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区分 商品名 規格 メーカー 
院外 アーガメイト20%ゼリー25g 三和化学研究所
院内 アーテン散 1% ファイザー 
院内 アーテン錠 2mg ファイザー 
院内 アービタックス注射液 100mg メルクセローノ 
院内 動注用アイエーコール 100mg 日本化薬 
院内 アイオピジンUD点眼液 1% 0.1mL ノバルティスファーマ
必要時 アイセントレス錠 400mg MSD
必要時 アイセントレス錠600mg MSD
院外 アイピーディカプセル 100mg 大鵬薬品工業 
院外 アイピーディカプセル 50mg 大鵬薬品工業 
院外 アイピーディドライシロップ 5% 大鵬薬品工業 
院外 アイファガン点眼液 0.1% 5mL 千寿製薬 
院外 アイミクス配合錠HD 大日本住友製薬 
必要時 アイリーア硝子体内注射液 参天製薬
院内 亜鉛華デンプン「コザカイ・M」 丸石製薬
院内 亜鉛華軟膏「ホエイ」 ファイザー 
院外 アキネトン細粒 1% 大日本住友製薬 
院内 アキネトン錠 1mg 大日本住友製薬 
院内 アキネトン注射液 5mg 大日本住友製薬 
院内 アクアチムクリーム 1% 10g 大塚製薬 
院外 アクアチムローション 1% 大塚製薬 
院内 アクアチム軟膏 1% 10g 大塚製薬 
院内 アクチバシン注 2400万 協和発酵キリン 
院内 アクチバシン注 600万 協和発酵キリン 
必要時 アクテムラ点滴静注用 200mg 中外製薬
必要時 アクテムラ点滴静注用 400mg 中外製薬
必要時 アクテムラ点滴静注用 80mg 中外製薬
必要時 アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター 中外製薬
院内 アクトシン軟膏 3% 30g マルホ 
院内 アクトス錠 15 武田テバ薬品
院外 アクトス錠 30 武田テバ薬品
院外 アクトネル錠 75mg エーザイ 
必要時 アクトヒブ 第一三共
院内 アクプラ静注用 100mg 日医工
院内 アクプラ静注用 10mg 塩野義製薬 
院内 アクプラ静注用 50mg 塩野義製薬 
必要時 アクラシノン注射用 20mg アステラス製薬
必要時 アグリリンカプセル 0.5mg シャイアージャパン
院外 アクロマイシンVカプセル 250mg ポーラファルマ 
院内 アクロマイシン軟膏 3% 25g ポーラファルマ 
院外 アコファイド錠 100mg アステラス製薬 
院内 アザクタム注射用 1g エーザイ 
院内 アサコール錠 400mg ゼリア新薬 
院内 アザルフィジンEN錠 250mg あゆみ製薬 
院外 アザルフィジンEN錠 500mg あゆみ製薬 
院内 アシクロビル点滴静注液 250mg「日医工」 日医工
院外 アシテアダニ舌下錠100単位（IR） 塩野義製薬
院外 アシテアダニ舌下錠300単位（IR） 塩野義製薬
院外 アシノン錠 150mg ゼリア新薬 
院外 アシノン錠 75mg ゼリア新薬 
院内 アジルバ錠 20mg 武田薬品工業 
院外 アジルバ錠 40mg 武田薬品工業 
仮採用 アジレクト錠0.5mg 武田薬品工業 
院外 アジレクト錠1mg 武田薬品工業 
院外 アスタットクリーム 1% マルホ 
院外 アスタット外用液 1% マルホ 
院外 アスタット軟膏 1% マルホ 
院外 アストリックドライシロップ 80% 日本化薬 
院外 アズノールST錠口腔用 5mg 日本新薬 
院内 アズノールうがい液 4% 5mL 日本新薬 
院内 アズノール軟膏 0.033% 20g 日本新薬 
院外 アスパラ-CA錠 200 ニプロESファーマ
院内 アスパラカリウム散 50% 田辺三菱製薬 
院内 アスパラカリウム錠 300mg 田辺三菱製薬 
院内 アスピリン「ヨシダ」 吉田製薬 
院内 アスプール液 (0.5%) 50mL アルフレッサ
院内 アスペノンカプセル 10 バイエル薬品
院内 アスペノン静注用 100 バイエル薬品
院内 アスベリンシロップ 0.5% 田辺三菱製薬 
院外 アスベリン錠 20 ニプロESファーマ
院内 アズレン・グルタミン配合細粒「EMEC」 0.5g/P，0.67g/P エルメッドエーザイ 
院内 アセサイド6%消毒液 750mL サラヤ 
院内 アセサイド6%消毒液 800ｍL サラヤ 
院内 アセサイド6%消毒液 875ｍL サラヤ 
院外 アセタノールカプセル 100 サノフィ 
院内 アセチルシステイン内用液 17.6%「あゆみ」 20mL あゆみ製薬 
院内 アセトアミノフェン 「ファイザー」原末 　 ファイザー 
院外 アゼプチン錠 0.5mg エーザイ 
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院外 アゼプチン錠 1mg エーザイ 
院内 アセリオ静注液 1000mgバッグ テルモ
院内 アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL ノバルティスファーマ
院外 アダプチノール錠 5mg バイエル薬品
院内 アタラックス-Pカプセル 25mg ファイザー 
院外 アタラックス-Pシロップ 0.5% ファイザー 
院内 アタラックス-P散 10% ファイザー 
院内 アタラックス-P注射液 (25mg/mL) ファイザー 
院内 アタラックス-P注射液 (50mg/mL) ファイザー 
院外 アタラックス錠 10mg ファイザー 
院外 アデカット 15mg錠 武田テバ薬品
院外 アデスタンクリーム1% 10g バイエル薬品
院内 アデノシン負荷用静注 60mgシリンジ「FRI」 富士フイルムRIファーマ
院内 アテノロール錠 25mg「NikP」 日医工 
院外 アテノロール錠 50mg「NikP」 日医工 
院内 アデホス-Lコーワ注 10mg 興和創薬 
院内 アデホスコーワ腸溶錠 20 興和創薬 
院内 アデホスコーワ顆粒 10% 1g/P 興和創薬 
院外 アテレック錠 20 持田製薬 
必要時 アデロキザール散 7.8% ゾンネボード製薬
院外 アドエア100ディスカス 28吸入用 グラクソ・スミスクライン 
院外 アドエア100ディスカス 60吸入用 グラクソ・スミスクライン 
院外 アドエア125エアゾール 120吸入用 グラクソ・スミスクライン 
院外 アドエア250エアゾール 120吸入用 グラクソ・スミスクライン 
院内 アドエア250ディスカス 28吸入用 グラクソ・スミスクライン 
院外 アドエア250ディスカス 60吸入用 グラクソ・スミスクライン 
院内 アドエア500ディスカス 28吸入用 グラクソ・スミスクライン 
院外 アドエア500ディスカス 60吸入用 グラクソ・スミスクライン 
院内 アドエア50エアゾール 120吸入用 グラクソ・スミスクライン 
院外 アトーゼット配合錠LD，HD バイエル薬品
必要時 アドシルカ錠 20mf 日本新薬
必要時 アドセトリス点滴静注用 50mg 武田薬品工業 
院内 アドソルビン原末 第一三共 
院内 アドナ注(静脈用) 100mg 田辺製薬販売 
院内 アドナ注(静脈用) 25mg 田辺製薬販売 
院内 アドフィード パップ 40mg 6枚/P 科研製薬 
院外 アトラントクリーム 1% 鳥居薬品 
院内 アトラント軟膏 1% 鳥居薬品 
院内 アドリアシン注用10 アスペンジャパン 
院内 アトルバスタチンOD錠 10mg「トーワ」 東和薬品 
院内 アトルバスタチンOD錠 5mg「トーワ」 東和薬品 
院内 アドレナリン注 0.1%シリンジ「テルモ」 テルモ 
院内 アトロピン 硫酸塩注 0.5mg「タナベ」 田辺三菱製薬 
院内 日点アトロピン点眼液1% 5mL 日本点眼薬研究所
院内 アトロベントエロゾル 20μg 帝人ファーマ 
院内 アナフラニール錠 10mg アルフレッサファーマ 
院外 アナフラニール錠 25mg アルフレッサファーマ 
院内 アナフラニール点滴静注液 25mg アルフレッサファーマ 
院内 アナペイン注 2mg/mL[バッグ] 100mL アスペンジャパン 
院内 アナペイン注 7.5mg/mL 10mL アスペンジャパン 
院内 アネトカインゼリー2% 小林化工
院内 アネメトロ点滴静注液 500mg ファイザー
院外 アノーロエリプタ30吸入用 グラクソ・スミスクライン
院内 アバスチン点滴静注用 100mg/4mL 中外製薬 
院外 アバプロ錠 100mg 大日本住友製薬 
院外 アバプロ錠 50mg 大日本住友
必要時 アピドラ注 100単位/mL,ソロスター サノフィ
必要時 アフィニトール錠 5mg ノバルティスファーマ
院内 アフタッチ口腔用貼付剤 25μg 帝人ファーマ 
院内 アブラキサン点滴静注用 100mg 大鵬薬品
院外 アプルウェイ錠 20mg 　 サノフィ 
院外 アプレース錠 100mg 杏林製薬 
必要時 アプレゾリン錠 25mg 田辺三菱製薬
院内 アプレゾリン注射用 20mg 田辺三菱製薬
院内 アベロックス錠 400mg 富士フイルムファーマ 
院内 アヘンチンキ 武田薬品工業 
院内 アポカイン皮下注 30mg 協和発酵キリン 
必要時 アボネックス筋注用シリンジ 30μg バイオジェン・アイデック・ジャパン
院外 アボビスカプセル 25 大正富山医薬品 
院内 アボルブカプセル 0.5mg グラクソ・スミスクライン 
院外 アマージ錠 2.5mg グラクソ・スミスクライン
院内 アマンタジン塩酸塩細粒 10%「サワイ」 沢井製薬 
院内 アマンタジン塩酸塩錠 50mg「サワイ」 沢井製薬 
院内 アミオダロン塩酸塩静注150㎎「ＴＥ」 トーアエイヨー
院内 アミオダロン塩酸塩速崩錠100㎎「ＴＥ」 トーアエイヨー
院内 アミカシン硫酸塩注射液 200mg「サワイ」 沢井製薬 
院外 アミサリン錠 250mg 第一三共 
院内 アミサリン注 100mg 第一三共 
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院内 アミティーザカプセル24μg アボットジャパン 
院内 アミノレバン 点滴静注 500mL 大塚製薬工場 
院内 アミノレバンEN配合散 大塚製薬 
院内 アミパレン輸液 300mL 大塚製薬工場 
院内 アムビゾーム点滴静注用 50mg 大日本住友製薬 
院外 アムロジピンOD錠 10mg「明治」 Meiji Seikaファルマ 
院内 アムロジピンOD錠 2.5mg「明治」 Meiji Seikaファルマ 
院内 アムロジピンOD錠 5mg「明治」 Meiji Seikaファルマ 
院外 アメナリーフ錠200mg マルホ
必要時 アメパロモカプセル 250mg ファイザー
院内 アモキサンカプセル 10mg ファイザー 
院外 アモキサンカプセル 25mg ファイザー 
院外 アモキサン細粒 10% ファイザー 
院内 アモキシシリンカプセル 250ｍｇ「日医工」 日医工 
院外 アモバン錠 10 日医工 
院内 アモバン錠 7.5 日医工 
必要時 アラセナ-A 点滴静注用 300mg 持田製薬
院内 アラセナ-A軟膏 3% 持田製薬 
必要時 アラベル内用剤 1.5g ノーベルファーマ
院外 アラミスト点鼻液 27.5μg 56噴霧用 グラクソ・スミスクライン 
院内 アリクストラ皮下注 1.5mg アスペンジャパン 
院内 アリクストラ皮下注 2.5mg アスペンジャパン 
必要時 アリクストラ皮下注 5mg 治療用 アスペンジャパン 
患者限定 アリセプトD錠 10mg エーザイ 
患者限定 アリセプトD錠 3mg エーザイ 
患者限定 アリセプトD錠 5mg エーザイ 
院内 アリナミンF25注「タケダ」 武田テバ薬品
院内 25mg アリナミンF糖衣錠「タケダ」 武田テバ薬品
必要時 アリナミン注射液 10mg「タケダ」 武田テバ薬品
必要時 アリミデックス錠 1mg アストラゼネカ 
必要時 アリムタ注射用 100mg 日本イーライリリー 
必要時 アリムタ注射用 500mg 日本イーライリリー
院内 アルガトロバン注シリンジ1ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ
院内 アルギニン点滴静注 30g 「AY」 300mL 陽進堂 
必要時 アルケラン錠 2mg アスペンジャパン 
必要時 アルスロマチック関節手術用灌流液 バクスター
院内 アルダクトンA細粒 10% ファイザー 
院外 アルタットカプセル 75 あすか製薬 
院内 アルドメット錠 125 ミノファーゲン製薬 
院内 アルドメット錠 250 ミノファーゲン製薬 
院内 アルファロール内用液0.5μg/Ｍl 中外製薬
院外 アルファロール散 1μg/g 中外製薬 
院内 アルブミナー25%静注 12.5g/50mL CSLベーリング 
院内 アルブミナー5%静注 12.5g/250mL CSLベーリング 
院内 アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」 高田製薬
必要時 アルベカシン硫酸塩注射液 200mg「HK」 光製薬
院外 アルボ錠 200mg 大正富山医薬品 
院内 アルメタ軟膏 5g 塩野義製薬 
院内 アルロイドＧ内用液 5％ カイゲンファーマ
院外 アレジオン 点眼液0.05% 参天製薬
院内 アレジオンドライシロップ 1% 日本ベーリンガーインゲルハイム 
院外 アレジオン錠 10 日本ベーリンガーインゲルハイム 
院外 アレジオン錠 20 日本ベーリンガーインゲルハイム 
必要時 アレセンサカプセル 150mg 中外製薬
院内 アレビアチン散 10% 大日本住友製薬 
院内 アレビアチン錠 100mg 大日本住友製薬 
院内 アレビアチン錠 25mg 大日本住友製薬 
院内 アレビアチン注 250mg 大日本住友製薬 
院内 アレベール 吸入用溶解液 0.125% 100mL アルフレッサファーマ 
院内 アレルギン散 1% 第一三共 
院内 アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」 鳥居薬品 
必要時 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 鳥居薬品
院外 アレロック顆粒 0.5% 協和発酵キリン 
院内 アローゼン顆粒 ポーラファルマ
院内 アロキシ静注 0.75mg 大鵬薬品
院内 アロチノロール塩酸塩錠 10mg「DSP」 大日本住友製薬 
院内 アロチノロール塩酸塩錠 5mg「DSP」 大日本住友製薬 
院外 アロフト錠 20mg 田辺三菱
院内 アロプリノール錠 100mg「トーワ」 東和薬品 
院外 アロプリノール錠 50mg「トーワ」 東和薬品 
院外 アロマシン錠 25mg ファイザー
必要時 アロンアルファＡ「三共」 第一三共 
院外 アンジュ 21錠 あすか製薬 
院外 アンジュ 28錠 あすか製薬 
院内 アンチレクス静注 10mg 杏林製薬 
院内 アンテベートローション 0.05% 10g 鳥居薬品 
院内 アンテベート軟膏0.05% 5g 鳥居薬品 
必要時 アンナカ「ホエイ」 マイラン製薬
必要時 アンナカ注「フソー」 10% 扶桑薬品工業
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院内 アンヒバ坐剤小児用 100mg マイランEPD合同
院内 アンヒバ坐剤小児用 200mg マイランEPD合同
院内 アンヒバ坐剤小児用 50mg マイランEPD合同
院内 アンプラーグ錠 100mg 田辺三菱製薬 
院外 アンプラーグ錠 50mg 田辺三菱製薬 
院外 アンプリット錠 10mg 第一三共 
院外 アンプリット錠 25mg 第一三共 
院内 アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用 0.3%「トーワ」 3mg/mL 東和薬品 
院外 アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル 45mg「トーワ」 東和薬品 
院内 アンブロキソール塩酸塩錠 15mg「トーワ」 東和薬品 
院内 アンペック坐剤 10mg 大日本住友製薬 
院内 EPLカプセル 250mg アルフレッサファーマ 
必要時 EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL/10mL バイエル薬品
院内 イーケプラドライシロップ 50% 大塚製薬 
院内 イーケプラ錠 250mg 大塚製薬 
院内 イーケプラ錠 500mg 大塚製薬 
院内 イーケプラ点滴静注 500mg 大塚製薬
院外 イオウ・カンフルローション 吉田製薬 
必要時 イオダイン 10%綿球 20 健栄製薬
院内 イオダインM 消毒液10% 250mL 健栄製薬 
必要時 イオパーク350注 100mL 富士製薬
必要時 イオパーク350注 20mL 富士製薬
必要時 イオパーク350注 50mL 富士製薬
必要時 イオパミロン注300 シリンジ バイエル薬品
必要時 イオパミロン注370 50mL/100mL バイエル薬品
必要時 イオパミロン注370 シリンジ バイエル薬品
必要時 イオメロン350注シリンジ 135mL エーザイ
院内 イグザレルト錠 10mg バイエル薬品
院内 イグザレルト錠 15mg バイエル薬品
院内 イクスタンジ錠40mg アステラス製薬
院外 イクスタンジ錠80mg アステラス
院内 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 沢井製薬
院内 イスコチン錠 100mg 第一三共 
院内 イスコチン注 100mg 第一三共 
患者限定 イストダックス点滴静注用10mg セルジーン
院外 イソジンガーグル液 7% 30ml 塩野義製薬 
院内 産婦人科用イソジンクリーム 5% 250g 塩野義製薬 
院内 イソジンゲル 10% 90g 塩野義製薬 
院内 イソバイドシロップ 70% 500mL 日本新薬
必要時 イソビスト注 240/300 バイエル薬品
必要時 イソプリノシン錠 400mg 持田製薬
院外 イソミタール 原末 日本新薬 
必要時 イダマイシン静注用 5mg ファイザー 
院外 一硝酸イソソルビド錠 10mg「サワイ」 沢井製薬 
院内 一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」 沢井製薬 
院外 イドメシンコーワクリーム 1% 35g 興和創薬 
院内 イドメシンコーワゾル 30g 興和創薬 
院外 イドメシンコーワパップ 70mg 5枚/P 興和創薬 
院内 イトラコナゾール錠 50「MEEK」 Meiji Seikaファルマ 
必要時 イトリゾール注 1% ヤンセンファーマ
院内 イトリゾール内用液 1% 140mL ヤンセンファーマ 
院外 イナビル吸入粉末剤 20mg 第一三共 
院外 イニシンク配合錠 武田薬品
院内 イノバン注 0.1%シリンジ 50mL 協和発酵キリン 
院内 イノバン注 0.3%シリンジ 50mL 協和発酵キリン 
院内 イノバン注 100mg 協和発酵キリン 
院外 イノベロン錠 100mg エーザイ
院外 イノベロン錠 200mg エーザイ
院外 イフェクサーSRカプセル 37.5mg ファイザー
院外 イブランスカプセル125m 125MG ファイザー
院外 イブランスカプセル25m 25MG ファイザー
院内 注射用イホマイド 1g 塩野義製薬 
院外 イミグランキット皮下注 3mg グラクソ・スミスクライン 
院内 イミグラン錠 50 グラクソ・スミスクライン 
院内 イミグラン注 3 グラクソ・スミスクライン 
院外 イミグラン点鼻液 20 0.1mL グラクソ・スミスクライン 
仮採用 イミフィンジ点滴静注120mg アストラゼネカ
仮採用 イミフィンジ点滴静注500mg アストラゼネカ
必要時 イムセラカプセル 0.5mg 田辺三菱
必要時 イムネース注 35 共和薬品工業
院内 イムノブラダー膀注用 80mg 日本化薬 
必要時 イムノマックス-γ注 50 共和薬品工業
院外 イムブルビカカプセル140mg ヤンセンファーマ
院内 イムラン錠 50mg アスペンジャパン 
院内 イメンドカプセル 125mg 小野薬品工業 
院内 イメンドカプセル 80mg 小野薬品工業 
必要時 イモバックスポリオ皮下注 サノフィ
院内 イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg「タイヨー」 武田薬品工業 
院外 イリボーOD錠 2.5μg アステラス製薬 
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院外 イリボーOD錠 5μg アステラス製薬 
院内 イルソグラジンマレイン酸塩錠 2mg「日医工」 日医工 
院内 イレッサ錠 250 アストラゼネカ 
院内 インクレミンシロップ 5% 250mL アルフレッサファーマ 
院内 インジゴカルミン注 20mg「AFP」 アルフレッサファーマ
院内 インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 日本イーライリリー
院外 インタールエアロゾル 1mg 10mL/ サノフィ
必要時 インタール細粒 10% サノフィ
院外 インタール点眼液 2% 5mL サノフィ 
院外 インタール点鼻液 2% サノフィ
院内 インダシン静注用 1mg ノーベルファーマ 
院外 インチュニブ錠1mg 塩野義製薬
院外 インチュニブ錠3mg 塩野義製薬
院外 インテバンクリーム 1% 25g 帝國製薬 
院外 インテバン外用液 1% 50mL 帝國製薬 
院内 インデラル錠 10mg アストラゼネカ 
院内 インデラル注射液 2mg アストラゼネカ 
必要時 インテレンス錠 100mg ヤンセンファーマ
院内 イントラリポス輸液 20% 100mL袋 大塚製薬 
院内 イントラリポス輸液 20% 250mL袋 大塚製薬 
院外 インヒベース錠 1mg 中外製薬 
院外 インフリーSカプセル 200mg エーザイ 
院外 インフリーカプセル 100mg エーザイ 
必要時 インフルエンザHAワクチン「ＫＭＢ」 Meiji Seikaファルマ
必要時 インフルエンザHAワクチン“生研”  アステラス製薬
必要時 インライタ錠 1mg ファイザー 
必要時 インライタ錠 5mg ファイザー 
必要時 ヴァイデックスECカプセル 125mg ブリストル・マイヤーズ　スクイブ
必要時 ヴァイデックスECカプセル 200mg ブリストル・マイヤーズ　スクイブ
院内 ヴィーン3G輸液 500ml 袋 扶桑薬品
院内 ウィル・ステラVジェル サラヤ 
院内 ウインタミン細粒 (10%) 共和薬品工業
院外 ウェールナラ配合錠 バイエル薬品
必要時 献血 ヴェノグロブリンIH5%静注 2.5mg,50mL 田辺三菱製薬
院内 ウエルパス手指消毒液 0.2% 1L 丸石製薬 
院外 ヴォトリエント錠 200mg 　 ノバルティスファーマ
院内 ウブレチド錠 5mg 鳥居薬品 
院内 ウラリット-U 配合散 1g/P 日本ケミファ 
院外 ウラリット配合錠 日本ケミファ 
院外 ウリアデック錠 20mg 三和化学研究所
院外 ウルグートカプセル 200mg 共和薬品工業
院内 ウルソデオキシコール酸錠 100mg「トーワ」 東和薬品 
院外 ウルソデオキシコール酸錠 50mg「トーワ」 東和薬品 
院内 ウルソ顆粒 5% 田辺三菱製薬 
院外 ウルティブロ吸入用カプセル ノバルティスファーマ
院外 ウレパールクリーム 10% 20g 大塚製薬 
院外 ウレパールローション 10% 20g 大塚製薬 
院外 ウロカルン錠 225mg 日本新薬 
院内 ウログラフイン注 60% 20ml バイエル薬品
院内 ウロナーゼ静注用 6万単位 持田製薬 
院内 ウロマチックS 泌尿器科用灌流液3% バクスター 
院内 ウロミテキサン注 100mg 塩野義製薬 
院内 ウロミテキサン注 400mg 塩野義製薬 
院内 エイゾプト懸濁性点眼液 1% 5mL ノバルティスファーマ
院内 HCGモチダ筋注用 5千単位 持田製薬 
必要時 エイムゲン Meiji Seikaファルマ
必要時 AK-ソリタ透析剤・DL 陽進堂
院外 エースコール錠 1mg 第一三共 
院外 エースコール錠 2mg 第一三共 
院外 エースコール錠 4mg 第一三共 
院外 AZ点眼液 0.02% 5mL ゼリア新薬 
院外 エカード配合錠HD 武田テバ薬品
院外 エカード配合錠LD 武田テバ薬品
院内 エキザルベ 5g マルホ 
院内 エクア錠 50mg ノバルティスファーマ
院内 エクザール 注射用 10mg 日本化薬 
院内 エクセグラン散 20% 大日本住友製薬 
院内 エクセグラン錠 100mg 大日本住友製薬 
院外 エクメット配合錠 HD ノバルティスファーマ
院外 エクメット配合錠 LD ノバルティスファーマ
院外 エクラークリーム 0.3% 5g 久光製薬 
院外 エクラープラスター20μg/cm2 久光製薬
院外 エクラー軟膏 0.3% 5g 久光製薬 
院内 エコリシン眼軟膏 3.5g 参天製薬
必要時 エジュラント錠 25mg ヤンセンファーマ
院外 S・M 配合散 1.3g/P 第一三共エスファ
院内 エスクレ坐剤「250」 久光製薬 
院外 SG配合顆粒 1g/P 塩野義製薬 
院外 エストラーナ テープ0.72mg 久光製薬 
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院外 エストラサイトカプセル 156.7mg 日本新薬 
必要時 エストリール錠 1mg 持田製薬 
院内 SPトローチ 0.25mg「明治」 Meiji Seikaファルマ 
院内 エスポー注射液 750シリンジ 協和発酵キリン 
院内 エスポー皮下用 12000シリンジ 協和発酵キリン 
院内 エスポー皮下用 24000シリンジ 協和発酵キリン 
院内 エスポー皮下用 6000シリンジ 協和発酵キリン 
院内 エスワンタイホウ配合OD錠T20 岡山大鵬
院内 エスワンタイホウ配合OD錠T25 岡山大鵬
院内 エタノール「ニッコー」 500mL ファイザー 
院内 消毒用エタノール「ニッコー」 500mL ファイザー 
院内 無水エタノール「ニッコー」 500mL ファイザー 
院内 無水エタノール注「ファイザー」 5mL ファイザー 
院内 エダラボン点滴静注液 30mgバッグ「NP」 ニプロ 
院外 エチゾラム錠 0.25mg「NP」 ニプロ 
院内 エチゾラム錠 0.5mg「NP」 ニプロ 
院外 エチゾラム錠 1mg「NP」 ニプロ 
院外 エックスフォージ配合錠 ノバルティスファーマ
院外 エディロールカプセル 0.5μg 大正富山医薬品 
院外 エディロールカプセル 0.75μg 大正富山医薬品 
院内 エトキシスクレロール 1%注射液 カイゲンファーマ
院内 エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」 沢井製薬
院内 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」 ニプロ
院内 エナルモンデポー筋注 250mg 武田薬品工業 
必要時 エネーボ配合経腸用液 アボットジャパン
院外 エバステル錠 10mg Meiji Seikaファルマ 
院外 エバステル錠 5mg Meiji Seikaファルマ 
院外 エバミール錠 1.0 バイエル薬品
院外 エピサネートG 配合顆粒 ファイザー 
院外 エビスタ錠 60mg 中外製薬 
必要時 エピビル錠 150 グラクソ・スミスクライン
院内 エビプロスタット 配合錠DB 日本新薬 
必要時 エピペン注射液 0.15mg マイランEPD
必要時 エピペン注射液 0.3mg マイランEPD
院内 エビリファイ錠3mg 大塚製薬 
院内 エビリファイ内用液 0.1% 大塚製薬
院外 エビリファイ内用液0.1%　１mＬ 大塚製薬
院内 エピルビシン塩酸塩注射液 10mg/5mL「サワイ」 沢井製薬
院内 エピルビシン塩酸塩注射液 50mg/25mL「サワイ」 沢井製薬
院内 エピルビシン塩酸塩注射用 10mg「サワイ」 沢井製薬
院内 エピルビシン塩酸塩注射用 50mg「サワイ」 沢井製薬
院外 エピレオプチマル散50% エーザイ 
院内 エフィエント錠 3.75mg 第一三共 
院内 エフィエントOD錠 20mg 第一三共 
院内 ヱフェドリン「ナガヰ」注射液 40mg 日医工 
院外 エフェドリン塩酸塩散10%「マルイシ」 丸石製薬 
仮採用 エプクルーサ配合錠 ギリアド・サイエンシズ
必要時 エプジコム配合錠 グラクソ・スミスクライン
必要時 エブトール 250mg錠 科研製薬 
院内 エフピーOD錠 2.5 エフピー 
院内 エブランチルカプセル 15mg 科研製薬 
院内 エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 日医工 
院内 エポエチンアルファBS注 1500シリンジ「JCR」 キッセイ薬品工業 
院内 エポエチンアルファBS注 3000シリンジ「JCR」 キッセイ薬品工業 
院外 エボザックカプセル 30mg 第一三共 
院外 エホチール錠 5mg サノフィ
必要時 エホチール注10mg サノフィ
必要時 エポプロステノール静注用 0.5mg「ACT」 アクテリオン
院内 MS温シップ「タイホウ」 20g/枚×5枚 日本化薬 
院内 MSコンチン錠 10mg 塩野義製薬 
院内 MSコンチン錠 30mg 塩野義製薬 
院内 MSコンチン錠 60mg 塩野義製薬 
院内 MS冷シップ「タイホウ」 20g/枚×5枚 大鵬薬品工業 
院外 MMD配合散 吉田製薬 
患者限定 エムプリシティ点滴静注用 300mg ブリストル・マイヤーズスクイブ
患者限定 エムプリシティ点滴静注用 400mg ブリストル・マイヤーズスクイブ
院内 エムラクリーム 5g 佐藤製薬 
院外 エラスチーム錠 1800 エーザイ 
院内 注射用エラスポール 100 小野薬品工業 
院内 エリキュース錠 2.5mg ブリストル・マイヤーズ　スクイブ
院内 エリキュース錠 5mg ブリストル・マイヤーズ　スクイブ
院外 エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 日本新薬
院内 エリスロシンドライシロップ 10% マイランEPD合同
院内 エリスロシン錠 100mg マイランEPD合同
院内 エリスロシン点滴静注用 500mg マイランEPD合同
院内 エリル点滴静注液 30mg 旭化成ファーマ 
院内 LH-RH注 0.1mg 「タナベ」 ニプロESファーマ
院内 エルカルチンFF 内用液 10% 100mL 大塚製薬 
院内 エルカルチンFF錠 100mg 大塚製薬 
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院内 エルシトニン注 40単位 旭化成ファーマ 
院内 エルタシン軟膏0.1％ 10ｇ 富士製薬工業 
院内 エルネオパNF1号輸液  1000mL 大塚製薬工場 
院外 エルネオパNF1号輸液  1500mL 大塚製薬工場
院内 エルネオパNF2号輸液 1000mL 大塚製薬工場 
院外 エルネオパNF2号輸液  1500mL 大塚製薬工場 
院内 エルプラット点滴静注液 100mg ヤクルト本社 
院内 エルプラット点滴静注液 50mg ヤクルト本社 
院内 エレメンミック注キット 陽進堂 
必要時 エレルサ錠 50mg MSD
院内 エレンタール 配合内用剤 80g/袋 EAファーマ
院内 エレンタール 配合内用剤 80ｇプラスチック容器 EAファーマ
必要時 エレンタールP乳幼児用配合内用剤 EAファーマ
院内 塩化Ca補正液1mEq/mL 20mL 大塚製薬工場 
院内 塩化ナトリウム 「オーツカ」 大塚製薬 
院内 10%塩化ナトリウム注射液 (大塚食塩注10%) 20mL 大塚製薬 
院外 エンシュア・ H アボットジャパン 
院内 エンシュア・リキッド アボットジャパン 
必要時 エンセバック皮下注 Meiji Seikaファルマ
仮採用 エンタイビオ点滴静注用300mg 武田薬品工業 
院内 エンテカビルOD錠 0.5mg「サワイ」 沢井製薬
院内 注射用エンドキサン 100mg 塩野義製薬 
院内 注射用エンドキサン 500mg 塩野義製薬 
院内 エンドキサン錠 50mg 塩野義製薬 
院外 エンブレル皮下注50mgペン1.0mL 武田薬品工業 
必要時 エンブレル皮下注用 25mgシリンジ 0.5mL 武田薬品工業 
必要時 エンブレル皮下注用 50mgシリンジ1.0mL 武田薬品工業 
院外 エンペシドクリーム 1% 10g バイエル薬品
院外 エンペシド腟錠 100mg バイエル薬品
院内 オイグルコン錠 1.25mg 中外製薬 
院外 オイグルコン錠 2.5mg 中外製薬 
院内 オイパロミン300注 100mL 富士製薬工業 
院内 オイパロミン300注 20mL 富士製薬工業 
院内 オイパロミン300注 50mL 富士製薬工業 
必要時 オイパロミン300注シリンジ 100mL 富士製薬工業 
必要時 オイパロミン300注シリンジ 150mL 富士製薬工業 
必要時 オイパロミン370注シリンジ 100mL 富士製薬工業 
必要時 オイパロミン370注シリンジ 150mL 富士製薬工業 
院外 オイラックスH クリーム 5g 日新製薬
院内 オイラックスクリーム 10% 10g 日新製薬
院内 オーグメンチン配合錠 250RS グラクソ・スミスクライン 
院内 大塚蒸留水 100mL 大塚製薬
院内 大塚蒸留水 20mL 大塚製薬
院内 大塚生食注 100mL 大塚製薬
院内 大塚生食注 20mL 大塚製薬
院内 大塚生食注 50mL 大塚製薬
院内 大塚生食注 2ポート100ｍL 100mL 大塚製薬
院内 大塚糖液 10% 20mL 大塚製薬
院内 大塚糖液 10% 500mL 大塚製薬工場
院内 大塚糖液 20% 20mL 大塚製薬
院内 大塚糖液 50% 20mL 大塚製薬
院内 大塚糖液 50% 500mL 大塚製薬
院内 大塚糖液 5% 100mL 大塚製薬
院内 大塚糖液 5% 20mL 大塚製薬
院内 大塚糖液 5% 250mL 大塚製薬工場
院内 大塚糖液 5% 50mL 大塚製薬
院内 大塚糖液 5% 500mL 大塚製薬工場
院内 大塚糖液 70% 350mL 大塚製薬
院外 オーラップ錠 1mg アステラス製薬 
必要時 オキサロールローション 25μg/g マルホ
院内 オキサロール注 5 μ g 中外製薬 
院外 オキサロール軟膏 25μg/g 10g マルホ 
院外 オキシコドン徐放錠10mg「第一三共」 第一三共
院内 オキシコドン徐放錠20mg「第一三共」 第一三共
院内 オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」 第一三共
必要時 オキシテトラコーン歯科用挿入剤 5mg 昭和薬品化工
院内 オキシドール「ヨシダ」 100mL 吉田製薬 
院内 オキシトシン注射液5単位「F」 富士製薬工業 
院外 オキナゾールクリーム1％ 10g 田辺三菱製薬 
院内 オキナゾール腟錠 600mg 田辺三菱製薬 
院内 オキノーム散 10mg 塩野義製薬 
院内 オキノーム散 2.5mg 塩野義製薬 
院内 オキファスト注 10mg 塩野義製薬 
院内 オキファスト注 50mg 塩野義製薬 
院外 オクソラレンローション 0.3% 60mL 大正富山医薬品 
院外 オクソラレン軟膏 0.3% 10g 大正富山医薬品 
院内 オクトレオチド皮下注 100µg「あすか」 武田薬品工業 
院内 オザグレルNa点滴静注 80mg「MEEK」 Meiji Seikaファルマ 
院外 オゼックス細粒小児用15% 富士フィルム富山化学
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院内 オゼックス錠 150 富士フィルム富山化学
院外 オゼックス点眼液 0.3% 5mL 大塚製薬 
院内 オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬
院内 オセルタミビルＤＳ３％「サワイ」 沢井製薬
必要時 オダイン錠 125mg 日本化薬
院外 オテズラ錠 10mg セルジーン
院外 オテズラ錠 20mg セルジーン
院外 オテズラ錠 30mg セルジーン
必要時 オデフシｲ配合錠 ヤンセンファーマ
院外 オドリック錠 1mg 日本新薬 
院内 オノアクト点滴静注用 150mg 小野薬品工業 
院内 オノアクト点滴静注用 50mg 小野薬品工業 
院内 オノンカプセル 112.5mg 小野薬品工業 
院内 オノンドライシロップ 10% 小野薬品工業 
院内 オビソート注射用 0.1g 第一三共 
患者限定 オフェブカプセル 100mg 日本ベーリンガーインゲルハイム
患者限定 オフェブカプセル 150mg 日本ベーリンガーインゲルハイム 
必要時 オフサグリーン静注用 25mg 参天製薬
院内 オプジーボ点滴静注 100ｍｇ 100mg/10mL 小野薬品工業
院内 オプジーボ点滴静注 20ｍｇ 20mg/2mL 小野薬品工業
必要時 オプスミット錠 10mg アクテリオン
院内 オプソ内服液 5mg 大日本住友製薬 
院内 オペガードMA眼灌流液  20mL 千寿製薬 
院内 オペガン1.1 眼粘弾剤1% 参天製薬
院内 オペガンハイ0.85 眼粘弾剤1% 参天製薬
必要時 オペプリム ヤクルト本社
必要時 オムニパーク240注 100mL 第一三共
必要時 オムニパーク240注 20mL 第一三共
必要時 オムニパーク300注 シリンジ150mL 第一三共
院内 オメプラゾール注射用 20mg「日医工」 日医工
院外 オラペネム小児用細粒 10% Meiji Seikaファルマ 
院内 オリブ油 100mL 吉田製薬
院内 オルガラン静注 1250単位 1mL 共和クリティケア
必要時 オルセノン軟膏 0.25% ポーラファルマ
院内 オルダミン注射用 1g あすか製薬 
必要時 オルドレブ点滴静注用 グラクソ・スミスクライン
必要時 オルベスコ 50μgインヘラー 112吸入用 帝人ファーマ
院外 オルベスコ100μgインヘラー 112吸入用 帝人ファーマ 
院外 オルベスコ200μgインヘラー 56吸入用 帝人ファーマ 
院内 オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 第一三共エスファ
院内 オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 第一三共エスファ
院外 オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」 第一三共エスファ
必要時 オレンシア皮下注 125mgオートインジェクター1mL 小野薬品工業
必要時 オレンシア点滴静注用 250mg ブリストル・マイヤーズ　スクイブ
院外 オロパタジン塩酸塩OD錠 2.5mg「明治」 Meiji Seikaファルマ 
院内 オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg「明治」 Meiji Seikaファルマ 
院外 オングリザ錠 2.5mg 協和発酵キリン 
院外 オングリザ錠 5mg 協和発酵キリン 
必要時 オンコビン注射用 1mg 日本化薬 
院内 オンブレス吸入用カプセル 150μg ノバルティスファーマ
必要時 ガーダシル水性懸濁筋注 シリンジ MSD
院内 カーボスター透析剤L A剤 9L 陽進堂
院内 カーミパック生理食塩液Ｌ1300ｍＬ テルモ
院内 カイトリル錠 1mg 太陽ファルマ
患者限定 カイプロリス点滴静注用 10mg 小野薬品
患者限定 カイプロリス点滴静注用 40mg 小野薬品
仮採用 ガザイバ点滴静注1000mg 中外製薬
院内 ガスコンドロップ 内服液 2% 300mL キッセイ薬品工業
院内 ガスコン錠 40mg キッセイ薬品工業
院内 ガスター注射液 20mg LTLファーマ
院外 ガストローム顆粒 66.7% 田辺三菱
必要時 ガストログラフイン 経口・注腸用 バイエル薬品
院外 ガストロゼピン錠 25mg ベーリンガー・インゲルハイム
院内 カソデックス錠 80mg アストラゼネカ
院内 カタボン・Hi注 600mg 武田薬品工業 
院内 カタボン・Low注 200mg 武田薬品工業 
院外 カタリンK点眼用 0.005% 千寿製薬 
院外 ガチフロ点眼液 0.3% 5mL 千寿製薬 
院内 カチリ「ホエイ」 ニプロ
院外 カデックス外用散 0.9% 50g スミス・アンド・ネフュー
院内 カデックス軟膏 0.9% 40g スミス・アンド・ネフュー
院内 カデックス軟膏分包 45mg 5g×10枚 スミス・アンド・ネフュー
院外 カデュエット配合錠 2番 ファイザー 
院外 カデュエット配合錠 4番 ファイザー 
院内 カドサイラ点滴静注用 100mg 中外製薬
院内 カドサイラ点滴静注用 160mg 中外製薬
必要時 ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ 10mL バイエル薬品
必要時 ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ 5mL バイエル薬品
必要時 ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ 7.5mL バイエル薬品
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院内 カトレップパップ 70mg 5枚/袋 帝國製薬
院内 カナグル錠 100mg 田辺三菱製薬
院外 ガナトン錠 50mg アステラス製薬
院内 カナマイシンカプセル 250mg「明治」 Meiji Seikaファルマ
必要時 カナマイシンシロップ 5%「明治」 250mL Meiji Seikaファルマ
必要時 硫酸カナマイシン注射液 1000mg「明治」 1g/4mL Meiji Seikaファルマ
院外 カナリア配合錠 第一三共
院内 カバサール錠 0.25mg ファイザー 
院外 カバサール錠 1.0mg ファイザー 
院内 ガバペン錠 200mg ファイザー 
院外 ガバペン錠 400mg ファイザー 
院内 ガベキサートメシル酸塩静注用 100mg「日医工」 日医工
院内 ガベキサートメシル酸塩静注用 500mg「日医工」 日医工
院内 カモスタットメシル酸塩錠 100mg「日医工」 日医工
院内 ガランターゼ散 50% 0.5g/P 田辺製薬販売
院内 カリーユニ点眼液 0.005% 5mL 参天製薬
院内 カリメート経口液 20% 25g/P 興和創薬
院内 カリメート散 5g/P 興和創薬
院外 カルグート錠 10 田辺三菱製薬
院外 カルグート錠 5 田辺三菱製薬
院外 カルスロット錠 10 武田テバ薬品
院外 カルスロット錠 20 武田テバ薬品
院外 カルスロット錠 5 武田テバ薬品
必要時 カルセド注射用 20mg/50mg 日本化薬
院内 カルタン細粒 83% 0.6g/P ファイザー 
院内 カルチコール注射液 8.5% 5mL 日医工
院内 カルデナリン錠 0.5mg ファイザー 
院外 カルデナリン錠 1mg ファイザー 
院内 カルデナリン錠 2mg ファイザー 
院内 カルナクリン錠 50 三和化学研究所
院外 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散 10%「日医工」 日医工
院外 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 10mg「日医工」 日医工
院内 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 30mg「日医工」 日医工
院内 カルバマゼピン細粒 50%「アメル」 共和薬品工業
院外 カルバマゼピン錠 100mg「アメル」 共和薬品工業
院内 カルバマゼピン錠 200mg「アメル」 共和薬品工業
院外 カルビスケン錠 5mg アルフレッサファーマ
院内 カルフィーナ錠 0.25μg 共和薬品工業
院外 カルフィーナ錠 0.5μg 共和薬品工業
院内 カルフィーナ錠 1.0μg 共和薬品工業
院内 カルブロック錠 16mg 第一三共
院外 カルブロック錠 8mg 第一三共
院内 カルベジロール錠 1.25mg「サワイ」 沢井製薬
院内 カルベジロール錠 10mg「サワイ」 沢井製薬
院内 カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」 沢井製薬
院外 カルベジロール錠 20mg「サワイ」 沢井製薬
院内 カルボカインアンプル注 1%(10mL) アスペンジャパン 
院内 カルボカインアンプル注 2%(10mL) アスペンジャパン 
院内 カルボシステインDS 50%「タカタ」 高田製薬
院内 カルボシステインシロップ 5%「タカタ」 高田製薬
院内 カルボシステイン錠 250mg「トーワ」 東和薬品
院外 カルボシステイン錠 500mg「トーワ」 東和薬品
院内 カルボプラチン注射液450mg 「日医工」 日医工
院内 カルボプラチン注射液50mg 「日医工」 日医工
必要時 カルメロースナトリウム原末「マルイシ」 丸石製薬
必要時 カレトラ配合錠 アッヴィ合同会社
院外 カロナールシロップ 2% あゆみ製薬
院内 カロナール細粒 20% 0.5g/P あゆみ製薬
院内 カロナール錠 200 あゆみ製薬
必要時 カンサイダス点滴静注用 50mg MSD
必要時 カンサイダス点滴静注用 70mg MSD
院外 カンデサルタン錠 12「あすか」 あすか製薬
院外 カンデサルタン錠 2mg「あすか」 あすか製薬
院内 カンデサルタン錠 4mg「あすか」 あすか製薬
院内 カンデサルタン錠 8mg「あすか」 あすか製薬
必要時 カンプト点滴静注 100mg ヤクルト本社
院外 カンフル精 マイラン製薬
必要時 キイトルーダ点滴静注 100ｍｇ MSD
院内 希塩酸「マルイシ」 200mL 丸石製薬
必要時 歯科用キシロカインカートリッジ デンツプライ三金
院外 キシロカインゼリー 2% 30mL アスペンジャパン 
院内 キシロカインビスカス 2% 100mL アスペンジャパン 
院内 キシロカインポンプスプレー 8% 80g アスペンジャパン 
院内 キシロカイン液「4%」 100mL アスペンジャパン 
院内 キシロカイン注ポリアンプ 0.5% 10mL アスペンジャパン 
院内 キシロカイン注ポリアンプ 1% 10mL アスペンジャパン 
院内 キシロカイン注ポリアンプ 2% 10mL アスペンジャパン 
院内 キシロカイン注射液「1%」エピレナミン 20mL アスペンジャパン 
院内 キシロカイン注射液「2%」エピレナミン 20mL アスペンジャパン 
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院内 キシロカイン点眼液 4% 20mL アスペンジャパン 
院外 キックリンカプセル 250mg アステラス製薬
院内 キドミン輸液 300mL 大塚製薬工場
院外 キネダック錠 50mg 小野薬品工業
院内 キプレスチュアブル錠 5mg 杏林製薬
院内 キプレス細粒 4mg 杏林製薬
院内 キプレス錠 10mg 杏林製薬
院内 逆性石ケン液 0.025「ヨシダ」 500mL 吉田製薬
院内 逆性石ケン液 10「ヨシダ」 500mL 吉田製薬
院外 キュバール 100エアゾール 大日本住友製薬
院外 キュバール 50エアゾール 大日本住友製薬
院内 キュビシン静注用 350mg MSD
必要時 組織培養不活化狂犬病ワクチン Meiji Seikaファルマ
院内 キロサイド-N注 1g 日本新薬
必要時 キロサイド注 100mg 日本新薬
院内 キロサイド注 20mg 日本新薬
院内 キロサイド注 40mg 日本新薬
院内 キンダベート軟膏 0.05% 5g グラクソ・スミスクライン
必要時 クアトロバック皮下注シリンジ Meiji Seikaファルマ
院外 グーフィス錠5mg EAファーマ
院内 クエチアピン錠 100mg「ファイザー」 ファイザー 
院内 クエチアピン錠 25mg「ファイザー」 ファイザー 
院内 クエン酸第一鉄ナトリウム錠 50mg「ツルハラ」 鶴原製薬
院内 クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」 100mg/1.2g 鶴原製薬
院外 グラケーカプセル 15mg エーザイ
院外 クラシエ人参養栄湯 エキス細粒 EK-108 2.5g/P クラシエ薬品
院外 クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯 エキス細粒 EK-38 2.5g/P クラシエ薬品
必要時 グラジナ錠 50mg MSD
院外 グラナテック点眼液 0.4% 興和創薬
院内 グラニセトロン静注液 3mgシリンジ「NK」 3mL 日本化薬
院内 グラニセトロン点滴静注 3mgバッグ「HK」 100mL 光製薬
院内 クラバモックス小児用 配合ドライシロップ グラクソ・スミスクライン
院内 クラフォラン注射用 0.5g サノフィ
院内 クラフォラン注射用 1g サノフィ
院内 クラリスロマイシンDS 10%「MEEK」 Meiji Seikaファルマ
院内 クラリスロマイシン錠 200mg「マイラン」 ファイザー 
院外 クラリスロマイシン錠 50mg小児用「マイラン」 ファイザー 
院外 クラリチンドライシロップ 1% 塩野義製薬
院外 クラリチンレディタブ錠 10mg 塩野義製薬
院内 クラリチン錠 10mg 塩野義製薬
院内 グランダキシン錠 50 持田製薬
院内 グラン注射液 M300 0.7mL 協和発酵キリン 
院内 クリアクター 静注用 80万 エーザイ
院外 クリアナール錠 200mg 田辺三菱製薬
院外 クリアナール内用液 8% 500mL 田辺三菱製薬
院外 クリアミン配合錠A1.0 日医工
院内 グリクラジド錠 20mg「トーワ」 東和薬品
院外 グリクラジド錠 40mg「トーワ」 東和薬品
院内 グリセリン「ケンエー」【滅菌済】 25mL 健栄製薬
院内 グリセリン「ヨシダ」 500mL 吉田製薬
院内 グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200ｍL 光製薬
院内 グリセリンBC液「ヨシダ」 100mL 吉田製薬
院内 グリチロン配合錠 EAファーマ
院外 クリノリル錠 100 日医工
必要時 グリベック錠 100mg ノバルティスファーマ
院内 グリメサゾン軟膏 5g 第一三共
院外 グリメピリドOD錠 0.5mg「EMEC」 エルメッドエーザイ 
院内 グリメピリドOD錠 1mg「EMEC」 エルメッドエーザイ 
院外 グリメピリドOD錠 3mg「EMEC」 エルメッドエーザイ 
院内 クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 沢井製薬
院内 グルカゴンGノボ注射用 1mg EAファーマ
院外 グルコバイOD錠 100mg 富士フイルムファーマ
院外 グルコバイOD錠 50mg 富士フイルムファーマ
院外 グルコンサンK錠 5ｍEq 科研製薬
院外 グルファスト錠 10mg キッセイ薬品工業
院内 グルファスト錠 5mg キッセイ薬品工業
院外 グルベス配合錠 キッセイ薬品工業
院内 グレースビット錠 50mg 第一三共
院内 クレキサン皮下注キット2000IU 科研製薬
院内 クレストール錠 2.5mg アストラゼネカ
院内 クレストール錠 5mg アストラゼネカ
院外 クレナフィン爪外用液 10% 持田製薬
院外 クレメジン速崩錠500㎎ 田辺三菱製薬
院外 グロウジェクトBC 注射用 8mg 大日本住友製薬
必要時 クロスエイトMC静注用 500単位/1000単位 日本血液製剤機構
院外 クロチアゼパム錠 10mg「サワイ」 沢井製薬
院内 クロチアゼパム錠 5mg「サワイ」 沢井製薬
院外 クロピドグレル錠 25ｍｇ「SANIK」 日医工
院内 クロピドグレル錠 75ｍｇ「SANIK」 日医工
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院内 グロブリン筋注 1500mg/10mL「JB」 日本血液製剤機構
院内 グロブリン筋注 450mg/3mL「JB」 日本血液製剤機構
院外 クロマイ-P 軟膏 第一三共
院内 クロマイ腟錠 100mg 第一三共
院外 クロミッド錠 50mg 富士製薬工業 
院内 クロモグリク酸Na吸入液 1%「サワイ」 沢井製薬
院内 クロロマイセチンサクシネート静注用 1g 第一三共
必要時 クロロマイセチン錠 250 第一三共
院外 ケアラム錠 25mg エーザイ
院外 ケアロードLA錠 60μg アステラス製薬
院内 ケイセントラ静注用 1000 CSLベーリング
院内 ケイセントラ静注用 500 CSLベーリング
院内 ケイツーN 静注 10mg エーザイ
院内 ケイツーカプセル 5mg エーザイ
院内 ケイツーシロップ 0.2% 2mg/ml エーザイ
院内 ケーサプライ錠600mg アルフレッサファーマ
院内 KCL注20mEqキット「テルモ」 20mL テルモ
院内 ゲーベンクリーム1% 50g 田辺三菱製薬
院内 ケーワン錠 5mg エーザイ
院内 ケタスカプセル 10mg 杏林製薬
院内 ケタラール静注用 200mg 20ml 第一三共
院内 ケナコルト-A 筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL ブリストル・マイヤーズ　スクイブ
院内 ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注 50mg/5mL ブリストル・マイヤーズ　スクイブ
院内 ケフラールカプセル 250mg 共和薬品工業
院内 L-ケフレックス小児用顆粒 共和薬品工業
院内 ケラチナミンコーワクリーム20% 25g 興和創薬
院外 ケルロング錠 10mg サノフィ
院外 ケルロング錠 5mg サノフィ
院内 ケンエーG浣腸液50% 30mL 健栄製薬
院内 ケンエーG浣腸液50% 60mL 健栄製薬
院内 ケンエーG浣腸液50% 120mL 健栄製薬
必要時 献血グロベニン-I 静注用 2500mg 日本製薬
院内 献血ノンスロン 1500注射用 武田
院内 ゲンタシン注 10mg 高田製薬
院内 ゲンタシン注 40mg 高田製薬
院内 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1% 「F」 10g 富士製薬工業 
必要時 ゲンボイヤ配合錠 鳥居薬品
院内 コアベータ静注用 12.5mg 小野薬品工業
院内 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍 「JB」 日本血液製剤機構
院内 コートリル錠 10mg ファイザー 
院内 コートロシン 注射用 0.25mg 第一三共
必要時 コートロシンZ 筋注 0.5mg 1mL/管 第一三共
院外 コールタイジン 点鼻液 陽進堂
院内 コスパノンカプセル 40mg エーザイ
必要時 コスメゲン静注用 0.5mg ノーベルファーマ
院内 コセンティクス皮下注150mgペン マルホ
必要時 コセンティクス皮下注 150mgシリンジ マルホ
院外 コソプト配合点眼液 5mL 参天製薬
院外 コディオ配合錠EX ノバルティスファーマ
院内 コデインリン酸塩散1%「タケダ」 武田テバ薬品
院内 コデインリン酸塩散10%「タケダ」【麻】 武田薬品工業 
院内 コデインリン酸塩錠 20mg「タケダ」 武田薬品工業 
院外 ゴナールエフ皮下注ペン 450 メルクセローノ
必要時 ゴナールエフ皮下注用 75 メルクセローノ
院外 ゴナトロピン注用5000単位 あすか製薬
必要時 コパキソン皮下注20mgシリンジ 武田薬品工業 
院外 コバシル錠 4mg 協和発酵キリン 
必要時 コペガス錠 200mg 中外製薬
院外 コムクロシャンプー 0.05％ 125mL マルホ
院内 コムタン錠 100mg ノバルティスファーマ
必要時 コムプレラ配合錠 ヤンセンファーマ
院内 コメリアンコーワ錠 100 興和創薬
院外 コメリアンコーワ錠 50 興和創薬
院外 コランチル 配合顆粒 共和薬品工業
院外 コルドリン錠 12.5mg 日本新薬
院内 コルヒチン錠 0.5mg「タカタ」 高田製薬
院外 コレキサミン錠 200mg 杏林製薬
院外 コレバインミニ 83% 1.81g/P 田辺三菱製薬
院内 コレバイン錠 500mg 田辺三菱製薬
院外 コレミナール細粒 1% 田辺三菱製薬
院外 コレミナール錠 4mg 田辺三菱製薬
院内 コロネル細粒83.3% 1.2g/P アステラス製薬
必要時 コロンフォート内用懸濁液25% 伏見製薬
院外 コンサータ錠 18mg ヤンセンファーマ
院外 コンサータ錠 27mg ヤンセンファーマ
院内 コンスタン 0.4mg錠 武田テバ薬品
院外 コンスタン 0.8mg錠 武田テバ薬品
院内 コントミン筋注 10mg 田辺三菱製薬
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院内 コントミン糖衣錠 12.5mg 田辺三菱製薬
院外 コントミン糖衣錠 25mg 田辺三菱製薬
必要時 コンバントリンドライシロップ 100mg 佐藤製薬
必要時 コンビビル錠 ヴィーブヘルスケア
院外 コンプラビン配合錠 サノフィ
院内 コンベック軟膏 5% 10g 田辺三菱製薬
患者限定 ザーコリカプセル 200mg ファイザー 
患者限定 ザーコリカプセル 250mg ファイザー 
院内 サージセル・ アブソーバブル・ヘモスタット ガーゼ型 5.1×35.6cm ジョンソン・エンド・ジョンソン
院内 サージセル・ アブソーバブル・ヘモスタット ニューニット 15.2×22.9cm ジョンソン・エンド・ジョンソン
院内 サージセル・ アブソーバブル・ヘモスタット 綿型シート 5.1×2.5cm ジョンソン・エンド・ジョンソン
院内 ザーネ軟膏0.5% 500g エーザイ
必要時 サーバリックス グラクソ・スミスクライン
院内 サーファクテン気管注入用 120mg 田辺三菱製薬
院内 サアミオン錠 5mg 田辺三菱製薬
必要時 ザイアジェン錠 300mg グラクソ・スミスクライン
院外 ザイザルシロップ0.05% GSK
院内 ザイザル錠 5mg グラクソ・スミスクライン
必要時 ザイティガ錠 250mg ヤンセンファーマ
院外 サイトテック錠 100 ファイザー 
院外 サイトテック錠 200 ファイザー 
院内 サイプレジン 1%点眼液 10mL 参天製薬
必要時 ザイボックス錠 600mg ファイザー 
院内 ザイボックス注射液 600mg 300mL ファイザー 
院内 サイラムザ点滴静注液 100mg 日本イーライリリー
院内 サイラムザ点滴静注液 500mg 日本イーライリリー
院内 サイレース錠1mg エーザイ
院外 サイレース錠2mg エーザイ
院内 サイレース静注2mg エーザイ
院内 サインバルタカプセル 20mg 日本イーライリリー
必要時 酢酸「ヨシダ」 500mL 吉田製薬
院外 ザクラス配合錠HD 武田薬品工業 
院外 ザクラス配合錠LD 武田薬品工業 
院外 ザジテンカプセル 1mg 田辺三菱製薬
院外 ザジテンシロップ 0.02% 0.2mg/mL 田辺三菱製薬
院内 ザジテンドライシロップ 0.1% 1mg/g 田辺三菱製薬
院内 ザジテン点眼液 0.05% 5mL ノバルティスファーマ
必要時 サノレックス錠 0.5mg 富士フイルムファーマ
院外 ザファテック錠 100mg 武田薬品工業 
院外 ザファテック錠 50mg 武田薬品工業 
院内 サブパック血液ろ過用補充液-Bi 2020mL ニプロ
院外 サムスカ錠 15mg 大塚製薬
院内 サムスカ錠 7.5mg 大塚製薬
必要時 サムチレール内用懸濁液 15% グラクソ・スミスクライン
院内 サム点滴静注セット 大塚製薬工場
院外 ザラカム配合点眼液 2.5mL ファイザー 
必要時 サラジェン錠 5mg キッセイ薬品工業
院外 サラゾピリン坐剤 500mg ファイザー 
院内 サラゾピリン錠 500mg ファイザー 
院内 10% サリチル酸ワセリン軟膏東豊 500g 東豊薬品
院内 サリチル酸原末「マルイシ」 丸石製薬
必要時 サリベートエアゾール 50g 帝人ファーマ
必要時 サルコートカプセル外用 50μg 帝人ファーマ
必要時 ザルコニン0.025%綿球20
院内 サルタノールインヘラー100μg 24mg/13.5mL グラクソ・スミスクライン
院外 ザルティア錠 2.5mg 日本新薬
院外 ザルティア錠 5mg 日本新薬
院内 サンコバ点眼液 0.02% 5mL 参天製薬
院外 ザンタック錠 150 グラクソ・スミスクライン
院外 ザンタック錠 75 グラクソ・スミスクライン
必要時 サンディミュン点滴静注用 250mg ノバルティスファーマ
必要時 サンドスタチンLAR筋注用キット 10mg ノバルティスファーマ
必要時 サンドスタチンLAR筋注用キット 20mg ノバルティスファーマ
必要時 サンドスタチンLAR筋注用キット 30mg ノバルティスファーマ
院外 サンピロ 点眼液 1% 5mL 参天製薬
院内 サンピロ 点眼液 2% 5mL 参天製薬
院内 サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 参天製薬
必要時 サンラビン 点滴静注用 200mg 旭化成ファーマ
院内 サンリズムカプセル 25mg 第一三共
院内 サンリズムカプセル 50mg 第一三共
院内 サンリズム注射液 50 第一三共
院内 ジアグノグリーン注射用 25mg 第一三共
院外 ジアゾキシドカプセル 25mg「MSD」 オーファンパシフィック
必要時 シアナマイド内用液 1%「タナベ」 田辺三菱製薬
院内 シアノキット注射用 5gセット メルクセローノ
必要時 注射用GRF住友 50/100 大日本住友製薬
必要時 注射用GHRP 科研100 科研製薬
院外 GSプラスターC 「ユートク」 10枚 久光製薬
必要時 シーエルセントリ錠 150mg グラクソ・スミスクライン
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院内 ジーラスタ皮下注 3.6mg 協和発酵キリン 
仮採用 ジーンプラバ点滴静注625mg MSD
院外 ジェイゾロフト錠 100mg ファイザー 
院内 ジェイゾロフト錠 25mg ファイザー 
院外 ジェイゾロフト錠 50mg ファイザー 
必要時 ジェービックＶ 阪大微研/武田
院内 ジェニナック錠 200mg アステラス製薬
必要時 ジェノトロピンTC注用 5.3mg/12mg ファイザー 
院外 ジェノトロピンゴークイック注用 12mg ファイザー 
院外 ジェノトロピンゴークイック注用 5.3mg ファイザー 
必要時 ジェブタナ点滴静注 30mg サノフィ
院内 ジェムザール注射用 1g 日本イーライリリー
院内 ジェムザール注射用 200mg 日本イーライリリー
院内 シェルガン0.5眼粘弾剤 0.5mL 参天製薬
必要時 ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5%「CEO」 セオリアファーマ
必要時 ジオトリフ錠 20mg 日本ベーリンガーインゲルハイム
必要時 ジオトリフ錠 30mg 日本ベーリンガーインゲルハイム
院外 ジオトリフ錠 40mg 日本ベーリンガーインゲルハイム
院内 ジクアス点滴液 3% 参天製薬
院内 ジクロスター点眼液 0.1% 日本点眼薬研究所
院内 ジゴシンエリキシル 0.05mg/mL 5mg/100mL 太陽ファルマ
院内 ジゴシン散 0.1% 太陽ファルマ
院内 ジゴシン錠 0.125mg 太陽ファルマ
院内 ジゴシン注 0.25mg 太陽ファルマ
院内 シスプラチン 点滴静注 10mg「マルコ」 20mL ヤクルト本社
院内 シスプラチン 点滴静注 25mg「マルコ」 50mL ヤクルト本社
院内 シスプラチン点滴静注 50mg「マルコ」 100mL ヤクルト本社
院内 ジスロマックSR成人用ドライシロップ 2g ファイザー 
院外 ジスロマックカプセル小児用 100mg ファイザー 
院内 ジスロマック細粒小児用 10% ファイザー 
院内 ジスロマック錠 250mg ファイザー 
院内 ジスロマック点滴静注用 500mg ファイザー 
院外 シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU 鳥居薬品
院外 シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU 鳥居薬品
院外 シダトレンスギ花粉舌下液 2,000JAU/ｍLパック 鳥居薬品
院外 シダトレンスギ花粉舌下液 2,000JAU/ｍLボトル 鳥居薬品
院外 シダトレンスギ花粉舌下液 200JAU/ｍLボトル 鳥居薬品
必要時 歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ デンツプライ三金
院外 シナール配合錠 塩野義製薬
院内 シナール配合顆粒 塩野義製薬
院内 シナジス筋注液 100mg 1.0mL アッヴィ合同会社
院内 シナジス筋注液 50mg 0.5mL アッヴィ合同会社
院内 ジピリダモール散 12.5%「JG」 日本ジェネリック
患者限定 ジフォルタ注射液20mg ムンディファーマ
必要時 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」 武田薬品工業 
院内 ジフルカンカプセル 100mg ファイザー 
院外 ジフルカンカプセル 50mg ファイザー 
必要時 ジプレキサ錠 2.5mg 日本イーライリリー
院外 シプロキサン錠 100mg バイエル薬品
院外 シプロキサン錠 200mg バイエル薬品
院外 シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%「タイヨー」 (0.4mg/mL)250mL 武田テバファーマ
院外 ジベトス錠 50mg 日医工
院内 シベノール錠 100mg アステラス製薬
院内 シベノール静注 70mg 5mL アステラス製薬
院内 シムビコートタービュヘイラー60吸入 アストラゼネカ
必要時 ジャカビ錠 5mg ノバルティスファーマ
院内 ジャディアンス錠 10mg 日本ベーリンガーインゲルハイム
院外 ジャディアンス錠 25mg 日本ベーリンガーインゲルハイム
必要時 ジャドニュ顆粒分包90mg，360mg ノバルティスファーマ
院内 ジャヌビア錠 25mg MSD
院内 ジャヌビア錠 50mg MSD
必要時 シュアポスト錠 0.25mg,0.5mg 大日本住友
必要時 臭化カリウム「ヤマゼン」 山善
院外 重カマ「ヨシダ」 0.33/P 吉田製薬
院外 重カマ「ヨシダ」 0.67g/P 吉田製薬
院外 重カマ「ヨシダ」 1.0g/P 吉田製薬
院内 重カマ「ヨシダ」 0.5g/P 吉田製薬
院内 重曹「ホエイ」 ファイザー 
院外 ジュリナ錠 0.5mg バイエル薬品
院内 硝酸銀「ホエイ」 ファイザー 
院内 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 沢井製薬
院内 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 沢井製薬
院外 ジルテックドライシロップ 1.25% グラクソ・スミスクライン
院外 ジルテック錠 10 グラクソ・スミスクライン
院内 シルニジピン錠 10mg「サワイ」 沢井製薬
院外 シルニジピン錠 5mg「サワイ」 沢井製薬
院内 シロスタゾールOD錠 100mg「サワイ」 沢井製薬
院内 シロスタゾールOD錠 50mg「サワイ」 沢井製薬
院内 親水ワセリン「ホエイ」 500g ファイザー 
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院外 シンセロン錠 8mg ヤクルト本社
院内 診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トリイ」 鳥居薬品
院内 シンビット静注用 50mg アステラス製薬
必要時 シンポニー皮下注50mgシリンジ 田辺三菱製薬
院外 シンレスタール錠 250mg 第一三共エスファ
必要時 膵外分泌機能検査用PFD内服液 500mg エーザイ
必要時 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 阪大微生物病研究会
院外 スイニー錠 100mg 三和化学研究所
院内 スインプロイク錠 0.2mg 塩野義製薬
院内 スーグラ錠 50mg アステラス製薬
院外 スージャヌ配合錠 ＭＳＤ
必要時 スーテントカプセル 12.5mg ファイザー 
院内 スープレン吸入麻酔液 240mL バクスター
院外 スオード錠 100 Meiji Seikaファルマ
必要時 スクエアキッズ皮下注シリンジ 第一三共
院内 スクラビインS 4%液 500mL サラヤ
院内 スクラルファート細粒 90%「ツルハラ」 鶴原製薬
院内 スクラルファート内用液10%「日医工」 日医工
院内 スクロードパスタ 丸石製薬
必要時 スコピゾル眼科用液 千寿製薬
院外 スターシス錠 30mg アステラス製薬
院外 スターシス錠 90mg アステラス製薬
院外 スタデルムクリーム 5% 10g 鳥居薬品
院外 スタデルム軟膏 5% 10g 鳥居薬品
院外 スタラシドカプセル 100 日本化薬
必要時 スタラシドカプセル 50 日本化薬
必要時 スタリビルド配合錠 鳥居薬品
院外 スタレボ配合錠 L100 ノバルティスファーマ
院外 スタレボ配合錠 L50 ノバルティスファーマ
院外 スチックゼノールA 40g 40g 三笠製薬
院内 スチバーガ錠 40mg バイエル薬品
院外 ステーブラ錠 0.1mg 小野薬品工業
患者限定 ステラーラ点滴静注130mg ヤンセンファーマ
必要時 ステラーラ皮下注 45mgシリンジ ヤンセンファーマ
院外 ステロネマ注腸 3mg(100ml) 100mL 日医工
必要時 ストックリン錠 600mg MSD
院外 ストラテラカプセル 10mg 日本イーライリリー
院外 ストラテラカプセル 5mg 日本イーライリリー
院外 ストラテラ内用液0.4% 日本イーライリリー
院内 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」 Meiji Seikaファルマ
必要時 ストレンジック皮下注 12mg/0.3mL アレクシオンファーマ
必要時 ストレンジック皮下注 18mg/0.45mL アレクシオンファーマ
必要時 ストレンジック皮下注 28mg/0.7mL アレクシオンファーマ
必要時 ストレンジック皮下注 40mg/1mL アレクシオンファーマ
必要時 ストレンジック皮下注 80mg/0.8mL アレクシオンファーマ
院内 ストロカイン錠 5mg エーザイ
必要時 ストロメクトール錠 3mg マルホ
必要時 スパトニン錠 50mg 田辺三菱製薬
院外 スピール膏M ニチバン
院内 スピオルトレスピマット60吸入 日本ベーリンガーインゲルハイム
院外 スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」 サノフィ
院内 スピリーバ2.5μgレスピマット 60吸入 日本ベーリンガーインゲルハイム
院内 スピリーバ吸入用カプセル 18μg 日本ベーリンガーインゲルハイム
院内 スピロノラクトン錠 25mg「日医工」 日医工
院内 スピロノラクトン錠 50mg「CH」 日本ジェネリック 
院内 スピロペント錠 10μg 帝人ファーマ
院外 スピロペント顆粒 0.002% 帝人ファーマ
院内 ズファジラン 筋注 5mg 第一三共
必要時 ズファジラン錠 10mg 第一三共
必要時 スプリセル錠 20mg ブリストル・マイヤーズ　スクイブ
必要時 スプリセル錠 50mg ブリストル・マイヤーズ　スクイブ
院内 スプレキュアMP皮下注用 1.8 持田製薬
必要時 スプレキュア点鼻液 0.15% 持田製薬
院内 スベニールディスポ関節注 25mg 2.5mL 中外製薬
院内 スポンゼル (2.5cm×5cm×1cm) 3枚/箱 LTLファーマ
必要時 スミスリンローション 5% クラシエ薬品
必要時 スミフェロン注DS300万IU 大日本住友製薬
必要時 スミフェロン注DS600万IU 大日本住友製薬
必要時 スミフェロン注バイアル 300万IU 大日本住友製薬
院外 スミルテープ35mg14枚/包 三笠製薬
院内 スルバシリン静注用1.5g Meiji Seikaファルマ
院内 スルピリド細粒10％「アメル」 共和薬品工業
院内 スルピリド錠 100mg 「アメル」 共和薬品工業
院内 スルピリド錠 50mg 「アメル」 共和薬品工業
院外 スルモンチール錠 10mg 共和薬品工業
院外 スルモンチール錠 25mg 共和薬品工業
院内 スロンノンHI注 10mg/2mL 第一三共
院外 スンベプラカプセル 100mg ブリストル・マイヤーズ　スクイブ
院内 生食注シリンジ50ｍＬ「ニプロ」 ニプロ
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院内 生食注シリンジ「オーツカ」 10mL 大塚製薬
院外 セイブル錠 25mg 三和化学研究所
院内 セイブル錠 50mg 三和化学研究所
院内 生理食塩液「ヒカリ」 250mL 光製薬
院内 生理食塩液「ヒカリ」 1000mL 光製薬
院内 生理食塩液「ヒカリ」 500mL 光製薬
院内 生理食塩液ＰＬ「フソー」 2Ｌ 扶桑薬品
院外 セキソビット錠 100mg あすか製薬
院外 セクターゲル 3% 25g 久光製薬
院外 セスデンカプセル 30mg 田辺三菱製薬
院外 ゼストリル錠 5 アストラゼネカ
院外 ゼスラン錠 3mg 旭化成ファーマ
院内 ゼチーア錠 10mg バイエル薬品
院外 セディール錠 10mg 大日本住友製薬
院外 セディール錠 5mg 大日本住友製薬
必要時 セニラン坐剤 3mg サンド
院外 セパゾン散 1% 第一三共
院内 セパゾン錠 1 第一三共
院外 セパゾン錠 2 第一三共
院外 セパミット-Rカプセル10 日本ジェネリック
院内 セパミット-R細粒2% 10mg/0.5g/P 日本ジェネリック
院内 セファゾリンNa注射用 1g 「タイヨー」 武田薬品工業 
院内 セファドール錠 25mg 日本新薬
必要時 セファランチン錠 1mg 化研生薬
院外 セファランチン末 1% 化研生薬
院内 セファレキシンカプセル 250mg「トーワ」 東和薬品
院内 セファレキシン顆粒 500mg「JG」 1g/P 日本ジェネリック
院外 ゼフィックス 錠 100 グラクソ・スミスクライン
院内 セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」 ニプロ
院内 セフジトレンピボキシル小児用細粒 10%「CH」 日本ジェネリック
院内 セフジトレンピボキシル錠 100mg「トーワ」 東和薬品
院内 セフジニルカプセル 100mg「日医工」 日医工
院外 セフジニル細粒 10%小児用「ファイザー」 ファイザー 
院内 セフタジジム静注用 1g「マイラン」 ファイザー 
院内 セフトリアキソンナトリウム静注用 1g「日医工」 日医工
院外 ゼフナートクリーム 2% 10g 鳥居薬品
院外 ゼフナート外用液 2% 10mL 鳥居薬品
院内 セフメタゾールNa静注用 1g「NP」 ニプロ
院内 セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 ファイザー 
院内 セララ錠 25mg ファイザー 
院外 セララ錠 50mg ファイザー 
必要時 ゼリットカプセル 15/20 ブリストル・マイヤーズ　スクイブ
院内 2mg セルシン錠 武田テバ薬品
院内 5mg セルシン錠 武田テバ薬品
必要時 セルシンシロップ 0.1% 武田テバ薬品
院内 セルシン散 1% 武田テバ薬品
院外 セルセプトカプセル250 中外製薬
院外 セルタッチパップ 70 7枚 ファイザー 
院外 セルニルトン錠 扶桑薬品
必要時 眼科用ゼルフィルム 2.5×5cm ファイザー 
必要時 ゼルフィルム 10×12.5cm ファイザー 
必要時 ゼルフォーム(No.100)8×12.5×1cm ファイザー 
院内 ゼルフォーム(No.12)2×6×0.7cm 4枚/箱 ファイザー 
必要時 ゼルヤンツ錠5mg ファイザー
院内 セレクトール錠 100mg 日本新薬
院内 セレコックス錠 100mg アステラス製薬
院外 セレコックス錠 200mg アステラス製薬
院内 セレジスト錠 5mg 田辺三菱製薬
院外 セレスタミン配合シロップ 高田製薬
院内 セレスタミン配合錠 高田製薬
院内 セレネース細粒 1% 大日本住友製薬
院内 セレネース錠 0.75mg 大日本住友製薬
院内 セレネース錠 1.5mg 大日本住友製薬
院外 セレネース錠 3mg 大日本住友製薬
院内 セレネース注 5mg 大日本住友製薬
必要時 セレネース内服液0.2% 大日本住友製薬
院外 セレベント25 ロタディスク グラクソ・スミスクライン
院外 セレベント50 ディスカス 60ブリスター グラクソ・スミスクライン
院外 セレベント50 ロタディスク グラクソ・スミスクライン
院内 ゼローダ錠 300 中外製薬
院内 セロクラール錠 20mg 日医工
院内 セロケン錠 20mg アストラゼネカ
必要時 ゼンタコートカプセル 3mg ゼリア新薬 
院内 センノシド錠 12mg「サワイ」 沢井製薬
院内 ゾーフィゴ静注 バイエル薬品
院外 ゾーミッグRM錠 2.5mg アストラゼネカ
院内 ソセゴン錠 25mg 丸石製薬
院内 ソセゴン注射液 15mg 丸石製薬
院内 ソセゴン注射液 30mg 丸石製薬
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必要時 ソタコール錠 40mg ブリストル・マイヤーズ　スクイブ
必要時 ソナゾイド注射用16μＬ 第一三共
必要時 ソバルディ錠 400mg ギリアド・サイエンシズ
院内 ゾビラックス眼軟膏 3% 5g 日東メディック
院外 ゾビラックス軟膏 5% グラクソ・スミスクライン
院内 ソフラチュール 貼付剤10cm テイカ
必要時 ソブリアードカプセル 100mg ヤンセンファーマ
仮採用 ゾフルーザ錠10mg 塩野義製薬
仮採用 ゾフルーザ錠20mg 塩野義製薬
院外 ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル サンド
院外 ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル サンド
院内 ゾラデックス3.6mg デポ アストラゼネカ
院内 ゾラデックスLA10.8mg デポ アストラゼネカ
院外 ソラナックス0.4mg錠 ファイザー 
院外 ソラナックス0.8mg錠 ファイザー 
院内 ソランタール錠100mg LTLファーマ
院内 YDソリタ-T1号輸液 500mL 陽進堂
院内 YDソリタ-T1号輸液 200mL 陽進堂
必要時 ソリタＴ2輸液 500mL 陽進堂
院内 ソリタ-T4号輸液 200mL 陽進堂
院内 ソリタ-T4号輸液 500mL 陽進堂
院内 ソリタ-T配合顆粒 2号 4g/P 陽進堂
院内 ソリタックス-H 輸液 500mL 陽進堂
必要時 ソリリス点滴静注 300mg アレクシオンファーマ
院内 ソル・コーテフ静注用 250ｍｇ ファイザー 
院内 ソル・コーテフ静注用 500ｍｇ ファイザー 
院内 ソル・コーテフ注射用 100ｍｇ ファイザー 
院内 ソルアセトD 500mL テルモ
院内 ソルアセトF 500mL テルモ
院内 ソルダクトン静注用 100mg ファイザー 
院内 ソルデム3AG輸液 500ml テルモ
院内 ソルデム3A輸液 200mL テルモ
院内 ソルデム3A輸液 500ml テルモ
院外 ゾルピデム酒石酸塩OD錠 10mg「EE」 375g/800k2 エルメッドエーザイ 
院内 ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg「EE」 エルメッドエーザイ 
院内 D-ソルビトール経口液 75%「コーワ」 興和創薬
院内 ソルラクト輸液 500ml テルモ
必要時 ゾレア皮下注用 150mg ノバルティスファーマ
必要時 ゾレア皮下注用 75mg ノバルティスファーマ
院内 ゾレドロン酸点滴静注液 4mg/5mL「ファイザー」 ファイザー 
院外 ソロン錠 50 大正富山医薬品
院内 ダイアート錠 30mg 三和化学研究所
院外 ダイアート錠 60mg 三和化学研究所
院内 ダイアップ坐剤 10 高田製薬
院内 ダイアップ坐剤 4 高田製薬
院内 ダイアップ坐剤 6 高田製薬
必要時 ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液 2L/5L バクスター
必要時 ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 2L/5L バクスター
院内 ダイアモックス錠 250mg 三和化学研究所
院内 ダイアモックス注射用 500mg 三和化学研究所
院外 ダイオウ末 鈴粉末薬品
必要時 タイガシル点滴静注用 50mg ファイザー 
必要時 タイケルブ錠 250mg ノバルティスファーマ
必要時 ダイドロネル錠 200 大日本住友製薬
院内 ダイフェン配合錠 鶴原製薬
院内 ダイフェン配合顆粒 鶴原製薬
必要時 タイロゲン筋注用 0.9mg サノフィ
院内 ダウノマイシン静注用 20mg Meiji Seikaファルマ
院外 タウリン散 98% 「大正」 大正富山医薬品
院外 タガメット錠 200mg 大日本住友製薬
院内 ダカルバジン注用 100mg アスペンジャパン
院外 ダクチル錠 50mg キッセイ薬品工業
必要時 タグリッソ錠 40mg アストラゼネカ
必要時 タグリッソ錠 80mg アストラゼネカ
院外 ダクルインザ錠 60mg ブリストル・マイヤーズ　スクイブ
院内 タケキャブ錠 10mg 武田薬品工業 
院内 タケキャブ錠 20mg 武田薬品工業 
院内 タケプロン静注用 30mg 武田薬品工業 
院内 タコシール組織接着用シート ハーフサイズ CSLベーリング
必要時 タシグナカプセル 150mg ノバルティスファーマ
必要時 タシグナカプセル 200mg ノバルティスファーマ
院内 タゾピペ配合静注用4.5「明治」 Meiji Seikaファルマ
院外 タチオン錠 50mg 日本ジェネリック
必要時 タチオン注射用 100mg 日本ジェネリック
院外 タチオン点眼用 2% 日本ジェネリック
必要時 タナドーパ顆粒 75% 田辺三菱製薬
院外 タナトリル錠 10 田辺三菱製薬
院内 タナトリル錠 5 田辺三菱製薬
仮採用 ダフクリア錠200mg アステラス製薬
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院外 タプコム配合点眼液 参天製薬
院外 タフマックE配合カプセル 小野薬品工業
院外 タプロス ミニ点眼液 0.0015% 参天製薬
院外 タプロス点眼液 0.0015% 2.5mL 参天製薬
院外 タベジール散 0.1% ノバルティスファーマ
院外 タベジール錠 1mg ノバルティスファーマ
院外 タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg「明治」 Meiji Seikaファルマ
院内 タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「明治」 Meiji Seikaファルマ
患者限定 ダラザレックス点滴静注100mg，400mg ヤンセンファーマ
院外 ダラシンTゲル 1% 10g 佐藤製薬
院外 ダラシンTローション 1% 20mL 佐藤製薬
院内 ダラシンカプセル 150mg ファイザー 
院外 タリオン錠 10mg 田辺三菱製薬
院内 タリビッド眼軟膏 0.3% 3.5g 参天製薬
院内 タリビッド耳科用液 0.3% 5mL 第一三共
院外 タリビッド点眼液 0.3% 5mL 参天製薬
院外 タリムス点眼液 0.1% 5mL 千寿製薬
必要時 タルク原末「マルイシ」 丸石製薬
必要時 タルセバ錠 100mg 中外製薬
必要時 タルセバ錠 150mg 中外製薬
必要時 タルセバ錠 25mg 中外製薬
必要時 ダルテパリンNa静注 3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」 ニプロ
院外 ダルメートカプセル 15 共和薬品工業
院内 炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」 1g/P 吉田製薬
院内 単シロップ 500mL ファイザー 
院内 タンデトロン注射用20 日本化薬
院内 ダントリウムカプセル 25mg オーファンパシフィック
院内 ダントリウム静注用 20mg オーファンパシフィック
院内 タンナルビン「ホエイ」 ファイザー 
院内 タンボコール錠 50mg エーザイ
院内 チアプリド錠 25mg「サワイ」 沢井製薬
院内 チエクール点滴用0.5g 0.5ｇ 沢井
院外 チオラ錠 100 ファイザー 
必要時 チガソンカプセル 10 中外製薬
院外 チガソンカプセル 25 中外製薬
院外 チスタニン糖衣錠 100mg ニプロESファーマ
院内 チモプトールXE点眼液 0.5% 2.5mL 参天製薬
院外 チモプトール点眼液 0.25% 5mL 参天製薬
院外 チモプトール点眼液 0.5% 5mL 参天製薬
院外 チャンピックス錠 0.5mg ファイザー 
院外 チャンピックス錠 1mg ファイザー 
院内 注射用水 1000mL 光製薬
院内 注射用水 500mL 光製薬
院内 注射用水バッグ「フソー」 1000mL 扶桑薬品
院外 チョコラA錠1万単位 エーザイ
院外 チラーヂンS散 0.01% あすか製薬
院外 チラーヂンS錠 100μg あすか製薬
院外 チラーヂンS錠 12.5μg あすか製薬
院内 チラーヂンS錠 25μg あすか製薬
院内 チラーヂンS錠 50μg あすか製薬
院外 チラーヂンS錠 75μg あすか製薬
院内 治療用アレルゲンエキス希釈液「トリイ」 鳥居薬品 
必要時 治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」10,000JAU/ｍL 鳥居薬品
必要時 治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」100,000JAU/ｍL 鳥居薬品
院内 5mcg チロナミン錠 武田薬品工業 
院内 沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」 三和化学研究所
院内 1 ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 2 ツムラ葛根湯加川キュウ辛夷エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 5ツムラ安中散エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 6 ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院内 7 ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 8 ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
必要時 9 ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 10 ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 12 ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院内 14 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 15 ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 16 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院内 17 ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) ツムラ
院内 19 ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 20 ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院内 23 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒ツムラ23(医療用) ツムラ
院外 24 ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 25 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 26 ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 27 ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 28 ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 29 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 30 ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
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院外 31 ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 32 ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 34 ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 37 ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 38 ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 39 ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用） ツムラ
院外 40 ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院内 41ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院内 43 ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 45 ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 47 ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) ツムラ
院内 48 ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 50 ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 53 ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院内 54 ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用） ツムラ
院外 55 ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 57 ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 58 ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 60 ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 62 ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) ツムラ
院内 68 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 70 ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 72 ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 73 ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院内 77 ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 79 ツムラ平胃散エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 83 ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 84 ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 86 ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 87 ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 88 ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用） ツムラ
院外 90 ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 91 ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 92 ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 93 ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 96 ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 99 ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院内 100ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 102 ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 104 ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 106 ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院内 107 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 109 ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 113 ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院内 114 ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 119 ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 122 ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 126 ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 127ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 134ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 135 ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院外 137 ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) ツムラ
院内 ツインラインNF配合経腸用液 A液200mL　B液200ｍL 大塚製薬
院内 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 日本BCG
院内 ツルバダ配合錠 鳥居薬品
院外 ディアコミットカプセル250mg Meiji Seikaファルマ
院外 ディアコミットドライシロップ分包250mg Meiji Seikaファルマ
院内 TRH注0.5mg「タナベ 」 0.5mg/mL/管 ニプロESファーマ
院内 テイコプラニン点滴静注用 400mg「F」 富士製薬工業
院内 ディスオーパ消毒液 0.55% 3.8L ジョンソン・エンド・ジョンソン
院外 ディナゲスト錠 1mg 持田製薬
院外 ディビゲル 1mg 持田製薬
院外 ディフェリンゲル 0.1% 15g 塩野義製薬
院内 1% ディプリバン注 20mL アスペンジャパン
院内 1% ディプリバン注 50mL アスペンジャパン
院内 1% ディプリバン注キット 50mL アスペンジャパン
院内 低分子デキストランL注 500mL 大塚製薬工場
院外 ディレグラ配合錠 サノフィ
院内 テオドールドライシロップ 20% 田辺三菱製薬
院内 テオドール錠 100mg 田辺三菱製薬
院外 テオドール錠 200mg 田辺三菱製薬
院外 テオドール錠 50mg 田辺三菱製薬
院外 テオドール顆粒 20% 田辺三菱製薬
院外 テオロング錠 100mg エーザイ
院外 テオロング錠 200mg エーザイ
院外 テオロング顆粒 50% エーザイ
院内 デカドロン錠 0.5mg 日医工
院内 デカドロン注射液 6.6mg 2mL アスペンジャパン
院内 デキサルチン 口腔用軟膏 1mg/g 5g 日本化薬



登録薬品一覧　【2019年3月　あいうえお順】
区分 商品名 規格 メーカー 
院外 テクフィデラカプセル120mg バイオジェン
院外 デザレックス錠 5mg 杏林製薬
必要時 デシコビ配合錠ＨＴ 鳥居薬品
必要時 デシコビ配合錠ＬＴ 鳥居薬品
院外 テシプール錠 1mg 持田製薬
院内 デジレル錠 25 ファイザー 
院内 デジレル錠 50 ファイザー 
院内 デスパコーワ口腔用クリーム 5g 興和創薬
必要時 デスフェラール 注射用 500mg ノバルティスファーマ
院外 デスモプレシン・スプレー10協和 500μg/5mL 協和発酵キリン 
院内 デスモプレシン・スプレー2.5協和 125μg/5mL 協和発酵キリン 
必要時 デスモプレシン注4協和 協和発酵キリン 
必要時 デスモプレシン点鼻液0.01%協和 協和発酵キリン 
仮採用 テセントリク点滴静注1200mg 中外製薬
必要時 デソパン錠 60mg 持田製薬
院内 テタガムP筋注シリンジ250 1mL CSLベーリング
院内 テタノブリンIH静注 1500単位 20mL 日本血液製剤機構
院内 デタントール0.01%点眼液 5mL 参天製薬
院外 デタントールR錠 3mg エーザイ
院外 デタントール錠 0.5mg エーザイ
院外 デタントール錠 1mg エーザイ
院内 テトカイン注用 20mg「杏林」 杏林製薬
院内 デトキソール静注液 2g 2g/20mL 日医工
必要時 テトラビック皮下注シリンジ アステラス製薬
院内 テトラミド錠 10mg 第一三共
院内 テネリア錠 20mg 第一三共
院内 デノシン点滴静注用 500mg 田辺三菱製薬
院外 テノゼット錠 300mg グラクソ・スミスクライン
院内 デノタスチュアブル配合錠 第一三共
必要時 テビケイ錠 50mg ヴィーブヘルスケア
院内 テプレノンカプセル 50mg「日医工」 日医工
院内 テプレノン細粒 10%「日医工」 日医工
院内 デプロメール錠 25 Meiji Seikaファルマ
院外 デプロメール錠 50 Meiji Seikaファルマ
院外 デプロメール錠 75 Meiji Seikaファルマ
院内 テモゾロミド錠100mg 日本化薬
院内 テモゾロミド錠20mg 日本化薬
必要時 テモダール点滴静注用 100mg シェリング・プラウ
院外 デュオトラバ配合点眼液 2.5mL 日本アルコン
仮採用 デュピクセント皮下注300㎎シリンジ サノフィ
院外 デュファストン錠 5mg マイランEPD合同
院内 テラルビシン注射用 10mg Meiji Seikaファルマ
院内 テラルビシン注射用 20mg Meiji Seikaファルマ
必要時 テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」 旭化成ファーマ
必要時 テリボン皮下注用 56.5μg 旭化成ファーマ
院内 テルネリン錠 1mg 田辺三菱製薬
院内 テルミサルタンOD錠 20mg「サワイ」 沢井製薬
院内 テルミサルタンOD錠 40mg「サワイ」 沢井製薬
院外 テルミサルタン錠 80mg「サワイ」 沢井製薬
院内 デルモベートクリーム 0.05% 5g グラクソ・スミスクライン
院内 デルモベートスカルプ ローション 0.05% 10g グラクソ・スミスクライン
院内 デルモベート軟膏 0.05% 5g グラクソ・スミスクライン
院内 テルモ生食 1000mL テルモ
院内 テルモ生食 500mL テルモ
院外 テルロン錠 0.5 バイエル薬品
必要時 トーリセル点滴静注液 25mg ファイザー 
必要時 ドキシル注 20mg 20mg/10mL 持田製薬
院内 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「NP」 ニプロ
院外 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 沢井製薬
院内 ドセタキセル点滴静注液 20mg「ホスピーラ」 持田製薬
院内 ドセタキセル点滴静注液 80mg「ホスピーラ」 持田製薬
院外 ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg「明治」 Meiji Seikaファルマ
院内 ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg「明治」 Meiji Seikaファルマ
院内 ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg「明治」 Meiji Seikaファルマ
院内 ドパコール配合錠L 100 日医工
院内 ドパコール配合錠L 50 日医工
院内 ドパストン静注 25mg 大原薬品工業
院外 トビエース錠 4mg ファイザー 
院外 トビエース錠 8mg ファイザー 
必要時 トピナ錠 100mg 協和発酵キリン 
院外 トピナ錠 50mg 協和発酵キリン 
院外 トプシムスプレー 0.0143% 28g 田辺三菱製薬
院内 ドブトレックス キット点滴静注用 600mg 200mL 共和薬品工業
院内 ドブトレックス注射液 100mg 100mg/5mL/管 共和薬品工業
院内 ドブポン注0.3%シリンジ 50mL テルモ
院内 トブラシン注 60mg 60mg/1.5mL/管 東和薬品
必要時 トブラシン点眼液 0.3% 日東メディック
院内 トフラニール錠 10mg アルフレッサファーマ
院外 トフラニール錠 25mg アルフレッサファーマ
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必要時 ドプラム注射液 400mg 20mL キッセイ薬品工業
必要時 ドボネックス軟膏 50μg/g 10g 鳥居薬品
院外 ドボベットゲル 協和発酵キリン
院外 ドボベット軟膏 15g 協和発酵キリン 
院外 ドメナン錠 200mg キッセイ薬品工業
院外 ドラール錠 15 田辺三菱製薬
院内 トライコア錠 53.3mg 帝人ファーマ
院外 トラクリア錠 62.5mg アクテリオン
院内 トラゼンタ錠 5mg 日本イーライリリー
院内 トラネキサム酸錠 250mg「YD」 陽進堂
院外 トラネキサム酸錠 500mg「YD」 陽進堂
院外 トラバタンズ点眼液 0.004% 2.5mL 日本アルコン
院内 トラベルミン配合錠 エーザイ
院内 トラマールOD錠 25mg 日本新薬
院内 トラマールOD錠 50mg 日本新薬
院内 トラマール注 100 2mL 日本新薬
院外 トラムセット配合錠 ヤンセンファーマ
院内 トランコロン錠 7.5mg アステラス製薬
院内 トランサミン散 50% 第一三共
院内 トランサミン注 10% 250mg/2.5mL 第一三共
院内 トランサミン注 10% 1g/10mL 第一三共
院内 トリアゾラム錠 0.125mg「日医工」 日医工
院外 トリアゾラム錠 0.25mg「日医工」 日医工
必要時 トリーメク配合錠 グラクソ・スミスクライン
院内 トリクロリールシロップ 10% 50000mg/500mL アルフレッサファーマ
院内 トリクロルメチアジド錠 1mg「NP」 ニプロ
院外 トリクロルメチアジド錠 2mg「NP」 ニプロ
必要時 トリセノックス注 10mg 日本新薬
院外 トリテレン・カプセル50mg 大日本住友
院内 トリプタノール錠 10 日医工
院外 トリプタノール錠 25 日医工
院内 トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg「日医工」 日医工
院内 トルソプト点眼液 1% 5mL 参天製薬
必要時 トルツ皮下注 80mgオートインジェクター 日本イーライリリー
院内 トルリシティ皮下注 0.75mgアテオス 日本イーライリリー
必要時 トレアキシン点滴静注用 100mg エーザイ
必要時 トレアキシン点滴静注用 25mg エーザイ
院内 トレーランG液 75g 225mL 陽進堂
院内 トレシーバ注フレックスタッチ 300単位/3mL ノボ・ノルディスクファーマ
院外 トレシーバ注ペンフィル 300単位/3mL ノボ・ノルディスクファーマ
院内 トレドミン錠 15mg 旭化成ファーマ
院外 トレドミン錠 25mg 旭化成ファーマ
必要時 ドレニゾンテープ 4μg/cm2 帝國製薬
仮採用 トレムフィア皮下注100mgシリンジ 大鵬薬品工業
院外 トレリーフOD錠 25mg 大日本住友製薬
院内 ドロキシドパカプセル 100mg「日医工」 日医工
院内 トロビシン筋注用 2g ファイザー 
院内 ドロレプタン注射液 25mg 25mg/10mL 第一三共
院内 トロンビン液モチダソフトボトル1万 10mL 持田製薬
必要時 トロンビン経口・外用剤1万「F」 富士製薬工業
院外 ドンペリドン錠 10mg「EMEC」 エルメッドエーザイ
院内 ドンペリドン錠 5mg「EMEC」 エルメッドエーザイ
院内 ドンペリンDS小児用 1%「サワイ」 沢井製薬
院内 ナイキサン錠 100mg 田辺三菱製薬
院内 ナウゼリン坐剤 10 協和発酵キリン 
院内 ナウゼリン坐剤 30 協和発酵キリン 
院内 ナウゼリン坐剤 60 協和発酵キリン 
院外 ナサニール点鼻液 0.2% 10mg/5mL ファイザー 
院内 ナゼアOD錠 0.1mg LTLファーマ
院外 ナゾネックス点鼻液50μg 56噴霧用 5mg/10g MSD
院外 ナトリックス錠 2 大日本住友製薬
院外 ナパゲルンクリーム3% 25g ファイザー 
院内 注射用ナファモスタット 10「MEEK」(フサン) 小林化工
院内 注射用ナファモスタット 50「MEEK」(フサン) 小林化工
院内 ナベルビン注 10 10mg/1mL 協和発酵キリン 
院内 ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「第一三共」 1mL アルフレッサファーマ
院内 ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」 25mg/25mL 沢井製薬
院内 ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 2mg/2mL 沢井製薬
院外 ニコチネルTTS10   アルフレッサファーマ
院外 ニコチネルTTS20 アルフレッサファーマ
院外 ニコチネルTTS30 アルフレッサファーマ
必要時 ニコチン酸アミド散 10%「ゾンネ」 鳥居薬品
院内 ニコランジル錠 5mg「日医工」 日医工
院内 ニコランジル点滴静注用 12mg「サワイ」 沢井製薬
必要時 ニゾラールクリーム 2% 10g ヤンセンファーマ
院外 ニゾラールローション 2% 10g ヤンセンファーマ
必要時 ニドラン注射用 25mg 第一三共
院外 ニトロールRカプセル 20mg エーザイ
院内 ニトログリセリン静注5ｍｇ/10ｍL｢TE｣ トーアエイヨー
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院内 ニトログリセリン点滴静注50ｍｇ/100ｍL｢TE｣ トーアエイヨー
院内 ニトロール錠 5mg エーザイ
院内 ニトロール注 5mg 5mg/10mL エーザイ
院内 ニトロダームTTS 25mg 田辺三菱製薬
院内 ニトロペン舌下錠 0.3mg 日本化薬
院内 ニバジール錠 2mg LTLファーマ
院外 ニバジール錠 4mg LTLファーマ
院内 ニフェジピンCR錠 20mg「サワイ」 沢井製薬
院外 ニフェジピンCR錠 40mg「サワイ」 沢井製薬
院内 ニフェジピンL錠 10mg 「サワイ」 沢井製薬
院内 ニフェジピンL錠 20mg 「サワイ」 沢井製薬
院内 ニフェジピンカプセル 10mg「サワイ」 沢井製薬
院内 ニフラン点眼液 0.1% 5mL 千寿製薬
院内 乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 吉田製薬
院内 乳糖「ホエイ」 ファイザー 
必要時 ニュープロパッチ 13.5mg 大塚製薬
必要時 ニュープロパッチ 2.25mg 大塚製薬
必要時 ニュープロパッチ 4.5mg 大塚製薬
必要時 ニュープロパッチ 9mg 大塚製薬
院外 ニュープロパッチ18mg 大塚製薬
院内 ニューモバックス NP MSD
院外 ニューレプチル錠 5mg 高田製薬
患者限定 ニンラーロカプセル 2.3mg 武田薬品工業 
患者限定 ニンラーロカプセル 3mg 武田薬品工業 
患者限定 ニンラーロカプセル 4mg 武田薬品工業 
必要時 ヌーカラ皮下注用 100mg グラクソ・スミスクライン
院外 ネイリンカプセル100㎎ 佐藤製薬
必要時 ネオーラル 10mgカプセル ノバルティスファーマ
必要時 ネオーラル 25mgカプセル ノバルティスファーマ
必要時 ネオーラル 50mgカプセル ノバルティスファーマ
必要時 ネオーラル内用液 10% ノバルティスファーマ
院内 ネオシネジンコーワ 5%点眼液 10mL 興和創薬
院内 ネオシネジンコーワ注 1mg 1mg/mL 興和創薬
院内 ネオステリングリーンうがい液0.2% 40mL 日本歯科薬品
必要時 ネオステリングリーンうがい液0.2% 340mL 日本歯科薬品
院外 ネオドパゾール配合錠 第一三共
院外 ネオフィリン 原末 エーザイ
院外 ネオフィリン錠 100mg エーザイ
院内 ネオフィリン注 250mg 250mg/10mL エーザイ
院内 ネオメドロールEE軟膏 3g ファイザー 
院内 ネオ消アル「ヨシダ」 500mL 吉田製薬
院内 ネキシウムカプセル 10mg  第一三共
院内 ネキシウムカプセル 20mg  第一三共
必要時 ネクサバール錠 200mg バイエル薬品
院外 ネシーナ錠 12.5mg 武田薬品工業 
院内 ネシーナ錠 25mg 武田薬品工業 
院内 ネシーナ錠 6.25mg 武田薬品工業 
院内 ネスプ注射液 120μgプラシリンジ 協和発酵キリン 
院内 ネスプ注射液 180μgプラシリンジ 協和発酵キリン 
院内 ネスプ注射液 20μgプラシリンジ 0.5mL 協和発酵キリン 
院内 ネスプ注射液 30μgプラシリンジ 0.5mL 協和発酵キリン 
院内 ネスプ注射液 40μgプラシリンジ 0.5mL 協和発酵キリン 
院内 ネスプ注射液 60μgプラシリンジ 0.5mL 協和発酵キリン 
院外 ネバナック懸濁性点眼液 0.1%   5mL 日本アルコン
院外 ネリゾナクリーム 0.1% 10g バイエル薬品
院外 ネリゾナソリューション 0.1% 10mL バイエル薬品
院外 ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1% 10g バイエル薬品
院外 ネリゾナ軟膏 0.1% 5g バイエル薬品
院内 ネリプロクト坐剤 バイエル薬品
院外 ネリプロクト軟膏 バイエル薬品
院外 ノアルテン錠 (5mg) 富士製薬工業
院外 ノイキノン錠 10mg エーザイ
院内 ノイキノン顆粒 1% エーザイ
院内 ノイトロジン注 100 μg 中外製薬
院内 ノイトロジン注 250 μg 中外製薬
院外 ノイビタ 錠「25」 共和クリティケア
院内 ノイロトロピン錠 4単位 日本臓器製薬
必要時 ノウリアスト錠 20mg 協和発酵キリン 
必要時 ノービア錠 100mg アッヴィ合同会社
院内 ノーベルバール静注用 250mg ノーベルファーマ
必要時 ノバクトM静注用 1000単位 アステラス製薬
院内 ノバミン筋注 5mg 1mL 共和薬品工業
院内 ノバミン錠 5mg 共和薬品工業
必要時 ノバントロン注 20mg 20mg/10mL 日本製薬
院外 ノベルジン錠25mg ノーベルファーマ
必要時 ノベルジン錠50mg ノーベルファーマ
必要時 ノボセブンHI静注用 1mgシリンジ ノボ・ノルディスクファーマ
必要時 ノボセブンHI静注用 2mgシリンジ ノボ・ノルディスクファーマ
必要時 ノボセブンHI静注用 5mgシリンジ ノボ・ノルディスクファーマ
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必要時 ノボセブンHI静注用 8mgシリンジ ノボ・ノルディスクファーマ
院内 ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 300単位/3mL ノボ・ノルディスクファーマ
院内 ノボラピッド50ミックス注フレックスペン 300単位/3mL ノボ・ノルディスクファーマ
院内 ノボラピッド70ミックス注フレックスペン 300単位/3mL ノボ・ノルディスクファーマ
院内 ノボラピッド注 フレックスタッチ 300単位/3mL ノボ・ノルディスクファーマ
必要時 ノボラピッド注 ペンフィル 300単位/3mL ノボ・ノルディスクファーマ
院内 ノボリン30R注フレックスペン 300単位/3mL ノボ・ノルディスクファーマ
院内 ノボリンN注フレックスペン 300単位/3mL ノボ・ノルディスクファーマ
院内 ノボリンR注フレックスペン 300単位/3mL ノボ・ノルディスクファーマ
院外 ノリトレン錠 10mg 大日本住友製薬
院外 ノリトレン錠 25mg 大日本住友製薬
院内 ノルアドリナリン注 1mg 1mg/1mL 第一三共
院外 ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg 10mg/1.5mL ノボ・ノルディスクファーマ
院外 ノルディトロピン フレックスプロ注 5mg 5mg/1.5mL ノボ・ノルディスクファーマ
院外 ノルバデックス錠 20mg アストラゼネカ
院内 ノルモナール錠 15mg エーザイ
仮採用 パーサビブ静注透析用5mg 小野薬品
院内 パージェタ点滴静注 420mg/14mL 中外製薬
院内 ハーセプチン注射用 150 中外製薬
院内 ハーセプチン注射用 60 中外製薬
必要時 ハーボニー配合錠 ギリアド・サイエンシズ
院内 パーロデル錠 2.5mg 田辺三菱製薬
院外 バイアグラ錠 25mg ファイザー 
院外 バイアグラ錠 50mg ファイザー 
院内 バイアスピリン錠 100mg バイエル薬品
院外 ハイアラージン外用液 2% 30mL 日本ジェネリック
院外 ハイアラージン軟膏 2% 10g 日本ジェネリック
院外 バイエッタ皮下注10μgペン 300 アストラゼネカ
必要時 バイエッタ皮下注5μgペン 300 300μg/1.2mL アストラゼネカ
院内 ハイカリックRF輸液 500mL 500mL テルモ
院内 ハイカリック液-1号 700mL テルモ
必要時 ハイカリック液-2号 テルモ
必要時 ハイカリック液-3号 700mL テルモ
院外 バイカロン錠 25mg 田辺三菱製薬
院外 バイシリンG顆粒 40万単位 MSD
必要時 ハイスコ皮下注 0.5mg 0.5mg/mL 杏林製薬
院外 ハイゼット錠 25mg 大塚製薬
院外 ハイゼット錠 50mg 大塚製薬
必要時 ハイゼントラ20％皮下注 1ｇ/5ｍL CSLベーリング
必要時 ハイゼントラ20％皮下注 2ｇ/10ｍL CSLベーリング
院外 ハイトラシン錠 0.5mg アボットジャパン
必要時 ハイドレアカプセル 500mg ブリストル・マイヤーズ　スクイブ
院内 水溶性ハイドロコートン注射液 100mg 100mg/2mL 日医工
院外 バイナス錠 75mg 日本新薬
院外 ハイパジールコーワ点眼液 0.25% 5mL 興和創薬
院外 ハイペン錠 100mg 日本新薬
院内 ハイペン錠 200mg 日本新薬
院外 ハイボン錠 20mg ニプロESファーマ
院外 バイミカード錠 10mg バイエル薬品
院外 バイミカード錠 5mg バイエル薬品
院外 バイロテンシン錠 10mg 田辺三菱製薬
院外 バイロテンシン錠 5mg 田辺三菱製薬
院内 パキシルCR錠 12.5mg グラクソ・スミスクライン
院外 パキシルCR錠 25mg グラクソ・スミスクライン
院内 パキシル錠 10mg グラクソ・スミスクライン
院外 パキシル錠 20mg グラクソ・スミスクライン
院外 パキシル錠 5mg グラクソ・スミスクライン
院内 白色ワセリン「ヨシダ」 50g 吉田製薬
院内 バクトラミン注 5mL 太陽ファルマ
必要時 バクトロバン鼻腔用軟膏 2% 3g グラクソ・スミスクライン
院内 パクリタキセル点滴静注液 100mg/16.7mL「ホスピーラ」 100mg/16.7mL 持田製薬
院内 パクリタキセル点滴静注液 30mg/5mL「ホスピーラ」 30mg/5mL 持田製薬
院外 パシーフカプセル 30mg 武田薬品工業 
院外 パシーフカプセル 60mg 武田薬品工業 
院内 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 武田
院外 バソメット錠 0.25mg 田辺三菱製薬
院内 パタノール点眼液 0.1% 5mL 協和発酵キリン 
院内 含嗽用ハチアズレ 顆粒 小野薬品工業
必要時 ハッカ水「ヨシダ」 吉田製薬
院内 パッチテスト試薬（液） 鳥居薬品
院内 パッチテスト試薬（軟膏） 鳥居薬品
院内 パッチテスト試薬金属 鳥居薬品
必要時 パッチテストパネル(S) 佐藤製薬
院内 バップフォー錠 10 大鵬薬品工業
院外 バップフォー錠 20 大鵬薬品工業
院外 パナルジン細粒 10% サノフィ
院内 パナルジン錠 100mg サノフィ
院外 バナン錠 100mg 第一三共
院内 パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」 40mg/1mL 日医工
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院外 パピロックミニ点眼液 0.1% 0.4mL 参天製薬
院外 バファリン配合錠A330 エーザイ
院外 バファリン配合錠A81 エーザイ
院内 ハプトグロビン静注2000単位「JB」 100mL 日本血液製剤機構
院内 パム静注 500mg 500mg/20mL 大日本住友製薬
必要時 ハラヴェン静注 1mg エーザイ
院内 バラシクロビル顆粒 50％「日医工」 日医工
院内 バラシクロビル錠 500mg「日医工」 日医工
院内 バラマイシン軟膏 10g 小野薬品工業
院内 パラミヂンカプセル 300mg あすか製薬
院外 バランス錠 10mg 丸石製薬
院外 バランス錠 5mg 丸石製薬
必要時 バリエース発泡顆粒 伏見製薬
院外 パリエット錠 5mg EAファーマ
必要時 バリキサ錠 450mg 田辺三菱製薬
必要時 ハリケインゲル歯科用 20% サンデンタル
院内 ハリゾンシロップ 100mg/mL 2400mg/24mL 富士製薬工業
必要時 バリトゲンHD 400g/1.2kg/ハンディータイプ 1kg/ミキサータイプ 3.6kg 伏見製薬
必要時 バリトップP カイゲンファーマ
院内 パルクス注 10μg 10μg/2mL 大正製薬
院内 パルクス注 5μg 5μg/1mL 大正製薬
院外 バルサルタン錠 160mg「DSEP」 第一三共エスファ
院外 バルサルタン錠 20mg「DSEP」 第一三共エスファ
院内 バルサルタン錠 40mg「DSEP」 第一三共エスファ
院内 バルサルタン錠 80mg「DSEP」 第一三共エスファ
院内 バルプロ酸Naシロップ 5%「フジナガ」 第一三共
院内 バルプロ酸Na徐放B錠 100mg「トーワ」 東和薬品
院内 バルプロ酸Na徐放B錠 200mg「トーワ」 東和薬品
院内 バルプロ酸Na徐放顆粒 40%「フジナガ」 第一三共
院内 バルプロ酸ナトリウム細粒 40%「EMEC」 エルメッドエーザイ
院外 バルプロ酸ナトリウム錠 100mg「アメル」 共和薬品工業
院外 バルプロ酸ナトリウム錠 200mg「アメル」 共和薬品工業
院外 パルミコート100μg タービュヘイラー 112吸入 アストラゼネカ
院内 パルミコート200μｇ タービュヘイラー 56吸入 アストラゼネカ
院内 パルミコート吸入液 0.25mg 0.25mg/2mL アストラゼネカ
必要時 パルミコート吸入液 0.5mg アストラゼネカ
院外 パルモディア錠0.1mg 興和創薬
院内 バル筋注 100mg「AFP」 100mg/1mL アルフレッサファーマ
院内 バレイショデンプン「ヨシダ」 吉田製薬
院外 パンクレアチン「ホエイ」 ファイザー 
院内 バンコマイシン塩酸塩散0.5g 「MEEK」 小林化工
院内 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g 「MEEK」 Meiji Seikaファルマ
院内 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1.0g 「MEEK」 Meiji Seikaファルマ
必要時 バンコマイシン眼軟膏 1% 日東メディック
院外 パンデル軟膏 0.1% 大正富山医薬品
院内 パントシン散 20% 第一三共
院内 パントシン注 5% 100mg/2mL 第一三共
必要時 調剤用パンビタン末 武田テバ薬品
院内 ハンプ注射用1000 第一三共
院内 ビ・シフロール錠 0.125mg 日本ベーリンガーインゲルハイム
院内 ビ・シフロール錠 0.5mg 日本ベーリンガーインゲルハイム
院内 ピアーレシロップ65% 武田薬品工業 
院外 ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ファイザー」 ファイザー
院内 ヒアルロン酸Na点眼液 0.1%「ファイザー」 5mL ファイザー 
院外 ヒアレインミニ 点眼液 0.1% 0.4mL 参天製薬
院外 ヒアレインミニ 点眼液 0.3% 0.4mL 参天製薬
院外 ピーエイ配合錠 田辺製薬販売
院内 ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184% 日本アルコン
院内 ピーエヌツイン-1号 輸液 1000mL 陽進堂
院内 ピーエヌツイン-2号 輸液 1100mL 陽進堂
院内 ピーエヌツイン-3号 輸液 1200mL 陽進堂
院内 PL配合顆粒 塩野義製薬
必要時 乾燥BCGワクチン 日本ビーシージー製造
院外 ピーゼットシー糖衣錠 2mg 田辺三菱製薬
院外 ピートルチュアブル錠 250mg キッセイ薬品工業
院内 ビーフリード輸液 1000mL 大塚製薬工場
院内 ヒーロンV眼粘弾剤2.3％シリンジ0.6ｍＬ エイエムオージャパン
院外 ビオスリー配合散 東亜新薬
必要時 ビオチン散0.2% 「フソー｣ 扶桑薬品工業
院内 ビオフェルミンR散 武田薬品工業 
院外 ビオフェルミンR錠 武田薬品工業 
院内 ビオフェルミン配合散 1g×600P 武田薬品工業 
院内 光糖液 20% 500mL 光製薬
院内 注射用ビクシリンS1000 Meiji Seikaファルマ
院内 ビクシリン注射用 0.25g Meiji Seikaファルマ
院内 ビクシリン注射用 0.5g Meiji Seikaファルマ
院内 ビクシリン注射用 1g Meiji Seikaファルマ
院内 ビクトーザ皮下注 18mg 3mL ノボ・ノルディスクファーマ
院内 ビケンHA 阪大微研・田辺三菱
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院内 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」 日医工
院内 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」 日本化薬
院内 ピシバニール注射用 5KE 中外製薬
院内 ヒシファーゲン配合静注 ニプロ
院外 ヒスロンH錠 200mg 協和発酵キリン 
院外 ヒスロン錠 5 協和発酵キリン 
院内 ビソノテープ 8mg アステラス製薬
院内 ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg「サワイ」 沢井製薬
院外 ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg「サワイ」 沢井製薬
院内 ビソプロロールフマル錠 2.5mg「サワイ」 沢井製薬
院内 ビソルボン錠 4mg 日本ベーリンガーインゲルハイム
院内 ビソルボン注 4mg 日本ベーリンガーインゲルハイム
必要時 ビターザ注射用 100mg 日本新薬
院内 ビタジェクト注キット A液5mL B液5mL テルモ
院内 ビタシミン注射液 500mg 2mL 武田テバ薬品
院外 ビタノイリンカプセル 25 武田テバ薬品
院外 ビタノイリンカプセル 50 武田テバ薬品
院内 ビタメジン静注用 第一三共
院内 ビタメジン配合カプセル B25 第一三共
院外 ビタメジン配合カプセル B50 第一三共
院内 ヒダントールＦ 配合錠 第一三共
必要時 ビデュリオン皮下注用 2mgペン アストラゼネカ
院内 ヒトCRH静注用100μg「タナベ」 田辺三菱製薬
院内 ピドキサール 注 10mg 1mL 中外製薬
院内 ピドキサール錠 10mg 中外製薬
院外 ピドキサール錠 20mg 中外製薬
院内 ピトレシン注射液 20 1mL 第一三共
院内 ヒドロクロロチアジド錠 12.5mg「トーワ」 東和薬品
院外 ピバレフリン 点眼液 0.04% 5mL 参天製薬
院内 ヒビスコールSジェル1 東京サラヤ
院内 ヒビテン・グルコネート液 20% 500mL 大日本住友製薬
院内 5%ヒビテン液 500ｍL 大日本住友製薬
院内 ビブラマイシン錠 100mg ファイザー 
院外 ビブラマイシン錠 50mg ファイザー 
院内 ピペラシリンナトリウム注射用 2g「日医工」 日医工
院外 ヒポカ 5mg カプセル アステラス製薬
必要時 ピマリシン点眼液 5% 「センジュ」 5mL 千寿製薬
院外 ビムパット錠 100mg 第一三共
必要時 ビムパット錠 50mg 第一三共
院外 ピメノールカプセル 100mg ファイザー 
院外 ピメノールカプセル 50mg ファイザー 
院外 ピモベンダン錠 1.25mg「TE」 トーアエイヨー
院内 ピモベンダン錠 2.5mg「TE」 トーアエイヨー
院外 ヒューマトロープ注射用 12mg 日本イーライリリー
院外 ヒューマリン3/7注100単位/mL 10mL 日本イーライリリー
必要時 ヒューマリン3/7注ミリオペン 日本イーライリリー
必要時 ヒューマリンN注 ミリオペン 300単位/3mL 日本イーライリリー
院内 ヒューマリンN注100 単位/mL 10mL 日本イーライリリー
必要時 ヒューマリンR注 ミリオペン 300単位/3mL 日本イーライリリー
院内 ヒューマリンR注100 単位/mL 10mL 日本イーライリリー
院外 ヒューマログ注ミリオペン 日本イーライリリー
必要時 ヒューマログミックス25注ミリオペン 3mL 300単位/3mL 日本イーライリリー
院内 ヒューマログミックス50注ミリオペン 3mL 300単位/3mL 日本イーライリリー
院内 ヒューマログ注 ミリオペン 3mL 300単位/3mL 日本イーライリリー
院内 ヒューマログ注100単位/mL 10mL 10mL 日本イーライリリー
院内 ピューラックス 6%/600mL オーヤラックス
必要時 ヒュミラ皮下注40mgペン エーザイ
必要時 ヒュミラ皮下注80mgペン エーザイ
必要時 ビラセプト錠 250mg 鳥居薬品
院内 ビラノア錠20ｍｇ 大鵬薬品工業
必要時 ピラマイド 原末 第一三共
必要時 ビラミューン錠 200 日本ベーリンガーインゲルハイム
必要時 ビリアード錠 300mg 鳥居薬品
院内 ビリスコピン点滴静注 50 100mL バイエル薬品
院外 ヒルドイド クリーム 0.3% 25g マルホ
院外 ヒルドイドフォーム0.3％ 92g マルホ
院内 ヒルドイドローション0.3% 50g マルホ
院内 ヒルトニン 0.5mg注射液 0.5mg/1mL 武田テバ薬品
必要時 ビルトリシド錠 600mg バイエル薬品
院内 ヒルナミン細粒 10% 共和薬品工業
院内 ヒルナミン錠 25mg 共和薬品工業
院内 ヒルナミン錠 5mg 共和薬品工業
院外 ピレスパ錠 200mg 塩野義製薬
院内 ピレチア細粒 10% 高田製薬
院内 ピレチア錠 25mg 高田製薬
院内 ファーストシン静注用1g 武田薬品工業 
院内 ファーストシン静注用1gバッグＳ 1g/100mＬ生食 武田薬品工業 
必要時 5-FU軟膏 5%協和 5g 協和発酵キリン 
仮採用 ファセンラ皮下注30mgシリンジ アストラゼネカ
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院外 ファムビル錠 250mg マルホ
院外 ファモチジンOD錠 10mg「トーワ」 東和薬品
院内 ファモチジンOD錠 20mg「トーワ」 東和薬品
院内 ファモチジン散 2%「トーワ」 東和薬品
必要時 ファリーダックカプセル10mg,15mg ノバルティスファーマ
院内 ファロム錠 200mg マルホ
院内 ファンガード点滴用 50mg アステラス製薬
必要時 ファンギゾン注射用 50mg ブリストル・マイヤーズ　スクイブ
院外 フィコンパ錠 2mg エーザイ
院外 フィコンパ錠 4mg エーザイ
院内 フィジオ140輸液 500mL袋 大塚製薬工場
院内 フィニバックス点滴静注用0.5g 塩野義製薬
必要時 ブイフェンド200mg 静注用 ファイザー 
院内 ブイフェンド錠 200mg ファイザー 
院内 ブイフェンド錠 50mg ファイザー 
院内 フィブラストスプレー 500 科研製薬
院内 フィブロガミンP静注用 CSLベーリング
院内 フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「モチダ」 持田製薬
必要時 フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「モチダ」 持田製薬
院内 フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」 持田製薬
院内 注射用フィルデシン 1mg 日医工
院内 注射用フィルデシン 3mg 日医工
必要時 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 武田薬品工業 
必要時 乾燥弱毒生風しんワクチン「ビケン」 田辺三菱製薬
院外 フェアストン錠 40 日本化薬
院外 フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 30mg「サワイ」 沢井製薬
院内 フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60mg「サワイ」 沢井製薬
院内 フェジン静注 40mg 日医工
院内 フェソロデックス筋注 250mg アストラゼネカ
必要時 液状フェノール「日医工」 日医工
院内 フェノバールエリキシル 0.4% (4mg/mL)500mL 第一三共
院内 フェノバール錠 30mg 第一三共
院内 フェノバルビタール散10%「ホエイ」 ファイザー 
院内 フェブリク錠 10mg 帝人ファーマ
院外 フェブリク錠 20mg 帝人ファーマ
院外 フェブリク錠 40mg 帝人ファーマ
必要時 フェマーラ錠 2.5mg ノバルティスファーマ
院外 フェルム・カプセル 100mg 日医工
院内 フェロ・グラデュメット錠 105mg マイランEPD合同
必要時 フエロン注射用 300万 第一三共
院内 フェンタニル注射液 0.1mg「ヤンセン」 ヤンセンファーマ
院内 フェンタニル注射液 0.5mg「ヤンセン」 ヤンセンファーマ
院内 フェントステープ0.5mg 協和発酵キリン
院内 フェントステープ 1mg 協和発酵キリン 
院内 フェントステープ 2mg 協和発酵キリン 
院内 フェントステープ 4mg 協和発酵キリン 
院内 フェントステープ 8mg 協和発酵キリン 
院内 フェントステープ0.5mg【慢性疼痛】 協和発酵キリン 
院内 フェントステープ1mg【慢性疼痛】 協和発酵キリン 
院内 フェントステープ2mg【慢性疼痛】 協和発酵キリン 
院内 フェントステープ4mg【慢性疼痛】 協和発酵キリン 
院内 フェントステープ8mg【慢性疼痛】 協和発酵キリン 
院内 フォサマック錠 35mg MSD
院外 フォシーガ錠 10mg 小野薬品
院内 フォシーガ錠 5mg 小野薬品
院内 フォスブロック錠 250mg 協和発酵キリン 
院内 フォリアミン錠 日本製薬
院内 フォリアミン注射液 15mg 15mg/1mL 日本製薬
院内 フォルテオ皮下注キット 600μg 日本イーライリリー
必要時 複方ヨード・グリセリン「ヨシダ」 吉田製薬
院内 ブスコパン錠 10mg サノフィ
院内 ブスコパン注 20mg 20mg/1mL サノフィ
院内 大塚糖液 5% 2ポート 100mL 大塚製薬
院内 ブライアン点滴静注 1g 1g/5mL 日新製薬
院内 フラグミン静注 5000単位/5mL 5000単位/5mL キッセイ薬品工業
院外 プラケニル錠 200ｍｇ サノフィ
院内 プラザキサカプセル 110mg 日本ベーリンガーインゲルハイム
院内 プラザキサカプセル 75mg 日本ベーリンガーインゲルハイム
院内 フラジール内服錠 250mg 塩野義製薬
院内 フラジール腟錠 250mg 富士製薬工業
院内 プラスアミノ 輸液 500mL 大塚製薬工場
院外 ブラダロン錠 200mg 日本新薬
必要時 プラノバール 配合錠 あすか製薬
院内 フラビタン眼軟膏 0.1% 5g トーアエイヨー
院外 フラビタン錠 10mg アステラス製薬
院内 フラビタン錠 5mg アステラス製薬
院内 フラビタン注射液 10mg 10mg/1mL アステラス製薬
院外 フラビタン点眼液 0.05% 5mL アステラス製薬
院外 フラベリック錠 20mg ファイザー 
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必要時 プラリア皮下注 60mgシリンジ 第一三共
院内 フランドルテープ 40mg アステラス製薬
院内 フランドル錠 20mg アステラス製薬
必要時 プリジスタナイーブ錠 800mg ヤンセンファーマ
必要時 プリジスタ錠 600mg ヤンセンファーマ
院内 プリズバインド静注液 2.5g 2.5g/50mL 日本ベーリンガーインゲルハイム
院内 ブリディオン静注 200mg 200mg/2mL MSD
院内 フリバス錠 25mg (0.5mg/1mL) 旭化成ファーマ
院内 プリビナ液 0.05% 点鼻用 日新製薬
院外 プリミドン錠 250mg「日医工」 日医工
必要時 プリモボラン錠 5mg バイエル薬品
院内 プリンペラン注射液 10mg 10mg/2mL アステラス製薬
必要時 フルービックHA 田辺三菱製薬
必要時 フルービックHAシリンジ 田辺三菱製薬
必要時 フルオレサイト静注 500mg ノバルティスファーマ
院内 フルオロウラシル注 1000mg「トーワ」 東和薬品
院外 フルカムカプセル 27mg ファイザー 
院外 フルカリック1号輸液 1354.5mL テルモ
院外 フルカリック2号輸液 1504.5mL テルモ
院外 フルコートスプレー 0.007% 田辺三菱
院内 プルスマリンAドライシロップ小児用 1.5% 高田製薬
院内 フルタイド100μgエアゾール60吸入用 グラクソ・スミスクライン
院内 フルタイド100ディスカス グラクソ・スミスクライン
院外 フルタイド100ロタディスク 4ブリスター/枚 グラクソ・スミスクライン
院外 フルタイド200ディスカス グラクソ・スミスクライン
院外 フルタイド200ロタディスク 4ブリスター/枚 グラクソ・スミスクライン
院外 フルタイド50μgエアゾール120吸入用 グラクソ・スミスクライン
院外 フルタイド50ディスカス グラクソ・スミスクライン
院外 フルタイド50ロタディスク 4ブリスター/枚 グラクソ・スミスクライン
必要時 フルダラ錠 10mg サノフィ
必要時 フルダラ静注用 50mg サノフィ
院外 フルツロンカプセル 200 中外製薬
院外 フルティフォーム125エアゾール120吸入用 杏林製薬
院内 フルティフォーム125エアゾール56吸入用 杏林製薬
院外 小児用フルナーゼ点鼻液25μg 56噴霧用 グラクソ・スミスクライン
院内 フルナーゼ点鼻液50μg 56噴霧用 グラクソ・スミスクライン
院外 ブルフェン錠 100 科研製薬
院外 ブルフェン錠 200 科研製薬
院内 フルマゼニル静注液 0.5mg「サワイ」 沢井製薬
院外 フルメジン散 0.2% 田辺三菱製薬
院外 フルメジン糖衣錠 (0.5) 田辺三菱製薬
院外 フルメタクリーム 5g 塩野義製薬
院外 フルメタローション 10g 塩野義製薬
院外 フルメタ軟膏 5g 塩野義製薬
院内 フルメトロン点眼液 0.02% 5mL 参天製薬
院内 フルメトロン点眼液 0.1% 5mL 参天製薬
院内 プレアミン-P注射液 200mL 扶桑薬品工業
必要時 ブレオ 注射用 15mg 日本化薬
必要時 ブレオS軟膏 5mg/g 日本化薬
必要時 ブレオ注射用 5mg 日本化薬
院内 プレグランディン腟坐剤 1mg 小野薬品工業
必要時 プレジコビックス配合錠 ヤンセンファーマ
院内 フレスミンS注射液 1000μg 1000μg/1mL 陽進堂
院内 プレセデックス静注液 200μg「ファイザー」 200μg/2ml ファイザー 
院内 ブレディニン錠 25 旭化成ファーマ
院外 ブレディニン錠 50 旭化成ファーマ
院内 プレドニゾロン散「タケダ」 1% 武田テバ薬品
院内 プレドニゾロン錠 1mg (旭化成) 旭化成ファーマ
院内 プレドニゾロン錠 2.5mg「NP」 ニプロ
院内 水溶性プレドニン 10mg 塩野義製薬
院内 水溶性プレドニン 20mg 塩野義製薬
院外 プレドニン眼軟膏 5g 塩野義製薬
院内 プレドニン錠 5mg 塩野義製薬
院内 プレドネマ注腸 20mg 20mg/60mL 杏林製薬
必要時 プレベナー13水性懸濁注 ファイザー 
院外 プレマリン錠 0.625mg ファイザー 
院外 プレミネント配合錠HD MSD
院外 プレミネント配合錠LD MSD
必要時 プロイメンド点滴静注用 150mg 小野薬品工業
必要時 フローレス眼検査用試験紙 0.7mg あゆみ製薬
院外 塩酸プロカルバジンカプセル50ｍｇ「中外」 中外製薬
院外 プロクトセディル坐薬 EAファーマ
院内 プロクトセディル軟膏 2g EAファーマ
必要時 プログラフカプセル 0.5mg アステラス製薬
院内 プログラフカプセル 1mg アステラス製薬
必要時 プロゲホルモン筋注用 25mg 持田製薬
院内 プロジフ静注液 100 100mg/1.25mL ファイザー 
院外 フロジン外用液 5% 30mL 第一三共
院外 プロスタール錠 25 あすか製薬
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院外 プロスタット錠 25mg 日本新薬
院内 プロスタルモン・F注射液1000 1000μg/1mL 小野薬品工業
院内 プロスタンディン軟膏0.003% 10g 小野薬品工業
院内 プロセキソール錠 0.5mg あすか製薬
院内 フロセミド細粒 4%「EMEC」 エルメッドエーザイ
院内 フロセミド錠 10mg「NP」 ニプロ
院内 フロセミド錠 20「テバ」 武田薬品工業 
院内 フロセミド錠 40「テバ」 武田薬品工業 
院内 フロセミド錠20mg「武田テバ」 武田テバファーマ
院内 フロセミド錠40mg「武田テバ」 武田テバファーマ
院内 プロタノールL注 0.2mg 0.2mg/1mL 興和創薬
院内 プロタミン硫酸塩静注 100mg「モチダ」 100mg/10mL 持田製薬
院外 プロチアデン錠 25 日医工
院内 ブロチゾラムOD錠 0.25mg「サワイ」 沢井製薬
院内 プロテアミン12注射液 200mL テルモ
必要時 プロトピック軟膏 0.03%小児用 マルホ
必要時 プロトピック軟膏 0.1% 5g マルホ
必要時 プロナーゼMS 2万単位/0.5g 0.5mg 科研製薬
必要時 プロナーゼMS 2万単位/0.5g 10g 科研製薬
院内 ブロナック点眼液0.1% 5mL 武田薬品工業 
院内 プロノン錠 150mg アステラス製薬
必要時 プロパジール錠 50mg あすか製薬
必要時 プロハンス静注シリンジ 13mL エーザイ
必要時 プロハンス静注シリンジ 17mL エーザイ
院内 プロビスク0.85眼粘弾剤 0.85mL 日本アルコン
院外 プロペシア錠 1mg MSD
院外 プロペト 丸石製薬
院外 プロベラ錠 2.5mg ファイザー 
院内 フロベン顆粒 8% 科研製薬
必要時 プロボコリン吸入粉末溶解用100ｍｇ 三和化学研究所
院内 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨー」 45mL 武田薬品工業 
院内 ブロメライン軟膏5万単位/g 20g マルホ
院内 フロリード 腟坐剤 100mg 持田製薬
必要時 フロリードゲル経口用2% 持田製薬
必要時 フロリネフ錠 0.1mg アスペンジャパン
院内 ベイスンOD錠 0.2 武田テバ薬品
院内 ベイスンOD錠 0.3 武田テバ薬品
院外 ペオン錠 80 ゼリア新薬 
必要時 ペガシス皮下注 180μg 180μg/1mL 中外製薬
必要時 ペガシス皮下注 90μg 90μg/1mL 中外製薬
院内 ベガモックス点眼液 0.5% 5mL ノバルティスファーマ
院内 ヘキザックAL1% OR液16mm 綿棒セット 吉田製薬
院内 0.5% ヘキザックアルコール液 500mL 吉田製薬
院内 0.05% ヘキザック水R 500mL 吉田製薬
院内 0.5% ヘキザック水R 500mL 吉田製薬
院内 0.02% ヘキザック水W 500mL 吉田製薬
院内 ベクティビックス点滴静注 100mg 5mL 武田薬品工業 
院内 ベサコリン散 5% エーザイ
院内 ベザトールSR錠 200mg キッセイ薬品工業
必要時 ベサノイドカプセル 10mg 富士製薬工業
院内 ベシケア錠 2.5mg アステラス製薬
院外 ベシケア錠 5mg アステラス製薬
院外 ベージニオ錠 50ｍｇ 日本イーライリリー
院外 ベージニオ錠 100ｍｇ 日本イーライリリー
院外 ベージニオ錠 150ｍｇ 日本イーライリリー
必要時 ベスタチンカプセル 30mg 日本化薬
院内 ベストロン点眼用0.5% 5mL 千寿製薬
院外 ベセルナクリーム 5% 持田製薬
院外 ベタナミン錠 10mg 三和化学研究所
院外 ベタニス錠 25mg アステラス製薬
院外 ベタニス錠 50mg アステラス製薬
院内 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工」 日医工
院外 ベタフェロン皮下注用960万国際単位 バイエル薬品
院内 ペチジン塩酸塩注射液 35mg「タケダ」 武田薬品工業 
院外 ベトプティック点眼液 0.5% 5mL 日本アルコン
必要時 ベナンバックス注用 300mg サノフィ
院内 ベニジピン塩酸塩錠 2mg「タナベ」 ニプロESファーマ
院外 ベニジピン塩酸塩錠 4mg「タナベ」 ニプロESファーマ
院外 ベニジピン塩酸塩錠 8mg「タナベ」 ニプロESファーマ
院内 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 Meiji Seikaファルマ
院内 献血 ベニロン-I 静注用2500mg 帝人ファーマ
院内 献血 ベニロン-I 静注用500mg 帝人ファーマ
院外 ベネシッド錠250mg 科研製薬
必要時 ベノキシール 点眼液 0.4% 参天製薬
院内 ヘパフラッシュ 100単位/mLシリンジ 10mL テルモ
院内 ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 持田製薬
必要時 ヘパリンNa透析用 250単位/mL シリンジ20mL「フソー」 扶桑薬品工業
院内 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」 持田製薬
院内 ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL 「AY」 陽進堂
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必要時 ヘパリン類似物質外用スプレー 0.3%「日医工」 日医工
院内 ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」 日医工
院外 ベピオゲル 2.5% 15g マルホ
院内 ヘブスブリンIH静注1000単位 5mL 日本血液製剤機構
院内 ヘブスブリン筋注用200単位 日本血液製剤機構
院外 ヘプセラ錠 10 グラクソ・スミスクライン
院内 ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL,0.25mL MSD
院内 ベプリコール錠 50mg 第一三共
必要時 ペプレオ注射用 5mg 日本化薬
必要時 ヘマンジオルシロップ小児用0.375% マルホ
院外 ペミラストン錠 10mg アルフレッサファーマ
必要時 ペミラストン点眼液 0.1% アルフレッサファーマ
必要時 ベムリディ錠 25ｍｇ ギリアド・サイエンシズ
院外 ヘモナーゼ配合錠 ジェイドルフ製薬
院外 ペラゾリン細粒 400mg 400mg/0.5g/包　 全薬工業
院内 ベラパミル塩酸塩錠 40mg「タイヨー」 武田薬品工業 
院内 ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」 ファイザー 
院内 ペリアクチン散 1% 日医工
必要時 ペリアクチン錠 4mg 日医工
必要時 ペリオクリン歯科用軟膏 サンスター
院外 ペリシット錠 250mg 三和化学研究所
院内 ベリチーム配合顆粒 共和薬品工業
院内 ベリナートP静注用 500 CSLベーリング 
院内 ベリプラストPコンビセット組織接着用 1mL製剤 CSLベーリング
院内 ベリプラストPコンビセット組織接着用 5mL製剤 CSLベーリング
院内 ベリプラストPコンビセット組織接着用 3mL製剤 CSLベーリング
院内 ベルケイド注射用 3mg ヤンセンファーマ
院内 ペルサンチン-Lカプセル 150mg 日本ベーリンガーインゲルハイム
院外 ペルサンチン錠 100mg 日本ベーリンガーインゲルハイム
院内 ペルサンチン錠 25mg 日本ベーリンガーインゲルハイム
院内 ペルサンチン静注 10mg 10mg/2mL 日本ベーリンガーインゲルハイム
院外 ペルジピンLAカプセル 20mg LTLファーマ
院外 ペルジピンLAカプセル 40mg LTLファーマ
院内 ペルジピン錠 20mg LTLファーマ
院内 ベルソムラ錠 10mg MSD
院内 ベルソムラ錠 15mg MSD
院内 ベルソムラ錠 20mg MSD
院内 ヘルベッサー注射用 10 田辺三菱製薬
院内 ヘルベッサー注射用 50 田辺三菱製薬
院外 ペルマックス錠 50μg 協和発酵キリン 
院外 ヘルミチンS坐剤 日本ジェネリック
院内 ベロテックエロゾル 100 日本ベーリンガーインゲルハイム
院外 ベロテック錠 2.5mg 日本ベーリンガーインゲルハイム
院外 ベンコール 配合錠 日医工
院内 ベンザリン細粒 1% 共和薬品工業
院外 ベンザリン錠 10 共和薬品工業
院内 ベンザリン錠 5 共和薬品工業
院内 ペンタサ坐剤1g 杏林製薬
院内 ペンタサ注腸1g 100mL 杏林製薬
院外 ペンタサ顆粒94% 杏林製薬
必要時 ボースデル内用液 10 協和発酵キリン 
院内 ホーリンV膣用錠 1mg あすか製薬
院内 ボーンワックス 東京エム・アイ商会
院内 ホクナリンテープ 1mg マイランEPD合同
院内 ホクナリンテープ 2mg マイランEPD合同
院内 ホクナリンテ-プ 0.5mg マイランEPD合同
院外 ホクナリンドライシロップ 0.1% 小児用 アボットジャパン
院内 ホクナリン錠 1mg マイランEPD合同
必要時 ボシュリフ錠 100mg ファイザー 
必要時 点滴静注用ホスカビル注 24mg/mL クリニジェン
院外 強力ポステリザン(軟膏) 2g マルホ
院内 ホストイン静注 750mg エーザイ
院内 ホスホマイシンナトリウム静注用 1g 「日医工」 日医工
院外 ホスミシンS耳科用3% 10mL Meiji Seikaファルマ 
院内 ホスミシンドライシロップ 400 Meiji Seikaファルマ
院内 ホスミシン錠 250 Meiji Seikaファルマ
院内 ボスミン外用液 0.1% 第一三共
院内 ボスミン注 1mg 1mg/1mL 第一三共
院内 ホスリボン配合顆粒 ゼリア新薬 
院内 ホスレノール顆粒分包 250mg バイエル薬品
院外 ホスレノール顆粒分包 500mg バイエル薬品
院内 ボチシート20% 10cm×15cm(30.0g) 日医工
必要時 ポテリジオ点滴静注 協和発酵キリン 
必要時 ボトックス注用 100単位 グラクソ・スミスクライン
必要時 ボトックス注用 50単位 グラクソ・スミスクライン
院外 ボナロン経口ゼリー 35mg 帝人ファーマ
院外 ボナロン錠 5mg 帝人ファーマ
院外 ボノサップパック 400 武田薬品工業 
院外 ボノピオンパック 武田薬品工業 
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院内 ポビドンヨードスクラブ液 7.5%「明治」 Meiji Seikaファルマ
院内 ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」 健栄製薬
院内 ポプスカイン0.25%注 25mg/10mL 25mg/10mL 丸石製薬
院内 ポマリストカプセル 1mg セルジーン
院内 ポマリストカプセル 2mg セルジーン
院内 ポマリストカプセル 3mg セルジーン
院内 ポマリストカプセル 4mg セルジーン
院内 ホメピゾール点滴静注 1.5g「タケダ」 武田薬品工業 
院外 ポラキス錠 1 サノフィ
院外 ポラキス錠 2 サノフィ
院外 ポラキス錠 3 サノフィ
院内 ボラザG軟膏 2.4g 天藤製薬
院内 ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」 沢井製薬
院内 ポララミンシロップ 0.04% (0.4mg/1mL)500mL 高田製薬
院外 ポララミン散 1% 高田製薬
院内 ポララミン錠 2mg 高田製薬
院内 ポララミン注 5mg 高田製薬
院内 ホリゾン注射液 10mg 10mg/2mL 丸石製薬
必要時 ポリドカスクレロール 0.5%注2ｍL ゼリア新薬 
必要時 ポリドカスクレロール 1%注2ｍL ゼリア新薬 
必要時 ポリドカスクレロール 3%注2ｍL ゼリア新薬 
院内 硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」 ファイザー 
必要時 硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」 ファイザー 
院外 ボルタレンSRカプセル 37.5mg ノバルティスファーマ
院内 ボルタレンゲル 1% 25g ノバルティスファーマ
院内 ボルタレンサポ 25mg ノバルティスファーマ
院内 ボルタレンサポ 50mg ノバルティスファーマ
院内 ボルタレン錠 25mg ノバルティスファーマ
院外 ポルトラック 原末 6g/包 日本新薬
院内 ボルヒール組織接着用 1mL製剤 帝人ファーマ
院内 ボルヒール組織接着用 3mL製剤 帝人ファーマ
院内 ボルヒール組織接着用 5mL製剤 帝人ファーマ
院内 ボルベン輸液6% 大塚製薬工場
院外 ボンアルファクリーム 2μg/g 10g 帝人ファーマ
院外 ボンアルファハイ軟膏 20μg/g 10g 帝人ファーマ
院外 ボンアルファローション 2μg/g 10g 帝人ファーマ
必要時 ボンゾール錠 100mg 田辺三菱製薬
院内 ポンタールカプセル 250mg 第一三共
院内 ポンタールシロップ 3.25% (32.5mg/1mL)500mL 第一三共
院外 ポンタール散 50% 第一三共
院内 マーカイン注脊麻用0.5% 高比重 (5mg/1mL)4mL アスペンジャパン
院内 マーカイン注脊麻用0.5% 等比重 (5mg/1mL)4mL アスペンジャパン
必要時 マーキュロクロム液2％ 10g/500mL 小堺製薬
院外 マーデュオックス軟膏 マルホ
院外 マイコスポールクリーム 1% 10g バイエル薬品
必要時 マイザークリーム 0.05% 田辺三菱製薬
院内 マイザー軟膏 0.05% 5g 田辺三菱製薬
院内 マイスタン細粒 1% 大日本住友製薬
院内 マイスタン錠 5mg 大日本住友製薬
院内 人工涙液マイティア点眼液 5mL 千寿製薬
院内 マイテラーゼ 錠 10mg アルフレッサファーマ
必要時 マイトマイシン注用 2mg 協和発酵キリン 
必要時 マイロターグ点滴静注用 ファイザー 
院内 マヴィレット配合錠 アッヴィ
院内 注射用マキシピーム1g ブリストル・マイヤーズ　スクイブ
院内 マキュエイド眼注用 40mg わかもと製薬
院内 マグコロール 250mL 堀井薬品
院内 マグコロールP 50g/包 堀井薬品
院外 マクサルトRPD錠 10mg エーザイ
必要時 マクジェン硝子体注射用キット ファイザー 
院内 マグセント注 100mL 100mL 東亜薬品
院外 マグミット錠 250mg 日本新薬
院内 マグミット錠 330mg 日本新薬
院内 マグミット錠 500mg 日本新薬
院内 マクロゴール軟膏「ヨシダ」 500g 吉田製薬
必要時 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 武田薬品工業 
院外 マドパー配合錠 100mg 中外製薬
院内 乾燥まむし抗毒素 「KMB」 Meiji Seikaファルマ
院外 マリゼブ錠 12.5mg MSD
院外 マリゼブ錠 25mg MSD
院内 マルファ 配合内服液 210mL 小野薬品工業
院内 20% マンニットール注射液「YD」 300mL 陽進堂
必要時 ミールビック 田辺三菱製薬
院内 ミオコールスプレー 0.3mg アステラス製薬
院内 ミオテクター冠血管注 持田製薬
院外 ミオピン点眼液 5mL 参天製薬
院外 ミカムロ配合錠AP アステラス製薬
院外 ミカムロ配合錠BP アステラス製薬
院外 ミグシス錠 5mg ファイザー 
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院外 ミグリステン錠 20 共和薬品工業
院外 ミケランLA点眼液 2% 2.5mL 大塚製薬
院外 ミケラン点眼液 1% 5mL 大塚製薬
院内 ミケラン点眼液 2% 5mL 大塚製薬
院外 ミコンビ配合錠AP アステラス製薬
院外 ミコンビ配合錠BP アステラス製薬
院内 ミダゾラム注 10mg「サンド」 サンド
院外 ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU 鳥居薬品
院外 ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU 鳥居薬品
必要時 ミドリンM 点眼液 0.4% 参天製薬
院内 ミドリンP点眼液 5mL 参天製薬
必要時 ミドリンP点眼液 10mL 参天製薬
院内 ミニプレス錠 0.5mg ファイザー 
院外 ミニプレス錠 1mg ファイザー 
必要時 ミニリンメルトOD錠 120μg 協和発酵キリン 
院外 ミニリンメルトOD錠 240μg 協和発酵キリン 
必要時 ミニリンメルトOD錠 60μg 協和発酵キリン 
院内 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg「日医工」 日医工
院外 ミノマイシン カプセル 50mg ファイザー 
院内 ミノマイシンカプセル 100mg ファイザー 
院内 ミノマイシン顆粒 2% ファイザー 
院内 ミヤBM細粒 ミヤリサン製薬
院内 ミヤBM錠 ミヤリサン製薬
院内 ミラクリッド注射液 5万単位 持田製薬
院内 ミラクリッド注射液 10万単位 持田製薬
必要時 ミラペックスLA錠 0.375mg/1.5mg エーザイ
院外 ミリステープ 5mg 日本化薬
院外 ミリダシン錠 90mg 大鵬薬品工業
院内 ミルクポン 丸石製薬
院内 ミルセラ注シリンジ 100μg 100μg/0.3mL 中外製薬
院内 ミルセラ注シリンジ 150μg 150μg/0.3mL 中外製薬
院内 ミルセラ注シリンジ 50μg 50μg/0.3mL 中外製薬
院外 ミルタックスパップ 30mg 7枚/P ニプロファーマ
院内 ミルリーラ注射液 10mg 10mg/10mL アステラス製薬
院内 ミレーナ 52mg バイエル薬品
院内 ミンクリア内用散布液 0.8% 日本製薬
院内 ムーベン 配合内用液 日本製薬
院外 ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL 大塚製薬
院外 ムコゾーム点眼液 0.5% 5mL 参天製薬
院外 ムコファジン点眼液 5mL わかもと製薬
院内 ムコフィリン吸入液 20% 2mL エーザイ
必要時 ムルプレタ錠 3mg 塩野義製薬
院内 メイラックス錠 1mg Meiji Seikaファルマ
院外 メイラックス錠 2mg Meiji Seikaファルマ
院内 メイロン 静注 7% 20mL 大塚製薬工場
院内 メイロン 静注 8.4% 20mL 大塚製薬工場
院内 メイロン静注 8.4% 250mL 大塚製薬工場
院外 メキシチールカプセル 100mg 日本ベーリンガーインゲルハイム
院内 メキシチールカプセル 50mg 日本ベーリンガーインゲルハイム
必要時 メキシチール点滴静注 125mg 125mg/5mL 日本ベーリンガーインゲルハイム
院外 メサラジン錠250mg「AKP」 あすか製薬
院内 メサラジン錠500mg「AKP」 あすか製薬
院内 メジコン散 10% 塩野義製薬
院内 メジコン錠 15mg 塩野義製薬
院外 メジコン配合シロップ (2.5mg/mL)500mL 塩野義製薬
院内 メスチノン錠 60mg 共和薬品工業
院内 注射用メソトレキセート 50mg ファイザー 
院内 注射用メソトレキセート 5mg ファイザー 
院内 メソトレキセート点滴静注液 1000mg 40mL ファイザー 
院内 メソトレキセート点滴静注液 200mg 8mL ファイザー 
院内 メタストロン注 日本メジフィックス
必要時 メタライト250カプセル ツムラ
必要時 メタルカプターゼカプセル 100mg 大正製薬
院外 メタルカプターゼカプセル 50mg 大正製薬
院内 メチエフ散 10% 田辺三菱製薬
院外 メチコバール錠 250μg エーザイ
院内 メチコバール錠 500μg エーザイ
院内 メチコバール注射液 500μg 500μg/1mL エーザイ
院内 メチルエルゴメトリン錠 0.125mg「あすか」 あすか製薬
院内 メチルエルゴメトリン注 0.2mg「あすか」 0.2mg/1mL あすか製薬
院内 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用「AFP」 125mg アルフレッサファーマ
院内 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用「AFP」 40ｍg アルフレッサファーマ
院内 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用「AFP」 500mg アルフレッサファーマ
院内 メチレンブルー静注 50mg「第一三共」 第一三共
院内 滅菌精製水 1L 光製薬
院内 滅菌精製水 500mL 光製薬
院内 メトグルコ錠 250mg 大日本住友製薬
院外 メトグルコ錠 500mg 大日本住友製薬
院内 メトクロプラミド細粒 2％「ツルハラ」 鶴原製薬
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院内 メトクロプラミド錠 5mg「ツルハラ」 鶴原製薬
必要時 メトピロン カプセル 250mg セオリアファーマ
院内 メトリジンD錠 2mg 大正製薬
院内 メトレート錠 2mg あゆみ製薬
必要時 メトレレプチン皮下注用11.25mg「シオノギ」 塩野義製薬
院外 メドロール錠 4mg ファイザー 
必要時 メナクトラ筋注 サノフィ
院外 メニレット70%ゼリー 20g エルメッドエーザイ
院外 メニレット70%ゼリー 30g エルメッドエーザイ
院内 メバロチン錠 10 第一三共
院内 メバロチン錠 5 第一三共
必要時 メファキン「ヒサミツ」錠 275 久光製薬
院内 メプチン10μgエアー100吸入 大塚製薬
院外 メプチンキッド5µgエアー100吸入 大塚製薬
院外 メプチンスイングヘラー10μg吸入100回 大塚製薬
院内 メプチンドライシロップ0.005% 50μg/g 大塚製薬
必要時 メプチンミニ錠 25μg 大塚製薬
院内 メプチン吸入液ユニット 0.3mL 30μg/0.3mL 大塚製薬
必要時 メベンダゾール錠 100 ヤンセンファーマ
院外 メマリーOD錠 10mg 第一三共
院内 メマリーOD錠 20mg 第一三共
院内 メマリーOD錠 5mg 第一三共
院内 メルカゾール錠 5mg あすか製薬
院内 メルカゾール注 10mg 10mg/1mL あすか製薬
院外 メレックス錠0.5mg 第一三共
院内 メロペネム点滴静注用 0.5g「ファイザー」 ファイザー 
院外 l-メントール「ホエイ」* ファイザー 
院外 メンドン カプセル 7.5mg マイランEPD合同
院外 モーバー錠 100mg 田辺三菱製薬
院外 モービック錠 10mg 日本ベーリンガーインゲルハイム
院内 モーラステープ 20mg 7枚/P 久光製薬
院外 モーラステープ L40mg 7枚/P 久光製薬
院外 モーラスパップ 30mg 7枚/P 久光製薬
院内 モサプリドクエン酸塩散 1%「日医工」 日医工
院内 モサプリドクエン酸塩錠 5mg「日医工」 日医工
院外 モディオダール錠100mg アルフレッサファーマ
院内 モビプレップ配合内用剤 EAファーマ
院内 モルヒネ塩酸塩錠 10mg「DSP」 大日本住友製薬
院内 モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「シオノギ」 10mg/1mL(1%) 塩野義製薬
院内 モルヒネ塩酸塩注射液 200mg「シオノギ」 200mg/5mL(4%) 塩野義製薬
院内 モルヒネ塩酸塩注射液 50mg「シオノギ」 50mg/5mL(1%) 塩野義製薬
院外 ヤーズフレックス配合錠 バイエル薬品
院外 ヤーズ配合錠 バイエル薬品
院外 ヤクバンテープ 40mg 7枚/P 大正富山医薬品
院外 薬用炭「日医工」 50g 日医工
院外 ユーエフティE配合顆粒 T100 100mg/包 大鵬薬品工業
院内 ユーエフティ配合カプセル T100 大鵬薬品工業
必要時 ユービット錠 100mg 大塚製薬
院外 ユーロジン 1mg錠 武田テバ薬品
院内 ユーロジン 2mg錠 武田テバ薬品
院外 ユーロジン散 1% 武田テバ薬品
院外 ユニシア配合錠 HD 武田テバ薬品
院外 ユニシア配合錠 LD 武田テバ薬品
必要時 ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g ノーベルファーマ
院内 ユニフィルLA錠 200mg 大塚製薬
院外 ユニフィルLA錠 400mg 大塚製薬
院内 ユベラ錠 50mg エーザイ
必要時 ユベラ軟膏 エーザイ
院内 ユベラ顆粒 20% エーザイ
院内 ユリーフ錠 4mg  キッセイ薬品工業
院内 ユリノーム錠 25mg 鳥居薬品
院外 ユリノーム錠 50mg 鳥居薬品
院外 ヨウレチン錠 「50」 ヨウ素50μg 第一薬品産業
院内 ヨウ化カリウム「日医工」 原末 日医工
院内 ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」 日医工
院内 ヨウ素 「コザカイ・M」 吉田製薬
必要時 ヨードコート軟膏 0.9% マルホ
院外 ヨクイニンエキス散 「コタロー」 小太郎漢方製薬
院内 ライゾデグ配合注フレックスタッチ ノボ・ノルディスクファーマ
院内 ラクテック注 500mL 大塚製薬工場
院内 ラクテック注ソフトバッグ 1000mL 大塚製薬
院外 ラクリミン点眼液 0.05% 5mL 参天製薬
院外 ラコールNF配合経腸用半固形剤 300g 大塚製薬工場
院内 ラコールNF配合経腸用液 200mL 大塚製薬工場
必要時 ラジカット点滴静注バッグ 30mg 田辺三菱製薬
院内 ラシックス注 100mg 100mg/10mL 日医工
院内 ラシックス注 20mg 20mg/2mL 日医工
必要時 ラジレス錠 150mg オーファンパシフィック
院内 ラステットSカプセル 25mg 日本化薬
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院内 ラステット注 100mg/5mL 100mg/5mL 日本化薬
必要時 ラスリテック点滴静注用 1.5mg サノフィ
必要時 ラスリテック点滴静注用 7.5mg サノフィ
院内 ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」 参天製薬
院外 ラックビー錠 興和創薬
院内 ラックビー微粒N 興和創薬
院内 ラニラピッド錠 0.05mg 中外製薬
院内 ラピアクタ点滴静注液 バイアル150mg 150mg/15mL 塩野義製薬
院内 ラフチジン錠 10mg「トーワ」 東和薬品
院外 ラベキュアパック 400 EAファーマ
院内 ラベタロール塩酸塩錠 50mg「トーワ」 東和薬品
院外 ラベファインパック EAファーマ
院内 ラベプラゾールNa塩錠 10mg「明治」 Meiji Seikaファルマ
院外 ラベプラゾールNa塩錠 20mg「明治」 Meiji Seikaファルマ
院内 ラボナール注射用 0.5g ニプロESファーマ
院外 ラボナ錠 50mg 田辺三菱製薬
院内 ラミクタール錠 100mg グラクソ・スミスクライン
院内 ラミクタール錠 25mg グラクソ・スミスクライン
院外 ラミクタール錠小児用 2mg グラクソ・スミスクライン
院外 ラミクタール錠小児用 5mg グラクソ・スミスクライン
院内 ラミシールクリーム 1% 10g 田辺三菱製薬
院内 ラミシール外用液 1% 10g 田辺三菱製薬
院外 ラミシール錠 125mg 田辺三菱製薬
院内 ラリキシンドライシロップ小児用 20% 富士フィルム富山化学
院内 ランソプラゾールOD錠 15mg「トーワ」 東和薬品
院内 ランソプラゾールOD錠 30mg「トーワ」 東和薬品
院内 ランタスXR注ソロスター サノフィ
院内 ランタス注100単位/mL 1000単位/10mL サノフィ
院外 ランツジールコーワ錠 30mg 興和創薬
院内 ランマーク皮下注 120mg 第一三共
必要時 リアルダ錠 1200mg 持田製薬
院外 リーゼ顆粒 10% 田辺三菱製薬
院外 リーバクト配合経口ゼリー 20g(=顆粒1包) EAファーマ
院内 リーマス錠 100 大正製薬
院内 リーマス錠 200 大正製薬
院外 リウマトレックスカプセル 2mg ファイザー 
院外 リオナ錠 250mg 鳥居薬品
院外 リオベル配合錠 HD 武田薬品工業 
院外 リオベル配合錠 LD 武田薬品工業 
院内 リオレサール錠 5mg 田辺三菱製薬
院外 リカルボン錠 50mg 小野薬品工業
院内 リキスミア皮下注 300μg サノフィ
院内 リクシアナOD錠30mg、60mg 第一三共
院内 リクラスト点滴静注液5mg 旭化成ファーマ 
院内 リコモジュリン点滴静注用 12800 旭化成ファーマ
院内 リザベンカプセル 100mg キッセイ薬品工業
院外 リザベンドライシロップ 5% キッセイ薬品工業
院外 リザベン細粒 10% キッセイ薬品工業
院外 リザベン点眼液 0.5% 5mL キッセイ薬品工業
院外 リスパダール細粒1% ヤンセンファーマ
院外 リスペリドンOD錠 0.5mg「ヨシトミ」 田辺三菱製薬
院内 リスペリドンOD錠 1mg「ヨシトミ」 田辺三菱製薬
院外 リスペリドンOD錠 2mg「ヨシトミ」 田辺三菱製薬
院外 リスペリドン内用液 1mg/mL「ヨシトミ」 0.5mL/包 田辺三菱製薬
院内 リスペリドン内用液 1mg/mL「ヨシトミ」 1mL/包 田辺三菱製薬
院外 リスミー錠 2mg 共和薬品工業
院内 リズミック錠 10mg 大日本住友製薬
院内 リスモダンR錠 150mg サノフィ
院内 リスモダンカプセル 100mg サノフィ
院外 リスモダンカプセル 50mg サノフィ
必要時 リゾビスト注 富士フイルムRIファーマ
院内 リツキサン点滴静注100mg 100mg/10mL 中外製薬
院内 リツキサン点滴静注500mg 500mg/50mL 中外製薬
院内 リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 100mg/10mL 協和発酵キリン 
院内 リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 500mg/50mL 協和発酵キリン 
院内 リックル配合顆粒 沢井製薬
院内 リドカインテープ18mg「YP」 祐徳
院内 リドカイン静注用 2% シリンジ「テルモ」 5mL テルモ
院内 リトドリン塩酸塩錠 5mg「日医工」 日医工
院内 リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg「日医工」 50mg/5mL 日医工
院内 リドカイン点滴静注液1％｢タカタ｣ 高田製薬
院外 リドメックスコーワクリーム 0.3% 5g 興和創薬
院内 リドメックスコーワローション 0.3% 10g 興和創薬
院外 リドメックスコーワ軟膏 0.3% 5g 興和創薬
院外 リノコートパウダースプレー鼻用 25μg 帝人ファーマ
院内 リパクレオンカプセル 150mg マイラン製薬EPD
必要時 リバスタッチパッチ 13.5mg 小野薬品工業
必要時 リバスタッチパッチ 18mg 小野薬品工業
必要時 リバスタッチパッチ  4.5mg 小野薬品工業
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必要時 リバスタッチパッチ9mg 小野薬品工業
院内 リバロOD錠 1mg 興和創薬
院外 リバロOD錠 2mg 興和創薬
必要時 リピオドール480注 10mL テルモ
院内 リファジンカプセル 150mg 第一三共
院内 リフキシマ錠 200mg あすか製薬
院外 リフラップ軟膏 5% 30g 日本化薬
必要時 リプレガル点滴静注用 3.5mg 大日本製薬
院内 リフレックス錠 15mg Meiji Seikaファルマ
院外 リボスチン点鼻液0.025mg 112噴霧用 日本新薬
院内 リボトリール細粒 0.1% 太陽ファルマ
院内 リボトリール錠 0.5mg 太陽ファルマ
院外 リボトリール錠 1mg 太陽ファルマ
院外 リポバス錠 10 MSD
院外 リポバス錠 5 MSD
院内 リマチル錠 100mg あゆみ製薬
院外 リマチル錠 50mg あゆみ製薬
院内 リマプロストアルファデクス錠 5μg「日医工」 日医工
院外 リムパーザ錠100mg,150mg アストラゼネカ
院内 リュウアト1%眼軟膏 3.5g 参天製薬
院内 硫酸マグネシウム「トミタ」 ファイザー 
院内 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL/管 大塚製薬工場
必要時 流動パラフィン 「マルイシ」 丸石製薬
院内 リュープリンPRO注射用キット 22.5mg 武田薬品工業 
院内 リュープリンSR注射用キット 11.25mg 武田薬品工業 
必要時 リュープリン注射用 1.88 武田薬品工業 
必要時 リュープリン注射用 3.75 武田薬品工業 
院内 リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88「あすか」 あすか製薬
院内 リュープロレリン酢酸塩注射用キット 3.75「あすか」 あすか製薬
院内 リリカOD錠 25mg ファイザー 
院内 リリカOD錠 75mg ファイザー 
必要時 リルテック錠 50 サノフィ
院内 リレンザ 4ブリスター/枚 グラクソ・スミスクライン
院内 リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」 テルモ
院外 リンゼス錠 0.25mg アステラス製薬
院外 リンデロン-DP軟膏 5g 塩野義製薬
院内 リンデロン-VGクリーム 0.12% 5g 塩野義製薬
院内 リンデロン-VGローション 10mL 塩野義製薬
院内 リンデロン-VG軟膏 0.12% 5g 塩野義製薬
院内 リンデロン-Vクリーム 0.12% 5g 塩野義製薬
院内 リンデロン-Vローション 10mL 塩野義製薬
院内 リンデロン-V軟膏 0.12% 5g 塩野義製薬
院外 点眼・点鼻用リンデロンA液 5mL 塩野義製薬
院内 眼・耳科用リンデロンA軟膏 5g 塩野義製薬
院内 リンデロンシロップ 0.01% (0.1mg/mL) 塩野義製薬
院内 リンデロン坐剤 0.5mg 塩野義製薬
院内 リンデロン坐剤 1.0mg 塩野義製薬
院内 リンデロン錠 0.5mg 塩野義製薬
院内 リンデロン注 4mg(0.4%) 4mg/1mL 塩野義製薬
院内 リンパック透析剤TA3 ニプロ
院外 リンラキサー錠 125mg 大正富山医薬品
院外 リンラキサー錠 250mg 大正富山医薬品
院内 リン酸Na補正液 0.5mmol/mL 20mL/管 大塚製薬工場
院外 リン酸水素カルシウム 水和物「ヨシダ」 吉田製薬
必要時 ルーラン錠 4mg 大日本住友製薬
院外 ルコナック爪外用液 5% 佐藤製薬
院外 ルジオミール錠 10mg 田辺三菱
院外 ルジオミール錠 25mg 田辺三菱
院外 ルセフィ錠 2.5mg 大正富山医薬品
院外 ルセフィ錠 5mg 大正富山医薬品
必要時 ルセンティス硝子体内注射液 10mg/mL ノバルティスファーマ
院外 ルナベル配合錠LD 日本新薬
院外 ルナベル配合錠ULD 日本新薬
院外 ルパフィン錠10mg 田辺三菱
院内 ルプラック錠 4mg 富士フィルム富山化学
院外 ルミガン点眼液 0.03% 2.5mL 千寿製薬
必要時 ルミセフ皮下注 210mgシリンジ 協和発酵キリン 
院外 ルリコンクリーム 1% 10g ポーラファルマ
院外 ルリコン液 1% 10mL ポーラファルマ
必要時 レイアタッツカプセル 150mg ブリストル・マイヤーズ　スクイブ
必要時 レイアタッツカプセル 200mg ブリストル・マイヤーズ　スクイブ
院外 レキソタン細粒 1% エーザイ
院内 レキソタン錠 2 エーザイ
院外 レキソタン錠 5 エーザイ
院内 レギチーン注射液5mg ノバルティスファーマ
必要時 レキップCR錠 2mg グラクソ・スミスクライン
必要時 レキップCR錠 8mg グラクソ・スミスクライン
必要時 レキップ錠 0.25mg グラクソ・スミスクライン
必要時 レキップ錠 1mg グラクソ・スミスクライン
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院外 レクサプロ錠 10mg 田辺三菱製薬
必要時 レクシヴァ錠 700 グラクソ・スミスクライン
院外 レクタブル2mg注腸フォーム14回 キッセイ薬品工業
必要時 レクチゾール錠 25mg 田辺三菱製薬
必要時 レグパラ錠 25mg 協和発酵キリン 
院外 レザルタス配合錠HD 第一三共
院内 新レシカルボン坐剤 ゼリア新薬 
院外 レスキュラ点眼液 0.12% 5mL 参天製薬
院外 レスタス錠 2mg 日本ジェネリック
院内 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 10g 興和創薬
院内 レスタミンコーワクリーム 1% 興和創薬
院内 レスピア静注・経口液 60mg ノーベルファーマ
院内 レスプレン錠 20mg 太陽ファルマ
院外 レスプレン錠 30mg 中外製薬
院外 レスミット錠 5 共和薬品工業
院外 レスリン錠 25 MSD
院外 レスリン錠 50 MSD
必要時 レゾルシン「純生」 日興製薬販売
必要時 レダマイシンカプセル 150mg ポーラファルマ
必要時 レトロビルカプセル 100mg グラクソ・スミスクライン
必要時 レナデックス錠 4mg セルジーン
必要時 レパーサ皮下注 140mgペン アステラス製薬
必要時 レバチオ錠 20mg ファイザー 
院内 レバミピドOD錠100mg「YD」 陽進堂
院外 レビトラ錠 10mg バイエル薬品
院外 レビトラ錠 5mg バイエル薬品
必要時 レブラミドカプセル 5mg セルジーン
院内 レペタン坐剤 0.2mg 大塚製薬
必要時 レベトールカプセル 200mg MSD
院内 レベミル注 フレックスペン 300単位/3mL ノボ・ノルディスクファーマ
院外 レベミル注 ペンフィル 300単位/3mL ノボ・ノルディスクファーマ
院外 レボトミン錠 50mg 田辺三菱製薬
必要時 レボビスト 注射用 バイエル薬品
院内 レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」 第一三共エスファ
院内 レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」 わかもと
院内 レボフロキサシン点滴静注500mg/20mL「DSEP」 第一三共エスファ
院内 レボホリナート点滴静注用 100mg「NP」 ニプロ
院内 レボホリナート点滴静注用 25mg「NP」 ニプロ
必要時 レボレード錠 12.5mg/25mg ノバルティスファーマ
院外 レミカットカプセル 1mg 興和創薬
必要時 レミケード点滴静注用 100 田辺三菱製薬
院外 レミッチOD錠2.5μg 鳥居薬品
院外 レミニールOD錠 12mg 武田薬品工業 
院内 レミニールOD錠 4mg 武田薬品工業 
院内 レミニールOD錠 8mg 武田薬品工業 
院内 レミフェンタニル静注用5ｍｇ「第一三共」 第一三共
院外 レリフェン錠 400mg 三和化学研究所
院外 レルパックス錠 20mg ファイザー 
院内 レルベア100エリプタ30吸入用 グラクソ・スミスクライン
院内 レルベア200エリプタ30吸入用 グラクソ・スミスクライン
必要時 レンビマカプセル 10mg エーザイ
必要時 レンビマカプセル 4mg エーザイ
必要時 ロイケリン散 10% 大原薬品工業
院内 ロイコボリン錠 25mg ファイザー 
必要時 ロイコボリン錠 5mg ファイザー 
院内 ロイコボリン注 3mg 3mg/1mL ファイザー 
院内 ロイコン錠 10mg 大原薬品工業
必要時 ロイスタチン注 8mg ヤンセンファーマ
必要時 ロイナーゼ注用 5000 5000KU 協和発酵キリン 
院外 ローコール錠 10mg ノバルティスファーマ
院外 ローコール錠 30mg ノバルティスファーマ
院内 ロートエキス散「ホエイ」 ファイザー 
仮採用 ローブレナ錠２５mg ファイザー
仮採用 ローブレナ錠１００mg ファイザー
必要時 ロカイン注1% 50mg/5mL 扶桑薬品工業
院内 ロカルトロールカプセル 0.25 杏林製薬
院外 ロカルトロールカプセル 0.5 杏林製薬
院外 ロキソニンテープ100mg 7枚/袋 第一三共
院内 ロキソプロフェンNa錠 60mg「トーワ」 東和薬品
院内 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「FK」 JMS
院外 ロコアテープ 大正富山
院内 ロコイドクリーム0.1% 5g 鳥居薬品
院内 ロコイド軟膏0.1% 5g 鳥居薬品
院外 ロコルナール錠 100mg 持田製薬
院内 ロサルタンK錠 25mg「EE」 エルメッドエーザイ
院外 ロサルタンK錠 50mg「EE」 エルメッドエーザイ
必要時 ロゼックスゲル0.75% マルホ
院内 ロゼレム錠 8mg 武田薬品工業 
必要時 ロタリックス内用液 グラクソ・スミスクライン
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院外 ロトリガ粒状カプセル 2g 2g/包 武田薬品工業 
院内 ロピオン静注50mg 50mg/5mL 科研製薬
院外 ロプレソール錠 20mg 田辺三菱製薬
院内 ロペミンカプセル 1mg ヤンセンファーマ
院内 ロペミン細粒 0.1% ヤンセンファーマ
必要時 ロミプレート皮下注 250μg 協和発酵キリン 
院内 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 沢井製薬
院外 ロラメット錠 1.0 あすか製薬
院外 ロルカム錠 4mg 大正富山医薬品
院外 ロレルコ錠 250mg 大塚製薬
院外 ロンゲス錠 10mg 共和薬品工業
院外 ロンゲス錠 20mg 共和薬品工業
院外 ロンゲス錠 5mg 共和薬品工業
院外 ロンサーフ配合錠 T15 大鵬薬品工業
院外 ロンサーフ配合錠 T20 大鵬薬品工業
院外 ロンミールカプセル 200mg ファイザー 
院内 ワーファリン錠 0.5mg エーザイ
院内 ワーファリン錠 1mg エーザイ
院内 ワーファリン錠 5mg エーザイ
院内 ワーファリン顆粒 0.2% エーザイ
院内 ワイスタール配合静注用 1g ニプロ
院内 ワイドシリン細粒 20% 200mg/1g Meiji Seikaファルマ
院内 ワゴスチグミン注 2mg 2mg/4mL 共和薬品工業
院内 ワコビタール坐剤 15 和光堂
院内 ワソラン静注 5mg 5mg/2mL エーザイ
院外 ワントラム錠100mg 日本新薬
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