
採用区分 薬品名称 一般名称 標榜薬効
院内採用 ニトロール持続静注２５ｍｇシリンジ 硝酸イソソルビド ０．０５％硝酸イソソルビド点滴静注用製剤
院内採用 ジスロマック錠２５０ｍｇ アジスロマイシン水和物 １５員環マクロライド系抗生物質
院内採用 トラゼンタ錠５ｍｇ リナグリプチン ２型糖尿病治療剤
院内採用 スーグラ錠５０ｍｇ イプラグリフロジン　Ｌ－プロリン ２型糖尿病治療剤
院内採用 フォシーガ錠５ｍｇ ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 ２型糖尿病治療剤
院内採用 ジャディアンス錠１０ｍｇ エンパグリフロジン ２型糖尿病治療剤
院内採用 ビデュリオン皮下注用２ｍｇペン エキセナチド ２型糖尿病治療剤
院内採用 エクア錠５０ｍｇ ビルダグリプチン ２型糖尿病治療薬
院内採用 アンプラーグ錠１００ｍｇ サルポグレラート塩酸塩 ５－ＨＴ２ブロッカー
院内採用 セロトーン錠１０ｍｇ アザセトロン塩酸塩 ５－ＨＴ３アンタゴニスト（制吐剤）
院内採用 セロトーン静注液１０ｍｇ アザセトロン塩酸塩 ５－ＨＴ３アンタゴニスト（制吐剤）
院内採用 カイトリル錠１ｍｇ グラニセトロン塩酸塩 ５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤
院内採用 ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ ラモセトロン塩酸塩 ５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤
院内採用 ゾフランザイディス４ オンダンセトロン ５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤
院内採用 カイトリル注１ｍｇ グラニセトロン塩酸塩 ５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤
院内採用 カイトリル点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍＬ グラニセトロン塩酸塩 ５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤
院内採用 カイトリル点滴静注バッグ３ｍｇ／５０ｍＬ グラニセトロン塩酸塩 ５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤
院内採用 アロキシ静注０．７５ｍｇ パロノセトロン塩酸塩 ５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤
院内採用 アロキシ点滴静注バッグ０．７５ｍｇ パロノセトロン塩酸塩 ５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤
院内採用 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５０ｍＬ「ＮＫ」 グラニセトロン塩酸塩 ５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤
院内採用 グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ／５０ｍＬ「ＨＫ」 グラニセトロン塩酸塩 ５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤
院内採用 ロンゲス錠１０ｍｇ リシノプリル水和物 ＡＣＥ阻害剤
院内採用 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ファイザー」 ロサルタンカリウム Ａ－ＩＩアンタゴニスト
院内採用 ボトックス注用５０単位 Ａ型ボツリヌス毒素 Ａ型ボツリヌス毒素製剤
院内採用 ボトックス注用１００単位 Ａ型ボツリヌス毒素 Ａ型ボツリヌス毒素製剤
院内採用 アルファカルシドールカプセル０．２５μ ｇ「日医工」 アルファカルシドール Ｃａ・骨代謝改善剤
院内採用 ヘルベッサー注射用１０ ジルチアゼム塩酸塩 Ｃａ拮抗剤
院内採用 ヘルベッサー注射用５０ ジルチアゼム塩酸塩 Ｃａ拮抗剤
院内採用 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「サワイ」 ジルチアゼム塩酸塩 Ｃａ拮抗剤
院内採用 ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「サワイ」 ニカルジピン塩酸塩 Ｃａ拮抗剤
院内採用 ワソラン静注５ｍｇ ベラパミル塩酸塩 Ｃａ拮抗性不整脈治療剤
院内採用 エクリラ４００μ ｇジェヌエア３０吸入用 アクリジニウム臭化物 ＣＯＰＤ治療剤
院内採用 ロトリガ粒状カプセル２ｇ オメガ－３脂肪酸エチル ＥＰＡ・ＤＨＡ製剤
院内採用 エパデールＳ９００ イコサペント酸エチル ＥＰＡ製剤
院内採用 グランシリンジ７５ フィルグラスチム（遺伝子組換え） Ｇ－ＣＳＦ製剤
院内採用 グランシリンジ１５０ フィルグラスチム（遺伝子組換え） Ｇ－ＣＳＦ製剤
院内採用 グランシリンジＭ３００ フィルグラスチム（遺伝子組換え） Ｇ－ＣＳＦ製剤
院内採用 フィルグラスチムＢＳ注７５μ ｇシリンジ「ＮＫ」 フィルグラスチム（遺伝子組換え） Ｇ－ＣＳＦ製剤
院内採用 フィルグラスチムＢＳ注１５０μ ｇシリンジ「ＮＫ」 フィルグラスチム（遺伝子組換え） Ｇ－ＣＳＦ製剤
院内採用 リキスミア皮下注３００μ ｇ リキシセナチド ＧＬＰ－１受容体作動薬
院内採用 スプレキュアＭＰ皮下注用１．８ ブセレリン酢酸塩 ＧｎＲＨ誘導体製剤
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院内採用 タガメット注射液２００ｍｇ シメチジン Ｈ２受容体拮抗剤
院内採用 ザンタック注射液５０ｍｇ ラニチジン塩酸塩 Ｈ２受容体拮抗剤
院内採用 ガスター注射液２０ｍｇ ファモチジン Ｈ２受容体拮抗剤
院内採用 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 ファモチジン Ｈ２受容体拮抗剤
院内採用 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 ファモチジン Ｈ２受容体拮抗剤
院内採用 ラニチジン注射液５０ｍｇ「タイヨー」 ラニチジン塩酸塩 Ｈ２受容体拮抗剤
院内採用 ラニチジン錠１５０ｍｇ「マイラン」 ラニチジン塩酸塩 Ｈ２受容体拮抗剤
院内採用 プロテカジンＯＤ錠１０ ラフチジン Ｈ２受容体拮抗剤
院内採用 アルタット静注用７５ｍｇ ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 Ｈ２受容体拮抗剤
院内採用 アルタットカプセル７５ｍｇ ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 Ｈ２受容体拮抗剤
院内採用 ニザチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 ニザチジン Ｈ２受容体拮抗剤
院内採用 アイセントレス錠４００ｍｇ ラルテグラビルカリウム ＨＩＶインテグラーゼ阻害剤
院内採用 ローコール錠３０ｍｇ フルバスタチンナトリウム ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤
院内採用 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」 ピタバスタチンカルシウム水和物 ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤
院内採用 アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤
院内採用 クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ ロスバスタチンカルシウム ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤
院内採用 アスパラカリウム錠３００ｍｇ Ｌ－アスパラギン酸カリウム Ｋアスパルテート製剤
院内採用 アスパラカリウム散５０％ Ｌ－アスパラギン酸カリウム Ｋアスパルテート製剤
院内採用 ゾラデックス３．６ｍｇデポ ゴセレリン酢酸塩 ＬＨ－ＲＨアゴニスト
院内採用 ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ ゴセレリン酢酸塩 ＬＨ－ＲＨアゴニスト
院内採用 リュープリン注射用キット１．８８ｍｇ リュープロレリン酢酸塩 ＬＨ－ＲＨ誘導体徐放性製剤
院内採用 リュープリン注射用キット３．７５ｍｇ リュープロレリン酢酸塩 ＬＨ－ＲＨ誘導体徐放性製剤
院内採用 リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ リュープロレリン酢酸塩 ＬＨ－ＲＨ誘導体徐放性製剤
院内採用 リゾビスト注 フェルカルボトラン ＭＲＩ用肝臓造影剤
院内採用 ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ ガドキセト酸ナトリウム ＭＲＩ用肝臓造影剤
院内採用 ボースデル内用液１０ 塩化マンガン四水和物 ＭＲＩ用経口消化管造影剤
院内採用 マグネスコープ静注３８％シリンジ１０ｍＬ ガドテル酸メグルミン ＭＲＩ用造影剤
院内採用 マグネスコープ静注３８％シリンジ１５ｍＬ ガドテル酸メグルミン ＭＲＩ用造影剤
院内採用 マグネスコープ静注３８％シリンジ２０ｍＬ ガドテル酸メグルミン ＭＲＩ用造影剤
院内採用 パルクス注５μ ｇ アルプロスタジル ＰＧＥ１製剤
院内採用 アルプロスタジル注１０μ ｇ「サワイ」 アルプロスタジル ＰＧＥ１製剤
院内採用 プロスタンディン注射用２０μ ｇ アルプロスタジル　アルファデクス ＰＧＥ１製剤
院内採用 リマプロストアルファデクス錠５μ ｇ「日医工」 リマプロスト　アルファデクス ＰＧＥ１誘導体製剤
院内採用 プロスタルモン・Ｆ注射液１０００ ジノプロスト ＰＧＦ２α 製剤
院内採用 ドルナー錠２０μ ｇ ベラプロストナトリウム ＰＧＩ２誘導体製剤
院内採用 塩酸ミノサイクリン錠５０「日医工」 ミノサイクリン塩酸塩 ＴＣ系抗生物質
院内採用 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「サワイ」 ミノサイクリン塩酸塩 ＴＣ系抗生物質
院内採用 サムスカ錠７．５ｍｇ トルバプタン Ｖ２－受容体拮抗剤
院内採用 プレセデックス静注液２００μ ｇ「ホスピーラ」 デクスメデトミジン塩酸塩 α ２作動性鎮静剤
院内採用 ハンプ注射用１０００ カルペリチド（遺伝子組換え） α 型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤
院内採用 スルバシリン静注用１．５ｇ スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム β －ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
院内採用 ユナシン－Ｓキット静注用３ｇ スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム β －ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
院内採用 ゾシン静注用２．２５ タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム β －ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
院内採用 ゾシン静注用４．５ タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム β －ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
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院内採用 インデラル注射液２ｍｇ プロプラノロール塩酸塩 β 遮断性不整脈・狭心症治療剤
院内採用 サム点滴静注セット トロメタモール アシドーシス治療剤
院内採用 アズノールうがい液４％ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 アズレン含嗽剤
院内採用 ソルマルト輸液 酢酸維持液 アセテート維持液
院内採用 ボスミン注１ｍｇ アドレナリン アドレナリン注射液
院内採用 アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 アドレナリン アドレナリン注射液
院内採用 ハベカシン注射液１００ｍｇ アルベカシン硫酸塩 アミノグリコシド系抗生物質
院内採用 エルタシン注４０ｍｇ ゲンタマイシン硫酸塩 アミノグリコシド系抗生物質
院内採用 アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「日医工」 アミカシン硫酸塩 アミノグリコシド系抗生物質
院内採用 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「イワキ」 ゲンタマイシン硫酸塩 アミノグリコシド系抗生物質
院内採用 ウラリット－Ｕ配合散 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤
院内採用 アリセプトＤ錠５ｍｇ ドネペジル塩酸塩 アルツハイマー型，レビー小体型認知症治療剤
院内採用 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 ドネペジル塩酸塩 アルツハイマー型認知症治療剤
院内採用 レミニールＯＤ錠８ｍｇ ガランタミン臭化水素酸塩 アルツハイマー型認知症治療剤
院内採用 エパルレスタット錠５０「ＥＫ」 エパルレスタット アルドース還元酵素阻害剤
院内採用 インタール点眼液２％ クロモグリク酸ナトリウム アレルギー性結膜炎治療剤
院内採用 ブレクルスカプセル１００ｍｇ トラニラスト アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤
院内採用 レスタミンコーワクリーム１％ ジフェンヒドラミン アレルギー性疾患治療剤
院内採用 レスタミンコーワ錠１０ｍｇ ジフェンヒドラミン塩酸塩 アレルギー性疾患治療剤
院内採用 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ファイザー」 エピナスチン塩酸塩 アレルギー性疾患治療剤
院内採用 インタール点鼻液２％ クロモグリク酸ナトリウム アレルギー性鼻炎治療剤
院内採用 ナゾネックス点鼻液５０μ ｇ５６噴霧用 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 アレルギー性鼻炎治療剤
院内採用 ノバントロン注１０ｍｇ ミトキサントロン塩酸塩 アントラキノン系抗悪性腫瘍剤
院内採用 サビーン点滴静注用５００ｍｇ デクスラゾキサン アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出治療剤
院内採用 レスキュラ点眼液０．１２％ イソプロピルウノプロストン イオンチャネル開口薬／緑内障・高眼圧症治療剤
院内採用 ウロミテキサン注４００ｍｇ メスナ イホスファミド・シクロホスファミド泌尿器系障害発現抑制剤
院内採用 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ファイザー」 ピオグリタゾン塩酸塩 インスリン抵抗性改善剤－２型糖尿病治療剤－
院内採用 セロイク注射用４０ セルモロイキン（遺伝子組換え） インターロイキン－２製剤
院内採用 ビームゲン注０．５ｍＬ 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） ウイルスワクチン類
院内採用 トフラニール錠２５ｍｇ イミプラミン塩酸塩 うつ病・うつ状態・遺尿症治療剤
院内採用 アモキサンカプセル２５ｍｇ アモキサピン うつ病・うつ状態治療剤
院内採用 アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ クロミプラミン塩酸塩 うつ病・うつ状態治療剤
院内採用 エサンブトール錠２５０ｍｇ エタンブトール塩酸塩 エタンブトール製剤
院内採用 フルマリンキット静注用１ｇ フロモキセフナトリウム オキサセフェム系抗生物質
院内採用 ザイボックス錠６００ｍｇ リネゾリド オキサゾリジノン系合成抗菌剤
院内採用 ザイボックス注射液６００ｍｇ リネゾリド オキサゾリジノン系合成抗菌剤
院内採用 ベナンバックス注用３００ｍｇ ペンタミジンイセチオン酸塩 カリニ肺炎治療剤
院内採用 デノタスチュアブル配合錠 沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム カルシウム／天然型ビタミンＤ３／マグネシウム配合剤
院内採用 乳酸カルシウム「ホエイ」 乳酸カルシウム水和物 カルシウム剤
院内採用 リン酸水素カルシウム水和物 リン酸水素カルシウム水和物 カルシウム剤
院内採用 乳酸カルシウム「ケンエー」 乳酸カルシウム水和物 カルシウム剤
院内採用 カルチコール注射液８．５％５ｍＬ グルコン酸カルシウム水和物 カルシウム補給剤
院内採用 セパミット－Ｒカプセル１０ ニフェジピン カルシウム拮抗剤
院内採用 オメガシン点滴用０．３ｇ ビアペネム カルバペネム系抗生物質
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院内採用 チエペネム点滴静注用０．５ｇ イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム カルバペネム系抗生物質
院内採用 メロペン点滴用バイアル０．５ｇ メロペネム水和物 カルバペネム系抗生物質
院内採用 フィニバックス点滴静注用０．２５ｇ ドリペネム水和物 カルバペネム系抗生物質製剤
院内採用 ラスリテック点滴静注用１．５ｍｇ ラスブリカーゼ（遺伝子組換え） がん化学療法用尿酸分解酵素製剤
院内採用 ラスリテック点滴静注用７．５ｍｇ ラスブリカーゼ（遺伝子組換え） がん化学療法用尿酸分解酵素製剤
院内採用 トラマールＯＤ錠２５ｍｇ トラマドール塩酸塩 がん疼痛・慢性疼痛治療剤
院内採用 スロービッドカプセル１００ｍｇ テオフィリン キサンチン系気管支拡張剤
院内採用 ジェニナック錠２００ｍｇ メシル酸ガレノキサシン水和物 キノロン系経口抗菌剤
院内採用 ファンガード点滴用５０ｍｇ ミカファンギンナトリウム キャンディン系抗真菌剤
院内採用 カンサイダス点滴静注用５０ｍｇ カスポファンギン酢酸塩 キャンディン系抗真菌剤
院内採用 カンサイダス点滴静注用７０ｍｇ カスポファンギン酢酸塩 キャンディン系抗真菌剤
院内採用 バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 バンコマイシン塩酸塩 グリコペプチド系抗生物質
院内採用 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 バンコマイシン塩酸塩 グリコペプチド系抗生物質
院内採用 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「日医工」 テイコプラニン グリコペプチド系抗生物質製剤
院内採用 グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ グルカゴン（遺伝子組換え） グルカゴン（遺伝子組換え）製剤
院内採用 タチオン錠１００ｍｇ グルタチオン グルタチオン製剤
院内採用 タチオン注射用２００ｍｇ グルタチオン グルタチオン製剤
院内採用 アミティーザカプセル２４μ ｇ ルビプロストン クロライドチャネルアクチベーター
院内採用 ウブレチド錠５ｍｇ ジスチグミン臭化物 コリンエステラーゼ阻害薬
院内採用 ジゴシン散０．１％ ジゴキシン ジギタリス配糖体製剤
院内採用 ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ ジゴキシン ジギタリス配糖体製剤
院内採用 ジゴシン注０．２５ｍｇ ジゴキシン ジギタリス配糖体製剤
院内採用 アマリール１ｍｇ錠 グリメピリド スルホニルウレア系血糖降下剤
院内採用 アマリールＯＤ錠１ｍｇ グリメピリド スルホニルウレア系血糖降下剤
院内採用 セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ１ｇ「ＮＰ」 セフメタゾールナトリウム セファマイシン系抗生物質
院内採用 注射用マキシピーム１ｇ セフェピム塩酸塩水和物 セフェム系抗生物質
院内採用 ファーストシン静注用１ｇ セフォゾプラン塩酸塩 セフェム系抗生物質
院内採用 メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ セフジトレン　ピボキシル セフェム系抗生物質
院内採用 ケフレックスカプセル２５０ｍｇ セファレキシン セフェム系抗生物質
院内採用 セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 セフタジジム水和物 セフェム系抗生物質
院内採用 セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「オーツカ」 セファゾリンナトリウム セフェム系抗生物質
院内採用 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 セフェム系抗生物質
院内採用 セファレキシン錠２５０「日医工」 セファレキシン セフェム系抗生物質
院内採用 セフォチアム塩酸塩点滴静注用１ｇバッグ「ＮＰ」 セフォチアム塩酸塩 セフェム系抗生物質
院内採用 セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日医工」 セフトリアキソンナトリウム水和物 セフェム系抗生物質
院内採用 セフジニルカプセル１００ｍｇ「ＪＧ」 セフジニル セフェム系製剤
院内採用 サインバルタカプセル２０ｍｇ デュロキセチン塩酸塩 セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤
院内採用 イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ ベンラファキシン塩酸塩 セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤
院内採用 セディール錠１０ｍｇ タンドスピロンクエン酸塩 セロトニン作動性抗不安剤
院内採用 レミッチカプセル２．５μ ｇ ナルフラフィン塩酸塩 そう痒症改善剤
院内採用 タキソテール点滴静注用２０ｍｇ ドセタキセル水和物 タキソイド系抗悪性腫瘍剤
院内採用 タキソテール点滴静注用８０ｍｇ ドセタキセル水和物 タキソイド系抗悪性腫瘍剤
院内採用 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ＥＥ」 ドセタキセル水和物 タキソイド系抗悪性腫瘍剤
院内採用 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ＥＥ」 ドセタキセル水和物 タキソイド系抗悪性腫瘍剤
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院内採用 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「タイヨー」 トリクロルメチアジド チアジド系降圧利尿剤
院内採用 グラマリール錠２５ｍｇ チアプリド塩酸塩 チアプリド塩酸塩製剤
院内採用 ステロネマ注腸１．５ｍｇ ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム ディスポーザブルステロイド注腸剤
院内採用 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ プラミペキソール塩酸塩水和物 ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤
院内採用 シムビコートタービュヘイラー３０吸入 ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 ドライパウダー吸入式喘息・ＣＯＰＤ治療配合剤
院内採用 オザペンバッグ注８０ｍｇ オザグレルナトリウム トロンボキサン合成酵素阻害剤
院内採用 ミオコールスプレー０．３ｍｇ ニトログリセリン ニトログリセリン舌下スプレー剤
院内採用 ミオコール静注５ｍｇ ニトログリセリン ニトログリセリン注射液
院内採用 ミオコール点滴静注５０ｍｇ ニトログリセリン ニトログリセリン注射液
院内採用 ニトログリセリン静注２５ｍｇ／５０ｍＬシリンジ「ＴＥ」 ニトログリセリン ニトログリセリン注射液
院内採用 アベロックス錠４００ｍｇ モキシフロキサシン塩酸塩 ニューキノロン系経口抗菌剤
院内採用 シプロフロキサシン点滴静注液３００ｍｇ「ＮＰ」 シプロフロキサシン ニューキノロン系抗菌剤
院内採用 クラビット点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ レボフロキサシン水和物 ニューキノロン系抗菌剤
院内採用 タリビッド耳科用液０．３％ オフロキサシン ニューキノロン系抗菌耳科用製剤
院内採用 サムチレール内用懸濁液１５％ アトバコン ニューモシスチス肺炎治療剤
院内採用 リフレックス錠１５ｍｇ ミルタザピン ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤
院内採用 ドパストン静注２５ｍｇ レボドパ パーキンソニズム治療剤
院内採用 マドパー配合錠 レボドパ・ベンセラジド塩酸塩 パーキンソニズム治療剤
院内採用 エフピーＯＤ錠２．５ セレギリン塩酸塩 パーキンソン病治療剤
院内採用 パントール注射液１００ｍｇ パンテノール パンテノール製剤
院内採用 シーパラ注 チアミン・ニコチン酸アミド配合剤 ビタミンＢ・Ｃ配合剤
院内採用 ビーフリード輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン ビタミンＢ１・糖・電解質・アミノ酸液
院内採用 シアノコバラミン注射液１０００μ ｇ「トーワ」 シアノコバラミン ビタミンＢ１２製剤
院内採用 ビタファントＦ錠２５ フルスルチアミン ビタミンＢ１誘導体
院内採用 シナール配合顆粒 アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム ビタミンＣ・パントテン酸カルシウム配合剤
院内採用 アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ「日新」 アスコルビン酸 ビタミンＣ製剤
院内採用 ビタミンＥ錠５０ｍｇ「ＮＰ」 トコフェロール酢酸エステル ビタミンＥ剤
院内採用 ケーワン錠５ｍｇ フィトナジオン ビタミンＫ１剤
院内採用 ランマーク皮下注１２０ｍｇ デノスマブ（遺伝子組換え） ヒト型抗ＲＡＮＫＬモノクローナル抗体製剤
院内採用 プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ デノスマブ（遺伝子組換え） ヒト型抗ＲＡＮＫＬモノクローナル抗体製剤
院内採用 レパーサ皮下注１４０ｍｇシリンジ エボロクマブ（遺伝子組換え） ヒト抗ＰＣＳＫ９モノクローナル抗体製剤
院内採用 テムセルＨＳ注 ヒト（同種）骨髄由来間葉系幹細胞 ヒト体性幹細胞加工製品
院内採用 ロゼウス静注液１０ｍｇ ビノレルビン酒石酸塩 ビンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤
院内採用 ロゼウス静注液４０ｍｇ ビノレルビン酒石酸塩 ビンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤
院内採用 ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ フラジオマイシン硫酸塩 フラジオマイシン硫酸塩貼付剤
院内採用 タケプロンＯＤ錠１５ ランソプラゾール プロトンポンプ・インヒビター
院内採用 タケプロン静注用３０ｍｇ ランソプラゾール プロトンポンプ・インヒビター
院内採用 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「トーワ」 ランソプラゾール プロトンポンプ・インヒビター
院内採用 オメプラゾール注用２０ｍｇ「ＮＰ」 オメプラゾールナトリウム プロトンポンプ・インヒビター
院内採用 ネキシウムカプセル２０ｍｇ エソメプラゾールマグネシウム水和物 プロトンポンプ・インヒビター
院内採用 タケキャブ錠２０ｍｇ ボノプラザンフマル酸塩 プロトンポンプ・インヒビター
院内採用 ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ「明治」 ラベプラゾールナトリウム プロトンポンプ阻害剤
院内採用 ペガシス皮下注９０μ ｇ ペグインターフェロン　アルファ－２ａ（遺伝子組換え） ペグインターフェロン－α －２ａ製剤
院内採用 ペガシス皮下注１８０μ ｇ ペグインターフェロン　アルファ－２ａ（遺伝子組換え） ペグインターフェロン－α －２ａ製剤
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院内採用 ペグイントロン皮下注用５０μ ｇ／０．５ｍＬ用 ペグインターフェロン　アルファ－２ｂ（遺伝子組換え） ペグインターフェロンα －２ｂ製剤
院内採用 ペグイントロン皮下注用１００μ ｇ／０．５ｍＬ用 ペグインターフェロン　アルファ－２ｂ（遺伝子組換え） ペグインターフェロンα －２ｂ製剤
院内採用 ペグイントロン皮下注用１５０μ ｇ／０．５ｍＬ用 ペグインターフェロン　アルファ－２ｂ（遺伝子組換え） ペグインターフェロンα －２ｂ製剤
院内採用 ビクシリン注射用１ｇ アンピシリンナトリウム ペニシリン系抗生物質
院内採用 注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位 ベンジルペニシリンカリウム ペニシリン系抗生物質製剤
院内採用 ファロム錠２００ｍｇ ファロペネムナトリウム水和物 ペネム系抗生物質
院内採用 プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」 プロタミン硫酸塩 ヘパリン拮抗剤
院内採用 ミニリンメルトＯＤ錠１２０μ ｇ デスモプレシン酢酸塩水和物 ペプタイド系抗利尿ホルモン用剤
院内採用 ゾビラックス眼軟膏３％ アシクロビル ヘルペス性角膜炎化学療法剤
院内採用 アネキセート注射液０．５ｍｇ フルマゼニル ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤
院内採用 ホスミシンＳ静注用２ｇ ホスホマイシンナトリウム ホスホマイシン系抗生物質
院内採用 ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ アムホテリシンＢ ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質
院内採用 アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ アムホテリシンＢ ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤
院内採用 ナイスタチン錠５０万単位「明治」 ナイスタチン ポリエンマクロライド系抗生物質
院内採用 オルドレブ点滴静注用１５０ｍｇ コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム ポリペプチド系抗生物質製剤
院内採用 ２ｍｇセルシン錠 ジアゼパム マイナートランキライザー
院内採用 セルシン注射液１０ｍｇ ジアゼパム マイナートランキライザー
院内採用 ５ｍｇコントール錠 クロルジアゼポキシド マイナートランキライザー
院内採用 セニラン坐剤３ｍｇ ブロマゼパム マイナートランキライザー
院内採用 アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」 アルプラゾラム マイナートランキライザー
院内採用 ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 ロラゼパム マイナートランキライザー
院内採用 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」 クラリスロマイシン マクロライド系抗生物質
院内採用 ソルラクトＴＭＲ輸液 乳酸リンゲル液（マルトース加） マルトース加乳酸リンゲル液
院内採用 ミリプラ用懸濁用液４ｍＬ ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル ミリプラ動注用専用懸濁液
院内採用 ロゼレム錠８ｍｇ ラメルテオン メラトニン受容体アゴニスト
院内採用 リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 リドカイン塩酸塩 リドカイン注射液
院内採用 リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 リファンピシン リファンピシン製剤
院内採用 ダラシンカプセル１５０ｍｇ クリンダマイシン塩酸塩 リンコマイシン系抗生物質
院内採用 クリンダマイシン注射液６００ｍｇ「タイヨー」 クリンダマイシンリン酸エステル リンコマイシン系抗生物質
院内採用 ルプラック錠４ｍｇ トラセミド ループ利尿剤
院内採用 サブパック血液ろ過用補充液－Ｂｉ 人工透析液 ろ過型人工腎臓用補液
院内採用 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 ポラプレジンク 亜鉛含有胃潰瘍治療剤
院内採用 ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ 滅菌調整タルク 悪性胸水治療剤
院内採用 ダントリウム静注用２０ｍｇ ダントロレンナトリウム水和物 悪性高熱症・悪性症候群治療剤
院内採用 グルアセト３５注 維持液（ブドウ糖加） 維持液
院内採用 ソルデム３Ａ輸液 維持液 維持液
院内採用 ソルデム３Ａ輸液 維持液 維持液
院内採用 フィジオ３５輸液 維持液（ブドウ糖加） 維持液
院内採用 ソルデム３ＡＧ輸液 維持液 維持液７．５％糖加
院内採用 テプレノン細粒１０％「トーワ」 テプレノン 胃炎・胃潰瘍治療剤
院内採用 テプレノンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 テプレノン 胃炎・胃潰瘍治療剤
院内採用 レバミピド錠１００ｍｇ「明治」 レバミピド 胃炎・胃潰瘍治療剤
院内採用 アルサルミン内用液１０％ スクラルファート水和物 胃炎・消化性潰瘍治療剤
院内採用 コランチル配合顆粒 ジサイクロミン塩酸塩・乾燥水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム 胃炎・消化性潰瘍用剤
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院内採用 ガスコンドロップ内用液２％ ジメチコン 胃内有泡性粘液除去剤
院内採用 バロス消泡内用液２％ ジメチコン 胃内有泡性粘液除去剤
院内採用 ノイトロジン注５０μ ｇ レノグラスチム（遺伝子組換え） 遺伝子組換えヒトＧ－ＣＳＦ製剤
院内採用 ノイトロジン注１００μ ｇ レノグラスチム（遺伝子組換え） 遺伝子組換えヒトＧ－ＣＳＦ製剤
院内採用 ノイトロジン注２５０μ ｇ レノグラスチム（遺伝子組換え） 遺伝子組換えヒトＧ－ＣＳＦ製剤
院内採用 イントロンＡ注射用６００ インターフェロン　アルファ－２ｂ（遺伝子組換え） 遺伝子組換え型インターフェロンα －２ｂ製剤
院内採用 イントロンＡ注射用３００ インターフェロン　アルファ－２ｂ（遺伝子組換え） 遺伝子組換え型インターフェロンα －２ｂ製剤
院内採用 イントロンＡ注射用１０００ インターフェロン　アルファ－２ｂ（遺伝子組換え） 遺伝子組換え型インターフェロンα －２ｂ製剤
院内採用 ベタフェロン皮下注用９６０万国際単位 インターフェロン　ベータ－１ｂ（遺伝子組換え） 遺伝子組換え型インターフェロンβ －１ｂ製剤
院内採用 イムネース注３５ テセロイキン（遺伝子組換え） 遺伝子組換え型インターロイキン－２製剤
院内採用 アズノール軟膏０．０３３％ ジメチルイソプロピルアズレン 炎症性皮膚疾患治療剤
院内採用 ルトラール錠２ｍｇ クロルマジノン酢酸エステル 黄体ホルモン剤
院内採用 ノイロトロピン錠４単位 ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤
院内採用 ポリドカスクレロール１％注２ｍＬ ポリドカノール 下肢静脈瘤硬化剤
院内採用 ポリドカスクレロール３％注２ｍＬ ポリドカノール 下肢静脈瘤硬化剤
院内採用 フェロミア顆粒８．３％ クエン酸第一鉄ナトリウム 可溶性非イオン型鉄剤
院内採用 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 クエン酸第一鉄ナトリウム 可溶性非イオン型鉄剤
院内採用 ベシケアＯＤ錠５ｍｇ コハク酸ソリフェナシン 過活動膀胱治療剤
院内採用 デトキソール静注液２ｇ チオ硫酸ナトリウム水和物 解毒剤
院内採用 カロナール錠２００ アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤
院内採用 アセリオ静注液１０００ｍｇ アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤
院内採用 ブロメライン軟膏５万単位／ｇ＊（ジェイドルフ） ブロメライン 壊死組織除去剤
院内採用 ソルデム１輸液 開始液 開始液
院内採用 アロンアルフアＡ「三共」 シアノアクリレート 外科用接着剤
院内採用 ザーネ軟膏０．５％ ビタミンＡ油 外用ビタミンＡ剤
院内採用 ゲーベンクリーム１％ スルファジアジン銀 外用感染治療剤
院内採用 キンダベート軟膏０．０５％ クロベタゾン酪酸エステル 外用合成副腎皮質ホルモン剤
院内採用 デルモベート軟膏０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 外用合成副腎皮質ホルモン剤
院内採用 マイザー軟膏０．０５％ ジフルプレドナート 外用合成副腎皮質ホルモン剤
院内採用 プレドニゾロンクリーム０．５％「テイコク」 プレドニゾロン 外用合成副腎皮質ホルモン剤
院内採用 アンテベートローション０．０５％ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 外用副腎皮質ホルモン剤
院内採用 リドメックスコーワローション０．３％ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 外用副腎皮質ホルモン剤
院内採用 オキサロール軟膏２５μ ｇ／ｇ マキサカルシトール 角化症治療剤
院内採用 ウレパールクリーム１０％ 尿素 角化症治療剤
院内採用 オキサロールローション２５μ ｇ／ｇ マキサカルシトール 角化症治療剤
院内採用 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「ファイザー」 精製ヒアルロン酸ナトリウム 角結膜上皮障害治療剤
院内採用 アイドロイチン３％点眼液 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 角膜保護点眼剤
院内採用 ピドキサール錠１０ｍｇ ピリドキサールリン酸エステル水和物 活性型ビタミンＢ６製剤
院内採用 カルフィーナ錠０．５μ ｇ アルファカルシドール 活性型ビタミンＤ３製剤
院内採用 カルフィーナ錠１．０μ ｇ アルファカルシドール 活性型ビタミンＤ３製剤
院内採用 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ヤクルト」 レボホリナートカルシウム 活性型葉酸製剤
院内採用 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ヤクルト」 レボホリナートカルシウム 活性型葉酸製剤
院内採用 レギチーン注射液１０ｍｇ フェントラミンメシル酸塩 褐色細胞腫用α ブロッカー
院内採用 ペルサンチン錠２５ｍｇ ジピリダモール 冠循環改善剤
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院内採用 ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） 補中益気湯エキス 漢方製剤
院内採用 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） 半夏瀉心湯エキス 漢方製剤
院内採用 ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） 六君子湯エキス 漢方製剤
院内採用 ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） 八味地黄丸エキス 漢方製剤
院内採用 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） 芍薬甘草湯エキス 漢方製剤
院内採用 ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） 大建中湯エキス 漢方製剤
院内採用 ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） 猪苓湯エキス 漢方製剤
院内採用 ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） 十全大補湯エキス 漢方製剤
院内採用 ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用） 五淋散エキス 漢方製剤
院内採用 ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） 葛根湯エキス 漢方製剤
院内採用 キュビシン静注用３５０ｍｇ ダプトマイシン 環状リポペプチド系抗生物質製剤
院内採用 ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＣＨＯＳ」 ピコスルファートナトリウム水和物 緩下剤・大腸検査前処置用下剤
院内採用 タウリン散９８％「大正」 タウリン 肝・循環機能改善剤
院内採用 ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ インドシアニングリーン 肝・循環機能検査用薬／蛍光血管造影剤／センチネルリンパ節同定用薬

院内採用 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「サワイ」 ウルソデオキシコール酸 肝・胆・消化機能改善剤
院内採用 ミリプラ動注用７０ｍｇ ミリプラチン水和物 肝細胞癌治療剤
院内採用 ヒシファーゲン配合静注シリンジ２０ｍＬ グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 肝疾患・アレルギー用剤
院内採用 ヒシファーゲン配合静注シリンジ４０ｍＬ グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 肝疾患・アレルギー用剤
院内採用 ヒカリレバン注 肝不全用アミノ酸製剤 肝性脳症改善アミノ酸製剤
院内採用 ヒカリレバン注 肝不全用アミノ酸製剤 肝性脳症改善アミノ酸製剤
院内採用 アミノレバン点滴静注 肝不全用アミノ酸製剤 肝性脳症改善アミノ酸製剤
院内採用 アミノレバン点滴静注 肝不全用アミノ酸製剤 肝性脳症改善アミノ酸製剤
院内採用 ミノフィット注２０ｍＬシリンジ グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 肝臓疾患・アレルギー用剤
院内採用 ミノフィット注４０ｍＬシリンジ グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 肝臓疾患・アレルギー用剤
院内採用 グリチロン配合錠 グリチルリチン・グリシン・ＤＬ－メチオニン配合剤 肝臓疾患・アレルギー用剤
院内採用 ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ ポリエンホスファチジルコリン 肝臓疾患・高脂質血症用剤
院内採用 アデラビン９号注２ｍＬ 肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド 肝臓抽出製剤
院内採用 アミノレバンＥＮ配合散 肝不全用成分栄養剤 肝不全用栄養剤
院内採用 ヘパンＥＤ配合内用剤 肝不全用成分栄養剤 肝不全用成分栄養剤
院内採用 ユーゼル錠２５ｍｇ ホリナートカルシウム 還元型葉酸製剤
院内採用 ポピヨドンガーグル７％ ポビドンヨード 含嗽剤
院内採用 アンペック坐剤１０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 癌疼痛治療剤
院内採用 アンペック坐剤２０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 癌疼痛治療剤
院内採用 オプソ内服液５ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 癌疼痛治療剤
院内採用 オプソ内服液１０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 癌疼痛治療剤
院内採用 メサペイン錠５ｍｇ メサドン塩酸塩 癌疼痛治療剤
院内採用 メサペイン錠１０ｍｇ メサドン塩酸塩 癌疼痛治療剤
院内採用 アブストラル舌下錠１００μ ｇ フェンタニルクエン酸塩 癌疼痛治療剤
院内採用 アブストラル舌下錠２００μ ｇ フェンタニルクエン酸塩 癌疼痛治療剤
院内採用 オキファスト注１０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 癌疼痛治療用注射剤
院内採用 フルオメソロン０．１％点眼液 フルオロメトロン 眼科用ステロイド水性懸濁製剤
院内採用 メプチン吸入液ユニット０．５ｍＬ プロカテロール塩酸塩水和物 気管支拡張剤
院内採用 ユニフィルＬＡ錠４００ｍｇ テオフィリン 気管支拡張剤
院内採用 プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「トーワ」 プランルカスト水和物 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

8 / 30 ページ



院内採用 シングレアＯＤ錠１０ｍｇ モンテルカストナトリウム 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤
院内採用 ケタスカプセル１０ｍｇ イブジラスト 気管支喘息・脳血管障害改善剤
院内採用 塩酸アンブロキソール錠１５ｍｇ「ＰＨ」 アンブロキソール塩酸塩 気道潤滑去たん剤
院内採用 カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 カルボシステイン 気道粘液調整・粘膜正常化剤
院内採用 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 ブロムヘキシン塩酸塩 気道粘液溶解剤
院内採用 ビソルボン注４ｍｇ ブロムヘキシン塩酸塩 気道粘液溶解剤
院内採用 クリアナール錠２００ｍｇ フドステイン 気道分泌細胞正常化剤
院内採用 ジヒデルゴット錠１ｍｇ ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩 起立性低血圧・血管性頭痛用剤
院内採用 キュバール１００エアゾール ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 吸入ステロイド喘息治療剤
院内採用 アズマネックスツイストヘラー１００μ ｇ６０吸入 モメタゾンフランカルボン酸エステル 吸入ステロイド喘息治療剤
院内採用 イノバン注０．３％シリンジ ドパミン塩酸塩 急性循環不全改善剤
院内採用 塩酸ドパミン注キット２００ ドパミン塩酸塩 急性循環不全改善剤
院内採用 ドブトレックスキット点滴静注用６００ｍｇ ドブタミン塩酸塩 急性循環不全改善剤
院内採用 ミルリノン注射液１０ｍｇ「Ｆ」 ミルリノン 急性心不全治療剤
院内採用 ベサノイドカプセル１０ｍｇ トレチノイン 急性前骨髄球性白血病治療剤
院内採用 ラニラピッド錠０．１ｍｇ メチルジゴキシン 強心配糖体製剤
院内採用 ジギラノゲン注０．４ｍｇ デスラノシド 強心利尿剤
院内採用 シグマート錠５ｍｇ ニコランジル 狭心症治療剤
院内採用 アイトロール錠２０ｍｇ 一硝酸イソソルビド 狭心症治療用ＩＳＭＮ製剤
院内採用 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ ニトログリセリン 狭心症用舌下錠
院内採用 ハッカ水「ケンエー」 ハッカ水 矯味・矯臭剤
院内採用 単シロップ＊（シオエ） 単シロップ 矯味剤
院内採用 キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１０００００）含有 リドカイン塩酸塩・アドレナリン 局所麻酔剤
院内採用 プロカイン塩酸塩注射液 プロカイン塩酸塩 局所麻酔剤
院内採用 キシロカイン注シリンジ１％ リドカイン塩酸塩 局所麻酔剤
院内採用 キシロカイン注ポリアンプ２％ リドカイン塩酸塩 局所麻酔剤
院内採用 ペンレステープ１８ｍｇ リドカイン 局所麻酔剤
院内採用 キシロカイン注ポリアンプ１％ リドカイン塩酸塩 局所麻酔剤
院内採用 チザニジン錠１ｍｇ「トーワ」 チザニジン塩酸塩 筋緊張緩和剤
院内採用 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 エペリゾン塩酸塩 筋緊張症候改善剤
院内採用 ブリディオン静注２００ｍｇ スガマデクスナトリウム 筋弛緩回復剤
院内採用 ブリディオン静注５００ｍｇ スガマデクスナトリウム 筋弛緩回復剤
院内採用 スキサメトニウム注１００「マルイシ」 スキサメトニウム塩化物水和物 筋弛緩剤
院内採用 エリキュース錠５ｍｇ アピキサバン 経口ＦＸａ阻害剤
院内採用 リクシアナ錠６０ｍｇ エドキサバントシル酸塩水和物 経口ＦＸａ阻害剤
院内採用 ニフレック配合内用剤 ナトリウム・カリウム配合剤 経口腸管洗浄剤
院内採用 ムーベン配合内用剤 ナトリウム・カリウム配合剤 経口腸管洗浄剤
院内採用 モビプレップ配合内用剤 ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤 経口腸管洗浄剤
院内採用 エンシュア・Ｈ 経腸成分栄養剤 経腸栄養剤
院内採用 ラコールＮＦ配合経腸用液 経腸成分栄養剤 経腸栄養剤
院内採用 ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 経腸成分栄養剤 経腸栄養剤
院内採用 エネーボ配合経腸用液 経腸成分栄養剤 経腸栄養剤
院内採用 ビソノテープ４ｍｇ ビソプロロール 経皮吸収型・β １遮断剤
院内採用 ホクナリンテープ２ｍｇ ツロブテロール 経皮吸収型・気管支拡張剤
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院内採用 フランドルテープ４０ｍｇ 硝酸イソソルビド 経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤
院内採用 ミリステープ５ｍｇ ニトログリセリン 経皮吸収型・心疾患治療剤
院内採用 エストラーナテープ０．７２ｍｇ エストラジオール 経皮吸収型エストラジオール製剤
院内採用 ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ ニトログリセリン 経皮吸収型狭心症治療剤
院内採用 フェントステープ１ｍｇ フェンタニルクエン酸塩 経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤
院内採用 フェントステープ２ｍｇ フェンタニルクエン酸塩 経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤
院内採用 フェントステープ４ｍｇ フェンタニルクエン酸塩 経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤
院内採用 デュロテップＭＴパッチ２．１ｍｇ フェンタニル 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
院内採用 デュロテップＭＴパッチ４．２ｍｇ フェンタニル 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
院内採用 デュロテップＭＴパッチ８．４ｍｇ フェンタニル 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
院内採用 ロキソニンパップ１００ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤
院内採用 ロキソニンゲル１％ ロキソプロフェンナトリウム水和物 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤
院内採用 ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「科研」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤
院内採用 アドフィードパップ４０ｍｇ フルルビプロフェン 経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤
院内採用 セクターローション３％ ケトプロフェン 経皮鎮痛消炎剤
院内採用 ボルタレンゲル１％ ジクロフェナクナトリウム 経皮鎮痛消炎剤
院内採用 モーラステープ２０ｍｇ ケトプロフェン 経皮鎮痛消炎剤
院内採用 モーラステープＬ４０ｍｇ ケトプロフェン 経皮鎮痛消炎剤
院内採用 セルタッチパップ７０ フェルビナク 経皮鎮痛消炎剤
院内採用 インテバンクリーム１％ インドメタシン 経皮鎮痛消炎剤
院内採用 無水エタノール注「フソー」 無水エタノール 経皮的エタノール注入療法用剤
院内採用 フルオレサイト静注５００ｍｇ フルオレセイン 蛍光眼底造影剤
院内採用 イスコチン錠１００ｍｇ イソニアジド 結核化学療法剤
院内採用 ニトプロ持続静注液６ｍｇ ニトロプルシドナトリウム水和物 血圧降下剤
院内採用 ニトプロ持続静注液３０ｍｇ ニトロプルシドナトリウム水和物 血圧降下剤
院内採用 ドキサゾシン錠１ｍｇ「タナベ」 ドキサゾシンメシル酸塩 血圧降下剤
院内採用 ノルアドリナリン注１ｍｇ ノルアドレナリン 血圧上昇剤
院内採用 ヘパリンナトリウム注射液 ヘパリンナトリウム 血液凝固阻止剤
院内採用 ヘパフラッシュ１００単位／ｍＬシリンジ５ｍＬ ヘパリンナトリウム 血液凝固阻止剤
院内採用 ヘパフラッシュ１００単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ ヘパリンナトリウム 血液凝固阻止剤
院内採用 ノイアート静注用１５００単位 乾燥濃縮人アンチトロンビン３ 血液凝固阻止剤
院内採用 ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」５ｍＬ ヘパリンナトリウム 血液凝固阻止剤
院内採用 ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」１０ｍＬ ヘパリンナトリウム 血液凝固阻止剤
院内採用 クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ エノキサパリンナトリウム 血液凝固阻止剤
院内採用 リコモジュリン点滴静注用１２８００ トロンボモデュリン　アルファ（遺伝子組換え） 血液凝固阻止剤
院内採用 フラグミン静注５０００単位／５ｍＬ ダルテパリンナトリウム 血液凝固阻止剤
院内採用 ノイアート静注用５００単位 乾燥濃縮人アンチトロンビン３ 血液凝固阻止剤
院内採用 オルガラン静注１２５０単位 ダナパロイドナトリウム 血液凝固阻止剤
院内採用 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」 ヘパリンカルシウム 血液凝固阻止剤
院内採用 アセテート維持液３Ｇ「ＨＫ」 酢酸維持液（ブドウ糖加） 血液代用剤
院内採用 パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」 パパベリン塩酸塩 血管拡張・鎮痙剤
院内採用 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠１０ｍｇ「日医工」 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 血管強化・止血剤
院内採用 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液５０ｍｇ「日医工」カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 血管強化・止血剤
院内採用 ネオシネジンコーワ注１ｍｇ フェニレフリン塩酸塩 血管収縮・血圧上昇剤
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院内採用 コールタイジン点鼻液 テトラヒドロゾリン塩酸塩・プレドニゾロン 血管収縮剤
院内採用 ヒルドイドローション０．３％ ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤
院内採用 ビーソフテンローション０．３％ ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤
院内採用 ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」 ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤
院内採用 ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日医工」 ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤
院内採用 ムルプレタ錠３ｍｇ ルストロンボパグ 血小板産生促進剤
院内採用 クリアクター静注用４０万 モンテプラーゼ（遺伝子組換え） 血栓溶解剤
院内採用 アクチバシン注６００万 アルテプラーゼ（遺伝子組換え） 血栓溶解剤（ｒｔ－ＰＡ製剤）
院内採用 アクチバシン注２４００万 アルテプラーゼ（遺伝子組換え） 血栓溶解剤（ｒｔ－ＰＡ製剤）
院内採用 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「日医工」 グリベンクラミド 血糖降下剤
院内採用 低分子デキストランＬ注 乳酸リンゲル液（デキストラン４０加） 血漿増量・体外循環灌流液
院内採用 献血アルブミン２５″化血研″ 人血清アルブミン 血漿分画製剤
院内採用 アンスロビンＰ１５００注射用 乾燥濃縮人アンチトロンビン３ 血漿分画製剤
院内採用 アルブミナー５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ 人血清アルブミン 血漿分画製剤
院内採用 アルブミナー２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ 人血清アルブミン 血漿分画製剤
院内採用 献血アルブミン５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ「ベネシス」人血清アルブミン 血漿分画製剤
院内採用 アンスロビンＰ５００注射用 乾燥濃縮人アンチトロンビン３ 血漿分画製剤
院内採用 献血グロベニン－Ｉ静注用５０００ｍｇ 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 血漿分画製剤
院内採用 献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注５ｇ／１００ｍＬ ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 血漿分画製剤
院内採用 ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第１３因子 血漿分画製剤
院内採用 献血ベニロン－Ｉ静注用５０００ｍｇ 乾燥スルホ化人免疫グロブリン 血漿分画製剤
院内採用 献血グロベニン－Ｉ静注用２５００ｍｇ 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 血漿分画製剤
院内採用 ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第１３因子 血漿分画製剤
院内採用 ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第１３因子 血漿分画製剤
院内採用 ハイゼントラ２０％皮下注２ｇ／１０ｍＬ ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン 血漿分画製剤
院内採用 ハイゼントラ２０％皮下注４ｇ／２０ｍＬ ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン 血漿分画製剤
院内採用 献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注１０ｇ／２００ｍＬ ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 血漿分画製剤
院内採用 献血アルブミン５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ「ＪＢ」 人血清アルブミン 血漿分画製剤
院内採用 ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」 人ハプトグロビン 血漿分画製剤
院内採用 献血ポリグロビンＮ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン 血漿分画製剤
院内採用 ベリプラストＰ コンビセット 組織接着用 フィブリノゲン加第１３因子 血漿分画製剤（生理的組織接着剤）
院内採用 ベリプラストＰ コンビセット 組織接着用 フィブリノゲン加第１３因子 血漿分画製剤（生理的組織接着剤）
院内採用 ベリプラストＰ コンビセット 組織接着用 フィブリノゲン加第１３因子 血漿分画製剤（生理的組織接着剤）
院内採用 フィブロガミンＰ静注用 ヒト血漿由来乾燥血液凝固第１３因子 血漿分画製剤／乾燥濃縮人血液凝固第ＸＩＩＩ因子製剤
院内採用 つくしＡ・Ｍ配合散 カンゾウ配合剤 健胃・消化剤
院内採用 アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ メトロニダゾール 嫌気性菌感染症治療剤
院内採用 ドプラム注射液４００ｍｇ ドキサプラム塩酸塩水和物 呼吸促進剤
院内採用 アラベル内用剤１．５ｇ アミノレブリン酸塩酸塩 光線力学診断用剤
院内採用 注射用レザフィリン１００ｍｇ タラポルフィンナトリウム 光線力学的療法用剤
院内採用 フォトフリン静注用７５ｍｇ ポルフィマーナトリウム 光線力学的療法用剤
院内採用 フロリードゲル経口用２％ ミコナゾール 口腔・食道カンジダ症治療剤
院内採用 サラジェン顆粒０．５％ ピロカルピン塩酸塩 口腔乾燥症状改善薬
院内採用 ネオステリングリーンうがい液０．２％ ベンゼトニウム塩化物 口腔洗浄・含嗽剤
院内採用 アズノールＳＴ錠口腔用５ｍｇ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 口腔内炎症治療剤
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院内採用 イーフェンバッカル錠５０μ ｇ フェンタニルクエン酸塩 口腔粘膜吸収癌性疼痛治療剤
院内採用 イーフェンバッカル錠１００μ ｇ フェンタニルクエン酸塩 口腔粘膜吸収癌性疼痛治療剤
院内採用 デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／ｇ デキサメタゾン 口腔粘膜疾患治療剤
院内採用 ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 デカリニウム塩化物 口腔用剤
院内採用 複方ヨード・グリセリン「マルイシ」 複方ヨード・グリセリン 口腔用殺菌消毒剤
院内採用 オラドールトローチ０．５ｍｇ ドミフェン臭化物 口内殺菌剤
院内採用 テグレトール錠２００ｍｇ カルバマゼピン 向精神作用性てんかん・躁状態治療剤
院内採用 注射用エラスポール１００ シベレスタットナトリウム水和物 好中球エラスターゼ阻害剤
院内採用 グレースビット錠５０ｍｇ シタフロキサシン水和物 広範囲経口抗菌製剤
院内採用 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 レボフロキサシン水和物 広範囲経口抗菌製剤
院内採用 レボフロキサシン細粒１０％「ＤＳＥＰ」 レボフロキサシン水和物 広範囲経口抗菌製剤
院内採用 オフロキシン眼軟膏０．３％ オフロキサシン 広範囲抗菌製剤
院内採用 クラビット点眼液１．５％ レボフロキサシン水和物 広範囲抗菌点眼剤
院内採用 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」 スピロノラクトン 抗アルドステロン性利尿・降圧剤
院内採用 アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） ヒドロキシジン塩酸塩 抗アレルギー性緩和精神安定剤
院内採用 アタラックス錠１０ｍｇ ヒドロキシジン塩酸塩 抗アレルギー性緩和精神安定剤
院内採用 タミフルカプセル７５ オセルタミビルリン酸塩 抗インフルエンザウイルス剤
院内採用 ゼフィックス錠１００ ラミブジン 抗ウイルス化学療法剤
院内採用 バラクルード錠０．５ｍｇ エンテカビル水和物 抗ウイルス化学療法剤
院内採用 点滴静注用ホスカビル注２４ｍｇ／ｍＬ ホスカルネットナトリウム水和物 抗ウイルス化学療法剤
院内採用 ツルバダ配合錠 エムトリシタビン・テノホビル　ジソプロキシルフマル酸塩 抗ウイルス化学療法剤
院内採用 アシクロビル錠２００ｍｇ「サワイ」 アシクロビル 抗ウイルス化学療法剤
院内採用 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「アイロム」 アシクロビル 抗ウイルス化学療法剤
院内採用 テノゼット錠３００ｍｇ テノホビル　ジソプロキシルフマル酸塩 抗ウイルス化学療法剤
院内採用 バラシクロビル錠５００ｍｇ「明治」 バラシクロビル塩酸塩 抗ウイルス化学療法剤
院内採用 ヴィキラックス配合錠 オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル 抗ウイルス化学療法剤
院内採用 レベトールカプセル２００ｍｇ リバビリン 抗ウイルス剤
院内採用 コペガス錠２００ｍｇ リバビリン 抗ウイルス剤
院内採用 テラビック錠２５０ｍｇ テラプレビル 抗ウイルス剤
院内採用 ソブリアードカプセル１００ｍｇ シメプレビルナトリウム 抗ウイルス剤
院内採用 バニヘップカプセル１５０ｍｇ バニプレビル 抗ウイルス剤
院内採用 スンベプラカプセル１００ｍｇ アスナプレビル 抗ウイルス剤
院内採用 ダクルインザ錠６０ｍｇ ダクラタスビル塩酸塩 抗ウイルス剤
院内採用 ハーボニー配合錠 レジパスビル　アセトン付加物・ソホスブビル 抗ウイルス剤
院内採用 ソバルディ錠４００ｍｇ ソホスブビル 抗ウイルス剤
院内採用 デジレル錠２５ トラゾドン塩酸塩 抗うつ剤
院内採用 アレビアチン注２５０ｍｇ フェニトインナトリウム 抗けいれん剤
院内採用 ホストイン静注７５０ｍｇ ホスフェニトインナトリウム水和物 抗けいれん剤
院内採用 硫酸アトロピン「ホエイ」 アトロピン硫酸塩水和物 抗コリン剤
院内採用 バリキサ錠４５０ｍｇ バルガンシクロビル塩酸塩 抗サイトメガロウイルス化学療法剤
院内採用 デノシン点滴静注用５００ｍｇ ガンシクロビル 抗サイトメガロウイルス化学療法剤
院内採用 デパケンシロップ５％ バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤
院内採用 デパケン錠２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤
院内採用 バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠２００ｍｇ「トーワ」 バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤
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院内採用 エクセグラン錠１００ｍｇ ゾニサミド 抗てんかん剤
院内採用 マイスタン錠１０ｍｇ クロバザム 抗てんかん剤
院内採用 アレビアチン散１０％ フェニトイン 抗てんかん剤
院内採用 アレビアチン錠１００ｍｇ フェニトイン 抗てんかん剤
院内採用 ガバペン錠２００ｍｇ ガバペンチン 抗てんかん剤
院内採用 ガバペン錠４００ｍｇ ガバペンチン 抗てんかん剤
院内採用 ランドセン錠１ｍｇ クロナゼパム 抗てんかん剤
院内採用 トピナ錠５０ｍｇ トピラマート 抗てんかん剤
院内採用 イーケプラ錠５００ｍｇ レベチラセタム 抗てんかん剤
院内採用 イーケプラ点滴静注５００ｍｇ レベチラセタム 抗てんかん剤
院内採用 フィコンパ錠２ｍｇ ペランパネル水和物 抗てんかん剤
院内採用 フィコンパ錠４ｍｇ ペランパネル水和物 抗てんかん剤
院内採用 ラミクタール錠１００ｍｇ ラモトリギン 抗てんかん剤・双極性障害治療薬
院内採用 フラジール腟錠２５０ｍｇ メトロニダゾール 抗トリコモナス剤
院内採用 スロンノンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ アルガトロバン水和物 抗トロンビン剤
院内採用 アキネトン錠１ｍｇ ビペリデン塩酸塩 抗パーキンソン剤
院内採用 メネシット配合錠１００ レボドパ・カルビドパ水和物 抗パーキンソン剤
院内採用 ポララミン注５ｍｇ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 抗ヒスタミン剤
院内採用 ポララミンシロップ０．０４％ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 抗ヒスタミン剤
院内採用 ネオマレルミンＴＲ錠６ｍｇ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 抗ヒスタミン剤
院内採用 トランサミン注５％ トラネキサム酸 抗プラスミン剤
院内採用 トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「トーワ」 トラネキサム酸 抗プラスミン剤
院内採用 トラネキサム酸注１ｇ「ＮＰ」 トラネキサム酸 抗プラスミン剤
院内採用 アシクロビル軟膏５％「トーワ」 アシクロビル 抗ヘルペスウイルス外用剤
院内採用 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「ＪＧ」 ジフェニドール塩酸塩 抗めまい剤
院内採用 ピシバニール注射用１ＫＥ 溶連菌抽出物 抗悪性腫瘍・リンパ管腫治療剤
院内採用 ピシバニール注射用５ＫＥ 溶連菌抽出物 抗悪性腫瘍・リンパ管腫治療剤
院内採用 ヒスロンＨ錠２００ｍｇ メドロキシプロゲステロン酢酸エステル 抗悪性腫瘍黄体ホルモン剤
院内採用 ピノルビン注射用１０ｍｇ ピラルビシン塩酸塩 抗悪性腫瘍抗生物質
院内採用 ピノルビン注射用２０ｍｇ ピラルビシン塩酸塩 抗悪性腫瘍抗生物質
院内採用 ロイナーゼ注用５０００ Ｌ－アスパラギナーゼ 抗悪性腫瘍酵素製剤
院内採用 注射用エンドキサン５００ｍｇ シクロホスファミド水和物 抗悪性腫瘍剤
院内採用 注射用イホマイド１ｇ イホスファミド 抗悪性腫瘍剤
院内採用 フルツロンカプセル２００ ドキシフルリジン 抗悪性腫瘍剤
院内採用 リツキサン注１０ｍｇ／ｍＬ リツキシマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤
院内採用 リツキサン注１０ｍｇ／ｍＬ リツキシマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤
院内採用 注射用サイメリン１００ｍｇ ラニムスチン 抗悪性腫瘍剤
院内採用 スタラシドカプセル５０ シタラビン　オクホスファート水和物 抗悪性腫瘍剤
院内採用 オンコビン注射用１ｍｇ ビンクリスチン硫酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ハイドレアカプセル５００ｍｇ ヒドロキシカルバミド 抗悪性腫瘍剤
院内採用 注射用フィルデシン３ｍｇ ビンデシン硫酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 アクプラ静注用１０ｍｇ ネダプラチン 抗悪性腫瘍剤
院内採用 アクプラ静注用５０ｍｇ ネダプラチン 抗悪性腫瘍剤
院内採用 アクプラ静注用１００ｍｇ ネダプラチン 抗悪性腫瘍剤
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院内採用 エクザール注射用１０ｍｇ ビンブラスチン硫酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ゼローダ錠３００ カペシタビン 抗悪性腫瘍剤
院内採用 マイトマイシン注用２ｍｇ マイトマイシンＣ 抗悪性腫瘍剤
院内採用 イレッサ錠２５０ ゲフィチニブ 抗悪性腫瘍剤
院内採用 フルダラ静注用５０ｍｇ フルダラビンリン酸エステル 抗悪性腫瘍剤
院内採用 動注用アイエーコール５０ｍｇ シスプラチン 抗悪性腫瘍剤
院内採用 イムノブラダー膀注用８０ｍｇ 乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日本株） 抗悪性腫瘍剤
院内採用 グリベック錠１００ｍｇ イマチニブメシル酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 パクリタキセル 抗悪性腫瘍剤
院内採用 パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ＮＫ」 パクリタキセル 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ラステットＳカプセル２５ｍｇ エトポシド 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ベルケイド注射用３ｍｇ ボルテゾミブ 抗悪性腫瘍剤
院内採用 テモダールカプセル２０ｍｇ テモゾロミド 抗悪性腫瘍剤
院内採用 テモダールカプセル１００ｍｇ テモゾロミド 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ダカルバジン注用１００ ダカルバジン 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ハイカムチン注射用１．１ｍｇ ノギテカン塩酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ ベバシズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤
院内採用 アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ ベバシズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤
院内採用 フルダラ錠１０ｍｇ フルダラビンリン酸エステル 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ドキシル注２０ｍｇ ドキソルビシン塩酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 スーテントカプセル１２．５ｍｇ スニチニブリンゴ酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ゼヴァリン イットリウム（９０Ｙ）静注用セット イットリウム（９０Ｙ）イブリツモマブ　チウキセタン（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ネクサバール錠２００ｍｇ ソラフェニブトシル酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 エンドキサン錠５０ｍｇ シクロホスファミド水和物 抗悪性腫瘍剤
院内採用 タルセバ錠２５ｍｇ エルロチニブ塩酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 タルセバ錠１００ｍｇ エルロチニブ塩酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 タルセバ錠１５０ｍｇ エルロチニブ塩酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 イムシスト膀注用８１ｍｇ 乾燥ＢＣＧ膀胱内用（コンノート株） 抗悪性腫瘍剤
院内採用 エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 エトポシド 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ペラゾリン細粒４００ｍｇ ソブゾキサン 抗悪性腫瘍剤
院内採用 マイロターグ点滴静注用５ｍｇ ゲムツズマブオゾガマイシン（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤
院内採用 カンプト点滴静注４０ｍｇ イリノテカン塩酸塩水和物 抗悪性腫瘍剤
院内採用 カンプト点滴静注１００ｍｇ イリノテカン塩酸塩水和物 抗悪性腫瘍剤
院内採用 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」 カルボプラチン 抗悪性腫瘍剤
院内採用 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＮＫ」 カルボプラチン 抗悪性腫瘍剤
院内採用 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「ＮＫ」 カルボプラチン 抗悪性腫瘍剤
院内採用 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「タイホウ」 イリノテカン塩酸塩水和物 抗悪性腫瘍剤
院内採用 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「タイホウ」 イリノテカン塩酸塩水和物 抗悪性腫瘍剤
院内採用 タイケルブ錠２５０ｍｇ ラパチニブトシル酸塩水和物 抗悪性腫瘍剤
院内採用 スプリセル錠２０ｍｇ ダサチニブ水和物 抗悪性腫瘍剤
院内採用 スプリセル錠５０ｍｇ ダサチニブ水和物 抗悪性腫瘍剤
院内採用 タシグナカプセル２００ｍｇ ニロチニブ塩酸塩水和物 抗悪性腫瘍剤
院内採用 アービタックス注射液１００ｍｇ セツキシマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤
院内採用 シスプラチン点滴静注１０ｍｇ「マルコ」 シスプラチン 抗悪性腫瘍剤
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院内採用 シスプラチン点滴静注２５ｍｇ「マルコ」 シスプラチン 抗悪性腫瘍剤
院内採用 シスプラチン点滴静注５０ｍｇ「マルコ」 シスプラチン 抗悪性腫瘍剤
院内採用 マブリン散１％ ブスルファン 抗悪性腫瘍剤
院内採用 アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ パクリタキセル（アルブミン懸濁型） 抗悪性腫瘍剤
院内採用 トーリセル点滴静注液２５ｍｇ テムシロリムス 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 ドキソルビシン塩酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ドキソルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 ドキソルビシン塩酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ パニツムマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤
院内採用 エルプラット点滴静注液５０ｍｇ オキサリプラチン 抗悪性腫瘍剤
院内採用 エルプラット点滴静注液１００ｍｇ オキサリプラチン 抗悪性腫瘍剤
院内採用 アフィニトール錠５ｍｇ エベロリムス 抗悪性腫瘍剤
院内採用 テモダール点滴静注用１００ｍｇ テモゾロミド 抗悪性腫瘍剤
院内採用 トレアキシン点滴静注用１００ｍｇ ベンダムスチン塩酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ハーセプチン注射用６０ トラスツズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ハーセプチン注射用１５０ トラスツズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤
院内採用 タシグナカプセル１５０ｍｇ ニロチニブ塩酸塩水和物 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ハラヴェン静注１ｍｇ エリブリンメシル酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ギリアデル脳内留置用剤７．７ｍｇ カルムスチン 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ヴォトリエント錠２００ｍｇ パゾパニブ塩酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 インライタ錠１ｍｇ アキシチニブ 抗悪性腫瘍剤
院内採用 インライタ錠５ｍｇ アキシチニブ 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ザーコリカプセル２００ｍｇ クリゾチニブ 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ザーコリカプセル２５０ｍｇ クリゾチニブ 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ポテリジオ点滴静注２０ｍｇ モガムリズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤
院内採用 パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ ペルツズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤
院内採用 エボルトラ点滴静注２０ｍｇ クロファラビン 抗悪性腫瘍剤
院内採用 スチバーガ錠４０ｍｇ レゴラフェニブ水和物 抗悪性腫瘍剤
院内採用 アーゼラ点滴静注液１００ｍｇ オファツムマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤
院内採用 アーゼラ点滴静注液１０００ｍｇ オファツムマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ジオトリフ錠２０ｍｇ アファチニブマレイン酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ジオトリフ錠３０ｍｇ アファチニブマレイン酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ジオトリフ錠４０ｍｇ アファチニブマレイン酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 アドセトリス点滴静注用５０ｍｇ ブレンツキシマブ　ベドチン（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ロンサーフ配合錠Ｔ１５ トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ロンサーフ配合錠Ｔ２０ トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ジェブタナ点滴静注６０ｍｇ カバジタキセル　アセトン付加物 抗悪性腫瘍剤
院内採用 アレセンサカプセル２０ｍｇ アレクチニブ塩酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 アレセンサカプセル４０ｍｇ アレクチニブ塩酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ジャカビ錠５ｍｇ ルキソリチニブリン酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 オプジーボ点滴静注２０ｍｇ ニボルマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤
院内採用 オプジーボ点滴静注１００ｍｇ ニボルマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ザノサー点滴静注用１ｇ ストレプトゾシン 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ボシュリフ錠１００ｍｇ ボスチニブ水和物 抗悪性腫瘍剤
院内採用 マブキャンパス点滴静注３０ｍｇ アレムツズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤
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院内採用 アレセンサカプセル１５０ｍｇ アレクチニブ塩酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ファリーダックカプセル１０ｍｇ パノビノスタット乳酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ファリーダックカプセル１５ｍｇ パノビノスタット乳酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ イピリムマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤
院内採用 フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」 フルオロウラシル 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ヨンデリス点滴静注用０．２５ｍｇ トラベクテジン 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ヨンデリス点滴静注用１ｍｇ トラベクテジン 抗悪性腫瘍剤
院内採用 レンビマカプセル４ｍｇ レンバチニブメシル酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 レンビマカプセル１０ｍｇ レンバチニブメシル酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ ラムシルマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤
院内採用 サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ ラムシルマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ゾーフィゴ静注 塩化ラジウム（２２３Ｒａ） 抗悪性腫瘍剤
院内採用 カイプロリス点滴静注用１０ｍｇ カルフィルゾミブ 抗悪性腫瘍剤
院内採用 カイプロリス点滴静注用４０ｍｇ カルフィルゾミブ 抗悪性腫瘍剤
院内採用 イムブルビカカプセル１４０ｍｇ イブルチニブ 抗悪性腫瘍剤
院内採用 ジカディアカプセル１５０ｍｇ セリチニブ 抗悪性腫瘍剤
院内採用 タグリッソ錠４０ｍｇ オシメルチニブメシル酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 タグリッソ錠８０ｍｇ オシメルチニブメシル酸塩 抗悪性腫瘍剤
院内採用 カルセド注射用２０ｍｇ アムルビシン塩酸塩 抗悪性腫瘍性抗生物質
院内採用 カルセド注射用５０ｍｇ アムルビシン塩酸塩 抗悪性腫瘍性抗生物質
院内採用 ワーファリン錠１ｍｇ ワルファリンカリウム 抗凝固剤
院内採用 フランセチン・Ｔ・パウダー フラジオマイシン硫酸塩・結晶トリプシン 抗菌性物質製剤
院内採用 バイアスピリン錠１００ｍｇ アスピリン 抗血小板剤
院内採用 プラビックス錠２５ｍｇ クロピドグレル硫酸塩 抗血小板剤
院内採用 プラビックス錠７５ｍｇ クロピドグレル硫酸塩 抗血小板剤
院内採用 チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 チクロピジン塩酸塩 抗血小板剤
院内採用 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 シロスタゾール 抗血小板剤
院内採用 エフィエント錠３．７５ｍｇ プラスグレル塩酸塩 抗血小板剤
院内採用 フラジール内服錠２５０ｍｇ メトロニダゾール 抗原虫剤
院内採用 メルカゾール錠５ｍｇ チアマゾール 抗甲状腺剤
院内採用 ブレオ注射用５ｍｇ ブレオマイシン塩酸塩 抗腫瘍性抗生物質
院内採用 ブレオ注射用１５ｍｇ ブレオマイシン塩酸塩 抗腫瘍性抗生物質
院内採用 アクラシノン注射用２０ｍｇ アクラルビシン塩酸塩 抗腫瘍性抗生物質
院内採用 エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 エピルビシン塩酸塩 抗腫瘍性抗生物質
院内採用 エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 エピルビシン塩酸塩 抗腫瘍性抗生物質
院内採用 エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 エピルビシン塩酸塩 抗腫瘍性抗生物質
院内採用 エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／２５ｍＬ「ＮＫ」 エピルビシン塩酸塩 抗腫瘍性抗生物質
院内採用 イダマイシン静注用５ｍｇ イダルビシン塩酸塩 抗腫瘍性抗生物質
院内採用 イトリゾールカプセル５０ イトラコナゾール 抗真菌剤
院内採用 ニゾラールローション２％ ケトコナゾール 抗真菌剤
院内採用 ルリコンクリーム１％ ルリコナゾール 抗真菌剤
院内採用 イトリゾール内用液１％ イトラコナゾール 抗真菌剤
院内採用 ニゾラールクリーム２％ ケトコナゾール 抗真菌剤
院内採用 ルリコン軟膏１％ ルリコナゾール 抗真菌剤
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院内採用 イトラコナゾール錠５０ｍｇ「日医工」 イトラコナゾール 抗真菌剤
院内採用 オキシコナゾール硝酸塩腟錠６００ｍｇ「Ｆ」 オキシコナゾール硝酸塩 抗真菌剤
院内採用 テラ・コートリル軟膏 オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン 抗生物質・副腎皮質ホルモン配合剤
院内採用 ダラシンＴゲル１％ クリンダマイシンリン酸エステル 抗生物質製剤
院内採用 フシジンレオ軟膏２％ フシジン酸ナトリウム 抗生物質製剤
院内採用 クロマイ腟錠１００ｍｇ クロラムフェニコール 抗生物質製剤
院内採用 クエチアピン錠２５ｍｇ「ファイザー」 クエチアピンフマル酸塩 抗精神病剤
院内採用 エビリファイＯＤ錠３ｍｇ アリピプラゾール 抗精神病剤
院内採用 リスペリドン内用液０．５ｍｇ分包「ファイザー」 リスペリドン 抗精神病剤
院内採用 ジプレキサ錠２．５ｍｇ オランザピン 抗精神病剤・双極性障害治療剤
院内採用 ジプレキサザイディス錠５ｍｇ オランザピン 抗精神病剤・双極性障害治療剤
院内採用 ピレスパ錠２００ｍｇ ピルフェニドン 抗線維化剤
院内採用 オフェブカプセル１００ｍｇ ニンテダニブエタンスルホン酸塩 抗線維化剤
院内採用 レブラミドカプセル５ｍｇ レナリドミド水和物 抗造血器悪性腫瘍剤
院内採用 ポマリストカプセル１ｍｇ ポマリドミド 抗造血器悪性腫瘍剤
院内採用 ポマリストカプセル２ｍｇ ポマリドミド 抗造血器悪性腫瘍剤
院内採用 ポマリストカプセル３ｍｇ ポマリドミド 抗造血器悪性腫瘍剤
院内採用 ポマリストカプセル４ｍｇ ポマリドミド 抗造血器悪性腫瘍剤
院内採用 サレドカプセル１００ サリドマイド 抗多発性骨髄腫・抗らい性結節性紅斑剤
院内採用 アルケラン錠２ｍｇ メルファラン 抗多発性骨髄腫剤
院内採用 ヒューマログ注ミリオペン インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） 抗糖尿病剤
院内採用 ヒューマログミックス２５注ミリオペン インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） 抗糖尿病剤
院内採用 ヒューマログミックス５０注ミリオペン インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） 抗糖尿病剤
院内採用 ヒューマリンＮ注１００単位／ｍＬ インスリン　ヒト（遺伝子組換え） 抗糖尿病剤
院内採用 ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ インスリン　ヒト（遺伝子組換え） 抗糖尿病剤
院内採用 ヒューマリン３／７注ミリオペン インスリン　ヒト（遺伝子組換え） 抗糖尿病剤
院内採用 ヒューマリンＮ注ミリオペン インスリン　ヒト（遺伝子組換え） 抗糖尿病剤
院内採用 ヒューマリンＲ注ミリオペン インスリン　ヒト（遺伝子組換え） 抗糖尿病剤
院内採用 ノルバデックス錠２０ｍｇ タモキシフェンクエン酸塩 抗乳癌剤
院内採用 ダウノマイシン静注用２０ｍｇ ダウノルビシン塩酸塩 抗白血病・抗悪性腫瘍抗生物質製剤
院内採用 メンドンカプセル７．５ｍｇ クロラゼプ酸二カリウム 抗不安剤
院内採用 静注用キシロカイン２％ リドカイン 抗不整脈剤
院内採用 ロイコボリン錠５ｍｇ ホリナートカルシウム 抗葉酸代謝拮抗剤
院内採用 ロイコボリン注３ｍｇ ホリナートカルシウム 抗葉酸代謝拮抗剤
院内採用 リオレサール錠５ｍｇ バクロフェン 抗痙縮剤
院内採用 チラーヂンＳ錠５０μ ｇ レボチロキシンナトリウム水和物 甲状腺ホルモン剤
院内採用 ポルトラック原末 ラクチトール水和物 高アンモニア血症治療剤
院内採用 ケイキサレートドライシロップ７６％ ポリスチレンスルホン酸ナトリウム 高カリウム血症改善剤
院内採用 ハイカリック液－３号 高カロリー輸液用基本液 高カロリー輸液用基本液
院内採用 ハイカリックＲＦ輸液 高カロリー輸液用基本液 高カロリー輸液用基本液
院内採用 ハイカリックＲＦ輸液 高カロリー輸液用基本液 高カロリー輸液用基本液
院内採用 フルカリック１号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン 高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液
院内採用 フルカリック２号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン 高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液
院内採用 フルカリック３号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン 高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液
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院内採用 ネオラミン・マルチＶ注射用 高カロリー輸液用総合ビタミン剤 高カロリー輸液用総合ビタミン剤
院内採用 ミネリック－５配合点滴静注シリンジ 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤 高カロリー輸液用微量元素製剤
院内採用 ハイボン錠２０ｍｇ リボフラビン酪酸エステル 高コレステロール血症改善ビタミン剤
院内採用 ホスレノールチュアブル錠２５０ｍｇ 炭酸ランタン水和物 高リン血症治療剤
院内採用 インデラル錠１０ｍｇ プロプラノロール塩酸塩 高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤
院内採用 セロケン錠２０ｍｇ メトプロロール酒石酸塩 高血圧・狭心症・不整脈治療剤
院内採用 ハイパジールコーワ錠３ ニプラジロール 高血圧・狭心症治療剤
院内採用 アダラートカプセル１０ｍｇ ニフェジピン 高血圧・狭心症治療剤
院内採用 ニバジール錠４ｍｇ ニルバジピン 高血圧治療剤
院内採用 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 アロチノロール塩酸塩 高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤
院内採用 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 ベニジピン塩酸塩 高血圧症・狭心症治療剤（持続性Ｃａ拮抗剤）
院内採用 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 アムロジピンベシル酸塩 高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ｃａ拮抗剤
院内採用 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「明治」 アムロジピンベシル酸塩 高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ｃａ拮抗剤
院内採用 ゼチーア錠１０ｍｇ エゼチミブ 高脂血症治療剤
院内採用 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「サワイ」 プラバスタチンナトリウム 高脂血症治療剤
院内採用 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」 ベザフィブラート 高脂血症治療剤
院内採用 シンバスタチン錠５ｍｇ「トーワ」 シンバスタチン 高脂血症治療剤
院内採用 オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ オルメサルタン　メドキソミル 高親和性ＡＴ１レセプターブロッカー
院内採用 アロプリノール錠１００ｍｇ「アメル」 アロプリノール 高尿酸血症治療剤
院内採用 フェブリク錠１０ｍｇ フェブキソスタット 高尿酸血症治療剤
院内採用 フェブリク錠４０ｍｇ フェブキソスタット 高尿酸血症治療剤
院内採用 アリクストラ皮下注５ｍｇ フォンダパリヌクスナトリウム 合成Ｘａ阻害剤
院内採用 アリクストラ皮下注７．５ｍｇ フォンダパリヌクスナトリウム 合成Ｘａ阻害剤
院内採用 エルシトニン注４０単位 エルカトニン 合成カルシトニン誘導体製剤
院内採用 セファメジンα 注射用１ｇ セファゾリンナトリウム 合成セファロスポリン製剤
院内採用 サワシリン錠２５０ アモキシシリン水和物 合成ペニシリン製剤
院内採用 バクタ配合錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム 合成抗菌剤
院内採用 フロリネフ錠０．１ｍｇ フルドロコルチゾン酢酸エステル 合成鉱質コルチコイド剤
院内採用 眼・耳科用リンデロンＡ軟膏 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩 合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤
院内採用 プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） プレドニゾロン 合成副腎皮質ホルモン剤
院内採用 プレドニゾロン散「タケダ」１％ プレドニゾロン 合成副腎皮質ホルモン剤
院内採用 水溶性プレドニン２０ｍｇ プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 合成副腎皮質ホルモン剤
院内採用 プレドニン錠５ｍｇ プレドニゾロン 合成副腎皮質ホルモン剤
院内採用 リンデロン注２ｍｇ（０．４％） ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 合成副腎皮質ホルモン剤
院内採用 リンデロン注４ｍｇ（０．４％） ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 合成副腎皮質ホルモン剤
院内採用 リンデロン散０．１％ ベタメタゾン 合成副腎皮質ホルモン剤
院内採用 メドロール錠４ｍｇ メチルプレドニゾロン 合成副腎皮質ホルモン剤
院内採用 ケナログ口腔用軟膏０．１％ トリアムシノロンアセトニド 合成副腎皮質ホルモン剤
院内採用 ケナコルト－Ａ皮内用関節腔内用水懸注５０ｍｇ／５ｍＬトリアムシノロンアセトニド 合成副腎皮質ホルモン剤
院内採用 ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 ベタメタゾン 合成副腎皮質ホルモン剤
院内採用 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「トーワ」ゾレドロン酸水和物 骨吸収抑制剤
院内採用 ベネット錠１７．５ｍｇ リセドロン酸ナトリウム水和物 骨粗鬆症・骨ページェット病治療剤
院内採用 ボナロン点滴静注バッグ９００μ ｇ アレンドロン酸ナトリウム水和物 骨粗鬆症治療剤
院内採用 ボンビバ静注１ｍｇシリンジ イバンドロン酸ナトリウム水和物 骨粗鬆症治療剤
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院内採用 ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ アレンドロン酸ナトリウム水和物 骨粗鬆症治療剤
院内採用 メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「トーワ」 メナテトレノン 骨粗鬆症治療用ビタミンＫ２剤
院内採用 ワコビタール坐剤１００ フェノバルビタールナトリウム 催眠・鎮静・抗けいれん剤
院内採用 フェノバルビタール散１０％「ホエイ」 フェノバルビタール 催眠・鎮静・抗てんかん剤
院内採用 トリセノックス注１０ｍｇ 三酸化二ヒ素 再発・難治性急性前骨髄球性白血病治療剤
院内採用 シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」 シタラビン 再発・難治性急性白血病・悪性リンパ腫治療剤
院内採用 シタラビン点滴静注液４００ｍｇ「テバ」 シタラビン 再発・難治性急性白血病・悪性リンパ腫治療剤
院内採用 フィジオ１４０輸液 酢酸リンゲル液（ブドウ糖加） 細胞外液補給液
院内採用 ラクテック注 乳酸リンゲル液 細胞外液補充液
院内採用 ソルアセトＤ輸液 酢酸リンゲル液（ブドウ糖加） 細胞外液補充液
院内採用 ビカネイト輸液 重炭酸リンゲル液 細胞外液補充液
院内採用 ０．１Ｗ／Ｖ％ヂアミトール水 ベンザルコニウム塩化物 殺菌消毒剤
院内採用 消毒用エタノール「マルイシ」 エタノール 殺菌消毒剤
院内採用 エタノール「マルイシ」 エタノール 殺菌消毒剤
院内採用 マスキンＷ・エタノール液（０．５ｗ／ｖ％） クロルヘキシジングルコン酸塩 殺菌消毒剤
院内採用 ０．０２５Ｗ／Ｖ％ヂアミトール水 ベンザルコニウム塩化物 殺菌消毒剤
院内採用 ステリクロンＷ液０．０５ クロルヘキシジングルコン酸塩 殺菌消毒剤
院内採用 マスキン液（５Ｗ／Ｖ％） クロルヘキシジングルコン酸塩 殺菌消毒剤
院内採用 ポピヨドンスクラブ７．５％ ポビドンヨード 殺菌消毒剤
院内採用 消毒用エタプロコール エタノール 殺菌消毒剤
院内採用 ハイジール消毒用液１０％ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 殺菌消毒剤
院内採用 ヂアミトール消毒用液１０Ｗ／Ｖ％ ベンザルコニウム塩化物 殺菌消毒剤
院内採用 イオダインスクラブ液７．５％ ポビドンヨード 殺菌消毒剤
院内採用 ポピヨドン液１０％ ポビドンヨード 殺菌消毒剤
院内採用 イソジンゲル１０％ ポビドンヨード 殺菌消毒剤
院内採用 ポビドンヨード液１０％消毒用アプリケータ「オーツカ」１０ｍＬ ポビドンヨード 殺菌消毒剤
院内採用 ポビドンヨード液１０％消毒用アプリケータ「オーツカ」２５ｍＬ ポビドンヨード 殺菌消毒剤
院内採用 ポビドンヨードスクラブ液７．５％「明治」 ポビドンヨード 殺菌消毒剤
院内採用 トリプタノール錠１０ アミトリプチリン塩酸塩 三環系抗うつ剤
院内採用 ルリッド錠１５０ ロキシスロマイシン 酸安定性・持続型マクロライド系抗生剤
院内採用 テトラミド錠１０ｍｇ ミアンセリン塩酸塩 四環系抗うつ剤
院内採用 ケイツーＮ静注１０ｍｇ メナテトレノン 止血機構賦活ビタミン剤
院内採用 トロンビン液モチダソフトボトル１万 トロンビン 止血剤
院内採用 スポンゼル ゼラチン 止血用ゼラチンスポンジ
院内採用 タンニン酸アルブミン シオエ タンニン酸アルブミン 止瀉剤
院内採用 ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「タイヨー」 ロペラミド塩酸塩 止瀉剤
院内採用 イントラリポス輸液１０％ ダイズ油 脂肪乳剤
院内採用 ペリオフィール歯科用軟膏２％ ミノサイクリン塩酸塩 歯周炎治療剤
院内採用 トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス デュラグルチド（遺伝子組換え） 持効型ＧＬＰ－１受容体作動薬
院内採用 ランタス注ソロスター インスリン　グラルギン（遺伝子組換え） 持効型溶解インスリンアナログ製剤
院内採用 インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 インスリン　グラルギン（遺伝子組換え） 持効型溶解インスリンアナログ製剤
院内採用 セタプリル錠５０ｍｇ アラセプリル 持続型ＡＣＥ阻害降圧剤
院内採用 ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え） 持続型Ｇ－ＣＳＦ製剤
院内採用 ダイアート錠６０ｍｇ アゾセミド 持続型ループ利尿剤
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院内採用 ミルセラ注シリンジ２５μ ｇ エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え） 持続型赤血球造血刺激因子製剤
院内採用 ミルセラ注シリンジ１００μ ｇ エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え） 持続型赤血球造血刺激因子製剤
院内採用 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 エナラプリルマレイン酸塩 持続性ＡＣＥ阻害剤
院内採用 ロサルヒド配合錠ＬＤ「科研」 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤 持続性ＡＲＢ／利尿薬合剤
院内採用 アジルバ錠２０ｍｇ アジルサルタン 持続性ＡＴ１レセプターブロッカー
院内採用 アジルバ錠４０ｍｇ アジルサルタン 持続性ＡＴ１レセプターブロッカー
院内採用 アテレック錠１０ シルニジピン 持続性Ｃａ拮抗降圧剤
院内採用 カルブロック錠１６ｍｇ アゼルニジピン 持続性Ｃａ拮抗剤
院内採用 ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ ジルチアゼム塩酸塩 持続性Ｃａ拮抗剤
院内採用 アダラートＬ錠２０ｍｇ ニフェジピン 持続性Ｃａ拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤
院内採用 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」 ニフェジピン 持続性Ｃａ拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤
院内採用 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「サワイ」 ニフェジピン 持続性Ｃａ拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤
院内採用 カデュエット配合錠４番 アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 持続性Ｃａ拮抗薬／ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤
院内採用 カンデサルタン錠４ｍｇ「あすか」 カンデサルタン　シレキセチル 持続性アンジオテンシンＩＩ受容体拮抗剤
院内採用 エカード配合錠ＨＤ カンデサルタン　シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤 持続性アンジオテンシンＩＩ受容体拮抗薬／利尿薬配合剤
院内採用 ワントラム錠１００ｍｇ トラマドール塩酸塩 持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤
院内採用 サンドスタチンＬＡＲ筋注用２０ｍｇ オクトレオチド酢酸塩 持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤
院内採用 サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット３０ｍｇ オクトレオチド酢酸塩 持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤
院内採用 ソマチュリン皮下注６０ｍｇ ランレオチド酢酸塩 持続性ソマトスタチンアナログ徐放性製剤
院内採用 ソマチュリン皮下注９０ｍｇ ランレオチド酢酸塩 持続性ソマトスタチンアナログ徐放性製剤
院内採用 サンドスタチン皮下注用１００μ ｇ オクトレオチド酢酸塩 持続性ソマトスタチンアナログ製剤
院内採用 ＭＳコンチン錠１０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤
院内採用 ＭＳコンチン錠３０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤
院内採用 ＭＳコンチン錠６０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤
院内採用 カディアンカプセル２０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤
院内採用 モルペス細粒２％ モルヒネ硫酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤
院内採用 モルペス細粒６％ モルヒネ硫酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤
院内採用 オキシコンチン錠５ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤
院内採用 オキシコンチン錠１０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤
院内採用 オキシコンチン錠２０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤
院内採用 オキシコンチン錠４０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤
院内採用 パシーフカプセル３０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤
院内採用 パシーフカプセル６０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤
院内採用 ピーガード錠２０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤
院内採用 ピーガード錠３０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤
院内採用 ピーガード錠１２０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤
院内採用 タペンタ錠２５ｍｇ タペンタドール塩酸塩 持続性癌疼痛治療剤
院内採用 タペンタ錠１００ｍｇ タペンタドール塩酸塩 持続性癌疼痛治療剤
院内採用 カルベジロール錠１０ｍｇ「ファイザー」 カルベジロール 持続性高血圧・狭心症，慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤
院内採用 ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「ＳＮ」 ロフラゼプ酸エチル 持続性心身安定剤
院内採用 ザイザル錠５ｍｇ レボセチリジン塩酸塩 持続性選択Ｈ１受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
院内採用 エバステルＯＤ錠１０ｍｇ エバスチン 持続性選択Ｈ１受容体拮抗剤
院内採用 コバシル錠４ｍｇ ペリンドプリルエルブミン 持続性組織ＡＣＥ阻害剤
院内採用 プリモジアン・デポー筋注 テストステロンエナント酸エステル・エストラジオール吉草酸エステル 持続性男性・卵胞混合ホルモン剤
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院内採用 ピメノールカプセル５０ｍｇ ピルメノール塩酸塩水和物 持続性不整脈治療剤
院内採用 強力ポステリザン（軟膏） 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン 痔疾治療剤
院内採用 ボラザＧ軟膏 トリベノシド・リドカイン 痔疾用剤
院内採用 亜鉛華デンプン 亜鉛華デンプン 収斂・消炎・保護剤
院内採用 メスチノン錠６０ｍｇ ピリドスチグミン臭化物 重症筋無力症治療剤
院内採用 カルナクリン錠５０ カリジノゲナーゼ 循環障害改善剤
院内採用 フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ 乾燥硫酸鉄 徐放型鉄剤
院内採用 スローケー錠６００ｍｇ 塩化カリウム 徐放性カリウム剤
院内採用 リスモダンＲ錠１５０ｍｇ ジソピラミドリン酸塩 徐放性不整脈治療剤
院内採用 パラセタ坐剤２００ アセトアミノフェン 小児用解熱鎮痛剤
院内採用 エホチール注１０ｍｇ エチレフリン塩酸塩 昇圧剤
院内採用 ナウゼリン坐剤６０ ドンペリドン 消化管運動改善剤
院内採用 ナウゼリンＯＤ錠１０ ドンペリドン 消化管運動改善剤
院内採用 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 モサプリドクエン酸塩水和物 消化管運動機能改善剤
院内採用 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 トリメブチンマレイン酸塩 消化管運動調律剤
院内採用 ガスコン錠４０ｍｇ ジメチコン 消化管内ガス駆除剤
院内採用 アノレキシノン錠５ メトクロプラミド 消化器機能異常治療剤
院内採用 プリンペラン注射液１０ｍｇ 塩酸メトクロプラミド 消化器機能異常治療剤
院内採用 タフマックＥ配合カプセル ジアスターゼ配合剤 消化酵素剤
院内採用 ベリチーム配合顆粒 膵臓性消化酵素配合剤 消化酵素剤
院内採用 マーロックス懸濁用配合顆粒 乾燥水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム 消化性潰瘍・胃炎治療剤
院内採用 アルクレイン内用液５％ アルギン酸ナトリウム 消化性潰瘍治療剤
院内採用 経口用トロンビン細粒１万単位 トロンビン 上部消化管用止血剤
院内採用 ノリトレン錠１０ｍｇ ノルトリプチリン塩酸塩 情動調整剤
院内採用 ベイスンＯＤ錠０．２ ボグリボース 食後過血糖改善剤
院内採用 アカルボースＯＤ錠１００ｍｇ「タイヨー」 アカルボース 食後過血糖改善剤
院内採用 グルコバイＯＤ錠１００ｍｇ アカルボース 食後過血糖改善剤
院内採用 プロタノールＬ注０．２ｍｇ ｌ－イソプレナリン塩酸塩 心機能・組織循環促進剤
院内採用 リーゼ錠５ｍｇ クロチアゼパム 心身安定剤
院内採用 アデノスキャン注６０ｍｇ アデノシン 心臓疾患診断補助剤
院内採用 アテノロール錠２５ｍｇ「トーワ」 アテノロール 心臓選択性β 遮断剤
院内採用 ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 ピモベンダン 心不全治療薬
院内採用 イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ イソソルビド 浸透圧利尿・メニエル病改善剤
院内採用 プロジフ静注液２００ ホスフルコナゾール 深在性真菌症治療剤
院内採用 ブイフェンド錠２００ｍｇ ボリコナゾール 深在性真菌症治療剤
院内採用 ブイフェンド２００ｍｇ静注用 ボリコナゾール 深在性真菌症治療剤
院内採用 フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サンド」 フルコナゾール 深在性真菌症治療剤
院内採用 ネオラミン・スリービー液（静注用） チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合剤 神経・筋機能賦活剤
院内採用 シグマビタン配合カプセルＢ２５ ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ１２配合剤 神経・筋機能賦活剤
院内採用 リリカカプセル２５ｍｇ プレガバリン 神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤
院内採用 リリカカプセル７５ｍｇ プレガバリン 神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤
院内採用 サリベートエアゾール リン酸二カリウム・無機塩類配合剤 人工唾液
院内採用 ディフェリンゲル０．１％ アダパレン 尋常性ざ瘡治療剤
院内採用 ベピオゲル２．５％ 過酸化ベンゾイル 尋常性ざ瘡治療剤
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院内採用 ドボベット軟膏 カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 尋常性乾癬治療剤
院内採用 インジゴカルミン注２０ｍｇ「第一三共」 インジゴカルミン 腎機能検査用薬／センチネルリンパ節同定用薬
院内採用 ネオアミユー輸液 腎不全用アミノ酸製剤 腎不全用総合アミノ酸製剤
院内採用 ソルアセトＦ輸液 酢酸リンゲル液 酢酸リンゲル液
院内採用 ソルダクトン静注用２００ｍｇ カンレノ酸カリウム 水分・電解質代謝改善剤
院内採用 カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ「サワイ」 カンレノ酸カリウム 水分・電解質代謝改善剤
院内採用 シオゾール注２５ｍｇ 金チオリンゴ酸ナトリウム 水溶性金製剤
院内採用 リノロサール注射液２ｍｇ（０．４％） ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 水溶性合成副腎皮質ホルモン剤
院内採用 リノロサール注射液４ｍｇ（０．４％） ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 水溶性合成副腎皮質ホルモン剤
院内採用 ガストログラフイン経口・注腸用 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン 水溶性消化管造影剤
院内採用 ソルベース マクロゴール 水溶性軟膏基剤
院内採用 ジクロード点眼液０．１％ ジクロフェナクナトリウム 水溶性非ステロイド性抗炎症点眼剤
院内採用 ユーロジン２ｍｇ錠 エスタゾラム 睡眠剤
院内採用 サイレース錠１ｍｇ フルニトラゼパム 睡眠導入剤
院内採用 エバミール錠１．０ ロルメタゼパム 睡眠導入剤
院内採用 ハルシオン０．２５ｍｇ錠 トリアゾラム 睡眠導入剤
院内採用 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 ブロチゾラム 睡眠導入剤
院内採用 ベンザリン錠５ ニトラゼパム 睡眠誘導・抗痙攣剤
院内採用 塩酸リルマザホン錠２「ＭＥＥＫ」 リルマザホン塩酸塩水和物 睡眠誘導剤
院内採用 マグミット錠３３０ｍｇ 酸化マグネシウム 制酸・緩下剤
院内採用 メイロン静注７％ 炭酸水素ナトリウム 制酸・中和剤
院内採用 メイロン静注７％ 炭酸水素ナトリウム 制酸・中和剤
院内採用 炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」 炭酸水素ナトリウム 制酸剤
院内採用 注射用ＧＨＲＰ科研１００ プラルモレリン塩酸塩 成長ホルモン分泌不全症診断薬
院内採用 エレンタール配合内用剤 経腸成分栄養剤 成分栄養剤
院内採用 ミヤＢＭ錠 酪酸菌製剤 生菌製剤
院内採用 一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用 精製ツベルクリン 生物学的製剤
院内採用 タコシール組織接着用シート フィブリノゲン配合剤 生物学的組織接着・閉鎖剤
院内採用 タコシール組織接着用シート フィブリノゲン配合剤 生物学的組織接着・閉鎖剤
院内採用 ウチダのシテイＭ シテイ 生薬
院内採用 生理食塩液 生理食塩液 生理食塩液
院内採用 テルモ生食 生理食塩液 生理食塩液
院内採用 生理食塩液 生理食塩液 生理食塩液
院内採用 生理食塩液２０ｍＬ注射液 生理食塩液 生理食塩液
院内採用 生理食塩液 生理食塩液 生理食塩液
院内採用 テルモ生食 生理食塩液 生理食塩液
院内採用 生理食塩液 生理食塩液 生理食塩液
院内採用 生理食塩液 生理食塩液 生理食塩液
院内採用 生理食塩液 生理食塩液 生理食塩液
院内採用 生理食塩液「ヒカリ」 生理食塩液 生理食塩液
院内採用 テルモ生食 生理食塩液 生理食塩液
院内採用 生理食塩液 生理食塩液 生理食塩液
院内採用 生食注シリンジ「ＮＰ」 生理食塩液 生理食塩液
院内採用 生理食塩液「ヒカリ」 生理食塩液 生理食塩液
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院内採用 生理食塩液バッグ「フソー」 生理食塩液 生理食塩液
院内採用 モニラック原末 ラクツロース 生理的腸管機能改善・高アンモニア血症剤
院内採用 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 エチゾラム 精神安定剤
院内採用 シンメトレル錠５０ｍｇ アマンタジン塩酸塩 精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗Ａ型インフルエンザウイルス剤

院内採用 スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」 スルピリド 精神情動安定・視床下部作用性抗潰瘍剤
院内採用 リントン錠（０．７５ｍｇ） ハロペリドール 精神神経安定剤
院内採用 コントミン筋注２５ｍｇ クロルプロマジン塩酸塩 精神神経安定剤
院内採用 リントン注５ｍｇ ハロペリドール 精神神経安定剤
院内採用 セニラン錠２ｍｇ ブロマゼパム 精神神経安定剤
院内採用 ノバミン錠５ｍｇ プロクロルペラジンマレイン酸塩 精神神経用剤
院内採用 ノバミン筋注５ｍｇ プロクロルペラジンメシル酸塩 精神神経用剤
院内採用 ベゲタミン－Ｂ配合錠 クロルプロマジン塩酸塩・プロメタジン塩酸塩配合剤 精神神経用剤
院内採用 フェジン静注４０ｍｇ 含糖酸化鉄 静注用鉄剤
院内採用 セレジストＯＤ錠５ｍｇ タルチレリン水和物 脊髄小脳変性症治療剤
院内採用 マーカイン注脊麻用０．５％高比重 ブピバカイン塩酸塩水和物 脊椎麻酔剤
院内採用 マーカイン注脊麻用０．５％等比重 ブピバカイン塩酸塩水和物 脊椎麻酔剤
院内採用 ウロナーゼ静注用６万単位 ウロキナーゼ 線維素溶解酵素剤
院内採用 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＡＡ」 バルサルタン 選択的ＡＴ１受容体ブロッカー
院内採用 アテディオ配合錠 バルサルタン・シルニジピン配合剤 選択的ＡＴ１受容体ブロッカー／持続性Ｃａ拮抗薬合剤
院内採用 イメンドカプセル８０ｍｇ アプレピタント 選択的ＮＫ１受容体拮抗型制吐剤
院内採用 イメンドカプセル１２５ｍｇ アプレピタント 選択的ＮＫ１受容体拮抗型制吐剤
院内採用 プロイメンド点滴静注用１５０ｍｇ ホスアプレピタントメグルミン 選択的ＮＫ１受容体拮抗型制吐剤
院内採用 メインテート錠０．６２５ｍｇ ビソプロロールフマル酸塩 選択的β １アンタゴニスト
院内採用 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 ビソプロロールフマル酸塩 選択的β １アンタゴニスト
院内採用 セララ錠２５ｍｇ エプレレノン 選択的アルドステロンブロッカー
院内採用 デプロメール錠２５ フルボキサミンマレイン酸塩 選択的セロトニン再取り込み阻害剤
院内採用 ジェイゾロフト錠２５ｍｇ セルトラリン塩酸塩 選択的セロトニン再取り込み阻害剤
院内採用 レクサプロ錠１０ｍｇ エスシタロプラムシュウ酸塩 選択的セロトニン再取り込み阻害剤
院内採用 パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ パロキセチン塩酸塩水和物 選択的セロトニン再取り込み阻害剤
院内採用 イグザレルト錠１０ｍｇ リバーロキサバン 選択的直接作用型第Ｘａ因子阻害剤
院内採用 イグザレルト錠１５ｍｇ リバーロキサバン 選択的直接作用型第Ｘａ因子阻害剤
院内採用 エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物 前立腺癌治療剤
院内採用 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＫ」 ビカルタミド 前立腺癌治療剤
院内採用 ゴナックス皮下注用８０ｍｇ デガレリクス酢酸塩 前立腺癌治療剤
院内採用 ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ デガレリクス酢酸塩 前立腺癌治療剤
院内採用 イクスタンジカプセル４０ｍｇ エンザルタミド 前立腺癌治療剤
院内採用 ザイティガ錠２５０ｍｇ アビラテロン酢酸エステル 前立腺癌治療剤
院内採用 ザルティア錠５ｍｇ タダラフィル 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤
院内採用 ユリーフＯＤ錠４ｍｇ シロドシン 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬
院内採用 エビプロスタット配合錠ＤＢ オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤 前立腺肥大症治療剤
院内採用 フリバス錠２５ｍｇ ナフトピジル 前立腺肥大症排尿障害改善剤
院内採用 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「明治」 タムスロシン塩酸塩 前立腺肥大症排尿障害改善剤
院内採用 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」 ナフトピジル 前立腺肥大症排尿障害改善剤
院内採用 セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 セボフルラン 全身吸入麻酔剤
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院内採用 １％ディプリバン注－キット プロポフォール 全身麻酔・鎮静用剤
院内採用 １％プロポフォール注「マルイシ」 プロポフォール 全身麻酔・鎮静用剤
院内採用 １％プロポフォール注「マルイシ」 プロポフォール 全身麻酔・鎮静用剤
院内採用 ラボナール注射用０．５ｇ チオペンタールナトリウム 全身麻酔剤
院内採用 ケタラール静注用２００ｍｇ ケタミン塩酸塩 全身麻酔剤
院内採用 アルチバ静注用２ｍｇ レミフェンタニル塩酸塩 全身麻酔用鎮痛剤
院内採用 アルチバ静注用５ｍｇ レミフェンタニル塩酸塩 全身麻酔用鎮痛剤
院内採用 コナン錠５ｍｇ キナプリル塩酸塩 組織ＡＣＥ阻害型降圧剤
院内採用 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 酸化セルロース 創腔充填止血剤
院内採用 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 酸化セルロース 創腔充填止血剤
院内採用 アミニック輸液 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 総合アミノ酸製剤
院内採用 調剤用パンビタン末 レチノール・カルシフェロール配合剤 総合ビタミン剤
院内採用 ＰＬ配合顆粒 非ピリン系感冒剤 総合感冒剤
院内採用 ブスルフェクス点滴静注用６０ｍｇ ブスルファン 造血幹細胞移植前治療剤
院内採用 アルケラン静注用５０ｍｇ メルファラン 造血幹細胞移植前処置剤
院内採用 シュアポスト錠０．２５ｍｇ レパグリニド 速効型インスリン分泌促進剤
院内採用 グルファストＯＤ錠１０ｍｇ ミチグリニドカルシウム水和物 速効型インスリン分泌促進薬
院内採用 ミラクリッド注射液５万単位 ウリナスタチン 多価・酵素阻害剤
院内採用 ビオフェルミンＲ散 耐性乳酸菌製剤 耐性乳酸菌整腸剤
院内採用 ユビデカレノン錠１０ｍｇ「トーワ」 ユビデカレノン 代謝性強心剤
院内採用 アデホス－Ｌコーワ注１０ｍｇ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 代謝賦活剤
院内採用 アデホスコーワ顆粒１０％ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 代謝賦活剤
院内採用 ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００ テガフール・ウラシル 代謝拮抗剤
院内採用 ユーエフティ配合カプセルＴ１００ テガフール・ウラシル 代謝拮抗剤
院内採用 ティーエスワン配合カプセルＴ２０ テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 代謝拮抗剤
院内採用 ティーエスワン配合カプセルＴ２５ テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 代謝拮抗剤
院内採用 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 代謝拮抗剤
院内採用 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 代謝拮抗剤
院内採用 キロサイド注２０ｍｇ シタラビン 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
院内採用 キロサイド注４０ｍｇ シタラビン 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
院内採用 アリムタ注射用５００ｍｇ ペメトレキセドナトリウム水和物 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
院内採用 アリムタ注射用１００ｍｇ ペメトレキセドナトリウム水和物 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
院内採用 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ヤクルト」 ゲムシタビン塩酸塩 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
院内採用 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクルト」 ゲムシタビン塩酸塩 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
院内採用 ボルベン輸液６％ ヒドロキシエチルデンプン１３００００ 代用血漿剤
院内採用 マグコロールＰ クエン酸マグネシウム 大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤
院内採用 ダイアモックス錠２５０ｍｇ アセタゾラミド 炭酸脱水酵素抑制剤
院内採用 ダイアモックス注射用５００ｍｇ アセタゾラミドナトリウム 炭酸脱水酵素抑制剤
院内採用 ブレビブロック注１００ｍｇ エスモロール塩酸塩 短時間作用型β １遮断剤
院内採用 コアベータ静注用１２．５ｍｇ ランジオロール塩酸塩 短時間作用型β １選択的遮断剤
院内採用 オノアクト点滴静注用５０ｍｇ ランジオロール塩酸塩 短時間作用型β １選択的遮断剤
院内採用 エースコール錠２ｍｇ テモカプリル塩酸塩 胆汁・腎排泄型ＡＣＥ阻害剤
院内採用 ミカルディス錠４０ｍｇ テルミサルタン 胆汁排泄型持続性ＡＴ１受容体ブロッカー
院内採用 エリル点滴静注液３０ｍｇ ファスジル塩酸塩水和物 蛋白リン酸化酵素阻害剤
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院内採用 レミナロン注射用１００ｍｇ ガベキサートメシル酸塩 蛋白分解酵素阻害剤
院内採用 レミナロン注射用５００ｍｇ ガベキサートメシル酸塩 蛋白分解酵素阻害剤
院内採用 フオイパン錠１００ｍｇ カモスタットメシル酸塩 蛋白分解酵素阻害剤
院内採用 コアヒビター注射用１０ｍｇ ナファモスタットメシル酸塩 蛋白分解酵素阻害剤
院内採用 コアヒビター注射用５０ｍｇ ナファモスタットメシル酸塩 蛋白分解酵素阻害剤
院内採用 大塚蒸留水 注射用水 注射用水
院内採用 注射用蒸留水「ＣＭＸ」 注射用水 注射用水
院内採用 グリセリン「マルイシ」 グリセリン 調剤用基剤
院内採用 塩化ナトリウム「トミタ」 塩化ナトリウム 調剤用薬（食塩）
院内採用 サンコバ点眼液０．０２％ シアノコバラミン 調節機能改善点眼剤
院内採用 レボビスト注射用 ガラクトース・パルミチン酸混合物 超音波診断用造影剤
院内採用 ソナゾイド注射用１６μ Ｌ ペルフルブタン 超音波診断用造影剤
院内採用 アバプロ錠１００ｍｇ イルベサルタン 長時間作用型ＡＲＢ
院内採用 アイミクス配合錠ＨＤ イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 長時間作用型ＡＲＢ／持続性Ｃａ拮抗薬配合剤
院内採用 イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤
院内採用 スピリーバ２．５μ ｇレスピマット６０吸入 チオトロピウム臭化物水和物 長時間作用型吸入気管支拡張剤
院内採用 ニトロールＲカプセル２０ｍｇ 硝酸イソソルビド 長時間作用型虚血性心疾患治療剤
院内採用 オンブレス吸入用カプセル１５０μ ｇ インダカテロールマレイン酸塩 長時間作用性吸入気管支拡張剤
院内採用 ウルティブロ吸入用カプセル インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物 長時間作用性吸入気管支拡張配合剤
院内採用 アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ ロピバカイン塩酸塩水和物 長時間作用性局所麻酔剤
院内採用 アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ ロピバカイン塩酸塩水和物 長時間作用性局所麻酔剤
院内採用 アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ ロピバカイン塩酸塩水和物 長時間作用性局所麻酔剤
院内採用 アナペイン注１０ｍｇ／ｍＬ ロピバカイン塩酸塩水和物 長時間作用性局所麻酔剤
院内採用 プラザキサカプセル７５ｍｇ ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 直接トロンビン阻害剤
院内採用 プラザキサカプセル１１０ｍｇ ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 直接トロンビン阻害剤
院内採用 ラジレス錠１５０ｍｇ アリスキレンフマル酸塩 直接的レニン阻害剤
院内採用 ウログラフイン注６０％ アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン 直接膵管胆道・逆行性尿路・関節・唾液腺造影剤
院内採用 メジコン錠１５ｍｇ デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 鎮咳剤
院内採用 フェノバール注射液１００ｍｇ フェノバルビタール 鎮静・抗けいれん剤
院内採用 ハイスコ皮下注０．５ｍｇ スコポラミン臭化水素酸塩水和物 鎮静剤
院内採用 ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ＣＨ」 ジクロフェナクナトリウム 鎮痛・解熱・抗炎症剤
院内採用 ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「ＣＨ」 ジクロフェナクナトリウム 鎮痛・解熱・抗炎症剤
院内採用 ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 鎮痛・抗炎症・解熱剤
院内採用 ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「サワイ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 鎮痛・抗炎症・解熱剤
院内採用 ナイキサン錠１００ｍｇ ナプロキセン 鎮痛・抗炎症剤
院内採用 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」 ジクロフェナクナトリウム 鎮痛・抗炎症剤
院内採用 ＭＳ温シップ「タイホウ」 パップ剤 鎮痛・消炎パップ剤
院内採用 モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「シオノギ」 モルヒネ塩酸塩水和物 鎮痛・鎮静剤
院内採用 モルヒネ塩酸塩注射液２００ｍｇ「シオノギ」 モルヒネ塩酸塩水和物 鎮痛・鎮静剤
院内採用 オピスタン注射液３５ｍｇ ペチジン塩酸塩 鎮痛・鎮痙剤
院内採用 ペチジン塩酸塩注射液３５ｍｇ「タケダ」 ペチジン塩酸塩 鎮痛・鎮痙剤
院内採用 ペルタゾン錠２５ ペンタゾシン塩酸塩 鎮痛剤
院内採用 ソセゴン注射液１５ｍｇ ペンタゾシン 鎮痛剤
院内採用 ペンタジン注射液３０ ペンタゾシン 鎮痛剤
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院内採用 レペタン坐剤０．２ｍｇ ブプレノルフィン塩酸塩 鎮痛剤
院内採用 レペタン坐剤０．４ｍｇ ブプレノルフィン塩酸塩 鎮痛剤
院内採用 レペタン注０．２ｍｇ ブプレノルフィン塩酸塩 鎮痛剤
院内採用 カトレップパップ７０ｍｇ インドメタシン 鎮痛消炎剤
院内採用 トラベルミン注 ジフェンヒドラミン塩酸塩・ジプロフィリン 鎮暈剤
院内採用 セロクラール錠２０ｍｇ イフェンプロジル酒石酸塩 鎮暈剤
院内採用 トラベルミン配合錠 ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン 鎮暈剤
院内採用 オイラックスＨクリーム ヒドロコルチゾン・クロタミトン 鎮痒・消炎剤
院内採用 オイラックスクリーム１０％ クロタミトン 鎮痒剤
院内採用 アトロピン硫酸塩注射液 アトロピン硫酸塩水和物 鎮痙剤
院内採用 アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 アトロピン硫酸塩水和物 鎮痙剤
院内採用 アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ「タナベ」 アトロピン硫酸塩水和物 鎮痙剤
院内採用 ブスコパン錠１０ｍｇ ブチルスコポラミン臭化物 鎮痙剤
院内採用 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇシリンジ「ＮＰ」 ブチルスコポラミン臭化物 鎮痙剤
院内採用 ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ「ツルハラ」 ブチルスコポラミン臭化物 鎮痙剤
院内採用 コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 コルヒチン 痛風治療剤
院内採用 ペンタサ錠２５０ｍｇ メサラジン 潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤
院内採用 アサコール錠４００ｍｇ メサラジン 潰瘍性大腸炎治療剤
院内採用 メトリジン錠２ｍｇ ミドドリン塩酸塩 低血圧治療剤
院内採用 メトリジンＤ錠２ｍｇ ミドドリン塩酸塩 低血圧治療剤
院内採用 メプチンエアー１０μ ｇ吸入１００回 プロカテロール塩酸塩水和物 定量噴霧式気管支拡張剤
院内採用 エクジェイド懸濁用錠１２５ｍｇ デフェラシロクス 鉄キレート剤
院内採用 スミフェロン注バイアル３００万ＩＵ インターフェロン　アルファ（ＮＡＭＡＬＷＡ） 天然型インターフェロンα 製剤
院内採用 スミフェロン注ＤＳ３００万ＩＵ インターフェロン　アルファ（ＮＡＭＡＬＷＡ） 天然型インターフェロンα 製剤
院内採用 スミフェロン注ＤＳ６００万ＩＵ インターフェロン　アルファ（ＮＡＭＡＬＷＡ） 天然型インターフェロンα 製剤
院内採用 フエロン注射用１００万 インターフェロン　ベータ 天然型インターフェロンβ 製剤
院内採用 フエロン注射用３００万 インターフェロン　ベータ 天然型インターフェロンβ 製剤
院内採用 フエロン注射用６００万 インターフェロン　ベータ 天然型インターフェロンβ 製剤
院内採用 ネオフィリン注点滴用バッグ２５０ｍｇ アミノフィリン水和物 点滴静注用アミノフィリン注射液
院内採用 大塚食塩注１０％ 塩化ナトリウム 電解質補給液
院内採用 グラクティブ錠２５ｍｇ シタグリプチンリン酸塩水和物 糖尿病用剤
院内採用 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＴＥ」 メトホルミン塩酸塩 糖尿病用剤
院内採用 トレーランＧ液７５ｇ デンプン部分加水分解物 糖忍容力試験用糖質液
院内採用 ブドウ糖注射液 ブドウ糖 糖類製剤
院内採用 ブドウ糖注射液 ブドウ糖 糖類製剤
院内採用 ブドウ糖注射液 ブドウ糖 糖類製剤
院内採用 ブドウ糖注射液 ブドウ糖 糖類製剤
院内採用 ブドウ糖注射液 ブドウ糖 糖類製剤
院内採用 ブドウ糖注射液 ブドウ糖 糖類製剤
院内採用 グリセレブ配合点滴静注 濃グリセリン・果糖 頭蓋内圧亢進・浮腫治療，眼圧降下剤
院内採用 プロペト 白色ワセリン 軟膏基剤
院内採用 白色ワセリン 白色ワセリン 軟膏基剤
院内採用 オリブ油＊（丸石） オリブ油 軟膏基剤
院内採用 親水クリーム 親水クリーム 軟膏基剤
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院内採用 フェアストン錠４０ トレミフェンクエン酸塩 乳癌治療剤
院内採用 ビオフェルミン配合散 ラクトミン 乳酸菌整腸剤
院内採用 ビオラクチス散 カゼイ菌製剤 乳酸菌製剤
院内採用 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 ゾルピデム酒石酸塩 入眠剤
院内採用 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「杏林」 ベンズブロマロン 尿酸排泄薬
院内採用 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「ＳＷ」 プロピベリン塩酸塩 尿失禁・頻尿治療剤
院内採用 マンニットールＳ注射液 Ｄ－ソルビトール・Ｄ－マンニトール 脳圧降下・浸透圧利尿剤
院内採用 ２０％マンニットール注射液「ＹＤ」 Ｄ－マンニトール 脳圧降下・浸透圧利尿剤
院内採用 ピトレシン注射液２０ バソプレシン 脳下垂体後葉ホルモン剤
院内採用 ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」 ニセルゴリン 脳循環・代謝改善剤
院内採用 アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 ブドウ糖・無機塩類配合剤 脳脊髄手術用洗浄・灌流液
院内採用 エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「ＮＰ」 エダラボン 脳保護剤
院内採用 エブランチルカプセル１５ｍｇ ウラピジル 排尿障害改善・降圧剤
院内採用 テレミンソフト坐薬１０ｍｇ ビサコジル 排便機能促進剤
院内採用 ロイケリン散１０％ メルカプトプリン水和物 白血病治療剤
院内採用 アルメタ軟膏 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤
院内採用 リンデロン－Ｖクリーム０．１２％ ベタメタゾン吉草酸エステル 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤
院内採用 エキザルベ 混合死菌製剤 皮膚疾患治療剤
院内採用 リフラップシート５％ リゾチーム塩酸塩 皮膚潰瘍治療剤
院内採用 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ５ｍＬ ガドブトロール 非イオン性ＭＲＩ用造影剤
院内採用 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ７．５ｍＬ ガドブトロール 非イオン性ＭＲＩ用造影剤
院内採用 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ１０ｍＬ ガドブトロール 非イオン性ＭＲＩ用造影剤
院内採用 イオパーク３００注２０ｍＬ イオヘキソール 非イオン性造影剤
院内採用 イオパーク３５０注５０ｍＬ イオヘキソール 非イオン性造影剤
院内採用 イオパーク３５０注１００ｍＬ イオヘキソール 非イオン性造影剤
院内採用 オムニパーク３００注シリンジ１００ｍＬ イオヘキソール 非イオン性造影剤
院内採用 オムニパーク３００注シリンジ１５０ｍＬ イオヘキソール 非イオン性造影剤
院内採用 オムニパーク３００注２０ｍＬ イオヘキソール 非イオン性造影剤
院内採用 オムニパーク３５０注５０ｍＬ イオヘキソール 非イオン性造影剤
院内採用 オムニパーク３５０注１００ｍＬ イオヘキソール 非イオン性造影剤
院内採用 オプチレイ３２０注シリンジ７５ｍＬ イオベルソール 非イオン性造影剤
院内採用 オプチレイ３２０注シリンジ１００ｍＬ イオベルソール 非イオン性造影剤
院内採用 イオパミロン注３００シリンジ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤
院内採用 イオパミロン注３７０シリンジ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤
院内採用 イオパミロン注３７０ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤
院内採用 イオパミロン注３００ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤
院内採用 イオパミロン注３００ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤
院内採用 イオパミロン注３７０ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤
院内採用 イオパミロン注３７０ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤
院内採用 イオパミロン注１５０ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤
院内採用 イオパミロン注３００ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤
院内採用 オイパロミン３００注５０ｍＬ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤
院内採用 オイパロミン３００注１００ｍＬ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤
院内採用 オイパロミン３７０注１００ｍＬ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤
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院内採用 オイパロミン１５０注２００ｍＬ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤
院内採用 オイパロミン３００注２０ｍＬ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤
院内採用 オイパロミン３００注シリンジ１００ｍＬ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤
院内採用 オイパロミン３７０注シリンジ１００ｍＬ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤
院内採用 オイパロミン３７０注２０ｍＬ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤
院内採用 クリノリル錠１００ スリンダク 非ステロイド性消炎・鎮痛剤
院内採用 セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ 非ステロイド性消炎・鎮痛剤
院内採用 メロキシカム錠１０ｍｇ「トーワ」 メロキシカム 非ステロイド性消炎・鎮痛剤
院内採用 ハイペン錠２００ｍｇ エトドラク 非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤
院内採用 ロピオン静注５０ｍｇ フルルビプロフェン　アキセチル 非ステロイド性鎮痛剤
院内採用 エスラックス静注５０ｍｇ／５．０ｍＬ ロクロニウム臭化物 非脱分極性麻酔用筋弛緩剤
院内採用 ベクロニウム静注用１０ｍｇ「Ｆ」 ベクロニウム臭化物 非脱分極性麻酔用筋弛緩剤
院内採用 バナールＮカプセル１００ｍｇ トコフェロールニコチン酸エステル 微小循環系賦活剤
院内採用 バクトロバン鼻腔用軟膏２％ ムピロシンカルシウム水和物 鼻腔内ＭＲＳＡ除菌剤
院内採用 キシロカイン液「４％」 リドカイン塩酸塩 表面麻酔剤
院内採用 キシロカインビスカス２％ リドカイン塩酸塩 表面麻酔剤
院内採用 タンボコール錠５０ｍｇ フレカイニド酢酸塩 頻脈性不整脈治療剤
院内採用 シグマート注１２ｍｇ ニコランジル 不安定狭心症・急性心不全治療剤
院内採用 ワソラン錠４０ｍｇ ベラパミル塩酸塩 不整脈・虚血性心疾患治療剤
院内採用 メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「ＪＧ」 メキシレチン塩酸塩 不整脈・糖尿病性神経障害治療剤
院内採用 シベノール錠１００ｍｇ シベンゾリンコハク酸塩 不整脈治療剤
院内採用 サンリズム注射液５０ ピルシカイニド塩酸塩水和物 不整脈治療剤
院内採用 アミサリン錠１２５ｍｇ プロカインアミド塩酸塩 不整脈治療剤
院内採用 リスモダンカプセル１００ｍｇ ジソピラミド 不整脈治療剤
院内採用 シンビット静注用５０ｍｇ ニフェカラント塩酸塩 不整脈治療剤
院内採用 リスモダンＰ静注５０ｍｇ ジソピラミドリン酸塩 不整脈治療剤
院内採用 アンカロン注１５０ アミオダロン塩酸塩 不整脈治療剤
院内採用 ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「タナベ」 ピルシカイニド塩酸塩水和物 不整脈治療剤
院内採用 アミサリン注２００ｍｇ プロカインアミド塩酸塩 不整脈治療剤
院内採用 シベノール静注７０ｍｇ シベンゾリンコハク酸塩 不整脈治療剤
院内採用 アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ「ＴＥ」 アミオダロン塩酸塩 不整脈治療剤
院内採用 ロヒプノール錠２ フルニトラゼパム 不眠症治療剤
院内採用 ルネスタ錠１ｍｇ エスゾピクロン 不眠症治療剤
院内採用 ベルソムラ錠１５ｍｇ スボレキサント 不眠症治療剤
院内採用 ベルソムラ錠２０ｍｇ スボレキサント 不眠症治療剤
院内採用 乳糖水和物原末「マルイシ」 乳糖水和物 賦形剤
院内採用 ワゴスチグミン注０．５ｍｇ ネオスチグミンメチル硫酸塩 副交感神経興奮剤
院内採用 アトワゴリバース静注シリンジ６ｍＬ ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水和物 副交感神経興奮剤
院内採用 セレスタミン配合錠 ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 副腎ホルモン・抗ヒスタミン配合剤
院内採用 デルモゾールＧクリーム ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤
院内採用 デルモゾールＧ軟膏 ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤
院内採用 デルモゾール軟膏０．１２％ ベタメタゾン吉草酸エステル 副腎皮質ホルモン外用剤
院内採用 デルモゾールローション０．１２％ ベタメタゾン吉草酸エステル 副腎皮質ホルモン外用剤
院内採用 デルモゾールＤＰクリーム０．０６４％ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 副腎皮質ホルモン外用剤
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院内採用 デルモゾールＤＰローション０．０６４％ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 副腎皮質ホルモン外用剤
院内採用 サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％ ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 副腎皮質ホルモン眼耳鼻科用剤
院内採用 注射用ソル・メルコート４０ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ホルモン剤
院内採用 注射用ソル・メルコート１２５ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ホルモン剤
院内採用 注射用ソル・メルコート５００ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ホルモン剤
院内採用 注射用ソル・メルコート１０００ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ホルモン剤
院内採用 コートリル錠１０ｍｇ ヒドロコルチゾン 副腎皮質ホルモン剤
院内採用 デカドロン錠０．５ｍｇ デキサメタゾン 副腎皮質ホルモン剤
院内採用 ソル・メドロール静注用４０ｍｇ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ホルモン剤
院内採用 ソル・コーテフ静注用５００ｍｇ ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ホルモン剤
院内採用 ソル・コーテフ静注用１０００ｍｇ ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ホルモン剤
院内採用 ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ホルモン剤
院内採用 レナデックス錠４ｍｇ デキサメタゾン 副腎皮質ホルモン剤
院内採用 水溶性ハイドロコートン注射液１００ｍｇ ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム 副腎皮質ホルモン製剤
院内採用 デキサート注射液６．６ｍｇ デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム 副腎皮質ホルモン製剤
院内採用 デキサート注射液３．３ｍｇ デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム 副腎皮質ホルモン製剤
院内採用 ビタノイリンカプセル５０ フルスルチアミン・Ｂ２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤 複合ビタミンＢ剤
院内採用 ビタメジン静注用 リン酸チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合剤 複合ビタミン剤
院内採用 オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム 複合抗生物質
院内採用 リーバクト配合顆粒 イソロイシン・ロイシン・バリン 分岐鎖アミノ酸製剤
院内採用 アロマシン錠２５ｍｇ エキセメスタン 閉経後乳癌治療剤
院内採用 フェマーラ錠２．５ｍｇ レトロゾール 閉経後乳癌治療剤
院内採用 アリミデックス錠１ｍｇ アナストロゾール 閉経後乳癌治療剤
院内採用 イミグラン錠５０ スマトリプタンコハク酸塩 片頭痛治療剤
院内採用 ヨーデルＳ糖衣錠－８０ センナエキス 便秘治療剤
院内採用 ケンエーＧ浣腸液５０％ グリセリン 便秘治療剤
院内採用 ケンエーＧ浣腸液５０％ グリセリン 便秘治療剤
院内採用 大塚塩カル注２％ 塩化カルシウム水和物 補正用電解質液
院内採用 硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ 硫酸マグネシウム水和物 補正用電解質液
院内採用 ゼヴァリン インジウム（１１１Ｉｎ）静注用セット インジウム（１１１Ｉｎ）イブリツモマブ　チウキセタン（遺伝子組換え） 放射性医薬品
院内採用 アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 アメジニウムメチル硫酸塩 本態性・起立性・透析時低血圧治療剤
院内採用 アグリリンカプセル０．５ｍｇ アナグレリド塩酸塩水和物 本態性血小板血症治療剤
院内採用 ロヒプノール静注用２ｍｇ フルニトラゼパム 麻酔導入剤
院内採用 ドロレプタン注射液２５ｍｇ ドロペリドール 麻酔用神経遮断剤
院内採用 フェンタニル注射液０．５ｍｇ「ヤンセン」 フェンタニルクエン酸塩 麻酔用鎮痛剤
院内採用 フェンタニル注射液０．１ｍｇ「第一三共」 フェンタニルクエン酸塩 麻酔用鎮痛剤
院内採用 ロルファン注射液１ｍｇ レバロルファン酒石酸塩 麻薬拮抗剤
院内採用 ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第一三共」 ナロキソン塩酸塩 麻薬拮抗剤
院内採用 メコバラミン錠５００「トーワ」 メコバラミン 末梢性神経障害治療剤
院内採用 メチコバール細粒０．１％ メコバラミン 末梢性神経障害治療剤
院内採用 アーチスト錠２．５ｍｇ カルベジロール 慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤
院内採用 ネオーラル１０ｍｇカプセル シクロスポリン 免疫抑制剤
院内採用 ネオーラル２５ｍｇカプセル シクロスポリン 免疫抑制剤
院内採用 ネオーラル５０ｍｇカプセル シクロスポリン 免疫抑制剤
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院内採用 プログラフ顆粒０．２ｍｇ タクロリムス水和物 免疫抑制剤
院内採用 プログラフカプセル１ｍｇ タクロリムス水和物 免疫抑制剤
院内採用 プログラフカプセル０．５ｍｇ タクロリムス水和物 免疫抑制剤
院内採用 セルセプトカプセル２５０ ミコフェノール酸　モフェチル 免疫抑制剤
院内採用 サイモグロブリン点滴静注用２５ｍｇ 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン 免疫抑制剤
院内採用 ネオーラル内用液１０％ シクロスポリン 免疫抑制剤
院内採用 サンディミュン点滴静注用２５０ｍｇ シクロスポリン 免疫抑制剤
院内採用 プログラフ注射液２ｍｇ タクロリムス水和物 免疫抑制剤
院内採用 精製水「ケンエー」 精製水 溶解剤
院内採用 メソトレキセート錠２．５ｍｇ メトトレキサート 葉酸代謝拮抗剤
院内採用 注射用メソトレキセート５ｍｇ メトトレキサート 葉酸代謝拮抗剤
院内採用 注射用メソトレキセート５０ｍｇ メトトレキサート 葉酸代謝拮抗剤
院内採用 メソトレキセート点滴静注液２００ｍｇ メトトレキサート 葉酸代謝拮抗剤
院内採用 メソトレキセート点滴静注液１０００ｍｇ メトトレキサート 葉酸代謝拮抗剤
院内採用 ラシックス錠４０ｍｇ フロセミド 利尿降圧剤
院内採用 フロセミド注２０ｍｇ「テバ」 フロセミド 利尿降圧剤
院内採用 フロセミド錠２０ｍｇ「テバ」 フロセミド 利尿降圧剤
院内採用 生食溶解液キットＨ 生理食塩液 両頭針付溶解剤
院内採用 キサラタン点眼液０．００５％ ラタノプロスト 緑内障・高眼圧症治療剤
院内採用 サンピロ点眼液２％ ピロカルピン塩酸塩 緑内障治療剤
院内採用 カリーユニ点眼液０．００５％ ピレノキシン 老人性白内障治療剤
院内採用 レルベア１００エリプタ３０吸入用 ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル 喘息治療配合剤
院内採用 レルベア２００エリプタ３０吸入用 ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル 喘息治療配合剤
院内採用 セダペイン注１５ エプタゾシン臭化水素酸塩 拮抗性鎮痛剤
院内採用 ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤 疼痛治療剤
院内採用 ダントリウムカプセル２５ｍｇ ダントロレンナトリウム水和物 痙性麻痺緩解・悪性症候群治療剤
院内採用 リパクレオンカプセル１５０ｍｇ パンクレリパーゼ 膵消化酵素補充剤
院内採用 カデックス軟膏０．９％ ヨウ素 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
院内採用 フィブラストスプレー２５０ トラフェルミン（遺伝子組換え） 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
院内採用 ユーパスタコーワ軟膏 精製白糖・ポビドンヨード 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
院内採用 オルセノン軟膏０．２５％ トレチノイン　トコフェリル 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
院内採用 アクトシン軟膏３％ ブクラデシンナトリウム 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
院内採用 オラネジン液１．５％消毒用アプリケータ１０ｍＬ オラネキシジングルコン酸塩
院内採用 オラネジン液１．５％消毒用アプリケータ２５ｍＬ オラネキシジングルコン酸塩
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