠AP 1錠

院外専用 ミカルディス錠40mg 40mg/錠

院外専用 ミケランLAカプセル15mg 15㎎/Cap

院外専用 ミケラン細粒1% 10㎎/g

院外専用 ミケルナ配合点眼液 2.5mL/本

院外専用 ミティキュア ダニ舌下錠10,000JAU	 1錠

院外専用 ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU 1錠

院外専用 ミニリンメルトOD錠25μg 25μg/錠

院外専用 ミネブロ錠2.5mg 2.5mg/錠

院外専用 ミノマイシン錠50mg 50㎎/錠

院外専用 ムコスタ錠100mg 100㎎/錠

院外専用 ムコスタ点眼液UD2% 2%0.35mL/本

院外専用 ムコソルバンL錠45mg 45㎎/錠

院外専用 ムコソルバン錠15mg 15㎎/錠

院外専用 ムコダインDS50% 50% 500mg/g

院外専用 ムコダインシロップ5% 50㎎/mL

院外専用 ムコダイン錠500mg 500㎎/錠

院外専用 メタルカプターゼカプセル100mg 100㎎/Cap

院外専用 メトアナ配合錠HD 1錠

院外専用 メトアナ配合錠LD 1錠

院外専用 メプチンシロップ5μg/mL 5μg/mL

院外専用 メプチンスイングヘラー10μg吸入100回 1㎎/キット（1吸入中10μg）

院外専用 メプチンミニ錠25μg 25μg/錠

院外専用 メプチン吸入液ユニット0.3mL 100μg/mL（0.3mL/個）

院外専用 メマリーOD錠10mg 10㎎/錠

院外専用 メマリーOD錠20mg 20㎎/錠

院外専用 メラトベル顆粒小児用0.2% 2㎎/g

院外専用 メルカゾール錠2.5mg 2.5㎎/錠

院外専用 モイゼルト軟膏0.3% （3mg/g）10g/本

院外専用 モイゼルト軟膏1% （10mg/g）10g/本

院外専用 モーバー錠100mg 100㎎/錠

院外専用 モーラステープL40mg 10㎝×14㎝/枚

院外専用 モーラスパップXR120mg 10㎝×14㎝/枚

院外専用 モーラスパップXR240mg 20㎝×14㎝/枚

院外専用 ヤーズフレックス配合錠 1錠

院外専用 ユーパスタコーワ軟膏 100g/本

院外専用 ユーロジン2mg錠 2mg/錠

院外専用 ユニシア配合錠HD 1錠

院外専用 ユリーフOD錠4mg 4mg/錠

院外専用 ユリス錠0.5mg 0.5㎎/錠

院外専用 ユリス錠1mg 1㎎/錠

院外専用 ユリス錠2mg 2㎎/錠

院外専用 ヨーデルS糖衣錠－80 80㎎/錠

院外専用 ヨクイニンエキス散「コタロー」 2.0g/包

院外専用 ラキソベロン内用液0.75% 0.75%10mL/本

院外専用 ラクツロース・シロップ60%「コーワ」 60%500mL/瓶

院外専用 ラコールNF配合経腸用液 200mL/パウチ

院外専用 ラシックス錠40mg 40mg/錠

院外専用 ラジレス錠150mg 150㎎/錠

院外専用 ラスビック錠75mg 75㎎/錠

院外専用 ラベキュアパック400 1シート

院外専用 ラベファインパック 1シート



院外専用 ランタスXR注ソロスター 450単位1.5mL/キット

院外専用 ランタス注ソロスター 300単位/キット

院外専用 ランデル錠40 40㎎/錠

院外専用 リーバクト配合顆粒 4.15g/包

院外専用 リオナ錠250mg 250㎎/錠

院外専用 リオベル配合錠LD 1錠

院外専用 リカルボン錠50mg 50㎎/錠

院外専用 リクシアナOD錠60mg 60㎎/錠

院外専用 リバスタッチパッチ13.5mg 13.5㎎/枚

院外専用 リバスタッチパッチ18mg 18㎎/枚

院外専用 リバスタッチパッチ4.5mg 4.5㎎/枚

院外専用 リバスタッチパッチ9mg 9㎎/枚

院外専用 リバロOD錠2mg 2㎎/錠

院外専用 リピトール錠10mg 10mg/錠

院外専用 リファジンカプセル150mg 150㎎/Cap

院外専用 リフヌア錠45mg 45㎎/錠

院外専用 リベルサス錠14mg 14㎎/錠

院外専用 リベルサス錠7mg 7㎎/錠

院外専用 リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 0.025%15mL/瓶（レボカバスチンとして）

院外専用 リムパーザ錠100mg 100㎎/錠

院外専用 リムパーザ錠150mg 150㎎/錠

院外専用 リリカOD錠75mg 75mg/錠

院外専用 リリカカプセル25mg 25㎎/Cap

院外専用 リンヴォック錠15mg 15mg/錠

院外専用 リンヴォック錠7.5mg 7.5mg/錠

院外専用 リンデロン錠0.5mg 0.5㎎/錠

院外専用 ルーラン錠8mg 8mg/錠

院外専用 ルコナック爪外用液5% 3.5g/4mL

院外専用 ルセフィ錠2.5mg 2.5㎎/錠

院外専用 ルナベル配合錠ULD 1錠

院外専用 ルネスタ錠1mg 1㎎/錠

院外専用 レキサルティ錠1mg 1㎎/錠

院外専用 レキサルティ錠2mg 2㎎/錠

院外専用 レキップCR錠8mg 8㎎/錠

院外専用 レキップ錠0.25mg 0.25㎎/錠

院外専用 レキップ錠1mg 1㎎/錠

院外専用 レキップ錠2mg 2㎎/錠

院外専用 レクタブル2mg注腸フォーム14回 30.8g/缶

院外専用 レザルタス配合錠HD 1錠

院外専用 レナジェル錠250mg 250㎎/錠

院外専用 レボセチリジン塩酸塩DS0.5%（般） 5mg/g

院外専用 レミニールOD錠12mg 12㎎/錠

院外専用 レミニールOD錠4mg 4㎎/錠

院外専用 レミニールOD錠8mg 8㎎/錠

院外専用 レルパックス錠20mg 20㎎/錠

院外専用 レルベア100エリプタ30吸入用 30吸入/キット

院外専用 レルベア200エリプタ30吸入用 30吸入/キット

院外専用 レンドルミンＤ錠0.25mg 0.25㎎/錠

院外専用 ロキソニンテープ100mg 100㎎2g/枚(10㎝×14㎝/枚)(1袋：7枚)

院外専用 ロキソニン錠60mg 60㎎/錠

院外専用 ロコアテープ 10㎝×14㎝1枚

院外専用 ロゼックスゲル0.75% 15g/本

院外専用 ワントラム錠100mg 100㎎/錠

院外専用 小児用バクシダール錠50mg 50㎎/錠

採用 10%アプレゾリン散「SUN」 100㎎/g

採用 25mgアリナミンF糖衣錠 25㎎/錠

採用 2mgセルシン錠 2㎎/錠

採用 5mgセルシン錠 5㎎/錠



採用 L－ケフレックス小児用顆粒 1g/包

採用 MSコンチン錠10mg 10㎎/錠

採用 MSコンチン錠30mg 30㎎/錠

採用 PL配合顆粒 1g/包

採用 S・M配合散 1.3g/包

採用 アーテン錠（2mg） 2㎎/錠

採用 アイセントレス錠400mg 400㎎/錠

採用 アイトロール錠20mg 20㎎/錠

採用 アイピーディカプセル100 100㎎/Cap

採用 アキネトン細粒1% 10㎎/g

採用 アキネトン錠1mg 1㎎/錠

採用 アクトネル錠75mg 75mg/錠

採用 アコファイド錠100mg 100mg/錠

採用 アザルフィジンEN錠250mg 250㎎/錠

採用 アジルバ錠20mg 20㎎/錠

採用 アジレクト錠1mg 1㎎/錠

採用 アストミン錠10mg 10㎎/錠

採用 アスペノンカプセル20 20㎎/Cap

採用 アスベリンシロップ0.5% 5㎎/mL

採用 アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 17.6%/mL

採用 アゾセミド錠60mg「JG」 60mg/錠

採用 アダプチノール錠5mg 5㎎/錠

採用 アタラックス－Pカプセル25mg 25㎎/Cap（ヒドロキシジン塩酸塩として）

採用 アタラックス－Pシロップ0.5% 5㎎/mL（ヒドロキシジン塩酸塩として）

採用 アデホスコーワ顆粒10% 100mg1g/包

採用 アテレック錠10 10㎎/錠

採用 アドソルビン原末 末

採用 アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 10mg/錠

採用 アナストロゾール錠1mg「DSEP」 1mg/錠

採用 アナフラニール錠10mg 10㎎/錠

採用 アブストラル舌下錠100μg 100μg/錠

採用 アブストラル舌下錠200μg 200μg/錠

採用 アプレピタントカプセル125mg「NK」 125㎎/Cap

採用 アプレピタントカプセル80mg「NK」 80㎎/Cap

採用 アベロックス錠400mg 400㎎/錠

採用 アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 100㎎/錠

採用 アミティーザカプセル12μg 12μg/Cap

採用 アミノレバンEN配合散(コーヒー味) 50g/包

採用 アミノレバンEN配合散(フルーツ味) 50g/包

採用 アムロジピンOD錠5mg「杏林」 5㎎/錠

採用 アメナリーフ錠200mg 200㎎/錠

採用 アモキサンカプセル25mg 25㎎/Cap

採用 アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 250㎎/Cap

採用 アラグリオ顆粒剤分包1.5g 1.5g/包

採用 アルケラン錠2mg 2㎎/錠

採用 アルジオキサ錠100mg「あすか」 100mg/錠

採用 アルダクトンA細粒10% 100㎎/g

採用 アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」 0.25μg/Cap

採用 アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」 1μg/Cap

採用 アルファロール内用液0.5μg/mL 0.5μg/mL，10mL/瓶

採用 アルロイドG内用液5% 5g/100mL

採用 アレジオンドライシロップ1% 10㎎/g

採用 アレジオン錠20 20㎎/錠

採用 アレビアチン散10% 100㎎/g

採用 アレビアチン錠25mg 25mg/錠

採用 アレロック顆粒0.5% 2.5㎎/包（0.5g）

採用 アレンドロン酸錠 35mg「NIG」 35㎎/錠

採用 アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 10㎎/錠



採用 アロプリノール錠100mg「杏林」 100㎎/錠

採用 アンプラーグ錠100mg 100㎎/錠

採用 イーケプラドライシロップ50% 50% 500mg/g

採用 イーケプラ錠500mg 500㎎/錠

採用 イグザレルトOD錠10mg 10㎎/錠

採用 イグザレルトOD錠15mg 15㎎/錠

採用 イクスタンジ錠40mg 40mg/錠

採用 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 900㎎/包

採用 イスコチン錠100mg 100㎎/錠

採用 イソソルビド内用液70%「CEO」 350g500mL/瓶

採用 イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 10㎎/mL

採用 イトリゾールカプセル50 50㎎/Cap

採用 イノラス配合経腸用液(いちご) 187.5mL/パウチ

採用 イノラス配合経腸用液(ヨーグルト) 187.5mL/パウチ

採用 イミダフェナシンOD錠 0.1mg「杏林」 0.1㎎/錠

採用 イムラン錠50mg 50㎎/錠

採用 インクレミンシロップ5% 50㎎/mL(Fe：6mg/mL）

採用 インデラル錠10mg 10㎎/錠

採用 ウテメリン錠5mg 5㎎/錠

採用 ウブレチド錠5mg 5㎎/錠

採用 ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」 100㎎/錠

採用 ウロカルン錠225mg 225㎎/錠

採用 エクセグラン散20% 200㎎/g

採用 エクセグラン錠100mg 100㎎/錠

採用 エクセラーゼ配合錠 1錠

採用 エクフィナ錠50mg 50㎎/錠

採用 エサンブト－ル錠250mg 250㎎/錠

採用 エスゾピクロン錠1mg｢サワイ｣ 1㎎/錠

採用 エスタゾラム錠2mg「アメル」 2mg/錠

採用 エストラサイトカプセル156.7mg 140㎎/Cap(エストラムスチンリン酸エステルとして)

採用 エストリール錠1mg 1㎎/錠

採用 エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg/錠（テガフール相当量）

採用 エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg/錠（テガフール相当量）

採用 エゼチミブ錠10mg「DSEP」 10mg/錠

採用 エチゾラム錠0.5mg「SW」 0.5㎎/錠

採用 エトドラク錠200mg「SW」 200mg/錠

採用 エドルミズ錠50mg 50mg/錠

採用 エネーボ配合経腸用液 250mL/缶

採用 エバステルOD錠10mg 10㎎/錠

採用 エバミール錠1.0 1㎎/錠

採用 エビプロスタット配合錠DB 錠

採用 エビリファイOD錠12mg 12㎎/錠

採用 エビリファイ錠3mg 3㎎/錠

採用 エビリファイ内用液0.1% 3㎎3mL/包

採用 エピレオプチマル散50% 500㎎/g

採用 エフィエントOD錠20mg 20mg/錠

採用 エフィエント錠3.75mg 3.75mg/錠

採用 エフピーOD錠2.5 2.5㎎/錠

採用 エフメノカプセル100mg 100mg/Cap

採用 エブランチルカプセル15mg 15㎎/Cap

採用 エリキュース錠2.5mg 2.5mg/錠

採用 エリキュース錠5mg 5mg/錠

採用 エリスロマイシン錠200mg「サワイ」 200㎎/錠

採用 エルカルチンFF内用液10% 1g10mL/瓶

採用 エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 0.75μg/錠

採用 エレンタール配合内用剤 80g/袋

採用 エンシュア･Ｈ(コーヒー味) 250mL/缶

採用 エンシュア･Ｈ(バニラ味) 250mL/缶



採用 エンタカポン錠100mg「サンド」 100㎎/錠

採用 エンドキサン錠50mg 50㎎/錠

採用 エンレスト錠100mg 100㎎/錠

採用 エンレスト錠200mg 200㎎/錠

採用 オイグルコン錠2.5mg 2.5㎎/錠

採用 オーグメンチン配合錠250RS （125mg＋250mg)/錠

採用 オキシコンチンTR錠5mg 5mg/錠

採用 オキシコンチン徐放錠 10mgNX｢第一三共｣ 10mg/錠

採用 オキシコンチン徐放錠 20mgNX｢第一三共｣ 20mg/錠

採用 オキシコンチン徐放錠 40mgNX｢第一三共｣ 40mg/錠

採用 オキシコンチン徐放錠 5mgNX｢第一三共｣ 5mg/錠

採用 オキノーム散2.5mg 2.5mg0.5g/包

採用 オキノーム散20mg 20㎎/包（1g)

採用 オキノーム散5mg 5㎎/包（1g)

採用 オゼックス錠150 150㎎/錠

採用 オダイン錠125mg 125㎎/錠

採用 オノンカプセル112.5mg 112.5㎎/Cap

採用 オノンドライシロップ10% 100㎎/g

採用 オプソ内服液10mg 10㎎5mL/包

採用 オプソ内服液5mg 5㎎2.5mL/包

採用 オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 2g/包

採用 オルミエント錠2mg 2mg/錠

採用 オルミエント錠4mg 4mg/錠

採用 オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 20mg/錠

採用 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 5㎎/錠

採用 オンジェンティス錠25mg 25㎎/錠

採用 ガスコン錠40mg 40㎎/錠

採用 ガスター散10% 100㎎/g

採用 ガストローム顆粒66.7% 1g1.5g/包

採用 ガスモチン散1% 10㎎/g

採用 カナリア配合錠 1錠

採用 カバサール錠1.0mg 1㎎/錠

採用 カプトリル細粒5% 50㎎/g

採用 カペシタビン錠300mg「ヤクルト」 300㎎/錠

採用 カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 100mg/錠

採用 カリメート散 5g/包

採用 カルスロット錠20 20㎎/錠

採用 カルナクリン錠50 50単位/錠

採用 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 30mg/錠

採用 カルブロック錠16mg 16㎎/錠

採用 カルベジロール錠10mg「サワイ」 10mg/錠

採用 カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 2.5mg/錠

採用 カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」 50㎎/mL

採用 カルボシステインドライシロップ50%「NIG」 50% 500mg/g

採用 カルボシステイン錠500mg「サワイ」 500㎎/錠

採用 カロナール細粒20% 0.5g(100mg)/包

採用 カロナール細粒20% 1g(200mg)/包

採用 カロナール細粒50% 500㎎/g

採用 カロナール細粒50% 0.6g(300mg)/包

採用 カロナール細粒50% 1g(500㎎)/包

採用 カロナール錠200 200㎎/錠

採用 カロナール錠300 300㎎/錠

採用 カンデサルタン錠8mg「あすか」 8mg/錠

採用 キネダック錠50mg 50㎎/錠

採用 キプレス細粒4mg 4㎎/包（0.5g）

採用 キョウニン水シオエ 500mL/瓶

採用 クエンメット配合散 1g/包

採用 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 470.9㎎(鉄として50㎎)/錠



採用 グラケーカプセル15mg 15㎎/Cap

採用 クラシエ加味帰脾湯エキス細粒〔EK-49〕 2.5g/包

採用 クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒〔EK-25〕 2.0g/包

採用 クラシエ柴苓湯エキス細粒〔EK-114〕 2.7g/包

採用 クラシエ十全大補湯エキス細粒〔EK-48〕 2.5g/包

採用 クラシエ人参養栄湯エキス細粒〔EK-108〕 2.5g/包

採用 クラシエ桃核承気湯エキス錠〔EKT-61〕 3錠/包

採用 クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒〔EK-23〕 2.0g/包

採用 クラシエ補中益気湯エキス細粒〔EK-41〕 2.5g/包

採用 クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒〔EK-68〕 2g/包

採用 クラバモックス小児用配合ドライシロップ 0.505g/包

採用 グラマリール細粒10% 100㎎/g

採用 クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」 100㎎/g

採用 クラリスロマイシン錠200mg「大正」 200㎎/錠

採用 グランダキシン錠50 50㎎/錠

採用 クリアナール錠200mg 200㎎/錠

採用 グリチロン配合錠 錠

採用 グリベック錠100mg 100㎎/錠

採用 グリミクロン錠40mg 40㎎/錠

採用 グリメピリド錠1mg「VTRS」 1㎎/錠

採用 グルコンサンK細粒4mEq/g 937㎎/g（K：4mEq/g)

採用 グルコンサンK錠5mEq 1170㎎/錠(K：5mEq/錠)

採用 グレースビット錠50mg 50㎎/錠

採用 クレメジン速崩錠500mg 500mg/錠

採用 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 75mg/錠

採用 ケアラム錠25mg 25㎎/錠

採用 ケイツーシロップ0.2% 2㎎1mL/包

採用 ケタスカプセル10mg 10㎎/Cap

採用 ケフレックスカプセル250mg 250㎎/Cap

採用 コートリル錠10mg 10㎎/錠

採用 コートン錠25mg 25㎎/錠

採用 コスパノンカプセル40mg 40㎎/Cap

採用 コデインリン酸塩散1%「メタル」 10㎎/g

採用 コニール錠4 4㎎/錠

採用 コメリアンコーワ錠50 50㎎/錠

採用 コランチル配合顆粒 1g/包

採用 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 0.5㎎/錠

採用 コロネル細粒83.3% 500mg0.6g/包

採用 コントミン糖衣錠25mg 25㎎/錠

採用 コンバントリンドライシロップ100mg 100㎎/包（1g）

採用 サアミオン錠5mg 5㎎/錠

採用 ザイザルシロップ0.05% 0.5mg/mL

採用 ザイティガ錠250mg 250mg/錠

採用 サイトテック錠200 200μg/錠

採用 サイレース錠1mg 1mg/錠

採用 サインバルタカプセル20mg 20㎎/Cap

採用 サムスカOD錠15mg 15mg/錠

採用 サムスカOD錠7.5mg 7.5mg/錠

採用 サムチレール内用懸濁液15% 750㎎5mL/包

採用 サラジェン錠5mg 5㎎/錠

採用 サラゾピリン錠500mg 500㎎/錠

採用 サリグレンカプセル30mg 30㎎/Cap

採用 サワシリン細粒10% 100㎎/g

採用 ジェイゾロフトOD錠50mg 50mg/錠

採用 ジェニナック錠200mg 200㎎/錠

採用 ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 1㎎/錠

採用 シクレスト舌下錠5mg 5mg/錠

採用 シクロスポリン25mgカプセル「サンド」 25㎎/Cap



採用 ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 25mg/錠

採用 ジゴシン散0.1% 1㎎/g

採用 ジゴシン錠0.25mg 0.25㎎/錠

採用 ジスロマック細粒小児用10% 100㎎/g

採用 ジスロマック錠250mg 250㎎/錠

採用 シナール配合顆粒 1g/包

採用 ジフルカンカプセル100mg 100㎎/Cap

採用 ジプレキサザイディス錠5mg 5㎎/錠

採用 ジプレキサ細粒1% 10㎎/g

採用 ジプレキサ錠2.5mg 2.5㎎/錠

採用 シプロキサン錠200mg 200㎎/錠

採用 シベノール錠100mg 100㎎/錠

採用 ジャディアンス錠10mg 10mg/錠

採用 ジャヌビア錠50mg 50㎎/錠

採用 シュアポスト錠0.25mg 0.25mg/錠

採用 シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 50㎎/錠

採用 シロドシンOD錠4mg「DSEP」 4mg/錠

採用 シングレアOD錠10mg 10mg/錠

採用 シングレアチュアブル錠5mg 5㎎/錠

採用 シンメトレル細粒10% 100㎎/g

採用 シンメトレル錠50mg 50㎎/錠

採用 スインプロイク錠0.2mg 0.2㎎/錠

採用 スーグラ錠50mg 50mg/錠

採用 スタラシドカプセル100 100㎎/Cap

採用 ストラテラカプセル5mg 5㎎/Cap

採用 ストロメクトール錠3mg 3㎎/錠

採用 スパカール錠40mg 40㎎/錠

採用 スピロノラクトン錠25mg「テバ」 25㎎/錠

採用 スピロペント錠10μg 10μg/錠

採用 ズファジラン錠10mg 10㎎/錠

採用 セイブル錠50mg 50㎎/錠

採用 セディール錠10mg 10㎎/錠

採用 セパゾン錠1 1㎎/錠

採用 セパミット－R細粒2% 20㎎/g

採用 セファドール錠25mg 25㎎/錠

採用 セファランチン錠1mg 1㎎/錠

採用 セファランチン末1% 10mg/g

採用 セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」 100mg/錠

採用 セララ錠50mg 50㎎/錠

採用 セルシン散1% 10㎎/g

採用 セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 100㎎/錠

採用 セレジストOD錠5mg 5㎎/錠

採用 セレニカR顆粒40% 400㎎/g

採用 セレネース細粒1% 10㎎/g

採用 セレネース錠1mg 1㎎/錠

採用 セロクエル25mg錠 25mg/錠

採用 セロクエル細粒50% 500㎎/g

採用 セロクラール錠20mg 20㎎/錠

採用 セロケン錠20mg 20㎎/錠

採用 センノシド錠12mg「武田テバ」 12mg/錠

採用 ソセゴン錠25mg 25㎎/錠

採用 ソラナックス0.4mg錠 0.4㎎/錠

採用 ソランタール錠100mg 100㎎/錠

採用 ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「杏林」 10㎎/錠

採用 ダーブロック錠2mg 2㎎/錠

採用 ダーブロック錠4mg 4㎎/錠

採用 ダーブロック錠6mg 6㎎/錠

採用 ダイアモックス錠250mg 250㎎/錠



採用 ダイフェン配合顆粒 （400mg＋80mg)/g

採用 ダイフェン配合錠 （400mg＋80mg)/錠

採用 タウリン散98%「大正」 1g/包（1.02g)

採用 ダクチル錠50mg 50㎎/錠

採用 タグリッソ錠80mg 80mg/錠

採用 タケキャブ錠10mg 10mg/錠

採用 タケキャブ錠20mg 20mg/錠

採用 タナトリル錠5 5㎎/錠

採用 タペンタ錠100mg 100㎎/錠

採用 タペンタ錠25mg 25㎎/錠

採用 タミフルカプセル75 75㎎/Cap

採用 タミフルドライシロップ3% 30㎎/g

採用 タモキシフェン錠10mg「DSEP」 10mg/錠

採用 ダラシンカプセル150mg 150mg/Cap

採用 タリージェ錠5mg 5mg/錠

採用 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 250mg/錠

採用 ダントリウムカプセル25mg 25㎎/Cap

採用 タンニン酸アルブミンシオエ 末

採用 タンボコール錠50mg 50㎎/錠

採用 チウラジール錠50mg 50㎎/錠

採用 チガソンカプセル10 10㎎/Cap

採用 チャンピックス錠0.5mg 0.5mg/錠

採用 チラーヂンS錠50μg 50μg/錠

採用 ツイミーグ錠500mg 500mg/錠

採用 ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）〔TJ-24〕 2.5g/包

採用 ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-1〕 2.5g/包

採用 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）〔TJ-107〕 2.5g/包

採用 ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）〔TJ-17〕 2.5g/包

採用 ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-100〕 2.5g/包

採用 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-16〕 2.5g/包

採用 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-14〕 2.5g/包

採用 ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）〔TJ-126〕 2.5g/包

採用 ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）〔TJ-54〕 2.5g/包

採用 ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-43〕 2.5g/包

採用 ツルバダ配合錠 1錠

採用 ティーエスワン配合OD錠T20 20mg/錠（テガフール相当量）

採用 ティーエスワン配合OD錠T25 25mg/錠（テガフール相当量）

採用 ティーエスワン配合カプセルT20 20mg/Cap（テガフール相当量）

採用 ティーエスワン配合カプセルT25 25mg/Cap（テガフール相当量）

採用 デエビゴ錠2.5mg 2.5㎎/錠

採用 デエビゴ錠5mg 5㎎/錠

採用 テオドール錠100mg 100㎎/錠

採用 デカドロンエリキシル0.01% 0.1㎎/mL

採用 デカドロン錠0.5mg 0.5㎎/錠

採用 デカドロン錠4mg 4㎎/錠

採用 デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10% 「日医工」 100㎎/g

採用 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 15㎎/錠

採用 テグレトール細粒50% 500㎎/g

採用 テグレトール錠200mg 200㎎/錠

採用 デザレックス錠5mg 5mg/錠

採用 テトラミド錠10mg 10㎎/錠

採用 テネリアOD錠20mg 20㎎/錠

採用 テノーミン錠25 25㎎/錠

採用 デノタスチュアブル配合錠(SP包装) 1錠

採用 デパケンR錠200mg 200mg/錠

採用 デパケンシロップ5% 50㎎/mL

採用 デパス細粒1% 10㎎/g

採用 デフェラシクロス顆粒分包360mg「サンド」 360mg/包



採用 デフェラシクロス顆粒分包90mg「サンド」 90mg/包

採用 テプレノンカプセル50mg「トーワ」 50㎎/Cap

採用 デプロメール錠25 25㎎/錠

採用 テモゾロミド錠100mg「NK」 100mg/錠

採用 テモゾロミド錠20mg「NK」 20mg/錠

採用 デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」 0.5㎎/Cap

採用 デュファストン錠5mg 5㎎/錠

採用 テルネリン錠1mg 1㎎/錠

採用 テルミサルタン錠40mg「DSEP」 40mg/錠

採用 トアラセット配合錠「杏林」 1錠

採用 ドキサゾシン錠1mg「タナベ」 1㎎/錠

採用 ドグマチール細粒10% 100mg/g

採用 ドグマチール錠50mg 50㎎/錠

採用 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」 3㎎/錠

採用 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」 5㎎/錠

採用 ドパコール配合錠L100 1錠

採用 ドパストン散98.5% 985㎎/g

採用 トビエース錠4mg 4㎎/錠

採用 トピナ錠50mg 50㎎/錠

採用 ドプス細粒20% 200㎎/g

採用 トフラニール錠10mg 10㎎/錠

採用 トラセミドOD錠8mg「TE」 8㎎/錠

採用 トラゼンタ錠5mg 5mg/錠

採用 トラゾドン塩酸塩錠25mg ｢アメル｣ 25㎎/錠

採用 トラネキサム酸錠250mg「YD」 250㎎/錠

採用 トラマールOD錠25mg 25mg/錠

採用 ドラマミン錠50mg 50mg/錠

採用 トリクロリールシロップ10% 100㎎/mL

採用 トリプタノール錠10 10㎎/錠

採用 トレドミン錠15mg 15㎎/錠

採用 トレリーフOD錠25mg 25mg/錠

採用 ナイキサン錠100mg 100㎎/錠

採用 ナウゼリンOD錠5 5㎎/錠

採用 ナゼアOD錠0.1mg 0.1㎎/錠

採用 ナトリックス錠1 1mg/錠

採用 ナフトピジルOD錠25mg「トーワ」 25㎎/錠

採用 ナルサス錠2mg 2mg/錠

採用 ナルサス錠6mg 6mg/錠

採用 ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 2.5μg/錠

採用 ナルラピド錠1mg 1mg/錠

採用 ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 100mg/g

採用 ニコランジル錠5mg「トーワ」 5㎎/錠

採用 ニトロペン舌下錠0.3mg 0.3㎎/錠

採用 ニフェジピンCR錠20mg「NP」 20㎎/錠

採用 ニポラジン錠3mg 3㎎/錠

採用 ニューロタン錠50mg 50㎎/錠

採用 ネキシウムカプセル20mg 20㎎/Cap

採用 ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg 20mg/包

採用 ノイロトロピン錠4単位 4単位/錠

採用 ノウリアスト錠20mg 20mg/錠

採用 ノクサフィル錠100mg 100mg/錠

採用 ノバミン錠5mg 5㎎/錠

採用 ノベルジン錠50mg 50mg/錠

採用 ハーフジゴキシンKY錠0.125 0.125㎎/錠

採用 パーロデル錠2.5mg 2.5㎎/錠

採用 バイアスピリン錠100mg 100㎎/錠

採用 ハイコバールカプセル500μg 500μg/Cap

採用 ハイドレアカプセル500mg 500㎎/Cap



採用 パキロビッドパック
1シート（淡赤色錠（4錠）及び白色錠（２錠）の2種類の

フィルムコーティング錠からなる6錠の製剤）

採用 バップフォー錠10 10㎎/錠

採用 バラクルード錠0.5mg 0.5㎎/錠

採用 バラシクロビル錠500mg「SPKK」 500㎎/錠

採用 バラシクロビル顆粒50%「SPKK」 500㎎/g

採用 パラミヂンカプセル300mg 300㎎/Cap

採用 バルサルタン錠80mg「サンド」 80mg/錠

採用 パルモディア錠0.1mg 0.1mg/錠

採用 バレイショデンプン「ケンエー」 500g/個

採用 パロキセチン錠10mg「SPKK」 10mg/錠

採用 バンコマイシン散0.5g「OK」 0.5g/瓶

採用 パントシン散20% 200㎎/包（1g）

採用 ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」 15㎎/錠

採用 ビオフェルミンR錠 6㎎/錠

採用 ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」 80mg/錠

採用 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「トーワ」 0.75%10mL/本

採用 ヒスロンH錠200mg 200㎎/錠

採用 ヒスロン錠5 5㎎/錠

採用 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 0.625㎎/錠

採用 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「テバ」 5㎎/錠

採用 ビタミンB6散10%「マルイシ」 10%100mg/g

採用 ビタメジン配合カプセルB25 Cap

採用 ヒダントール錠100mg 100㎎/錠

採用 ピドキサール錠10mg 10㎎/錠

採用 ビビアント錠20mg 20㎎/錠

採用 ビブラマイシン錠50mg 50㎎/錠

採用 ビムパット錠50mg 50mg/錠

採用 ピモベンダン錠1.25mg｢TE｣ 1.25mg/錠

採用 ピラマイド原末 末

採用 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」 25㎎/Cap

採用 ピレチア細粒10% 100㎎/g

採用 ファモチジンD錠20mg「サワイ」 20㎎/錠

採用 ファロムドライシロップ小児用10% 100㎎/g

採用 ファロム錠200mg 200㎎/錠

採用 ファンギゾンシロップ100mg/mL （100㎎/mL）24mL/瓶

採用 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 60㎎/錠

採用 フェノバール散10% 100㎎/g

採用 フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 20㎎/錠

採用 フォシーガ錠10mg 10㎎/錠

採用 フォシーガ錠5mg 5㎎/錠

採用 フォリアミン錠 5mg/錠

採用 ブコラム口腔用液5mg 5mg/本

採用 ブスコパン錠10mg 10㎎/錠

採用 プラケニル錠200mg 200㎎/錠

採用 プラザキサカプセル110mg 110㎎/Cap

採用 プラザキサカプセル75mg 75㎎/Cap

採用 フラジール内服錠250mg 250㎎/錠

採用 プラノバール配合錠 1錠

採用 フランドル錠20mg 20㎎/錠

採用 フリウェル配合錠LD「あすか」 1錠

採用 プリモボラン錠5mg 5㎎/錠

採用 プリンペランシロップ0.1% 1㎎/mL

採用 プリンペラン錠5 5㎎/錠

採用 フルイトラン錠2mg 2㎎/錠

採用 プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 25mg/錠

採用 ブレディニン錠50 50㎎/錠

採用 プレドニゾロン散「タケダ」1% 10㎎/g



採用 プレドニゾロン錠「タケダ」5mg 5㎎/錠

採用 プレドニゾロン錠1mg（旭化成） 1㎎/錠

採用 プレマリン錠0.625mg 0.625㎎/錠

採用 プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日新」 5μg/mL

採用 プログラフカプセル0.5mg 0.5mg/Cap

採用 プログラフカプセル1mg 1mg/Cap

採用 プロサイリン錠20 20μg/錠

採用 プロセキソール錠0.5mg 0.5㎎/錠

採用 フロセミド細粒4%「EMEC」 40mg/g

採用 フロセミド錠40mg「NIG」 40㎎/錠

採用 ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 0.25㎎/錠

採用 プロテカジンOD錠10 10㎎/錠

採用 ブロナンセリン錠4mg「DSPB」 4mg/錠

採用 フロベン顆粒8% 40mg/0.5g

採用 フロリードゲル経口用2% （20mg/g）5g/本

採用 フロリネフ錠0.1mg 0.1㎎/錠

採用 ベサコリン散5% 50mg/g

採用 ベスタチンカプセル30mg 30㎎/Cap

採用 ベタナミン錠25mg 25mg/錠

採用 ベタニス錠50mg 50㎎/錠

採用 ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 0.5㎎/錠

採用 ベネット錠17.5mg 17.5㎎/錠

採用 ヘパアクト配合顆粒 4.5g/包

採用 ベプリコール錠50mg 50mg/錠

採用 ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 10mg/錠

採用 ヘマンジオルシロップ小児用0.375% 120mL/瓶

採用 ベムリディ錠25mg 25mg/錠

採用 ペリアクチンシロップ0.04% 0.4㎎/mL

採用 ペリアクチン散1% 10㎎/g

採用 ペリアクチン錠4mg 4㎎/錠

採用 ベリチーム配合顆粒 1g/包

採用 ペルサンチン錠100mg 100㎎/錠

採用 ベルソムラ錠15mg 15mg/錠

採用 ベルソムラ錠20mg 20mg/錠

採用 ヘルベッサーRカプセル100mg 100㎎/Cap

採用 ヘルベッサー錠30 30㎎/錠

採用 ペロスピロン塩酸塩錠4mg  ｢アメル｣ 4mg/錠

採用 ベンザリン錠5 5㎎/錠

採用 ペンタサ錠500mg 500㎎/錠

採用 ボグリボース錠0.3mg「武田テバ」 0.3mg/錠

採用 ホスミシンドライシロップ400 400㎎/g

採用 ホスミシン錠500 500㎎/錠

採用 ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 75mg/錠

採用 ボリコナゾール錠50mg「トーワ」 50㎎/錠

採用 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 5g25g/個

採用 ホリナート錠25mg「タイホウ」 25㎎/錠

採用 ポルトラック原末 6g/包

採用 ボンゾール錠100mg 100㎎/錠

採用 マイスタン細粒1% 10㎎/g

採用 マイテラーゼ錠10mg 10㎎/錠

採用 マクサルトRPD錠10mg 10㎎/錠

採用 マグミット錠250mg 250㎎/錠

採用 マグミット錠330mg 330㎎/錠

採用 ミオナール錠50mg 50㎎/錠

採用 ミグシス錠5mg 5㎎/錠

採用 ミニリンメルトOD錠120μg 120μg/錠

採用 ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」 50㎎/錠

採用 ミノマイシン顆粒2% 20㎎/g



採用 ミヤBM細粒 40mg/g

採用 ミヤBM錠 20㎎/錠

採用 ミラペックスLA錠0.375mg 0.375㎎/錠

採用 ミラペックスLA錠1.5mg 1.5㎎/錠

採用 メイアクトMS小児用細粒10% 100㎎/g

採用 メイラックス錠1mg 1㎎/錠

採用 メキシチールカプセル100mg 100㎎/Cap

採用 メサペイン錠5mg 5mg/錠

採用 メジコン配合シロップ 500mL/瓶

採用 メスチノン錠60mg 60㎎/錠

採用 メソトレキセート錠2.5mg 2.5㎎/錠

採用 メチコバール細粒0.1% 500μg0.5g/包

採用 メチコバール錠500μg 500μg/錠

採用 メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」 0.125mg/錠

採用 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」 250㎎/錠

採用 メトリジン錠2mg 2㎎/錠

採用 メバロチン錠10 10㎎/錠

採用 メプチンドライシロップ0.005% 50μg/g

採用 メプチン錠50μg 50μg/錠

採用 メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 5㎎/錠

採用 メリスロン錠6mg 6㎎/錠

採用 メルカゾール錠5mg 5㎎/錠

採用 モービック錠10mg 10㎎/錠

採用 モサプリドクエン酸塩錠5mg｢日医工｣ 5㎎/錠

採用 モビコール配合内用剤LD 6.8523g/包

採用 モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」 10mg/錠

採用 ユーエフティE配合顆粒T150 0.75g/包

採用 ユーエフティ配合カプセルT100 Cap

採用 ユベラNカプセル100mg 100㎎/Cap

採用 ユベラ錠50mg 50㎎/錠

採用 ユリノーム錠50mg 50㎎/錠

採用 ヨウ化カリウム「ホエイ」 末

採用 ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 50㎎/丸

採用 ラクツロースシロップ65%「タカタ」 65% 650mg/mL

採用 ラゲブリオカプセル200mg 200mg/Cap

採用 ラコールNF配合経腸用半固形剤 300g/バッグ

採用 ラステットSカプセル25mg 25㎎/Cap

採用 ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」 10mg/錠

採用 ラミクタール錠25mg 25㎎/錠

採用 ラミシール錠125mg 125㎎/錠

採用 ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 8㎎/錠

採用 ランドセン細粒0.1% 1㎎/g

採用 ランドセン錠0.5mg 0.5㎎/錠

採用 リアルダ錠1200mg 1200mg/錠

採用 リーゼ錠5mg 5㎎/錠

採用 リウマトレックスカプセル2mg 2㎎/Cap

採用 リクシアナOD錠30mg 30mg/錠

採用 リザベンカプセル100mg 100㎎/Cap

採用 リスパダールOD錠1mg 1㎎/錠

採用 リスパダール細粒1% 10㎎/g

採用 リスパダール内用液1mg/mL 0.5mL/包

採用 リスパダール内用液1mg/mL 1mL/包

採用 リスパダール内用液1mg/mL 2mL/包

採用 リスミー錠2mg 2㎎/錠

採用 リズミック錠10mg 10㎎/錠

採用 リスモダンR錠150mg 150㎎/錠

採用 リパクレオンカプセル150mg 150mg/Cap

採用 リファンピシンカプセル150mg「サンド」 150㎎/Cap



採用 リフキシマ錠200mg 200㎎/錠

採用 リフレックス錠15mg 15㎎/錠

採用 リベルサス錠3mg 3㎎/錠

採用 リポバス錠5 5㎎/錠

採用 リマチル錠100mg 100㎎/錠

採用 リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 5μg/錠

採用 リルゾール錠50mg「AA」 50mg/錠

採用 リンゼス錠0.25mg 0.25mg/錠

採用 リンデロン散0.1% 1㎎/g

採用 ルパフィン錠10mg 10㎎/錠

採用 ルリッド錠150 150㎎/錠

採用 レイボー錠100mg 100mg/錠

採用 レキソタン細粒1% 10㎎/g

採用 レキソタン錠2 2㎎/錠

採用 レキップCR錠2mg 2㎎/錠

採用 レクサプロ錠10mg 10㎎/錠

採用 レクチゾール錠25mg 25㎎/錠

採用 レスタミンコーワ錠10mg 10㎎/錠

採用 レスピア静注・経口液60mg （カフェインクエン酸塩として）60mg3mL/V

採用 レトロゾール錠2.5mg「サンド」 2.5㎎/錠

採用 レナデックス錠4mg 4mg/錠

採用 レニベース錠5 5㎎/錠

採用 レバミピド錠100mg「タナベ」 100㎎/錠

採用 レボセチリジン塩酸塩錠5mg 5㎎/錠

採用 レボトミン散10% 100㎎/g

採用 レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 500㎎/錠

採用 レルミナ錠40mg 40㎎/錠

採用 ロイケリン散10% 100㎎/g

採用 ロートエキス散「ケンエー」 100㎎/g

採用 ロキソニン細粒10% 100㎎/g

採用 ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 60㎎/錠

採用 ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 2.5mg/錠

採用 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 1mg/Cap

採用 ロルカム錠4mg 4㎎/錠

採用 ワーファリン錠1mg 1㎎/錠

採用 ワーファリン顆粒0.2% 2mg/g

採用 ワイパックス錠1.0 1㎎/錠

採用 ワソラン錠40mg 40㎎/錠

採用 塩化ナトリウム「オーツカ」 末

採用 塩酸アンブロキソール錠15mg「杏林」 15㎎/錠

採用 経口用トロンビン細粒1万単位 10,000単位/包（1g）

採用 単シロップシオエ mL

採用 炭酸リチウム錠200mg「大正」 200㎎/錠

採用 炭酸水素ナトリウムシオエ 末

採用 調剤用パンビタン末 末

採用 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 500mg/錠

採用 乳酸カルシウム「ケンエー」 細粒

採用 乳糖「ホエイ」 EFC（倍散用結晶）

採用（外） 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 （g）

採用（外） MS温シップ「タイホウ」 10㎝×14㎝(20g)/枚（1袋：5枚）

採用（外） MS冷シップ「タイホウ」 14㎝×20㎝(40g)/枚（1袋：5枚）

採用（外） SPトローチ0.25mg「明治」 0.25㎎/錠

採用（外） アイファガン点眼液0.1% （1mg/mL）5mL/本

採用（外） アクアチムローション1% （10mg/mL）20mL/瓶

採用（外） アクトシン軟膏3% （30mg/g）30g/本

採用（外） アズノールうがい液4% （40mg/mL）5mL/本

採用（外） アズノール軟膏0.033% 20g/本，（g）

採用（外） アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「シオエ」 200㎎/個



採用（外） アドエア100ディスカス60吸入用 60ブリスター/キット

採用（外） アドフィードパップ40mg 40㎎12g/枚(10㎝×14㎝/枚)(1袋：7枚)

採用（外） アトラント外用液1% （10mg/mL）10mL/本

採用（外） アノーロエリプタ7吸入用 7吸入/キット

採用（外） アフタッチ口腔用貼付剤25μg 25μg/錠

採用（外） アラセナ－A軟膏3% （30mg/g）2g/本

採用（外） アルピニー坐剤100 100㎎/個

採用（外） アルメタ軟膏 （1mg/g）5g/本

採用（外） アレジオン点眼液0.05% 0.05%5mL/本

採用（外） アンペック坐剤10mg 10mg/個

採用（外） アンペック坐剤30mg 30㎎/個

採用（外） イオウ・カンフルローション「東豊」 500mL/瓶

採用（外） イソジンシュガーパスタ軟膏 100g/本

採用（外） イナビル吸入粉末剤20mg 20㎎/キット

採用（外） インタール吸入液1% 20㎎2mL/管

採用（外） インテバンクリーム1% （10mg/g）50g/本

採用（外） ウルティブロ吸入用カプセル 1Cap

採用（外） エキザルベ 5g/本

採用（外） エコリシン眼軟膏 3.5g/本

採用（外） エストラーナテープ0.72mg 0.72㎎/1枚(9㎝2)

採用（外） エナジア吸入用カプセル高用量(7Cap/枚) 1Cap

採用（外） エムラクリーム 5g/本

採用（外） エンペシド腟錠100mg 100㎎/錠

採用（外） オイラックスクリーム10% （100mg/g）10g/本

採用（外） オキサロールローション25μg/g （25μg/g）10g/本

採用（外） オキサロール軟膏25μg/g （25μg/g）10g/本

採用（外） オキナゾール腟錠600mg 600㎎/錠

採用（外） オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 11.2㎎3.3g/缶　56回(1回吸入量：200μg)

採用（外） オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 （1mg/mL）5mL/本

採用（外） キサラタン点眼液0.005% 0.005%2.5mL/本

採用（外） キュバール100エアゾール 15㎎8.7g/缶(1回の噴霧主薬量：100μg)

採用（外） グラナテック点眼液0.4% 0.4%5mL/本

採用（外） クラビット点眼液1.5% （15mg/mL）5mL/本

採用（外） クロマイ腟錠100mg 100㎎/錠

採用（外） ゲーベンクリーム1% 1%50g/本（10mg/g）

採用（外） ケトプロフェンテープ40mg「SN」 40㎎ 1.4g/枚(10㎝×14㎝/枚)(1袋：7枚)

採用（外） コールタイジン点鼻液 15mL/本

採用（外） コソプトミニ配合点眼液 0.4mL/個

採用（外） コソプト配合点眼液 5mL/本

採用（外） ザーネ軟膏0.5% 5mg/g

採用（外） サイプレジン1%点眼液 （10mg/mL）10mL/本

採用（外） ザジテン点鼻液0.05% 4.398mg8mL/瓶

採用（外） ザラカム配合点眼液 2.5mL/本

採用（外） サリベートエアゾール 50g/缶

採用（外） サルタノールインヘラー100μg 0.16%13.5mL/本

採用（外） サレックス軟膏0.05% 0.05%5g/本

採用（外） サンピロ点眼液2% （20mg/mL）5mL/瓶

採用（外） ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 500mg・10mL/本

採用（外） ジクロード点眼液0.1% （1mg/mL）5mL/本

採用（外） ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」 25㎎/個

採用（外） ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」 50㎎/個

採用（外） ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」 （0.5mg/g）5g/本

採用（外） ジフルプレドナート軟膏0.05％	「イワキ」 （0.5mg/g）5g/本

採用（外） スピオルトレスピマット28吸入 28吸入/キット

採用（外） スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 2.5μg60吸入/キット

採用（外） セクターローション3% 3%50mL/本

採用（外） セルタッチパップ70 70㎎14.0g/枚(10㎝×14㎝/枚)(1袋：7枚)

採用（外） セレベント50ディスカス 50μg/ブリスター・60ブリスター/キット



採用（外） ゾビラックス眼軟膏3% （30mg/g）5g/本

採用（外） ダイアコート軟膏0.05% （0.5mg/g）5g/本

採用（外） ダイアップ坐剤4 4㎎/個

採用（外） ダイアップ坐剤6 6㎎/個

採用（外） タリビッド眼軟膏0.3% （3mg/g）3.5g/本

採用（外） タリビッド耳科用液0.3% （3mg/mL）5mL/本

採用（外） チモプトールXE点眼液0.5% （5mg/mL）2.5mL/瓶

採用（外） チモプトール点眼液0.5% （5mg/mL）5mL/瓶

採用（外） ディフェリンゲル0.1% （1mg/g）15g/本

採用（外） デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 1mg/g

採用（外） テラ・コートリル軟膏 5g/本

採用（外） テリルジー100エリプタ14吸入用 14吸入/キット

採用（外） テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」 1%10g/本

採用（外） デルモベートクリーム0.05% （0.5mg/g）5g/本

採用（外） デルモベートスカルプローション0.05% （0.5mg/g）10g/本

採用（外） デルモベート軟膏0.05% （0.5mg/g）5g/本

採用（外） トプシムローション0.05% （0.5mg/g）10g/本

採用（外） トブラシン点眼液0.3% （3mg/mL）5mL/本

採用（外） ドボネックス軟膏50μg/g （50μg/g）10g/本

採用（外） トルソプト点眼液1% （10mg/mL）5mL/瓶

採用（外） ドレニゾンテープ4μg/cm2 (4μg/cm3)7.5㎝×10㎝/枚

採用（外） ナウゼリン坐剤10 10㎎/個

採用（外） ナウゼリン坐剤60 60㎎/個

採用（外） ナサニール点鼻液0.2% 10㎎5mL/瓶

採用（外） ニコチネルTTS10 （17.5㎎）10c㎡/枚

採用（外） ニコチネルTTS20 （35㎎）20c㎡/枚

採用（外） ニコチネルTTS30 （52.5㎎）30c㎡/枚

採用（外） ニゾラールクリーム2% （20mg/g）10g/本

採用（外） ニゾラールローション2% （20mg/g）10g/本

採用（外） ネオシネジンコーワ5%点眼液 （50mg/mL）10mL/本

採用（外） ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% （1mg/g）5g/本

採用（外） ネリゾナ軟膏0.1% （1mg/g）5g/本

採用（外） バクトロバン鼻腔用軟膏2% （20mg/g）3g/本

採用（外） パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 22.4㎎/本(1吸入量：200μg)

採用（外） パルミコート吸入液0.25mg 0.25㎎2mL/管

採用（外） ハルロピテープ24mg 24mg/枚

採用（外） ハルロピテープ32mg 32mg/枚

採用（外） ハルロピテープ8mg 8mg/枚

採用（外） ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 （1mg/mL）5mL/瓶

採用（外） ヒアレインミニ点眼液0.3% （3mg/mL）0.4mL/本

採用（外） ビソノテープ4mg 4mg/枚

採用（外） ビレーズトリエアロスフィア56吸入 56吸入/キット

採用（外） フィブラストスプレー500 500μg/瓶(溶解液付)

採用（外） フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ1mg｢テイコク｣ 1㎎/枚

採用（外） フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ2mg｢テイコク｣ 2㎎/枚

採用（外） フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ4mg｢テイコク｣ 4㎎/枚

採用（外） フェントステープ0.5mg 0.5㎎/枚

採用（外） フシジンレオ軟膏2% （20mg/g）10g/本

採用（外） ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」 60吸入/キット

採用（外） フラジール腟錠250mg 250㎎/錠

採用（外） プラスチベース g

採用（外） プリビナ液0.05% 0.5mg/mL

採用（外） ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 （10mg/mL）5mL/本

採用（外） フルタイド100ディスカス 100μg60ブリスター/個

採用（外） フルタイド200ディスカス 200μg・60ブリスター/個

採用（外） フルタイド50μgエアゾール120吸入用 9.72㎎10.6g/缶(1吸入量：50μg)

採用（外） フルティフォーム125エアゾール56吸入用 56吸入/瓶

採用（外） フルメタ軟膏 （1mg/g）5g/本



採用（外） フルメトロン点眼液0.02% （0.2mg/mL）5mL/本

採用（外） フルメトロン点眼液0.1% （1mg/mL）5mL/本

採用（外） プレグランディン腟坐剤1mg 1㎎/個

採用（外） フロジン外用液5% （50mg/mL）30mL/本

採用（外） プロスタンディン軟膏0.003% （30μg/g）30g/本

採用（外） プロトピック軟膏0.03%小児用 （0.3mg/g）5g/本

採用（外） プロトピック軟膏0.1% （1mg/g）5g/本

採用（外） ブロナック点眼液0.1% （1mg/mL）5mL/本

採用（外） プロペト 100g/本，(g)

採用（外） ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 0.2%45mL/本

採用（外） ベストロン耳鼻科用1% 50mg5mL/本(溶解後)

採用（外） ベストロン点眼用0.5% （25mg5mL/瓶(溶解後の液として)

採用（外） ベネトリン吸入液0.5% （5㎎/mL）30mL/瓶

採用（外） ベノキシール点眼液0.4% （4mg/mL）10mL/本

採用（外） ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 3.0mg/g 100g/本

採用（外） ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 3.0mg/g 25g/本

採用（外） ペンタサ坐剤1g 1g/個

採用（外） ペンタサ注腸1g 1g100mL/個

採用（外） ボアラ軟膏0.12% （1.2mg/g）5g/本

採用（外） ホーリンV腟用錠1mg 1㎎/錠

採用（外） ホクナリンテープ0.5mg 0.5㎎/枚

採用（外） ホクナリンテープ2mg 2㎎/枚

採用（外） ホスミシンS耳科用3% 300mg10mL/本(溶解後)

採用（外） ポビドンヨードガーグル7%「日医工」 7%30mL/本

採用（外） ポビドンヨードゲル10%「明治」 10%4g/個（100mg/g）

採用（外） ボラザG軟膏 2.4g/個

採用（外） ボルタレンゲル1% （10mg/g）50g/本

採用（外） マクロゴール軟膏「ヨシダ」 500g/本

採用（外） ミオコールスプレー0.3mg （6.5mg/g）7.2g（100回用）/缶

採用（外） ミケランLA点眼液2% （20mg/mL）2.5mL/本

採用（外） ミドリンM点眼液0.4% 5mL/本

採用（外） ミドリンP点眼液 5mL/本

採用（外） ムコフィリン吸入液20% 352.4mg2mL/包

採用（外） メサデルム軟膏0.1% 0.1%5g/本

採用（外） メプチンエアー10μg吸入100回 143μg/g 5mL/キット(1回噴霧中10μg)

採用（外） メプチン吸入液ユニット0.5mL 100μg/mL（0.5mL/個）

採用（外） モメタゾン点鼻液50μｇ「杏林」56噴霧 5mg10g/瓶

採用（外） ヤクバンテープ20mg 20㎎0.84g/枚(7㎝×10㎝/枚)(1袋：7枚)

採用（外） リザベン点眼液0.5% （5mg/mL）5mL/瓶

採用（外） リドメックスコーワローション0.3% （3mg/g）10g/本

採用（外） リレンザ （5㎎/ブリスター）4ブリスター/枚

採用（外） リンデロン－VG軟膏0.12% 5g/本

採用（外） リンデロン－Vローション （1.2mg/mL）10mL/瓶

採用（外） リンデロン坐剤1.0mg 1㎎/個

採用（外） リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% （1mg/mL）5mL/瓶

採用（外） ルリコン軟膏1% 1%10g/本

採用（外） レスタミンコーワクリーム1% 1%500g/瓶

採用（外） レルベア100エリプタ14吸入用 14吸入/キット

採用（外） レルベア200エリプタ14吸入用 14吸入/キット

採用（外） ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 100㎎2g/枚(10㎝×14㎝/枚)(1袋：7枚)

採用（外） ロコイド軟膏0.1% 0.1%5g/本

採用（外） ワコビタール坐剤100 100㎎/個

採用（外） ワコビタール坐剤50 50㎎/個

採用（外） 亜鉛華（10%）単軟膏シオエ g

採用（外） 眼・耳科用リンデロンA軟膏 5g/本

採用（外） 吸水クリーム「ニッコー」 g

採用（外） 強力ポステリザン（軟膏） 2g/個

採用（外） 硝酸イソソルビドテープ40mg「テイコク」 40mg/枚



採用（外） 新レシカルボン坐剤 2.6g/個

採用（外） 人工涙液マイティア点眼液 5mL/瓶

採用（外） 単軟膏 g

採用（外） 日点アトロピン点眼液1% （10mg/mL）5mL/瓶

採用（外） 尿素クリーム20%「SUN」 20%25g/本

採用（注） 5－FU注 1000mg/20mL 1000㎎20mL/瓶

採用（注） HCGモチダ注射用5千単位 5,000単位/管(溶解液付)

採用（注） KCL注10mEqキット「テルモ」 0.7455g10mL/キット

採用（注） アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 500mL/袋

採用（注） アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL 2mg0.05mL/筒

採用（注） アキネトン注射液5mg 5㎎1mL/管

採用（注） アクチバシン注2400万 2400万IU/瓶（溶解液付）

採用（注） アクプラ静注用50mg 50㎎/瓶

採用（注） アクラシノン注射用20mg 20㎎/瓶

採用（注） アコアラン静注用1800 1800IU/瓶（溶解液付）

採用（注） アシクロビル点滴静注用 250mg｢サワイ｣ 250㎎/瓶

採用（注） アセリオ静注液1000mgバッグ 1,000mg100mL/袋

採用（注） アタラックス－P注射液（25mg/ml） 25㎎1mL/管

採用（注） アデホス－Lコーワ注20mg 20㎎2mL/管

採用（注） アデラビン9号注1mL 1mL/管

採用（注） アドナ注（静脈用）50mg 50㎎10mL/管

採用（注） アドナ注10mg 10㎎2mL/管

採用（注） アトニン－O注5単位 5単位1mL/管

採用（注） アドリアシン注用10 10㎎/瓶

採用（注） アドリアシン注用50 50㎎/瓶

採用（注） アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1㎎1mL/筒

採用（注） アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 0.5㎎1mL/管

採用（注） アネメトロ点滴静注液500mg 500mg/100mL/瓶

採用（注） アネレム静注用50mg 50㎎/瓶

採用（注） アバスチン点滴静注用100mg/4mL 100㎎4mL/瓶

採用（注） アバスチン点滴静注用400mg/16mL 400㎎16mL/瓶

採用（注） アブラキサン点滴静注用100mg 100mg/瓶

採用（注） アプレゾリン注射用20mg 20㎎/管

採用（注） アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 150mg3mL/管

採用（注） アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」 200mg/管

採用（注） アミサリン注200mg 200㎎2mL/管

採用（注） アミノレバン点滴静注 500mL/袋

採用（注） アミパレン輸液 200mL/袋

採用（注） アムビゾーム点滴静注用50mg 50㎎/瓶

採用（注） アリナミン注射液10mg 10㎎2mL/管

採用（注） アリムタ注射用100mg 100mg/瓶

採用（注） アリムタ注射用500mg 500mg/瓶

採用（注） アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 10㎎20mL/管

採用（注） アルツディスポ関節注25mg 25㎎2.5mL/筒

採用（注） アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」 20μg/瓶

採用（注） アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」 500μg/瓶

採用（注） アロカリス点滴静注235mg 235mg10mL/瓶

採用（注） アンサー皮下注20μg 20μg1mL/管(D-アラビノース換算糖含量として)

採用（注） アンチレクス静注10mg 10㎎1mL/管

採用（注） アンペック注200mg 200mg5mL/管

採用（注） イーケプラ点滴静注500mg 500mg5mL/瓶

採用（注） イダマイシン静注用5mg 5㎎/瓶

採用（注） イノバン注0.3%シリンジ 150㎎50mL/筒

採用（注） イベニティ皮下注105mgシリンジ 105mg1.17mL/筒

採用（注） イミグラン注3 3㎎1mL/管

採用（注） イムノブラダー膀注用80mg 80㎎/瓶(溶解液付)

採用（注） イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg｢ホスピーラ｣ 100mg5mL/瓶

採用（注） イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg｢ホスピーラ｣ 40mg2mL/瓶



採用（注） イルミア皮下注100mgシリンジ 100mg/1mL/筒

採用（注） インスリングラルギンBS注ミリオペン｢リリー｣  300単位3mL/キット

採用（注） インスリンリスプロBS注ソロスターHU｢サノフィ｣ 300単位3mL/キット

採用（注） インダシン静注用1mg 1㎎/瓶

採用（注） インデラル注射液2mg 2㎎2mL/管

採用（注） イントラリポス輸液20% 20%100mL/袋

採用（注） インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 100mg/瓶

採用（注） ヴィーンF輸液 500mL/袋

採用（注） ウロナーゼ静注用6万単位 60,000単位/瓶

採用（注） エクザール注射用10mg 10㎎/瓶

採用（注） エスポー注射液750 750IU0.5mL/管

採用（注） エスポー皮下用24000シリンジ 24,000IU0.5mL/筒

採用（注） エスラックス静注50mg/5.0mL 50㎎5mL/瓶

採用（注） エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」 30㎎100mL/袋

採用（注） エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 100mg5mL/瓶

採用（注） エナルモンデポー筋注250mg 250㎎1mL/管

採用（注） エピペン注射液0.3mg 2㎎2mL/本（1回注射量0.3mL）

採用（注） エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 10㎎/瓶

採用（注） エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 50mg/瓶

採用（注） エホチール注10mg 10㎎1mL/管

採用（注） エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター 120mg1mL/ｼﾘﾝｼﾞ

採用（注） エリル点滴静注液30mg 30㎎2mL/管

採用（注） エルシトニン注40単位 40エルカトニン単位1mL/管

採用（注） エルネオパNF1号輸液 1000mL/袋

採用（注） エルネオパNF1号輸液 1500mL/袋

採用（注） エルネオパNF2号輸液 1000mL/袋

採用（注） エルネオパNF2号輸液 1500mL/袋

採用（注） エンタイビオ点滴静注300mg 300㎎/瓶

採用（注） オキサリプラチン注100mg/20mL ｢NK｣ 100㎎/瓶

採用（注） オキサリプラチン注200mg/40mL ｢NK｣ 200㎎/瓶

採用（注） オキサリプラチン注50mg/10mL ｢NK｣ 50㎎/瓶

採用（注） オキサロール注5μg 5μg1mL/管

採用（注） オキシコドン注射液10mg｢第一三共｣ 10㎎1mL/管

採用（注） オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 100μg1mL/管

採用（注） オザグレルNa静注液40mg「日医工」 40mg4mL/管

採用（注） オニバイド点滴静注43mg 43mg10mL/瓶

採用（注） オノアクト点滴静注用50mg 50㎎/瓶

採用（注） オビソート注射用0.1g 0.1g/管

採用（注） オプジ－ボ点滴静注120mg/12mL 120mg12mL/瓶

採用（注） オプジ－ボ点滴静注240mg/24mL 240mg24mL/瓶

採用（注） オメプラゾール注射用20mg「日医工」 20㎎/瓶

採用（注） オルガドロン注射液3.8mg 5㎎1mL/管（デキサメタゾンとして3.8mg）

採用（注） オンコビン注射用1mg 1㎎/瓶

採用（注） ガザイバ点滴静注1000mg 1000mg40mL/瓶

採用（注） カドサイラ点滴静注用100mg 100㎎/瓶

採用（注） カドサイラ点滴静注用160mg 160㎎/瓶

採用（注） ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」 500mg/瓶

採用（注） カルチコール注射液8.5%5mL （85mg/mL）5mL/管

採用（注） カルベニン点滴用0.5g 500㎎/瓶

採用（注） カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 150㎎15mL/瓶

採用（注） カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 450㎎45mL/瓶

採用（注） カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 50㎎5mL/瓶

採用（注） カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」 200㎎/瓶

採用（注） キイトルーダ点滴静注100mg 100mg4mL/瓶

採用（注） キロサイドN注1g 1g50mL/瓶

採用（注） キロサイド注200mg 200㎎10mL/管

採用（注） キロサイド注20mg 20㎎1mL/管

採用（注） キロサイド注60mg 60㎎3mL/管



採用（注） グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」 3㎎100mL/袋

採用（注） グランシリンジM300 300μg0.7mL/筒

採用（注） クリアクター静注用40万 40万IU/瓶

採用（注） グリセレブ配合点滴静注 200mL/袋

採用（注） クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 600㎎4mL/管

採用（注） グルアセト35注 500mL/本

採用（注） クレキサン皮下注キット2000IU 2000I.U.(抗第Xa因子活性)0.2mL/筒

採用（注） ケイセントラ静注用1000 1000I.U./瓶(溶解液付)

採用（注） ケイセントラ静注用500 500I.U./瓶(溶解液付)

採用（注） ケイツーN静注10mg 10㎎2mL/管

採用（注） ケタラール静注用200mg 200㎎20mL/瓶

採用（注） ケナコルト－A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL 40㎎1mL/瓶

採用（注） ケナコルト－A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL 50㎎5mL/瓶

採用（注） 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」 12.5g50mL/瓶

採用（注） 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 12.5g250mL/瓶

採用（注） ゲンタシン注60 60㎎1.5mL/管

採用（注） コートロシン注射用0.25mg 0.25㎎/管(溶解液付)

採用（注） コセンティクス皮下注150mgペン 150mg1mL/キット

採用（注） ゴナックス皮下注用120mg 120mg/瓶（溶解液付き）

採用（注） ゴナックス皮下注用240mg 240mg/瓶（溶解液付き）

採用（注） ゴナックス皮下注用80mg 80mg/瓶（溶解液付き）

採用（注） コントミン筋注10mg 10㎎2mL/管

採用（注） コンファクトF注射用500 500単位/瓶(溶解液付)

採用（注） サイラムザ点滴静注液100mg 100mg10mL/瓶

採用（注） サイラムザ点滴静注液500mg 500mg50mL/瓶

採用（注） サイレース静注2mg 2mg1mL/管

採用（注） サビーン点滴静注用500mg 500mg/瓶

採用（注） サムタス点滴静注用8mg 8mg/瓶

採用（注） サンラビン点滴静注用150mg 150㎎/瓶

採用（注） サンリズム注射液50 50㎎5mL/管

採用（注） ジーラスタ皮下注3.6mg 3.6mg0.36mL/筒

採用（注） ジェノトロピンゴークイック注用12mg 12㎎/キット

採用（注） ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg 5.3㎎/キット

採用（注） ジェムザール注射用1g 1g/瓶

採用（注） ジェムザール注射用200mg 200㎎/瓶

採用（注） シオゾール注10mg 10㎎1mL/管

採用（注） ジギラノゲン注0.4mg 0.4㎎2mL/管

採用（注） シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 10㎎20mL/瓶

採用（注） シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」 25㎎50mL/瓶

採用（注） シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 50㎎100mL/瓶

採用（注） ジスロマック点滴静注用500mg 500㎎/瓶

採用（注） シナジス筋注液100mg 100mg1.0mL/瓶

採用（注） シナジス筋注液50mg 50mg0.5mL/瓶

採用（注） ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」 10㎎/管

採用（注） シンビット静注用50mg 50㎎/瓶

採用（注） スキサメトニウム注40「マルイシ」 40㎎2mL/管

採用（注） スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL 150mg/1mL/筒

採用（注） ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ 240万単位/筒

採用（注） ズファジラン筋注5mg 5㎎1mL/管

採用（注） スミフェロン注DS300万IU 300万I.U.1mL/筒

採用（注） スミフェロン注DS600万IU 600万I.U.1mL/筒

採用（注） スルバシリン静注用1.5g 1.5g/瓶

採用（注） スルバシリン静注用3g 3g/瓶

採用（注） ゼビュディ点滴静注液500mg 500㎎8mL/瓶

採用（注） セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」 1g/キット(生理食塩液100mL付)

採用（注） セファメジンα注射用2g 2g/瓶

採用（注） セファランチン注10mg 10㎎2mL/管

採用（注） セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」 1g/瓶



採用（注） セフォタックス注射用1g 1g/瓶

採用（注） セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」 1g/キット（生理食塩液100mL付）

採用（注） セフタジジム静注用1g「VTRS」 1g/瓶

採用（注） セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 1g/瓶

採用（注） セフメタゾールNa静注用1g「NP」 1g/瓶

採用（注） セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」 1g/キット(生理食塩液100mL付)

採用（注） ソセゴン注射液15mg 15mg1mL/A

採用（注） ゾラデックス3.6mgデポ 3.6㎎/筒(ゴセレリンとして)

採用（注） ゾラデックスLA10.8mgデポ 10.8㎎/筒(ゴセレリンとして)

採用（注） ソリタ－T2号輸液 500mL/袋

採用（注） ソルデム1輸液 200mL/袋

採用（注） ソルデム1輸液 500mL/袋

採用（注） ソルデム3A輸液 200mL/袋

採用（注） ソルデム3A輸液 500mL/袋

採用（注） ソルデム6輸液 500mL/袋

採用（注） ソルメドロール注125mg 125㎎/瓶(溶解液付)

採用（注） ソルメドロール注40mg 40㎎/瓶(溶解液付)

採用（注） ソルメドロール注500mg 500㎎/瓶(溶解液付)

採用（注） ソルラクト輸液 500mL/袋

採用（注） ゾレア皮下注150mgシリンジ 150mg1mL/キット

採用（注） ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mLバッグ「VTRS」 4㎎100mL/袋

採用（注） ダイアモックス注射用500mg 500㎎/瓶

採用（注） ダウノマイシン静注用20mg 20㎎/瓶

採用（注） タケプロン静注用30mg 30㎎/瓶

採用（注） タゾピペ配合静注用4.5「明治」 4.5g/瓶

採用（注） タチオン注射用200mg 200㎎/管

採用（注） ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」 5,000低分子ヘパリンI.U.（抗第Xa因子活性）20mL/筒

採用（注） ダルベポエチンアルファ注120μgシリンジ「KKF」 120μg0.5mL/筒

採用（注） ダルベポエチンアルファ注30μgシリンジ「KKF」 30μg0.5mL/筒

採用（注） ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」 60μg0.5mL/筒

採用（注） ダントリウム静注用20mg 20㎎/瓶

採用（注） チエナム点滴静注用キット0.5g 0.5g/キット

採用（注） デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」 200μg50mL/筒

採用（注） デスフェラール注射用500mg 500㎎/瓶

採用（注） テタノブリンIH静注1500単位 1500I.U.20mL/瓶

採用（注） テタノブリンIH静注250単位 250I.U.3.4mL/瓶

採用（注） デトキソール静注液2g 2g20mL/瓶

採用（注） デノシン点滴静注用500mg 500㎎/瓶

採用（注） デポ・メドロール水懸注40mg 40㎎1mL/瓶

採用（注） デュピクセント皮下注300mgペン 300mg2mL/キット

採用（注） テラルビシン注射用10mg 10㎎/瓶

採用（注） テリパラチドBS皮下注キット600μg｢モチダ｣ 600μg/キット

採用（注） ドキシル注20mg 20㎎10mL/瓶

採用（注） ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 20mg1mL/瓶

採用（注） ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 80mg4mL/瓶

採用（注） ドパストン静注50mg 50㎎20mL/管

採用（注） ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」 100㎎5mL/管

採用（注） ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」 150mg/50mL/筒

採用（注） ドブタミン点滴静注液100mg「F」 100㎎5mL/管

採用（注） トブラシン注60mg 60㎎1.5mL/管

採用（注） ドプラム注射液400mg 400㎎20mL/瓶

採用（注） トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」 150mg/瓶

採用（注） トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」 60mg/瓶

採用（注） トラネキサム酸注1g「NP」 1000mg10mL/管

採用（注） トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 0.75mg0.5mL/キット

採用（注） トレシーバ注フレックスタッチ 300単位/キット

採用（注） トレムフィア皮下注100mgシリンジ 100mg1mL/筒

採用（注） ナファモスタット注射用10mg「SW」 10㎎/瓶



採用（注） ナファモスタット注射用50mg「SW」 50㎎/瓶

採用（注） ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」 0.2㎎1mL/管

採用（注） ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 2㎎2mL/管

採用（注） ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」 12㎎/瓶

採用（注） ニトプロ持続静注液6mg 6㎎2mL/管

採用（注） ニトロール注5mgシリンジ 5㎎10mL/筒

採用（注） ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」 25㎎50mL/筒

採用（注） ネオアミユー輸液 200mL/袋

採用（注） ネオシネジンコーワ注1mg 1㎎1mL/管

採用（注） ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ 5mL/筒

採用（注） ネオファーゲン静注20mL 20mL/管

採用（注） ネオフィリン注250mg 250㎎10mL/管

採用（注） ネスプ注射液120μgプラシリンジ 120μg0.5mL/筒

採用（注） ネスプ注射液60μgプラシリンジ 60μg0.5mL/筒

採用（注） ノイトロジン注100μg 100μg/瓶(溶解液付)

採用（注） ノイロトロピン注射液3.6単位 3.6単位3mL/管

採用（注） ノーベルバール静注用250mg 250㎎/瓶

採用（注） ノバントロン注10mg 10㎎5mL/瓶

採用（注） ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 300単位3mL/筒

採用（注） ノルアドリナリン注1mg 1㎎1mL/管

採用（注） ノルディトロピンフレックスプロ注10mg 10㎎1.5mL/筒

採用（注） パージェタ点滴静注420mg 420mg14mL/瓶

採用（注） ハイカリックRF輸液500mL 500mL/袋

採用（注） パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」 100㎎16.7mL/瓶

採用（注） パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」 30㎎5mL/瓶

採用（注） パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」 40㎎1mL/管

採用（注） ハプトグロビン静注2000単位「JB」 2,000単位100mL/瓶

採用（注） ハベカシン注射液200mg 200㎎4mL/管

採用（注） パム静注500mg 500㎎20mL/管

採用（注） ハラヴェン静注1mg 1mg2mL/瓶

採用（注） パルクス注10μg 10μg2mL/管

採用（注） パルクス注5μg 5μg1mL/管

採用（注） バル筋注100mg「AFP」 100㎎1mL/管

採用（注） パレプラス輸液 500mL/キット

採用（注） パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 0.75㎎50mL/袋

採用（注） ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 5㎎1mL/管

採用（注） バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 0.5g/瓶

採用（注） パントール注射液100mg 100㎎1mL/管

採用（注） ハンプ注射用1000 1,000μg/瓶

採用（注） ヒアルロン酸Na関節注25mg「日新」 25㎎2.5mL/管

採用（注） ビーフリード輸液 500mL/袋

採用（注） ピヴラッツ点滴静注液150mg 150mg6mL/瓶

採用（注） ビクシリン注射用1g 1g/瓶

採用（注） ピシバニール注射用5KE 5KE/瓶(溶解液付)

採用（注） ビダーザ注射用100mg 100mg/瓶

採用（注） ビタシミン注射液500mg 500㎎2mL/管

採用（注） ビタメジン静注用 瓶

採用（注） ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用300mg「NIG」 300㎎/瓶(溶解液付)

採用（注） ヒベルナ注25mg 25㎎1mL/管

採用（注） ビムパット点滴静注100mg 100㎎10mL/管

採用（注） ヒューマリンR注100単位/mL 1000単位10mL/瓶

採用（注） ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL 40mg0.4mL/キット

採用（注） ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター 160mg/筒

採用（注） ファモチジン注用20mg「トーワ」 20㎎/管

採用（注） フィジオ140輸液 500mL/袋

採用（注） フィニバックス点滴静注用0.5g 0.5g/瓶

採用（注） ブイフェンド200mg静注用 200㎎/瓶

採用（注） フィブリノゲンHT静注用1g「JB」 1g/瓶(溶解液付)



採用（注） フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」 75μg0.3mL/筒

採用（注） フェインジェクト静注500mg 500mg/10mL/瓶

採用（注） フェジン静注40mg 鉄：40㎎2mL/管

採用（注） フェソロデックス筋注250mg 250mg5mL/筒

採用（注） フェノバール注射液100mg 100㎎1mL/管

採用（注） フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 0.1㎎2mL/管

採用（注） ブスコパン注20mg 20㎎1mL/管

採用（注） プラリア皮下注60mgシリンジ 60mg1mL/筒

採用（注） プリズバインド静注液2.5g 2.5g50mL/瓶

採用（注） ブリディオン静注200mg 200㎎2mL/瓶

採用（注） プリンペラン注射液10mg 10㎎2mL/管

採用（注） フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」 0.5㎎5mL/筒

採用（注） フルマリンキット静注用1g 1g/キット(生食液100mL付)

採用（注） フルマリン静注用1g 1g/瓶

採用（注） プレアミン－P注射液 200mL/袋

採用（注） ブレオ注射用5mg 5㎎/瓶

採用（注） プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」 200μg50mL/筒

採用（注） プロゲホルモン筋注用25mg 25㎎1mL/管

採用（注） プロジフ静注液200 200㎎2.5mL/瓶

採用（注） プロスタルモン・F注射液1000 1㎎1mL/管

採用（注） プロタノールL注0.2mg 0.2㎎1mL/管

採用（注） プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 100㎎10mL/瓶

採用（注） プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」 0.732mg（プロチレリンとして0.5㎎）1mL/管

採用（注） ベクルリー点滴静注用100mg 100㎎/瓶

採用（注） ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」 20,000ヘパリン単位0.8mL/瓶

採用（注） ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 5,000単位5mL/瓶

採用（注） ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」 5,000単位5mL/管

採用（注） ベリナートP静注用500 500国際単位/瓶(溶解液付)

採用（注） ペルジピン注射液25mg 25㎎25mL/瓶

採用（注） ホストイン静注750mg 750㎎10mL/瓶

採用（注） ホスホマイシンNa静注用2g「NP」 2g/瓶

採用（注） ボスミン注1mg 1㎎1mL/管

採用（注） ボナロン点滴静注バッグ900μg 900μg100mL/袋

採用（注） ポララミン注5mg 5㎎1mL/管

採用（注） ホリゾン注射液10mg 10㎎2mL/管

採用（注） ボルビックス注 2mL/管

採用（注） ボルベン輸液6% 30g500mL/袋

採用（注） ボンベンディ静注用1300 1300IU/瓶

採用（注） マイトマイシン注用2mg 2㎎/瓶

採用（注） マグセント注100mL 100mL/瓶

採用（注） マルタミン注射用 瓶

採用（注） マンニットールS注射液 300mL/袋

採用（注） ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」 50㎎/瓶

採用（注） ミダゾラム注10mg「サンド」 10㎎2mL/管

採用（注） ミチーガ皮下注用60mgシリンジ 60mg/筒

採用（注） ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 100㎎/瓶

採用（注） ミラクリッド注射液5万単位 50,000単位1mL/管

採用（注） ミルセラ注シリンジ150μg 150μg0.3mL/筒

採用（注） ミルセラ注シリンジ75μg 75μg0.3mL/筒

採用（注） ミルリノン注射液10mg「F」 10㎎10mL/瓶

採用（注） メイロン静注8.4% 1.68g20mL/管，21g250mL/袋

採用（注） メコバラミン注500μg「NP」 500μg1mL/管

採用（注） メソトレキセート点滴静注液1000mg 1000㎎40mL/瓶

採用（注） メソトレキセート点滴静注液200mg 200㎎8mL/瓶

採用（注） メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 0.2㎎1mL/管

採用（注） メロペネム点滴静注用0.5g｢明治｣ 500㎎/瓶

採用（注） メロペネム点滴静注用1g｢明治｣ 1g/瓶

採用（注） モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」 10mg1mL/菅



採用（注） モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」 50mg5mL/管

採用（注） ライゾデグ配合注フレックスタッチ 300単位/キット

採用（注） ラクトリンゲルM注「フソー」 500mL/袋

採用（注） ラシックス注20mg 20㎎2mL/管

採用（注） ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」 0.5mg0.05mL/筒

採用（注） ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg 300㎎60mL/袋(ペラミビルとして)

採用（注） ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 0.3㎎2mL/管

採用（注） ランマーク皮下注120mg 120㎎1.7mL/瓶

採用（注） リクラスト点滴静注液5mg 5mg100mL/瓶

採用（注） リコモジュリン点滴静注用12800 12800単位/瓶

採用（注） リスモダンP静注50mg 50㎎5mL/管

採用（注） リツキサン点滴静注100mg 100mg10mL/瓶

採用（注） リツキサン点滴静注500mg 500mg50mL/瓶

採用（注） リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 100mg10mL/瓶

採用（注） リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 500mg50mL/瓶

採用（注） リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 100㎎5mL/筒

採用（注） リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 2000mg200mL/袋

採用（注） リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」 50mg5mL/A

採用（注） リノロサール注射液4mg（0.4%） 4㎎1mL/管

採用（注） リメタゾン静注2.5mg 4㎎1mL/管（デキサメタゾンとして2.5mg）

採用（注） リュープリンPRO注射用キット22.5mg 22.5mg/キット

採用（注） リュープリンSR注射用キット11.25mg 11.25㎎/筒

採用（注） リュープリン注射用キット3.75mg 3.75㎎/筒

採用（注） リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg｢NP｣ 1.88㎎/筒

採用（注） リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg｢NP｣ 3.75㎎/筒

採用（注） リンデロン懸濁注 2.5mg0.5mL/管

採用（注） リン酸Na補正液0.5mmol/mL 20mL/管

採用（注） ルムジェブ注ミリオペン 300単位3mL/キット

採用（注） レペタン注0.2mg 0.2㎎1mL/管

採用（注） レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」 100㎎5mL/筒

採用（注） レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 500mg100mL/袋

採用（注） レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 100㎎/瓶(レボホリナートとして)

採用（注） レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」 25㎎/瓶(レボホリナートとして)

採用（注） レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 2mg/瓶

採用（注） ロイコボリン注3mg 3㎎1mL/管

採用（注） ロイナーゼ注用5000 5,000K.U./瓶

採用（注） ロゼウス静注液40mg 40mg4mL/瓶

採用（注） ロナプリーブ注射液セット1332 各1332㎎11.1mL/瓶

採用（注） ロナプリーブ注射液セット300 各300㎎2.5mL/瓶

採用（注） ロピオン静注50mg 50㎎5mL/管

採用（注） ワゴスチグミン注0.5mg 0.5㎎1mL/管

採用（注） ワソラン静注5mg 5㎎2mL/管

採用（注） ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg 40㎎1mL/管

採用（注） 亜硝酸アミル「AFP」 0.25mL/管

採用（注） 塩化Na補正液2.5mEq/mL 2.922g(2.5mol/L)20mL/管

採用（注） 乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」 1,000単位/瓶(溶解液5mL付)

採用（注） 乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」 200単位/瓶(溶解液1mL付)

採用（注） 献血アルブミン25%静注5g/20mL「ベネシス」 5g20mL/瓶

採用（注） 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL 5g50mL/瓶

採用（注） 献血ベニロン－I静注用2500mg 2.5g/瓶(溶解液付)

採用（注） 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 1,000倍/瓶(溶解液付)

採用（注） 水溶性ハイドロコートン注射液100mg 100㎎2mL/瓶

採用（注） 水溶性プレドニン10mg 10㎎/管

採用（注） 水溶性プレドニン50mg 50㎎/管

採用（注） 生食注シリンジ「NP」 90mg・10mL/筒

採用（注） 静注用マグネゾール20mL 20mL/管

採用（注） 大塚蒸留水 20mL/管

採用（注） 大塚蒸留水 100mL/本



採用（注） 大塚生食注 20mL/管

採用（注） 大塚生食注 50mL/本

採用（注） 大塚生食注 100mL/本

採用（注） 大塚生食注 250mL/袋

採用（注） 大塚生食注 500mL/袋

採用（注） 大塚生食注2ポート100mL 100mL/本

採用（注） 大塚糖液10% 20mL/管（ブドウ糖2g：8kcal）

採用（注） 大塚糖液5% 20mL/管（ブドウ糖1g：4kcal）

採用（注） 大塚糖液5% 50mL/本（ブドウ糖2.5g：10kcal）

採用（注） 大塚糖液5% 100mL/本（ブドウ糖5g：20kcal）

採用（注） 大塚糖液5% 250mL/袋（ブドウ糖12.5g：50kcal）

採用（注） 大塚糖液5% 500mL/袋（ブドウ糖25g：100kcal）

採用（注） 大塚糖液50% 20mL/管（ブドウ糖10g：40kcal）

採用（注） 大塚糖液50% 200mL/袋（ブドウ糖100g：400kcal）

採用（注） 注射用イホマイド1g 1g/瓶

採用（注） 注射用エンドキサン500mg 500㎎/瓶

採用（注） 注射用サイメリン50mg 50㎎/瓶

採用（注） 注射用パニマイシン100mg 100㎎/瓶

採用（注） 注射用フィルデシン1mg 1㎎/瓶

採用（注） 注射用メソトレキセート50mg 50㎎/瓶

採用（注） 注射用メソトレキセート5mg 5㎎/瓶

採用（注） 低分子デキストランL注250mL1袋 250mL/袋

採用（注） 硫酸Mg補正液1mEq/mL 2.46g20mL/管(0.5mol/L)

採用（注） 硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」 1g4mL/管

採用（注） 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」 1g/瓶

処置 1%ディプリバン注－キット 500㎎50mL/筒

処置 10%ハイポアルコール 10%500mL/本

処置 DTビック 0.1mL/瓶

処置 Dドライ透析剤3.0S A剤：2682.0g・B剤：661.6g

処置 EOB・プリモビスト注シリンジ 1814.30mg10mL/筒

処置 LH－RH注0.1mg「タナベ」 0.1㎎1mL/管

処置 N-マルチスティックスSG-L 100枚/缶

処置 TRH注0.5mg「タナベ」 0.5㎎1mL/管

処置 アクトヒブ 瓶（溶解液付）

処置 アデノスキャン注60mg 60㎎20mL/瓶

処置 アナペイン注7.5mg/mL （7.5mg/mL）20mL/管

処置 アルギニン点滴静注30g「AY」 30g300mL/袋

処置 アロンアルフアA「三共」 0.5g/管

処置 イオパミドール370注100mL「F」 75.52%100mL/筒(I：370㎎/mL)

処置 イオパミドール370注シリンジ100mL「F」 75.52%100mL/筒(I：370㎎/mL)

処置 イオパミロン注300 12.25g20mL/瓶(I：300㎎/mL)

処置 イオパミロン注300 30.62g50mL/瓶(I：300㎎/mL)

処置 イオパミロン注300 61.24g100mL/瓶(I：300㎎/mL)

処置 イオパミロン注370シリンジ 75.52g100mL/筒(I：370㎎/mL)

処置 イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」 64.71%100mL/筒(I：300㎎/mL)

処置 イオメロン300注50mL 30.62g50mL/瓶(I：300㎎/mL)

処置 イオメロン350注シリンジ135mL 71.44%135mL/筒(I：350㎎/mL)

処置 イオメロン350注シリンジ75mL 71.44%75mL/筒(I：350㎎/mL)

処置 イソゾール注射用0.5g 500㎎/瓶(溶解液付)

処置 イソビスト注240 10mL 10mL/瓶

処置 イモバックスポリオ皮下注 0.5mL/筒

処置 インジゴカルミン注20mg「AFP」 20㎎5mL/管

処置 インフルエンザHAワクチン｢第一三共｣ 1mL/瓶

処置 ウログラフイン注60% 60%20mL/管(I：292㎎/mL)

処置 ウログラフイン注60% 60%100mL/瓶(I：292㎎/mL)

処置 ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% 90g3L/袋

処置 ウロラブスティックス 100枚/缶

処置 エスクレ注腸用キット「500」 500㎎/キット



処置 エタノールシオエ （95.1～96.9vol%）500mL/瓶

処置 エトキシスクレロール1%注射液 0.3g30mL/瓶

処置 エネマスター注腸散 98.1%400g/袋

処置 エムニケーター 30本/キット

処置 オキシドールシオエ （2.5～3.5w/v%）500mL/瓶

処置 オフサグリーン静注用25mg 25㎎/瓶(溶解液付)

処置 オムニパーク240注10mL 5.177g10mL/瓶(I：240㎎/mL)

処置 オムニパーク300注シリンジ100mL 64.71g100mL/筒(I：300㎎/mL)

処置 オムニパーク350注100mL 75.49g100mL/瓶(I：350㎎/mL)

処置 オリブ油「ヨシダ」 （滅菌済）60mL

処置 オリブ油「ヨシダ」 （滅菌済）5mL

処置 オリブ油シオエ 500mL

処置 オルダミン注射用1g 1g10g/瓶

処置 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 0.5mL/筒

処置 カーボスター透析剤・L A液6L・B液7.6L

処置 ガストログラフイン経口・注腸用 100mL/瓶(I：370㎎/mL)

処置 ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL 60.47%7.5mL/筒

処置 乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用） 12mg/管

処置 キシロカインゼリー2% （20mg/mL）30mL/本

処置 キシロカインビスカス2% （20mg/mL）100mL/瓶

処置 キシロカインポンプスプレー8% （80mg/mL）80g/瓶

処置 キシロカイン液「4%」 （40mg/mL）100mL/瓶

処置 キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン（1：100,000）含有 100㎎20mL/瓶

処置 キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1：100,000）含有 200㎎20mL/瓶

処置 キシロカイン点眼液4% （40mg/mL）20mL/瓶

処置 クアトロバック皮下注シリンジ 0.5mL/筒

処置 クリアビュー EASY HCG 20テスト用

処置 グリセリンシオエ 500mL/瓶

処置 グリセリン浣腸液50％「ケンエー」120mL 120mL/個

処置 グリセリン浣腸液50％「ケンエー」40mL 40mL/個

処置 グリセリン浣腸液50％「ケンエー」60mL 60mL/個

処置 グルカゴンGノボ注射用1mg 1㎎/瓶(溶解液付)

処置 グルテストNeoセンサー 30枚/箱

処置 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 2.5㎝×5.1㎝/枚（綿型）

処置 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 7.6㎝×10.2㎝/枚（ニューニット型）

処置 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 10.2㎝×20.3㎝/枚（ガーゼ型）

処置 サーバリックス 0.5mL/筒

処置 サーファクテン気管注入用120mg 120㎎/瓶

処置 サブパック血液ろ過用補充液－Bi 2020mL/袋

処置 ザルコニン液0.05 0.05%1L/本

処置 ザルコニン液10 10w/v%500mL/本

処置 ジアグノグリーン注射用25mg 25㎎/瓶(溶解液付)

処置 ジェービックV 0.5mL/瓶

処置 シェルガン0.5眼粘弾剤 0.5mL/筒

処置 ジメチコン内用液2%「ホリイ」 300mL/瓶

処置 スープレン吸入麻酔液 240mL/本

処置 スコピゾル眼科用液 15mL/本

処置 ステリクロンW液0.5 500mL/本

処置 スポンゼル 5㎝×2.5㎝/枚

処置 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 250mL/瓶

処置 ソナゾイド注射用16μL 16μL/瓶（溶解液付）

処置 ソフラチュール貼付剤10cm (10.8㎎)10㎝×10㎝/枚

処置 タコシール組織接着用シート 9.5㎝×4.8㎝/枚

処置 テキサント消毒液6% （6w/v%）500g/本

処置 テトカイン注用20mg「杏林」 20mg/瓶

処置 テトラビック皮下注シリンジ 0.5mL/筒

処置 トレーランG液75g 75g225mL/瓶（ブドウ糖として）

処置 ドロレプタン注射液25mg 25㎎10mL/瓶



処置 トロンビン液モチダソフトボトル1万 10,000単位10mL/キット

処置 ニフレック配合内用剤 137.155g/袋

処置 ニューモバックスNPシリンジ 0.5mL/筒

処置 ハードファットS-55「マルイシ」 500g/個

処置 ハイジール消毒用液10% 10%500mL/本

処置 ハッカ水「ケンエー」 500mL/本

処置 ハッカ油「コザカイ・M」 20mL/瓶

処置 パッチテストパネル（S） 2枚/組

処置 バリコンミール 99%400g/本

処置 バロス発泡顆粒－S 4g/包

処置 ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「生化学」 6mg0.6mL/筒

処置 ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」 8.5mg0.85mL/筒

処置 ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% （4.6mg/mL）20mL/瓶(希釈液480mLボトル付)

処置 ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% （4.6mg/mL）20mL/瓶(希釈液480mLバッグ付)

処置 ビームゲン注0.25mL 5μg0.25mL/瓶

処置 ビームゲン注0.5mL 10μg0.5mL/瓶

処置 ヒトCRH静注用100μg「タナベ」 100μg/瓶(溶解液付)

処置 ピトレシン注射液20 20単位1mL/管

処置 ピュアラビング 83%250mL

処置 ビリスコピン点滴静注50 100mL/瓶(I：50㎎/mL)

処置 フタラール消毒液0.55%「ケンエー」 0.55%5L/本

処置 フルービックHAシリンジ 0.5mL/筒

処置 フルオレサイト静注500mg 500㎎5mL/瓶

処置 プレベナー13水性懸濁注 0.5mL/筒

処置 プロウペス膣用剤10mg 10mg/個

処置 フローレス眼検査用試験紙0.7mg 0.7㎎/枚

処置 プロナーゼMS 20000単位0.5g/包

処置 プロハンス静注シリンジ13mL 3630.90mg13mL/筒

処置 プロピレングリコール mL

処置 プロポフォール静注1%20mL｢マルイシ｣ 200㎎20mL/管

処置 ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL 1,000単位10mL/筒

処置 ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「フソー」 5,000ヘパリン単位20mL/筒

処置 ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 5,000単位0.2mL/筒

処置 ヘプタバックス－Ⅱ水性懸濁注シリンジ0.25mL 0.25mL/筒

処置 ヘプタバックス－Ⅱ水性懸濁注シリンジ0.5mL 0.5mL/筒

処置 ベリプラストPコンビセット組織接着用 1mL2キット1組

処置 ベリプラストPコンビセット組織接着用 5mL2キット1組

処置 ボースデル内用液10 10㎎250mL/袋（マンガンとして）

処置 ボスミン外用液0.1% （1㎎/mL）100mL/瓶

処置 ポビドンヨードガーグル7%「日医工」 7%250mL/本

処置 ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」 7.5%500mL/本（75mg/mL）

処置 ポビドンヨードフィールド外用液10%「明治」 10%250mL/本（100mg/mL）

処置 ポビドンヨード外用液10%「明治」 10%250mL/本（100mg/mL）

処置 ポプスカイン0.75%注150mg/20mL 150mg20mL/管

処置 ボルヒール組織接着用1mL 1mL4瓶1組

処置 ボルヒール組織接着用3mL 3mL4瓶1組

処置 マーカイン注脊麻用0.5%高比重 20㎎4mL/管

処置 マーカイン注脊麻用0.5%等比重 20㎎4mL/管

処置 マイクロシールドスクラブ液4% 4%500mL/本

処置 マキュエイド眼注用40mg 40㎎/瓶

処置 マグコロール散68%分包100g 68g100g/包

処置 マグコロール散68%分包50g 34g50g/包

処置 マグネスコープ静注38%シリンジ15mL 5.65g15mL/筒（37.695%）

処置 メディセーフフィットチップ 30個/箱

処置 ユービット錠100mg 100㎎/錠

処置 リドカインテープ18mg「YP」 (18㎎)30.5㎜×50.0㎜/枚

処置 リドカイン塩酸塩注射液0.5%「VTRS」 25mg5mL/管

処置 リドカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」 100mg10mL/管



処置 リドカイン塩酸塩注射液2%「VTRS」 200mg10mL/管

処置 リピオドール480注10mL 10mL/管(I：480㎎/mL)

処置 ロタリックス内用液 1.5ｍL/本

処置 一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用 0.25μg/瓶(溶解液付)

処置 塩酸メピバカイン注シリンジ0.5%「NP」 10mL/筒

処置 乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」 各6,000単位入/瓶(溶解液付)

処置 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 瓶(溶解液付)

処置 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 瓶(溶解液付)

処置 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 瓶(溶解液付)

処置 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 瓶(溶解液付)

処置 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」 0.5mL/瓶(溶解液付)

処置 逆性石ケン液0.025「ヨシダ」 0.025w/v%500mL/本

処置 血沈用チトラート「ハラサワ」液 3.8％/管（0.5mL）

処置 産婦人科用イソジンクリーム5% （50mg/g）250g/本

処置 消毒用エタノール液IP （76.9～81.4vol%）500mL/瓶

処置 生食注シリンジ「オーツカ」 45mg・5mL/筒

処置 生理食塩液「ヒカリ」 1L/本（広口開栓型）

処置 生理食塩液PL「フソー」 2L/バッグ

処置 生理食塩液バッグ「フソー」 1L/袋（ALタイプ）

処置 大塚蒸留水 500mL/本

処置 大塚生食注 500mL/本（細口開栓）

処置 中性緩衝ホルマリン水20 （35.0～38.0%100mL） 500mL/本

処置 注射用GHRP科研100 100μg/瓶(溶解液付)

処置 注射用水 1L/本

処置 沈降破傷風トキソイド「生研」 0.5mL/瓶

処置 無水エタノールシオエ （99.5vol%以上）500mL/瓶

処置 無水エタノール注「フソー」 5mL/管

処置 薬用炭「日医工」 末


