
五十音順 

－商品名－ 

【ア】 

アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ 

アーチスト錠１０ｍｇ 

アーチスト錠２．５ｍｇ 

アーテン錠（２ｍｇ） 

アービタックス注射液１００ｍｇ 

動注用アイエーコール１００ｍｇ 

動注用アイエーコール５０ｍｇ 

アイオピジン UD点眼液１％（特定患者のみ） 

アイソボリン点滴静注用１００ｍｇ（特定患者のみ） 

アイソボリン点滴静注用２５ｍｇ（特定患者のみ） 

アイピーディカプセル１００ 

アイファガン点眼液０．１％ 

アイリーア硝子体内注射液４０ｍｇ／ｍｌ 

亜鉛華デンプン「マルイシ」 

亜鉛華軟膏「ニッコー」 

アキネトン注射液５ｍｇ（在限） 

アクアチム軟膏１％ 

アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター（用

時購入） 

アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ（用時購入） 

アクテムラ点滴静注用２００ｍｇ（用時購入） 

アクテムラ点滴静注用４００ｍｇ（用時購入） 

アクトネル錠１７．５ｍｇ 

アクリノール消毒液０．１％「タイセイ」 

アコファイド錠１００ｍｇ 

アサコール錠４００ｍｇ 

アザニン錠５０ｍｇ（用時購入） 

アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ（特定患者のみ） 

アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇバッグ１００ｍｌ

「アイロム」 

アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「テバ」 

アジルバ錠２０ｍｇ 

アスコルビン酸「イワキ」 

アスコルビン酸注５００ｍｇ「ＮＰ」 

アスタット軟膏１％ 

アストリックドライシロップ８０％（院外のみ） 

アズノール軟膏０．０３３％ 

アスパラカリウム錠３００ｍｇ 

アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット「テルモ」 

アスベリンシロップ０．５％（院外のみ） 

アスベリンドライシロップ２％（院外のみ） 

アスベリン散１０％ 

アスペノンカプセル２０（特定患者のみ） 

アズレミン配合細粒 

アズレンうがい液４％「ケンエー」 

アセリオ静注液１０００ｍｇ 

アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＹＤ」 

アゾルガ配合懸濁性点眼液 

アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ 

アタラックス－Ｐ注射液（５０ｍｇ／ｍｌ） 

アテノロール錠５０ｍｇ「サワイ」 

アデホス－Ｌコーワ注４０ｍｇ 

日点アトロピン点眼液１％ 

アドエア５０エアゾール１２０吸入用（院外のみ） 

アドエア１００ディスカス６０吸入用（院外のみ） 

アドナ錠３０ｍｇ 

アドナ注（静脈用）５０ｍｇ 

アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 

アトルバスタチン錠５ｍｇ「ケミファ」 

アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ケミファ」 

アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ「タナベ」 

アナストロゾール錠１ｍｇ「ケミファ」 

アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ（用時購入） 

アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ ０．２％１００ｍＬ  

アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ ０．７５％１０ｍＬ 

アネトカインゼリー２％ 

アネトカインビスカス２％ 

アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ 

アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ 

アピドラ注ソロスター 

アフタシール２５μｇ（院外のみ） 

アブストラル舌下錠１００μｇ 

アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ（用時購入） 

アプリンジン塩酸塩カプセル２０ｍｇ「ＮＰ」 

アポノール錠２０ｍｇ 

アボルブカプセル０．５ｍｇ 

アマージ錠２．５ｍｇ 

アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 

アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 

アミサリン注２００ｍｇ 

アミティ－ザカプセル２４μｇ 

アミノレバンＥＮ配合散 

アムバロ配合錠「テバ」 

アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ（用時購入） 

アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミファ」 

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 

アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 

アモバンテス錠７．５ 

アラバ錠２０ｍｇ（特定患者のみ） 

アリセプト錠３ｍｇ（特定患者のみ） 

アリセプト錠５ｍｇ（特定患者のみ） 

２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 

アリナミン注射液１０ｍｇ 

アリムタ注射用（用時購入） 

アルギＵ配合顆粒（特定患者のみ） 



五十音順 

－商品名－ 

アルギニン点滴静注３０ｇ「ＡＹ」（用時購入） 

アルケラン錠２ｍｇ 

アルスロマチック関節手術用灌流液 

アルチバ静注用２ｍｇ 

アルツディスポ関節注２５ｍｇ 

アルト原末 ５００ｍｇ 

アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「テバ」 

アルファカルシドールカプセル１μｇ「テバ」 

赤十字アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍｌ 

献血アルブミン５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ「ＪＢ」 

アレジオン点眼０．０５％（院外のみ） 

アレディア点滴静注用３０ｍｇ（用時購入） 

アレビアチン散１０％ 

アレビアチン錠１００ｍｇ 

アレビアチン注２５０ｍｇ 

アレベール吸入用溶解液０．１２５％ 

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト

１：１０ 

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト

１：１００ 

診断用アレルゲン皮内エキス治療用アレルゲンエキス

皮下注「トリイ」ハウスダスト１：１，０００ 

アローゼン顆粒 

アロキシ点滴静注バッグ０．７５ｍｇ 

アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 

アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 

アンカロン注１５０ 

安息香酸ナトリウム原末「マルイシ」（特定患者のみ） 

アンチレクス静注１０ｍｇ 

アンテベート軟膏０．０５％ 

アンテベートクリーム０．０５％ 

アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ 

アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ 

アンフラベート０．０５％ローション 

アンペック坐剤１０ｍｇ 

アンペック坐剤２０ｍｇ（在限） 

【イ】 

一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 

ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ 

イグザレルト錠１０ｍｇ 

イグザレルト錠１５ｍｇ 

イーケプラ錠５００ｍｇ 

イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「サワ

イ」 

イスコチン錠１００ｍｇ 

イスコチン原末（特定患者のみ） 

イセパマイシン硫酸塩注射液４００ｍｇ「日医工」 

０．５ｇイソゾール 

イソバイド 

イソプロピルアルコール７０ 

イトラコナゾールカプセル５０ 

イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ 

イノレット３０Ｒ注（院外のみ） 

イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 

イムシスト膀注用８１ｍｇ（用時購入） 

イモバックスポリオ皮下注 

イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ＮＫ」 

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」 

イリボー錠５μｇ 

イレッサ錠２５０（用時購入） 

インクレミンシロップ５％（院外のみ） 

インジゴカルミン注２０ｍｇ「第一三共」 

インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 

インタール吸入液１％（院外のみ） 

イントラリポス輸液２０％１００ｍＬ 

インドメタシンクリーム１％「日医工」 

【ウ】 

ウブレチド錠５ｍｇ 

ウラリット－Ｕ配合散 

ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「テバ」 

ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「テバ」 

ウルティブロ吸入用カプセル 

ウルソ錠１００ｍｇ（特定患者のみ） 

ウロカルン錠２２５ｍｇ 

ウロステート錠２００ｍｇ（院外のみ） 

ヴィキラックス配合錠（院外のみ） 

【エ】 

エイゾプト懸濁性点眼液１％ 

エキザルベ 

液状フェノール「ニッコー」 

エクア錠５０ｍｇ 

エクセラーゼ配合錠 

エクメット配合錠ＬＤ 

エクメット配合錠ＨＤ 

エサンブトール錠２５０ｍｇ 

エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ 

ＳＧ配合顆粒 

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 

エスポー皮下用２４０００ 

エスラックス静注５０ｍｇ／５．０ｍＬ 

エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ「ＮＰ」 

エディロールカプセル０．７５μｇ 

エトキシスクレロール１％注射液（用時購入） 

エトドラク錠２００ｍｇ「タイヨー」 

エナラプリル錠５ＭＥＥＫ 

エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＹＤ」 



五十音順 

－商品名－ 

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「テバ」 

エピナスチン塩酸塩ＤＳ１％小児用「日医工」（院外の

み） 

エピペン注射液０．１５ｍｇ（院外のみ） 

エピペン注射液０．３ｍｇ（院外のみ） 

エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 

エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 

エフィエント錠３．７５ｍｇ 

エフィエント錠５ｍｇ 

エフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ 

注射用エフオーワイ５００ 

エフピーＯＤ錠２．５（後発へ） 

エブランチルカプセル１５ｍｇ 

エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 

エホチール注１０ｍｇ 

エボザックカプセル３０ｍｇ 

ＭＳ温シップ「タイホウ」 

エリキュース錠２．５ｍｇ 

エリキュース錠５ｍｇ 

エリザス点鼻粉末２００μｇ２８噴霧用（院外のみ） 

ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「タナベ」（用時購入） 

エルカトニン筋注２０単位「ＮＰ」 

エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ 

エルゴメトリンマレイン酸塩注０．２ｍｇ「Ｆ」 

エルネオパＮＦ１号輸液 １０００ｍＬ 

エルネオパＮＦ１号輸液 １５００ｍＬ 

エルネオパＮＦ２号輸液 １０００ｍＬ 

エルネオパＮＦ２号輸液 １５００ｍＬ 

エルプラット点滴静注液１００ｍｇ 

エルプラット点滴静注液５０ｍｇ 

エレメンミック注キット（用時購入） 

エレンタール配合内用剤 

塩化ナトリウム「オーツカ」 

塩化ナトリウム注１０％シリンジ「テルモ」 

エンシュア・Ｈ（特定患者のみ） 

エンシュア・リキッド（バニラ味）２５０ｍｌ（特定患

者のみ） 

エンシュア・リキッド（コーヒー味）２５０ｍｌ（特定

患者のみ） 

エンテカビル錠０．５ｍｇ「武田テバ」 

エンドキサン錠５０ｍｇ（用時購入） 

注射用エンドキサン１００ｍｇ 

注射用エンドキサン５００ｍｇ 

エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ 

エンペラシン配合錠 

【オ】 

オイラックスクリーム１０％ 

大塚蒸留水 ２０ｍＬ 

大塚蒸留水 ５００ｍＬ 

大塚生食注 １００ｍＬ 

大塚生食注 １Ｌ 

大塚生食注 ２０ｍＬ 

大塚生食注 ２５０ｍＬ 

大塚生食注 ５００ｍＬ 

大塚生食注 ５０ｍＬ 

大塚生食注２ポート１００ｍＬ 

大塚糖液１０％２０ｍＬ 

大塚糖液５％１００ｍＬ 

大塚糖液５％２０ｍＬ 

大塚糖液５％２５０ｍＬ 

大塚糖液５％５００ｍＬ 

大塚糖液５％５０ｍＬ 

大塚糖液５０％２００ｍＬ 

オークル錠１００ｍｇ（用時購入） 

オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ（院外のみ） 

オキシコンチン錠２０ｍｇ 

オキシコンチン錠５ｍｇ 

オキシドール「ホエイ」 

オキノーム散２．５ｍｇ 

オキノーム散５ｍｇ 

オグザレルＮａ注射液８０ｍｇバッグ「サワイ」 

オ－グメンチン配合錠２５０ＲＳ 

オゼックス細粒小児用１５％（院外のみ） 

オダイン錠１２５ｍｇ 

オテズラ錠１０ｍｇ（院外のみ） 

オテズラ錠２０ｍｇ（院外のみ） 

オテズラ錠３０ｍｇ（院外のみ） 

オドメール点眼液０．１％ 

オノアクト点滴静注用５０ｍｇ 

オノンカプセル１１２．５ｍｇ 

オビソート注射用０．１ｇ 

オフサロン点眼液（院外のみ） 

オペガード ネオキット眼灌流液０．０１８４％ 

オペガンハイ０．８５眼粘弾剤１％ 

オメプラゾール錠１０「ＳＷ」 

オメプラゾール注用２０ｍｇ「ＮＰ」 

オラペネム小児用細粒１０％（院外のみ） 

オーラノフィン錠３ｍｇ「サワイ」（特定患者のみ） 

オリブ油「ヨシダ」 

オリベス点滴用１％ 

オルダミン注射用１ｇ（用時購入） 

オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ 

オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ（特定患者のみ） 

オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター（特

定患者のみ） 

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 



五十音順 

－商品名－ 

【カ】 

カタプレス錠７５μｇ（用時購入） 

カデックス軟膏０．９％ 

カチリ「ホエイ」 

カナグル錠１００ｍｇ 

カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 

カバサール錠０．２５ｍｇ（用時購入） 

カバサール錠１．０ｍｇ 

カフェイン（特定患者のみ） 

カベルゴリン錠１ｍｇ「サワイ」（特定患者のみ） 

カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 

カリーユニ点眼液０．００５％ 

カリジノゲナーゼ錠５０単位「サワイ」 

カリメート経口液２０％ 

カルコーパ配合錠Ｌ１００（特定患者のみ） 

カルセド注射用２０ｍｇ（用時購入） 

カルセド注射用５０ｍｇ（用時購入） 

カルチコール注射液８．５％５ｍＬ 

カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液２％「わかもと」 

カルナクリン錠５０（特定患者のみ） 

カルボカインアンプル注１％１０ｍＬ 

カルボカインアンプル注１％２ｍＬ 

カルボカインアンプル注１％５ｍＬ 

カルボカインアンプル注２％１０ｍＬ 

カルボシステイン錠２５０ｍｇ「テバ」 

カルボシステインドライシロップ５０％「テバ」 

カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＮＫ」 

カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」 

カロナール細粒２０％ 

カロナール錠２００ 

カンプト点滴静注１００ｍｇ（特定患者のみ） 

カンプト点滴静注４０ｍｇ（特定患者のみ） 

カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ「サワイ」 

ガスコン錠４０ｍｇ 

ガチフロ点眼液０．３％ 

ガバペン錠４００ｍｇ（院外のみ） 

【キ】 

キサラタン点眼液０．００５％ 

キシロカインポンプスプレー８％ 

キシロカイン液「４％」 

キシロカイン注ポリアンプ１％５ｍＬ 

キシロカイン注ポリアンプ２％５ｍＬ 

キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１００，

０００）含有 

キシロカイン注射液「２％」エピレナミン（１：８０，

０００）含有 

キシロカイン点眼液４％ 

球形吸着炭細粒「日医工」 

キュバール１００エアゾール（特定患者のみ） 

強力ネオミノファーゲンシー静注２０ｍＬ 

強力ポステリザン（軟膏） 

【ク】 

クエチチアピン錠２５ｍｇ「ＥＥ」 

クラバモックス小児用配合ドライシロップ（院外のみ） 

クラビット点眼液１．５％（特定患者のみ） 

クラビット点滴静注５００ｍｇ／２０ｍｌ（用時購入） 

クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「サワイ」 

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」 

クラリスロマイシン錠５０小児用「サワイ」（院外のみ） 

クラリチンドライシロップ１％（院外のみ） 

クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ（特定患者のみ） 

クリアクター静注用１６０万 

クリアナール錠２００ｍｇ 

クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ「Ｎ

Ｐ」 

グリメサゾン軟膏（院外のみ） 

クレスチン細粒（在限） 

クレストール錠２．５ｍｇ 

クレストール錠５ｍｇ 

クレナフィン爪外用液１０％ 

クロピドグレル錠２５ｍｇ「ケミファ」（特定患者のみ） 

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ケミファ」 

グッドミン錠０．２５ｍｇ（名称変更品へ） 

グラクティブ錠５０ｍｇ 

グラッシュビスタ０．０３％（院内のみ 自由診療） 

グラナテック点眼液０．４％ 

グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッグ「ＮＫ」 

グラニセトロン内服ゼリー２ｍｇ「ケミファ」 

グランシリンジ１５０（用時購入） 

グリセリン 

グリセリン浣腸「オヲタ」６０（特定患者のみ） 

グリベック錠１００ｍｇ（用時購入） 

グリミクロン錠４０ｍｇ（特定患者のみ） 

グリメサゾン軟膏（院外のみ） 

グリメピリド錠１ｍｇ「ＹＤ」 

グルアセト３５注 

グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ 

グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ 

グルベス配合錠 

グレースビット錠５０ｍｇ 

【ケ】 

ケアラム２５ｍｇ錠 

ケイキサレート散 

ＫＣＬ注１０ｍＥｑキット「テルモ」 

ケイツーＮ静注１０ｍｇ 

ケタラール静注用５０ｍｇ 



五十音順 

－商品名－ 

ケタラール静注用２００ｍｇ 

ケトパミンクリーム２％ 

ケトパミン外用液２％ 

ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１

ｍＬ 

ケナログ口腔用軟膏０．１％ 

ケフラール細粒小児用１００ｍｇ（院外のみ） 

ケラチナミンコーワクリーム２０％ 

献血グロベニン－Ｉ静注用２５００ｍｇ（特定患者の

み） 

献血ポリグロビンＮ５％静注２．５ｇ／５０ｍｌ 

ケンエー消毒用イソプロピルアルコール７０ 

ケンエーＧ浣腸液５０％１２０ｍＬ 

ケンエーＧ浣腸液５０％３０ｍＬ 

ケンエーＧ浣腸液５０％６０ｍＬ 

ゲーベンクリーム１％ 

ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ＮＫ」 

ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ＮＫ」 

ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０ｍｇ「日医工」 

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「タイヨー」 

【コ】 

コートリル錠１０ｍｇ（用時購入） 

コートロシン注射用０．２５ｍｇ 

コスパノンカプセル４０ｍｇ 

コソプト配合点眼液（院外のみ） 

コデインリン酸塩散１％「メタル」１ｇ包装 

コデインリン酸塩錠２０ｍｇ「タケダ」（特定患者のみ） 

コバマミド注１ｍｇ「イセイ」 

コペガス錠２００ｍｇ（特定患者のみ） 

コムタン錠１００ｍｇ（院外のみ） 

コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 

コロネル細粒８３．３％ 

コロネル錠５００ｍｇ 

コントミン糖衣錠２５ｍｇ 

ゴナックス皮下注用８０ｍｇ「溶解液付」（特定患者の

み） 

【サ】 

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 

サイプレジン１％点眼液 

サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ（用時購入） 

サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ（用時購入） 

サインバルタカプセル２０ｍｇ 

サテニジン液１０（耳鼻科のみ使用） 

サムスカ錠１５ｍｇ 

サムスカ錠７．５ｍｇ 

サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「ＣＨ」 

サラゾピリン錠５００ｍｇ（特定患者のみ） 

１０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 

サリベートエアゾール 

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ケミファ」 

サンドスタチン皮下注用１００μｇ 

サンピロ点眼液２％ 

サンメール内用液５％ 

ザーネ軟膏０．５％ 

ザイザル錠５ｍｇ 

ザイザルシロップ０．０５％ 

ザイボックス注射液６００ｍｇ 

ザイロリック錠１００ｍｇ（特定患者のみ） 

ザガーロカプセル０．５ｍｇ（院内のみ） 

ザルコニン液０．０２５ 

ザルコニン液０．１ 

ザルティア錠５ｍｇ（院外のみ） 

ザルトラップ点滴静注１００ｍｇ（用時購入） 

ザルトラップ点滴静注２００ｍｇ（用時購入） 

【シ】 

シアナマイド内用液１％「タナベ」 

シェルガン０．５眼粘弾剤 

シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「日医工」（用時購入） 

シナジス筋注用５０ｍｇ 

シナジス筋注用１００ｍｇ 

シプロフロキサシンＤＵ点滴静注３００ｍｇ 

シーブリ吸入用カプセル５０μｇ 

シベノール静注７０ｍｇ 

シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 

シベレスタットナトリウム点滴静注用１００ｍｇ 

シムジア皮下注（特定患者のみ） 

シムビコートタービュヘイラー６０吸入 

シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 

シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ 

硝酸銀「ホエイ」 

消毒用エタノール液ＩＰ（内視鏡で使用） 

シングレアチュアブル錠５ｍｇ（院外のみ） 

シングレア細粒４ｍｇ（院外のみ） 

親水クリーム 

シンポニー皮下注５０ｍｇシリンジ（特定患者のみ） 

ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ 

ジアスターゼ「ヨシダ」 

ジェニナック錠２００ｍｇ（院外のみ） 

ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％

「ＣＥＯ」（院外のみ） 

ジオトリフ錠４０ｍｇ（特定患者のみ） 

ジオトリフ錠３０ｍｇ（特定患者のみ） 

ジオトリフ錠２０ｍｇ（特定患者のみ） 

ジオン注無痛化剤付１０ｍｌ（希釈液付） 

ジクアス点眼液３％ 

ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「ＹＤ」 



五十音順 

－商品名－ 

ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ 

ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ 

ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ 

ジゴシン注０．２５ｍｇ 

ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ 

ジソピラミドカプセル１００ｍｇ「ファイザー」 

ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「ファイザー」 

ジピリダモール錠２５ｍｇ「日医工」 

重曹「ホエイ」 

ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ（用時購入） 

ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」 

ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「サワイ」 

ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」（用時購

入） 

【ス】 

スインプロイク錠０．２ｍｇ（用時購入） 

スクエアキッズ皮下注シリンジ 

スタレボ配合錠Ｌ１００（特定患者のみ） 

スチバーガ錠４０ｍｇ（用時購入） 

ステーブラ錠０．１ｍｇ 

ステロネマ注腸１．５ｍｇ 

スーテントカプセル１２．５ｍｇ（特定患者のみ） 

ストロメクトール錠３ｍｇ（用時購入） 

スパカール錠４０ｍｇ 

スピオルトレスピマット６０吸入 

スピリーバ２．５μｇレスピマット 

スピール膏Ｍ 

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」 

スベニールディスポ関節注２５ｍｇ 

スポンゼル ５ｃｍ×２．５ｃｍ１枚 

スミスリンローション５％ 

スミルスチック３％ 

スルピリド錠５０ｍｇ「ＣＨ」 

スローケー錠６００ｍｇ 

スロンノンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ 

【セ】 

セイブル錠５０ｍｇ 

セクターローション３％ 

セチリジン塩酸塩ＤＳ１．２５％「タカタ」（院外のみ） 

セファドール錠２５ｍｇ 

セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「オーツカ」 

セファランチン錠１ｍｇ 

セファレキシン錠２５０「日医工」 

セフォチアム塩酸塩点滴静注用１ｇバッグ「ＮＰ」 

セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「ファイザ

ー」 

セフジニルカプセル１００ｍｇ「ＹＤ」 

セフジニル細粒小児用１０％「ＹＤ」 

セフトリアキソンＮａ静注用 1ｇ「サワイ」 

セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 

セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 

セララ錠５０ｍｇ 

２ｍｇセルシン錠 

５ｍｇセルシン錠 

セルタッチパップ７０ 

セルトラリンＯＤ錠２５ｍｇ「アメル」 

セルニルトン錠 

セレギリン塩酸塩錠２．５ｍｇ「タイヨー」 

セレコックス錠１００ｍｇ 

セレジストＯＤ錠５ｍｇ 

セレスタミン配合錠（特定患者のみ） 

セレネース錠１．５ｍｇ（院外のみ） 

センナリド錠１２ｍｇ 

ゼスラン錠３ｍｇ 

ゼチーア錠１０ｍｇ 

ゼビアックスローション２％ 

ゼフィックス錠１００ 

ゼフナートクリーム２％ 

ゼローダ錠３００ 

【ソ】 

ソセゴン注射液１５ｍｇ 

ソタコール錠４０ｍｇ 

ソナゾイド注射用１６μＬ 

ソバルディ錠４００ｍｇ（院外のみ） 

ソフティア点眼液０．０２％ 

ソブリアードカプセル１００ｍｇ（用時購入） 

ソラナックス０．４ｍｇ錠 

ソランタール錠１００ｍｇ 

ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 ２００ｍＬ 

ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 ５００ｍＬ 

ＹＤソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 ５００ｍＬ 

ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 ２００ｍＬ 

ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 ５００ｍＬ 

ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ 

ソルアセトＤ輸液 ５００ｍＬ 

ソルアセトＦ輸液 ５００ｍＬ 

ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」 

ゾビラックス眼軟膏３％ 

ゾフラン錠４（在限） 

ゾラデックス・デポ３．６ｍｇ（特定患者のみ） 

ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ（特定患者のみ） 

ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「テバ」 

ゾレア皮下注用 

ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍｌバッグ「Ｎ

Ｋ」 

【タ】 



五十音順 

－商品名－ 

タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ニプロ」 

タクロリムスカプセル１ｍｇ「ニプロ」 

タケキャブ錠１０ｍｇ 

タケキャブ錠２０ｍｇ 

タケプロンＯＤ錠１５ｍｇ（特定患者のみ） 

タコシール組織接着用シート（レギュラーサイズ） 

タコシール組織接着用シート（ハーフサイズ） 

タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」 

タプロス点眼液０．００１５％ 

タペンタ錠２５ｍｇ 

タペンタ錠５０ｍｇ 

タミフルカプセル７５ 

タミフルドライシロップ３％ 

タモキシフェン錠２０ｍｇ「サワイ」 

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ 

タリオン錠１０ｍｇ 

タリビッド眼軟膏０．３％ 

タリビッド耳科用液０．３％ 

タルセバ錠１５０ｍｇ（用時購入） 

単シロップ 

タンニン酸アルブミン「ニッコー」 

タンボコール錠５０ｍｇ（院外のみ） 

ダイアート錠３０ｍｇ 

ダイアート錠６０ｍｇ 

ダイアップ坐剤１０（院外のみ） 

ダイアップ坐剤４（院外のみ） 

ダイアモックス錠２５０ｍｇ 

ダイアモックス注射用５００ｍｇ（在限） 

ダラシンカプセル１５０ｍｇ 

ダラシンＴゲル１％（院外のみ） 

ダントリウムカプセル２５ｍｇ（特定患者のみ） 

ダントリウム静注用２０ｍｇ 

【チ】 

チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 

チウラジール錠５０ｍｇ（用時購入） 

チエナム点滴静注用キット０．５ｇ 

チガソンカプセル１０ 

チクロジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 

チモプトール点眼液０．５％（特定患者のみ） 

チモロールＸＥ点眼液０．５％「杏林」（用時購入） 

チャンピックス錠０．５ｍｇ（特定患者のみ） 

チャンピックス錠１ｍｇ（特定患者のみ） 

チラーヂンＳ錠５０ 

【ツ】 

ツムラ黄連解毒湯エキス細粒（医療用） 

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） 

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）（院外のみ） 

ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） 

ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用） 

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） 

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用） 

ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用） 

ツムラ桂枝茯苓丸料エキス細粒（医療用） 

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）（在限） 

ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） 

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）（特定患

者のみ） 

ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用） 

ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） 

ツムラ十全大補湯エキス細粒（医療用） 

ツムラ小建中湯エキス細粒（医療用） 

ツムラ小柴胡湯エキス細粒（医療用） 

ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） 

ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）（特定患者のみ） 

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） 

ツムラ猪苓湯エキス細粒（医療用） 

ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用） 

ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） 

ツムラ当帰芍薬散料エキス細粒（医療用） 

ツムラ人参養栄湯エキス細粒（医療用） 

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） 

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） 

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） 

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） 

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用） 

ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） 

ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） 

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス細粒（医療用） 

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） 

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用） 

ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用） 

ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） 

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） 

つくしＡ・Ｍ配合散 

一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用 

ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「サワイ」 

ツロブテロールテープ１ｍｇ「サワイ」 

ツロブテロールテープ２ｍｇ「サワイ」 

【テ】 

ティアバランス点眼液０．１％ 

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ 

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ 

低分子デキストランＬ５００ｍｌ 

テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「日医工」 

テオフィリン徐放錠２００ｍｇ「日医工」 

テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２０％「日医



五十音順 

－商品名－ 

工」 

テグレトール錠２００ｍｇ 

テタガムＰ筋注シリンジ２５０ 

テノゼット錠３００ｍｇ（特定患者のみ） 

テプレノンカプセル５０ｍｇ 

注射用水 ５００ｍＬ 

テリボン皮下注用５６．５μｇ 

テルネリン顆粒０．２％ 

テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タナベ」 

テルフィス点滴静注 ２００ｍＬ 

テルフィス点滴静注 ５００ｍＬ 

テルミサルタン錠４０ｍｇ「ケミファ」 

テルモ生食 ５００ｍＬ 

テレミンソフト坐薬２ｍｇ（院外のみ） 

テレミンソフト坐薬１０ｍｇ 

ディオバン錠８０ｍｇ（特定患者のみ） 

ディスコビスク１．０眼粘弾剤 

ディフェリンゲル０．１％（院外のみ） 

デカドロンエリキシル０．０１％ 

デカドロン錠０．５ｍｇ 

デカドロン錠４ｍｇ 

デカドロン注射液１．６５ｍｇ 

デカドロン注射液６．６ｍｇ 

デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／ｇ 

デキサンＶＧ軟膏０．１２％ 

デザレックス錠５ｍｇ（院外のみ） 

デスモプレシン・スプレー２．５協和（用時購入） 

デタントール０．０１％点眼液（特定患者のみ） 

デトキソール静注液２ｇ 

デノシン点滴静注用５００ｍｇ（用時購入） 

デノタスチュアブル配合錠 

デノパミン錠５ｍｇ「日医工」 

デパケンＲ錠２００ 

デパス錠０．５ｍｇ 

デュオトラバ配合点眼液 

デルモベートスカルプローション０．０５％（院外のみ） 

デルモベート軟膏０．０５％ 

【ト】 

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍ

ｇ「サワイ」 

トビエース錠４ｍｇ（院外のみ） 

トフィソパム錠５０ｍｇ「日医工」 

トブラシン点眼液０．３％（特定患者のみ） 

トラゼンタ錠５ｍｇ 

トラニラストカプセル１００ｍｇ「ＣＨ」（院外のみ） 

トラニラスト点眼液０．５％「サワイ」 

トラバダンズ点眼液０．００４％ 

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ 

トラムセット配合錠 

トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 

トラネキサム酸注射液１０００ｍｇ「タイヨー」 

トランサミン錠２５０ｍｇ（特定患者のみ） 

トランデート錠５０ｍｇ（特定患者のみ） 

トリノシン顆粒１０％ 

トリプタノール錠１０ 

トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 

トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアオテス 

トレシーバ注フレックスタッチ 

トレーランＧ液７５ｇ4 

トロンビン液モチダソフトボトル１万 

ドキサゾシン錠 1ｍｇ「ＹＤ」 

ドキソルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サンド」 

ドキソルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ「サンド」 

ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍｌ「ニプロ」 

ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍｌ「ニプロ」 

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＮＰ」 

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」 

ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇキット「ファイザ

ー」 

ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇキット「ファイザ

ー」 

ドプスＯＤ錠１００ｍｇ 

ドブトレックスキット点滴静注用６００ｍｇ 

ドプラム注射液４００ｍｇ 

ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ（院外のみ） 

ドボベット軟膏（院外のみ） 

ドラール錠２０（院外のみ） 

ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２ 

ドロレプタン注射液２５ｍｇ 

ドンペリドン錠１０ｍｇ「サワイ」 

ドンペリドンＤＳ小児用１％「サワイ」（院外のみ） 

【ナ】 

ナイキサン錠１００ｍｇ 

ナウゼリン錠１０（特定患者のみ） 

ナウゼリン坐剤１０ 

ナウゼリン坐剤３０ 

ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用 

ナテグリニド錠９０ｍｇ「日医工」 

ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ「ＭＥＥ

Ｋ」 

ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「ＭＥＥ

Ｋ」 

ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＹＤ」 

ナベルビン注４０（用時購入） 

ナルサス錠２ｍｇ（用時購入） 

ナルサス錠６ｍｇ（用時購入） 



五十音順 

－商品名－ 

ナルラピド錠１ｍｇ（用時購入） 

ナルラピド錠２ｍｇ（用時購入） 

ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第一三共」 

【ニ】 

ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「サワイ」 

ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワイ」 

ニコチネルＴＴＳ１０（特定患者のみ） 

ニコチネルＴＴＳ２０（特定患者のみ） 

ニコチネルＴＴＳ３０（特定患者のみ） 

ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」 

ニコランジル点滴静注２ｍｇ「サワイ」 

ニコランジル点滴静注４８ｍｇ「サワイ」 

ニセルゴリン錠５ｍｇ「ＮＰ」 

ニゾラールローション２％（後発へ） 

ニトロール注５ｍｇ 

ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 

ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」 

ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「サワイ」 

ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「サワイ」 

ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「サワイ」 

ニフェジピンカプセル５ｍｇ「サワイ」 

ニフラン点眼液０．１％（特定患者のみ） 

ニフレック 

ニュープロパッチ４．５ｍｇ（用時購入） 

ニュープロパッチ９ｍｇ（用時購入） 

乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 

乳糖水和物原末「マルイシ」 

【ネ】 

ネオアミユー輸液 

ネオシネジンコーワ５％点眼液 

ネオシネジンコーワ注１ｍｇ 

ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ 

ネオファーゲンＣ配合錠 

ネオフィリン注２５０ｍｇ 

ネオメドロールＥＥ軟膏 

ネキシウムカプセル１０ｍｇ 

ネキシウムカプセル２０ｍｇ 

ネクサバール錠２００ｍｇ（特定患者のみ） 

ネグミンシュガー軟膏 

ネスプ注射液３０μｇプラシリンジ 

ネスプ注射液６０μｇプラシリンジ 

ネバナック懸濁性点眼液０．１％ 

ネリコルト坐剤 

【ノ】 

ノイアート静注用１５００単位 

ノイキノン錠１０ｍｇ 

ノイロトロピン錠４単位 

ノイロトロピン注射液３．６単位 

ノウリアスト錠２０ｍｇ（院外のみ） 

ノバミン錠５ｍｇ 

ノボ・硫酸プロタミン静注用１００ｍｇ 

ノボラピッド注フレックスタッチ 

ノルアドリナリン注１ｍｇ 

ノルスパンテープ１０ｍｇ（院外のみ） 

ノルスパンテープ２０ｍｇ（院外のみ） 

ノルスパンテープ５ｍｇ（院外のみ） 

ノルバスク錠２．５ｍｇ（特定患者のみ） 

ノルバデックス錠２０ｍｇ（特定患者のみ） 

【ハ】 

ハーセプチン注射用１５０ｍｇ（溶解液，希釈液付） 

ハーセプチン注射用６０ｍｇ（溶解液，希釈液付） 

ハーボニー配合錠（院外のみ） 

ハイカムチン注射用１．１ｍｇ（用時購入） 

ハイシー顆粒２５％ 

ハイドレアカプセル５００ｍｇ（用時購入） 

ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ 

ハイボン錠２０ｍｇ 

沈降破傷風トキソイド「生研」 

ハベカシン注射液１００ｍｇ（用時購入） 

ハラヴェン静注１ｍｇ 

ハリゾンシロップ１００ｍｌ／ｍｌ 

ハルシオン０．２５ｍｇ錠 

ハルトマン輸液ｐＨ８「ＮＰ」 

ハロペリドール注５ｍｇ「ヨシトミ」 

ハンプ注射用１０００ 

バイアグラ錠２５ｍｇ（院外のみ） 

バイアグラ錠５０ｍｇ（院外のみ） 

バイアスピリン錠１００ｍｇ 

バイナス錠７５ｍｇ（院外のみ） 

バクタ配合顆粒 

バクタ配合錠（特定患者のみ） 

バクトロバン鼻腔用軟膏２％ 

バラクルード錠０．５ｍｇ（特定患者のみ） 

バラシクロビル錠５００ｍｇ「ケミファ」 

バランス散１０％ 

バルサルタン錠８０ｍｇ「ケミファ」 

バルプロ酸ナトリウム細粒２０％「ＥＭＥＣ」 

バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「日医工」 

バロス消泡内用液２％ 

バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 

パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ＮＫ」 

パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 

パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍｌ（用時購入） 

パズクロス点滴静注液５００ｍｇ 

パセトシンカプセル２５０ 



五十音順 

－商品名－ 

パタノール点眼液０．１％ 

パッチテストパネル（Ｓ） 

パッチテスト試薬金属１５品目セット 

パム静注５００ｍｇ 

パルクス注ディスポ１０μｇ 

パルミコート２００μｇタービュヘイラー５６吸入 

パルミコート吸入液０．２５ｍｇ（院外のみ） 

パルミコート吸入液０．５ｍｇ（院外のみ） 

パロキセチン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 

パンクレアチン「ヨシダ」 

パントール注射液５００ｍｇ 

パントシン散２０％ 

調剤用パンビタン末（特定患者のみ） 

【ヒ】 

ヒアレインミニ点眼液０．３％ 

ヒーロンＶ０．６眼粘弾剤２．３％ 

ヒシセオール液 ２００ｍｌ 

ヒスロンＨ錠２００ｍｇ（特定患者のみ） 

ヒダントールＦ配合錠（特定患者のみ） 

ヒューマリン３／７注カート（院外のみ） 

ヒューマリンＮ注１００単位／ｍＬ 

ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ 

ヒューマログミックス５０注カート（院外のみ） 

ヒューマログミックス５０注ミリオペン 

ヒューマログ注カート（院外のみ） 

ヒューマログ注ミリオペン 

ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．４ｍＬ（特定患者

のみ） 

ヒュミラ皮下注８０ｍｇシリンジ０．８ｍｌ（特定患者

のみ） 

ヒルドイドソフト軟膏０．３％ 

ヒルドイドローション０．３％ 

ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ 

ビースリミン注 

ビーソフテンローション０．３％ 

ビソプロロールフマル酸錠５ｍｇ「テバ」 

ビソプロロールフマル酸錠０．６２５ｍｇ「テバ」 

ビーフリード輸液 １Ｌ１キット 

ビーフリード輸液 ５００ｍＬ１キット 

ビオチン散０．２％「ホエイ」（院外のみ） 

ビオフェルミン配合散 

ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＫ」 

ビクシリンカプセル２５０ｍｇ（特定患者のみ） 

ビクシリン注射用１ｇ 

ビクトーザ皮下注１８ｍｇ 

ビジパーク２７０注２０ｍｌ 

ビジパーク３２０注５０ｍｌ 

ビジパーク３２０注１００ｍｌ 

ビソノテープ４ｍｇ 

ビタジェクト注キット（用時購入） 

ビタメジン配合カプセルＢ２５ 

ビダラビン軟膏「ＭＥＥＫ」 

ビビアント錠２０ｍｇ（院外のみ） 

ピアーレシロップ６５％ 

ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 

ＰＬ配合顆粒 

ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」 

ピシバニール注射用１ＫＥ（用時購入） 

ピシバニール注射用５ＫＥ 

ピシリバクタ静注用３ｇ 

ピドキサール錠１０ｍｇ 

ピノルビン注射用１０ｍｇ（用時購入） 

ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ１ｇ「ＮＰ」 

ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ２ｇ「ＮＰ」 

ピマリシン点眼液５％「センジュ」（用時購入） 

ピメノールカプセル１００ｍｇ（特定患者のみ） 

ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 

ピラマイド原末 

ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「タナベ」 

【フ】 

５－ＦＵ注２５０ｍｇ 

５－ＦＵ注１０００ｍｇ 

５－ＦＵ軟膏５％協和（用時購入） 

ファーストシン静注用１ｇバッグＳ 

ファムビル錠２５０ｍｇ（院外のみ） 

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 

ファモチジン注射用２０ｍｇ「日医工」 

ファロム錠２００ｍｇ 

ファンガード点滴用５０ｍｇ 

フィジオ１４０輸液 ５００ｍｌ 

フィナステリド錠１ｍｇ「ファイザー」 

フィブラストスプレー５００ 

フィブロガミンＰ静注用 

フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「ＮＫ」 

フェブリク錠２０ｍｇ 

フェアストン錠４０（用時購入） 

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＥＥ」（院外の

み） 

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＥＥ」 

フェジン静注４０ｍｇ 

フェソロデックス筋注２５０ｍｇ 

フェノバール注射液１００ｍｇ 

フェノバルビタール散１０％「マルイシ」 

フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ 

フェロミア顆粒８．３％ 

フェンタニル注射液０．１ｍｇ「ヤンセン」 



五十音順 

－商品名－ 

フェンタニル注射液０．５ｍｇ「ヤンセン」 

フェントステープ１ｍｇ 

フェントステープ２ｍｇ 

フェントステープ４ｍｇ 

フェントステープ８ｍｇ（在限） 

フオイパン錠１００ｍｇ（特定患者のみ） 

フォサマック錠３５ｍｇ 

フォシーガ錠５ｍｇ 

フォリアミン錠 

フォルテオ皮下注キット６００μｇ 

フシジンレオ軟膏２％（院外のみ） 

フスコデ配合錠（特定患者のみ） 

フラジール内服錠２５０ｍｇ 

フランドルテープ４０ｍｇ 

フルイトラン錠２ｍｇ 

フルオレサイト静注５００ｍｇ 

フルコナゾール静注１００ｍｇ「ＮＰ」 

フルタイド１００ディスカス 

フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用 

フルニトラゼパム錠２ｍｇ「アメル」 

フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「テバ」 

フローレス眼検査用試験紙０．７ｍｇ 

フロセミド錠２０「テバ」 

フロセミド錠４０「テバ」 

フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 

フロセミド注射液２０ｍｇ「日医工」 

フロリードゲル経口用２％ 

フロリネフ錠０．１ｍｇ（特定患者のみ） 

ブイフェンド２００ｍｇ静注用 

ブイフェンド錠２００ｍｇ（特定患者のみ） 

ブシラミン錠１００「日医工」 

ブスコパン錠１０ｍｇ 

ブスコパン注２０ｍｇ 

ブドウ糖注５０％シリンジ「テルモ」 

ブリディオン静注２００ｍｇ 

ブレディニン錠５０（特定患者のみ） 

ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ヨシトミ」 

ブロナック点眼液０．１％ 

ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 

プラケニル錠２００ｍｇ（特定患者のみ） 

プラザキサカプセル１１０ｍｇ 

プラザキサカプセル７５ｍｇ 

プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ 

プリビナ液０．０５％ 

プリモボラン錠５ｍｇ（特定患者のみ） 

プリンペラン錠５ 

プリンペラン注射液１０ｍｇ 

プレセデックス静注液２００μｇ「マルイシ」（用時購

入） 

プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） 

プレドニン錠５ｍｇ 

プレドニン眼軟膏 

水溶性プレドニン１０ｍｇ 

プレベナー１３水性懸濁注 

プロイメンド点滴静注用１５０ｍｇ 

プロカイン塩酸塩原末「マルイシ」 

プロサイリン錠２０（特定患者のみ） 

プロスタルモン・Ｆ注射液１０００（用時購入） 

プロスタンディン軟膏０．００３％ 

注射用プロスタンディン２０ 

プロターゼＭＳ（院内のみ） 

プロタノールＬ注０．２ｍｇ 

プロチレリン酒石酸塩注２ｍｇ「ＮＰ」（用時購入） 

プロトピック軟膏０．１％（院外のみ） 

プロトピック軟膏０．０３％小児用（院外のみ） 

プロノン錠１５０ｍｇ 

プロプラノロール塩酸塩錠「日医工」 

プロペト 

プロポフォール静注１％５０ｍｌ「ＦＫ」 

１％プロポフォール注「マルイシ」２０ｍｇ２０ｍＬ（在

限） 

プロマックＤ錠７５ 

プロラノン点眼液０．１％ 

【ヘ】 

ヘパアクト配合顆粒 

ヘパフラッシュ１００単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ 

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」 

ヘパリンナトリウム注１万単位／１０ｍＬ「味の素」 

ヘパリンナトリウム注Ｎ５千単位／５ｍＬ「味の素」 

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日本臓器」 

ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位 

ヘプセラ錠１０ 

ヘプタバックス-Ⅱ 

ヘマンジオルシロップ小児用０．３７５％（特定患者の

み） 

ヘモリンガル舌下錠０．１８ｍｇ 

ベイスンＯＤ錠０．３（特定患者のみ） 

ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ 

ベゲタミン－Ｂ配合錠（在限） 

ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「日医工」 

ベシケア錠５ｍｇ 

ベストロン耳鼻科用１％５ｍｌ（院外のみ） 

ベストロン耳鼻科用１％５０ｍｌ（院内のみ） 

ベストロン点眼用０．５％ 



五十音順 

－商品名－ 

ベセルナクリーム５％（用時購入） 

ベタニス錠２５ｍｇ 

ベタニス錠５０ｍｇ 

ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「テバ」 

ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 

献血ベニロン－Ｉ静注用５００ｍｇ 

ベネトリン吸入液０．５％ 

ベノキシール点眼液０．４％ 

ベピオゲル２．５％（マルホ）（院外のみ） 

ベプリコール錠５０ｍｇ 

ベラパミル塩酸塩静注５ｍｇ「タイヨー」 

ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ファイザー」 

ベリプラストＰコンビセット組織接着用 １ｍＬ２キッ

ト１組（用時購入） 

ベリプラストＰコンビセット組織接着用 ３ｍＬ２キッ

ト１組（用時購入） 

ベルソムラ錠１５ｍｇ 

ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「杏林」 

ペチジン塩酸塩注射液３５ｍｇ「タケダ」 

注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位（用時購入） 

ペリアクチンシロップ０．０４％（院外のみ） 

ペリアクチン散１％（院外のみ） 

ペルサンチン錠１００ｍｇ 

ペルサンチン静注１０ｍｇ 

ペルタゾン錠２５（在限） 

ペルマックス錠５０μｇ（用時購入） 

ペンタサ注腸１ｇ 

ペンタサ顆粒９４％ 

ペンタサ坐剤１ｇ 

ペンレステープ１８ｍｇ（院内処置使用。皮膚科に在庫） 

【ホ】 

ホクナリンドライシロップ０．１％小児用（院外のみ） 

ホスミシンＳ耳科用３％ 

ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 

ホスホマイシンカルシウムドライシロップ４０％「日医

工」（院外のみ） 

ホスミシン錠５００ 

ホリゾン注射液１０ｍｇ 

ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「ケミファ」 

ボスミン外用液０．１％ 

ボスミン注１ｍｇ 

ボトックス注用５０単位 

ボトックス注用１００単位 

ボトックスビスタ注用５０単位（用時購入） 

ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ（用時購入） 

ボナロン点滴静注バッグ９００μｇ 

ボノテオ錠５０ｍｇ 

ボルタレンゲル１％ 

ボルタレン錠２５ｍｇ（特定患者のみ） 

ボルベン輸液６％ 

ボンアルファハイローション２０μｇ／ｇ（院外のみ） 

ポピヨドンガーグル７％ 

ポピヨドン液１０％ 

ポララミン注５ｍｇ 

ポリドカスクレロール３％注２ｍＬ（用時購入） 

ポンタールシロップ３．２５％ 

【マ】 

マーカイン注脊麻用０．５％高比重 

マーカイン注脊麻用０．５％等比重 

マイトマイシン注用１０ｍｇ（用時購入） 

マグコロール 

酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」 

酸化マグネシウム細粒８３％「ヨシダ」 

マスキンＲ・エタノール液（０．５Ｗ／Ｖ％） 

マスキン液（５Ｗ／Ｖ％） 

乾燥まむし抗毒素“化血研” 

マリゼブ錠２５ｍｇ 

マンニットールＳ注射液 ３００ｍＬ 

【ミ】 

ミオコールスプレー０．３ｍｇ 

ミオコール点滴静注５０ｍｇ 

ミグシス錠５ｍｇ（用時購入） 

ミケルナ配合点眼液 

ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 

ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「テバ」 

ミドリンＭ点眼液０．４％ 

ミドリンＰ点眼液 

ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「サワイ」 

ミヤＢＭ細粒 

ミヤＢＭ錠 

ミラクリッド ５０，０００単位 

ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ 

ミリステープ５ｍｇ 

ミルリノン静注液１０ｍｇ「タイヨー」 

ミンクリア内用散布液０．８％ 

【ム】 

ムコスタ点眼液ＵＤ２％ 

小児用ムコソルバンＤＳ１．５％ 

ムコソレートＬカプセル４５ 

ムコダインシロップ５％（院外のみ） 

ムコダイン錠２５０ｍｇ（特定患者のみ） 

無水エタノール「フソー」５ｍｌ 

【メ】 

メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ 

メイラックス錠１ｍｇ 



五十音順 

－商品名－ 

メイロン静注７％ ７％２０ｍＬ 

メイロン静注７％ ７％２５０ｍＬ 

メキシレチン塩酸塩錠１００ｍｇ「ＫＣＣ」 

メコバラミン錠５００μｇ「ＮＰ」 

メコバラミン注５００μｇ「ＮＰ」 

メサデルム軟膏０．１％ 

メサデルムクリーム０．１％ 

メジコン錠１５ｍｇ 

メスチノン錠６０ｍｇ（特定患者のみ） 

注射用メソトレキセート５０ｍｇ（用時購入） 

メチコバール錠５００μｇ（特定患者のみ） 

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルＮａ注射用４

０ｍｇ「サワイ」 

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルＮａ注射用５

００ｍｇ「サワイ」 

メチロン注２５％ ２５％１ｍＬ 

メトグルコ錠２５０ｍｇ（特定患者のみ） 

メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＴＥ」 

メトレート錠２ｍｇ 

メドロール錠４ｍｇ（特定患者のみ） 

メナテトレンカプセル１５ｍｇ「ＹＤ」 

メネシット配合錠１００ 

メバロチン錠１０ 

メバロチン錠５ 

メプチンエアー１０μｇ吸入１００回０．０１４３％

（特定患者のみ） 

メプチンスイングヘラー１０μｇ吸入１００回 

メプチン錠５０μｇ 

メマリーＯＤ錠２０ｍｇ 

メマリーＯＤ錠５ｍｇ 

メルカゾール錠５ｍｇ 

メロキシカム錠１０ｍｇ「ＹＤ」 

メロペネム点滴静注用バッグ０．５ｇ「ＮＰ」 

ｌ－メントール「ホエイ」 

【モ】 

モーラステープ２０ｍｇ 

モーラステープＬ４０ｍｇ 

モーラスパップ３０ｍｇ 

モーラスパップ６０ｍｇ 

モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ 

モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ 

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 

モディオダール錠１００ｍｇ（特定患者のみ） 

モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「タケダ」 

モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「シオノギ」 

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ケミファ」 

【ヤ】 

【ユ】 

ユーエフティ配合カプセルＴ１００ 

ユーゼル錠２５ｍｇ 

ユービット錠１００ 

ユベラ錠５０ｍｇ 

ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ（特定患者のみ） 

ユベラ軟膏 

ユリーフ錠２ｍｇ 

ユリーフ錠４ｍｇ 

【ヨ】 

ヨクイニンエキス錠「コタロー」 

【ラ】 

ライゾデグ配合注フレックスタッチ 

ラキソベロン内用液０．７５％ 

ラキソベロン錠２．５ｍｇ（特定患者のみ） 

ラクテックＧ輸液 ５００ｍＬ 

ラコールＮＦ配合経腸用液 

ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 

ラシックス注１００ｍｇ（特定患者のみ） 

ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ（特定患者のみ） 

ラステット注１００ｍｇ／５ｍＬ（用時購入） 

ラニチジン錠１５０ｍｇ「タイヨー」 

ラニラピッド錠０．０５ｍｇ 

ラピアクタ点滴用バッグ３００ｍｇ 

ラベキュアパック４００ 

ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「日医工」 

ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「日医工」 

ラミクタール錠２５ｍｇ 

ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワイ」 

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 

ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「サワイ」 

ランタスＸＲ注ソロスター 

ランダ注１０ｍｇ／２０ｍＬ 

ランダ注５０ｍｇ／１００ｍＬ 

ランドセン錠０．５ｍｇ 

ランマーク皮下注１２０ｍｇ 

【リ】 

リーゼ錠５ｍｇ 

リーバクト配合経口ゼリー（院外のみ） 

リオレサール錠５ｍｇ 

リクシアナ錠１５ｍｇ 

リクシアナ錠６０ｍｇ 

リクラスト点滴静注液５ｍｇ 

リコモジュリン点滴静注用１２８００ 

リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「サワイ」 

リスミー錠２ｍｇ 

リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 

リドメックスコーワローション０．３％ 

リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包 



五十音順 

－商品名－ 

リバスタッチパッチ１３．５ｍｇ 

リバスタッチパッチ１８ｍｇ 

リバスタッチパッチ４．５ｍｇ 

リバスタッチパッチ９ｍｇ 

リバレス注１ｍｌ 

リバロ錠１ｍｇ 

リバロ錠２ｍｇ 

リピオドール４８０注１０ｍＬ 

リピトール錠５ｍｇ（特定患者のみ） 

リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 

リフキシマ錠２００ｍｇ（特定患者のみ） 

リフレックス錠１５ｍｇ（特定患者のみ） 

リボスチン点鼻液０．０２５ｍｇ１１２噴霧用（院外の

み） 

リマチル錠１００ｍｇ（特定患者のみ） 

リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」 

硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ 

硫酸ストレプトマイシン注射用１ｇ「明治」（用時購入） 

リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ 

リュープリン注射用キット３．７５ 

リリカＯＤ錠２５ｍｇ 

リリカＯＤ錠７５ｍｇ 

リルテック錠５０ｍｇ（特定患者のみ） 

リレンザ 

リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍｌ（特定患者のみ） 

リンデロン坐剤０．５ｍｇ（特定患者のみ） 

リンデロン－ＶＧローション 

リンデロン注２ｍｇ（０．４％） 

リンデロン注４ｍｇ（０．４％） 

リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ 

リントン注５ｍｇ（名称変更品へ） 

【ル】 

ルジオミール錠１０ｍｇ 

ルセンティス硝子体内注射液２．３ｍｇ／０．２３ｍｌ 

ルボックス錠２５ 

ルミガン点眼液０．０３％ 

ルミセフ皮下注２１０ｍｇシリンジ（特定患者のみ） 

ルリコン液１％ 

【レ】 

レキップＣＲ錠２ｍｇ（院外のみ） 

レスタミンコーワクリーム１％ 

レナデックス錠４ｍｇ（特定患者のみ） 

レバチオ錠２０ｍｇ（用時購入） 

レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰ」 

レブラミドカプセル５ｍｇ（特定患者のみ） 

レペタン注０．２ｍｇ 

レベトールカプセル２００ｍｇ 

レベミル注フレックスペン（特定患者のみ） 

レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ケミファ」 

レボフロキサシン点眼液１．５％「ファイザー」 

レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ＮＫ」 

レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ＮＫ」 

レミケード点滴静注用１００ 

レミニールＯＤ錠４ｍｇ 

レミニールＯＤ錠８ｍｇ 

レルベア１００エリプタ３０吸入用 

レルベア２００エリプタ３０吸入用 

レンチナン静注用１ｍｇ「味の素」（用時購入） 

【ロ】 

ロイコン錠１０ｍｇ 

ロカイン注１％５ｍＬ 

ロキソニン錠６０ｍｇ（特定患者のみ） 

ロキソニンテープ１００ｍｇ 

ロキソニンテープ５０ｍｇ 

ロキソニン細粒１０％ 

ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 

ロコアテープ 

ロコイドクリーム０．１％（院外のみ） 

ロコイド軟膏０．１％ 

ロサルヒド配合錠ＬＤ「ケミファ」 

ロゼレム錠８ｍｇ 

ロトリガ粒状カプセル２ｇ（院外のみ） 

ロヒプノール錠２（特定患者のみ） 

ロピオン静注５０ｍｇ 

ロペミンカプセル１ｍｇ（特定患者のみ） 

ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「タイヨー」 

ロペラミド塩酸塩細粒小児用０．０５％「タイヨー」（院

外のみ） 

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 

ロルカム錠４ｍｇ 

ロレルコ錠２５０ｍｇ（院外のみ） 

ロンサーフ配合錠Ｔ１５（用時購入） 

ロンサーフ配合錠Ｔ２０（用時購入） 

【ワ】 

ワーファリン錠１ｍｇ 

ワーファリン錠５ｍｇ（特定患者のみ） 

ワイスタール配合点滴静注液１ｇバッグ 

ワイドシリン細粒２００（院外のみ） 

ワソラン錠４０ｍｇ 

 

注）造影剤、薬価のない薬剤（ワクチン等）は記載して

いません 


