
薬品名 厚生省ｺｰﾄﾞ 採用区分

【瓶】ヘパリンNa注5000単位／５ｍｌ 3334401A5062 院内のみ
０．５％キシロカインＥ注２０ｍｌ（冷） 1214400A1022 院内のみ
０．５％キシロカインポリアンプ注５ｍｌ 1214400A5052 院内のみ
１％カルボカイン１００ｍｌ 1214402A2028 院内のみ
１％カルボカイン注１０ｍｌ 1214402A2028 院内のみ
１％キシロカインＥ注２０ｍｌ（冷） 1214400A2029 院内のみ
１％キシロカインポリアンプ注１０ｍｌ 1214400A8051 院内のみ
１％ディプリバン注キット 1119402G2021 院内のみ
1％プロポフォール100mL「マルイシ」 1119402A3025 院内のみ
１％プロポフォール注２０ｍｌ（冷） 1119402A1030 院内のみ
１０％トランサミン注１ｇ 3327401A4185 院内のみ
１０％塩化ナトリウム注射液２０ｍＬ 3311400A1068 院内のみ
２％キシロカインポリアンプ注１０ｍｌ 1214400H1055 院内のみ
２％キシロカイン静注用 1214401A5022 院内のみ
２０％ブドウ糖液　２０ｍｌ 3231401H1033 院内のみ
２０％マンニットール注射液「ＹＤ」３００ｍＬ 2190400A3077 院内のみ
５％キリット注 3234400H2045 院内のみ
５％トランサミン注２５０ｍｇ／５ｍＬ 3327401A1127 院内のみ
５％ブドウ糖液　１００ｍｌ 3231401A2066 院内のみ
５％ブドウ糖液　２０ｍｌ 3231401A1094 院内のみ
５％ブドウ糖液　２５０ｍｌ 3231401J6029 院内のみ
５％ブドウ糖液　５００ｍｌ 3231401Q3028 院内のみ
５％ブドウ糖液　５０ｍｌ 3231401Q6043 院内のみ
５０％ブドウ糖液　２０ｍｌ 3231401H7023 院内のみ
５０％ブドウ糖液２００ｍｌ 3231401J3038 院内のみ
５－ＦＵ注１０００ｍｇ 4223401A3022 院内のみ
５‐ＦＵ注協和　２５０ｍｇ 4223401A4029 院内のみ
ＤＴビック 636140AA5020 院内のみ
ＨＢグロブリン２００（冷） 6343423X1050 院内のみ
ＨＣＧモチダ筋注用５千単位 2413402X4110 院内のみ
ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット/20mL 3319402G4024 院内のみ
ＫＮ１号輸液２００ｍｌ 3319501A4041 院内のみ
ＫＮ１号輸液５００ｍｌ 3319501A3045 院内のみ
ＫＮ３号輸液５００ｍｌ 3319513A3064 院内のみ
ＫＮ４号輸液　５００ｍｌ 3319523A3041 院内のみ
ＫＮＭＧ３号５００ｍｌ 3319522A4035 院内のみ
ＫＮ補液３号　２００ｍｌ 3319513A4060 院内のみ
ＬＨ‐ＲＨ注射液タナベ0.1mg/1mL 7223400A1037 院内のみ
ＰＮツイン１号１０００ｍｌ 3259515G1039 院内のみ
ＰＮツイン２号１１００ｍｌ 3259515G2035 院内のみ
ＰＮツイン３号１２００ｍｌ 3259515G3031 院内のみ
アービタックス注射液１００ 4291415A1021 院内のみ
アイエーコール１００ｍｇ 4291401D1026 院内のみ
アキネトン注射液5mg/A 1162400A1059 院内のみ
アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター 6399421G2029 院内のみ
アクトヒブ（冷所） 631140CD1029 院内のみ
アクプラ静注用１００ｍｇ 4291405F3028 院内のみ
アクプラ静注用１０ｍｇ 4291405F1025 院内のみ
アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ（ゾビラックス） 6250401F1228 院内のみ
アスコルビン酸注５００ｍｇ 3140400A4017 院内のみ
アスファーゲン静注２０ｍＬ(強ミノ) 3919502A1392 院内のみ
アセリオ静注液1000㎎/100mL V 1141400A1024 院内のみ
アセリオ静注液1000㎎バッグ 1141400A2020 院内のみ
アタラックスＰ注２５ｍｇ 1179401A1026 院内のみ
アタラックスＰ注５０ｍｇ 1179401A2022 院内のみ
アデホスＬ注　２０ｍｇ 3992400A2138 院内のみ
アデラビン９号 3262400A2165 院内のみ
アドナ注　５０ｍｇ 3321401A3142 院内のみ



アトニン－Ｏ　５単位 2414400A2075 院内のみ
アドリアシン注　１０ｍｇ 4235402D1030 院内のみ
アドリアシン注用５０ 4235402D2036 院内のみ
アナフラニール注射液 1174401A1038 院内のみ
アナペイン注０．２％　　　２ｍｇ／ｍｌ　１００ｍｌ 1214405A2021 院内のみ
アネキセート注０．５ｍｇ 2219403A1027 院内のみ
アバスチン点滴静注用１００ 4291413A1022 院内のみ
アバスチン点滴静注用４００ 4291413A2029 院内のみ
アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ 4240409D1023 院内のみ
アプレゾリン注射用 2142400D1049 院内のみ
アミサリン注 2121400A2030 院内のみ
アミパレン　２００ｍｌ 3253406A4034 院内のみ
アリナミンＦ５０注 3122401A4021 院内のみ
アリムタ注射用１００ｍｇ 4229401D2026 院内のみ
アリムタ注射用５００ｍｇ 4229401D1020 院内のみ
アルギニン注３００ｍｌ 7223404A2031 院内のみ
アルツディスポ関節注２５ｍｇ 3999408G1247 院内のみ
アルブミナー５％　２５０ｍｌ（血） 6343410X2106 院内のみ
アルプロスタジル注10μｇ「ＭＥＤ」2mL/A(パルクス) 2190406A2108 院内のみ
アレビアチン注 1132400A1033 院内のみ
アロキシ静注0.75mg 2391404A1020 院内のみ
アンカロン注150 2129410A1028 院内のみ
アンチレクス 7229401A1035 院内のみ
イスコチン注　１００ｍｇ 6222400A1035 院内のみ
イノバンシリンジ０．６％ 2119402P5025 院内のみ
イムノブラダー膀注用８０ｍｇ 院内のみ
イメンドカプセル125ｍｇ 2391008M2028 院内のみ
イモバックスポリオ皮下注 631340UG1024 院内のみ
インジゴカルミン注 7225400A1040 院内のみ
インダシン静注用 2190411F1037 院内のみ
インデラル注射液　２ｍｇ 2123402A1020 院内のみ
イントラリポス１０％ 250ml/袋 3299504A4032 院内のみ
インフルエンザＨＡワクチン 631340FA1055 院内のみ
ヴェノグロブリンＩＨ　５ｇ（冷血） 6343428A4033 院内のみ
ヴェノグロブリンＩＨ２．５ｇ（冷血） 6343428A2057 院内のみ
ウテロン注（ウテメリン）（冷所保存） 2590402A1199 院内のみ
ウロキナーゼ注６００００ 3954400D4071 院内のみ
ウロミテキサン注１００ｍｇ 3929406A1020 院内のみ
ウロミテキサン注４００ｍｇ 3929406A2026 院内のみ
エクザール注１０ｍｇ（冷） 4240401D2031 院内のみ
エクサシン注射液 200mg 6123404A1078 院内のみ
エスポー注750単位/0.5mL(冷) 3999412A7028 院内のみ
ｴｽﾎﾟｰ皮下用24000ｼﾘﾝｼﾞ 3999412G7020 院内のみ
エスラックス静注５０ｍｇ/5mL 1229405A2024 院内のみ
ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ点滴静注液ﾊﾞｯｸﾞ30ｍｇ「日医工」(ﾗｼﾞｶｯﾄ) 1190401G1115 院内のみ
エピルビシン注１０ｍｇ 4235404D1063 院内のみ
エピルビシン注５０ｍｇ 4235404D2060 院内のみ
エポジン注シリンジ１５００単位 3999413G2031 院内のみ
エポジン注シリンジ３０００単位 3999413G3038 院内のみ
エホチール注射液 2119401A1057 院内のみ
エラプレース点滴静注６ｍｇ（冷） 3959413A1029 院内のみ
エルネオパＮＦ１号輸液　１０００ｍＬ 3259533G1029 院内のみ
エルネオパＮＦ１号輸液　１５００ｍＬ 3259533G2025 院内のみ
エルネオパＮＦ１号輸液　２０００ｍＬ 3259533G3021 院内のみ
エルネオパＮＦ２号輸液　１０００ｍＬ 3259534G1023 院内のみ
エルネオパＮＦ２号輸液　１５００ｍＬ 3259534G2020 院内のみ
エルネオパＮＦ２号輸液　２０００ｍＬ 3259534G3026 院内のみ
エルプラット点滴静注液１００ｍｇ 4291410A2025 院内のみ
エルプラット点滴静注液５０ｍｇ 4291410A1029 院内のみ



エンドキサン注５００ｍｇ 4211401D2021 院内のみ
オーツカＭＶ注 3179513A1026 院内のみ
オザグレルＮａ静注用２０ｍｇ「日医工」(キサンボン) 3999411D1200 院内のみ
オノアクト点滴静注用５０ｍｇ 2123404D1033 院内のみ
オビソート注射用 1232400X1031 院内のみ
オフサグリーン静注用２５ｍｇ 7290412F1021 院内のみ
オプジーボ点滴静注１００ｍｇ 4291427A2020 院内のみ
オプジーボ点滴静注２０ｍｇ 4291427A1024 院内のみ
オリベス点滴用1%200ml 1214404A2027 院内のみ
オルダミン注射用 3329404D1032 院内のみ
オレンシア皮下注１２５ｍｇシリンジ１ｍＬ 3999429G1028 院内のみ
オンコビン注１ｍｇ（冷） 4240400D1030 院内のみ
カーボスター透析剤Ｌ（６Ｌ） 3410535A1025 院内のみ
カーボスター透析剤Ｐ 3410537D1020 院内のみ
カコージン注１００ｍｇ／5mL（イノバン） 2119402A1310 院内のみ
カドサイラ点滴静注用100mg 4291426D1026 院内のみ
カドサイラ点滴静注用160mg 4291426D2022 院内のみ
ガベキサートメシル酸塩　１００ｍｇ（エフオーワイ） 3999403D1280 院内のみ
ガベキサートメシル酸塩注５００ｍｇ（エフオーワイ） 3999403D2090 院内のみ
カルセド注射用２０ｍｇ 4235406D1020 院内のみ
カルセド注射用５０ｍｇ 4235406D2026 院内のみ
カルチコール注射液 3213400A2047 院内のみ
カルボプラチン１５０ｍｇ 4291403A2092 院内のみ
カルボプラチン４５０ｍｇ 4291403A3099 院内のみ
カルボプラチン５０ｍｇ 4291403A1096 院内のみ
カンプト注　１００ｍｇ 4240404A2047 院内のみ
カンプト注　４０ｍｇ 4240404A1040 院内のみ
キイトルーダ点滴静注１００mg zzzzzzzzzzzz 院内のみ
キイトルーダ点滴静注２０mg zzzzzzzzzzzz 院内のみ
キシロカインビスカス２％ 院内のみ
キドミン　２００ｍｌ 3253414A1030 院内のみ
キュビシン静注用３５０ｍｇ（冷） 6119402D1021 院内のみ
グラニセトロン注１ｍｇ 2391400G3027 院内のみ
クラビット点滴静注５００ｍｇ 6241402A1021 院内のみ
クリアクター注８０万 3959407D2034 院内のみ
グリセオール注　２００ｍｌ 2190501A4084 院内のみ
グリセリン 院内のみ
クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ 6112401A2158 院内のみ
グルカゴンＧ注（冷） 7229402D1036 院内のみ
クレキサン皮下注キット　　　２０００ＩＵ 3334406G1020 院内のみ
ケイツーＮ注10mg/2mL(遮光) 3160401A6041 院内のみ
ケナコルト－Ａ皮内用関節腔内用水懸注50ｍｇ/5ML 2454402A2037 院内のみ
ゲムシタビン点滴静注用１ｇ 4224403D2061 院内のみ
ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ 4224403D1065 院内のみ
ゲンタシン注40mg/1mL 6134407A2071 院内のみ
コアテック注 5mg/5mL 2119407A1020 院内のみ
コアベータ静注用１２．５ｍｇ 2123404D2021 院内のみ
コスメゲン静注用０．５ｍｇ 4233400D1036 院内のみ
ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ　１２０ｍｇ 2499412D2020 院内のみ
ゴナックス皮下注用８０ｍｇ　８０ｍｇ 2499412D1024 院内のみ
コントミン注 25mg 1171400A2054 院内のみ
ザイボックス注射液６００ｍｇ 6249401A1025 院内のみ
サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ 4291429A1023 院内のみ
サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ 4291429A2020 院内のみ
サンドスタチン注射液１００μｇ 2499403A2033 院内のみ
ジアグノグリーン注 7224400A1034 院内のみ
ジェービックＶ（日本脳炎ワクチン） 6313410D1022 院内のみ
シオゾール注２５ｍｇ 4420402A2038 院内のみ
ジオン注　無痛化剤付 2559500A1023 院内のみ



ジギラノゲンＣ注射液 2113401A1053 院内のみ
シグマート注４８ｍｇ（冷） 2171406D3024 院内のみ
ジゴシン注０．２５ｍｇ 2113400A1032 院内のみ
シスプラチン注１０ｍｇ／ｖ 4291401A1119 院内のみ
シスプラチン注２５ｍｇ／ｖ 4291401A2115 院内のみ
シスプラチン注５０ｍｇ／ｖ 4291401A3111 院内のみ
シナジス筋注液１００ｍｇ 6250404A2026 院内のみ
シナジス筋注液５０ｍｇ 6250404A1020 院内のみ
シベノール注射液７０ｍｇ 2129405A1035 院内のみ
シムジア皮下注２００ｍｇシリンジ 3999437G1022 院内のみ
シンビット静注用５０ｍｇ 2129407D1030 院内のみ
シンポニー皮下注５０ｍｇシリンジ５０ｍｇ０．５ｍＬ 3999433G1024 院内のみ
スキサメトニウム注射液４０ｍｇ（毒薬・冷所保存） 1224400A2041 院内のみ
ズファジラン注５ｍｇ 2172400A1033 院内のみ
スプレキュアＭＰ皮下注用１．８ 2499405G1039 院内のみ
スミフェロンＤＳ注３００万単位（冷） 6399404A5030 院内のみ
スルバシリン静注用０．７５ｇ／ｖ（ユナシンＳ） 6139504F1065 院内のみ
スルバシリン静注用１．５ｇ（ユナシンＳ） 6139504F2088 院内のみ
セファゾリンNaバッグ１ｇ（セファメジンキットα） 6132401G3087 院内のみ
セファゾリンＮａ注射用１ｇ「ＮＰ」(セファメジン) 6132401D3200 院内のみ
セファランチン注１０ｍｇ 2900400A2034 院内のみ
セフォタックス注０．５ｇ 6132409D1041 院内のみ
セフォチアム　バイアル１ｇ（パンスポリン） 6132400F3192 院内のみ
セフォチアム塩酸塩点滴静注用１ｇバッグ「ＮＰ」 6132400G3058 院内のみ
セフタジジム静注用１ｇ(モダシン) 6132418F2153 院内のみ
セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ（ロセフィン） 6132419F2140 院内のみ
セフメタゾールＮａバッグ　　　１ｇ 6132408G3038 院内のみ
セフメタゾン静注用　１ｇ 6132408F3059 院内のみ
セフメタゾン静注用０．５ｇ 6132408F2028 院内のみ
セルシン注射液　１０ｍｇ 1124402A2053 院内のみ
セルシン注射液　５ｍｇ 1124402A1030 院内のみ
セレネース注射液 1179404A1070 院内のみ
ソセゴン注射液　１５ｍｇ/1mL 1149401A1027 院内のみ
ソナゾイド注射用１６μＬ 7290414D1038 院内のみ
ゾメタ点滴静注用４ｍｇ　５ｍＬ 3999423A1044 院内のみ
ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ 2499406G3028 院内のみ
ソル・コーテフ　１００ｍｇ 2452400D1084 院内のみ
ソル・コーテフ　５００ｍｇ 2452400D6060 院内のみ
ソル・メドロール注　５００ｍｇ 2456400D3094 院内のみ
ソル・メドロール注１０００ｍｇ 2456400D4074 院内のみ
ソル・メルコート１２５ｍｇ（ソル・メドロール注） 2456400D2071 院内のみ
ソルダクトン注２００ｍｇ 2133400D2097 院内のみ
ソルデム６　２００ｍｌ 3319523A4030 院内のみ
ソルラクトＤ輸液　５００ｍＬ 3319537A2047 院内のみ
タケプロン静注用　３０ｍｇ 2329404F1020 院内のみ
タゾピペ配合静注用2.25(ゾシン) 6139505F3100 院内のみ
タゾピペ配合点滴静注用バック゜4.5(ゾシン) 6139505G1049 院内のみ
タチオン注射用　２００ｍｇ 3922400D3128 院内のみ
タンデトロン注２０　　　　（プロスタンディン） 2190402D3056 院内のみ
ダントリウム注射用２０ｍｇ 1229402D1039 院内のみ
タンボコール注５０ｍｇ 2129406A1030 院内のみ
ツインパル５００ｍｌ 3259518G1059 院内のみ
ツベルクリン一般用（冷） 6393401X2028 院内のみ
テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「トーワ」 6119401D1108 院内のみ
デキサート（デカドロン）注６．６ｍｇ 2454405H5038 院内のみ
デキサート注３．３ｍｇ 2454405H3035 院内のみ
テタノブリンＩＨ（冷）２５０単位 6343433A1035 院内のみ
テトラビック皮下注シリン(4混) 636140DG1021 院内のみ
デノシン点滴静注用５００ｍｇ 6250402F1036 院内のみ



テリボン皮下注用５６．５μｇ(溶解液添付) 2439401D2024 院内のみ
テルフィス　２００ｍｌ　　（アミノレバン） 3253404A3063 院内のみ
テルフィス　５００ｍｌ　　（アミノレバン） 3253404A4060 院内のみ
ドキシル注　２０ｍｇ 4235402A1025 院内のみ
ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ヤクルト」 4240405A3129 院内のみ
ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ヤクルト」 4240405A4125 院内のみ
ドブトレックス注100㎎/5ｍL 2119404A1026 院内のみ
ドブポン注０．６％シリンジ 2119404G7027 院内のみ
ドプラム注射液 2219400A1031 院内のみ
トラマール注１００ 1149400A1049 院内のみ
ドルミカム注射液１０ｍｇ/2mL 1124401A1052 院内のみ
ドロレプタン注射液２５ｍｇ 1119401A1036 院内のみ
ナオタミン１０ｍｇ注射用　（フサン） 3999407D1041 院内のみ
ナオタミン注射用　５０ｍｇ（フサン） 3999407D2048 院内のみ
ナベルビン注１０ｍｇ（冷） 4240407A1028 院内のみ
ナベルビン注４０ｍｇ（冷） 4240407A2024 院内のみ
ニトロール注 2171404A1026 院内のみ
ニトログリセリン注２５ｍｇ／５０ｍＬシリンジ 2171403G1024 院内のみ
ニューモバックスＮＰ（大人用肺炎球菌ワクチン） 6311400A1037 院内のみ
ネオシネジンコーワ注１ｍｇ 2160400A1032 院内のみ
ネオフィリン注２５０ｍｇ 2115400A1193 院内のみ
ネスプ注射液２０μｇ／０．５ｍＬシリンジ 3999425S7020 院内のみ
ネスプ注射液３０μｇ／０．５ｍＬシリンジ 3999425S8027 院内のみ
ネスプ注射液６０μｇ／０．５ｍＬプラシリンジ 3999425U1023 院内のみ
ノイアート５００（冷血） 6343424D2080 院内のみ
ノイアート静注用１５００単位（冷血） 6343424D3035 院内のみ
ノイロトロピン特号　３ｃｃ 1149601A2062 院内のみ
ノーベルバール注２５０ｍｇ 1139400F1023 院内のみ
ノバスタンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ 2190408A2034 院内のみ
ノボ・硫酸プロタミン静注用１００ｍｇ 3329403A1040 院内のみ
ノルアドリナリン 2451401A1034 院内のみ
パージェタ　420mg 4291424A1020 院内のみ
ハーセプチン注１５０（冷） 4291406D4028 院内のみ
ハーセプチン注６０（冷） 4291406D3021 院内のみ
ハイカムチン注射用1.1mg 4240408D1037 院内のみ
ハイカリックＮＣＨ７００ｍｌ 3239514X1058 院内のみ
ハイカリックＮＣＬ７００ｍｌ 3239512X1059 院内のみ
ハイカリックＮＣＮ７００ｍｌ 3239513X1053 院内のみ
ハイカリックＲＦ　２５０ｍｌ 3239527A1036 院内のみ
ハイカリックＲＦ５００ｍｌ 3239527A2032 院内のみ
ハイドロコートン注射液１００ｍｇ 2452402A2040 院内のみ
バクトラミン注 6419500A1020 院内のみ
パクリタキセル注１００ｍｇ 4240406A2046 院内のみ
パクリタキセル注３０ｍｇ 4240406A1040 院内のみ
パシル点滴　３００ｍｇ 6241401G1020 院内のみ
パシル点滴５００ｍｇ 6241401G2026 院内のみ
ハプトグロビン注（冷血）２０００単位／１００ｍＬ 6343419X1038 院内のみ
ハベカシン注７５ｍｇ/1.5mL 6119400A1069 院内のみ
パム注射液住友５００ｍｇ 3929401A1035 院内のみ
ハラヴェン静注１ｍｇ 4291420A1022 院内のみ
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 6113400A1189 院内のみ
パントール注射液１００ｍｇ/1mL 3133401A1042 院内のみ
ハンプ注射用　１０００μｇ 2179400D1022 院内のみ
ビーフリード点滴静注用１Ｌ 3259529G1030 院内のみ
ビカネイト輸液　５００ｍＬ 3319564A1021 院内のみ
ビクシリン注射用　1ｇ 6131400D3100 院内のみ
ピシバニール 0.5KE(冷所保存) 4299400D2034 院内のみ
ピシバニール注射液５ＫＥ（冷） 4299400D4037 院内のみ
ビソルボン注射液 2234400A1062 院内のみ



ビタメジン静注用 3179506F1023 院内のみ
ピトレシン注射液（冷） 2414402A1035 院内のみ
ピノルビン注１０ｍｇ（冷） 4235403D1050 院内のみ
ピノルビン注２０ｍｇ（冷） 4235403D2057 院内のみ
ピペラシリンＮａ注射用１ｇ（ペントシリン） 6131403D1225 院内のみ
ピペラシリンＮａ注射用２ｇ（ペントシリン） 6131403D2221 院内のみ
ヒューマリンＮ注１００単位／ｍＬ 2492403A3047 院内のみ
ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ 2492403A4051 院内のみ
ヒルトニン０．５ｍｇ注射液 7223401A1104 院内のみ
ファーストシン静注用１ｇ 6132426F2026 院内のみ
ファンガード点滴用　７５ｍｇ 6179400D2027 院内のみ
ファンギゾン　５０ｍｇ（冷所保存） 6173400D1035 院内のみ
フィジオ１４０（５００ｍＬ袋） 3319561A2032 院内のみ
フィニバックス注０．２５ｇ 6139402D1032 院内のみ
ブイフェンド２００ｍｇ静注用 6179401F1026 院内のみ
フィブロガミンＰ（冷所、血液製剤） 6343431D2020 院内のみ
フィルグラスチムＢＳ注７５μｇｼﾘﾝｼﾞ「ﾓﾁﾀﾞ」0.3mL 3399408G1031 院内のみ
フェジン 3222400A1058 院内のみ
フェソロデックス筋注２５０ｍｇ（冷） 4291421G1020 院内のみ
フェノバール注射液　100mg 1125402A1054 院内のみ
フエロン３００万単位（冷所） 6399402D2054 院内のみ
ブスコパン注射液 1242401A1315 院内のみ
フラビタン注射液１０ｍｇ/1mL 3131400A4182 院内のみ
プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ 3999435G1023 院内のみ
ブリディオン静注２００ｍｇ 3929409A1023 院内のみ
プリンペラン注射液 2399401A1083 院内のみ
フルオレサイト静注５００ｍｇ 7290402A2035 院内のみ
ブルフェン錠１００ 1149001F1455 院内のみ
フルマリンキット注1g 6133401G1022 院内のみ
フルマリン注０．５ｇ 6133401F1027 院内のみ
プレアミン‐Ｐ注射液　２００ｍＬ 3253412A2029 院内のみ
ブレオ注射用１５ｍｇ 4234400D5039 院内のみ
フレスミンＳ注１０００μｇ 3136401A1192 院内のみ
プレセデックス静注液200μg「マルイシ」/2mL 1129400A1038 院内のみ
プレベナー１３水性懸濁注(原則小児) 631140EC1022 院内のみ
プロジフ注１００mg/1.25mL（冷） 6290402A1026 院内のみ
ﾌﾟﾛｽﾀﾙﾓﾝ･F注 1000μg 2499401A2050 院内のみ
プロスタンディン注500μg 2190402D2092 院内のみ
フロセミド注射液２０ｍｇ「日医工」2mL/A 2139401A2196 院内のみ
プロタノールＬ注0.2mg 2119400A1036 院内のみ
ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ 4291417A1020 院内のみ
ベクティビックス点滴静注４００ｍｇ 4291417A2027 院内のみ
ベクロニウム静注用４ｍｇ「Ｆ」 1229403F1050 院内のみ
ベナンバックス注用３００ｍｇ 6419400D1037 院内のみ
ペニシリンＧカリウム注１００万単位 6111400D3051 院内のみ
ﾍﾊﾟﾘﾝNa500単位/mlｼﾘﾝｼﾞ｢透析用｣ 10ml 3334402G5043 院内のみ
ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オー 3334402G4071 院内のみ
ヘブスブリンＩＨ注１０００単位（冷血） 6343436A1039 院内のみ
ヘプタバックス‐Ⅱ(HBワクチン)（冷） 6313402A2045 院内のみ
ペルカミンエス注射液 1213400A1033 院内のみ
ペルジピン注射液 10mg 2149400A2023 院内のみ
ヘルベッサー注射用１０　１０ｍｇ 2171405D4050 院内のみ
ホストイン静注７５０ｍｇ 1132401A1020 院内のみ
ホスミシンＳ静注用２ｇ 6135400F3178 院内のみ
ホスミシンＳ注５００ｍｇ 6135400F1051 院内のみ
ボスミン注 2451400A1030 院内のみ
ポプスカイン０．７５％注１５０ｍｇ／２０ｍＬ 1214407A3027 院内のみ
ボルベン輸液６％ ５００ｍＬ 3319408A1020 院内のみ
ボンビバ静注１ｍｇシリンジ 3999438G1027 院内のみ



マーカイン脊麻用０．５％高比重４ｍｌ 1214403A4025 院内のみ
ﾏｰｶｲﾝ脊麻用0.5%等比重4ml 1214403A5021 院内のみ
マイトマイシン注用１０ｍｇ 4231400D2038 院内のみ
マイトマイシン注用２ｍｇ 4231400D1031 院内のみ
マキシピーム注射用　１ｇ 6132425D2020 院内のみ
マグセント注　１００ｍｌ 2590500A1023 院内のみ
マグネゾール20mL/A 1244400A1030 院内のみ
マルトス‐１０％　５００ｍｌ 3233400A4077 院内のみ
ミネリック－５シリンジ/2mL（エレメンミック） 3229501G1089 院内のみ
ミノサイクリン１００ｍｇ点滴静注用（ミノマイシン） 6152401F1111 院内のみ
ミラクリッド注射液５万単位/1mL 3999405A2077 院内のみ
ミルセラ注シリンジ１００μｇ 3999432G4029 院内のみ
ミルセラ注シリンジ１５０μｇ 3999432G5025 院内のみ
ミルセラ注シリンジ５０μｇ 3999432G2026 院内のみ
メイロン　２０ｍｌ 3929400A3238 院内のみ
メイロン　２５０ｍｌ 3929400H2035 院内のみ
メキシチール注射液 2129403A1044 院内のみ
メソトレキセート５０ｍｇ 4222400D2020 院内のみ
メチコバール注500μg 3136403A1140 院内のみ
メチルエルゴメトリン注０．２ｍｇ「あすか」 2531401A1142 院内のみ
メチロン注 25% 1144400A2138 院内のみ
メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ファイザー」５００mg 6139400D2129 院内のみ
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ 4299405D1022 院内のみ
ラクテック注５００ｍｌ 3319534A4046 院内のみ
ラステット注 4240403A2042 院内のみ
ラニチジン注射液５０ｍｇ ２ｍＬ/A 2325402A1041 院内のみ
ラピアクタ点滴用１５０ｍｇ 6250405A1032 院内のみ
ラボナール０．３ｇ 1115400X1027 院内のみ
ランマーク皮下注１２０ｍｇ 3999435A1020 院内のみ
リクラスト点滴静注用5mg zzzzzzzzzzzz 院内のみ
リコモジュリン点滴静注用１２８００ 3339401D1027 院内のみ
リスモダンＰ静注５０ｍｇ 2129401A1070 院内のみ
リツキサン注　500mg 4291407A2023 院内のみ
リツキサン注１００ｍｇ 4291407A1027 院内のみ
リピオドール４８０注１０ｍＬ　１０ｍＬ１管 7211404X1037 院内のみ
リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ 2499407G4029 院内のみ
リュープリンＳＲキット注　１１．２５ｍｇ 2499407G3030 院内のみ
リュープロレリン酢酸塩注射用ｷｯﾄ1.88㎎「あすか」 2499407G1046 院内のみ
リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍｇ 2499407G2042 院内のみ
リンデロン懸濁注　２．５ｍｇ 2454408C1020 院内のみ
リンデロン注　４ｍｇ 2454404A2060 院内のみ
リンデロン注２ｍｇ 2454404A1064 院内のみ
リン酸Ｎａ補正液１０ｍｍｏＬ／２０ｍＬ 3319407A1025 院内のみ
レスタミンコーワ錠　１０㎎ 4411001F1040 院内のみ
レスピア静注・経口液60mg/3mL 2115405A1021 院内のみ
レプチラーゼＳ注（冷） 3329402A1037 院内のみ
レベミル注フレックスペン（３００単位／筒） 2492417G1030 院内のみ
レボホリナート１００ｍｇ 3929407D2060 院内のみ
レボホリナート２５ｍｇ 3929407D1136 院内のみ
レミケード点滴静注用１００ 2399402F1026 院内のみ
ロイコボリン筋注用 3929403A1034 院内のみ
ロカイン注１％　５ｍｌ 1211401A6078 院内のみ
ロカルトロール注０．５μｇ 3112402A1020 院内のみ
ロピオン注 1149407A1040 院内のみ
ワソラン注 2129402A1040 院内のみ
ヱフェドリン注40mg 2221400A2060 院内のみ
亜鉛華デンプン 2649705X1040 院内のみ
塩酸ナロキソン注0.2mg 2219402A1030 院内のみ
乾燥まむしウマ抗毒素　６０００単位（冷所保存） 6331412X1027 院内のみ



乾燥弱毒生【風しん】ワクチン「タケダ」（冷所保存） 631340BD1053 院内のみ
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」（冷所保存 631340AD1040 院内のみ
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」（冷所保存） 631340ED1022 院内のみ
献血アルブミン２０％静注１０ｇ／５０ｍＬ「ＪＢ」 6343410X6179 院内のみ
献血アルブミン２０％静注４ｇ／２０ｍＬ「ＪＢ」 6343410X3129 院内のみ
献血ヴェノグロブリンＩＨ　0.5ｇ（冷血） 6343428A1050 院内のみ
抗Ｄ人免疫グロブリン（冷血） 6343407X2058 院内のみ
水溶性プレドニン１０ｍｇ 2456405D1027 院内のみ
水溶性プレドニン２０ｍｇ 2456405D2023 院内のみ
生食注　１００ｍｌ 3311401A3111 院内のみ
生食注　２５０ｍｌ 3311401H6070 院内のみ
生食注　５００ｍｌ 3311401A9020 院内のみ
生食注　５０ｍｌ 3311401H2059 院内のみ
生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ／筒 3311402G7050 院内のみ
生食注シリンジ「テルモ」１０ｍＬ 3311402G7084 院内のみ
生食溶解液キットＨ100ｍL 3311402G2023 院内のみ
生理食塩液（０．９％）２０ｍＬ 3311401A2026 院内のみ
生理食塩液１．５Ｌ　カーミパック 3311401H8030 院内のみ
洗浄用生食 1L/本 3311401A8024 院内のみ
洗浄用生食500ml/本 3311401A7028 院内のみ
大塚蒸留水　１００ｍｌ 7131400A4105 院内のみ
大塚蒸留水　２０ｍｌ 7131400A2129 院内のみ
注射用イホマイド１ｇ 4211402D1020 院内のみ
注射用エラスポール１００ 3999422D1020 院内のみ
注射用パニマイシン 6134400D2033 院内のみ
注射用水 7131400A2129 院内のみ
注射用水(ゴム栓)５００ｍｌ 7131400A5020 院内のみ
注射用水（広口）５００ｍｌ 7131400A5020 院内のみ
注用ワイスタール１ｇバッグＳ（スルペラゾン） 6139500G1089 院内のみ
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン（冷所 636140BG1022 院内のみ
沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」（冷所） 6322401G1020 院内のみ
低分子デキストランＬ注　５００ｍｌ 3319536A3022 院内のみ
麻）アルチバ静注用２ｍｇ 8219401D1021 院内のみ
麻）フェンタニル注射液 ０．１ｍｇ／２ｍｌ 8219400A1055 院内のみ
麻）フェンタニル注射液 ０．５ｍｇ／１０ｍｌ 8219400A3023 院内のみ
麻）モルヒネ塩酸塩注射液10mg/1mL 8114401A1139 院内のみ
麻）モルヒネ塩酸塩注射液50mg/5mL 8114401A2135 院内のみ
滅菌精製水 院内のみ
硫酸アトロピン注０．５ｍｇ 1242405A1062 院内のみ
硫酸アミカシン注１００ｍｇ/1mL 6123402A1184 院内のみ
硫酸ストレプトマイシン注　１ｇ 6161400D1034 院内のみ
エピペン注射液０．３ｍｇ 2451402G3026 院内・院外
ライゾデグ配合注フレックスタッチ　（300単位／ｷｯﾄ） 2492500G1025 院内・院外
ｱｸﾃﾑﾗ皮下注162mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ(1本/1ｷｯﾄ) 6399421G2029 院内・院外
アピドラ注ソロスター（３００単位／筒） 2492418G1027 院内・院外
エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ 3999424G1025 院内・院外
エンブレル皮下注５０ｍｇシリンジ１．０ｍＬ 3999424G2021 院内・院外
エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ 3999424G3028 院外のみ
オレンシア皮下注１２５ｍｇシリンジ１ｍＬ(１本/１筒 3999429G1028 院内・院外
ジェノトロピンゴークイック注用１２ｍｇ 2412402P5020 院内のみ
シムジア皮下注２００ｍｇシリンジ 3999437G1022 院内・院外
ﾄレシーバ注フレックスタッチ　（300単位／ｷｯﾄ） 2492419G1021 院内・院外
ノボリンＲ注フレックスペン　（３００単位／筒） 2492413G8053 院内・院外
ノボラピッド注ペンフィル（３００単位／筒） 2492415A2035 院内・院外
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン300単位/筒 2492415G2020 院内・院外
ノボラピッド注フレックスタッチ　（300単位／ｷｯﾄ） 2492415G6025 院内・院外
ノボリンＮ注フレックスペン　（３００単位／筒） 2492413G1059 院内・院外
ノボリン３０Ｒ注フレックスペン　（３００単位／筒） 2492413G5054 院外のみ
ノルディトロピン　フレックスプロ注　１０ｍｇ 2412402P7023 院内のみ



ビクトーザ皮下注１８ｍｇ 2499410G1021 院内・院外
ヒュミラ皮下注40ｍｇシリンジ0.4ml 3999426G3027 院内・院外
フォルテオ皮下注キット600μｇ 2439400G1020 院内・院外
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mlシリンジ 3334400G1022 院内・院外
ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ 2492403A4051 院内・院外
リキスミア皮下注３００μｇ　（３００μｇ/キット） 2499415G1024 院内・院外
ランタス注ソロスター（３００単位／筒） 2492416G2024 院内・院外
レベミル注フレックスペン（３００単位／筒） 2492417G1030 院内・院外
ペンニードル３２Ｇテーパー６ｍｍ(７本/袋) zzzzzzzzzzzz 院内・院外
ＢＤﾏｲｸﾛﾌｧｲﾝﾌﾟﾗｽ（３２Ｇ）４ｍｍ(１４本/袋） zzzzzzzzzzzz 院内・院外
ナノパスニードルⅡ（３４Ｇ） zzzzzzzzzzzz 院内・院外


