
院外専用 内服 アーリーダ錠６０ｍｇ 60.00 ｍｇ
院外専用 内服 アイクルシグ錠15ｍｇ 15.00 ｍｇ     
院内専用 内服 アイセントレス錠400ｍｇ 400.00 ｍｇ     
院内外 内服 アイトロール錠２０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍｇ     

院外専用 内服 アイミクス配合錠ＨＤ
院外専用 内服 アイピーディカプセル１００　　　　 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 アキネトン錠１ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ     

院外専用 内服 アグリリンカプセル０．５ｍｇ 0.50 ｍｇ     
院外専用 内服 アコファイド錠１００ｍｇ 100.00 ｍｇ
院内外 内服 アサコール錠４００ｍｇ 400.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 アザニン錠５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ     
院内外 内服 アザルフイジンＥＮ錠５００ｍｇ　　　　　　　　　　 500.00 ｍｇ     
院内外 内服 アシクロビル錠２００ｍｇ「サワイ」 200.00 ｍｇ     
院内外 内服 アジスロマイシン小児用細粒１０％ 100.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 アジスロマイシン錠250mg 250.00 ｍｇ
院内外 内服 アジルバ錠２０ｍｇ 20.00 ｍｇ

院外専用 内服 アジルバ錠４０ｍｇ 40.00 ｍｇ
院外専用 内服 アジレクト錠０．５ｍｇ 0.50 ｍｇ
院外専用 内服 アジレクト錠１ｍｇ 1.00 ｍｇ
院内外 内服 アストフィリン配合錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
院内外 内服 アストリックドライシロップ８０％ 800.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 アスパラカリウム錠３００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　 300.00 ｍｇ     

院外専用 内服 アスパラーＣＡ錠２００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ     
院内外 内服 アスピリン末「ホエイ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
院内外 内服 アスベリン錠２０　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍｇ     
院内外 内服 アスベリン散１０％　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/ｇ   

院外専用 内服 アスベリンシロップ０．５％　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ/ｍＬ  
院内用時、院外可 内服 アセチルスピラマイシン錠２００　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ     

院内外 内服 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「トーワ」 16.00 ｍｇ     
院内外 内服 アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」 30.00 ｍｇ     

院外専用 内服 アダプチノール錠５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 アタラックス錠１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     

院外専用 内服 アタラックス－Ｐシロップ０．５％ 5.00 ｍｇ/ｍＬ  
院内外 内服 アデホスコーワ顆粒１０％　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 アドソルビン原末　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        

院内用時、院外可 内服 アドシルカ錠２０ｍｇ 20.00 ｍｇ     
院内外 内服 アドナ錠１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 アドナ錠３０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30.00 ｍｇ     
院内外 内服 アトルバスタチン錠５ｍｇ「DSEP」 5.00 ｍｇ
院内外 内服 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「DSEP」 10.00 ｍｇ
院内外 内服 アナストロゾール錠１ｍｇ「日医工」 1.00 ｍｇ
院内外 内服 アナフラニール錠１０ｍｇ 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 アナフラニール錠２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 アフィニトール錠5ｍｇ 5.00 ｍｇ
院内外 内服 アブストラル舌下錠１００μg 100.00 μｇ

用時購入、院外可 内服 アブストラル舌下錠２００μg 200.00 μｇ
院外専用 内服 アプリンジン塩酸塩カプセル１０ｍｇ 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 アプレゾリン錠１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「サワイ」 125.00 ｍｇ     
院内外 内服 アプレピタントカプセル８０ｍｇ「サワイ」 80.00 ｍｇ     

院外専用 内服 アボルブカプセル０．５ｍｇ 0.50 ｍｇ     
院内外 内服 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 50.00 ｍｇ     

院外専用 内服 アマンタジン塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ「ＴＥ」　　　　　 50.00 ｍｇ     
院内外 内服 アミティーザカプセル２４μｇ 24.00 µｇ
院内外 内服 アミノレバンＥＮ配合散（コーヒー味） 50.00 ｇ/包   
院内外 内服 アミノレバンＥＮ配合散（フルーツ味） 50.00 ｇ/包   

用時購入、院外可 内服 アミユー配合顆粒 2.50 ｇ/包   
用時購入、院外可 内服 アムノレイク錠２ｍｇ 2.00 ｍｇ     

院内外 内服 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」　　　　　　　 2.50 ｍｇ     
院内外 内服 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」　　　　　　　 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 アモキサンカプセル１０ｍｇ　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     

院外専用 内服 アモキサンカプセル２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     
院内外 内服 アモキシリンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 250.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 アラバ錠１０ｍｇ 10.00 ｍｇ     
院外専用 内服 アラバ錠２０ｍｇ 20.00 ｍｇ     
院外専用 内服 アリセプトＤ錠１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 ２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 アルケラン錠２ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.00 ｍｇ     
院内外 内服 アルダクトンＡ細粒１０％　　　　 100.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 アルドメット錠１２５　　　　　　　　　　　　　 125.00 ｍｇ     

院外専用 内服 アルドメット錠２５０　　　　　　　　　　　　　　　　 250.00 ｍｇ     
院内外 内服 アルファカルシドールカプセル０．２５μg「テバ」 0.25 μｇ    
院内外 内服 アルファカルシドール錠０．５μg「アメル」 0.50 μｇ    
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院内外 内服 アルファカルシドールカプセル１μg「テバ」 1.00 μｇ    
院内外 内服 アルファロール内用液０．５μｇ／ｍL　　　　　　　　　　　　　 0.50 μｇ/ｍＬ 
院内外 内服 アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」 0.40 ｍｇ
院内外 内服 アルロイドG内用液５％ 600.00 ｍＬ/本

院外専用 内服 アレグラドライシロップ 0.30 ｇ/包
院外専用 内服 アレグラドライシロップ 0.60 ｇ/包

院内用時、院外可 内服 アレセンサカプセル１５０ｍｇ 150.00 ｍｇ
院外専用 内服 アレビアチン散１０％ 100.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 アレビアチン錠１００　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ

院外専用 内服 アレロック顆粒０．５％ 2.50 ｍｇ/包
院外専用 内服 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ファイザー」 5.00 ｍｇ
院内外 内服 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ファイザー」 35.00 ｍｇ
院内外 内服 アローゼン顆粒　　　　　　　　　　　 0.50 ｇ/包   
院内外 内服 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 アロプリノール錠５０ｍｇ「杏林」 50.00 ｍｇ
院内外 内服 アロプリノール錠１００ｍｇ「杏林」 100.00 ｍｇ

院外専用 内服 アンジュ２８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
院内外 内服 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」 15.00 ｍｇ     
院内外 内服 アンブロキソール塩酸塩ＤＳ小児用１．５％「タカタ」 15.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 イグザレルトOD錠１０ｍｇ 10.00 ｍｇ
院内外 内服 イグザレルトOD錠１５ｍｇ 15.00 ｍｇ

院外専用 内服 イクスタンジ錠４０ｍｇ 40.00 ｍｇ
院外専用 内服 イクスタンジ錠８０ｍｇ 80.00 ｍｇ
院外専用 内服 イーケプラ錠２５０ｍｇ 250.00 ｍｇ
院内外 内服 イスコチン錠１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 イスコチン原末
院内外 内服 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「ＴＣ」 900.00 ｍｇ/包  
院内外 内服 イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ　　　　　　　　　　　　　　 30.00 ｍＬ/包  

院内用時、院外可 内服 イトラコナゾール錠５０ｍｇ「日医工」　　　　　　　 50.00 ｍｇ     
院内外 内服 イトラコナゾール内用液１％　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ/ｍＬ  

院外専用 内服 イニシンク配合錠
院内用時、院外可 内服 イノラス配合経腸液 187.50 ｍＬ

院外専用 内服 イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ 37.50 ｍｇ     
院外専用 内服 イフェクサーＳＲカプセル７５ｍｇ 75.00 ｍｇ     
院内外 内服 イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 10.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 イブランス錠２５ｍｇ 25.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 イブランス錠１２５ｍｇ 125.00 ｍｇ     

院内外 内服 イミグラン錠５０　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ     
院外専用 内服 イムセラカプセル０．５ｍｇ 0.50 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 イムブルビカカプセル１４０ｍｇ 140.00 ｍｇ     
院外専用 内服 イリボーＯＤ錠２．５μｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.50 μｇ    
院外専用 内服 イリボーＯＤ錠５μｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 μｇ    
院内外 内服 イルベサルタン錠１００ｍｇ「サワイ」 100.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 イレッサ錠２５０　　　　　　　　　　　　　　　　　 250.00 ｍｇ     
院内外 内服 インクレミンシロップ５％　　　　　　　　　　　　　 6.00 ｍｇ/ｍＬ  

院内用時、院外可 内服 インライタ錠１ｍｇ 1.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ヴォトリエント錠２００ｍｇ 200.00 ｍｇ

院内用時、院外可 内服 ウプトラビ錠０．２ｍｇ 0.20 ｍｇ
院内用時、院外可 内服 ウプトラビ錠０．４ｍｇ 0.40 ｍｇ

院内外 内服 ウブレチド錠５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 ウラリット配合錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        

院外専用 内服 ウラリット－Ｕ配合散　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｇ/包   
院外専用 内服 ウリトス錠０．１ｍｇ 0.10 ｍｇ     
院外専用 内服 ウルグートカプセル２００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ     
院内外 内服 ウルソ錠５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ     
院内外 内服 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＺＥ」　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 ウロカルン錠２２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 225.00 ｍｇ     
院内外 内服 エキセメスタン錠２５ｍｇ「NK」 25.00 ｍｇ     
院内外 内服 エクア錠５０ｍｇ 50.00 ｍｇ
院内外 内服 エクセグラン錠１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 エクセグラン散２０％　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ/ｇ   
院外専用 内服 エクフィナ錠50mg 50.00 ｍｇ     
院外専用 内服 エクメット配合錠ＨＤ
院外専用 内服 エクメット配合錠ＬＤ
院内外 内服 エサンブトール錠２５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 250.00 ｍｇ     
院内外 内服 エゼチミブ錠10mg「トーワ」 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 Ｓ・Ｍ配合散　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
院内外 内服 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＮＰ」 0.25 ｍｇ     
院内外 内服 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 0.50 ｍｇ     

院外専用 内服 エチゾラム錠１ｍｇ「ＮＰ」 1.00 ｍｇ     
院内外 内服 エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ 0.75 μｇ
院内外 内服 エトドラク錠２００ｍｇ「タイヨー」 200.00 ｍｇ

院外専用 内服 エナラート細粒１％ 10.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」　　　　　　　 2.50 ｍｇ     
院内外 内服 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」　　　　　　　 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 エネーボ配合経腸用液 250.00 ｍＬ/本  
院内外 内服 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 エバミール錠１．０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ     
院内外 内服 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ファイザー」 50.00 ｍｇ
院内外 内服 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ファイザー」 20.00 ｍｇ     



院内外 内服 エピナスチン塩酸塩ＤＳ１％小児用「日医工」 10.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 エビプロスタット配合錠ＤＢ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
院内外 内服 エビリファイ錠１ｍｇ 1.00 ｍｇ
院内外 内服 エビリファイOD錠３ｍｇ 3.00 ｍｇ
院内外 内服 エフィエント錠３．７５ｍｇ 3.75 ｍｇ

院内専用 内服 エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ 20.00 ｍｇ
院外専用 内服 エプクルーサ配合錠

院内用時、院外可 内服 エフヒ゜ーOD錠２．５　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.50 ｍｇ     
院外専用 内服 エフメノカプセル１００ｍｇ 100.00 ｍｇ
院内外 内服 エブランチルカプセル１５ｍｇ 15.00 ｍｇ     
院内外 内服 ＭＳコンチン錠１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 ＭＳコンチン錠３０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　 30.00 ｍｇ     
院内外 内服 エリキュース錠２．５ｍｇ 2.50 ｍｇ     

院外専用 内服 エリキュース錠５ｍｇ 5.00 ｍｇ     
院外専用 内服 エリスロシン錠２００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ     
院内外 内服 エリスロシンドライシロップＷ２０％　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ/ｇ   

院外専用 内服 エルカルチンFF錠２５０ｍｇ 250.00 ｍｇ
院内外 内服 エルカルチンＦＦ内用液１０％ 10.00 ｍＬ/本  
院内外 内服 エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 0.75 μg
院内外 内服 エレンタール配合内用剤　　　　　　　　　　　　　　 80.00 ｇ/包   

院内用時、院外可 内服 エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤　　　　　 40.00 ｇ/包   
院内外 内服 塩化ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
院内外 内服 塩酸トリヘキシフェニジル錠２ｍｇ「ＮＰ」 2.00 ｍｇ
院内外 内服 エンレスト錠100mg 100.00 ｍｇ
院内外 内服 エンシュア・Ｈ(コーヒー) 250.00 ｍＬ/本  
院内外 内服 エンシュア・Ｈ（バナナ） 250.00 ｍＬ/本  

院外専用 内服 エンシュア・リキッド（コーヒー）　　　　　　　　　　　　　　　 250.00 ｍＬ/本  
院外専用 内服 エンシュア・リキッド（バニラ）　　　　　　　　　　　　　　　 250.00 ｍＬ/本  

院内用時、院外可 内服 エンドキサン錠５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ     
院内外 内服 オキシコドン徐放錠５ｍｇNX「第一三共」　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 オキシコドン徐放錠２０ｍｇNX「第一三共」　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍｇ     
院内外 内服 オキシコドン徐放錠４０ｍｇNX「第一三共」　　　　　　　　　　　　　　　　　 40.00 ｍｇ     
院内外 内服 オキノーム散２．５ｍｇ　　　　　　　　 2.50 ｍｇ/包  
院内外 内服 オキノーム散５ｍｇ　　　　　　　　 5.00 ｍｇ/包
院内外 内服 オキノーム散１０ｍｇ　　　　　　　　 10.00 ｍｇ/包
院内外 内服 オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ

院内用時、院外可 内服 オークル錠１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 オゼックス細粒小児用１５％　　　　　　　　　　　　　　 150.00 ｍｇ/ｇ   

院外専用 内服 オゼックス錠１５０　　　　　　　　　　　　　　　　 150.00 ｍｇ     
院内外 内服 オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」 75.00 ｍｇ     
院内外 内服 オセルタミビルＤＳ３％「サワイ」 30.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 オダイン錠１２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 125.00 ｍｇ     

院外専用 内服 オテズラ錠１０ｍｇ 10.00 ｍｇ     
院外専用 内服 オテズラ錠２０ｍｇ 20.00 ｍｇ     
院外専用 内服 オテズラ錠３０ｍｇ 30.00 ｍｇ     
院内外 内服 オノンドライシロップ１０％　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/ｇ   

院内用時、院外可 内服 オフェブカプセル１００ｍｇ 100.00 ｍｇ
院内用時、院外可 内服 オフェブカプセル１５０ｍｇ 150.00 ｍｇ
院内用時、院外可 内服 オプスミット錠１０ｍｇ 10.00 ｍｇ

院内外 内服 オプソ内服液５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ/包  
院内外 内服 オプソ内服液１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ/包  
院内外 内服 オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ 2.50 ｍｇ     

院外専用 内服 オランザピンＯＤ錠１０ｍｇ 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 オランザピン細粒１％ 10.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 オルケディア錠１ｍｇ 1.00 ｍｇ     

院外専用 内服 オルミエント錠 2.00 ｍｇ/錠 
院外専用 内服 オルミエント錠 4.00 ｍｇ/錠 
院内外 内服 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「DSEP」　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「DSEP」　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍｇ     

院外専用 内服 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「日医工」　　　　　　　　　　　　　　　 40.00 ｍｇ     
院外専用 内服 オンジェンティス錠２５ｍｇ 25.00 ｍｇ     
院内外 内服 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 カイトリル錠２ｍｇ 2.00 ｍｇ     
院内外 内服 ガスコン錠４０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40.00 ｍｇ     

院外専用 内服 カデュエット配合錠４番
院内外 内服 カナグル錠１００ｍｇ 100.00 ｍｇ

院外専用 内服 カナリア配合錠
院内外 内服 カバサール錠０．２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 0.25 ｍｇ     

院外専用 内服 カバサール錠１ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ     
院内外 内服 ガバペン錠２００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ     
院内外 内服 カフェイン水和物「マルイシ」　　　　　　　　　　　　        
院内外 内服 カペシタビン錠300mg「ヤクルト」 300.00 ｍｇ

院外専用 内服 カボメティクス錠20mg 20.00 ｍｇ
院外専用 内服 カボメティクス錠20mg 60.00 ｍｇ
院内外 内服 カモスタットメシル酸塩錠100ｍｇ「日医工」 100.00 ｍｇ
院内外 内服 ガランタミンOD錠4mg「DSEP」 4.00 ｍｇ
院内外 内服 カルタンＯＤ錠５００ｍｇ 500.00 ｍｇ
院内外 内服 カルナクリン錠５０　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 U      
院内外 内服 カルベジロール錠１．２５ｍｇ「サワイ」 1.25 ｍｇ     
院内外 内服 カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 2.50 ｍｇ     



院内外 内服 カルベジロール錠１０ｍｇ「トーワ」 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 カルボシステインシロップ５％「タカタ」 50.00 ｍｇ/ｍＬ  
院内外 内服 カルボシステインDS５０％「タカタ」 500.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 カルボシステイン錠５００ｍｇ「テバ」 500.00 ｍｇ
院内外 内服 カロナール錠５００ 500.00 ｍｇ

院外専用 内服 カロナールシロップ２％　　　　　　　 20.00 ｍｇ/ｍＬ  
院内用時、院外可 内服 希塩酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/本  

院内専用 内服 キシロカインビスカス２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍＬ     
院内外 内服 キプレスチュアブル錠５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 クエチアピン錠１２．５ｍｇ「明治」 12.50 ｍｇ     

院外専用 内服 クエチアピン錠２５ｍｇ「トーワ」 25.00 ｍｇ     
院内外 内服 クエチアピン錠５０ｍｇ「明治」 50.00 ｍｇ     
院内外 内服 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「ＪＧ」 50.00 ｍｇ     
院内外 内服 グーフィス錠５ｍｇ 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 クラバモックス小児用配合ドライシロップ　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.505 ｇ/包   
院内外 内服 クラリス錠５０小児用　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ     
院内外 内服 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「トーワ」　　　　　 200.00 ｍｇ     
院内外 内服 クラリスロマイシンＤＳ10%小児用「タカタ」　　　　　　 100.00 ｍｇ/ｇ   

院外専用（小児科限定） 内服 クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 グランダキシン錠５０　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ     
院内外 内服 グリチロン配合錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        

院内用時、院外可 内服 グリベック錠１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 グリミクロンＨＡ錠２０ｍｇ 20.00 ｍｇ     
院内外 内服 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＡＡ」 0.50 ｍｇ     
院内外 内服 グリメピリド錠１ｍｇ「ＡＡ」 1.00 ｍｇ     

院外専用 内服 グルコバイ錠５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ     
院外専用 内服 グルコバイ錠１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ　　　　　　　　　　　 1.00 ｇ/包   
院内外 内服 グルファスト錠１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 クレメジン速崩錠５００ｍｇ 500.00 ｍｇ     
院内外 内服 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 25.00 ｍｇ     
院内外 内服 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 75.00 ｍｇ     

院外専用 内服 クロミッド錠５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ     
院内外 内服 クロルマジノン酢酸エステル錠２５ｍｇ「ＹＤ」 25.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 ケアラム錠２５ｍｇ 25.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ケアロードＬＡ錠６０μｇ 60.00 μｇ
院内外 内服 ケイキサレートドラシシロップ７６％ 3.27 ｇ/包
院内外 内服 ケイツーシロップ０．２％　　　　　　　　　　　　　 2.00 ｍｇ/ｍＬ/包
院内外 内服 ケフラール細粒小児用100mg　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 コカール錠２００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ     
院内外 内服 コカールドライシロップ４０％　　　　　　　　　　　　 400.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 コスパノンカプセル４０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　 40.00 ｍｇ     
院内外 内服 コデインリン酸塩散「メタル」（１０ｍｇ／ｇ）　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 コートリル錠１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     

院外専用 内服 コバシル錠４ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.00 ｍｇ     
院内外 内服 コムタン錠１００ｍｇ 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 コララン錠2.5mg 2.50 ｍｇ     

院外専用 内服 コララン錠5mg 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 コララン錠7.5mg 7.50 ｍｇ     
院内外 内服 コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.50 ｍｇ     

院外専用 内服 コレバイン錠５００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍｇ     
院内外 内服 コロネル細粒８３．３％　　　　　　　　　　　 833.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ　　　　　　　 12.50 ｍｇ     

院外専用 内服 コントミン糖衣錠２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 コンバントリンドライシロップ１００ｍｇ　　　　 100.00 ｍｇ/ｇ   

院内外 内服 ザイザル錠４ｍｇ 0.50 ｍｇ/ｍL
院外専用 内服 ザイザルシロップ０．０５％ 5.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ザイティガ錠２５０ｍｇ 250.00 ｍｇ     
院外専用 内服 サイトテック錠２００　　　　　　　　　　　　　　　　 200.00 μｇ    

院内用時、院外可 内服 ザイボックス錠６００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 600.00 ｍｇ     
院内外 内服 サイレース錠１ｍｇ 1.00 ｍｇ     

院外専用 内服 サイレース錠２ｍｇ 2.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ザクラス配合錠HD

院内用時、院外可 内服 ザーコリカプセル２００ｍｇ 200.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 ザーコリカプセル２５０ｍｇ 250.00 ｍｇ     

院外専用 内服 ザジテンカプセル１ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ザジテンドライシロップ０．１％　　　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 サムスカOD錠７．５ｍｇ 7.50 ｍｇ
院内外 内服 サムスカOD錠１５ｍｇ 15.00 ｍｇ

院内用時、院外可 内服 サムスカOD錠３０ｍｇ 30.00 ｍｇ
院内用時、院外可 内服 サムチレール内用懸濁液１５％ 750.00 ｍｇ/包
院内用時、院外可 内服 サラジェン錠５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ     

院内外 内服 サラゾピリン錠　　　　　　　　 500.00 ｍｇ     
院内外 内服 サリグレンカプセル３０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　 30.00 ｍｇ     

院外専用 内服 ザルティア錠５ｍｇ 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 100.00 ｍｇ

院外専用 内服 ザロンチンシロップ５％　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ/ｍＬ  
院内用時 内服 サレドカプセル１００　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 酸化マグネシウム錠250mg 250.00 ｍｇ     
院内外 内服 酸化マグネシウム錠３３0mg 330.00 ｍｇ



院外専用 内服 ジアスターゼ原末「マルイシ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
院内用時、院外可 内服 ジアソキシドカプセル２５ｍｇ「ＭＳＤ」 25.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 シアナマイド内用液１％「タナベ」 10.00 ｍｇ/ｍＬ  

院内外 内服 ジェイゾロフトOD錠２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ジェイゾロフトOD錠１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ジェニナック錠２００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ジェミニーナ配合錠

院内用時、院外可 内服 ジオトリフ錠２０ｍｇ 20.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 ジオトリフ錠３０ｍｇ 30.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 ジオトリフ錠４０ｍｇ 40.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 ジカディア錠１５０ｍｇ 150.00 ｍｇ     

院外専用 内服 シクレスト舌下錠５ｍｇ 5.00 ｍｇ     
院外専用 内服 シクレスト舌下錠１０ｍｇ 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「トーワ」 25.00 ｍｇ     
院内外 内服 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」 25.00 ｍｇ     

院外専用 内服 ジゴシン散０．１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 ジゴキシンKY錠０．２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.25 ｍｇ     

用時購入 内服 ジセレカ錠100mg 100.00 ｍｇ     
用時購入 内服 ジセレカ錠200mg 200.00 ｍｇ     
院外専用 内服 シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU 2000.00 JAU/錠
院外専用 内服 シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU 5000.00 JAU/錠
院内外 内服 シナール配合顆粒　　　　　 200.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 ジピリダモール散１２．５％「ＪＧ」 125.00 ｍｇ/ｇ   

院内用時、院外可 内服 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「SW」 200.00 ｍｇ
院内外 内服 シベノール錠５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ     

院外専用 内服 ジャカビ錠５ｍｇ 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 ジャディアンス錠１０ｍｇ 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 ジャディアンス錠２５ｍｇ 25.00 ｍｇ     
院内外 内服 重質酸化マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        

院外専用 内服 ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ 90.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ジュリナ錠０．５ｍｇ 0.50 ｍｇ     
院内外 内服 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 50.00 ｍｇ     

院外専用 内服 ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 ジルチアゼム塩酸塩錠３０「サワイ」　　　　　　　　　　　　　　　　 30.00 ｍｇ     
院内外 内服 ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 シロスタゾールOD錠５０ｍｇ「サワイ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ     
院内外 内服 シロスタゾールOD錠１００ｍｇ「サワイ」　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     

院外専用 内服 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＥＥ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.00 ｍｇ     
院内外 内服 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＥＥ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.00 ｍｇ     
院内外 内服 スインプロイク錠０．２ｍｇ 0.20 ｍｇ     

院外専用 内服 スタレボ配合錠Ｌ５０
院内用時、院外可 内服 スチバーガ錠４０ｍｇ 40.00 ｍｇ
院内用時、院外可 内服 スーテントカプセル１２．５ｍｇ 12.50 ｍｇ     

院外専用 内服 ストラテラカプセル１０ｍｇ 10.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ストラテラカプセル４０ｍｇ 40.00 ｍｇ     
院内外 内服 ストロカイン錠５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 ストロメクトール錠３ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.00 ｍｇ     
院内外 内服 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」 25.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 スピロペント錠１０μｇ 10.00 μｇ    
院内用時、院外可 内服 スプリセル錠２０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 スプリセル錠５０ｍｇ 50.00 ｍｇ     

院外専用 内服 スペリア錠２００ｍｇ 200.00 ｍｇ
院外専用 内服 スマイラフ錠５０ｍｇ 50.00 ｍｇ     
院外専用 内服 スマイラフ錠１００ｍｇ 100.00 ｍｇ
院内外 内服 スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 50.00 ｍｇ     

院外専用 内服 セキソビット錠１００ｍｇ 100.00 ｍｇ
院外専用 内服 ゼジューラ錠100mg 100.00 ｍｇ
院内外 内服 ゼスラン錠３ｍｇ 3.00 ｍｇ     

院外専用 内服 セディール錠１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ
院内外 内服 セパミット－Ｒカプセル１０　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 セパミット細粒１％　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ/包  
院内外 内服 セファクロルカプセル２５０mg「サワイ」 250.00 ｍｇ
院内外 内服 セファドール錠２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 セファランチン錠１ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ゼフィックス錠１００　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 セフジニルカプセル１００ｍｇ「ＪＧ」 100.00 ｍｇ
院内外 内服 セフジニル小児用細粒１０％「ＪＧ」 100.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 セララ錠２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     

院外専用 内服 セリンクロ錠 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 セルシン錠２ｍｇ 2.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 セルセプトカプセル２５０ｍｇ 250.00 ｍｇ     
院内外 内服 セレコキシブ錠１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 セレコキシブ錠２００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 セレジスト錠５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 セレスタミン配合錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        

院外専用 内服 セレニカＲ錠４００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400.00 ｍｇ     
院外専用 内服 セレニカＲ顆粒４０％　　　　　　　　　　　 400.00 ｍｇ/ｇ   
院外専用 内服 セレネース細粒１％　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ/ｇ   



院内外 内服 セレネース錠０．７５ｍｇ　　　　　　　　　　　　 0.75 ｍｇ     
院内外 内服 セレネース錠１．５ｍｇ　　　　　　　　　　　　 1.50 ｍｇ     

院外専用 内服 セレネース錠３ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ゼンタコートカプセル３ｍｇ 3.00 ｍｇ     
院内外 内服 センノサイド錠１２ｍｇ「サワイ」 12.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 ソタコール錠４０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「トーワ」 7.50 ｍｇ     
院内外 内服 ゾピクロン錠１０ｍｇ「トーワ」 10.00 ｍｇ     

院外専用 内服 ゾフルーザ錠１０ｍｇ 10.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ゾフルーザ錠２０ｍｇ 20.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　 2.50 ｍｇ     
院内外 内服 ソランタール錠１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 ソリタ－Ｔ配合顆粒３号　　　　　　　　　　　　　　　　 4.00 ｇ/包   
院内外 内服 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「DSEP」 5.00 ｍｇ
院内外 内服 ダイアモックス錠２５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 250.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 タイケルブ錠２５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250.00 ｍｇ     
院内外 内服 ダイフェン配合錠

院外専用 内服 ダオニール錠１．２５ｍｇ　　　　　　　　　　　 1.25 ｍｇ     
院外専用 内服 ダクチル錠５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 タグリッソ錠４０ｍｇ 40.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 タグリッソ錠８０ｍｇ 80.00 ｍｇ     

院外専用 内服 タケキャブ錠１０ｍｇ 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 タケキャブ錠２０ｍｇ 20.00 ｍｇ

院内用時、院外可 内服 タシグナカプセル１５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　 150.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 タシグナカプセル２００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 タフィンラーカプセル５０ｍｇ 50.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 タフィンラーカプセル７５ｍｇ 75.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 ダフクリア錠２００ｍｇ 200.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 タペンタ錠２５ｍｇ 25.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 タペンタ錠１００ｍｇ 100.00 ｍｇ     

院内外 内服 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「明治」 0.20 ｍｇ
院外専用 内服 タモキシフェン錠１０ｍｇ「日医工」 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 タモキシフェン錠２０ｍｇ「サワイ」 20.00 ｍｇ     
院内外 内服 ダラシンカプセル１５０ｍｇ 150.00 ｍｇ     

院外専用 内服 タリオン錠１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     
院外専用 内服 タリージェ錠5mg 5.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 タルセバ錠２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 タルセバ錠１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 タルセバ錠１５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 150.00 ｍｇ     

院内外 内服 炭酸水素ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
院内専用 内服 炭酸水素ナトリウム「ケンエー」　　　　　　　　　　　　 1.00 ｇ/包   
院内外 内服 単シロップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　        

院内用時、院外可 内服 ダントリウムカプセル２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     
院内外 内服 タンニン酸アルブミン　　　　　　　　　　　　　　        
院内外 内服 タンボコール錠５０ｍｇ 50.00 ｍｇ
院内外 内服 チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 25.00 ｍｇ
院内外 内服 チウラジール錠　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ     

院外専用（患者限定） 内服 チオラ錠１００ 100.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 チガソンカプセル１０　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     

院内外 内服 チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 100.00 ｍｇ
院内外 内服 チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 1.00 ｍｇ

院外専用 内服 チョコラＡ錠１万単位　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 MU     
院外専用 内服 チャンピックス錠０．５ｍｇ 0.50 ｍｇ     
院外専用 内服 チャンピックス錠１ｍｇ 1.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 チラーヂンＳ散０．０１％　　　　　　　　　　　　 0.10 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 チラーヂンＳ錠２５μｇ　　　　　　　　　 25.00 μｇ    
院内外 内服 チラージンＳ錠５０μｇ 50.00 μｇ    

院外専用 内服 ５μｇチロナミン錠 5.00 μｇ    
院内外 内服 ツインラインNF配合経腸用液 400.00 ｍＬ/本  

院内専用 内服 ツルバダ配合錠
院内外 内服 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ 20.00 ｍｇ
院内外 内服 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ 25.00 ｍｇ
院内外 内服 ディナゲスト錠０．５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.50 ｍｇ     
院内外 内服 ディナゲスト錠１ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ     
院内外 内服 デエビゴ錠２．５ｍｇ 2.50 ｍｇ     
院内外 内服 デエビゴ錠１０ｍｇ 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 テオドール錠５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ     
院内外 内服 テオドール錠１００ｍｇ　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 テオドール錠２００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ     
院内外 内服 テオフィリン徐放DS小児用２０％「トーワ」 200.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 デカドロン錠０．５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.50 ｍｇ     
院内外 内服 デカドロン錠４ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.00 ｍｇ     

院外専用 内服 テクフィデラカプセル１２０ｍｇ 120.00 ｍｇ     
院外専用 内服 テクフィデラカプセル２４０ｍｇ 240.00 ｍｇ     
院内外 内服 テグレトール細粒５０％　　　　　　　　　　　 500.00 ｍｇ     
院内外 内服 テグレトール錠１００ｍｇ　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     

院外専用 内服 テグレトール錠２００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ     
院外専用 内服 デザレックス錠５ｍｇ 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 テトラミド錠１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     

院外専用 内服 エドルミズ錠５０ｍｇ 50.00 ｍｇ     



院内外 内服 テネリアOD錠２０ｍｇ 20.00 ｍｇ
院内外 内服 デノタスチュアブル配合錠
院内外 内服 デパケン細粒４０％ 400.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 デパケンＲ錠１００ｍｇ　 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 デパケンＲ錠２００ｍｇ　 200.00 ｍｇ     
院内外 内服 テプレノンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 50.00 ｍｇ
院内外 内服 テプレノン細粒１０％「トーワ」 50.00 ｍｇ/包
院内外 内服 デプロメール錠２５　　　　　　 25.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 テモダールカプセル２０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 テモダールカプセル１００ｍｇ 100.00 ｍｇ     

院外専用 内服 デュファストン錠　　 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 デュロキセチンカプセル20mg「ニプロ」 20.00 ｍｇ     
院内外 内服 デュロキセチンカプセル３0mg「ニプロ」 30.00 ｍｇ     
院内外 内服 テルミサルタン錠２０ｍｇ「三和」　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍｇ     

院外専用 内服 テルミサルタン錠４０ｍｇ「三和」　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ファイザー」 125.00 ｍｇ

院内外 内服 トアラセット配合錠「ＤＳＥＰ」
院内外 内服 トウモロコシデンプン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
院内外 内服 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「タナベ」 0.50 ｍｇ
院内外 内服 ドキサゾシン錠２ｍｇ「タナベ」 2.00 ｍｇ

院内用時、院外可 内服 トピナ錠５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 ドネペジル塩酸塩OD錠３ｍｇ「サワイ」 3.00 ｍｇ

院内外 内服 ドネペジル塩酸塩OD錠５ｍｇ「サワイ」 5.00 ｍｇ
院内外 内服 ドパコール配合錠L100

院外専用 内服 トビエース錠４ｍｇ 4.00 ｍｇ     
院外専用 内服 トビエース錠８ｍｇ 8.00 ｍｇ     

院内外両用 内服 トピロリック錠２0ｍｇ 20.00 ｍｇ
院外専用 内服 トピロリック錠４0ｍｇ 40.00 ｍｇ
院内外 内服 ドプスＯＤ錠２００ｍｇ 200.00 ｍｇ

院外専用 内服 トフラニール錠１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     
院外専用 内服 トフラニール錠２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 トラクリア錠６２．５ｍｇ 62.50 ｍｇ     
院内外 内服 トラゼンタ錠５ｍｇ 5.00 ｍｇ

院外専用 内服 トラディアンス配合錠ＡＰ
院外専用 内服 トラディアンス配合錠ＢＰ
院内外 内服 トラベルミン配合錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
院内外 内服 トラマールＯＤ錠２５ｍｇ 25.00 ｍｇ     

院内専用 内服 ドラマミン錠５０ｍｇ 50.00 ｍｇ
院外専用 内服 トランコロン錠７．５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.50 ｍｇ     
院内外 内服 トランサミン錠２５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　 250.00 ｍｇ     
院内外 内服 トランサミン散５０％　　　　　　　 500.00 ｍｇ/ｇ   

院外専用 内服 トランサミンシロップ５％ 50.00 ｍｇ/ｍＬ  
院内外 内服 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「日医工」 0.125 ｍｇ

院外専用 内服 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 0.25 ｍｇ
院内外 内服 トリクロリールシロップ１０％　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/ｍＬ  
院内外 内服 トリプタノール錠１０　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 トリプタノール錠２５　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     
院内外 内服 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」 7.50 ｍｇ     
院内外 内服 トレミフェン錠４０ｍｇ「サワイ」 40.00 ｍｇ     

院内専用 内服 トレーランＧ液５０ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 150.00 ｍＬ/本  
院内専用 内服 トレーランＧ液７５ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 225.00 ｍＬ/本  
院外専用 内服 トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ 25.00 ｍｇ
院外専用 内服 トレリーフＯＤ錠５０ｍｇ 50.00 ｍｇ
院内外 内服 経口用トロンビン細粒０．５万単位「サワイ」 5000.00 U/包
院内外 内服 ナイキサン錠１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 ナウゼリンＯＤ錠１０　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 ナウゼリンドライシロップ１％　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ/ｇ   

院外専用 内服 ナディック錠30mg 30.00 ｍｇ
院内外 内服 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「タカタ」 25.00 ｍｇ
院内外 内服 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「タカタ」 50.00 ｍｇ

院外専用 内服 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「タカタ」 75.00 ｍｇ
院内外 内服 ナルサス錠２ｍｇ 2.00 ｍｇ
院内外 内服 ナルサス錠６ｍｇ 6.00 ｍｇ
院内外 内服 ナルサス錠１２ｍｇ 12.00 ｍｇ
院内外 内服 ナルラピド錠１ｍｇ 1.00 ｍｇ
院内外 内服 ナルラピド錠２ｍｇ 2.00 ｍｇ

院外専用 内服 ニコランジル錠２．５ｍｇ「日医工」 2.50 ｍｇ
院内外 内服 ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」 5.00 ｍｇ
院内外 内服 ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」 5.00 ｍｇ
院内外 内服 ニトロール錠５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.30 ｍｇ     

院外専用 内服 ニバジール錠２ｍｇ　　 2.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ニバジール錠４ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.00 ｍｇ     
院内外 内服 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「NP」 20.00 ｍｇ

院外専用 内服 ニュベクオ錠300mg　　　　　　　　　　　　 300.00 ｍｇ
院内外 内服 乳酸カルシウム水和物〈ハチ〉原末　　　 1.00 ｇ
院内外 内服 乳糖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        

院内用時、院外可 内服 ニンラーロカプセル２．３ｍｇ 2.30 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 ニンラーロカプセル３ｍｇ 3.00 ｍｇ     



院内外 内服 ニンラーロカプセル４ｍｇ 4.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ネイリンカプセル１００ｍｇ 100.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ネオフィリン錠１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 ネオフィリン原末　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
院内外 内服 ネオマレルミンＴＲ錠６ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 ネオーラル内用液１０％　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｇ/50ｍＬ 
院内外 内服 ネキシウムカプセル２０ｍｇ 20.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 ネクサバール錠２００ｍｇ　　　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ネルボン散１％ 10.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 ノイキノン錠１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 ノイロトロピン錠４単位　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.00 U      

院内用時、院外可 内服 ノウリアスト錠２０ｍｇ 20.00 mg
院外専用 内服 ノックビン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00        
院内外 内服 ノバミン錠５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ     

院外専用 内服 ノベルジン錠５０ｍｇ 50.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ノリトレン錠２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     
院内専用 内服 ノルレボ錠１．５ｍｇ 1.50 ｍｇ     
院外専用 内服 バイアグラ錠５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ     
院内外 内服 バイアスピリン錠１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     

院外専用 内服 ハイゼット錠５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 ハイドレアカプセル５００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍｇ     

院外専用 内服 ハイボン錠２０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍｇ     
院外専用 内服 パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ 12.50 ｍｇ     
院内外 内服 バクタ配合顆粒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        

院内専用 内服 ハッカ油　局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/本  
院外専用 内服 バファリン配合錠Ａ８１　　　　　 81.00 ｍｇ     
院内外 内服 バフセオ錠150mg 150.00 ｍｇ     
院内外 内服 ハーフジコキシンKY錠０．１２５ 0.125 ｍｇ     

院外専用 内服 ハーボニー配合錠
院外専用 内服 バラクルード錠０．５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.50 ｍｇ     
院内外 内服 バラシクロビル錠５００ｍｇ「トーワ」 500.00 ｍｇ     
院内外 内服 ３００ｍｇパラミジンカプセル　　　　　　　 300.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 バリキサ錠４５０ｍｇ 450.00 ｍｇ     
院内外 内服 バリトゲン消泡内用液２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍｇ/ｍＬ  
院内外 内服 バルプロ酸ナトリウムシロップ
院内外 内服 パルモディア錠０．１ｍｇ 0.10 ｍｇ
院内外 内服 バレリン錠１００ｍｇ 100.00 ｍｇ     

院外専用 内服 バレリン錠２００ｍｇ 200.00 ｍｇ     
院外専用 内服 パロキセチン錠５ｍｇ「サワイ」 5.00 ｍｇ
院内外 内服 パロキセチン錠１０ｍｇ「サワイ」 10.00 ｍｇ

院外専用 内服 パロキセチン錠２０ｍｇ「サワイ」 2.00 ｍｇ
院内外 内服 パンクレアチン　        
院内外 内服 塩酸バンコマイシン散０．５ｇ「ファイザー」　　　　　　　　 0.50 ｇ/V    
院内外 内服 調剤用パンビタン末　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
院内外 内服 ＰＬ配合顆粒　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｇ/包   

院外専用 内服 幼児用ＰＬ配合顆粒　　　　　　　　　　　　　        
院内外 内服 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「日医工」 15.00 ｍｇ
院内外 内服 ビオスリー配合錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        

院外専用 内服 ビオチン散０．２％「フソー」　　　　　　　　　　　　　 2.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 ビオフエルミンＲ錠　　　　　　　　　　　　　　　　 6.00 ｍｇ     
院内外 内服 ビオフェルミンＲ散　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｇ/包   
院内外 内服 ビカルタミド錠８０ｍｇ「トーワ」 80.00 ｍｇ
院内外 内服 ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＪＧ」 10.00 ｍＬ/本  
院内外 内服 ビクシリンカプセル２５０ｍｇ 250.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　 0.12 ｍｇ     
院内外 内服 ビ・シフロール錠０．５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 0.50 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 ヒスロンＨ２００　　　　　　　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ピーゼットシー糖衣錠４ｍｇ 4.00 ｍｇ     
院内外 内服 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「サワイ」 0.625 ｍｇ     
院内外 内服 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 2.50 ｍｇ     
院内外 内服 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 1.00 ｍｇ     
院内外 内服 ビタメジン配合カプセルＢ２５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
院内外 内服 ヒダントール錠２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     

院外専用 内服 ヒダントールＦ配合錠        
院内外 内服 ピドキサール錠１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 ビビアント錠２０ｍｇ 20.00 ｍｇ     
院内外 内服 ヒべルナ糖衣錠２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 ヒベルナ散１０％　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 ビムパット錠５０ｍｇ 50.00 ｍｇ     

院外専用 内服 ビムパット錠１００ｍｇ 100.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ビムパットドライシロップ１０％ 100.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」　　　　　　　　　　　　　 1.25 ｍｇ     

院外専用 内服 ビラノアOD錠２０ｍｇ 20.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 ビラフトビカプセル50mg 50.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 ビラフトビカプセル７5mg 75.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 ピラマイド原末　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ     

院内外 内服 ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「トーワ」　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     
院内外 内服 ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「トーワ」　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 ビルトリシド錠６００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 600.00 ｍｇ     



院内外 内服 ヒルナミン錠（５ｍｇ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 ヒルナミン錠（２５ｍｇ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 ピレスパ錠２００ｍｇ 200.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ファムビル錠２５０ｍｇ 250.00 ｍｇ     
院内外 内服 ファモチジンD錠１０ｍｇ「サワイ」 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 ファモチジンD錠２０ｍｇ「サワイ」 20.00 ｍｇ     
院内外 内服 ファモチジン散２％「オーハラ」 10.00 ｍｇ/0.5ｇ

院内用時、院外可 内服 ファリーダックカプセル１０ｍｇ 10.00 ｍｇ
院内用時、院外可 内服 ファリーダックカプセル１５ｍｇ 15.00 ｍｇ

院内外 内服 ファロム錠２００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ     
院内外 内服 ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/ｍＬ  

院外専用 内服 フィコンパ錠２ｍｇ 2.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 フィコンパ錠４ｍｇ 4.00 ｍｇ     

院内外 内服 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 60.00 ｍｇ     
院内専用 内服 フェキソフェナジン塩酸塩ＤＳ5%「トーワ」 50.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 フェノバール錠３０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 30.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 フェノバールエリキシル０．４％　　　　　　　　　　 4.00 ｍｇ/ｍＬ  
院内外 内服 フェノバール散１０％　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 フェブキソスタット錠１０ｍｇ「トーワ」 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 フェブキソスタット錠２０ｍｇ「トーワ」 20.00 ｍｇ     

院外専用 内服 フェブリク錠４０ｍｇ 40.00 ｍｇ     
院内外 内服 フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ　　　　　　　　 105.00 ｍｇ     

院外専用 内服 フェロミア顆粒８．３％ 100.00 ｍｇ/１．２ｇ
院外専用 内服 フォシーガ錠５ｍｇ 5.00 ｍｇ     
院外専用 内服 フォシーガ錠１０ｍｇ 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 フォリアミン錠　　　　　　　　 5.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 ブシラミン錠１００ｍｇ「日医工」 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 ブスコパン錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 プラケニル錠２００ｍｇ 200.00 ｍｇ     
院内外 内服 プラザキサカプセル７５ｍｇ 75.00 ｍｇ     
院内外 内服 プラザキサカプセル１１０ｍｇ 110.00 ｍｇ     
院内外 内服 フラジール内服錠２５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　 250.00 ｍｇ     
院内外 内服 ブラダロン錠２００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ     
院内外 内服 プラノバール配合錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
院内外 内服 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「トーワ」 5.00 ｍｇ
院内外 内服 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 10.00 ｍｇ
院内外 内服 プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「日医工」 112.50 ｍｇ     

院外専用 内服 プリミドン錠２５０ｍｇ「日医工」　　　　　　　　　　　　 250.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 プリミドン細粒９９．５％「日医工」　　　　　　　　        

院内外 内服 プリモボラン錠５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 プリンペラン錠５ 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 フルイトラン錠１ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ     

院外専用 内服 フルイトラン錠２ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.00 ｍｇ     
院内外 内服 フルコナゾールカプセル100ｍｇ「日医工」 100.00 ｍｇ

院内用時、院外可 内服 フルダラ錠１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 ブルフェン錠１００　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 ブレディニン錠２５　　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     

院内外 内服 プレガバリンOD錠25mg「トーワ」 25.00 ｍｇ     
院内外 内服 プレガバリンOD錠７5mg「トーワ」 75.00 ｍｇ     
院内外 内服 プレドニゾロン散「タケダ」１％　　　　　　　　 10.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ     
院内外 内服 プレドニゾロン錠「タケダ」５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ     

院外専用 内服 プレマリン錠０．６２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　 625.00 μｇ    
院内外 内服 プレミネント配合錠ＬＤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        

院内用時、院外可 内服 塩酸プロカルバジンカプセル５０ｍｇ「中外」　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 プログラフカプセル０．５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.50 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 プログラフカプセル１ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 プログラフ顆粒１ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ/包  

院内外 内服 フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 40.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 フロセミド錠１０ｍｇ｢ＮＰ｣ 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 フロセミド錠２０ｍｇ「武田テバ」 20.00 ｍｇ     
院内外 内服 フロセミド錠４０ｍｇ「武田テバ」 40.00 ｍｇ     

院外専用 内服 プロチアデン錠２５ 25.00 ｍｇ     
院内外 内服 ブロチゾラムOD錠０．２５ｍｇ「JＧ」 0.25 ｍｇ

院内専用 内服 プロナーゼMS 20000.00 単位/包
院内外 内服 プロパフェノン塩酸塩錠１５０ｍｇ「オーハラ」 150.00 ｍｇ
院内外 内服 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＳ」 10.00 ｍｇ
院内外 内服 プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     

院外専用 内服 ブロプレス錠４　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ブロプレス錠８　　　　　　　　　　　　 8.00 ｍｇ     
院外専用 内服 プロペシア錠１ｍｇ 1.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 プロベラ錠２．５ｍｇ 2.50 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 フロベン顆粒８％

院内外 内服 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ 4.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 ブロムペリドール錠1ｍｇ「アメル」 1.00 ｍｇ     

院内外 内服 フロリ－ドゲル経口用２％　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｇ      
院内用時、院外可 内服 フロリネフ錠０．１ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 0.10 ｍｇ     

院内外 内服 ベオーバ錠５０ｍｇ 50.00 ｍｇ     
院内外 内服 ベサコリン散５％　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ/ｇ   

院内用時、院外可 内服 ベサノイドカプセル１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     



院内外 内服 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「ｻﾜｲ」 200.00 ｍｇ
院外専用 内服 ベージニオ錠５０ｍｇ 50.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ベージニオ錠１００ｍｇ 100.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ベージニオ錠１５０ｍｇ 150.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ベタニス錠２５ｍｇ 25.00 ｍｇ     
院内外 内服 ベタニス錠５０ｍｇ 50.00 ｍｇ     
院内外 内服 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「CEO」 6.00 ｍｇ     
院内外 内服 ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 0.50 ｍｇ     

院外専用 内服 ベニジピン塩酸錠２ｍｇ「トーワ」 2.00 ｍｇ
院内外 内服 ベニジピン塩酸錠４ｍｇ「トーワ」 4.00 ｍｇ

院内用時、院外可 内服 ベネクレクスタ錠100mg 100.00 ｍｇ
院内用時、院外可 内服 ベネクレクスタ錠50mg 50.00 ｍｇ

院外専用 内服 ベネシッド錠２５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 250.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ベネット錠２．５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.50 ｍｇ     
院外専用 内服 ベネトリンシロップ 0.40 ｍｇ/ｍＬ  
院内外 内服 ベプリコール錠５０ｍｇ 50.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 ベムリディ錠２５ｍｇ 25.00 ｍｇ
院内外 内服 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「トーワ」 20.00 μｇ

院外専用 内服 ペリアクチン錠４ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ペリアクチン散１％ 10.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 ペルサンチン錠２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     
院内外 内服 ベルソムラ錠１０ｍｇ 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 ベルソムラ錠１５ｍｇ 15.00 ｍｇ     

院外専用 内服 ベルソムラ錠２０ｍｇ 20.00 ｍｇ     
院内外 内服 ベンザリン錠５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ     

院外専用 内服 ペンタサ顆粒９４％ 2.12 ｇ/包
院内外 内服 ホクナリンドライシロップ０．１％小児用　　　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 ボグリボースOD錠０．２ｍｇ「サワイ」 0.20 ｍｇ

院外専用 内服 ボシュリフ錠１００ｍｇ 100.00 ｍｇ
院内外 内服 ホスミシン錠５００　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 ホスミシンドライシロップ４００　　　　　　　　　　 400.00 ｍｇ/ｇ   
院内用時、院外可 内服 ホスリボン配合顆粒 100.00 ｍｇ/包

院外専用 内服 ボノサップパック４００「タケダ」
院内外 内服 ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ 35.00 ｍｇ/包

院内用時 内服 ポマリストカプセル１ｍｇ 1.00 ｍｇ     
院内用時 内服 ポマリストカプセル２ｍｇ 2.00 ｍｇ     
院内用時 内服 ポマリストカプセル３ｍｇ 3.00 ｍｇ     
院内用時 内服 ポマリストカプセル４ｍｇ 4.00 ｍｇ     
院内外 内服 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 75.00 ｍｇ     
院内外 内服 ポララミン錠２ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.00 ｍｇ     
院内外 内服 ポララミンドライシロップ０．２％　　　　　　 2.00 ｍｇ/ｇ   

院外専用 内服 ポララミンシロップ０．０４％　　　　　 0.40 ｍｇ/ｍＬ  
院内用時、院外可 内服 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「タカタ」 50.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「タカタ」 200.00 ｍｇ     

院外専用 内服 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」
院外専用 内服 ホリゾン錠５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ボンビバ錠１００ｍｇ 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 マイスタン細粒１％　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ/ｇ   

院外専用 内服 マイスタン錠5mg 5.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 マイテラーゼ錠１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     

院外専用 内服 マヴィレット配合錠
院内専用 内服 マグコロール散６８％　　　　　　　　　　 50.00 ｇ/包   
院外専用 内服 マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     
院外専用 内服 マックメット懸濁用配合DS
院外専用 内服 マーズレンＳ配合顆粒（０．５ｇ／包）　　　　　　　　　　　　　　　 0.50 ｇ/包   
院内外 内服 マーズレンＳ配合顆粒（０．６７ｇ／包）　　　　　　　　　　　　　　 0.67 ｇ/包   

院外専用 内服 マドパー配合錠 1.2 ｇ/包   
院内外 内服 ミオナール錠５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ     

院外専用 内服 ミカトリオ配合錠
院外専用 内服 ミカムロ配合錠ＡＰ

院内用時、院外可 内服 ミグシス錠５ｍｇ 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 ミグリトールOD錠５０ｍｇ「サワイ」 50.00 ｍｇ     

臨時購入・院外可 内服 ミコブティンカプセル１５０ｍｇ 150.00 ｍｇ     
院内外 内服 ミコンビ配合錠ＡＰ

院外専用 内服 ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU 3300.00 JAU/錠
院外専用 内服 ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU 10000.00 JAU/錠
院外専用 内服 ミニリンメルトOD錠２５μｇ 25.00 μｇ
院外専用 内服 ミニリンメルトOD錠５０μｇ 50.00 μｇ

院内用時、院外可 内服 ミニリンメルトOD錠６０μｇ 60.00 μｇ
院外専用 内服 ミニリンメルトOD錠１２０μｇ 120.00 μｇ
院内外 内服 ミネブロOD錠２．５ｍｇ 2.50 ｍｇ
院内外 内服 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 50.00 ｍｇ

院外専用 内服 ミノサイクリン塩酸塩カプセル１００「日医工」 100.00 ｍｇ
院内用時、院外可 内服 ミノマイシン顆粒２％ 20.00 ｍｇ/ｇ   

院内外 内服 ミヤＢＭ細粒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00        
院内用時、院外可 内服 ミラペックスLA錠０．３７５ｍｇ 0.375 ｍｇ     

院外専用 内服 ミラペックスLA錠１．５ｍｇ 1.50 ｍｇ     
院内外 内服 ミルタザピン錠１５ｍｇ「ＮＰ」 15.00 ｍｇ     
院内外 内服 ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「日医工」　　　　　　　　　　　　　 12.50 ｍｇ     

院外専用 内服 ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     



院外専用 内服 ミルラクト細粒５０％　　　　　　　　　　 500.00 MG/ﾎｳ  
院内専用 内服 ミンクリア内用散布液０．８％ 20.00 ｍＬ/本  
院内外 内服 小児用ムコソルバンシロップ０．３％　　　　　　　　　　 3.00 ｍｇ/ｍＬ  

院外専用 内服 ムコダイン錠２５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 250.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ムルプレタ錠３ｍｇ 3.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 ムンデシンカプセル１００ｍｇ 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 メイアクトＭＳ小児用細粒　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 メイラックス錠１ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ     
院内外 内服 メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「YD」　　　　　 50.00 ｍｇ     
院内外 内服 メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「YD」　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 メキニスト錠０．５ｍｇ 0.50 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 メキニスト錠２ｍｇ 2.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 メクトビ錠15mg 15.00 ｍｇ     

院内外 内服 メコバラミン錠５００「トーワ」 500.00 μｇ
院内用時、院外可 内服 メサペイン錠5mg 5.00 ｍｇ
院内用時、院外可 内服 メサペイン錠10mg 10.00 ｍｇ

院内外 内服 メサラジン錠５００ｍｇ「サワイ」 500.00 ｍｇ
院内外 内服 メジコン錠１５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 メスチノン錠　　　　　　　　　　　　 60.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 メソトレキセート錠２．５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　 2.50 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 メタライト２５０カプセル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 メタルカプターゼカプセル１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     

院内外 内服 メチルエルゴメトリン錠０．１２５ｍｇ「あすか」　　　　　　　　 125.00 μｇ    
院内外 内服 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「DSEP」 250.00 ｍｇ     

院外専用 内服 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「トーワ」 500.00 ｍｇ     
院内外 内服 メトトレキサートカプセル２ｍｇ「トーワ」 2.00 ｍｇ     
院内外 内服 メトリジン錠２ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.00 ｍｇ     
院内外 内服 メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「トーワ」 15.00 ｍｇ     

院外専用 内服 メニレット７０％ゼリー３０ｇ　　　　　　　        
院内用時、院外可 内服 メプチン錠５０μｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 μｇ    

院内外 内服 メプチンシロップ５μｇ／ｍＬ　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 μｇ/ｍＬ 
院内外 内服 メプチンミニ錠２５μｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 μｇ    

院内用時、院外可 内服 メベンダゾ－ル錠１００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     
院内外 内服　 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ 20.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 メラトベル顆粒小児用0.2% 2.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 メルカゾール錠５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「DSEP」 5.00 ｍｇ     

院外専用 内服 モサプリドクエン酸塩散１％「日医工」 10.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 モビコール配合内用剤 6.8523 ｇ/包

院内専用 内服 モビプレップ配合内用剤 244.21 ｇ/袋
院内外 内服 モルヒネ塩酸塩錠１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 モンテルカスト細粒４ｍｇ「タカタ」　　　　　　　　　　　　 4.00 ｍｇ     
院内外 内服 モンテルカスト錠１０ｍｇ「DSEP」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     

院内専用 内服 薬用炭        
院外専用 内服 ヤーズ配合錠
院外専用 内服 ヤーズフレックス配合錠
院内外 内服 ユーエフティ配合カプセルＴ１００ 100.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/包  
院内用時、院外可 内服 ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１５０　　　　　　　　　　　 150.00 ｍｇ/包  
院内用時、院外可 内服 ユーゼル錠２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     

院内外 内服 ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ     
院内専用 内服 ユーヒ゛ット錠１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 ユベラＮカプセル１００ｍｇ　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 ユリノーム錠５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ     

院外専用 内服 ユーロジン１ｍｇ錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ     
院内外 内服 ユーロジン２ｍｇ錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 50.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 ヨウレチン錠「１００」　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 μｇ    

院外専用 内服 ヨクイニンエキス錠「コタロー」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
院内外 内服 ラクツロースシロップ６５％ 650.00 ｍｇ/ｍＬ  
院内外 内服 ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ 16.05 g／包
院内外 内服 ラゲブリオカプセル２００ｍｇ 200.00 ｍｇ

院外専用 内服 ラコールＮＦ配合経腸用液　 200.00 ｍＬ/本  
院内外 内服 ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 300.00 ｇ／袋

院外専用 内服 ラステットＳカプセル２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ラスビック錠７５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　 75.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ラニチジン錠７５ｍｇ「マイラン」 75.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ラニチジン錠１５０ｍｇ「マイラン」 150.00 ｍｇ     
院内外 内服 ラフシジン錠１０ｍｇ「ファイザー」 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 ラベプラゾールNa錠１０ｍｇ「ケミファ」 10.00 ｍｇ

院内用時、院外可 内服 ラミクタール錠小児用２ｍｇ 2.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ラミクタール錠小児用５ｍｇ 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 ラミクタール錠２５ｍｇ 25.00 ｍｇ     

院外専用 内服 ラミクタール錠１００ｍｇ 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 15.00 ｍｇ
院内外 内服 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「サワイ」 30.00 ｍｇ

院外専用 内服 リアルダ錠１２００ｍｇ 1200.00 ｍｇ
院内外 内服 リオナ錠２５０ｍｇ 250.00 ｍｇ     



院外専用 内服 リオベル配合錠LD
院内用時、院外可 内服 リオレサール錠５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ     

院内外 内服 リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ 15.00 ｍｇ     
院内外 内服 リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ 30.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ 60.00 ｍｇ     
院内外 内服 リザベンカプセル１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     

院外専用 内服 リザベン細粒１０％　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「トーワ」 0.50 ｍｇ
院内外 内服 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 1.00 ｍｇ

院外専用 内服 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「タカタ」 2.00 ｍｇ
院内外 内服 リスペリドン細粒１％「タカタ」 10.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 リスペリドン内用液1ｍｇ/mL「タカタ」 0.50 ｍｇ/包

院外専用 内服 リスミー錠１ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ     
院内外 内服 リズミック錠１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 リーゼ錠５ｍｇ 5.00 ｍｇ
院内外 内服 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サワイ」 17.50 ｍｇ     
院内外 内服 リックル配合顆粒 4.74 g/包
院内外 内服 リトドリン錠５ｍｇ「F」 5.00 ｍｇ
院内外 内服 リパクレオンカプセル１５０ｍｇ 150.00 ｍｇ
院内外 内服 リファジンカプセル１５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　 150.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 リフキシマ錠２００ｍｇ 200.00 ｍｇ     
院外専用 内服 リベルサス錠3mg 3.00 ｍｇ     
院外専用 内服 リベルサス錠7mg 7.00 ｍｇ     
院外専用 内服 リベルサス錠14mg 14.00 ｍｇ     
院内外 内服 リボトリール錠０．５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.50 ｍｇ     
院内外 内服 リボトリール細粒０．１％　　　　　　　　 1.00 ｍｇ/ｇ   

院内用時、院外可 内服 リーマス錠１００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     
院外専用 内服 リーマス錠２００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ     
院内外 内服 リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 5.00 μg

院外専用 内服 リムパーザ錠１００ｍｇ 100.00 ｍｇ
院外専用 内服 リムパーザ錠１５０ｍｇ 150.00 ｍｇ
院外専用 内服 リンゼス錠０．２５ｍｇ 0.25 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 リンデロン散０．１％ 1.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 リンデロンシロップ０．０１％　　　 0.10 ｍｇ/ｍＬ  
院内外 内服 リンラキサー錠１２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 125.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 ルナベル配合錠ＬＤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
院外専用 内服 ルナベル配合錠ＵＬＤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
院内外 内服 ルプラック錠４ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.00 ｍｇ     

院外専用 内服 ルプラック錠８ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8.00 ｍｇ     
院内外 内服 ルーラン錠４ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.00 ｍｇ     

院外専用 内服 ルーラン錠８ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8.00 ｍｇ     
院外専用 内服 レイボー錠50mg 50.00 ｍｇ     
院外専用 内服 レイボー錠100mg 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 レキソタン錠２　　　　　　　　　　　　　　　　 2.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 レキップＣＲ錠２ｍｇ 2.00 ｍｇ     
院外専用 内服 レキップＣＲ錠８ｍｇ 8.00 ｍｇ     
院内外 内服 レクサプロ錠１０ｍｇ 10.00 ｍｇ     

院外専用 内服 レクサプロ錠２０ｍｇ 20.00 ｍｇ     
院内外 内服 レクチゾール錠２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     

院外専用 内服 レグテクト錠３３３ｍｇ 333.00 ｍｇ     
院内外 内服 レザルタス配合錠ＨＤ　　　　　　　　　　　　　　　　　

院外専用 内服 レスミット錠５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 レスリン錠２５　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     
院内外 内服 レトロゾール錠２．５ｍｇ「トーワ」 2.50 ｍｇ     
院内外 内服 レパグリニド錠０．２５ｍｇ「サワイ」 0.25 ｍｇ     
院内外 内服 レパグリニド錠０．５ｍｇ「サワイ」 0.50 ｍｇ     
院内外 内服 レバミピド錠１００ｍｇ「EMEC」 100.00 ｍｇ

院内用時 内服 レブラミドカプセル５ｍｇ 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 レベチラセタム錠500mg「サワイ」 500.00 ｍｇ     
院内外 内服 レベチラセタムDS50％「サワイ」
院内外 内服 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 5.00 ｍｇ     
院内外 内服 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「DSEP」 250.00 ｍｇ     
院内外 内服 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「DSEP」 500.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 内服 レボレード錠１２．５ｍｇ 12.50 ｍｇ     
院外専用 内服 レボレード錠２５ｍｇ 25.00 ｍｇ     
院内外 内服 レミッチカプセル２．５μｇ 2.50 µg
院内外 内服 レミニールＯＤ錠４ｍｇ 4.00 ｍｇ     

院内用時 内服 リルゾール錠50mg「AA」 50.00 ｍｇ     
院外専用 内服 レルパックス錠２０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍｇ     
院外専用 内服 レルミナ錠４０ｍｇ 40.00 ｍｇ     

院外専用、用時購入 内服 レンビマカプセル４ｍｇ 4.00 ｍｇ     
院外専用、用時購入 内服 レンビマカプセル１０ｍｇ 10.00 ｍｇ     
院内用時、院外可 内服 ロイケリン散 100.00 ｍｇ/ｇ   
院内用時、院外可 内服 ロイコボリン錠５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ     

院内外 内服 ロイコン錠１０ｍｇ 10.00 ｍｇ     
院内外 内服 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「サワイ」 150.00 ｍｇ     
院内外 内服 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「トーワ」　　　　　　　　　　　　　 60.00 ｍｇ     
院内外 内服 ロケルマ懸濁用散剤分包 5.00 ｇ/包   
院内外 内服 ロケルマ懸濁用散剤分包 10.00 ｇ/包   

院外専用 内服 ローコール錠２０ｍｇ 20.00 ｍｇ



院内外 内服 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「トーワ」 25.00 ｍｇ     
院内外 内服 ロスバスタチンOD錠２．５ｍｇ「日医工」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.50 ｍｇ     

院外専用 内服 ロスバスタチンOD錠５ｍｇ「日医工」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ     
院外専用 内服 ロズリートレクカプセル100mg 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 ロゼレム錠８ｍｇ 8.00 ｍｇ     

院外専用 内服 ロドピン錠２５ｍｇ 25.00 ｍｇ     
院内外 内服 ロナセン錠２ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.00 ｍｇ     
院内外 内服 ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「タイヨー」 1.00 ｍｇ     
院内外 内服 ロペラミド塩酸塩細粒小児用０．０５％「タイヨー」 0.50 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 ロレアス配合錠「杏林」

院内用時、院外可 内服 ロンサーフ配合錠T１５
院内用時、院外可 内服 ロンサーフ配合錠T２０

院内外 内服 ワイドシリン細粒２００　　　　　　　 200.00 ｍｇ/ｇ   
院内外 内服 ワイパックス錠０．５　　　　　　　　　　　　 0.50 ｍｇ     
院内外 内服 ワソラン錠４０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40.00 ｍｇ     
院内外 内服 ワーファリン錠０．５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 0.50 ｍｇ     
院内外 内服 ワーファリン錠１ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ     

院外専用 内服 ワントラム錠１００ｍｇ 100.00 ｍｇ     
院内外 内服 クラシエ葛根湯エキス細粒（ＥＫ－１）　　　　　　　　　　　　　　 2.50 ｇ/包   

院外専用 内服 クラシエ乙字湯エキス細粒（ＥＫ－３）　　　　　　　　　　　　　　 2.00 ｇ/包   
院外専用 内服 ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（ツ６） 2.50 ｇ/包   
院内外 内服 クラシエ八味地黄丸料エキス細粒（ＥＫ－７）　　　　　　　　　　　 2.00 ｇ/包   

院外専用 内服 クラシエ小柴胡湯エキス細粒（ＥＫ－９）　　　　　　　　　　　　　 2.00 ｇ/包   
院外専用 内服 ツムラ柴胡加竜骨牡蠣エキス顆粒（医療用）（ツ１２） 2.50 ｇ/包   
院内外 内服 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）（ツ１４）　　　　　　　　　　　 2.50 ｇ/包   
院内外 内服 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）（ツ１６）　　　　　　　　　　　 2.50 ｇ/包   
院内外 内服 クラシエ五苓散料エキス細粒（ＥＫ－１７）　　　　　　　　　　　　 2.00 ｇ/包   

院外専用 内服 ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）（ツ１９）　　　　　　　　　　　　 3.00 ｇ/包   
院外専用 内服 ツムラ消風散エキス顆粒（ツ２２） 2.50 ｇ/包   
院外専用 内服 クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒（ＫＢ－２３）　　　　　　　　　　 3.00 ｇ/包   
院内外 内服 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）（ツ２３）　　　　　　　　　 2.50 ｇ/包   

院外専用 内服 クラシエ加味逍遥散料エキス細粒（ＫＢ－２４）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.00 ｇ/包   
院内外 内服 ツムラ加味逍遥散エキス顆粒（医療用）（ツ２４）　　　　　　　　　　　　　　 2.50 ｇ/包   

院外専用 内服 クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒（ＫＢ－２５）　　　　　　　　　　 3.00 ｇ/包   
院内外 内服 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）（ツ２５）　　　　　　　　　　　　 2.50 ｇ/包   

院外専用 内服 ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）（ツ２７）　　　　　　　　　　　　 2.50 ｇ/包   
院外専用 内服 ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（ツ２８） 2.50 ｇ/包   
院外専用 内服 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）（ツ２９）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.00 ｇ/包   
院外専用 内服 ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）（ツ３１）　　　　　　　　　　 2.50 ｇ/包   
院外専用 内服 ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）（ツ３７）　　　　　 2.50 ｇ/包   
院外専用 内服 ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）（ツ４０）　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.50 ｇ/包   
院内外 内服 クラシエ補中益気湯エキス細粒（ＥＫ－４１）　　　　　　　　　　　 2.50 ｇ/包   
院内外 内服 ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）（ツ４３）　　　　　　　　　　　　　 2.50 ｇ/包   

院外専用 内服 ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）（ツ４７）　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.50 ｇ/包   
院内外 内服 ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）（ツ４８）　　　　　　　　　　 2.50 ｇ/包   
院内外 内服 ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）（ツ５４）　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.50 ｇ/包   

院外専用 内服 ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）（ツ６１） 2.50 ｇ/包   
院外専用 内服 ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）（ツ６２） 2.50 ｇ/包   
院外専用 内服 ツムラ女神散エキス顆粒（医療用）（ツ６７） 2.50 ｇ/包   
院内外 内服 クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒（ＥＫ－６８）　　　　　　　　　　　 2.00 ｇ/包   

院外専用 内服 ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）（ツ８４） 2.50 ｇ/包   
院外専用 内服 クラシエ柴朴湯エキス細粒（ＥＫ－９６）　　　　　　　　　　　　　 2.50 ｇ/包   
院内外 内服 ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）（ツ１００）　　　　　　　　　　　 2.50 ｇ/包   

院外専用 内服 ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）（ツ１０６）　　　　　　　　　　　　 2.50 ｇ/包   
院内外 内服 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）（ツ１０７）　　　　　　　　　　　　　　 2.50 ｇ/包   

院外専用 内服 クラシエ人参養栄湯エキス細粒（ＥＫ－１０８）　　　　　　　　　　 2.50 ｇ/包   
院外専用 内服 クラシエ柴苓湯エキス細粒（ＥＫ－１１４）　　　　　　　　　　　　 2.70 ｇ/包   
院外専用 内服 ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（ツ１２２） 2.50 ｇ/包   

院内用時、院外可 内服 コタロー桔梗石膏エキス細粒　　　　　　　　　 2.00 ｇ/包   
院内専用 内服 ガストログラフィン経口・注腸用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍＬ/本  
院内専用 内服 バリテスターＡ２４０散 350.00 ｇ      
院内専用 内服 バリエース発泡顆粒　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｇ/本   
院内専用 内服 ボースデル内用液１０（２５０ｍＬ／袋）　　　　　　　　　　　　　        
院内用時 内服 ロタリックス内用液

院内専用、用時購入 外用 アイオピジンＵＤ点眼液１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.10 ｍＬ/本  
院外専用 外用 アイファガン点眼液０．１％ 5.00 ｍＬ/本  
院外専用 外用 アイベータ配合点眼液 5.00 ｍＬ/本  
院外専用 外用 アイラミド配合懸濁性点眼液
院内外 外用 亜鉛華（１０％）単軟膏「ニッコー」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｇ/本   

院外専用 外用 アクアチムクリーム１％　　　　　 10.00 ｇ/本   
院外専用 外用 アクアチムローション１％　　　　　 20.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 アクロマイシン軟膏３％　　　　　　　　　 25.00 ｇ/本   
院内外 外用 アズノール軟膏０．０３３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｇ/本   
院内外 外用 アズノール軟膏０．０３３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｇ/本   
院内外 外用 アズノールうがい液４％　　　　　　　 5.00 ｍＬ     
院内外 外用 アスフ゜ール液（０．５％）　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍＬ     
院内外 外用 アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「ＴＹＫ」 200.00 ｍｇ
院内外 外用 アゾルガ配合懸濁性点眼液 5.00 ｍＬ/本  

院外専用 外用 アテキュラ吸入用カプセル低用量
院外専用 外用 アテキュラ吸入用カプセル中用量



院内用時 外用 アテキュラ吸入用カプセル高用量
院外専用 外用 アドエア５０エアゾール１２０吸入用　　　　　　
院外専用 外用 アドエア１００ディスカス６０吸入用　　　　　　
院内外 外用 アドフィードパップ４０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.00 枚/袋
院内外 外用 日点アトロヒ゜ン点眼液１％　　　　　　　 5.00 ｍＬ     

院外専用 外用 アトロベントエロゾル２０（１０ｍＬ／本）　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍＬ     
院内外 外用 アニュイティ２００エリプタ３０吸入用 30吸入 ｷｯﾄ

院外専用 外用 アノーロエリプタ３０吸入 30吸入 ｷｯﾄ
院外専用 外用 アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ　　　　　　　　　　　　　　 25.00 μｇ    
院内外 外用 アラセナ－Ａ軟膏　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｇ/本   
院内外 外用 アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用 56回噴霧 ｷｯﾄ

院内専用 外用 アルト原末　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｇ/Ａ    
院内専用 外用 アルメタ軟膏 5.00 ｇ/本
院外専用 外用 アルロイヤーネーザル　　　　　　 8.50 ｇ/本   
院外専用 外用 アレギサール点眼液０.１％　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍＬ/本  
院外専用 外用 アレサガテープ 4.00 ｍｇ/枚
院外専用 外用 アレジオンLX点眼液0.1% 5.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 アレベール吸入用溶解液０．１２５％　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍＬ/本  

院外専用 外用 アンテベート軟膏　　　　　　　　　　　　 5.00 ｇ/本   
院外専用 外用 アンヒバ坐剤小児用５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ     
院内外 外用 アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     
院内外 外用 アンペック坐剤１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     

院内用時、院外可 外用 アンペック坐剤２０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍｇ     
院外専用 外用 イオウ・カンフルロ－ション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
院内専用 外用 イオダインスクラブ液７．５％「」 500.00 ｍＬ/本  
院外専用 外用 イクセロンパッチ４．５ｍｇ 4.50 ｍｇ/枚
院外専用 外用 イクセロンパッチ９ｍｇ 9.00 ｍｇ/枚
院外専用 外用 イクセロンパッチ１３．５ｍｇ 13.50 ｍｇ/枚
院外専用 外用 イクセロンパッチ１８ｍｇ 18.00 ｍｇ/枚
院内専用 外用 産婦人科用イソシ゛ンクリーム５％　　　　　　　　　　　　　　　　　        
院内外 外用 イソジンゲル１０％　（２０ｇ／本）　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｇ/本   
院内外 外用 イソジンゲル１０％　（９０ｇ／本）　　　　　　　　　　　 90.00 ｇ/本   
院内外 外用 イソジンシュガーパスタ軟膏 100.00 ｇ/本
院内外 外用 イソプロ消毒液７０％「ＮＰ」　　　　　　　　　　　　　　        
院内外 外用 イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ 20.00 ｷｯﾄ
院内外 外用 イミグラン点鼻液２０　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍｇ     

院内用時 外用 イムノフ゛ラタ゛ー膀注用８０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80.00 ｍｇ/Ａ   
院内外 外用 インテバン外用液１％ 50.00 ｍＬ     
院内外 外用 インテバンクリーム１％　　　　　　　　　　　　 25.00 ｇ/本   
院内外 外用 インテバン坐剤２５　　　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     
院内外 外用 インテバン坐剤５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ     

院外専用 外用 ウルティブロ吸入用カプセル
院内専用 外用 ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.00 L/本   
院内外 外用 エイゾプト懸濁性点眼液１％　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍＬ/本  

院外専用 外用 エイベリス点眼液０．００２％ 2.50 ｍＬ/本  
院内外 外用 エキザルベ 5.00 ｇ/本   
院内外 外用 エキザルベ 100.00 ｇ/瓶

院外専用 外用 エナジア吸入用カプセル中用量
院内用時 外用 エナジア吸入用カプセル高用量
院内専用 外用 液状フェノール「東豊」 500.00 ｍＬ/本
院内専用 外用 エクロックゲル５％ 5%・20 ｇ/本   
院内外 外用 エコリシン眼軟膏　　　　　　　　　　　　 3.50 ｇ/本   
院内外 外用 エスクレ坐剤「２５０」　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250.00 ｍｇ     
院内外 外用 エスクレ坐剤「５００」　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍｇ     

院外専用 外用 エストラーナテープ０．７２ｍｇ 0.72 ｍｇ/枚  
院内外 外用 ＳＰトローチ０．２５「明治」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.25 ｍｇ     

院内専用 外用 エネマスター注腸散 400.00 ｇ/袋
院内専用 外用 無水エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 ＭＳ温シップ「タイホウ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 枚/袋 
院内外 外用 エンペシドクリーム１％　　　　　　　　 10.00 ｇ/本   
院内外 外用 オイラツクスクリーム１０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｇ/本   
院内外 外用 オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｇ/本   

院内専用 外用 オキシドール「コザカイ・M」 5.00 ｍＬ/本  
院内用時、院外可 外用 オキナゾール膣錠６００ｍｇ 600.00 ｍｇ

院外専用 外用 オフサロン点眼液
院内専用 外用 オペガードＭＡ眼灌流液（２０ｍＬ／Ａ）　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 外用 オペガン０．６眼粘弾剤１％ 0.60 ｍＬ     
院外専用 外用 オラビ錠口腔用５０ｍｇ 50.00 ｍｇ
院内外 外用 オリブ油（局）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
院内外 外用 オルテクサ―口腔用軟膏０．１％ 5.00 ｇ/本   
院内外 外用 オルベスコ１００μｇインヘラー１１２吸入用　　　　　　　　　　　 6.60 ｇ      

院外専用 外用 オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用　　　　　　　　　　　　 3.30 ｇ      
院内外 外用 オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ 150.00 μｇ    
院内外 外用 カデックス軟膏０．９％（４０ｇ／本）　　　　　　　　　　　　　　 40.00 ｇ/本   

院内専用 外用 キシロカイン液「４％」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍＬ     
院内外 外用 キシロカインゼリー２％　　　　　　　　　　　 30.00 ｍＬ     

院内専用 外用 キシロカインポンプスプレー８％　　　　　　　　　　　　 80.00 ｇ/本   
院内外 外用 逆性石ケン液０．０２「ヨシダ」　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 キュバール１００エアゾール　　　　　　　　　　　　　　　　　 8.70 ｇ/本   

院内用時 外用 ギリアデル脳内留置用剤７．７ｍｇ 7.70 mg/枚



院外専用、用時購入 外用 グラナテック点眼液０．４％ 5.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 グリセリン　局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
院内外 外用 グリセリン浣腸液５０％「ムネ」３０ｍL　　　　　　　　　　　　　　　 30.00 ｍＬ     
院内外 外用 グリセリン浣腸液５０％「ムネ」６０ｍL　　　　　　　　　　　　　　　 60.00 ｍＬ     
院内外 外用 グリセリン浣腸液５０％「ムネ」１２０ｍL　　　　　　　　　　　　　　　 120.00 ｍＬ     

院内専用 外用 グリセリンＢＣ液６０％「ケンエー」　　　　　　　　　　　　　　 250.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 グリメサゾン軟膏　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｇ/本   

院外専用 外用 クレナフィン爪外用液１０％ 4.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 クロマイ腟錠１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     
院内外 外用 クロマイ－Ｐ軟膏　　　　　　　　　　　 25.00 ｇ/本   
院内外 外用 クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「サワイ」　　　　　　　　 20.00 ｍｇ/Ａ   
院内外 外用 ゲーベンクリーム　　　　　　　　　　　　 100.00 ｇ/本   
院内外 外用 ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」 40.00 ｍｇ/枚
院内外 外用 ケラチナミンコーワクリーム２０％　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｇ/本   
院内外 外用 ゲンタシン軟膏０．１％　　　　　　　　　　　 10.00 ｇ/本   

院内専用 外用 コソプト配合点眼液 5.00 ｍＬ/本  
院内専用 外用 コムクロシャンプー 0.05 ％/ｇ
院内専用 外用 コレクチム軟膏０．５％ 5.00 ｍｇ/g
院内専用 外用 コレクチム軟膏０．２５％ 2.50 ｍｇ/g
院内専用 外用 サイプレジン点眼液１％　　　　　　　　 10.00 ｍＬ     
院内専用 外用 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット　（綿型）　　　　　　　　　　 2.5ｃｍ×5.1ｃｍ 枚
院内専用 外用 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット　（ニューニット）　　　　　　　　 7.6ｃｍ×10.2ｃｍ 枚
院内専用 外用 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット　（ニューニット）　　　　　　　　15.2ｃｍ×22.9ｃｍ 枚
院内外 外用 ザジテン点鼻液０．０５％　　　　　　　　　　 8.00 ｍＬ     

院外専用 外用 ザーネ軟膏０．５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.50 ｍＬ/本  
院内専用 外用 サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 120.00 ｍｇ/V   
院外専用 外用 ザラカム配合点眼液
院内外 外用 ５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｇ/本   

院内用時、院外可 外用 サリベートエアゾール　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｇ/本   
院内用時、院外可 外用 サルコートカプセル外用５０μｇ 50.00 μｇ    

院内外 外用 サルタノールインヘラー　　　　　　　　　　　 13.50 ｍＬ     
院内外 外用 サンコバ点眼液０．０２％　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％ 5.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 サンピロ点眼液２％　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍＬ/本  

院内専用 外用 シェルガン０．５眼粘弾剤 0.50 ｍL/筒
院内外 外用 ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用５％「ＣＥＯ」 10.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 ジクアス点眼液３％ 5.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 ジクトルテープ７５ｍｇ 75.00 ｍｇ/枚
院内外 外用 ジクロスター点眼液０．１％ 5.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 シムビコートタービュヘイラー６０吸入 60吸入 本
院内外 外用 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 40.00 ｍｇ/枚

院内用時、院外可 外用 親水クリーム「ホエイ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｇ/本   
院内用時、院外可 外用 親水ワセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        

院内専用 外用 スコピゾル１５眼科用液　　　　　　　　　　　　　　　　 15.00 ｍＬ     
院内専用 外用 ステリスコープ３w／ｖ％液
院内外 外用 スピオルトレスピマット２８吸入 28吸入 本

院外専用 外用 スピオルトレスピマット６０吸入 60吸入 本
院内外 外用 スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入　　　　　　　　　

院外専用 外用 スピリーバ吸入用カプセル１８μｇ　　　　　　　　　　　　　　        
院内外 外用 スピール膏Ｍ 6.00 枚/箱 

院外専用 外用 スプレキュア点鼻液０．１５％ 10.00 ｍＬ/本  
院内専用 外用 スープレン吸入麻酔液 240.00 ｍＬ/本  
院内専用 外用 スポンゼル　　　　　　　　　　　　　　　　        
院外専用 外用 スミスロンローション５％ 30.00 ｇ/本   
院内外 外用 スルプロチン軟膏１％　　　　　　　　　　 10.00 ｇ/本   
院内外 外用 ゼフナート外用液２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 ゼフナートクリーム２％　　　　　　　　　　　 10.00 ｇ/本   

院内専用 外用 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250.00 ｍＬ/V   
院内外 外用 セルタッチテープ７０ 7.00 枚/袋 

院内専用 外用 ゼルフォーム　　　　　　　　　　　 4.00 枚/ﾊｺ  
院外専用 外用 セレベント５０ディスカス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
院内外 外用 ゾビラックス眼軟膏　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｇ/本   
院内外 外用 ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ　　　　　　　　　 10.00 枚/袋 
院内外 外用 ダイアップ坐剤４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.00 ｍｇ     
院内外 外用 ダイアップ坐剤６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.00 ｍｇ     
院内外 外用 ダイアップ坐剤１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     

院内専用 外用 タコシール組織接着用シート　レギュラーサイズ
院内専用 外用 タコシール組織接着用シート　スモールサイズ
院内外 外用 タプコム配合点眼液 2.50 ｍＬ/本  
院内外 外用 タプロス点眼液０．００１５％ 2.50 ｍＬ/本  

院外専用 外用 ダラシンＴゲル１％　　　　　　　　　 10.00 ｇ/本   
院内外 外用 タリビッド眼軟膏０．３％　　　　　　　　　　 3.50 ｇ/本   

院外専用 外用 タリムス点眼液0.1% 5.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 チモプトールＸＥ点眼液０．５％　 2.50 ｍＬ/本  
院内外 外用 ディビゲル１ｍｇ　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ/包  

院内用時、院外可 外用 ディフェリンゲル０．１％（１５ｇ／本）　　　　　　　　　　　　　 15.00 ｇ/本   
院内用時、院外可 外用 デスモプレシン・スプレー２．５「フェリング」　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍＬ/本  
院内用時、院外可 外用 デスモプレシン・スプレー１０協和　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍＬ/本  

院内外 外用 デタントール０．０１％点眼液　　　　　　　　　　　 5.00 ｍＬ/本  
院外専用 外用 デュオトラバ配合点眼液 2.50 ｍＬ/本  



院外専用 外用 デュロテップＭＴパッチ２．１ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 2.10 ｍｇ/枚  
院外専用 外用 デュロテップＭＴパッチ４．２ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 4.20 ｍｇ/枚  
院外専用 外用 デュロテップＭＴパッチ１２．６ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　 12.60 ｍｇ/枚  
院内外 外用 テラ・コートリル軟膏　　　　　　　　　 5.00 ｇ/本   
院内外 外用 テリルジー１００エリプタ14吸入用 14.00 吸入/キット

院外専用 外用 テリルジー１００エリプタ３０吸入用 30.00 吸入/キット
院内用時、院外可 外用 テリルジー２００エリプタ14吸入用 14.00 吸入/キット

院外専用 外用 テリルジー２００エリプタ３０吸入用 30.00 吸入/キット
院内外 外用 テレミンソフト坐薬１号　　　　　　　　　　　　　 2.00 ｍｇ     

院外専用、用時購入 外用 トスフロ点眼液０．３％ 5.00 ｍL/本
院内外 外用 トプシムクリーム０．０５％　　　　　 5.00 ｇ/本   
院内外 外用 トプシム軟膏０．０５％　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｇ/本   

用時購入 外用 トブラシン点眼液0.3% 5.00 ｍＬ/本  
院外専用 外用 ドボベットゲル 15.00 ｇ/本   
院内外 外用 ドボベット軟膏 15.00 ｇ/本   

院外専用 外用 トラバタンズ点眼液０．００４％　　　　　　　 2.50 ｍＬ/本  
院内外 外用 トルソプト点眼液１％ 2.50 ｍＬ/本  
院内外 外用 ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ

2 5.00 ｍＬ/本  
院内専用 外用 トロンビン液モチダソフトボトル５千　　　　　　　　　　　　　　　　 0.50 MU/V   
院内外 外用 ナウゼリン坐剤１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ     
院内外 外用 ナウゼリン坐剤３０　　　　　　　　　　　　　　　　　 30.00 ｍｇ     
院内外 外用 ナウゼリン坐剤６０　　　　　　　　　　　　　 60.00 ｍｇ     

院外専用 外用 ナゾネックス点鼻液５０µｇ５６噴霧用
院外専用 外用 ニコチネルＴＴＳ１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17.50 ｍｇ/枚  
院外専用 外用 ニコチネルＴＴＳ２０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35.00 ｍｇ/枚  
院外専用 外用 ニコチネルＴＴＳ３０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52.50 ｍｇ/枚  
院外専用 外用 ニゾラールローション２％　　　　　　 10.00 ｇ/本   
院内外 外用 ニゾラールクリーム２％　　　　　　 10.00 ｇ/本   

院外専用 外用 ニュープロパッチ２．２５ｍｇ 2.25 ｍｇ/枚  
院内外 外用 ニュープロパッチ４．５ｍｇ 4.50 ｍｇ/枚  

院外専用 外用 ニュープロパッチ９ｍｇ 9.00 ｍｇ/枚  
院外専用 外用 ニュープロパッチ１３．５ｍｇ 13.50 ｍｇ/枚  
院外専用 外用 ニュープロパッチ１８ｍｇ 18.00 ｍｇ/枚  
院外専用 外用 ネオキシテープ７３．５ｍｇ 73.50 ｍｇ/枚  
院内専用 外用 ネオシネジンコーワ５％点眼液　　　　　　　 10.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 ネオメドロールＥＥ軟膏　　　　　　　　　 3.00 ｇ/本   
院内外 外用 ネリゾナソリューション０．１％　　　　　　　　　 10.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 ネリゾナ軟膏０．１％　　　　　　　　　　 5.00 ｇ/本   

院外専用 外用 ノルスパンテープ５ｍｇ 5.00 ｍｇ/枚  
院外専用 外用 ノルスパンテープ１０ｍｇ 10.00 ｍｇ/枚  
院内外 外用 ハイアラージン軟膏２％　　　　　　　　　 10.00 ｇ/本   

院外専用 外用 ハイパジールコーワ点眼液０．２５％　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍＬ     
院内外 外用 ハイポエタノール液２％「ヨシダ」　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 白色ワセリン　局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｇ/本   
院内外 外用 バクトロバン鼻腔用軟膏２％ 3.00 ｇ/本   
院内外 外用 パタノール点眼液０．１％　　　　　　　　 5.00 ｍＬ/本  

院内専用 外用 パッチテストパネル（S） 2.00 枚/組
院内外 外用 バラマイシン軟膏　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｇ/本   
院内外 外用 パルミコート１００μｇタービュヘイラー１１２吸入　　　　　　　　　　 11.20 ｍｇ     
院内外 外用 パルミコート２００μｇタービュヘイラー１１２吸入　　　 22.40 ｍｇ     

院外専用 外用 パルミコート吸入液０．２５ｍｇ　　　　　　　　　 0.25 ｍｇ/Ａ   
院内外 外用 パルミコート吸入液０．５ｍｇ　　　　　　　　　　 0.50 ｍｇ/Ａ   

用時購入、院外可 外用 バンコマイシン眼軟膏１％ 5.00 ｇ/本   
院内外 外用 ヒアレイン点眼液０．１％ 5.00 ｍＬ/本  

院外専用 外用 ヒアレインミニ点眼液０．１％ 0.40 ｍＬ/本  
院内専用 外用 ビーエスエスプラス５００眼灌流液０．０１８４％ 500.00 ｍＬ/V バック付 
院内外 外用 ビソノテープ２ｍｇ 2.00 ｍｇ/枚
院内外 外用 ビソノテープ４ｍｇ 4.00 ｍｇ/枚

院内専用 外用 ヒーロンＶ眼粘弾剤２．３％シリンジ０．６ｍL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.60 ｍＬ/V   
院内外 外用 ビソルボン吸入液０．２％　　　　　　　　　　　　　　　 2.00 ｍｇ/ｍＬ  

院外専用 外用 ビベスピエアロスフィア２８吸入 28.00 吸入/キット
院内用時、院外可 外用 ピマリシン点眼液５％「センジュ」 5.00 ｍＬ/本  

院外専用 外用 ヒルドイドクリーム０．３％　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｇ/本   
院内外 外用 ヒルドイドソフト軟膏０．３％　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｇ/本   

院外専用 外用 ヒルドイドローション０．３％　　　　　 25.00 ｇ/本   
院外専用 外用 ビレーズトリエアロスフィア５６吸入 56.00 吸入/キット
院内外 外用 ピレノキシン懸濁性点眼液０．００５％ 5.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 フィブラストスプレー５００　　　　　　　 500.00 μｇ    
院内外 外用 フェノール・亜鉛華リニメント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｇ/本   

院外専用 外用 フェルビナクスチック軟膏３％「三笠」 3.00 ％/ｇ
院内外 外用 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ１ｍｇ「第一三共」 1.00 ｍｇ/枚
院内外 外用 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ２ｍｇ「第一三共」 2.00 ｍｇ/枚
院内外 外用 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ４ｍｇ「第一三共」 4.00 ｍｇ/枚
院内外 外用 フェンタニルクエン酸塩１日用テープ６ｍｇ「第一三共」 6.00 ｍｇ/枚

院内用時、院外可 外用 フェントステープ０．５ｍｇ 0.50 ｍｇ/枚
院内用時、院外可 外用 フェントステープ１ｍｇ 1.00 ｍｇ/枚
院内用時、院外可 外用 フェントステープ２ｍｇ 2.00 ｍｇ/枚
院内用時、院外可 外用 フェントステープ４ｍｇ 4.00 ｍｇ/枚

院内専用 外用 複方ヨード・グリセリン「ケンエー」
院内用時、院外可 外用 フラジール腟錠２５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　 250.00 ｍｇ     



院内外 外用 プリビナ液０．０５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/本  
院外専用 外用 フルコートF軟膏　　　　　　　　　　 5.00 ｇ/本   
院内外 外用 フルコート軟膏０．０２５％　　　　　　　　　　　　 5.00 ｇ/本   
院内外 外用 フルタイド１００ディスカス　　　　　　　　　　　　　　　　　　        

院外専用 外用 フルタイド５０μｇエアゾール１２０吸入用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
院内外 外用 フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用

院外専用 外用 小児用フルナーゼ点鼻液２５μｇ５６噴霧用　　　　　　　　　　 4.00 ｍＬ     
院外専用 外用 フルメトロン点眼液０．０２％　　　　　 5.00 ｍＬ     
院内外 外用 フルメトロン点眼液０．１％　　　　　　　 5.00 ｍＬ     

院外専用 外用 ハルロピテープ８mg 8.00 ｍｇ/枚
院外専用 外用 ハルロピテープ１６mg 16.00 ｍｇ/枚
院外専用 外用 ハルロピテープ２４mg 24.00 ｍｇ/枚
院外専用 外用 ハルロピテープ３２mg 32.00 ｍｇ/枚
院外専用 外用 ハルロピテープ４０mg 40.00 ｍｇ/枚
院内専用 外用 プレグランディン腟坐剤　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ     
院内外 外用 プレドニン眼軟膏　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｇ/本   

院内専用 外用 プロウペス膣用剤１０ｍｇ 10.00 ｍｇ/個
院内外 外用 プロクトセデイル坐薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
院内外 外用 プロクトセディル軟膏　　　　　　　　　　　 2.00 ｇ      

院外専用 外用 フロジン外用液５％　　　　　　　　　　　　　　　　　 30.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 プロスタンディン軟膏０．００３％　　　　　　　　 30.00 ｇ/本   
院内外 外用 プロトピック軟膏０．１％　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｇ/本   

院外専用 外用 プロトピック軟膏０．０３％小児用　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｇ/本   
院外専用 外用 ブロナック点眼液０．１％ 5.00 ｍＬ/本
院外専用 外用 プロペト軟膏 100.00 ｇ/本   
院内外 外用 フロリードＤクリーム１％　　　　　　　　 10.00 ｇ/本   

院外専用 外用 フローレス眼検査用試験紙０．７ｍｇ 0.70 ｍｇ/枚
院内専用 外用 ０．５％ヘキザックアルコール液　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 ０．５％ヘキザック水Ｗ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 ベクロメタゾン鼻用パウダー２５μｇ「トーワ」　　　　　　　　　　　　　　
院内外 外用 ベストロン点眼用０．５％　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 ベストロン点鼻液　（５ｍｌ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 ベストロン耳鼻科用１％　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍＬ/本  

院外専用 外用 ベセルナクリーム５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250.00 ｍｇ     
院内外 外用 ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏０．０６４％「テイコク」 5.00 ｇ/本   
院内外 外用 ベネトリン吸入液　 5.00 ｍｇ/ｍＬ  

院内専用 外用 べノキシール点眼液０．４％　　 5.00 ｍＬ/本  
院外専用 外用 ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日医工」 100.00 ｇ/本
院外専用 外用 ベピオゲル２．５％ 15.00 ｇ/本   
院内専用 外用 ベリプラストＰコンビセット組織接着用　　　　　　　　 0.50 ｍＬ/V   
院内専用 外用 ベリプラストＰコンビセット組織接着用　　　　　　　　 3.00 ｍＬ/V   
院内専用 外用 ベリプラストＰコンビセット組織接着用　　　　　　　　 5.00 ｍＬ/V   

院内用時、院外可 外用 ペンタサ坐剤１ｇ 1.00 ｇ/コ
院内用時、院外可 外用 ペンタサ注腸１ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｇ/本   

院内外 外用 ペンレステープ１８ｍｇ 18.00 ｍｇ/枚  
院内外 外用 ホクナリンテープ０．５ｍｇ　　　　　　　　　 0.50 ｍｇ/枚  
院内外 外用 ホクナリンテープ１ｍｇ　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ/枚  
院内外 外用 ホクナリンテープ２ｍｇ　　　　　　　　　 2.00 ｍｇ/枚  
院内外 外用 強力ポステリザン（軟膏）　　　　　　　　　　　　　 2.00 ｇ      

院外専用 外用 耳科用ホスミシンＳ　　　　　　　　　　 10.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 ポビドンヨードガーグル７％「日医工」 30.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」 250.00 ｍＬ/本  

用時購入、院外可 外用 ボラザＧ坐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
院内外 外用 ボラザＧ軟膏        
院内外 外用 ホーリンＶ膣用錠１ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ     

院外専用 外用 ボルタレンサポ１２．５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　 12.50 ｍｇ     
院内外 外用 ボルタレンサポ２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ     
院内外 外用 ボルタレンサポ５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ     

院外専用 外用 ボルタレンローション１％　　　　　　　　　　 50.00 ｇ/本   
院内外 外用 ボンアルフア軟膏２μｇ／ｇ　　 10.00 ｇ/本   

院外専用 外用 ボンアルファハイローション２０μｇ／ｇ　　　　　　 10.00 ｇ/本   
院外専用 外用 人工涙液マイティア点眼液　　　　　　　　　　　 5.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 ミオコールスプレー０．３ｍｇ　　　　　　　 7.50 ｇ/本   
院内外 外用 ミケランＬＡ点眼液２％（２．５ｍＬ／本）　　　　　　　　　　　　 2.50 ｍＬ     

院外専用 外用 ミケルナ配合点眼液（２．５ｍＬ／本）　　　　　　　　　　　　 2.50 ｍＬ     
院内外 外用 ミドリンＭ点眼液０．４％　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍＬ     
院内外 外用 ミドリンＰ点眼液　（１０ｍｌ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍＬ     

院内専用 外用 ミレーナ５２ｍｇ 52.00 ｍｇ/個
院外専用 外用 ムコスタ点眼液ＵＤ２％ 0.35 ｍＬ/本
院内外 外用 メサデルム軟膏０．１％ 5.00 ｇ/本   

院外専用 外用 滅菌精製水 500.00 ｍＬ
院外専用 外用 メノエイドコンビパッチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 枚
院内外 外用 メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ　　　　　　　　　　　　　　　 0.30 ｍＬ/本  

院外専用 外用 モーラステープ２０ｍｇ　　　　　　　　　　　　 7.00 枚/袋 
院外専用 外用 モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　 7.00 枚/袋 
院内専用 外用 複方ヨード・グリセリン「マルイシ」　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/本  
院外専用 外用 ラクリミン点眼液　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 ラタノプロスト点眼液０．００５％「サワイ」 2.50 ｍＬ/本  

院外専用 外用 リドメックスコーワクリーム０．３％　　　　　　　　 5.00 ｇ/本   
院内外 外用 リドメックスコーワ軟膏０．３％　　　　　　　　 5.00 ｇ/本   



院外専用 外用 リドメックスコーワローション０．３％　　　　　　　　 10.00 ｇ/本   
用時購入、院外可 外用 硫酸ゲンタマイシン点眼液０．３％「ニットー」 5.00 ｍＬ/本  

院内外 外用 リレンザ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00        
院外専用 外用 リンデロン坐剤１．０ｍｇ 1.00 ｍｇ/個
院内外 外用 リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％　　　　　　　　 5.00 ｇ/本   
院内外 外用 リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％　　　　　　　　　　　　 5.00 ｇ/本   
院内外 外用 リンデロン－ＶＧローション　　　　　　 10.00 ｍＬ     

院外専用 外用 ルコナック爪外用液５％ 4.00 ｍＬ/本  
院外専用 外用 ルミガン点眼液０．０３％（２．５ｍＬ／本） 2.50 ｍＬ/本  
院外専用 外用 ルリコンクリーム１％ 10.00 ｇ/本   
院内外 外用 レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回 30.80 ｇ/缶   
院内外 外用 新レシカルボン坐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 レスタミンコーワクリーム１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1000.00 ｇ/本   

院外専用 外用 レスキュラ点眼液０．１２％　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍＬ/本  
院内外 外用 レペタン坐剤０．２ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.20 ｍｇ     
院内外 外用 レルベア1００エリプタ３０吸入用 30吸入 ｷｯﾄ
院内外 外用 レルベア２００エリプタ３０吸入用 30吸入 ｷｯﾄ
院内外 外用 ロキソプロフェンＮａゲル１％ 50.00 ｇ/本
院内外 外用 ロキソプロフェンＮａテープ ５０ｍｇ「ＥＥ」     7.00 枚/袋 

院外専用 外用 ロキソプロフェンＮａテープ １００ｍｇ「ＥＥ」 7.00 枚/袋 
院外専用 外用 ロコアテープ 7.00 枚/袋 
院内外 外用 ロコイド軟膏　　　　　　　　 5.00 ｇ/本   
院内外 外用 ロゼックスゲル０．７５％ 50.00 ｇ/本

院内外、用時購入 外用 ロナセンテープ20mg 20.00 ｍｇ/枚
院内外 外用 ロメフロン耳科用液０．３％　　　　　　　　 5.00 ｍＬ     

院外専用 外用 ワコビタール坐剤３０　　　　　　　　　　　　　　　　　 30.00 ｍｇ     
院外専用 外用 ワコビタール坐剤５０　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ     
院内外 外用 ワコビタール坐剤１００　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ     

院内用時 注射 動注用アイエーコール　５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 動注用アイエーコール１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 アイリーア硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ 2ｍｇ 0.05ｍＬ/kit 
院内専用 注射 アキネトン注射液５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ/Ａ   
院内用時 注射 アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 80.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 アクテムラ点滴静注用２００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 アクテムラ点滴静注用４００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 400.00 ｍｇ/V   
院外専用 注射 アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター 162.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 アクプラ静注用５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 アクラシノン注射用２０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 アザクタム注射用０．５ｇ　　　　　　　　　　　 0.50 ｇ/V    
院内専用 注射 アシクロビル注２５０ｍｇ「トーワ」 2500.00 ｍｇ/A  
院内専用 注射 アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ「日新」 500.00 ｍｇ/Ａ
院内用時 注射 アスパラカリウム注１０ｍＥｑ　　　　　　　　　　 10.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 アセテート維持液３G「HK」 500.00 ｍＬ/V
院内専用 注射 アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ 1000.00 ｍｇ/袋
院内専用 注射 アタラックス－Ｐ注射液（５０ｍｇ／ｍＬ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 アデホス－Ｌコーワ注４０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　 40.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/V   
院内用時 注射 アドセトリス点滴静注用５０ｍｇ 50.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 アドナ注（静注用）２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 アドナ注（静注用）１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 1.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 0.50 ｍｇ/ｍＬ  
院内専用 注射 アトワゴリバース静注シリンジ　６ｍＬ　　　　　　　　　　　　　　 300.00 U/3ｍＬ  
院内専用 注射 アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍＬ/Ａ   
院内用時 注射 アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ 500.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 アネレム静注用５０ｍｇ 50.00 ｍｇ/瓶
院内専用 注射 アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ　　　　　　　　　　　 400.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 アービタックス注射液１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ 100.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 アプレゾリン注射用２０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍｇ/Ａ   

院内用時　院外可 注射 アボネックス筋注用シリンジ30μg 0.50 ｍＬ/Ａ   
院外専用 注射 アボネックス筋注30μgペン 0.50 ｍＬ/キット
院内専用 注射 アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 150.00 ｍｇ/Ａ   
院内用時 注射 アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「サワイ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 アミサリン注１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 アミノレバン点滴静注　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/V   
院内用時 注射 アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 アリナミン注射液１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 アリムタ注射用１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 アリムタ注射用５００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 アルガトロバン注シリンジ１０ｍｇ「ＮＰ」 10.00 ｍｇ/筒
院内用時 注射 アルギニン点滴静注３０ｇ「ＡＹ」　　　　　 30.00 ｇ/Ａ    
院内専用 注射 アルスロマチック関節手術用灌流液 3000.00 ｍＬ/袋
院内専用 注射 献血アルフ゛ミン５％静注１２．５ｇ／２５０ｍL｢ＪＢ｣ 250.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 献血アルフ゛ミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍL｢ベネシス｣ 50.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「サワイ」 10.00 μｇ/筒
院内用時 注射 アルベカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「HK」 200.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アーモンド 1.00 ｍL/V



院内専用 注射 アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ラッカセイ 1.00 ｍL/V
院内専用 注射 アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩 2.00 ｍL/V
院内専用 注射 アロキシ点滴静注バッグ０．７５ｍｇ 0.75 ｍｇ/50ｍＬ
院内専用 注射 アンチレクス静注１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 イオパミドール３００注５０ｍＬ 50.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 イオパミドール３７０注５０ｍＬ 50.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 イーケプラ点滴静注５００ｍｇ 500.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 イソゾール注射用０．５ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.50 ｇ/Ａ    
院内用時 注射 イダマイシン静注５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 イノバン注０．３％シリンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 150.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ 105.00 ｍｇ/筒
院内専用 注射 注射用イホマイド１ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｇ/V    
院内用時 注射 イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ 120.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 イミフィンジ点滴静注５００ｍｇ 500.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「トーワ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「トーワ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 インジゴカルミン静注２０ｍｇ「ＡＦＰ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 インダシン静注用1ｍｇ 1.00 ｍｇ/V 

院内専用、院外（患者限定） 注射 イントラリポス輸液２０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍＬ/袋
院内専用 注射 インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「ＮＫ」 100.00 ｍｇ/V 

院内専用、院外（患者限定） 注射 ヴィーンＤ輸液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 ヴィーンF輸液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ　　　　　　　　　 5.00 ｇ/V    
院内専用 注射 ウロナーゼ静注用６万単位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.00 MU/V   
院内専用 注射 ウロミテキサン注４００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400.00 ｍｇ/Ａ   
院内用時 注射 ＨＭＧ筋注用７５単位「Ｆ」　　　　　　　 75.00 U/Ａ    
院内用時 注射 ＨＭＧ筋注用１５０単位「Ｆ」　　　　　　　 150.00 U/Ａ    
院内専用 注射 エクザール注射用１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 エスポー注射液７５０　 750.00 国際単位/Ａ
院内専用 注射 エスポー皮下用２４０００シリンジ　　　　　　 2.40 MU/Ａ   
院内専用 注射 エスラックス静注２５mg/２．５mL 25.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 無水エタノール注　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ「タカタ」 30.00 ｍｇ/キット
院内用時 注射 エトキシスクレロール１％注射液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 100.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 125.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 エネフリード輸液

院内用時、院外可 注射 エバシェルド筋注セット
院内用時、院外可 注射 エピペン注射液０．１５ｍｇ 0.15 ｍｇ/Ａ   
院内用時、院外可 注射 エピペン注射液０．３ｍｇ 0.30 ｍｇ/Ａ  

院内専用 注射 エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ヱフエト゛リン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 エホチール注10mg 10.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ヤンセン」（溶解液５０ｍＬ×２本付） 0.50 ｍｇ/Ｖ
院内専用 注射 エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「ヤンセン」（溶解液５０ｍＬ×３本付） 1.50 ｍｇ/Ｖ
院外専用 注射 エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ＡＣＴ」 0.50 ｍｇ/Ｖ
院外専用 注射 エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「ＡＣＴ」 1.50 ｍｇ/Ｖ
院外専用 注射 エポプロステノール静注用「ＡＣＴ」専用溶解用液 50.00 ｍＬ/本
院内用時 注射 エムガルティ皮下注120mgシリンジ 120.00 ｍｇ/本
院外専用 注射 エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター 120.00 ｍｇ/本
院内用時 注射 エムプリシティ点滴静注用３００ｍｇ 300.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 エムプリシティ点滴静注用４００ｍｇ 400.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 注射用エラスポール１００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 エリスロシン点滴静注用５００ｍｇ 500.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 エリル点滴静注液３０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「タナベ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.10 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 エルシトニン注４０単位　　　　　　　　　　　　　　　　 40.00 U/Ａ    
院内外 注射 エルネオパＮＦ１号輸液（１０００mL／キット） 1000.00 ｍＬ/キット
院内外 注射 エルネオパＮＦ２号輸液（１０００mL／キット） 1000.00 ｍＬ/キット
院内外 注射 エルネオパＮＦ２号輸液（１５００mL／キット） 1500.00 ｍＬ/キット

院内専用 注射 エレメンミック注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 エンハーツ点滴静注用100mg 100.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 塩酸メピバカイン注シリンジ「ＮＰ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 塩酸メピバカイン注シリンジ「ＮＰ」（ISO80369-6 ロックタイプ） 10.00 ｍＬ/Ａ   
院内用時 注射 エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ 300.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 大塚食塩注１０％　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 大塚塩カル注２％　　　　　　　　　　　 20.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 注射用エンドキサン１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 注射用エンドキサン５００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍｇ/V   

院内用時、院外可 注射 エンブレル皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ/キット
院内用時、院外可 注射 エンブレル皮下注５０ｍｇペン１ｍＬ 50.00 ｍｇ/キット

院内専用 注射 オーツカMV注
院内専用 注射 オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「日医工」 50.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ「日医工」 100.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 オキシトシン注射液５単位「Ｆ」 1.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 オキファスト注５０ｍｇ 50.00 ｍｇ/Ａ
院内専用 注射 オザグレルＮａ注射液８０ｍｇシリンジ「サワイ」 80.00 ｍｇ/筒
院内専用 注射 オザグレルＮａ注射液８０ｍｇバッグ 80.00 ｍｇ/袋
院内用時 注射 オニバイド注射静注４３ｍｇ 43.00 ｍｇ/V

1号1瓶・2号1管/組



院内専用 注射 オノアクト点滴静注用５０ｍｇ　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 オビソート注射用０．１ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.10 ｇ/Ａ    
院内用時 注射 オプジーボ点滴静注１２０ｍｇ 120.00 ｍｇ/V 
院内用時 注射 オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ 240.00 ｍｇ/V 
院内専用 注射 オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 20.00 ｍｇ/V 
院内専用 注射 オリベス点滴用１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 オルダミン注射用１ｇ 1.00 ｇ/V   
院内用時 注射 オルドレブ点滴静注用１５０ｍｇ 150.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ 250.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 オンコビン注射用１ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 カイプロリス点滴静注１０ｍｇ 10.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 カイプロリス点滴静注４０ｍｇ 40.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 ガザイバ点滴静注１０００ｍｇ 1000.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ガスター注射液２０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ 100.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 カドサイラ点滴静注用１６０ｍｇ 160.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ガベキサートメシル酸塩注射用「サワイ」１００ｍｇ 100.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 ガベキサートメシル酸塩注射用「サワイ」５００ｍｇ 500.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 カルセド注射用２０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 カルセド注射用５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 カルチコール注射液８．５％５ｍL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 カルボプラチン点滴静注用５０ｍｇ「ＮＫ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 カルボプラチン点滴静注用１５０ｍｇ「ＮＫ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 150.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 カルボプラチン点滴静注用４５０ｍｇ「ＮＫ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 450.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ 100.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 キシロカイン注射液「０．５％」エピレナリン含有　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 キシロカイン注射液「１％」エピレナリン含有　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 キシロカイン注射液「２％」エピレナリン含有　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 キシロカイン注シリンジ１％ 10.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 キシロカイン注シリンジ１％（ISO80369-6 ロックタイプ） 10.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 キシロカイン注ポリアンプ１％　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 キシロカイン注ポリアンプ１％　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 キシロカイン注ポリアンプ２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 キドミン輸液　　　　　　　　　　　　 200.00 ｍＬ/V   
院内用時 注射 キュビシン静注用３５０ｍｇ 350.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 キロサイド注２０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 キンダリー透析剤　ＡＦ－２号
院内専用 注射 キンダリー透析剤　４E A剤1袋、B剤1袋/組
院内専用 注射 グラニセトロン点滴静注バッグ1ｍｇ/５０ｍL「テバ」 1.00 ｍｇ/袋
院内専用 注射 グランシリンジ７５　　　　　　　　　　　　　　　　　 75.00 μｇ/Ａ  
院内専用 注射 クリアクター静注用４０万　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40.00 MU/V   
院内専用 注射 グリセリン・果糖配合点滴静注「ＨＫ」 200.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 クリンダマイシン注射液３００ｍｇ「NIG」 300.00 ｍｇ/Ａ 
院内専用 注射 クリンダマイシン注射液６００ｍｇ「NIG」 600.00 ｍｇ/Ａ 
院内外 注射 グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 U/V    

院内専用 注射 グルトパ注６００万　　　　　　　　　　　　　　　　　 600.00 MU/V   
院内専用 注射 グルトパ注２４００万　　　　　　　　　　　　　　　　　 2400.00 MU/V   
院内専用 注射 クレキサン皮下注キット２０００U 2000.00 U/筒   
院内専用 注射 献血グロベニン－Ｉ静注用２５００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　 2.50 ｇ/V    
院内専用 注射 ＫＣＬ注　２０ｍＥｑキット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 ケイツーＮ静注１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 ケタラール静注用５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ　　　　　　　　　　　　　　　 40.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ケナコルト－Ａ皮内用関節腔内用水懸注５０ｍｇ／５ｍＬ　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ/V   
院外専用 注射 ケブザラ皮下注１５０ｍｇオートインジェクター 150.00 ｍｇ/キット  
院外専用 注射 ケブザラ皮下注２００ｍｇオートインジェクター 200.00 ｍｇ/キット  
院内専用 注射 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ヤクルト」 200.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクルト」 1.00 ｇ/V   
院内専用 注射 ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０ｍｇ「日医工」 60.00 ｍｇ/Ａ
院内専用 注射 コアヒビター注射用10mg 10.00 ｍｇ/Ｖ
院内専用 注射 コアヒビター注射用５0mg 50.00 ｍｇ/Ｖ
院内専用 注射 コアベータ静注用１２．５ｍｇ 12.50 ｍｇ/Ｖ
院内専用 注射 抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１０００倍「ベネシス」　　　　　　　　　　　　　　 1000.00 U/V    
院内用時 注射 コスメゲン静注用０．５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.50 ｍｇ/V   
院内用時 注射 コートロシン注射用０．２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.25 ｍｇ/V   
院内用時 注射 コートロシンＺ筋注０．５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.50 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 ゴナックス皮下注用８０ｍｇ 80.00 ｍｇ/V
院内専用 注射 ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ 120.00 ｍｇ/V
院内用時 注射 ゴナックス皮下注用２４０ｍｇ 240.00 ｍｇ/V
院内用時 注射 ゴナトロヒ゜ン筋注用３０００単位　　　　　　　　　　　　 3000.00 U/Ａ    
院内専用 注射 ゴナトロヒ゜ン注用５０００単位　　　　　　　　　　　　 5000.00 U/Ａ    
院内用時 注射 ゴナールエフ皮下注用１５０ 150.00 国際単位/Ａ
院内用時 注射 ゴナールエフ皮下注用７５ 75.00 国際単位/Ａ

院内用時　院外可 注射 コパキソン皮下注20mgシリンジ 20.00 ｍｇ/筒
院内用時 注射 コホリン静注用７．５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.50 ｍｇ/V   
院内専用 注射 コントミン筋注１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ/Ａ   
用時購入 注射 サイビスクディスポ関節注２mL 2.00 ｍＬ/筒
用時購入 注射 サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ 100.00 ｍｇ/V   
用時購入 注射 サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ 500.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 ザイボックス注射液６００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 600.00 ｍｇ/V   

A液6L、B液7.56L/包装



院内専用 注射 注射用サイメリン１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 サイモグロブリン点滴静注用２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 サークリサ点滴静注用５００ｍｇ 500.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 サークリサ点滴静注用１００ｍｇ 100.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 サビーン点滴静注用５００ｍｇ 500.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 サフネロー点滴静注300mg 300.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 サブラッド血液ろ過用補充液ＢＳＧ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020.00 ｍＬ/ｷｯﾄ
院内専用 注射 サンドスタチン注射液１００μｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 μｇ/Ａ  
院内専用 注射 サンリズム注射液５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ/V   

院内用時、院外可 注射 ジェノトロピンゴークイック注用５．３ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.30 ｍｇ/ｷｯﾄ  
院内用時 注射 ジェブタナ点滴静注６０ｍｇ 60.00 ｍｇ/Ｖ 
院内用時 注射 ジオン注無痛化剤付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 ジゴシン注０．２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.25 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 シスプラチン注２５ｍｇ「日医工」　　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 シスプラチン注５０ｍｇ「日医工」　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ 500.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 シタラビン点滴静注液４００ｍｇ「テバ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400.00 ｍｇ/Ｖ   
院内専用 注射 シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｇ/Ｖ
院内専用 注射 シナジス筋注液５０ｍｇ 50.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 シナジス筋注液１００ｍｇ 100.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 シベノール静注７０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 70.00 ｍｇ/Ａ   

院内用時、院外可 注射 シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス 200.00 ｍｇ/本
院内専用 注射 注射用蒸留水プラボトル（２０ｍｌ）　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 注射用蒸留水プラボトル（１００ｍｌ）　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 注射用蒸留水広口プラボトル（５００ｍｌ）　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 注射用水バッグ「フソー」１Ｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 L/本   
院内専用 注射 ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ 3.60 ｍｇ/本
院内用時 注射 ジーンプラバ点滴静注６２５ｍｇ 625.00 ｍｇ/V 
院内専用 注射 ジルチアゼム塩酸塩注射用｢サワイ｣50ｍｇ 50.00 ｍｇ/V 
院内専用 注射 シングリックス筋注用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1人分 V   
院内専用 注射 シンビツト静注用５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクター 50.00 ｍｇ/本
処置薬 注射 スキャンドネストカートリッジ３％

院内用時 注射 ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ 45.00 ｍｇ/筒
院内用時 注射 ステラーラ点滴静注１３０ｍｇ 130.00 ｍｇ/Ｖ   
院内専用 注射 スベニールデイスポ関節注２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 スルバシリン静注３ｇ 3.00 ｇ/瓶
院内専用 注射 スルバシリン静注１．５ｇ 1.50 ｇ/瓶
院内専用 注射 生食注シリンジ「オーツカ」　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍＬ/筒
院内専用 注射 生食注シリンジ「オーツカ」　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍＬ/筒
院内外 注射 大塚生食注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍＬ/Ａ   

院内専用 注射 生理食塩液「ヒカリ」 50.00 ｍＬ/本  
院内専用 注射 大塚生食注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍＬ/V   
院内外 注射 大塚生食注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250.00 ｍＬ/袋  

院内専用 注射 大塚生食注２ポート 100.00 ｍＬ/キット
院内専用 注射 大塚生食注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/袋  
院内外 注射 大塚生食注(細口）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/瓶  

院内専用 注射 大塚生食注（広口） 1000.00 ｍＬ/瓶  
院内専用 注射 大塚生食注 1000.00 ｍＬ/袋  
院内専用 注射 生理食塩液バッグ「フソー」 1000.00 ｍＬ/袋  
院内専用 注射 ゼビュディ点滴静注液５００ｍｇ 500.00 ｍｇ/瓶
院内専用 注射 セファゾリンＮａ注射用０．５ｇ「日医工」 0.50 ｇ/V
院内専用 注射 セファゾリンＮａ注射用１ｇ「日医工」 1.00 ｇ/V
院内専用 注射 セファゾリンＮａ注射用２ｇ「日医工」 2.00 ｇ/V
院内専用 注射 セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｇ/V    
院内専用 注射 セフォタックス注射用１ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｇ/V    
院内専用 注射 セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「日医工」 1.00 ｇ/V    
院内専用 注射 セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 1.00 ｇ/V    
院内専用 注射 セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「ＮＰ」 1.00 ｇ/V    
院内専用 注射 セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「NP」 1.00 ｇ/V    
院内専用 注射 セルシン注射液１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 セレネース注５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 ソセゴン注射液１５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 ゾラデックス３．６ｍｇデポ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.60 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.80 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 ソリタ－Ｔ２号輸液　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/袋
院内専用 注射 ソリタ－Ｔ４号輸液　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/袋
院内専用 注射 ソリタックス－Ｈ輸液　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/袋
院内専用 注射 ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ソル・コーテフ静注用５００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ソルダクトン２００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ/Ａ   
院外専用 注射 ゾルトファイ配合注フレックスタッチ
院内専用 注射 ソルデム３AＧ輸液 500.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 注射用ソル・メルコート４０　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 注射用ソル・メルコート１２５　　　　　　　　　　　　　　　 125.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 注射用ソル・メルコート５００　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 注射用ソル・メルコート１０００　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｇ/V    
院内専用 注射 ゾレア皮下注用７５ｍｇシリンジ 75.00 ｍｇ/筒



院内専用 注射 ゾレア皮下注用１５０ｍｇシリンジ 150.00 ｍｇ/筒
院内専用 注射 ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ/５ｍL「ファイザー」 4.00 ｍｇ/V
院内専用 注射 ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ/１００ｍLバッグ「ファイザー」 4.00 ｍｇ/袋
院内用時 注射 タイガシル点滴静注用５０ｍｇ 50.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 タイサブリ点滴静注300mg 300.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 ダウノマイシン静注用２０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 ダカルバジン注用１００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 タゾピペ配合静注用２．２５「ニプロ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.25 ｇ/V    
院内専用 注射 タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.50 ｇ/V    
院内用時 注射 ダットスキャン静注 2.25 ｍＬ/筒
院内専用 注射 ダラキューロ配合皮下注 15.00 ｍＬ/V
院内用時 注射 ダルテパリンNa静注５０００単位／５mL「日医工」 5000.00 単位/5ｍＬ
院内専用 注射 ダルベポエチン アルファBS注20μgシリンジ「JCR」 20.00 μｇ/本
院内専用 注射 ダルベポエチン アルファBS注30μgシリンジ「JCR」 30.00 μｇ/本
院内専用 注射 ダルベポエチン アルファBS注40μgシリンジ「JCR」 40.00 μｇ/本
院内専用 注射 ダルベポエチン アルファBS注60μgシリンジ「JCR」 60.00 μｇ/本
院内専用 注射 ダルベポエチン アルファBS注120μgシリンジ「JCR」 120.00 μｇ/本
院内専用 注射 ダルベポエチン アルファBS注180μgシリンジ「JCR」 180.00 μｇ/本
院内専用 注射 ダントリウム静注用２０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 チエクール点滴用０．５ｇ「サワイ」 0.50 ｇ/V    
院内専用 注射 ＴＲＨ注０．５ｍｇ「タナベ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.50 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 １％ディプリバン注キット　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「日医工」 200.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 デキサート注射液１．６５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　 1.65 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 デキサート注射液６．６ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　 6.60 ｍｇ/V   
院内専用 注射 低分子デキストランＬ注　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/V   
院内用時 注射 デスフェラール注射液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 テセントリク点滴静注１２００ｍｇ 1200.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 テセントリク点滴静注８４０ｍｇ 840.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 デトキソール静注液２ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 デノシン点滴静注用５００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍｇ/V   
院内外 注射 デュピクセント皮下注３００ｍｇペン 300.00 ｍｇ/筒  

院内専用 注射 テラルビシン注射用１０ｍｇ 10.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 テラルビシン注射用２０ｍｇ 20.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 ドキシル注２０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ドキソルビシン塩酸塩注射用1０ｍｇ「NK」 10.00 ｍｇ/V
院内専用 注射 ドキソルビシン塩酸恵注射用５０ｍｇ「NK」 50.00 ｍｇ/V
院内専用 注射 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍL「トーワ」 20.00 ｍｇ/V
院内専用 注射 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍL「トーワ」 80.00 ｍｇ/V
院内専用 注射 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍL「ニプロ」 20.00 ｍｇ/V
院内専用 注射 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍL「ニプロ」 80.00 ｍｇ/V
院内専用 注射 ドパストン静注５０ｍｇ 50.00 ｍｇ/V
院内専用 注射 ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」 100.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 ドパミン塩酸塩点滴静注液600mg「NIG」 600.00 ｍｇ/袋 
院内専用 注射 ドブポン０．３％注シリンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　 150.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ドプラム注射液４００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 トラベルミン注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 トラマール注１００ 100.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 トランサミン注５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 トランサミン注１０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｇ/Ａ    
院内用時 注射 トリセノックス注１０ｍｇ 10.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 トレアキシン点滴静注用２５ｍｇ 25.00 ｍｇ/V 
院内専用 注射 トレアキシン点滴静注液１００ｍｇ／４ｍL 100.00 ｍｇ/V 
院内専用 注射 ドロレプタン注射液２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 ナルベイン注２ｍｇ 2.00 ｍｇ/Ａ   

院内専用（患者限定） 注射 ナルベイン注２０ｍｇ 20.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第一三共」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.20 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「日医工」 2.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「日医工」 10.00 ｍｇ/V   

院内外両用 注射 ニコペリック腹膜透析液１５００ｍＬ 1500.00 mL/袋
院内外両用 注射 ニコペリック腹膜透析液２０００ｍＬ 2000.00 mL/袋
院内外両用 注射 ニコペリック腹膜透析液２０００ｍＬ[排液用バッグ付き] 2000.00 mL/袋
院内専用 注射 ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「サワイ」 48.00 ｍｇ/Ｖ
院内専用 注射 ニトプロ持続静注液６ｍｇ 6.00 ｍｇ/Ａ   
院内用時 注射 ニドラン注射用５０ｍｇ 50.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ニトロール注５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 ニトロール点滴静注５０ｍｇバッグ　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ/袋
院内用時 注射 乳酸Ｎａ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍＬ/Ａ   
院内外 注射 ヌーカラ皮下注100ｍｇ 100.00 ｍｇ/筒   

院内専用 注射 ネオシネジンコーワ注１ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｇ/V    
院内専用 注射 ネオフィリン注２５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 強力ネオミノファーゲンシーＰ２０ｍＬ　　　　　　　　　　　 20.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 ネクスビアザイム点滴静注用100mg 100.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 ネスプ注射液２０μｇプラシリンジ 20.00 μｇ/本
院内用時 注射 ネスプ注射液３０μｇプラシリンジ 30.00 μｇ/本
院内用時 注射 ネスプ注射液４０μｇプラシリンジ 40.00 μｇ/本
院内用時 注射 ネスプ注射液６０μｇプラシリンジ 60.00 μｇ/本
院内用時 注射 ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ 120.00 μｇ/本
院内用時 注射 ネスプ注射液１８０μｇプラシリンジ 180.00 μｇ/本
院内外 注射 ノイトロジン注１００μｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 μｇ/V  



院内用時 注射 ノイトロジン注２５０μｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250.00 μｇ/V  
院内専用 注射 ノイロトロピン注射液３．６単位　　　　　　　　　　 3.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 ノバミン筋注５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ/Ａ   
院内用時 注射 ノバントロン注１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ノーベルバール静注用２５０ｍｇ 250.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 ノルアドリナリン注１ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ/Ａ   

院内用時、院外可 注射 ノルディトロピン　フレックスプロ注１０ｍｇ 10.00 ｍｇ/キット
院内専用 注射 献血ノンスロン１５００注射　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1500.00 U/V    
院内用時 注射 ハイカムチン注射用１．１ｍｇ 1.10 ｍｇ/Ｖ
院内専用 注射 ハイカリックＲＦ輸液　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/袋  
院内用時 注射 バクトラミン注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」　　　　　　　　　　　　　　　 30.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ＮＫ」　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 パーサビブ静注透析用２．５ｍｇ 2.50 ｍｇ/V   
院内専用 注射 パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍL 420.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ハーセプチン注射用６０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ハーセプチン注射用１５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 150.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 パドセブ点滴静注用３０ｍｇ 30.00 ｍｇ/瓶
院内専用 注射 パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「ＤＳＰ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40.00 ｍｇ/Ａ   
院内用時 注射 ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000.00 U/V    
院内専用 注射 バベンチオ点滴静注２００ｍｇ 200.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 パム静注５００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍｇ/Ａ   
院内用時 注射 パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液１０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.00 ｇ/Ａ    
院内用時 注射 ハラヴェン静注１ｍｇ 1.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 バル筋注１００ｍｇ「AFP」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 ハルトマン液ｐＨ８「ＮＰ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 L/袋
院内専用 注射 塩酸バンコマイシン点滴静注用０．５ｇ「マイラン」　　　　　　　　　　　　　　 0.50 ｇ/V    
院内専用 注射 パントシン注１０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 ハンプ注射用１０００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1000.00 μｇ/V  
院内専用 注射 ビカーボン輸液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 ビクシリン注射用０．５ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ビクシリン注射用１．０ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｇ/V    
院内用時 注射 ピシバニール注射用５ＫＥ　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 KE/V   
院内専用 注射 ビソルボン注射液４ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.00 ｍｇ/Ａ   
院内用時 注射 ビダーザ注射用１００ｍｇ 100.00 ｍｇ/V 
院内専用 注射 ビタメジン静注用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 V      
院内用時 注射 ヒトＣＲＨ静注用１００μｇ「タナベ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 μｇ/V  
院内専用 注射 ピトレシン注射液２０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 U/Ａ    
院内専用 注射 ビーフリード輸液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ「日医工」 2.00 ｍｇ/V   

院内用時、院外可 注射 ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．４mL 40.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 ヒルトニン０．５ｍｇ注射液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.50 ｍｇ/Ａ   
院内用時 注射 ファイバ静注用１０００ 1000.00 U/V    
院内専用 注射 ファーストシン静注用１ｇバツグＳ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｇ/V    
院内専用 注射 ファセンラ皮下注３０ｍｇシリンジ 30.00 ｍｇ/本
院内専用 注射 ファンガード点滴用５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 フィジオ３５輸液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 フィジオ１４０輸液　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/V   
院内用時 注射 フィニバックス点滴用０．２５ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.25 ｇ/V    
院内用時 注射 ブイフェンド２００ｍｇ静注用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 フィブロガミンＰ静注用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 240.00 X/V    
院内専用 注射 注射用フィルデシン１ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 注射用フィルデシン３ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 フェインジェクト静注５００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 フェジン静注４０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 フェソロデックス筋注２５０ｍｇ 250.00 ｍｇ/筒 
院内専用 注射 フェノバール注射液１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/Ａ   
院内用時 注射 フェノールスルホンフタレイン注０．６「第一三共」　　　　　　　　　　　　　　　 7.80 ｍｇ/Ａ   
院内用時 注射 フェロン注射用３００万　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300.00 MU/V   
院内専用 注射 フェンタニル注射液０．１ｍｇ「ヤンセン」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.10 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 フォリアミン注射液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15.00 ｍｇ/Ａ   
院内外 注射 フォルテオ皮下注キット６００μｇ 600.00 μｇ/2.4ｍＬ

院内専用 注射 ブスコパン注射液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 大塚糖液５％ 20.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 大塚糖液５％ 100.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 大塚糖液５％ 250.00 ｍＬ/袋
院内専用 注射 大塚糖液５％ 500.00 ｍＬ/袋
院内専用 注射 大塚糖液１０％ 500.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 大塚糖液２０％ 20.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 大塚糖液５０％ 20.00 ｍＬ/Ａ   
院内用時 注射 大塚糖液５０％ 500.00 ｍＬ/袋  
院内専用 注射 プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ 60.00 ｍｇ/本
院内専用 注射 プリズバインド静注液２．５ｇ 2.50 ｇ/Ｖ
院内専用 注射 ブリディオン静注２００ｍｇ 200.00 ｍｇ/Ｖ   
院内専用 注射 プリンペラン注射液１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 フルオレサイト静注５００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トーワ」 250.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」 1000.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 フルダラ静注用５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「テバ」 0.50 ｍｇ/Ａ



院内専用 注射 フルマリン静注用１ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｇ/V    
院内用時 注射 プレアミンP注射液 200.00 ｍＬ/袋  
院内用時 注射 ブレオ注射用１５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 プレセデックス静注液２００μｇ 200.00 μｇ/V  
院内専用 注射 水溶性プレドニン１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 水溶性プレドニン２０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 塩プロ１％注「小林」　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 プロイメンド点滴静注用１５０ｍｇ 150.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 プロゲデポー筋注１２５ｍｇ 125.00 ｍｇ/Ａ   
院内用時 注射 プロゲホルモン筋注用１０ｍｇ 10.00 ｍｇ/Ａ   
院内用時 注射 プロジフ静注液１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 プロジフ静注液２００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 プロスタルモン・Ｆ注射液１０００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 プロスタンディン注射用２０μｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 μｇ/V  
院内用時 注射 プロスタンディン点滴静注用５００μｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 μｇ/Ａ  
院内専用 注射 フロセミド注２０ｍｇ「武田テバ」 20.00 ｍｇ/Ａ
院内専用 注射 プロタノール－Ｌ注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.20 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 プロタミン硫酸塩注１００ｍｇ「モチダ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 １％プロポフォール注「マルイシ」 200.00 ｍｇ/Ａ   
院内用時 注射 ペガシス皮下注９０μｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 90.00 μｇ/V  
院内用時 注射 ペガシス皮下注１８０μｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 180.00 μｇ/V  
院内用時 注射 ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ 100.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ベクティビックス点滴静注４００ｍｇ 400.00 ｍｇ/V   

院内用時、院外可 注射 ベタフェロン皮下注用９６０万国際単位　　　　 960.00 MU/V   
院内専用 注射 ペチジン塩酸塩注射液３５ｍｇ「タケダ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 べナンバックス注用３００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 注射用ペニシリンｇカリウム１００万単位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 MU/V   
院内用時 注射 献血ベニロン－Ｉ静注用２５００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　 2.50 ｇ/V    
院内専用 注射 ベバシズマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ 100.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ベバシズマブＢＳ点滴静注４００ｍｇ 400.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ヘパフィルド透析用２００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ 4000.00 U/筒

院内用時、院外可 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」　　　 5000.00 U/筒
院内専用 注射 ヘパリンNa注５千単位「モチダ」 5000.00 U/V    
院内外 注射 ヘパリンNaロック用１００単位／ｍLシリンジ「オーツカ」５ｍL　　　　 500.00 U/筒

院内専用 注射 ヘパリンナトリウム注Ｎ５千単位／５ｍＬ「ＡＹ」 5000.00 U/Ａ    
院内専用 注射 ヘブスブリン筋注用２００単位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200.00 U/V    
院内専用 注射 静注用ヘブスブリン－ＩＨ１０００U／５ｍL／瓶 1000.00 U/V    
院内用時 注射 ペラニンデポー筋注10mg 10.00 ｍｇ/Ａ   
院内用時 注射 ベルケイド注射用３ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液２５ｍL／１ｍL 25.00 ｍｇ/Ｖ 
院内専用 注射 ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液１００ｍL／４ｍL 100.00 ｍｇ/Ｖ 

院内用時、院外可 注射 ベンリスタ皮下注２００ｍｇオートインジェクター 200.00 ｍｇ/キット
院内用時 注射 点滴静注用ホスカビル注２４ｍｇ／ｍＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6000.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ホストイン静注７５０ｍｇ 750.00 ｍｇ/V
院内専用 注射 ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｇ/袋  
院内専用 注射 ホスミシンＳ静注用２ｇ　　　　　　　　　　　　 2.00 ｇ/Ｖ
院内専用 注射 ボスミン注１ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 ｍｇ/Ａ   
院内用時 注射 ポテリジオ点滴静注２０ｍｇ 20.00 ｍｇ/V
院内専用 注射 ボトックス注用５０単位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 U/V    
院内専用 注射 ボトックス注用１００単位 100.00 Ｕ/Ｖ
院内用時 注射 ボナロン点滴静注バッグ９００μｇ 900.00 μｇ/袋
院内専用 注射 ポライビー点滴静注用３０ｍｇ 30.00 ｍｇ/Ｖ   
院内専用 注射 ポライビー点滴静注用１４０ｍｇ 140.00 ｍｇ/Ｖ   
院内専用 注射 ポララミン注５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 ポリドカスクレロール１％注２ｍＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 ボルベン輸液６％ 500.00 ｍL/袋
院内専用 注射 ボルテゾミブ注射用３mg「NK」 3.00 ｍｇ/V
院内専用 注射 ボルテゾミブ注射用２mg「トーワ」 2.00 ｍｇ/V
院内専用 注射 ボンビバ静注１ｍｇシリンジ 1.00 ｍｇ/筒
院内専用 注射 マイトマイシン注用２ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 マイロターグ点滴静注用５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 マーカイン注０．５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 マーカイン注脊麻用０．５％高比重　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 マーカイン注脊麻用０．５％等比重　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 マキュエイド硝子体内注用４０ｍｇ 40.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 マグセント注１００ｍＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 マグセント注シリンジ４０ｍＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 静注用マグゾール２０ｍL 20.00 ｍＬ/A
院内専用 注射 ２０％マンニットール注射液「ＹＤ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 ミオコール点滴静注５０ｍｇ 50.00 ｍｇ/袋
院内用時 注射 ミオテクター冠血管注　　　　　　　　　　　　　        
院内専用 注射 ミダゾラム注射液１０ｍｇ「テバ」 10.00 ｍｇ/Ａ

院内外両用 注射 ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液２５００ｍＬ 2500.00 ｍL/袋
院内外両用 注射 ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液１５００ｍＬ[排液用バッグ付き] 1500.00 ｍL/袋
院内外両用 注射 ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液２０００ｍＬ[排液用バッグ付き] 2000.00 ｍL/袋
院内外両用 注射 ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液２５００ｍＬ 2500.00 ｍL/袋
院内外両用 注射 ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液１５００ｍＬ[排液用バッグ付き] 1500.00 ｍL/袋
院内外両用 注射 ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液２０００ｍＬ[排液用バッグ付き] 2000.00 ｍL/袋
院内専用 注射 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「日医工」　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ミラクリッド注射液５万単位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 MU/V   



院内専用 注射 ミルセラ注シリンジ２５μｇ 25.00 μｇ/筒
院内専用 注射 ミルセラ注シリンジ５０μｇ 50.00 μｇ/筒
院内専用 注射 ミルセラ注シリンジ７５μｇ 75.00 μｇ/筒
院内専用 注射 ミルセラ注シリンジ１００μｇ 100.00 μｇ/筒
院内専用 注射 ミルセラ注シリンジ１５０μｇ 150.00 μｇ/筒
院内専用 注射 メイロン静注７％ 20.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 メイロン静注７％ 250.00 ｍＬ/V   
院内用時 注射 注射用メソトレキセート５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 注射用メソトレキセート５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 メソトレキセート点滴静注液２００ｍｇ 200.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 メタストロン注 141.00 MBｑ/Ｖ
院内専用 注射 メチコバール注射液５００μｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 μｇ/Ａ  
院内専用 注射 メチルエルゴメトリン注０．２ｍｇ「あすか」 1.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ＮＰ」 0.50 ｇ/V    
院内専用 注射 メロペネム点滴静注用１ｇ「ＮＰ」　　　　　　　　　 1.00 ｇ/V    
院内専用 注射 モルヒネ塩酸塩注「タケダ」１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 モルヒネ塩酸塩注１００ｍｇシリンジ「テルモ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/筒  
院内用時 注射 ヤーボイ点滴静注液50ｍｇ 50.00 ｍｇ/V 
院内用時 注射 ヤーボイ点滴静注液２0ｍｇ 20.00 ｍｇ/V 
院内用時 注射 ユニタルク胸膜腔内注入縣濁剤４ｇ 4.00 ｇ/V    
院内専用 注射 ラクテック注　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 ラクテック注　　　　　　　　　　　　　　　　　 1000.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 ラクテックＧ輸液　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍＬ/V   
院内用時 注射 ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ 30.00 ｍｇ/袋
院内専用 注射 ラスビック点滴静注キット１５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　 150.00 ｍｇ/V 
院内用時 注射 ラスリテック点滴静注１．５ｍｇ 1.50 ｍｇ/V 
院内用時 注射 ラスリテック点滴静注７．５ｍｇ 7.50 ｍｇ/V 
院内専用 注射 ラニチジン注射液５０ｍｇ｢タイヨー｣ 50.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 ラピアクタ点滴用バッグ３００ｍｇ 300.00 ｍｇ/袋
院内専用 注射 ランマーク皮下注１２０ｍｇ 120.00 ｍｇ/V 

院内用時、院外可 注射 リキスミア皮下注３００μｇ 300.00 μｇ/3ｍＬ  
院内用時 注射 リクラスト点滴静注液５ｍｇ 5.00 ｍｇ/V 
院内用時 注射 リコモジュリン点滴静注用１２８００　　　　　　　　　　　　　　　 1.28 MU/V   
院内専用 注射 リツキサン点滴静注１００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 リツキサン点滴静注５００ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＫＨＫ」 100.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ＫＨＫ」 500.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 100.00 ｍｇ/本
院内専用 注射 リトドリン点滴静注５０ｍｇ「F」 50.00 ｍｇ/Ａ
院内専用 注射 リメタゾン静注　２．５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.50 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 リユープロレリン酢酸塩注射用キット１．８８ｍｇ「あすか」　　　　　　　　　 1.88 ｍｇ/V   
院内専用 注射 リユープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍｇ「あすか」　　　　　　　　　 3.75 ｍｇ/V   
院内専用 注射 リュープリン注射用キット３．７５ｍｇ 3.75 ｍｇ/V   
院内専用 注射 リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ 22.50 ｍｇ/キット
院内専用 注射 リユープリンＳＲ注射用キツト１１．２５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　 11.25 ｍｇ/キット
院内用時 注射 硫酸ストレプトマイシン注射用１ｇ「明治」 1.00 ｇ/V 
院内専用 注射 硫酸Ｍｇ補正液1ｍＥｑ／ｍＬ 20.00 ｍＬ/Ａ   
院内用時 注射 リン酸Na補正液０．５ｍｍｏＬ／ｍＬ 20.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 リンデロン注２ｍｇ（０．４％） 2ｍｇ ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 リンデロン注２０ｍｇ（０．４％） 20ｍｇ ｍｇ/Ａ   
院内用時 注射 ルセンティス硝子体内注射用キット 0.05 ｍL/ｷｯﾄ
院内用時 注射 ルテスデポー筋注
院内専用 注射 レギチーン注射液５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 レスピア静注・経口用６０ｍｇ 60.00 ｍｇ/V   

院内用時、院外可 注射 レパーサ皮下注４２０ｍｇオートミニドーザー 140.00 ｍｇ/本
院内専用 注射 レペタン注０．２ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.20 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ／100mL「DSEP」 500.00 ｍｇ/袋
院内専用 注射 レボホリナート点滴静注用２５「オーハラ」　　　　　　　　　　 25.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 レボホリナート点滴静注用１００「オーハラ」　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 レミケード点滴静注用１００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 レミフェンタニル静注用２ｍｇ 2.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 レラキシン注用２００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200.00 ｍｇ/V   
院内用時 注射 ロイコボリン注３ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.00 ｍｇ/Ａ   
院内用時 注射 ロイナーゼ注用５０００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5000.00 U/V    
院内専用 注射 ロクロニウム臭化物静注液 50.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ロゼウス静注用１０ｍｇ 10.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ロゼウス静注用４０ｍｇ 40.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 ロピオン静注５０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 ローヘパ透析用５００単位／ｍＬバイアル１０ｍＬ　　　　　　　　　　 5000.00 U/V    
院内専用 注射 ロミプレート皮下注２５０μｇ調製用 250.00 μg/V
院内専用 注射 ワイスタール配合静注用１ｇ 1.00 ｇ/Ｖ
院内専用 注射 ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 200.00 ｍＬ/袋
院内専用 注射 ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 500.00 ｍＬ/袋
院内専用 注射 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 200.00 ｍＬ/袋
院内専用 注射 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 500.00 ｍＬ/袋
院内用時 注射 ワゴスチグミン注０．５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.50 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 ワソラン静注５ｍｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00 ｍｇ/Ａ   
院内外 注射 アピドラ注ソロスター 300.00 U/3ｍＬ  

院内用時、院外可 注射 イノレツト３０Ｒ注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300.00 U/3ｍＬ  
院内外 注射 インスリングラルギンＢＳ注射ミリオペン「リリー」 300.00 U/3ｍＬ  



院内用時、院外可 注射 ビクトーザ皮下注１８ｍｇ 18.00 ｍｇ/キット
院内外 注射 トレシーバ注フレックスタッチ 300.00 U/3ｍＬ  
院内外 注射 ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン　　　　　　　　　　　　 300.00 U/3ｍＬ  

院内用時、院外可 注射 ノボラピッド注イノレット 300.00 U/3ｍＬ  
院内用時 注射 ノボラピッド注ペンフィル 300.00 U/3ｍＬ
院内外 注射 ノボラピッド注フレックスタッチ　　　　　　　　　　　　　 300.00 U/3ｍＬ  
院内外 注射 ノボリンＮ注フレックスペン　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300.00 U/3ｍＬ  
院内外 注射 ノボリンＲ注フレックスペン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300.00 U/3ｍＬ  
院内外 注射 ノボリン３０Ｒ注フレックスペン　　　　　　　　　　　　　　　　 300.00 U/3ｍＬ  

院内用時、院外可 注射 トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス 0.75 ｍｇ/キット
院内外 注射 ヒューマリンＲ注１００単位／ｍL 1000.00 U/10ｍＬ 
院内外 注射 ヒューマリンＮ注１００単位／ｍL 1000.00 U/10ｍＬ 

院外専用 注射 ヒューマログ注カート 300.00 U/3ｍＬ
院外専用 注射 ヒューマログ注ミリオペン 300.00 U/3ｍＬ
院内外 注射 ヒユーマログミックス５０注ミリオペン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300.00 U/3ｍＬ  
院内外 注射 ライゾデグ配合注フレックスタッチ
院内外 注射 レベミル注３００フレックスペン　　　　　　　　　　　　　　　　　 300.00 U/3ｍＬ  

院内専用 注射 アデノスキャン注　　　　　　　　　　 60.00 ｍｇ/V   
院内専用 注射 イオパミロン注３７０シリンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 65.00 ｍＬ/筒
院内専用 注射 イオパミロン注３７０シリンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍＬ/筒
院内専用 注射 ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ　１０ｍＬ　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍＬ/筒
院内専用 注射 イソビスト注２４０ 10.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 イソビスト注３００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 イオプロミド注３７０シリンジ 50.00 ｍＬ/筒
院内専用 注射 イオプロミド注３７０シリンジ 80.00 ｍＬ/筒
院内専用 注射 イオプロミド注３７０シリンジ 100.00 ｍＬ/筒
院内専用 注射 ウログラフィン注６０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 ウログラフィン注６０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 オムニパーク３００注２０ｍＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 オムニパーク３００シリンジ　　　　　　　　　　　　　 50.00 ｍＬ/筒
院内専用 注射 ガドビスト静注１．０ｍｏＬ／Ｌシリンジ　　　　　　　　　 5.00 ｍＬ/筒
院内専用 注射 ガドビスト静注１．０ｍｏＬ／Ｌシリンジ　　　　　　　　　 7.50 ｍＬ/筒
院内専用 注射 バイステージ３００注１００ｍＬ 100.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 イオパミドール３７０注１００ｍＬ 100.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 ビリスコピン点滴静注５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 リピオドール４８０注１０ｍL　　　　 10.00 ｍＬ/Ａ   
院内専用 注射 アクトヒブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 V      
院内専用 注射 インフルエンザＨＡワクチン「北里第一三共」シリンジ０．２５ｍＬ　　　　　　　　　　　　　　　0.25 ｍＬ/筒   
院内専用 注射 インフルエンザＨＡワクチン「北里第一三共」シリンジ０．５ｍＬ　　　　　　　　　　　　　　　0.50 ｍＬ/筒   
院内専用 注射 インフルエンザＨＡワクチン「生研」　　　　　　　　　　　　 1.00 ｍＬ/V   
院内用時 注射 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 0.50 ｍＬ/筒 
院内専用 注射 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 1.00 V      
院内専用 注射 クアトロバック皮下注シリンジ
院内専用 注射 ジェービックＶ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.70 ｍＬ/V   
院内専用 注射 シルガード９水性懸濁筋注シリンジ 0.50 ｍL/本
院内専用 注射 スクエアキッズ皮下注シリンジ 0.50 ｍＬ/筒 
院内専用 注射 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」　　　　　　 1.00 ｍＬ/V   
院内専用 注射 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビゲン」 1.00 V      
院内専用 注射 一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用　　　　　　　　　　　　 0.25 μｇ/V  
院内専用 注射 テタガムＰ筋注シリンジ２５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250.00 U/V    
院内用時 注射 テタノブリンＩＨ静注１５００単位　　　　　　　　　　　　　　　　　 1500.00 U/V    
院内専用 注射 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」　　　　　　　　　　　　　　　 0.70 ｍＬ/V   
院内専用 注射 ニューモバックスＮＰ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.50 ｍＬ/V   
院内専用 注射 沈降破傷風トキソイド「生研」　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.50 ｍＬ/V   
院内用時 注射 乾燥ＢＣＧワクチン（経皮用・１人用）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.00 ｍｇ/Ａ   
院内専用 注射 プレベナー１３水性縣濁注 0.50 ｍＬ/筒
院内専用 注射 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 1.00 V/V    
院内専用 注射 ヘプタバックス－Ⅱ水性懸濁注シリンジ０．２５mL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.250.25 ｍＬ/筒 
院内専用 注射 ヘプタバックス－Ⅱ水性懸濁注シリンジ０．５mL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.50 ｍＬ/筒 
院内専用 注射 ビームゲン注０．２５ｍＬ 0.25 ｍL/V
院内専用 注射 ビームゲン注０．５ｍＬ 0.50 ｍL/V
院内専用 注射 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 1.00 V/V    
院内専用 注射 乾燥まむし抗毒素〝化血研〝 6000.00 U/V    
院内専用 口腔外科用 オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL 1.80 ｍL/A
院内専用 口腔外科用 オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg 5.00 mg/個
院内専用 口腔外科用 キャンフェニック「ネオ」 10.00 ｇ
院内専用 口腔外科用 サージカルパック口腔用 散剤60ｇ、液剤15ｍＬ 組
院内専用 口腔外科用 歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ 1.8 ｍL/A
院内専用 口腔外科用 ジンジカインゲル２０％ 30.00 ｇ/本
院内専用 口腔外科用 ネオグリセロール 20.00 ｇ/本
院内専用 口腔外科用 ネオクリーナー「セキネ」 30.00 ｍＬ/本
院内専用 口腔外科用 フルオール・ゼリー歯科用２％ 100.00 ｇ
院内専用 口腔外科用 ペリオドン 2.00 ｇ
院内専用 口腔外科用 ペリオフィール歯科用軟膏２％ 5.00 ｇ/本
院内専用 口腔外科用 ヨードグリコールパスタ「ネオ」 5.00 ｇ/本


