
 

※1採用

区分
薬品名 規格 一般名 ※2院内 ※2院外

特購 アーゼラ点滴静注液1000mg 1000mg/50mL/V ｵﾌｧﾂﾑﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) (限定)
特購 アーゼラ点滴静注液100mg 100mg/5mL/V ｵﾌｧﾂﾑﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) (限定)

本採用 アービッタクス注射液100mg 100mg/20mL/V ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) ○
本採用 動注用アイエーコール50mg 50mg/V ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ ○
本採用 アイリーア硝子体内注射液40mg/mL 11.12mg/0.278mL/V ｱﾌﾘﾍﾞﾙｾﾌﾟﾄ(遺伝子組換え) ○
本採用 アキネトン注射液5mg 5mg/1mL/A 乳酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ ○
特購 アクテムラ皮下注162mgオートインジェク 162mg/0.9mL/筒 ﾄｼﾘｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) (限定) ○

本採用 アクテムラ点滴静注用200mg 200mg/10mL/V ﾄｼﾘｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組み換え) ○
本採用 アクテムラ点滴静注用400mg 400mg/20mL/V ﾄｼﾘｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組み換え) ○
本採用 アクテムラ点滴静注用80mg 80mg/4mL/V ﾄｼﾘｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組み換え) ○

本採用 アクトヒブ 10μg/0.5mL/V
乾燥ﾍﾓﾌｨﾙｽb型ﾜｸﾁﾝ(破傷風

ﾄｷｿｲ ﾄﾞ結合体)
○

特購 アクプラ静注用10mg 10mg/V ﾈﾀﾞﾌﾟﾗﾁﾝ (限定)
特購 アクプラ静注用50mg 50mg/V ﾈﾀﾞﾌﾟﾗﾁﾝ (限定)
特購 アクプラ静注用100mg 100mg/V ﾈﾀﾞﾌﾟﾗﾁﾝ (限定)

本採用 アクラシノン注射用20mg 20mg/V ｱｸﾗﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩 ○
本採用 アザクタム注射用1g 1g/V ｱｽﾞﾄﾚｵﾅﾑ ○
本採用 アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」 250mg/V ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ ○
本採用 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テ 10mEq/10mL/ｷｯﾄ L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ ○ ○
本採用 アセリオ静注液1000mg 1000mg/100mL/V ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ ○
本採用 アタラックス－Ｐ注射液(25mg/ml) 25mg/1mL/A ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ塩酸塩 ○
本採用 アデノスキャン注60mg 60mg/20mL/V ｱﾃﾞﾉｼﾝ ○
本採用 アデホス－Ｌコーワ注10mg 10mg/2mL/A ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ水和 ○
本採用 アデホス－Ｌコーワ注40mg 40mg/2mL/A ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ水和 ○

特購 アドセトリス点滴静注用50mg 50mg/V
ﾌﾞﾚﾝﾂｷｼﾏﾌﾞ ﾍﾞﾄﾁﾝ(遺伝子組

み換え)
(限定)

本採用 アドナ（静脈用）50mg 50mg/10mL/A ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和 ○ ○
本採用 アトニン－Ｏ注5単位 5単位/1mL/A ｵｷｼﾄｼﾝ ○
本採用 アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mg/1mL/本 ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ ○
本採用 アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 0.5mg/1mL/筒 ｱﾄﾛﾋﾟﾝ硫酸塩水和物 ○
本採用 アナペイン注7.5mg/mL 150mg/20mL/A ﾛﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩水和物 ○
本採用 アネメトロ点滴静注液500mg 500mg/100mL/V ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ ○
本採用 アバスチン点滴静注用100mg/4mL 100mg/4mL/V ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) ○
本採用 アバスチン点滴静注用400mg/16mL 400mg/16mL/V ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) ○
本採用 アブラキサン点滴静注用100mg 100mg/V ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ(ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁型) ○
本採用 アプレゾリン注射用20mg 20mg/A ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ塩酸塩 ○
院外 アボネックス筋注30μgペン 30μg/0.5mL/筒 ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝβ-1a(遺伝子組換 ○

本採用 アボネックス筋注用シリンジ30μg 30μg/0.5mL/筒 ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝβ-1a(遺伝子組換 ○ ○
本採用 アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」 200mg/2mL/A ｱﾐｶｼﾝ硫酸塩 ○
特購 アミカシン塩酸塩注射用「日医工」 200mg/V (限定)
特購 アミサリン注200mg 200mg/2mL/A ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ塩酸塩 (限定)

本採用 アミノレバン点滴静注 500mL/B 肝不全用ｱﾐﾉ酸製剤 ○ ○
本採用 アミパレン輸液 200mL/B 総合ｱﾐﾉ酸製剤 ○ ○
本採用 アムビゾーム点滴静注用50mg 50mg/V ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB ○
本採用 アラセナ－Ａ点滴静注用300mg 300mg/V ﾋﾞﾀﾞﾗﾋﾞﾝ ○
本採用 アリナミンＦ50注 50mg/20mL/A ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ ○ ○
本採用 アリムタ注射用100mg 100mg/V ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞﾅﾄﾘｳﾑ水和物 ○
本採用 アリムタ注射用500mg 500mg/V ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞﾅﾄﾘｳﾑ水和物 ○
本採用 アルギＵ点滴静注20g 20g/200mL/B L-ｱﾙｷﾞﾆﾝ塩酸塩 ○
本採用 アルギニン点滴静注30g「味の素」 30g/300mL/B L-ｱﾙｷﾞﾆﾝ塩酸塩 ○
特購 アルケラン静注用50mg（溶解液付） 50mg/V ﾒﾙﾌｧﾗﾝ (限定)

本採用 アルチバ静注用2mg 2mg/V ﾚﾐﾌｪﾝﾀﾆﾙ塩酸塩 ○
本採用 献血アルブミネート4.4%静注 4.4g/100mL/B 加熱人血漿たん白 ○
本採用 献血アルブミネート4.4%静注 11g/250mL/B 加熱人血漿たん白 ○

八千代医療センター採用医薬品集（注射）
※1【採用区分】 2017年3月
本採用：院内・院外で処方可能
院外採用 (院外)：院外のみで処方可能

 本採用：572品目　院外採用：13品目　(特別購入薬：60品目)    

特別購入薬 (特購)：患者を限定し処方可能。 処方するためには患者登録が必要です。患者登録を行う際は薬剤部までご連絡ください。

※2【処方可能区分 (院内・院外) 】

○：すべての患者に処方可能なもの

(限定)：処方可能な患者が限定されているもの
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薬品名 規格 一般名 ※2院内 ※2院外

本採用 献血アルブミン20%静注4g/20mL「JB」 4g/20mL/V 人血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝ ○

本採用
献血アルブミン20%静注10g/50mL「ニ

チヤク」
10g/50mL/V 人血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝ ○

本採用
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL

「ベネシス」
12.5g/250mL/瓶 人血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝ ○

本採用
献血アルブミン25%静注12.5g/50mL

「ベネシス」
12.5g/50mL/V 人血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝ ○

本採用 アルベカシン硫酸塩注射液25mg「ケミ 25mg/0.5mL/A ｱﾙﾍﾞｶｼﾝ硫酸塩 ○
本採用 アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミ 100mg/2mL/A ｱﾙﾍﾞｶｼﾝ硫酸塩 ○
本採用 アルベカシン硫酸塩注射液200mg「ケミ 200mg/4mL/A ｱﾙﾍﾞｶｼﾝ硫酸塩 ○
本採用 アレビアチン注250mg 250mg/5mL/A ﾌｪﾆﾄｲﾝﾅﾄﾘｳﾑ ○
本採用 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg 0.75mg/50mL/B ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ塩酸塩 ○
本採用 アンカロン注150 150mg/3mL/A ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩 ○
本採用 アンチレクス静注10mg 10mg/1mL/A ｴﾄﾞﾛﾎﾆｳﾑ塩化物 ○
本採用 ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ10mL 1814.30mg/10mL/筒 ｶﾞﾄﾞｷｾﾄ酸ﾅﾄﾘｳﾑ ○

本採用 Ｅ・Ｐ・ホルモンデポー筋注 1mL/A
 ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝｶﾌﾟﾛﾝ酸ｴ

ｽﾃﾙ・ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽ
○

本採用 イオパミロン注300
612.4mg/mL(ﾖｰﾄﾞ濃度

300mg/mL) 20mL/V
ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ ○

本採用 イオパミロン注300
612.4mg/mL(ﾖｰﾄﾞ濃度

300mg/mL) 50mL/V
ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ ○

本採用 イオパミロン注300シリンジ
612.4mg/mL(ﾖｰﾄﾞ濃度

300mg/mL) 80mL/筒
ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ ○

本採用 イオパミロン注370シリンジ
755.2mg/mL(ﾖｰﾄﾞ濃度

370mg/mL) 80mL/筒
ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ ○

本採用 イオパミロン注370シリンジ
755.2mg/mL(ﾖｰﾄﾞ濃度

370mg/mL) 100mL/
ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ ○

本採用
イオベリンシリンジ300（尿路・ＣＴ用）

50mL

647.1mg/mL(ﾖｰﾄﾞ含有

量300mg/mL) 50mL/
ｲｵﾍｷｿｰﾙ ○

本採用
イオベリンシリンジ300（尿路・ＣＴ用）

100mL

647.1mg/mL(ﾖｰﾄﾞ含有

量300mg/mL)
ｲｵﾍｷｿｰﾙ ○

本採用 イオメロン300注50mL
612.4mg/mL(ﾖｰﾄﾞとし

て300mg) 50mL/V
ｲｵﾒﾌﾟﾛｰﾙ ○

本採用 イオメロン350注シリンジ135mL
612.4mg/mL(ﾖｰﾄﾞとし

て300mg) 135mL/V
ｲｵﾒﾌﾟﾛｰﾙ ○

本採用 イーケプラ点滴静注500mg 500mg/5mL/V ﾚﾍﾞﾁﾗｾﾀﾑ ○
特購 イスコチン注100mg 100mg/2mL/A ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ (限定)

本採用 イソゾール注射用0.5g（溶解液付） 500mg/V ﾁｱﾐﾗｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ ○
本採用 イダマイシン静注用5mg 5mg/V ｲﾀﾞﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩 ○

特購
イトリゾール注1%［200mg］(専用希釈

液付)
200mg/20mL/A ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ (限定)

本採用 イノバン注0.3%シリンジ 150mg/50mL/筒 ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ塩酸塩 ○
本採用 注射用イホマイド1g 1g/V ｲﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ ○
本採用 イミグラン注3 3mg/1mL/A ｽﾏﾄﾘﾌﾟﾀﾝｺﾊｸ酸塩 ○
院外 イミグランキット皮下注3mg 3mg/0.5mL/筒 ｽﾏﾄﾘﾌﾟﾀﾝｺﾊｸ酸塩 ○

本採用
イムノブラダー膀注用80mg（溶解液

付）

生きたｶﾙﾒｯﾄ･ｹﾞﾗﾝ菌

(BCG) (含水量70%の湿

菌として)80mg /瓶

生きたｶﾙﾒｯﾄ･ｹﾞﾗﾝ菌 (BCG) ○ ○

特購 イモバックスポリオ皮下注

不活化ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ1型

40DU・不活化ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ2

型8DU・不活化ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ

3型32DU/0.5mL/筒

不活化ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ1型・不活化

ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ2型・不活化ﾎﾟﾘｵｳｲ

ﾙｽ3型

(限定)

本採用 インジゴカルミン注20mg「第一三共」 20mg/5mL/A ｲﾝｼﾞｺﾞｶﾙﾐﾝ ○
本採用 インダシン静注用1mg 1mg/V(ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝとして) ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ ○
本採用 インデラル注射液2mg 2mg/2mL/A ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ塩酸塩 ○
本採用 イントラリポス輸液10%(250mL) 25g/250mL/B 精製大豆油 ○ ○
本採用 イントラリポス輸液20%(50mL) 10g/50mL/B 精製大豆油 ○ ○
本採用 インフルエンザＨＡワクチン「ビケンHA」 1mL/V ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ ○

本採用
インフルエンザＨＡワクチン「北里第一三

共」シリンジ0.25mL
0.25mL/本 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ ○

本採用
献血ヴェノグロブリンＩＨ5%静注

0.5g/10mL
500mg/10mL/V

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理人免疫

ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ
○



※1採用

区分
薬品名 規格 一般名 ※2院内 ※2院外

本採用
献血ヴェノグロブリンＩＨ5%静注

5g/100mL
5000mg/100mL/V

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理人免疫

ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ
○

本採用 ウテメリン注50mg 50mg/5mL/A ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ塩酸塩 ○
本採用 ウロキナーゼ注「フジ」60,000 6万単位/V ｳﾛｷﾅｰｾﾞ ○
本採用 ウロキナーゼ注「フジ」24万 24万単位/V ｳﾛｷﾅｰｾﾞ ○

本採用 ウログラフイン注60%

ｱﾐﾄﾞﾄﾘｿﾞ酸

471.78mg/mL・ﾒｸﾞﾙﾐﾝ

125.46mg/mL

ｱﾐﾄﾞﾄﾘｿﾞ酸ﾅﾄﾘｳﾑ・ﾒｸﾞﾙﾐﾝ ○

本採用 ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液3% 90g/3000mL/B D-ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ ○ ○
本採用 ウロミテキサン注400mg 400mg/4mL/A ﾒｽﾅ ○
本採用 ＨＣＧモチダ筋注用5千単位（溶解液 5000単位/A ﾋﾄ絨毛性性腺刺激ﾎﾙﾓﾝ ○ ○
本採用 ＨＭＧ注テイゾー75（溶解液付） 75単位/A 卵胞成熟ﾎﾙﾓﾝ(FSH) ○
本採用 ＡＫ－ソリタ透析剤・ＤＬ A剤:9L/瓶 B剤:11.5L/ 血液透析用透析液 ○
本採用 エクザール注射用10mg 10mg/V ﾋﾞﾝﾌﾞﾗｽﾁﾝ硫酸塩 ○
本採用 エスポー皮下用6000シリンジ 6000国際単位/0.5mL/ ｴﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ(遺伝子組換え) ○

本採用 エスポー皮下用12000シリンジ
12000国際単位

/0.5mL/筒
ｴﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ(遺伝子組換え) ○

本採用 エスラックス静注50mg/5.0mL 50mg/5mL/V ﾛｸﾛﾆｳﾑ臭化物 ○
本採用 エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」 30mg/袋 ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ ○
本採用 エナルモンデポー筋注125mg 125mg/1mL/A ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝｴﾅﾝﾄ酸ｴｽﾃﾙ ○

本採用 エピペン注射液0.15mg
0.15mg/0.3mL(1mg/

2mL/本)
ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ ○ ○

本採用 エピペン注射液0.3mg
0.3mg/0.3mL(2mg/2

mL/本)
ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ ○ ○

本採用 ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg 40mg/1mL/A ｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ塩酸塩 ○
本採用 エポジン注シリンジ750 750国際単位/0.5mL ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ(遺伝子組換え) ○
本採用 エポジン注シリンジ1500 1500国際単位/0.5mL ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ(遺伝子組換え) ○
本採用 エポジン注シリンジ3000 3000国際単位/0.5mL ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ(遺伝子組換え) ○
特購 エポジン皮下注シリンジ24000 24000国際単位/0.5mL ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ(遺伝子組換え) (限定)

本採用 エホチール注10mg 10mg/1mL/A ｴﾁﾚﾌﾘﾝ塩酸塩 ○
特購 エムプリシティ点滴静注用300mg 300mg/V ｴﾛﾂｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) (限定)
特購 エムプリシティ点滴静注用400mg 400mg/V ｴﾛﾂｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) (限定)

本採用 エリスロシン点滴静注用500mg 500mg/V(ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝとし ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝﾗｸﾄﾋﾞｵﾝ酸塩 ○
本採用 エリル点滴静注液30mg 30mg/2mL/A ﾌｧｽｼﾞﾙ塩酸塩水和物 ○
本採用 ＬＨ－ＲＨ注0.1mg「タナベ」 0.1mg/1mL/A ｺﾞﾅﾄﾞﾚﾘﾝ酢酸塩 ○
本採用 エルカルチンＦＦ静注1000mg 1000mg/5mL/A ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ ○
本採用 エルシトニン注20Ｓディスポ 20ｴﾙｶﾄﾆﾝ単位/1mL/筒 ｴﾙｶﾄﾆﾝ ○
本採用 エルシトニン注40単位 40ｴﾙｶﾄﾆﾝ単位/1mL/A ｴﾙｶﾄﾆﾝ ○

本採用 エルネオパ１号輸液 1500mL/ｷｯﾄ
高ｶﾛﾘｰ輸液用 糖･電解質･ｱ

ﾐﾉ酸･総合ﾋﾞﾀﾐﾝ･微量元素
○ ○

本採用 エルネオパ２号輸液 1500mL/ｷｯﾄ
高ｶﾛﾘｰ輸液用 糖･電解質･ｱ

ﾐﾉ酸･総合ﾋﾞﾀﾐﾝ･微量元素
○ ○

本採用 エルプラット点滴静注液100mg 100mg/20mL/V ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ ○
本採用 エレジェクト注シリンジ 2mL/筒 微量元素製剤 ○ ○
本採用 塩化Ｃａ補正液1mEq/mL 0.5mol/20mL/A 塩化ｶﾙｼｳﾑ ○ ○
本採用 塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」 34.2mEq/20mL/本 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ ○ ○
本採用 注射用エンドキサン100mg 100mg/V ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ水和物 ○
本採用 注射用エンドキサン500mg 500mg/V ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ水和物 ○
特購 エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL 25mg/0.5mL/筒 ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄ(遺伝子組換え) (限定) ○
院外 エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL 50mg/1mL/筒 ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄ(遺伝子組換え) ○

本採用 大塚蒸留水(細口開栓) 500mL/B 注射用水(注射用蒸留水) ○
本採用 オキサロール注5μg 5μg/1mL/A ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙ ○
本採用 オキサロール注10μg 10μg/1mL/A ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙ ○
本採用 オキファスト注10mg 10mg/A ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物 ○ ○
本採用 オキファスト注50mg 50mg/A ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物 ○ ○

特購 オクトレオスキャン静注用セット 1セット
インジウム(111In)ペンテトレオ

チドキット
(限定)

本採用 オノアクト点滴静注用50mg 50mg/V ﾗﾝｼﾞｵﾛｰﾙ塩酸塩 ○
本採用 オビソート注射用0.1g(溶解液付) 0.1g/A ｱｾﾁﾙｺﾘﾝ塩化物 ○
特購 オプジーボ点滴静注20mg 20mg/2mL/V ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) (限定)
特購 オプジーボ点滴静注100mg 100mg/10mL/V ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) (限定)

本採用 オフサグリーン静注用25mg 25mg/V ｲﾝﾄﾞｼｱﾆﾝｸﾞﾘｰﾝ ○



※1採用

区分
薬品名 規格 一般名 ※2院内 ※2院外

本採用 オプチレイ320注シリンジ100mL

678mg/100mL/V

(320mg/mL:ﾖｰﾄﾞ含有

量)

ｲｵﾍﾞﾙｿｰﾙ ○

本採用 オムニパーク180注10mL

3.882g/10mL/V

(180mg/mL:ﾖｰﾄﾞ含有

量)

ｲｵﾍｷｿｰﾙ ○

本採用 オムニパーク240注10mL

5.177g/10mL/V

(240mg/mL:ﾖｰﾄﾞ含有

量)

ｲｵﾍｷｿｰﾙ ○

本採用
オムニパーク300注シリンジ150mL(CT

用)

97.07g/150mL/筒

(300mg/mL:ﾖｰﾄﾞ含有

量)

ｲｵﾍｷｿｰﾙ ○

本採用 オメプラゾール注射用20mg「日医工」 20mg/V ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ ○ ○
本採用 オリベス点滴用 2g/200mL/B ﾘﾄﾞｶｲﾝ ○

本採用 オルガラン静注1250単位
1250抗第Xa因子活性単

位/1mL/A
ﾀﾞﾅﾊﾟﾛｲﾄﾞﾅﾄﾘｳﾑ ○

本採用 オルダミン注射用1g

1g/10g/V(ｵﾚｲﾝ

酸:0.822g・ﾓﾉｴﾀﾉｰﾙｱﾐ

ﾝ:0.178g)

ﾓﾉｴﾀﾉｰﾙｱﾐﾝｵﾚｲﾝ酸塩 ○

本採用 オレンシア点滴静注用250mg 250mg/V ｱﾊﾞﾀｾﾌﾟﾄ(遺伝子組換え) ○
特購 オレンシア皮下注125mgシリンジ 125mg/1mL/筒 ｱﾊﾞﾀｾﾌﾟﾄ(遺伝子組換え) (限定)

特購
オレンシア皮下注125mgオートインジェク

ター1mL
125mg/V ｱﾊﾞﾀｾﾌﾟﾄ(遺伝子組換え) (限定) ○

本採用 オンコビン注射用1mg 1mg/V ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ硫酸塩 ○
本採用 カコージン注100mg 100mg/5mL/A ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ塩酸塩 ○
本採用 カーボスター透析剤・Ｌ(6L) A剤:6L/本 B剤:7.6L/本 血液透析用透析液 ○
本採用 カイトリル注3mg 3mg/3mL/A ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ塩酸塩 ○
本採用 カイプロリス点滴静注用10mg 10mg/1瓶 ｶﾙﾌｨﾙｿﾞﾐﾌﾞ注射用 ○
本採用 カイプロリス点滴静注用40mg 40mg/1瓶 ｶﾙﾌｨﾙｿﾞﾐﾌﾞ注射用 ○
特購 乾燥ガスえそ抗毒素（溶解液付） 5,000単位/瓶 乾燥ｶﾞｽえそｳﾏ抗毒素 (限定)

本採用 ガスター注射液20mg 20mg/2mL/A ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ ○ ○

特購
カドサイラ点滴静注用100mg（溶解液

付）
100mg/V

ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ ｴﾑﾀﾝｼﾝ(遺伝子組

換え)
(限定)

特購
カドサイラ点滴静注用160mg（溶解液

付）
160mg/V

ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ ｴﾑﾀﾝｼﾝ(遺伝子組

換え)
(限定)

本採用 ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL 3023.6mg/5mL/筒 ｶﾞﾄﾞﾌﾞﾄﾛｰﾙ ○
本採用 ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL 4535.4mg/7.5mL/筒 ｶﾞﾄﾞﾌﾞﾄﾛｰﾙ ○
本採用 ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL 6047.2mg/10mL/筒 ｶﾞﾄﾞﾌﾞﾄﾛｰﾙ ○

本採用
ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シ

リンジ10mL「タイヨー」

ｶﾞﾄﾞﾍﾟﾝﾃﾄ酸ﾒｸﾞﾙﾐﾝ

371.40mg/mL(ｶﾞﾄﾞﾍﾟﾝ

ﾃﾄ酸ｼﾞﾒｸﾞﾙﾐﾝとして

469.01mg/mL)

3714mg/10mL/筒

ｶﾞﾄﾞﾍﾟﾝﾃﾄ酸ｼﾞﾒｸﾞﾙﾐﾝ ○

本採用
ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シ

リンジ15mL「タイヨー」

ｶﾞﾄﾞﾍﾟﾝﾃﾄ酸ﾒｸﾞﾙﾐﾝ

371.40mg/mL(ｶﾞﾄﾞﾍﾟﾝ

ﾃﾄ酸ｼﾞﾒｸﾞﾙﾐﾝとして

469.01mg/mL)

5571mg/15mL/筒

ｶﾞﾄﾞﾍﾟﾝﾃﾄ酸ｼﾞﾒｸﾞﾙﾐﾝ ○

本採用
ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シ

リンジ20mL「タイヨー」

ｶﾞﾄﾞﾍﾟﾝﾃﾄ酸ﾒｸﾞﾙﾐﾝ

371.40mg/mL(ｶﾞﾄﾞﾍﾟﾝ

ﾃﾄ酸ｼﾞﾒｸﾞﾙﾐﾝとして

469.01mg/mL)

7428mg/20mL/筒

ｶﾞﾄﾞﾍﾟﾝﾃﾄ酸ｼﾞﾒｸﾞﾙﾐﾝ ○

特購 硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」 1000mg/A ｶﾅﾏｲｼﾝ硫酸塩 (限定)
特購 カルセド注射用20mg 20mg/V ｱﾑﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩 (限定)
特購 カルセド注射用50mg 50mg/V ｱﾑﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩 (限定)

本採用 カルチコール注射液8.5% 5mL
425mg/5mL/A (ｶﾙｼｳﾑ

として
ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ水和物 ○ ○

本採用 カルボカインアンプル注2% 200mg/10mL/A ﾒﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩 ○
本採用 カンサイダス点滴静注用50mg 50mg ｶｽﾎﾟﾌｧﾝｷﾞﾝ酢酸塩 ○
本採用 カンプト点滴静注40mg 40mg/2mL/V ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩水和物 ○
本採用 カンプト点滴静注100mg 100mg/5mL/V ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩水和物 ○



※1採用

区分
薬品名 規格 一般名 ※2院内 ※2院外

本採用 キサンボンＳ注射液40mg 40mg/5mL/A ｵｻﾞｸﾞﾚﾙﾅﾄﾘｳﾑ ○
本採用 キシロカインポリアンプ0.5% 50mg/10mL/A ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩水和物 ○
本採用 キシロカインポリアンプ1% 100mg/10mL/A ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩水和物 ○
本採用 キシロカインポリアンプ2% 200mg/10mL/A ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩水和物 ○

本採用
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン

(1:100000)含有

ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩5mg/mL・

ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ0.01mg/mL

20mL/V

ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩・ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ ○

本採用
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン

(1:100000)含有

ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩

10mg/mL・ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ

0.01mg/mL 20mL/V

ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩・ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ ○

本採用 キドミン輸液 200mL/B 腎不全用ｱﾐﾉ酸注射液 ○ ○

本採用
組織培養不活化狂犬病ワクチン（溶解

液付）
1瓶 狂犬病ﾜｸﾁﾝ ○

特購 キュビシン静注用350mg 350mg/V ﾀﾞﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ (限定)
本採用 キロサイド注20mg 20mg/1mL/A ｼﾀﾗﾋﾞﾝ ○
本採用 キロサイド注200mg 200mg/10mL/A ｼﾀﾗﾋﾞﾝ ○
本採用 キロサイドＮ注1g 1g/50mL//V ｼﾀﾗﾋﾞﾝ ○

本採用 クアトロバック皮下注シリンジ

百日せき菌防御抗原:4単

位以上・ｼﾞﾌﾃﾘｱﾄｷｿｲ

ﾄﾞ:16.7Lf以下・破傷風ﾄ

ｷｿｲﾄﾞ:6.7Lf以下・不活化

ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ1型:1.5DU・不

活化ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ2

型:50DU・不活化ﾎﾟﾘｵｳｲ

百日せき菌防御抗原・ｼﾞﾌﾃﾘｱ

ﾄｷｿｲﾄﾞ・破傷風ﾄｷｿｲﾄﾞ・不活

化ﾎﾟﾘｵｳｲﾙ1型(Sabin株)・不

活化ﾎﾟﾘｵｳｲﾙ2型(Sabin株)・

不活化ﾎﾟﾘｵｳｲﾙ3型(Sabin

株)

○

本採用 グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「明 3mg/100mL/B ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ塩酸塩 ○
本採用 クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL 500mg/100mL/B ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 ○
本採用 グランシリンジ75 75μg/0.3mL/筒 ﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ(遺伝子組換え) ○ ○
本採用 クリアクター静注用40万 40万IU/V ﾓﾝﾃﾌﾟﾗｰｾﾞ(遺伝子組換え) ○

本採用 グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」
濃ｸﾞﾘｾﾘﾝ20g・果糖

10g/200mL/B
濃ｸﾞﾘｾﾘﾝ・果糖 ○

本採用
クリンダマイシンリン酸エステル注射液

600mg「NP」
600mg/4mL/A ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ ○

本採用 グルアセト35注 500mL/B 維持輸液 ○ ○
本採用 グルカゴンＧノボ注射用1mg（溶解液 1mg/V ｸﾞﾙｶｺﾞﾝ(遺伝子組換え) ○ ○
本採用 グルトパ注 600万 600万国際単位/V ｱﾙﾃﾌﾟﾗｰｾﾞ（遺伝子組換え） ○
本採用 グルトパ注 2400万 2400万国際単位/V ｱﾙﾃﾌﾟﾗｰｾﾞ（遺伝子組換え） ○

院外 グロウジェクトＢＣ注射用8mg
9mg/筒(専用注入器の使

用により8mgまで使用可
ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ(遺伝子組換え) ○

本採用 クレキサン皮下注キット2000IU 2000IU/筒 ｴﾉｷｻﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ ○

本採用
献血グロベニン－Ｉ静注用2500mg（溶

解液付）
2500mg/V

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理人免疫

ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝG
○

本採用
献血グロベニン－Ｉ静注用5000mg（溶

解液付）
5000mg/V

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理人免疫

ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝG
○

本採用 ケイツーＮ静注10mg 10mg/2mL/A ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ ○
本採用 ＫＣＬ注20mEqキット「テルモ」 20mEq/20mL/ｷｯﾄ 塩化ｶﾘｳﾑ ○ ○
本採用 ケタラール静注用50mg 50mg/5mL/V ｹﾀﾐﾝ塩酸塩 ○

本採用
ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注

40mg/1mL
40mg/1mL/V ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ ○

本採用
ケナコルト－Ａ皮内用関節腔内用水懸注

50mg/5mL
40mg/1mL/V ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ ○

本採用
ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクル

ト」
200mg/V ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ塩酸塩 ○

本採用 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 1000mg/V ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ塩酸塩 ○
本採用 ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医 10mg/1mL/A ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩 ○
本採用 ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医 60mg/1.5mL/A ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩 ○
本採用 コアテック注5mg 5mg/5mL/A ｵﾙﾌﾟﾘﾉﾝ塩酸塩水和物 ○
本採用 コアヒビター注射用10mg 10mg/V ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩 ○
本採用 コアヒビター注射用50mg 50mg/V ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩 ○

本採用
抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位

/1mL「日赤」
200単位/1mL/V 抗HBs人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ ○

本採用
抗HBs人免疫グロブリン筋注1000単位

/5mL「日赤」
1000単位/5mL/V 抗HBs人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ ○



※1採用

区分
薬品名 規格 一般名 ※2院内 ※2院外

本採用
乾燥抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用1000

倍「ベネシス」

1,000倍/1瓶 (2mL溶解

液付)

抗D(Rho)抗体含有人免疫

ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝG
○

本採用
コージネイトＦＳバイオセット注1000（溶

解液付）
1000国際単位/V ｵｸﾄｺｸﾞ ｱﾙﾌｧ(遺伝子組換え) ○

本採用 コセンティクス皮下注150mgシリンジ 150mg/1mL/1筒 ｾｸｷﾇﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) ○
本採用 コートロシンＺ筋注0.5mg 0.5mg/1mL/A ﾃﾄﾗｺｻｸﾁﾄﾞ酢酸塩 ○
本採用 コートロシン注射用0.25mg（溶解液 0.25mg/A ﾃﾄﾗｺｻｸﾁﾄﾞ酢酸塩 ○
本採用 ゴナックス皮下注用80mg 88.2mg(ﾃﾞｶﾞﾚﾘｸｽとして) ﾃﾞｶﾞﾚﾘｸｽ酢酸塩 ○
本採用 ゴナックス皮下注用120mg 128.0mg(ﾃﾞｶﾞﾚﾘｸｽとし ﾃﾞｶﾞﾚﾘｸｽ酢酸塩 ○
特購 コパキソン皮下注20mgシリンジ 20mg/1mL/筒 ｸﾞﾗﾁﾗﾏｰ酢酸塩 (限定) ○

本採用 コントミン筋注10mg 10mg/2mL/A ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ塩酸塩 ○
特購 ザイボックス注射液600mg 600mg/300mL/B ﾘﾈｿﾞﾘﾄﾞ (限定)

特購 サイモグロブリン点滴静注用25mg 25mg/V
抗ﾋﾄ胸腺細胞ｳｻｷﾞ免疫ｸﾞﾛ

ﾌﾞﾘﾝ
(限定)

特購 ザイヤフレックス注射用 0.9mg/V
ｺﾗｹﾞﾅｰｾﾞ(ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ ﾋｽﾄﾘﾁｸ

ﾑ）
(限定)

本採用 サイラムザ点滴静注液100mg 100mg/10mL/V ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) ○
本採用 サイラムザ点滴静注液500mg 500mg/50mL/V ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) ○
本採用 サクシゾン静注用500mg（溶解液付） 500mg/V ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ ○
本採用 サクシゾン注射用100mg（溶解液付） 100mg/V ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ ○
特購 ザノサー点滴静注用1g 1g/1瓶 ｽﾄﾚﾌﾟﾄｿﾞｼﾝ (限定)

本採用 サビーン点滴静注用500mg 500mg/1瓶 ﾃﾞｸｽﾗｿﾞｷｻﾝ ○
本採用 サブラッド血液ろ過用補充液 2020mL/B 血液濾過補充液 ○
本採用 サリンヘス輸液6% 6g/100mL 500mL/B ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙﾃﾞﾝﾌﾟﾝ70000 ○
特購 サンドスタチンＬＡＲ筋注用20mgキット 20mg/V ｵｸﾄﾚｵﾁﾄﾞ酢酸塩 (限定)

本採用 サンドスタチンＬＡＲ筋注用30mgキット 30mg/V ｵｸﾄﾚｵﾁﾄﾞ酢酸塩 ○
本採用 サンドスタチン皮下注用100μg 100μg/1mL/A ｵｸﾄﾚｵﾁﾄﾞ酢酸塩 ○ ○
本採用 サンリズム注射液50 50mg/5mL/A ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩水和物 ○
本採用 ジアグノグリーン注射用25mg（溶解液 25mg/V ｲﾝﾄﾞｼｱﾆﾝｸﾞﾘｰﾝ ○
本採用 ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」 10mg/2mL/A ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ ○

本採用 注射用ＧＨＲＰ（溶解液付） 100μg/V ﾌﾟﾗﾙﾓﾚﾘﾝ塩酸塩 ○

本採用 注射用ＧＲＦ（溶解液付） 50μg/V ｿﾏﾄﾚﾘﾝ酢酸塩 ○
本採用 ジーラスタ皮下注3.6mg 3.6mg/筒 ﾍﾟｸﾞﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ(遺伝子組換 ○
院外 ジェノトロピンＴＣ注用12mg 12mg/本 ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ(遺伝子組換え) ○
院外 ジェノトロピンＴＣ注用5.3mg 5.33mg/本 ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ(遺伝子組換え) ○
院外 ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg 5.33mg/本 ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ(遺伝子組換え) ○

本採用 ジェービックＶ 一人分1瓶(溶解液付) 乾燥細胞培養日本脳炎ﾜｸﾁﾝ ○
本採用 ジェブタナ点滴静注60mg（溶解液付） 60mg/1.5mL/V ｶﾊﾞｼﾞﾀｷｾﾙ ｱｾﾄﾝ付加物 ○
本採用 シグマート注48mg 48mg/V ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ ○
本採用 シオゾール注25mg 25mg/A 金チオリンゴ酸ナトリウム ○
本採用 ジゴシン注0.25mg 0.25mg/1mL/A ｼﾞｺﾞｷｼﾝ ○
本採用 シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 10mg/20mL/V ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ ○
本採用 シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」 25mg/50mL/V ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ ○
本採用 シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 50mg/100mL/V ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ ○
本採用 ジスロマック点滴静注用500mg 500mg/V ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物 ○
本採用 シナジス筋注液50mg 50mg/0.5mL/V ﾊﾟﾘﾋﾞｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) ○
本採用 シナジス筋注液100mg 100mg/1mL/V ﾊﾟﾘﾋﾞｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) ○
本採用 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケ 1mL/瓶 ｼﾞﾌﾃﾘｱ破傷風混合ﾄｷｿｲﾄﾞ ○
本採用 シプロキサン注400mg 400mg/150mL/B ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ ○

本採用
シベレスタットナトリウム点滴静注用

100mg「F」
100mg/V ｼﾍﾞﾚｽﾀｯﾄﾅﾄﾘｳﾑ水和物 ○

本採用 シムジア皮下注200mgシリンジ 200mg/1mL/筒
ｾﾙﾄﾘｽﾞﾏﾌﾞ ﾍﾟｺﾞﾙ(遺伝子組

換え)
○

特購 シムレクト静注用20mg 20mg/V ﾊﾞｼﾘｷｼﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) (限定)
本採用 シンビット静注用50mg 50mg/V ﾆﾌｪｶﾗﾝﾄ塩酸塩 ○
本採用 シンポニー皮下注50mgシリンジ 50mg/0.5mL/筒 ｺﾞﾘﾑﾏﾌﾞﾌﾞ(遺伝子組換え) ○
本採用 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 1瓶 (0.7mL溶解液付) 乾燥弱毒生水痘ﾜｸﾁﾝ ○
本採用 スキサメトニウム注40「ＡＳ」 40mg/2mL ｽｷｻﾒﾄﾆｳﾑ塩化物水和物 ○



※1採用

区分
薬品名 規格 一般名 ※2院内 ※2院外

本採用 スクエアキッズ皮下注シリンジ

百日せき菌の防御抗原4

単位以上・ｼﾞﾌﾃﾘｱﾄｷｿｲﾄﾞ

15Lf以下(14国際単位以

上)・破傷風ﾄｷｿｲﾄﾞ2.5Lf

以下(9国際単位以上)・不

活化ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ1型40DU・

不活化ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ2型

8DU・不活化ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ3

百日せき菌の防御抗原・ｼﾞﾌﾃ

ﾘｱﾄｷｿｲﾄﾞ・破傷風ﾄｷｿｲﾄﾞ・不

活化ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ1型・不活化ﾎﾟ

ﾘｵｳｲﾙｽ2型・不活化ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ

3型

○

本採用 ステラーラ皮下注45mgシリンジ 45mg/0.5mL/筒 ｳｽﾃｷﾇﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) ○
本採用 ズファジラン筋注5mg 5mg/1mL/A ｲｿｸｽﾌﾟﾘﾝ塩酸塩 ○
本採用 スベニールディスポ関節注25mg 25mg/2.5mL/筒 ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ ○
院外 スミフェロン注ＤＳ300万IU 300万IU/1mL/筒 ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝｱﾙﾌｧ(NAMALWA) ○

本採用 スルバシリン静注用0.75g

ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ0.25g・

ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ0.5g

0.75g/V

ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑ・ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ ○

本採用 スルバシリン静注用1.5g

ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ0.5g・

ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ1g

1.5g/V

ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑ・ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ ○

本採用 大塚生食注 20mL/A 生理食塩液 ○ ○
本採用 大塚生食注 100mL/B 生理食塩液 ○ ○
本採用 大塚生食注 250mL/B 生理食塩液 ○ ○
本採用 大塚生食注 500mL/B 生理食塩液 ○ ○
本採用 生食注キット「フソー」 100mL/本 生理食塩液 ○
本採用 生食注シリンジ「オーツカ」5mL 45mg/5mL/筒 生理食塩液 ○ ○
本採用 生理食塩液ＰＬ「フソー」 2000mL/B 生理食塩液 ○
本採用 生理食塩液「ヒカリ」 50mL/B 生理食塩液 ○
本採用 生理食塩液「ヒカリ」(細口開栓) 500mL/B 生理食塩液 ○
本採用 生理食塩液「ヒカリ」(広口開栓) 1L/B 生理食塩液 ○

本採用
セファゾリンＮａ点滴静注用1gバッグ「オー

ツカ」
1g/100mL/B ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ ○

本採用 セファゾリンNa注射用0.25g「NP」 0.25g/V ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物 ○
本採用 セファゾリンNa注射用1g「NP」 1g/V ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物 ○
本採用 セフォタックス注射用0.5g 0.5g/V ｾﾌｫﾀｷｼﾑﾅﾄﾘｳﾑ ○
本採用 セフォチアム塩酸塩静注用1g「ＮＰ」 1g/V ｾﾌｫﾁｱﾑ塩酸塩 ○

本採用
セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ

「ＮＰ」
1g/100mL/B ｾﾌｫﾁｱﾑ塩酸塩 ○

本採用 セフトリアキソンNa静注用1g「ファイザー」 1g/V ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ ○

本採用
セフトリアキソンナトリウム点滴用1gバッグ

「ＮＰ」
1g/100mL/B ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物 ○

本採用 静注用セフメタゾールナトリウム 1g/V ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ ○

本採用
セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ

1g「NP」
1g/100mL/B ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ ○

特購 セレザイム静注用400単位 400単位/1瓶 イミグルセラーゼ(遺伝子組換 (限定)
本採用 セレネース注5mg 5mg/1mL/A ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ ○
本採用 セロトーン静注液10mg 10mg/2mL/A ｱｻﾞｾﾄﾛﾝ塩酸塩 ○
特購 ゾーフィゴ静注 1回分 塩化ﾗｼﾞｳﾑ(223Ra) (限定)

本採用 ゾシン静注用2.25
ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑ0.25g・ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘ

ﾝ水和物2g/V

ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ・ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝﾅﾄ

ﾘｳﾑ
○

本採用 ゾシン静注用4.5
ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑ0.5g・ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝ

水和物4g/V

ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ・ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝﾅﾄ

ﾘｳﾑ
○

本採用 ソセゴン注射液15mg 15mg/1mL/A ﾍﾟﾝﾀｿﾞｼﾝ ○
院外 ソマバート皮下注用10mg 10mg/1瓶 ﾍﾟｸﾞﾋﾞｿﾏﾝﾄ (遺伝子組換え) ○
特購 ソマチュリン皮下注90mg 90mg/筒 ランレオチド酢酸塩 (限定)

本採用 ゾラデックス1.8mgデポ 1.8mg/筒 ｺﾞｾﾚﾘﾝ酢酸塩 ○
本採用 ゾラデックス3.6mgデポ 3.6mg/筒 ｺﾞｾﾚﾘﾝ酢酸塩 ○
本採用 ゾラデックスＬＡ10.8mgデポ 10.8mg/筒 ｺﾞｾﾚﾘﾝ酢酸塩 ○
本採用 ソリタ－Ｔ４号輸液（500mL） 500mL/B 輸液用電解質液(術後回復 ○ ○
本採用 ソリタックス－Ｈ輸液（500mL） 500mL/B 輸液用電解質液(維持液-高 ○ ○
本採用 ソリューゲンＦ注 500mL/B 酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ液 ○ ○
本採用 ソリューゲンＧ注 500mL/B ﾌﾞﾄﾞｳ糖加酢酸ﾄﾘﾝｹﾞﾙ液 ○ ○
特購 ソリリス点滴静注300mg 300mg/30mL/V ｴｸﾘｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) (限定)

本採用 ソルダクトン静注用100mg 100mg/A ｶﾝﾚﾉ酸ｶﾘｳﾑ ○



※1採用

区分
薬品名 規格 一般名 ※2院内 ※2院外

本採用 ソルデム１輸液（200mL） 200mL/B ﾌﾞﾄﾞｳ糖-電解質液(開始液) ○ ○
本採用 ソルデム１輸液（500mL） 500mL/B ﾌﾞﾄﾞｳ糖-電解質液(開始液) ○ ○

本採用 ソルデム３ＡＧ輸液（500mL） 500mL/B
ﾌﾞﾄﾞｳ糖-電解質液(維持液

7.5%糖加)
○ ○

本採用 ソルデム３Ａ輸液（200mL） 200mL/B ﾌﾞﾄﾞｳ糖-電解質液(維持液) ○ ○
本採用 ソルデム３Ａ輸液（500mL） 500mL/B ﾌﾞﾄﾞｳ糖-電解質液(維持液) ○ ○
本採用 ソルラクト輸液（500mL） 500mL/袋 乳酸ﾘﾝｹﾞﾙ液 ○
本採用 ゾレア皮下注用75mg 75mg/0.6mL/V ｵﾏﾘｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) ○
本採用 ゾレア皮下注用150mg 202.5mg/V ｵﾏﾘｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) ○

本採用
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッ

グ「ニプロ」
4mg/100mL/B ｿﾞﾚﾄﾞﾛﾝ酸水和物 ○

本採用 ダイアモックス注射用500mg 500mg/V ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞﾅﾄﾘｳﾑ ○
本採用 タイサブリ点滴静注300mg 300mg/15mL/V ナタリズマブ(遺伝子組換え) ○
本採用 ダウノマイシン静注用20mg 20mg/V ﾀﾞｳﾉﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩 ○
本採用 ダカルバジン注用100 100mg/V ﾀﾞｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ ○
本採用 タケプロン静注用30mg 30mg/V ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ ○ ○
本採用 注射用タゴシッド200mg 200mg/V ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ ○
本採用 ダットスキャン静注 167MBq ｲｵﾌﾙﾊﾟﾝ(123I) ○
本採用 タンデトロン注射用20 20μg/V ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ ｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ ○
本採用 タンデトロン注射用500 500μg/V ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ ｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ ○
本採用 ダントリウム静注用20mg 20mg/V ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物 ○
本採用 タンボコール静注50mg 50mg/5mL/A ﾌﾚｶｲﾆﾄﾞ酢酸塩 ○
本採用 チエナム点滴静注用0.5g 0.5g/V ｲﾐﾍﾟﾈﾑ ｼﾗｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ ○
本採用 注射用水ＰＬ「フソー」 20mL/A 注射用水(注射用蒸留水) ○
本採用 注射用水バッグ「フソー」 1L/B 注射用水(注射用蒸留水) ○ ○

本採用
一般診断用精製ツベルクリン(ＰＰＤ)１

人用（溶解液付）

0.25μg (0.5mL溶解液

付)
精製ﾂﾍﾞﾙｸﾘﾝ ○

本採用 ＴＲＨ注0.5mg「タナベ」 0.5mg/1mL/A ﾌﾟﾛﾁﾚﾘﾝ ○

本採用 Ｄドライ透析剤3.0Ｓ
A剤:2682.0g/瓶 B

剤:661.6g/瓶
血液透析用透析液 ○

本採用 低分子デキストランＬ注 250mL/B 代用血漿 ○
本採用 1%ディプリバン注－キット 500mg/50mL/筒 ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ ○
本採用 デキサート注射液1.65mg 1.65mg/0.5mL/A ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ ○ ○
本採用 デキサート注射液6.6mg 6.6mg/2mL/V ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ ○ ○
本採用 デスフェラール注射用500mg 500mg/V ﾒｼﾙ酸ﾃﾞﾌｪﾛｷｻﾐﾝ ○
本採用 デトキソール静注液2g 2g/20mL/A ﾁｵ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ ○
本採用 デノシン点滴静注用500mg 500mg/V ｶﾞﾝｼｸﾛﾋﾞﾙ ○
本採用 テラプチク静注45mg 45mg/3mL/A ｼﾞﾓﾙﾎﾗﾐﾝ ○
本採用 テラルビシン注射用10mg 10mg/V ﾋﾟﾗﾙﾋﾞｼﾝ ○

本採用 テリボン皮下注用56.5μg（溶解液付）
63.3μg(酢酸塩として

67.9μg)
ﾃﾘﾊﾟﾗﾁﾄﾞ酢酸塩 ○

本採用 テルモ生食 1L/B 生理食塩液 ○
本採用 大塚糖液10% 500mL/B ﾌﾞﾄﾞｳ糖 ○
本採用 大塚糖液20% 20mL/A ﾌﾞﾄﾞｳ糖 ○
本採用 大塚糖液5% 20mL/A ﾌﾞﾄﾞｳ糖 ○
本採用 大塚糖液5% 50mL/B ﾌﾞﾄﾞｳ糖 ○
本採用 大塚糖液5% 100mL/B ﾌﾞﾄﾞｳ糖 ○ ○
本採用 大塚糖液5% 250mL/B ﾌﾞﾄﾞｳ糖 ○ ○
本採用 大塚糖液5% 500mL/B ﾌﾞﾄﾞｳ糖 ○ ○
本採用 大塚糖液50% 500mL/B ﾌﾞﾄﾞｳ糖 ○
本採用 大塚糖液70% 350mL/B ﾌﾞﾄﾞｳ糖 ○
本採用 ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg「サン 10mg/5mL/V ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩 ○
本採用 ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg「サン 50mg/25mL/V ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩 ○
本採用 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」 20mg/1mL/V ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ ○
本採用 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」 80mg/4mL/V ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ ○
本採用 ドパストン静注25mg 25mg/10mL/A ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ ○
本採用 ドブタミン点滴静注液100mg「F」 100mg/5mL/A ﾄﾞﾌﾞﾀﾐﾝ塩酸塩 ○
本採用 ドブポン注0.3%シリンジ 150mL/50mL/筒 ﾄﾞﾌﾞﾀﾐﾝ塩酸塩 ○
本採用 トブラシン注90mg 90mg/1.5mL/A ﾄﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ ○
本採用 ドプラム注射液400mg 400mg/20mL/V ﾄﾞｷｻﾌﾟﾗﾑ塩酸塩水和物 ○
本採用 トランサミン注10% 1000mg/10mL/A ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 ○ ○
特購 トーリセル点滴静注液25mg 25mg/V ﾃﾑｼﾛﾘﾑｽ (限定)

本採用 トリフリード輸液 500mL/B 維持輸液 ○ ○



※1採用

区分
薬品名 規格 一般名 ※2院内 ※2院外

本採用 トレアキシン点滴静注用100mg 100mg/瓶 ﾍﾞﾝﾀﾞﾑｽﾁﾝ塩酸塩 ○
本採用 ドロレプタン注射液25mg 25mg/10mL/V ﾄﾞﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ ○
本採用 ナゼア注射液0.3mg 0.3mg/2mL/A ﾗﾓｾﾄﾛﾝ塩酸塩 ○
本採用 ナベルビン注10 10mg/1mL/V ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ酒石酸塩 ○
本採用 ナベルビン注40 40mg/1mL/V ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ酒石酸塩 ○
本採用 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三 0.2mg/1mL/A ﾅﾛｷｿﾝ塩酸塩 ○
本採用 ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「FY」 2mg/2mL/A ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩 ○
本採用 ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「FY」 10mg/10mL/A ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩 ○
本採用 ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「FY」 25mg/25mL/V ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩 ○
特購 ニトプロ持続静注液30mg 30mg/10mL ﾆﾄﾛﾌﾟﾙｼﾄﾞﾅﾄﾘｳﾑ水和物 (限定)

本採用 ニトロール持続静注25mgシリンジ 25mg/50mL/筒 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ ○
本採用 ニトロール注5mg 5mg/10mL/A 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ ○
本採用 ニューモバックスＮＰ 0.5mL/1瓶 肺炎球菌ﾜｸﾁﾝ ○
本採用 ネオシネジンコーワ注1mg 1mg/1mL/A ﾌｪﾆﾚﾌﾘﾝ塩酸塩 ○
本採用 ネオファーゲン静注20mL 20mL/A ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ･ｸﾞﾘｼﾝ･ｼｽﾃｲﾝ配合 ○ ○
本採用 ネオファーゲン静注100mL 100mL/B ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ･ｸﾞﾘｼﾝ･ｼｽﾃｲﾝ配合 ○ ○
本採用 ネオフィリン注250mg 250mg/10mL/A ｱﾐﾉﾌｨﾘﾝ ○

本採用 ネスプ注射液10μgプラシリンジ 10μg/0.5mL/筒
ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ(遺伝子組

換え)
○

本採用 ネスプ注射液20μgプラシリンジ 20μg/0.5mL/筒
ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ(遺伝子組

換え)
○

本採用 ネスプ注射液30μgプラシリンジ 30μg/0.5mL/筒
ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ(遺伝子組

換え)
○

本採用 ネスプ注射液40μgプラシリンジ 40μg/0.5mL/筒
ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ(遺伝子組

換え)
○

本採用 ネスプ注射液60μgプラシリンジ 60μg/0.5mL/筒
ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ(遺伝子組

換え)
○

本採用 ネスプ注射液120μgプラシリンジ 120μg/0.5mL筒
ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ(遺伝子組

換え)
○

本採用 ネスプ注射液180μgプラシリンジ 180μg/0.5mL/筒
ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ(遺伝子組

換え)
○

本採用 ノイアート静注用500単位（溶解液付） 500単位/V 乾燥濃縮人ｱﾝﾁﾄﾛﾝﾋﾞﾝⅢ ○
本採用 ノイアート静注用1500単位（溶解液 1500単位/V 乾燥濃縮人ｱﾝﾁﾄﾛﾝﾋﾞﾝⅢ ○
本採用 ノイトロジン注100μg（溶解液付） 100μg/V ﾚﾉｸﾞﾗｽﾁﾑ(遺伝子組換え) ○ ○
本採用 ノイトロジン注250μg（溶解液付） 250μg/V ﾚﾉｸﾞﾗｽﾁﾑ(遺伝子組換え) ○ ○
本採用 ノーベルバール静注用250mg 250mg/A ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ ○
本採用 ノバスタンＨＩ注10mg/2mL 10mg/2mL/A ｱﾙｶﾞﾄﾛﾊﾞﾝ ○
本採用 ノバントロン注20mg 20mg/10mL/V ﾐﾄｷｻﾝﾄﾛﾝ塩酸塩 ○
本採用 ノルアドリナリン注1mg 1mg/1mL/A ﾉﾙｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ ○
特購 ノルディトロピン フレックスプロ注10mg 10mg/筒 ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ (限定) ○

本採用 献血ノンスロン1500注射用（溶解液 1500単位/V 乾燥濃縮人ｱﾝﾁﾄﾛﾝﾋﾞﾝIII ○
本採用 パージェタ点滴静注420mg/14mL 420mg/14mL/V ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ（遺伝子組換え） ○
本採用 ハーセプチン注射用60（溶解液付） 60mg/V ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) ○
本採用 ハーセプチン注射用150（溶解液付） 150mg/V ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) ○
院外 バイエッタ皮下注5μgペン300 300単位/筒 ｴｷｾﾅﾁﾄﾞ ○
院外 バイエッタ皮下注10μgペン300 300単位/筒 ｴｷｾﾅﾁﾄﾞ ○

本採用 ハイカムチン注射用1.1mg 1.1mg/V ﾉｷﾞﾃｶﾝ塩酸塩 ○

本採用 ハイカリックＲＦ輸液 500mL/B
高ｶﾛﾘｰ輸液用基本液(開始

液､維持輸液)
○ ○

本採用 ハイカリック液－1号 700mL/B 高ｶﾛﾘｰ輸液用基本液(開始 ○ ○

本採用 ハイカリック液－2号 700mL/B
高ｶﾛﾘｰ輸液用基本液(維持

輸液)
○ ○

本採用 バイステージ注300（20mL） 20mL/瓶 ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ ○
本採用 バイステージ注300（50mL） 50mL/瓶 ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ ○
本採用 バイステージ注370（50mL） 50mL/瓶 ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ ○
本採用 バイステージ注370（100mL） 100mL/瓶 ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ ○
本採用 バイステージ注370シリンジ80mL 80mL/筒 ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ ○
本採用 バイステージ注370シリンジ100mL 100mL/筒 ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ ○
本採用 バクトラミン注 5mL/A ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ ○

本採用
院内名称：パクリタキセル注　商品名：タ

キソール注射液30mg
30mg/5mL/V ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ ○

本採用
院内名称：パクリタキセル注　商品名：タ

キソール注射液100mg
100mg/16.7mL/V ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ ○



※1採用

区分
薬品名 規格 一般名 ※2院内 ※2院外

本採用 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 0.5mL/kit 沈降破傷風ﾄｷｿｲﾄﾞ ○
本採用 パシル点滴静注液500mg 500mg/100mL/B ﾊﾟｽﾞﾌﾛｷｻｼﾝﾒｼﾙ酸塩 ○
本採用 パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」 40mg/1mL/A ﾊﾟﾊﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩 ○
本採用 ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」 2000単位/100mL/B 人ﾊﾌﾟﾄｸﾞﾛﾋﾞﾝ ○
本採用 パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「F」 15mg/V ﾊﾟﾐﾄﾞﾛﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ水和物 ○
本採用 パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「F」 30mg/V ﾊﾟﾐﾄﾞﾛﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ水和物 ○
本採用 パム静注500mg 500mg/20mL/A ﾌﾟﾗﾘﾄﾞｷｼﾑﾖｳ化ﾒﾁﾙ ○
本採用 ハラヴェン静注1mg 1mg/V ｴﾘﾌﾞﾘﾝﾒｼﾙ酸塩 ○
本採用 パラプラチン注射液150mg 150mg/15mL/V ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ ○
本採用 パラプラチン注射液450mg 450mg/45mL/V ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ ○
本採用 点滴静注用バンコマイシン0.5「ＭＥＥＫ」 0.5g/瓶 ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩 ○
本採用 パンテチン注10%「小林」 200mg/2mL/A ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ ○
本採用 パンテニール注100mg 100mg/1mL/A ﾊﾟﾝﾃﾉｰﾙ ○
本採用 ハンプ注射用1000 1000μg/V ｶﾙﾍﾟﾘﾁﾄﾞ(遺伝子組換え) ○

本採用 ピーエヌツイン－1号輸液 1000mL/B
高ｶﾛﾘｰ輸液用糖･ｱﾐﾉ酸･電

解質液
○ ○

特購 ビオチン注1mg「フソー」 1mg/1管 ﾋﾞｵﾁﾝ (限定)

本採用 乾燥BCGワクチン(経皮用・１人用)
12mg/1管 (0.15mL溶

解液付)
乾燥BCGﾜｸﾁﾝ ○

本採用 ビーフリード輸液 500mL/B ﾋﾞﾀﾐﾝB1･糖･電解質･ｱﾐﾉ酸 ○ ○
本採用 ビームゲン(5μg) 5μg/0.25mL/V 組換え沈降B型肝炎ﾜｸﾁﾝ ○
本採用 ビームゲン(10μg) 10μg/0.5mL/V 組換え沈降B型肝炎ﾜｸﾁﾝ ○
本採用 ビカーボン輸液 500mL/B 重炭酸ﾘﾝｹﾞﾙ液 ○
本採用 光糖液20% 10g/500mL/袋 ﾌﾞﾄﾞｳ糖 ○
本採用 注射用ビクシリンＳ1000 1g/V ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ･ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄﾘｳ ○
本採用 ビクシリン注射用0.25g 250mg/V ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ ○
本採用 ビクシリン注射用1g 1g/V ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ ○
本採用 ビジパーク270注20mL 10.99g(I:5.4g)/V ｲｵｼﾞｷｻﾉｰﾙ ○
本採用 ビジパーク270注50mL 27.49g(I:13.5g)/V ｲｵｼﾞｷｻﾉｰﾙ ○
本採用 ピシバニール注射用5KE（溶解液付） 5KE/V 抗悪性腫瘍溶連菌製剤 ○
本採用 ビダーザ注射用100mg 100mg/V ｱｻﾞｼﾁｼﾞﾝ ○
本採用 ビタジェクト注キット 10mL/本(A:5mL 総合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 ○ ○
本採用 ビタメジン静注用 1瓶 混合ﾋﾞﾀﾐﾝB群 ○ ○

本採用
ヒトＣＲＨ静注用100μg「タナベ」（溶解

液付）
100μg/V ｺﾙﾁｺﾚﾘﾝ(ﾋﾄ) ○

本採用 ピトレシン注射液20 20単位/1mL/A 合成ﾊﾞｿﾌﾟﾚｼﾝ ○
本採用 ピペラシリンナトリウム注射用1g 1g/V ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ ○
院外 ヒューマトロープ注射用6mg 6.56mg/筒 注射用ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ(遺伝子組換 ○
院外 ヒューマトロープ注射用12mg 12mg (3.1mL溶解液 ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ ○

本採用 ヒュミラ皮下注40mgシリンジ 40mg/0.8mL/筒 ｱﾀﾞﾘﾑﾏﾌﾞ(遺伝子組み換え) ○ ○
本採用 ヒルトニン0.5mg注射液 0.5mg/1mL/A ﾌﾟﾛﾁﾚﾘﾝ酒石酸塩水和物 ○
本採用 ファーストシン静注用1g 1g/V ｾﾌｫｿﾞﾌﾟﾗﾝ塩酸塩 ○
本採用 ファルモルビシンＲＴＵ注射液10mg 10mg/5mL/V ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩 ○
本採用 ファルモルビシンＲＴＵ注射液50mg 50mg/25mL/V ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩 ○
本採用 ファンガード点滴用50mg 50mg/V ﾐｶﾌｧﾝｷﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ ○
本採用 フィジオ140輸液 500mL/B 細胞外液補充液 ○
本採用 フィニバックス点滴静注用0.25g 250mg/V ﾄﾞﾘﾍﾟﾈﾑ水和物 ○
本採用 フィニバックス点滴静注用0.5g 0.5g/V ﾄﾞﾘﾍﾟﾈﾑ水和物 ○
本採用 ブイフェンド200mg静注用 200mg/V ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ ○

本採用 フィブロガミンP静注用
240国際単位以上/1バイ

アル

ﾋﾄ漿由来乾燥血液凝固第

XIII因子
○

本採用
フィルグラスチムＢＳ注75μgシリンジ「Ｎ

Ｋ」
75μg/0.3mL/筒

フィルグラスチム（遺伝子組換

え）
○

本採用 注射用フィルデシン1mg 1mg/V ﾋﾞﾝﾃﾞｼﾝ硫酸塩 ○
本採用 乾燥弱毒生風しんワクチン「北里第一三 0.7mL/V 乾燥弱毒生風しんﾜｸﾁﾝ ○
本採用 フェジン静注40mg 40mg/20mL/A 含糖酸化鉄 ○
本採用 フェソロデックス筋注250mg 250mg/筒 ﾌﾙﾍﾞｽﾄﾗﾝﾄ ○
特購 フエロン注射用300万（溶解液付） 300万IU/V ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝﾍﾞｰﾀ (限定)

本採用 フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」 0.1mL/2mL/A ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩 ○ ○
本採用 フェンタニル注射液0.25mg「ヤンセン」 0.25mg/5mL/A ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩 ○ ○
本採用 ブスコパン注20mg 20mg/1mL/A ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ臭化物 ○
本採用 ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」 20mL/本 ﾌﾞﾄﾞｳ糖 ○
本採用 フラグミン静注5000単位/5mL 5000単位/5mL/V ﾀﾞﾙﾃﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ ○



※1採用

区分
薬品名 規格 一般名 ※2院内 ※2院外

本採用 フラビタン注射液10mg 10mg/1mL/A ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁﾄﾞﾅﾄﾘｳﾑ ○ ○
本採用 プラリア皮下注60mgシリンジ 60mg/1mL/筒 ﾃﾞﾉｽﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) ○
本採用 プリズバインド静注液2.5g 2.5g/50mL ｲﾀﾞﾙｼｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) ○
本採用 ブリディオン静注200mg 200mg/V ｽｶﾞﾏﾃﾞｸｽﾅﾄﾘｳﾑ ○
本採用 フルービックＨＡシリンジ 0.5mL/筒 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ ○
本採用 フルオレサイト静注500mg 500mg/5mL/V ﾌﾙｵﾚｾｲﾝ ○
本採用 フルオロウラシル注250mg「トーワ」 250mg/5mL/V ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ ○
本採用 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 1000mg/20mL/V ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ ○

本採用 フルカリック１号輸液 903mL/B
高ｶﾛﾘｰ輸液用糖･ｱﾐﾉ酸･電

解質液
○ ○

本採用 フルカリック２号輸液 1003mL/B
高ｶﾛﾘｰ輸液用糖･ｱﾐﾉ酸･電

解質液
○ ○

本採用 フルカリック３号輸液 1103mL/B
高ｶﾛﾘｰ輸液用糖･ｱﾐﾉ酸･電

解質液
○ ○

本採用 フルダラ静注用50mg 50mg/瓶 ﾌﾙﾀﾞﾗﾋﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ ○
本採用 フルマゼニル静注液0.5mg「ケミファ」 0.5mg/A ﾌﾙﾏｾﾞﾆﾙ ○
本採用 フルマリンキット静注用1g 1g/ｷｯﾄ ﾌﾛﾓｷｾﾌﾅﾄﾘｳﾑ ○
本採用 フルマリン静注用1g 1g/V ﾌﾛﾓｷｾﾌﾅﾄﾘｳﾑ ○
本採用 プレアミン－Ｐ注射液 200mL/B ｱﾐﾉ酸製剤 ○ ○
本採用 ブレオ注射用5mg 5mg/V ﾌﾞﾚｵﾏｲｼﾝ塩酸塩 ○
本採用 プレセデックス静注液200μg「マルイシ」 200μg/2mL/V ﾃﾞｸｽﾒﾃﾞﾄﾐｼﾞﾝ塩酸塩 ○
本採用 水溶性プレドニン10mg 10mg/A ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ ○
本採用 水溶性プレドニン20mg 20mg/A ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ ○
本採用 プレベナー13水性懸濁注 0.5mL/筒 沈降13価肺炎球菌結合型ﾜｸ ○
特購 プロイメンド点滴静注用150mg 150mg/1瓶 ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄﾒｸﾞﾙﾐﾝ (限定)
特購 プログラフ注射液5mg 5mg/1mL/A ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 (限定)

本採用 プロゲデポー筋注125mg 125mg/1mL/A ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝｶﾌﾟﾛﾝ酸ｴｽ ○
本採用 プロジフ静注液100 100mg/1.25mL/V ﾎｽﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ ○
本採用 プロスタルモン・Ｆ注射液1000 1000μg/1mL/A ｼﾞﾉﾌﾟﾛｽﾄ ○
本採用 フロセミド注射液20mg「日医工」 20mg/2mL/A ﾌﾛｾﾐﾄﾞ ○
本採用 プロタノールＬ注0.2mg 0.2mg/1mL/A l-ｲｿﾌﾟﾚﾅﾘﾝ塩酸塩 ○
本採用 プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 100mg/10mL/V ﾌﾟﾛﾀﾐﾝ硫酸塩 ○
本採用 プロハンス静注シリンジ13mL 13mL/本 ｶﾄﾞﾃﾘﾄﾞｰﾙ ○
本採用 プロハンス静注シリンジ17mL 17mL/本 ｶﾄﾞﾃﾘﾄﾞｰﾙ ○
本採用 1%プロポフォール注「マルイシ」 200mg/20mL/A ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ ○
本採用 ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイ 4mg/2mL/A ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩 ○
特購 静注用フローラン0.5mg 0.5mg/V ｴﾎﾟﾌﾟﾛｽﾃﾉｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ (限定) ○

本採用 ペガシス皮下注90μg（溶解液付） 90μg/1mL/V ﾍﾟｸﾞｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ α-2a ○
本採用 ペガシス皮下注180μg（溶解液付） 180μg/1mL/V ﾍﾟｸﾞｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ α-2a ○

本採用
ペグイントロン皮下注用100μg/0.5mL

用（溶解液付）
100μg/0.5mL/V ﾍﾟｸﾞｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝα-2b ○

本採用 ベクティビックス点滴静注100mg 100mg/V ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ ○
特購 ベクロニウム静注用10mg「F」 10mg/1瓶 ﾍﾞｸﾛﾆｳﾑ臭化物 (限定)

本採用
ベタフェロン皮下注用960万国際単位

（溶解液付）
960万IU/V

ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝﾍﾞｰﾀ-1b(遺伝子組

換え)
○ ○

本採用 ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」 35mg/1mL/A ﾍﾟﾁｼﾞﾝ塩酸塩 ○
本採用 ベナンバックス注用300mg 300mg/V ﾍﾟﾝﾀﾐｼﾞﾝｲｾﾁｵﾝ酸塩 ○
本採用 注射用ペニシリンＧカリウム100万単位 100万単位/V ﾍﾞﾝｼﾞﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝｶﾘｳﾑ ○

本採用
献血ベニロン－Ｉ静注用2500mg（溶

解液付）
2.5g/V 乾燥ｽﾙﾎ化人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ ○

本採用
献血ベニロン－Ｉ静注用5000mg（溶

解液付）
5g/V 乾燥ｽﾙﾎ化人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ ○

本採用
ヘパフィルド透析用250単位/mLシリンジ

20mL
5000単位/20mL/筒 ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ ○

本採用 ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 5000単位/5mL/V ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ ○

本採用
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」
5000単位/本 ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑ ○ ○

本採用 ヘパリンナトリウム注Ｎ5千単位/5mL 5000単位/5mL/A ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ ○
本採用 ベプシド注100mg 100mg/5mL/V ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ ○
本採用 ヘプタバックス-Ⅱ 10μg/0.5mL/V 組換えHBs抗原たん白質 ○

本採用
ペミロックヘパリンロック用10単位/mLシリン

ジ10mL
100単位/10mL/筒 ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ ○ ○



※1採用

区分
薬品名 規格 一般名 ※2院内 ※2院外

本採用
ペミロックヘパリンロック用100単位/mLシリ

ンジ10mL
1000単位/10mL/筒 ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ ○ ○

本採用 ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」 5mg/2mL/A ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩 ○
本採用 ベルケイド注射用3mg 3mg/V ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ ○
本採用 ヘルベッサー注射用10 10mg/A ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩 ○
本採用 ヘルベッサー注射用50 50mg/A ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩 ○
本採用 ホストイン静注750mg 750mg/10mL/V ﾎｽﾌｪﾆﾄｲﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物 ○
本採用 ホスミシンＳバッグ2g点滴静注用 2g/B ﾎｽﾎﾏｲｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ ○
本採用 ホスミシンＳ静注用2g 2g/V ﾎｽﾎﾏｲｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ ○
本採用 ボスミン注1mg 1mg/1mL/A ｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ ○
特購 ポテリジオ点滴静注20mg 20mg/5mL/V ﾓｶﾞﾑﾘｽﾞﾏﾌﾞ (限定)
特購 ボトックスビスタ注用50単位 50単位/V A型ﾎﾞﾂﾘﾇｽ毒素 (限定)

本採用 ボトックス注用50単位 50単位/V A型ﾎﾞﾂﾘﾇｽ毒素 ○
本採用 ボナロン点滴静注バッグ900μg 900μg アレンドロン酸ナトリウム水和物 ○
本採用 ポプスカイン0.25%注バッグ 250mg/100mL/B ﾚﾎﾞﾌﾞﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩 ○
本採用 ポララミン注5mg 5mg/1mL/A d-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 ○
本採用 ボルベン輸液6% 30g/500mL ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙﾃﾞﾝﾌﾟﾝ130000 ○
本採用 マイオビュー注シリンジ 296MBq/0.5mL ﾃﾄﾛﾎｽﾐﾝﾃｸﾈﾁｳﾑ (99mTc) ○

本採用
マイオビュー注シリンジ

(740MBq/1.25mL)
740MBq/1.25mL ﾃﾄﾛﾎｽﾐﾝﾃｸﾈﾁｳﾑ (99mTc) ○

本採用 マーカイン注0.5% 100mg/20mL/V ﾌﾞﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩水和物 ○
本採用 マーカイン注脊麻用0.5%高比重 20mg/4mL/A ﾌﾞﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩水和物 ○
本採用 マーカイン注脊麻用0.5%等比重 20mg/4mL/A ﾌﾞﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩水和物 ○
本採用 マイトマイシン注用2mg 2mg/V ﾏｲﾄﾏｲｼﾝC ○
本採用 注射用マキシピーム1g 1g/V ｾﾌｪﾋﾟﾑ塩酸塩水和物 ○
本採用 マキュエイド硝子体内注用40mg 40mg/V ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ ○
本採用 マグセント注100mL 10g/100mL/B 硫酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ ○
本採用 静注用マグネゾール20mL 2g/20mL/A 硫酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ ○
本採用 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 1瓶 (0.7mL溶解液付き) 乾燥弱毒生麻しんﾜｸﾁﾝ ○
本採用 マスキュラックス静注用10mg 10mg/V ﾍﾞｸﾛﾆｳﾑ臭化物 ○
特購 マブキャンパス点滴静注30mg 30mg/1mL/V ｱﾚﾂﾑｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) (限定)
特購 乾燥まむし抗毒素（溶解液付） 6000単位/本 乾燥まむしｳﾏ抗毒素 (限定)

本採用 20%マンニットール注射液「ＹＤ」 300mL/B D-ﾏﾝﾆﾄｰﾙ ○

本採用 ミールビック 1瓶 (0.7mL溶解液付き)
乾燥弱毒生麻しん風しん混合

ワクチン
○

本採用 ミオコール静注5mg 5mg/管 ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ ○
本採用 ミオコール点滴静注50mg 5mg/本 ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ ○

本採用 ミオテクター冠血管注 A液:495mL　B液:5mL
心臓外科手術用心停止及び

心筋保護液
○

本採用 ミダゾラム注10mg「サンド」 10mg/2mL/A ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ ○
本採用 ミダフレッサ静注0.1% 10mg/10mL/V ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ ○
本採用 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg 100mg/瓶 ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩 ○
本採用 ミラクリッド注射液5万単位 5万単位/1mL/A ｳﾘﾅｽﾀﾁﾝ ○
本採用 ミラクリッド注射液10万単位 10万単位/2mL/A ｳﾘﾅｽﾀﾁﾝ ○
本採用 冠動注用ミリスロール0.5mg/10mL 0.5mg/10mL/A ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ ○
本採用 ミリプラ動注用70mg 70mg/V ﾐﾘﾌﾟﾗﾁﾝ水和物 ○
本採用 ミリプラ用懸濁用液4mL 4mL/A ﾖｰﾄﾞ化ｹｼ油脂肪酸ｴﾁﾙｴｽﾃﾙ ○

本採用 ミルセラ注シリンジ25μｇ 25μg/0.3mL/筒
ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ(遺伝子

組換え)
○

本採用 ミルセラ注シリンジ50μｇ 50μg/0.3mL/筒
ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ(遺伝子

組換え)
○

本採用 ミルセラ注シリンジ100μｇ 100μg/0.3mL/筒
ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ(遺伝子

組換え)
○

本採用 ミルリノン静注液10mg「タイヨー」 10mg/10mL/A ﾐﾙﾘﾉﾝ ○
本採用 無水エタノール注「ファイザー」 5mL/A 無水ｴﾀﾉｰﾙ ○
本採用 メイロン静注8.4% 20mEq/20mL/A 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ ○
本採用 メイロン静注8.4% 250mEq/250mL/B 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ ○
本採用 注射用メソトレキセート5mg 5mg/V ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ ○
本採用 注射用メソトレキセート50mg 50mg/V ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ ○
本採用 メソトレキセート点滴静注液1000mg 1000mg/40mL/V ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ ○

特購 メタストロン注 141MBq/3.8mL/V
塩化ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ 放射性医薬基

準塩化ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ
(限定)



※1採用

区分
薬品名 規格 一般名 ※2院内 ※2院外

本採用 メチコバール注射液500μg 500μg/1mL/A ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ ○
本採用 メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 0.2mg/1mL/A ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 ○

本採用
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注

射用40mg「AFP」（溶解液付）
40mg/瓶

ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄ

ﾘｳﾑ
○

本採用
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注

射用125mg「AFP」（溶解液付）
125mg/瓶

ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄ

ﾘｳﾑ
○

本採用
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注

射用500mg「AFP」（溶解液付）
500mg/瓶

ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄ

ﾘｳﾑ
○

本採用 メチレンブルー静注50mg「第一三共」 50mg/10mL/A ﾒﾁﾙﾁｵニﾆｳﾑ塩化物水和物 ○
本採用 メトクロプラミド注10mg「テバ」 10mg/2mL/A 塩酸ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ ○ ○
本採用 メロペネム点滴用静注用0.5g「明治」 0.5g/V ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ 三水和物 ○
本採用 モベンゾシン静注用1g 1g/瓶 ｾﾌﾀｼﾞｼﾞﾑ水和物 ○
本採用 モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」 10mg/1mL/A ﾓﾙﾋﾈ塩酸塩 ○ ○
本採用 モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」 50mg/5mL/A ﾓﾙﾋﾈ塩酸塩 ○ ○
特購 ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g 4g/V 滅菌調整ﾀﾙｸ (限定)
特購 ヨンデリス点滴静注用0.25mg 0.25mg/V ﾄﾗﾍﾞｸﾃｼﾞﾝ (限定)
特購 ヨンデリス点滴静注用1mg 1mg/V ﾄﾗﾍﾞｸﾃｼﾞﾝ (限定)

本採用 ラジカット点滴静注バッグ30mg 30mg/袋 ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ ○ ○
本採用 ラシックス注100mg 100mg/10mL/A ﾌﾛｾﾐﾄﾞ ○
特購 ラスリテック点滴静注用7.5mg 7.5mg/V ﾗｽﾌﾞﾘｶｰｾﾞ(遺伝子組換え) (限定)

本採用 ラピアクタ点滴用バイアル150mg 150mg/V ﾍﾟﾗﾐﾋﾞﾙ水和物 ○
本採用 ラボナール注射用0.5g（溶解液付） 0.5g/A ﾁｵﾍﾟﾝﾀｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ ○
本採用 ランマーク皮下注120mg 120mg/1.7mL/V ﾃﾞﾉｽﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) ○

本採用 リコモジュリン点滴静注用12800 12,800U/V
ﾄﾛﾝﾎﾞﾓﾃﾞｭﾘﾝ ｱﾙﾌｧ(遺伝子組

み換え)
○

本採用 リスモダンＰ静注50mg 50mg/5mL/A ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞﾘﾝ酸塩 ○
本採用 リツキサン注10mg/mL 100mg/10mL/V ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) ○
本採用 リツキサン注10mg/mL 500mg/50mL/V ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) ○
本採用 リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 100mg/5mL/本 ﾘﾄﾞｶｲﾝ ○
本採用 リピオドール480注10mL 10mL/A ﾖｰﾄﾞ化ｹｼ油 ○
本採用 リプル注5μg 5μg/1mL/A ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ ○
本採用 リプル注10μg 10μg/2mL/A ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ ○
本採用 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mEq/20mL/A 硫酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ水和物 ○
本採用 リュープリン注射用キット1.88 1.88mg/本 ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩 ○
本採用 リュープリン注射用キット3.75 3.75mg/本 ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩 ○
本採用 リュープリンＳＲ注射用キット11.25 11.25mg/本 ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩 ○
本採用 リンデロン注2mg(0.4%) 2mg/0.5mL/A ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ ○ ○
本採用 リンデロン注4mg(0.4%) 4mg/1mL/A ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ ○ ○
本採用 リン酸Ｎａ補正液0.5mmol/mL 20mL/本 ﾘﾝ酸二水素ﾅﾄﾘｳﾑ水和物 ○ ○
本採用 ルセンティス硝子体内注射用キット 1.65mg/0.165mL/筒 ﾗﾆﾋﾞｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) ○
特購 レギチーン注射液10mg 1% 1mL/1管 ﾌｪﾝﾄﾗﾐﾝﾒｼﾙ酸塩 (限定)

本採用 レスピア静注・経口液60mg 60mg/3mL/V ｶﾌｪｲﾝｸｴﾝ酸塩 ○

本採用 レパーサ皮下注140mgシリンジ 140mg/1mL/筒 エボロクマブ ○

本採用 レペタン注0.2mg 0.2mg/1mL/A ﾌﾞﾌﾟﾚﾉﾙﾌｨﾝ塩酸塩 ○ ○
本採用 レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクル 25mg/瓶 ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ ○
本採用 レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクル 100mg/瓶 ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ ○
本採用 レミケード点滴静注用100 100mg/V ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) ○
本採用 レミナロン注射用100mg 100mg/瓶 ｶﾞﾍﾞｷｻｰﾄﾒｼﾙ酸塩 ○
本採用 レミナロン注射用500mg 500mg/瓶 ｶﾞﾍﾞｷｻｰﾄﾒｼﾙ酸塩 ○
本採用 ロイコボリン注3mg 3mg/1mL/A ﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ ○
本採用 ロイナーゼ注用5000 5000K単位/V L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾅｰｾﾞ ○
本採用 ロピオン静注50mg 50mg/5mL/A ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝｱｷｾﾁﾙ ○ ○
本採用 ロヒプノール静注用2mg 2mg/1mL/A ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ ○

本採用 ワイスタール配合静注用1g 1g/瓶
ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ・ｾﾌｫﾍﾟﾗｿﾞﾝﾅﾄ

ﾘｳﾑ
○

本採用 ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ 1g/B
ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ・ｾﾌｫﾍﾟﾗｿﾞﾝﾅﾄ

ﾘｳﾑ
○

本採用 ワゴスチグミン注2mg 2mg/4mL/A ﾈｵｽﾁｸﾞﾐﾝﾒﾁﾙ硫酸塩 ○


