
院内採用後発医薬品一覧

投与経路 販売名 規格単位

内用 アシクロビル錠200mg「ファイザー」 200mg1錠

内用 アジスロマイシン錠250mg「タカタ」 250mg1錠

内用 アジスロマイシン小児用細粒10％「タカタ」 100mg1g

内用 アストリックドライシロップ80％ 80％1g

内用 アテノロール錠25mg「日新」 25mg1錠

内用 アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 10mg1錠

内用 アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 125mg1カプセル

内用 アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 80mg1カプセル

内用 アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 100mg1錠

内用 アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 2.5mg1錠

内用 アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 250mg1カプセル

内用 アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」 0.25μg1錠

内用 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 0.4mg1錠

内用 アロプリノール錠100mg「サワイ」 100mg1錠

内用 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 15mg1錠

内用 アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5％「タカタ」 1.5%1g

内用 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」 900mg1包

内用 イソソルビド内用液70％「CEO」 70%1mL

内用 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 20mg1錠

内用 イトラコナゾール錠50mg「科研」 50mg1錠

内用 イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」 20mg1錠

内用 イミダプリル塩酸塩錠5mg「ガレン」 5mg1錠

内用 インクレミンシロップ5％ 1mL

内用 ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」 100mg1錠

内用 エスタゾラム錠2mg「アメル」 2mg1錠

内用 エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg1錠

内用 エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg1錠

内用 エチゾラム錠0.5mg「NP」 0.5mg1錠

内用 エトドラク錠200mg「トーワ」 200mg1錠

内用 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「JG」 5mg1錠

内用 エパルレスタット錠50「EK」 50mg1錠

内用 エピナスチン塩酸塩錠10mg「JG」 10mg1錠

内用 エピナスチン塩酸塩DS1％小児用「日医工」 1％1g

内用 FAD腸溶錠10mg「わかもと」 10mg1錠

内用 エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 50mg1錠

内用 L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 1錠

内用 エンタカポン錠100mg「KN」 100mg1錠

内用 エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」 0.5mg1錠

内用 オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 75mg1カプセル

内用 オセルタミビルDS3％「サワイ」 3％1g

内用 オランザピン錠2.5mg「EE」 2.5mg1錠

内用 オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 20mg1錠

内用 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「MEEK」 5mg1錠

内用 カペシタビン錠300mg「サワイ」 300mg1錠

内用 カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」 1mg1錠

内用 カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」 100mg1錠
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内用 カリジノゲナーゼ錠25単位「日医工」 25単位1錠

内用 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 30mg1錠

内用 カルフィーナ錠1.0μg 1μg1錠

内用 カルベジロール錠10mg「サワイ」 10mg1錠

内用 カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 2.5mg1錠

内用 カルボシステイン錠250mg「テバ」 250mg1錠

内用 カルボシステインシロップ5％「タカタ」 5％1mL

内用 カルボシステインDS50％「タカタ」 50%1g

内用 カロナール細粒50％ 50％1g

内用 カロナール錠200 200mg1錠

内用 クエチアピン錠25mg「DSEP」 25mg1錠

内用 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 鉄50mg1錠

内用 クエンメット配合錠 1錠

内用 クラリスロマイシン錠200mg「タナベ」 200mg1錠

内用 クラリスロマイシン錠50mg小児用「CH」 50mg1錠

内用 クラリスロマイシンDS小児用10％「トーワ」 100mg1g

内用 グリクラジド錠40mg「トーワ」 40mg1錠

内用 グリメピリドOD錠1mg「EMEC」 1mg1錠

内用 クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 5mg1錠

内用 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 75mg1錠

内用 サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」 500mg1錠

内用 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」 100mg1錠

内用 ジアゼパム錠2mg「アメル」 2mg1錠

内用 シクロスポリンカプセル10mg「ファイザー」 10mg1カプセル

内用 シクロスポリンカプセル25mg「ファイザー」 25mg1カプセル

内用 ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 25mg1錠

内用 ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハラ」 37.5mg1カプセル

内用 ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「日医工」 150mg1錠

内用 ジピリダモール錠25mg「JG」 25mg1錠

内用 ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」 25mg1錠

内用 シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」 50mg1錠

内用 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 30mg1錠

内用 シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」 50mg1錠

内用 シロドシンOD錠2mg「DSEP」 2mg1錠

内用 スクラルファート顆粒90％「トーワ」 90％1g

内用 スピロノラクトン錠25mg「CH」 25mg1錠

内用 スマトリプタン錠50mg「アスペン」 50mg1錠

内用 スルピリド錠50mg「アメル」 50mg1錠

内用 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「ファイザー」 100mg1錠

内用 セルトラリン錠50mg「タカタ」 50mg1錠

内用 センノシド錠12mg「サワイ」 12mg1錠

内用 ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」 7.5mg1錠

内用 ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「EE」 5mg1錠

内用 ダイメジンスリービー配合カプセル25 1カプセル

内用 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 0.2mg1錠

内用 炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」 250mg1錠

2/9 2020/8/24



院内採用後発医薬品一覧

投与経路 販売名 規格単位

内用 チアプリド錠25mg「サワイ」 25mg1錠

内用 チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 100mg1錠

内用 チザニジン錠1mg「日医工」 1mg1錠

内用 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 500mg1錠

内用 ツロブテロール塩酸塩DS小児用0.1％「タカタ」 0.1％1g

内用 d－クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 2mg1錠

内用 テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 100mg1錠

内用 テプレノン細粒10％「トーワ」 10%1g

内用 テルビナフィン錠125mg「サンド」 125mg1錠

内用 テルミサルタン錠20mg「DSEP」 20mg1錠

内用 トアラセット配合錠「EE」 1錠

内用 ドキサゾシン錠2mg「アメル」 2mg1錠

内用 トコフェロール酢酸エステル顆粒20％「ツルハラ」 20％1g

内用 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 100mg1カプセル

内用 トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15％「明治」 150mg1g

内用 トニール錠10μg 10μg1錠

内用 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」 3mg1錠

内用 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」 5mg1錠

内用 ドパコール配合錠L100 1錠

内用 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 25mg1錠

内用 トラニラストカプセル100mg「タイヨー」 100mg1カプセル

内用 トラネキサム酸錠250mg「日医工」 250mg1錠

内用 トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」 2mg1錠

内用 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」 100mg1錠

内用 ドンペリドン錠10mg「タイヨー」 10mg1錠

内用 ドンペリドンドライシロップ小児用1％「日医工」 1％1g

内用 ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」 40mg1カプセル

内用 ニコランジル錠5mg「サワイ」 5mg1錠

内用 ニトラゼパム錠5mg「JG」 5mg1錠

内用 ニトロペン舌下錠0.3mg 0.3mg1錠

内用 ニフェジピンL錠10mg「三和」 10mg1錠

内用 ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」 40mg1錠

内用 バファリン配合錠A81 81mg1錠

内用 バラシクロビル顆粒50％「日医工」 50％1g

内用 バラシクロビル錠500mg「EE」 500mg1錠

内用 バルギン消泡内用液2％ 2％1mL

内用 バルプロ酸Naシロップ5％「フジナガ」 5％1mL

内用 バルプロ酸ナトリウム細粒40％「EMEC」 40%1g

内用 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 200mg1錠

内用 パロキセチン錠10mg「明治」 10mg1錠

内用 バロス発泡顆粒-S 1g

内用 ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」 0.75mg1錠

内用 バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」 500mg1瓶

内用 パンテチン細粒20％「KN」 20％1g

内用 ピアーレシロップ65％ 65%1mL

内用 ピオグリタゾンOD錠15mg「MEEK」 15mg1錠
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内用 ビカルタミド錠80mg「マイラン」 80mg1錠

内用 ピコスルファートナトリウム内用液0.75％「CHOS」 0.75%1mL

内用 ピムロ顆粒 1g

内用 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」 50mg1カプセル

内用 ファモチジンOD錠10mg「トーワ」 10mg1錠

内用 ファモチジン散2％「トーワ」 2％1g

内用 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 60mg1錠

内用 ブシラミン錠50mg「日医工」 50mg1錠

内用 プラバスタチンNa塩錠5mg「タナベ」 5mg1錠

内用 プランルカストカプセル112.5mg「トーワ」 112.5mg1カプセル

内用 プランルカストDS10％「EK」 10％1g

内用 フルコナゾールカプセル100mg「F」 100mg1カプセル

内用 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 1mg1錠

内用 プロカテロール塩酸塩錠25μg「日医工」 0.025mg1錠

内用 プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日医工」 0.0005％1mL

内用 フロセミド細粒4％「EMEC」 4％1g

内用 フロセミド錠20mg「武田テバ」 20mg1錠

内用 ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 0.25mg1錠

内用 プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」 10mg1錠

内用 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 4mg1錠

内用 ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」 200mg1錠

内用 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」 6mg1錠

内用 ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 0.5mg1錠

内用 ベニジピン塩酸塩錠4mg「日医工」 4mg1錠

内用 ヘパアクト配合顆粒 4.5g1包

内用 ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」 40mg1錠

内用 ベラプロストナトリウム錠20μg「JG」 20μg1錠

内用 ベンズブロマロン錠50mg「杏林」 50mg1錠

内用 ボグリボース錠0.3mg「サワイ」 0.3mg1錠

内用 ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 75mg1錠

内用 ボリコナゾール錠100mg「アメル」 100mg1錠

内用 マグミット錠250mg 250mg1錠

内用 マニジピン塩酸塩錠10mg「タイヨー」 10mg1錠

内用 ミゾリビン錠25mg「ファイザー」 25mg1錠

内用 ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」 10mg1錠

内用 ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 100mg1錠

内用 ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」 15mg1錠

内用 メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「JG」 50mg1カプセル

内用 メサラジン錠500mg「ケミファ」 500mg1錠

内用 メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 400mg1錠

内用 メチコバール細粒0.1％ 0.1％500mg1包

内用 メチコバール錠500μg 0.5mg1錠

内用 メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 5mg1錠

内用 メトレート錠2mg 2mg1錠

内用 メナテトレノンカプセル15mg「TYK」 15mg1カプセル

内用 メロキシカム錠10mg「NP」 10mg1錠
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内用 モサプリドクエン酸塩錠5mg「ケミファ」 5mg1錠

内用 モンテルカスト細粒4mg「日医工」 4mg1包

内用 モンテルカスト錠10mg「KM」 10mg1錠

内用 モンテルカストチュアブル錠5mg「DSEP」 5mg1錠

内用 ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」 50mg1錠

内用 ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 10mg1錠

内用 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 15mg1錠

内用 リスペリドン錠1mg「アメル」 1mg1錠

内用 リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 0.1％1mL

内用 リドカイン塩酸塩ビスカス2％「日新」 2％1mL

内用 リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」 5mg1錠

内用 リファンピシンカプセル150mg「サンド」 150mg1カプセル

内用 リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 5μg1錠

内用 レバミピド錠100mg「EMEC」 100mg1錠

内用 レボフロキサシン錠500mg「杏林」 500mg1錠

内用 ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「オーハラ」 75mg1カプセル

内用 ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 60mg1錠

内用 ロサルタンカリウム錠25mg「サンド」 25mg1錠

内用 ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 2.5mg1錠

内用 ロフラゼプ酸エチル錠1mg「SN」 1mg1錠

内用 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」 1mg1カプセル

内用 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 0.5mg1錠

内用 ロラタジンOD錠10mg「トーワ」 10mg1錠

内用 ワイドシリン細粒20％ 200mg1g

外用 亜鉛華(10％)単軟膏「ホエイ」 10g

外用 アセチロールクリーム10％ 10%1g

外用 アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「TYK」 200mg1個

外用 アンソッコウチンキ 10mL

外用 インドメタシン外用液1％「日医工」 1%1mL

外用 インドメタシンクリーム1％「日医工」 1%1g

外用 AZ含嗽用配合細粒「NP」 0.1％1g

外用 SPトローチ0.25mg「明治」 0.25mg1錠

外用 消毒用エタライト液 10mL

外用 エルエイジ-10液 10％10mL

外用 オドメール点眼液0.1％ 0.1％1mL

外用 カリーユニ点眼液0.005％ 0.005％5mL1瓶

外用 カルテオロール塩酸塩LA点眼液2％「わかもと」 2％1mL

外用 キシロカインポンプスプレー8％ 1g

外用 0.5％グルコジンR水 0.5％10mL

外用 クロモグリク酸Na点鼻液2％「杏林」 190mg9.5mL1瓶

外用 クロモフェロン点眼液2％ 100mg5mL1瓶

外用 ケトコナゾールクリーム2％「JG」 2%1g

外用 ケトコナゾールローション2％「JG」 2%1g

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

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

外用 ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 25mg1個

5/9 2020/8/24



院内採用後発医薬品一覧

投与経路 販売名 規格単位

外用 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 50mg1個

外用 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 40mg1枚

外用 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 1mL

外用 ツロブテロールテープ0.5mg「久光」 0.5mg1枚

外用 ツロブテロールテープ1mg「久光」 1mg1枚

外用 ツロブテロールテープ2mg「久光」 2mg1枚

外用 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1％「NK」 0.1％1g

外用 テルビナフィン塩酸塩クリーム1％「MEEK」 1%1g

外用 ナジフロローション1％ 1%1mL

外用 ネグミンシュガー軟膏 1g

外用 ネリザ軟膏 1g

外用 ハイポエタノール液2％「ニッコー」 10mL

外用 ヒアルロン酸Na点眼液0.1％「わかもと」 0.1%5mL1瓶

外用 ビスコート0.5眼粘弾剤 0.5mL1筒

外用 ビダラビン軟膏3％「MEEK」 3%1g

外用 フェルビナクパップ70mg「ラクール」 10cm×14cm1枚

外用 ブセレリン点鼻液0.15％「F」 15.75mg10mL1瓶

外用 ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」 0.25mg2mL1管

外用 ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」 30吸入1キット

外用 ブリンゾラミド懸濁性点眼液1％「センジュ」 1％1mL

外用 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「日医工」28噴霧用 2.04mg4mL1瓶

外用 フローレス眼検査用試験紙0.7mg 1枚

外用 プロビスク0.85眼粘弾剤1％ 1%0.85mL1筒

外用 ブロムフェナクNa点眼液0.1％「日新」 0.1％1mL

外用 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2％「タイヨー」 0.2%1mL

外用 0.5％ヘキザックアルコール液 0.5％10mL

外用 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3％「日医工」 1g

外用 ヘモポリゾン軟膏 1g

外用 ホスコS-55 10g

外用 ポビドンヨードガーグル7％「マイラン」 7％1mL

外用 ポビドンヨード外用液10％「マイラン」 10％10mL

外用 ポビドンヨードゲル10％「マイラン」 10％10g

外用 ポピヨドンスクラブ7.5％ 7.5％10mL

外用 0.05W/V％マスキン水 0.05％10mL

外用 ラタノプロスト点眼液0.005％「サワイ」 0.005％1mL

外用 リドカインテープ18mg「YP」 (18mg)1枚

外用 レボフロキサシン点眼液1.5％「わかもと」 1.5％1mL

外用 ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」 7cm×10cm1枚

注射 アスコルビン酸注500mgPB「日新」 500mg1管

注射 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(10mL) 17.12％10mL1キット

注射 アドレナリン注0.1％シリンジ「テルモ」(1mL) 0.1％1mL1筒

注射 アトロピン注0.05％シリンジ「テルモ」(1mL) 0.05％1mL1筒

注射 アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 150mg3mL1管

注射 アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 10mg20mL1管

注射 アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」 20μg1瓶

注射 アルプロスタジル注10μg「F」 10μg2mL1管
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注射 イオベリン300注100mL(尿路・血管用) 64.71%100mL1瓶

注射 イオベリン300注50mL(尿路・血管用) 64.71%50mL1瓶

注射 イオベリン300注シリンジ100mL(尿路・CT用) 64.71%100mL1筒

注射 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」 100mg5mL1瓶

注射 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」 40mg2mL1瓶

注射 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

注射 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 100mg1瓶

注射 ATP注20mg「イセイ」 20mg1管

注射 エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」 30mg100mL1キット

注射 エトポシド点滴静注100mg「タイヨー」 100mg5mL1瓶

注射 エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」 10mg5mL1瓶

注射 エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」 50mg25mL1瓶

注射 エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 10mg1瓶

注射 エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」 3，000国際単位2mL1筒

注射 エルカトニン注40単位「TBP」 40単位1mL1管

注射 エレジェクト注シリンジ 2mL1筒

注射 オイパロミン370注100mL 75.52%100mL1瓶

注射 オイパロミン370注20mL 75.52%20mL1瓶

注射 オイパロミン370注50mL 75.52%50mL1瓶

注射 オキサリプラチン点滴静注液100mg「サワイ」 100mg20mL1瓶

注射 オキサリプラチン点滴静注液50mg「サワイ」 50mg10mL1瓶

注射 オキシコドン注射液10mg「第一三共」 1％1mL1管

注射 オキシコドン注射液50mg「第一三共」 1％5mL1管

注射 オクトレオチド皮下注100μg「あすか」 100μg1mL1管

注射 オザグレルNa点滴静注80mg「タカタ」 80mg4mL1瓶

注射 オメプラゾール注用20mg「NP」 20mg1瓶

注射 ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」 100mg1瓶

注射 ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」 500mg1瓶

注射 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

注射 カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 150mg15mL1瓶

注射 カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」 100mg1瓶

注射 キシロカイン注シリンジ1％ 1％10mL1筒

注射 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」 1mg50mL1袋

注射 グリセレブ配合点滴静注(200mL) 200mL1袋

注射 グルタチオン注射用200mg「タイヨー」 200mg1管

注射 KCL注10mEqキット「テルモ」(10mL) 1モル10mL1キット

注射 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 1g1瓶

注射 ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」 200mg1瓶

注射 コアヒビター注射用10mg 10mg1瓶

注射 コアヒビター注射用50mg 50mg1瓶

注射 サリンヘス輸液6％ 6％500mL1袋

注射 ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」 10mg1管

注射 シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 10mg20mL1瓶

注射 シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 50mg100mL1瓶

注射 シタラビン点滴静注液1g「テバ」 1g1瓶

注射 シタラビン点滴静注液400mg「テバ」 400mg1瓶
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注射 ジノプロスト注射液1000μg「F」 1mg1mL1管

注射 ジピリダモール静注液10mg「日医工」 0.5％2mL1管

注射 シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」 300mg150mL1袋

注射 シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」 100mg1瓶

注射 ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」 10mg1瓶

注射 ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」 50mg1瓶

注射 スルバシリン静注用0.75g (0.75g)1瓶

注射 スルバシリン静注用1.5g (1.5g)1瓶

注射 大塚生食注2ポート100mL 100mL1キット

注射 生食注シリンジ「テルモ」5mL 5mL1筒

注射 セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 1g1瓶

注射 セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」 1g1瓶

注射 セフタジジム静注用1g「マイラン」 1g1瓶

注射 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 1g1瓶

注射 ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「ヤクルト」 4mg5mL1瓶

注射 ダイメジン・マルチ注 1瓶

注射 タゾピペ配合静注用4.5「明治」 (4.5g)1瓶

注射 ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「AFP」 5000単位1瓶

注射 ダルベポエチンアルファ注120μgシリンジ「KKF」 120μg0.5mL1筒

注射 ダルベポエチンアルファ注30μgシリンジ「KKF」 30μg0.5mL1筒

注射 ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」 60μg0.5mL1筒

注射 テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」 200mg1瓶

注射 デキサート注射液1.65mg 1.65mg0.5mL1管

注射 デキサート注射液6.6mg 6.6mg2mL1瓶

注射 ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」 10mg5mL1瓶

注射 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 20mg1mL1瓶

注射 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 80mg4mL1瓶

注射 ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「ファイザー」 100mg5mL1管

注射 ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」 0.3％200mL1袋

注射 ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」 100mg1管

注射 ドブポン注0.3％シリンジ(50mL) 0.3%50mL1筒

注射 トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 150mg1瓶

注射 トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」 60mg1瓶

注射 トラネキサム酸注射液1000mg「テバ」 10％10mL1管

注射 ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」 10mg10mL1管

注射 ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 2mg2mL1管

注射 ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」 12mg1瓶

注射 ニトログリセリン静注1mg/2mL「TE」 1mg2mL1管

注射 ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」 25mg50mL1袋

注射 バクフォーゼ静注用1g (1g)1瓶

注射 パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 100mg16.7mL1瓶

注射 パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 30mg5mL1瓶

注射 パルタンM注0.2mg 0.02％1mL1管

注射 ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 0.5％1mL1管

注射 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」 0.5g1瓶

注射 ヒカリレバン注(500mLソフトバッグ(プラスチック製)) 500mL1袋
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注射 ビクロックス点滴静注250mg 250mg1管

注射 ヒシファーゲン配合静注 20mL1管

注射 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」 1g1瓶

注射 フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「モチダ」 150μg0.6mL1筒

注射 フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」 75μg0.3mL1筒

注射 フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」 0.005％10mL1管

注射 フルオレサイト静注500mg 10％5mL1瓶

注射 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 1，000mg1瓶

注射 フルオロウラシル注250mg「トーワ」 250mg1瓶

注射 フルスルチアミン静注50mg「トーワ」 50mg20mL1管

注射 フルマゼニル注射液0.5mg「F」 0.5mg5mL1管

注射 フロセミド注20mg「武田テバ」 20mg1管

注射 プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」 0.5mg1管

注射 プロポフォール静注1％20mL「マルイシ」 200mg20mL1管

注射 ベクロニウム静注用10mg「F」 10mg1瓶

注射 ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「テバ」 100単位10mL1筒

注射 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0.2mL1筒

注射 ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」 0.25%2mL1管

注射 ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」 50mg1瓶

注射 ミダゾラム注10mg「サンド」 10mg2mL1管

注射 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 100mg1瓶

注射 メロペネム点滴静注用0.5g「明治」 500mg1瓶

注射 リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 100mg10mL1瓶

注射 リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 500mg50mL1瓶

注射 リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」 1％5mL1管

注射 リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」 1.88mg1筒

注射 リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 3.75mg1筒

注射 レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」 100mg1瓶

注射 レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」 25mg1瓶

注射 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」 50mg5mL1瓶

歯科 サージカルパック口腔用 散剤(液剤を含む)1g
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