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院内医薬品集



【内服薬】

ＰＬ配合顆粒 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ「ＹＤ」

アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメル」

アーチスト錠２．５ｍｇ カルベジロール錠１０ｍｇ「タナベ」

アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「トーワ」 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「トーワ」

アシノン錠１５０ｍｇ カロナール錠５００

アジルバ錠２０ｍｇ カンデサルタン錠８ｍｇ「明治」

アスピリン「ヨシダ」 キシロカインビスカス２％

アスベリン錠２０ キョウニン水「マルイシ」

アズレン・グルタミン配合細粒「ＥＭＥＣ」 グーフィス錠５ｍｇ

アセトアミノフェン錠３００ｍｇ「マルイシ」 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＭＥＥＫ」

アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」

アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ クラシエ人参養栄湯エキス細粒

アテノロール錠２５ｍｇ「トーワ」 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＥＭＥＣ」

アトルバスタチン錠１０ｍｇ「明治」 グリチロン配合錠

アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」

アミティーザカプセル２４μｇ グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ

アミノバクト配合顆粒 グレースビット錠５０ｍｇ

アミノレバンＥＮ配合散 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＫＮ」

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 ケイキサレートドライシロップ７６％

アリセプトＤ錠３ｍｇ コタロー芍薬甘草湯エキス細粒

アルファカルシドール錠０．５μｇ「アメル」 コデインリン酸塩散１％「シオエ」

アレビアチン錠１００ｍｇ コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」

アロプリノール錠１００ｍｇ「トーワ」 サインバルタカプセル２０ｍｇ

アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「サワイ」 ザクラス配合錠ＨＤ

イーケプラ錠５００ｍｇ サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ

イグザレルト錠１０ｍｇ サリパラ液

イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「サワイ」 酸化マグネシウム「ＮＰ」原末

一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 ジアゼパム錠２「トーワ」

イトラコナゾール錠５０ｍｇ「科研」 シテイ

イノラス配合経腸用液 シナール配合錠

イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 ジメチコン錠４０ｍｇ「フソー」

イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 ジャヌビア錠５０ｍｇ

イルアミクス配合錠ＬＤ「ＤＳＰＢ」 シルニジピン錠１０ｍｇ「ＪＧ」

ウインタミン細粒（１０％） シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「トーワ」

ウブレチド錠５ｍｇ スインプロイク錠０．２ｍｇ

ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「ＪＧ」 スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」

エースコール錠２ｍｇ 精製水＊（日興製薬）

エクセグラン錠１００ｍｇ セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」

エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 セルトラリンＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」

エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」 セレコキシブ錠１００ｍｇ「ファイザー」

エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」

エネーボ配合経腸用液 ゾフルーザ錠２０ｍｇ

エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＹＤ」 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」

エブランチルカプセル１５ｍｇ タケキャブ錠１０ｍｇ

エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「明治」

エリキュース錠２．５ｍｇ 炭酸水素ナトリウム

エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「サワイ」 単シロップ

エレンタール配合内用剤 ダントリウムカプセル２５ｍｇ

塩化ナトリウム「オーツカ」 タンニン酸アルブミン シオエ

塩酸トリヘキシフェニジル錠２ｍｇ「ＮＰ」 チアプリド錠２５ｍｇ「テバ」

エンシュア・Ｈ チラーヂンＳ錠５０μｇ

オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ ツインラインＮＦ配合経腸用液

オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」 ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）

オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）

オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）

ガストログラフイン経口・注腸用 ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）

カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「テバ」 ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）

カリジノゲナーゼカプセル２５単位「日医工」 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） ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「三和」

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） ビムパット錠５０ｍｇ

ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用） ビラノア錠２０ｍｇ

ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「トーワ」

ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」

ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用） フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「ＮＰ」

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） フェブリク錠１０ｍｇ

ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） フェロミア錠５０ｍｇ

テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 フォリアミン錠

デパケンＲ錠２００ｍｇ ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ「ツルハラ」

テルミサルタン錠４０ｍｇ「トーワ」 ブドウ糖＊（扶桑）

トアラセット配合錠「トーワ」 プラザキサカプセル７５ｍｇ

ドキサゾシン錠２ｍｇ「テバ」 フラジール内服錠２５０ｍｇ

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「トーワ」

ドパコール配合錠Ｌ５０ フルスルチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」

トラゼンタ錠５ｍｇ フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」

トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成）

トラディアンス配合錠ＡＰ プレドニン錠５ｍｇ

トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「トーワ」 フロセミド錠２０ｍｇ「テバ」

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」

ドラマミン錠５０ｍｇ プロマックＤ錠７５

トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「テバ」 フロリードゲル経口用２％

トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「トーワ」 ベイスン錠０．２

トリノシン顆粒１０％ ベオーバ錠５０ｍｇ

トリプタノール錠１０ ベサコリン散５％

トロノーム配合錠 ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ「トーワ」

ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ベシケアＯＤ錠５ｍｇ

ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＫＮ」 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「トーワ」

ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」 ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」

ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タナベ」

ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「トーワ」 ベリチーム配合顆粒

ニフレック配合内用剤 ベルソムラ錠１５ｍｇ

乳糖「ホエイ」 ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ

ニルバジピン錠４ｍｇ「サワイ」 ボースデル内用液１０

ネキシウムカプセル２０ｍｇ ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「ＭＥＥＫ」

ノイキノン錠１０ｍｇ ホスミシン錠５００

ノイロトロピン錠４単位 ボノサップパック４００

ノイロビタン配合錠 マグミット錠３３０ｍｇ

ノバミン錠５ｍｇ マドパー配合錠

ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「ＪＧ」

バイアスピリン錠１００ｍｇ ミヤＢＭ細粒

バイロテンシン錠５ｍｇ ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」

バクタ配合錠 メコバラミン錠５００μｇ「杏林」

ハッカ油「ケンエー」 メチルジゴキシン錠０．１ｍｇ「タイヨー」

バナン錠１００ｍｇ メトクロプラミド錠５ｍｇ「トーワ」

バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ「モチダ」 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「トーワ」

バリトゲン－デラックス メプチン錠５０μｇ

バリトップゾル１５０ メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」

バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「トーワ」 メルカゾール錠５ｍｇ

バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「日医工」 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」

パロキセチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 モビコール配合内用剤

バロス発泡顆粒－Ｓ モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」

バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 ユービット錠１００ｍｇ

パントシン散２０％ ユーロジン２ｍｇ錠

ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ

ビオスリー配合錠 ユリノーム錠２５ｍｇ

ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＪＧ」 ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ

ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「日医工」 ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤

ビソルボン錠４ｍｇ ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」



リーゼ錠５ｍｇ ケトコナゾールローション２％「ＪＧ」

リオレサール錠５ｍｇ ケトチフェン点鼻液０．０５％「トーワ」

リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ ケンエーＧ浣腸液５０％　５０mL

リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「アメル」 ケンエーＧ浣腸液５０％　６０mL

リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「アメル」 ケンエーＧ浣腸液５０％　１２０ｍL

リスモダンカプセル１００ｍｇ ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「タイヨー」

リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サワイ」 ザジテン点眼液０．０５％

リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包 ザルコニン液０．０２

リボトリール錠０．５ｍｇ シアノコバラミン点眼液０．０２％「杏林」

リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」 ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」

リリカＯＤ錠１５０ｍｇ スチブロン軟膏０．０５％

リリカＯＤ錠２５ｍｇ スピール膏Ｍ

リリカＯＤ錠７５ｍｇ スポンゼル

ルネスタ錠１ｍｇ スミルスチック３％

レパグリニド錠０．２５ｍｇ「サワイ」 ツロブテロールテープ２「ＥＭＥＣ」

レバミピド錠１００ｍｇ「日医工」 デルモベート軟膏０．０５％

レボフロキサシンＯＤ錠２５０ｍｇ「トーワ」 トラマゾリン点鼻液０．１１８％「ＡＦＰ」

レミッチカプセル２．５μｇ トロンビン液モチダソフトボトル１万

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「トーワ」 ナウゼリン坐剤６０

ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ

ロゼレム錠８ｍｇ ネオステリングリーンうがい液０．２％

ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「ＪＧ」 ネリコルト坐剤

ロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」 ハイポエタノール液２％「ヨシダ」

ワーファリン錠１ｍｇ ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「ファイザー」

ワソラン錠４０ｍｇ ビソノテープ４ｍｇ

ワルファリンＫ錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 ビソルボン吸入液０．２％

ビダラビン軟膏３％「ＭＥＥＫ」

【外用薬】 ヒルドイドソフト軟膏０．３％

ＡＺ点眼液０．０２％ フルオロメトロン０．０２％点眼液Ｔ

ＭＳ温シップ「タイホウ」 プロスタンディン軟膏０．００３％

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏０．１２％「トーワ」

亜鉛華軟膏 ベネトリン吸入液０．５％

アズノールうがい液４％ ヘモポリゾン軟膏

アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用 ボスミン外用液０．１％

アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ ポビドンヨードガーグル７％「メタル」

イクセロンパッチ４．５ｍｇ ポビドンヨード液１０％「メタル」

イクセロンパッチ９ｍｇ ボルタレンサポ２５ｍｇ

イクセロンパッチ１３．５ｍｇ メプチンエアー１０μｇ吸入１００回

イクセロンパッチ１８ｍｇ モーラステープＬ４０ｍｇ

イソジンシュガーパスタ軟膏 モーラスパップ６０ｍｇ

イソプロパノール消毒液７０％「メタル」 モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ

インドメタシンパップ７０ｍｇ「日医工」 ユベラ軟膏

インドメタシン外用液１％「日医工」 ラミシールクリーム１％

エキザルベ リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％

エタノール シオエ リンデロン－ＶＧローション

エムラパッチ リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％

オイラックスクリーム１０％ レスタミンコーワクリーム１％

オスバン消毒液１０％ レボフロキサシン点眼液０．５％「ニットー」

オリブ油「日医工」 レルベア１００エリプタ３０吸入用

オルテクサー口腔用軟膏０．１％ ロキソニンテープ５０ｍｇ

カリーユニ点眼液０．００５％ ロキソニンパップ１００ｍｇ

キシロカインゼリー２％ ロコアテープ

キシロカインポンプスプレー８％ ロコイドクリーム０．１％

キュバール１００エアゾール 液状フェノール「ケンエー」

グリセリン「東豊」 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」

グリセリンＢＣ液「ヨシダ」 新レシカルボン坐剤

クリンダマイシンゲル１％「クラシエ」 尿素クリーム２０％「日医工」

クレナフィン爪外用液１０％ 白色ワセリン

ゲーベンクリーム１％ 流動パラフィン「マルイシ」



【注射薬】

薬品名 規格単位

１％プロポフォール注「マルイシ」 １ｇ１００ｍＬ１瓶

ＫＮ１号輸液 ５００ｍＬ１袋

ＫＮ３号輸液 ５００ｍＬ１袋

アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット「テルモ」 １７．１２％１０ｍＬ１キット

アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ １０００ｍｇ１００ｍＬ１袋

アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） ２．５％１ｍＬ１管

アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 ０．１％１ｍＬ１筒

アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ「タナベ」 ０．０５％１ｍＬ１管

アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ ２５ｍｇ１管

アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ ０．７５％１０ｍＬ１管

アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 １５０ｍｇ３ｍＬ１管

アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「日医工」 ２００ｍｇ１管

アミニック輸液 ２００ｍＬ１袋

アミノレバン点滴静注 ２００ｍＬ１袋

アルガトロバン注射液１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ２０ｍＬ１管

アルツディスポ関節注２５ｍｇ １％２．５ｍＬ１筒

アルツ関節注２５ｍｇ １％２．５ｍＬ１管

アレビアチン注２５０ｍｇ ５％５ｍＬ１管

イーケプラ点滴静注５００ｍｇ ５００ｍｇ５ｍＬ１瓶

イオパミドール３７０注シリンジ１００ｍＬ「ＨＫ」 ７５．５２％１００ｍＬ１筒

イノバン注０．３％シリンジ ０．３％５０ｍＬ１筒

インジゴカルミン注２０ｍｇ「ＡＦＰ」 ０．４％５ｍＬ１管

インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 ３００単位１キット

イントラリポス輸液２０％ ２０％１００ｍＬ１袋

イントラリポス輸液２０％ ２０％２５０ｍＬ１袋

ヴィーンＤ輸液 ５００ｍＬ１瓶

ウログラフイン注６０％ ６０％２０ｍＬ１管

ウログラフイン注６０％ ６０％１００ｍＬ１瓶

エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ「日医工」 ３０ｍｇ１００ｍＬ１キット

エフェドリン塩酸塩注射液 ４％１ｍＬ１管

エルネオパＮＦ１号輸液 １０００ｍＬ１キット

エルネオパＮＦ２号輸液 １０００ｍＬ１キット

エルネオパＮＦ２号輸液 １５００ｍＬ１キット

エレジェクト注シリンジ ２ｍＬ１筒

塩化ナトリウム注１０％シリンジ「テルモ」 １０％２０ｍＬ１筒

大塚蒸留水 ２０ｍＬ１管

大塚蒸留水 ５００ｍＬ１瓶

大塚生食注 ５００ｍＬ１瓶

大塚生食注２ポート１００ｍＬ １００ｍＬ１キット

大塚糖液１０％ １０％５００ｍＬ１袋

大塚糖液５％ ５％２０ｍＬ１管

大塚糖液５％ ５％１００ｍＬ１瓶

大塚糖液５％ ５％５００ｍＬ１袋

大塚糖液５０％ ５０％２００ｍＬ１袋

オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「サンド」 １００μｇ１ｍＬ１管

オザグレルＮａ注射液８０ｍｇシリンジ「サワイ」 ８０ｍｇ４ｍＬ１筒

オムニパーク２４０注１０ｍＬ ５１．７７％１０ｍＬ１瓶

オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 ２０ｍｇ１瓶

ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１瓶

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液５０ｍｇ「日医工」 ０．５％１０ｍＬ１管

乾燥ＨＢグロブリン筋注用１０００単位「ニチヤク」 １０００単位５ｍＬ１瓶（溶解液付）

キシロカイン０．５％筋注用溶解液 ０．５％３ｍＬ１管

キシロカイン注ポリアンプ１％ １％１０ｍＬ１管

キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１０００００）含有 １％１０ｍＬバイアル

キドミン輸液 ２００ｍＬ１袋

グリセリン・果糖配合点滴静注「ＨＫ」 ２００ｍＬ１袋

グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ １ｍｇ１瓶（溶解液付）



ケイツーＮ静注１０ｍｇ １０ｍｇ１管

ケタラール静注用２００ｍｇ ２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶

ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ ４０ｍｇ１瓶

献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注５ｇ／１００ｍＬ ５ｇ１００ｍＬ１瓶

コントミン筋注２５ｍｇ ０．５％５ｍＬ１管

シーパラ注 ２ｍＬ１管

ジゴシン注０．２５ｍｇ ０．０２５％１ｍＬ１管

シベノール静注７０ｍｇ ７０ｍｇ５ｍＬ１管

静注用キシロカイン２％ ２％５ｍＬ１管

ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１瓶

スルバシリン静注用１．５ｇ （１．５ｇ）１瓶

スルピリン注射液２５０ｍｇ「日医工」 ２５％１ｍＬ１管

生食注シリンジ「ＮＰ」 ２０ｍＬ１筒

生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ １０ｍＬ１筒

生理食塩液 １００ｍＬ１瓶

生理食塩液 ５０ｍＬ１瓶

生理食塩液 ２０ｍＬ１管

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１００ｍＬ付）

セフォチアム静注用１ｇバッグ「日医工」 １ｇ１キット（生理食塩液１００ｍＬ付）

セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 １ｇ１瓶

セフメタゾールナトリウム静注用１ｇ「日医工」 １ｇ１瓶

セルシン注射液１０ｍｇ １０ｍｇ１管

セレネース注５ｍｇ ０．５％１ｍＬ１管

ソセゴン注射液１５ｍｇ １５ｍｇ１管

ソル・コーテフ静注用５００ｍｇ ５００ｍｇ１瓶（溶解液付）

ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ １２５ｍｇ１瓶（溶解液付）

ソルダクトン静注用１００ｍｇ １００ｍｇ１管

ソルデム３Ａ輸液 ２００ｍＬ１袋

ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「ニプロ」 ４ｍｇ１００ｍＬ１袋

タゾピペ配合点滴静注用バッグ４．５「ニプロ」 （４．５ｇ）１キット（生理食塩液１００ｍＬ付）

テルモ生食 ５００ｍＬ１袋

トラネキサム酸注１０００ｍｇ／１０ｍＬ「日新」 １０％１０ｍＬ１管

ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第一三共」 ０．２ｍｇ１ｍＬ１管

ニカルジピン塩酸塩注射液２５ｍｇ「ＦＹ」 ２５ｍｇ２５ｍＬ１瓶

ニューモバックスＮＰ ０．５ｍＬ１瓶

ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ ５ｍＬ１筒

ネオファーゲン静注２０ｍＬ ２０ｍＬ１管

ネオフィリン注２５０ｍｇ ２．５％１０ｍＬ１管

ノバミン筋注５ｍｇ ０．５％１ｍＬ１管

ノルアドリナリン注１ｍｇ ０．１％１ｍＬ１管

ハイカリックＲＦ輸液 ５００ｍＬ１袋

パズクロス点滴静注液５００ｍｇ ５００ｍｇ１００ｍＬ１キット

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 ０．５ｇ１瓶

パントール注射液２５０ｍｇ ２５０ｍｇ１管

ビーフリード輸液 ５００ｍＬ１キット

ビーフリード輸液 １Ｌ１キット

ビカネイト輸液 ５００ｍＬ１袋

ビソルボン注４ｍｇ ０．２％２ｍＬ１管

ビタジェクト注キット ２筒１キット

ビタメジン静注用 １瓶

ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ「日医工」 ２ｇ１瓶

ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ １００単位１ｍＬバイアル

ヒューマログミックス２５注ミリオペン ３００単位１キット

ヒューマログ注ミリオペン ３００単位１キット

ファモチジン静注２０ｍｇ「日新」 ２０ｍｇ２０ｍＬ１管

フィジオ３５輸液 ５００ｍＬ１袋

フィニバックス点滴静注用０．２５ｇ ２５０ｍｇ１瓶

フェジン静注４０ｍｇ ４０ｍｇ２ｍＬ１管

フェノバール注射液１００ｍｇ １０％１ｍＬ１管



ブスコパン注２０ｍｇ ２％１ｍＬ１管

ブドウ糖注５０％シリンジ「テルモ」 ５０％２０ｍＬ１筒

プリンペラン注射液１０ｍｇ ０．５％２ｍＬ１管

フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「Ｆ」 ０．５ｍｇ５ｍＬ１管

プレセデックス静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「マルイシ」 ２００μｇ５０ｍＬ１筒

プロジフ静注液１００ ８％１．２５ｍＬ１瓶

プロハンス静注シリンジ１３ｍＬ １３ｍＬ１筒

ブロムヘキシン塩酸塩注射液４ｍｇ「タイヨー」 ０．２％２ｍＬ１管

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」１０ｍＬ １０００単位１０ｍＬ１筒

ヘパリンナトリウム注Ｎ５千単位／５ｍＬ「ＡＹ」 ５０００単位５ｍＬ１管

ヘルベッサー注射用５０ ５０ｍｇ１瓶

ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「ＮＰ」 ２ｇ１瓶

ボスミン注１ｍｇ ０．１％１ｍＬ１管

ボトックス注用１００単位 １００単位１瓶

ボトックス注用５０単位 ５０単位１瓶

ポララミン注５ｍｇ ０．５％１ｍＬ１管

マーカイン注０．２５％ ０．２５％１０ｍＬバイアル

ミダゾラム注射液１０ｍｇ「テバ」 １０ｍｇ２ｍＬ１管

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「タイヨー」 １００ｍｇ１瓶

メイロン静注８．４％ ８．４％２０ｍＬ１管

メイロン静注８．４％ ８．４％２５０ｍＬ１袋

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ファイザー」 ５００ｍｇ１瓶

ラシックス注２０ｍｇ ２０ｍｇ１管

ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ ３００ｍｇ６０ｍＬ１袋

リドカイン注射液 ０．５％１０ｍＬバイアル

リネゾリド点滴静注６００ｍｇ／３００ｍＬ「ＨＫ」 ６００ｍｇ３００ｍＬ１袋

リンデロン注２ｍｇ（０．４％） ２ｍｇ１管

ロピオン静注５０ｍｇ ５０ｍｇ５ｍＬ１管

ワイスタール配合静注用１ｇ （１ｇ）１瓶

ワソラン静注５ｍｇ ０．２５％２ｍＬ１管



◆麻薬

【内服薬】

ＭＳツワイスロンカプセル１０ｍｇ

ＭＳツワイスロンカプセル３０ｍｇ

アヘンチンキ

オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ

オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ

オキシコンチンＴＲ錠２０ｍｇ

オキシコンチンＴＲ錠１０ｍｇ

オキノーム散２．５ｍｇ

オキノーム散５ｍｇ

オキノーム散１０ｍｇ

オプソ内服液５ｍｇ

オプソ内服液１０ｍｇ

ナルサス錠２ｍｇ

ナルサス錠６ｍｇ

ナルサス錠１２ｍｇ

ナルサス錠２４ｍｇ

ナルラピド錠１ｍｇ

ナルラピド錠２ｍｇ

ナルラピド錠４ｍｇ

モルペス細粒２％

【外用薬】

アンペック坐剤１０ｍｇ

アンペック坐剤２０ｍｇ

フェントステープ０．５ｍｇ

フェントステープ２ｍｇ

【注射薬】

アンペック注２００ｍｇ

オキファスト注１０ｍｇ

オキファスト注５０ｍｇ

ナルベイン注２ｍｇ

ナルベイン注２０ｍｇ

モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「シオノギ」

モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「シオノギ」


