
医薬品名 採用区分 厚労省コード

セボフレン吸入麻酔液 院内のみ採用 1119702G1062
エスクレ坐剤「２５０」 院内・院外採用 1123700J1020
ダイアップ坐剤４ 院内・院外採用 1124701J1022
ダイアップ坐剤６ 院内・院外採用 1124701J2029
ワコビタール坐剤１５ 院内・院外採用 1125700J1025
ワコビタール坐剤３０ 院内・院外採用 1125700J3028
アンヒバ坐薬小児用１００ｍｇ 院内・院外採用 1141700J2130
アンヒバ坐薬小児用２００ｍｇ 院内・院外採用 1141700J3110
ボルタレンサポ１２．５ｍｇ 院内・院外採用 1147700J1057
ボルタレンサポ２５ｍｇ 院内・院外採用 1147700J2061
ボルタレンサポ５０ｍｇ 院内・院外採用 1147700J3084
キシロカインビスカス２％ 院内のみ採用 1214001S1054
キシロカインゼリー２％（３０ｍｌ／本） 院内・院外採用 1214700P1054
キシロカイン液「４％」 院内・院外採用 1214700Q1033
キシロカイン点眼液４％　（２０ｍｌ／本） 院内のみ採用 1214700Q1041
キシロカインポンプスプレー８％　（８０ｇ／本） 院内・院外採用 1214701R1050
ペンレステープ１８ｍｇ 院内のみ採用 1214701S1051
サイプレジン１％点眼液　（１０ｍｌ／本） 院内・院外採用 1311701Q1031
ネオシネジンコーワ　５％点眼液　（１０ｍｌ／本） 院内・院外採用 1311702Q1036
ミドリンＭ点眼液０．４％（５ｍｌ／本） 院内・院外採用 1311705Q1048
日点アトロピン点眼液１％（５ｍｌ／本） 院内・院外採用 1311706Q2022
サンピロ点眼液２％　（５ｍｌ／本） 院内・院外採用 1312701Q3082
ベノキシール点眼液　０．４％　（5ｍｌ／本） 院内・院外採用 1313700Q2070
オドメール点眼液０．０２％（５ｍｌ／本）（ﾌﾙﾒﾄﾛﾝ） 院内・院外採用 1315704Q1123
オドメール点眼液０．１％（５ｍｌ／本）（ﾌﾙﾒﾄﾛﾝ） 院内・院外採用 1315704Q3134
プレドニン眼軟膏　（５ｇ／本） 院内・院外採用 1315705M1037
リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ 院内・院外採用 1315706Q2102
ピマリシン眼軟膏１％「センジュ」 （５ｇ／個） 院内・院外採用 1317712M1031
チモプトールＸＥ点眼液０．５％（２．５ｍｌ／本） 院内・院外採用 1319702Q4033
リズモンＴＧ点眼液０．５％　（２．５ｍｌ／本） 院内・院外採用 1319702Q6028
カリーユニ点眼液０．００５％ 院内・院外採用 1319706Q3035
タチオン点眼用２％　（５ｍｌ／本） 院内・院外採用 1319708Q1090
サンコバ点眼液０．０２％　（５ｍｌ／本） 院内・院外採用 1319710Q2078
ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 院内のみ採用 1319715Q1031
ゾビラックス眼軟膏３％　（５ｇ／本） 院内・院外採用 1319719M1046
ヒアレイン点眼液０．１％　（５ｍｌ／本） 院内・院外採用 1319720Q3078
ヒアレインミニ点眼液０．３％　（０．４ｍｌ／個） 院内・院外採用 1319720Q5038
ヒーロン０．６眼粘弾剤１％ 院内のみ採用 1319720Q7146
オペリード１．１眼粘弾剤１％ 院内のみ採用 1319720Q9050
ヒーロンＶ０．６眼粘弾剤２．３％ 院内のみ採用 1319720Y1032
タリビッド眼軟膏　０．３％（３．５ｇ／本） 院内・院外採用 1319722M1056
ニフラン点眼液０．１％　（５ｍｌ／本） 院内・院外採用 1319724Q1120
ジクロード点眼液０．１％　（５ｍｌ／本） 院内・院外採用 1319726Q1102
オペガードネオキット眼灌流液0.0184%（500ｍＬ/袋） 院内のみ採用 1319731Q4030
レスキュラ点眼液０．１２％　（５ｍｌ／本） 院内・院外採用 1319732Q1035
リザベン点眼液０．５％　（５ｍｌ／本） 院内・院外採用 1319736Q1076
アイオピジンＵＤ点眼液１％ 院内のみ採用 1319737Q1038
キサラタン点眼液０．００５％（２．５ｍｌ／本） 院内・院外採用 1319739Q1037
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ点眼液0.5%「ﾌｧｲｻﾞｰ」(5ｍｌ/本)（ｸﾗﾋﾞｯﾄ） 院内・院外採用 1319742Q1250
ブロナック点眼液０．１％（５ｍｌ／本） 院内・院外採用 1319743Q1033
エイゾプト懸濁性点眼液１％　（５ｍｌ／本） 院内・院外採用 1319748Q1036
ガチフロ点眼液０．３％（５ｍｌ／本） 院内・院外採用 1319749Q1030
パタノール点眼液　０．１％（５ｍｌ／本） 院内・院外採用 1319752Q1024
ベガモックス点眼液０．５％ 院内・院外採用 1319753Q1029
トラバタンズ点眼液０．００４％（２．５ｍｌ／本） 院内・院外採用 1319754Q1023
タリムス点眼液０．１％　（５ｍｌ／瓶） 院内・院外採用 1319755Q1028
ジクアス点眼液３％　（５ｍＬ／本） 院内・院外採用 1319758Q1021
ネバナック懸濁性点眼液０．１％　（５ｍｌ／本） 院内・院外採用 1319759Q1026



エコリシン眼軟膏　（３．５ｇ／個） 院内・院外採用 1319800M1023
コリナコール点眼液（５ｍＬ／本） 院内・院外採用 1319802Q2039
人工涙液マイティア点眼液　（５ｍｌ／本） 院内・院外採用 1319808Q2036
ミドリンＰ点眼液　（１０ｍｌ／本） 院内・院外採用 1319810Q1053
ビスコート０．５眼粘弾剤 院内のみ採用 1319816Q1034
デュオトラバ配合点眼液　（２．５ｍｌ／本） 院内・院外採用 1319820Q1022
ミケルナ配合点眼液 院内・院外採用 1319823Q1026
プリビナ液０．０５％ 院内・院外採用 1324704Q1033
ベストロン耳鼻科用１％ 院内・院外採用 1325702Q1040
ザジテン点鼻液０．０５％　（８ｍｌ／本） 院内・院外採用 1329705Q1298
タリビッド耳科用液０．３％（５ｍｌ／本） 院内・院外採用 1329706Q1039
ナゾネックス点鼻液50μｇ56噴霧用（5mg/瓶） 院内・院外採用 1329710Q1027
アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用 院内・院外採用 1329711Q1021
ビソノテープ４ｍｇ 院内のみ採用 2149700S1027
ビソノテープ４ｍｇ 院内・院外採用 2149700S1027
フランドルテープ４０ｍｇ 院内・院外採用 2171700S1095
ミオコールスプレー０．３ｍｇ 院内・院外採用 2171701R4038
サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ 院内のみ採用 2219700G1039
ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩吸入液0.2％「ﾀｲﾖｰ」（ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ） 院内・院外採用 2234700G1043
インタール吸入液１％　（２ｍｌ／本） 院内・院外採用 2259701G1063
メプチン吸入液０．０１％　（３０ｍｌ／本） 院内・院外採用 2259704G1032
メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ（０．３ｍＬ／本） 院内・院外採用 2259704G5020
メプチンスイングヘラー10μｇ吸入100回  （1ｍｇ/ｷｯﾄ 院内・院外採用 2259704Y1020
ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＨＭＴ」（ﾎｸﾅﾘﾝ） 院内・院外採用 2259707S1055
テストロールテープ０．５ｍｇ「ＨＭＴ」（ﾎｸﾅﾘﾝ） 院内のみ採用 2259707S1055
ツロブテロールテープ　１ｍｇ「HMT」（ホクナリン） 院内・院外採用 2259707S2051
ツロブテロールテープ　２ｍｇ「HMT」（ホクナリン） 院内・院外採用 2259707S3058
セレベント50ディスカス（60ブリスタ/ディスカス） 院内・院外採用 2259708G3025
スピリーバ吸入用カプセル１８μｇ 院内・院外採用 2259709G1027
スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 院内・院外採用 2259709G2023
シーブリ吸入用カプセル５０μｇ 院内・院外採用 2259712G1029
アノーロエリプタ３０吸入用（30吸入/1ｷｯﾄ） 院内・院外採用 2259806G2028
アズノールうがい液４％(５ml/本) 院内・院外採用 2260700F1021
ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞｶﾞｰｸﾞﾙ7％「日医工」（30ｍｌ/本）（ｲｿｼﾞﾝ 院内・院外採用 2260701F1352
フルタイド100ディスカス（60ブリスタ/ディスカス） 院内・院外採用 2290700G5021
フルタイド200ディスカス（60ブリスタ/ディスカス） 院内・院外採用 2290700G6028
フルタイド５０μｇエアゾール１２０ 院内・院外採用 2290700G7032
パルミコート吸入液０．２５ｍｇ 院内・院外採用 2290701G4020
パルミコート吸入液０．５ｍｇ 院内・院外採用 2290701G5026
オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用 院内・院外採用 2290702G3028
アドエア１００ディスカス２８吸入用 院内・院外採用 2290800G1032
シムビコートタービュヘイラー６０吸入 院内・院外採用 2290801G2025
レルベア１００エリプタ３０吸入用　（30吸入/1ｷｯﾄ） 院内・院外採用 2290803G3020
レルベア２００エリプタ３０吸入用　（30吸入/1ｷｯﾄ） 院内・院外採用 2290803G4027
ラニチジン注50mg「ﾀｲﾖｰ」（2mL/A） 院内・院外採用 2325402A1041
グリセリン 院内・院外採用 2357700X1078
グリセリン 院内のみ採用 2357700X1078
ケンエーＧ浣腸液５０％　４０ｍｌ 院内・院外採用 2357701K4104
ケンエーＧ浣腸液５０％　６０ｍｌ 院内・院外採用 2357701K6212
ケンエーＧ浣腸液５０％　１２０ｍｌ 院内・院外採用 2357701K8177
新レシカルボン坐剤 院内・院外採用 2359800J1035
複方ヨード・グリセリン 院内・院外採用 2399700X1060
アクロマイシントローチ１５ｍｇ 院内・院外採用 2399702E1033
デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／ｇ（２ｇ／本） 院内・院外採用 2399706M1109
アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ 院内・院外採用 2399707D1030
オラドールトローチ０．５ｍｇ 院内・院外採用 2399712E1053
ナウゼリン坐剤１０ 院内・院外採用 2399714J1026
ナウゼリン坐剤３０ 院内・院外採用 2399714J2022
ナウゼリン坐剤６０ 院内・院外採用 2399714J3029



ペンタサ坐剤１ｇ 院内・院外採用 2399715J1020
ペンタサ注腸１ｇ（１００ｍｌ／本） 院内・院外採用 2399715X1023
レクタブル2ｍｇ注腸フォーム１４回 院内・院外採用 2399716K1020
ジェノトロピンゴークイック注用１２ｍｇ 院内のみ採用 2412402P5020
フォルテオ皮下注キット600μｇ 院内・院外採用 2439400G1020
エピペン注射液０．３ｍｇ 院内・院外採用 2451402G3026
ボスミン外用液０．１％　（１００ｍｌ／本） 院内・院外採用 2451700Q1032
リンデロン坐剤１．０ｍｇ 院内・院外採用 2454700J2024
ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ 院内・院外採用 2492403A4051
ノボリンＮ注フレックスペン　（３００単位／筒） 院内・院外採用 2492413G1059
ノボリンＲ注フレックスペン　（３００単位／筒） 院内・院外採用 2492413G8053
ノボラピッド注ペンフィル（３００単位／筒） 院内・院外採用 2492415A2035
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン300単位/筒 院内・院外採用 2492415G2020
ノボラピッド注フレックスタッチ　（300単位／ｷｯﾄ） 院内・院外採用 2492415G6025
ランタス注ソロスター（３００単位／筒） 院内・院外採用 2492416G2024
レベミル注フレックスペン（３００単位／筒） 院内・院外採用 2492417G1030
アピドラ注ソロスター（３００単位／筒） 院内・院外採用 2492418G1027
ﾄレシーバ注フレックスタッチ　（300単位／ｷｯﾄ） 院内・院外採用 2492419G1021
ライゾデグ配合注フレックスタッチ　（300単位／ｷｯﾄ） 院内・院外採用 2492500G1025
ビクトーザ皮下注１８ｍｇ 院内・院外採用 2499410G1021
リキスミア皮下注３００μｇ　（３００μｇ/キット） 院内・院外採用 2499415G1024
トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス 院内・院外採用 2499416G1029
プレグランディン膣坐剤 院内・院外採用 2499700H1036
ウロマチックＳ泌尿器科用潅流液（３Ｌ／袋） 院内のみ採用 2519700Q1030
クロマイ膣錠１００ｍｇ 院内・院外採用 2521701H1050
ホーリンＶ膣用錠１ｍｇ 院内・院外採用 2529701H2046
フラジール膣錠２５０ｍｇ 院内・院外採用 2529707H1063
フラジール膣錠２５０ｍｇ 院内のみ採用 2529707H1063
オキナゾール腟錠１００ｍｇ 院内・院外採用 2529709H1046
オキナゾール腟錠６００ｍｇ 院内・院外採用 2529709H2042
ミレーナ５２ｍｇ 院内のみ採用 254970AX1020
強力ポステリザン（軟膏）　（２ｇ／本） 院内・院外採用 2559808M1020
ネリプロクト坐剤 院内・院外採用 2559814J1020
ネリプロクト軟膏　（２ｇ／本） 院内・院外採用 2559814M1026
イソジンゲル１０％（４ｇ／本） 院内・院外採用 2612701Q2109
イソジンゲル１０％　（９０ｇ／本） 院内・院外採用 2612701Q2109
ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ外用液10％「ﾏｲﾗﾝ」(250ｍｌ/本)（ｲｿｼﾞﾝ） 院内・院外採用 2612701Q3458
プレポダインスクラブ０．７５％ 院内のみ採用 2612706Q1032
オキシドール 院内・院外採用 2614700X1077
消毒用エタノール 院内・院外採用 2615703X1450
無水エタノール 院内・院外採用 2615704X1234
塩化ベンザルコニウム液　１０％ 院内・院外採用 2616700Q1093
クレゾール石ケン液 院内のみ採用 2616703Q1321
アクリノール液０．１％ 院内・院外採用 2619700Q1257
マスキンＷエタノール液0.5W/V%（500ml/本） 院内・院外採用 2619702Q1060
マスキンRエタノール液0.5W/V%（500ml/本） 院内・院外採用 2619702Q2040
５％マスキン液 院内・院外採用 2619702Q3160
ステリクロンＷ液０．０２／５００ｍｌ 院内・院外採用 2619702Q8021
ステリクロンＷ液０．０５　（５００ｍｌ／本） 院内・院外採用 2619702X2028
ハイジール消毒用液１０％ 院内のみ採用 2619716Q1177
オラネジン液１．５％消毒用アプリケータ２５ｍＬ 院内のみ採用 2619717Q3026
ハイポアルコール液２％「ヤクバン」 院内のみ採用 2619819X1092
テラジアパスタ５％ 院内・院外採用 2633701M1054
ゲーベンクリーム１％　（５０ｇ／本） 院内・院外採用 2633705N1031
ゲンタシン軟膏０．１％　（１０ｇ／本） 院内・院外採用 2634710M1077
ソフラチュール貼付剤１０ｍｇ 院内・院外採用 2634711S1046
アクアチムクリーム１％（10ｇ/本） 院内・院外採用 2639700N1032
ベナパスタ軟膏４％ 院内・院外採用 2642703M1036
ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％（５ｇ／本） 院内・院外採用 2646700N1169



リンデロンＶ軟膏０．１２％　（５ｇ／本） 院内・院外採用 2646701M2156
リンデロンＶクリーム０．１２％　（５ｇ／本） 院内・院外採用 2646701N2135
ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２ 院内・院外採用 2646711S2051
デルモベート軟膏０．０５％　（５ｇ／本） 院内・院外採用 2646713M1136
ロコイド軟膏０．１％　（５ｇ／本） 院内・院外採用 2646717M1096
ロコイドクリーム０．１％　（５ｇ／本） 院内・院外採用 2646717N1083
キンダベート軟膏０．０５％　（５ｇ／本） 院内・院外採用 2646722M1100
パルデスローション０．０５％（10ｍL/本） 院内・院外採用 2646722Q1048
ボアラ軟膏０．１２％　（５ｇ／本） 院内・院外採用 2646724M1045
ボアラクリーム０．１２％　（５ｇ／本） 院内・院外採用 2646724N1040
マイザー軟膏０．０５％　（５ｇ／本） 院内・院外採用 2646725M1201
マイザークリーム０．０５％　（５ｇ／本） 院内・院外採用 2646725N1150
アルメタ軟膏　（５ｇ／本） 院内・院外採用 2646727M1022
アンテベート軟膏０．０５％　（５ｇ／本） 院内・院外採用 2646730M1059
アンテベートクリーム０．０５％　（５ｇ／本） 院内・院外採用 2646730N1054
フルメタ軟膏　（５ｇ／本） 院内・院外採用 2646731M1029
フルメタローション　（１０ｇ／本） 院内・院外採用 2646731Q1020
テラ・コートリル軟膏　（５ｇ／本） 院内・院外採用 2647705M1023
リンデロンＶＧ軟膏０．１２％　（５ｇ／本） 院内・院外採用 2647709M1102
リンデロンＶＧクリーム０．１２％　（５ｇ／本） 院内・院外採用 2647709N1060
リンデロンＶＧローション　（１０ｍｌ／本） 院内・院外採用 2647709Q1040
硫酸アルミニウムカリウム 院内・院外採用 2649703X1017
亜鉛華軟膏 院内・院外採用 2649704M1171
亜鉛華軟膏 院内のみ採用 2649704M1171
亜鉛華デンプン 院内のみ採用 2649705X1040
酸化亜鉛 院内・院外採用 2649708X1249
アズノール軟膏０．０３３％（２０ｇ／本） 院内・院外採用 2649716M1042
インテバンクリーム　（２５ｇ／本） 院内・院外採用 2649719N1106
インテバン外用液　（５０ｍｌ／本） 院内・院外採用 2649719Q2087
オイラックスクリーム１０％（１０ｇ／本） 院内・院外採用 2649722N1027
ザーネ軟膏０．５％ 院内・院外採用 2649724M1039
モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ 院内・院外採用 2649729S6024
ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸﾊﾟｯﾌﾟ７０ｍｇ「ﾕｰﾄｸ」（７枚／袋）（ｾﾙﾀｯﾁ） 院内・院外採用 2649731S1291
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝＮａﾃｰﾌﾟ50mg「ﾕｰﾄｸ」 （7枚/袋）（ﾛｷｿﾆﾝ） 院内・院外採用 2649735S2202
オイラックスＨクリーム　（５ｇ／本） 院内・院外採用 2649800N1029
フェノール・亜鉛華リニメント〈ハチ〉 院内・院外採用 2649804X1109
ＭＳ温シップ「タイホウ」　（５枚／袋） 院内・院外採用 2649843S1039
エキザルベ　（５ｇ／本） 院内・院外採用 2649852M1020
ＭＳ冷シップ「タカミツ」　（５枚／袋） 院内・院外採用 2649895S1044
サリチル酸 院内・院外採用 2652700X1043
５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 院内・院外採用 2652701M1025
オキナゾールクリーム１％（１０ｇ／本） 院内・院外採用 2655706N1041
ニゾラールクリーム２％　（１０ｇ／本） 院内・院外採用 2655709N1053
アトラント軟膏１％　（１０ｇ／本） 院内・院外採用 2655711M1039
アトラント外用液１％　（１０ｍｌ／本） 院内・院外採用 2655711Q1030
ラミシールクリーム１％　（１０ｇ／本） 院内・院外採用 2659710N1152
酢酸 院内・院外採用 2661700X1050
スピール膏Ｍ 院内・院外採用 2661701X1020
カリ石ケン 院内のみ採用 2662700X1104
硝酸銀 院内・院外採用 2663700X1039
イオウ・カンフルローション「東豊」 院内・院外採用 2669700X1040
ウレパールクリーム１０％　（２０ｇ／本） 院内・院外採用 2669701N1044
ボンアルファ軟膏２μｇ／ｇ（１０ｇ／本） 院内・院外採用 2691700M1053
オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ　（１０ｇ／本） 院内・院外採用 2691702M1036
アクトシン軟膏３％　（３０ｇ／本） 院内・院外採用 2699703M1039
プロスタンディン軟膏０．００３％（10ｇ/本） 院内・院外採用 2699705M1038
プロトピック軟膏０．１％（５ｇ／本） 院内・院外採用 2699709M1028
フィブラストスプレー５００ 院内・院外採用 2699710R2024
ディフェリンゲル０．１％　（１５ｇ／個） 院内・院外採用 2699711Q1027



ロゼックスゲル０．７５％（５０ｇ/本） 院内・院外採用 2699713Q1026
イソジンシュガーパスタ軟膏（１００ｇ/個） 院内・院外採用 2699801V1114
ネオステリングリーンうがい液0.2%（40ml/本） 院内・院外採用 2790820Q1040
大塚糖液5%（5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖）20ｍL 院内・院外採用 3231401A1094
テルフィス点滴静注500ml 院内・院外採用 3253404A4060
エルネオパＮＦ１号輸液　１０００ｍＬ 院内・院外採用 3259533G1029
エルネオパＮＦ１号輸液　１５００ｍＬ 院内・院外採用 3259533G2025
エルネオパＮＦ１号輸液　２０００ｍＬ 院内・院外採用 3259533G3021
エルネオパＮＦ２号輸液　１０００ｍＬ 院内・院外採用 3259534G1023
エルネオパＮＦ２号輸液　１５００ｍＬ 院内・院外採用 3259534G2020
エルネオパＮＦ２号輸液　２０００ｍＬ 院内・院外採用 3259534G3026
生食注シリンジ「テルモ」１０ｍＬ／筒 院内・院外採用 3311402G7084
トロンビン液モチダソフトボトル１万 院内のみ採用 3323702Q3020
ヒルドイドソフト軟膏０．３％　（２５ｇ／本） 院内・院外採用 3339950M1137
ヒルドイドクリーム０．３％　（25ｇ／本） 院内・院外採用 3339950N1035
ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質外用ｽﾌﾟﾚｰ0.3％「日医工」（ﾋﾞｰｿﾌﾃﾝ） 院内・院外採用 3339950R1126
アルスロマチック関節手術用潅流液（３Ｌ／袋） 院内のみ採用 3399800Q1033
エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ 院内・院外採用 3999424G1025
エンブレル皮下注５０ｍｇシリンジ１．０ｍＬ 院内・院外採用 3999424G2021
ヒュミラ皮下注40ｍｇシリンジ0.4ml 院内・院外採用 3999426G3027
オレンシア皮下注１２５ｍｇシリンジ１ｍＬ(１本/１筒 院内・院外採用 3999429G1028
シムジア皮下注２００ｍｇシリンジ 院内・院外採用 3999437G1022
バクトロバン鼻腔用軟膏２％ 院内・院外採用 6119700M1035
アラセナ‐Ａ軟膏３％（５ｇ／本） 院内・院外採用 6250700M1189
リレンザ（４ブリスタ／ディスク） 院内・院外採用 6250702G1028
イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ 院内・院外採用 6250703G1022
クレナフィン爪外用液１０％（３．５６ｇ/本） 院内・院外採用 6290702Q1029
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) 院内・院外採用 6399421G2029
タルク 院内・院外採用 7113700X1067
親水ワセリン「丸石」 院内・院外採用 7121702X1033
親水ワセリン 院内のみ採用 7121702X1033
白色ワセリン 院内・院外採用 7121703X1216
プロペト 院内・院外採用 7121703X1330
オリブ油 院内・院外採用 7121704X1091
オリブ油　（滅菌済） 院内・院外採用 7121704X1091
プラスチベース 院内・院外採用 7129801X1027
滅菌精製水 院内・院外採用 7131700X1049
滅菌精製水 院内のみ採用 7131700X1049
石油ベンジン 院内・院外採用 7139703X1024
ハッカ水 院内・院外採用 7149005X1049
ハッカ油 院内・院外採用 7149006X1060
ホスコＳ－５５ 院内のみ採用 7190700X1040
ボルヒール組織接着用　２ｍＬ４瓶１組 院内のみ採用 7990710X3031
タコシール組織接着用シート（9.5cm×4.8cm） 院内のみ採用 7990713X3027
麻）アンペック坐剤１０ｍｇ 院内・院外採用 8114700J1023
麻）アンペック坐剤２０ｍｇ 院内・院外採用 8114700J2020
麻）デュロテップＭＴパッチ２．１ｍｇ 院内・院外採用 8219700S5026
麻）フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「ＨＭＴ」 院内・院外採用 8219700S5034
麻）デュロテップＭＴパッチ４．２ｍｇ 院内・院外採用 8219700S6022
麻）フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「ＨＭＴ」 院内・院外採用 8219700S6030
麻）デュロテップＭＴパッチ８．４ｍｇ 院内・院外採用 8219700S7029
麻）フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「ＨＭＴ」 院内・院外採用 8219700S7037
麻）デュロテップＭＴパッチ１６．８ｍｇ 院内・院外採用 8219700S9021
麻）フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「ＨＭＴ」 院内・院外採用 8219700S9030
塩化ナトリウム（外用） 院内・院外採用
ヨードホルムガーゼ　タマガワ 院内・院外採用
ＢＤﾏｲｸﾛﾌｧｲﾝﾌﾟﾗｽ（３２Ｇ）４ｍｍ(１４本/袋） 院内・院外採用
ナノパスニードルⅡ（３４Ｇ） 院内・院外採用
ペンニードルプラス４ｍｍ(１４本/袋) 院内・院外採用


