
採用薬品一覧(注射剤)
薬品名 一般名 採用区分メーカー名

2023年4月11日現在東北大学病院

34818 正規採用1％ディプリバン注－キット50mL プロポフォール サンドファーマ=サンド

37012 正規採用1％プロポフォール注100mL プロポフォール 丸石

37715 診療科限定20％マンニットール注射液「YD」（300mL） Ｄ－マンニトール 陽進堂

34812 正規採用DTビック 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド 阪大微研=田辺三菱

30525 正規採用ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ10mL ガドキセト酸ナトリウム バイエル

30524 正規採用ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ5mL ガドキセト酸ナトリウム バイエル

31259 診療科限定HMG注射用75IU「フェリング」 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン（閉経後婦人の
尿由来）

フェリング

32612 正規採用ＫＣＬ注10ｍEqキット「ﾃﾙﾓ」(10mL) 塩化カリウム テルモ

32614 診療科限定KCL補正液1mEq/mL 塩化カリウム 大塚工場=大塚製薬

31340 正規採用ＬＨ-ＲＨ注0.1mg/1mL ゴナドレリン酢酸塩 ニプロES

34790 正規採用ＴＲＨ注0.5mg/1mL プロチレリン ニプロES

38220 診療科限定uFSH注用75単位「あすか」 HMG：精製下垂体性性腺刺激ホルモン

30130 正規採用アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 脳脊髄手術用洗浄灌流液 大塚工場

30176 診療科限定アービタックス注射液100ｍg セツキシマブ (遺伝子組換え) メルクバイオファーマ

30048 診療科限定アイリーア硝子体内注射用キット
40mg/mL

ｱﾌﾘﾍﾞﾙｾﾌﾟﾄ（遺伝子組換え） バイエル=参天

30054 診療科限定アガルシダーゼベータBS点滴静注35mg
「JCR」

アガルシダーゼベータ（遺伝子組換え） JCR=住友ファーマ

30053 診療科限定アガルシダーゼベータBS点滴静注5mg
「JCR」

アガルシダーゼベータ（遺伝子組換え） JCR=住友ファーマ

30050 正規採用アキネトン注射液5mg/1mL 乳酸ビペリデン 住友ファーマ

30060 正規採用アクチバシン注1200万 アルテプラーゼ（遺伝子組換え） 協和キリン

30071 診療科限定アクテムラ点滴静注用200mg/10mL トシリズマブ(遺伝子組換え) 中外

30072 診療科限定アクテムラ点滴静注用80mg/4mL トシリズマブ(遺伝子組換え) 中外

30073 診療科限定アクテムラ皮下注162mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ トシリズマブ(遺伝子組換え) 中外

30074 院外かつ診療科限定アクテムラ皮下注162mgシリンジ トシリズマブ(遺伝子組換え) 中外

30069 診療科限定アクトヒブ10µg 破傷風ﾄｷｿｲﾄﾞ結合ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ菌b型多糖 サノフィ

30068 診療科限定アクプラ静注用100mg ネダプラチン 日医工

30066 診療科限定アクプラ静注用10mg ネダプラチン 日医工

30065 診療科限定アクラシノン注射用20ｍg アクラルビシン塩酸塩 マイクロバイオ=アステラス

30056 正規採用アコアラン静注用1800 アンチトロンビン　ガンマ（遺伝子組換え） 協和キリン=日本血液製剤機構

30055 正規採用アコアラン静注用600 アンチトロンビン　ガンマ（遺伝子組換え） 協和キリン=日本血液製剤機構

30075 診療科限定アザクタム注射用0.5g アズトレオナム(AZT) エーザイ

30078 正規採用アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」 アシクロビル 沢井

30086 診療科限定アジョビ皮下注225mgオートインジェクター フレマネズマブ（遺伝子組換え） 大塚製薬

30100 院内製剤原料アスパラカリウム注10ｍEq/10mL Ｌ－アスパラギン酸カリウム ニプロES

30949 正規採用アセテート維持液3G「HK」 酢酸維持液（5%ブドウ糖加） 光

30104 正規採用アセリオ静注液1000mgバッグ アセトアミノフェン テルモ

30111 診療科限定アセレンド注100µg セレン 藤本

30110 正規採用アタラックスＰ注25mg/1mL ヒドロキシジン塩酸塩 ファイザー

30113 診療科限定アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL
「第一三共」

アダリムマブ（遺伝子組換え） 第一三共

30118 正規採用アデノスキャン注60mg/20mL アデノシン 第一三共

30128 診療科限定アドセトリス点滴静注用50mg ﾌﾞﾚﾝﾂｷｼﾏﾌﾞ　ﾍﾞﾄﾞﾁﾝ（遺伝子組換え） 武田

30140 正規採用アドナ静注用100mg/20mL ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ ニプロES

30143 正規採用アトニン-Ｏ注5単位/1mL オキシトシン あすか製薬=武田

31297 診療科限定アドレナリン注0.1％ｼﾘﾝｼﾞ「ﾃﾙﾓ」
1mg/1mL

アドレナリン（エピネフリン） テルモ

30154 正規採用アトロピン注0.05％シリンジ「ﾃﾙﾓ」1mL アトロピン硫酸塩水和物 テルモ

38490 正規採用アトロピン硫酸塩注0.5mg「ﾀﾅﾍﾞ」 アトロピン硫酸塩水和物 ニプロES

30170 正規採用アナフラニール点滴静注液25ｍg クロミプラミン塩酸塩 アルフレッサファーマ
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30174 正規採用アナペイン注100mg/10mL ロピバカイン塩酸塩水和物 サンドファーマ=サンド

30173 正規採用アナペイン注75mg/10mL ロピバカイン塩酸塩水和物 サンドファーマ=サンド

30166 正規採用アネメトロ点滴静注液500mg メトロニダゾール ファイザー

30167 正規採用アネレム静注用50mg レミマゾラムベシル酸塩 ムンディファーマ

30177 正規採用アピドラ注ソロスター インスリン グルリジン（遺伝子組換え） サノフィ

30214 診療科限定アブラキサン点滴静注用100mg ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ(ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁型) 大鵬薬品

30168 院外限定アボネックス筋注30µgペン ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝβ-1a（遺伝子組換え） バイオジェン

30179 院外かつ診療科限定アボネックス筋注用シリンジ30µg ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝβ-1a（遺伝子組換え） バイオジェン

30215 正規採用アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 アミオダロン塩酸塩 トーアエイヨー

30218 正規採用アミカシン硫酸塩注射液100mg「明治」 アミカシン硫酸塩(AMK) MeijiSeika

30219 正規採用アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」 アミカシン硫酸塩(AMK) MeijiSeika

30200 正規採用アミサリン注100mg/1mL プロカインアミド塩酸塩 アルフレッサファーマ

30207 正規採用アミゼットＢ輸液200mL 10％アミノ酸製剤 テルモ

30197 正規採用アミノレバン点滴静注（200mL袋） 肝不全用アミノ酸製剤 大塚工場=大塚製薬

30198 正規採用アミノレバン点滴静注（500mL袋） 肝不全用アミノ酸製剤 大塚工場=大塚製薬

30450 正規採用アムビゾーム点滴静注用50mg アムホテリシンB(AMPH-B) 住友ファーマ

30229 正規採用アリクストラ皮下注2.5mg フォンダパリヌクスナトリウム サンドファーマ=サンド

30240 正規採用アリナミンＦ注50mg/20mL フルスルチアミン塩酸塩 武田テバ薬品=武田

30230 診療科限定アリナミン注10mg/2mL プロスルチアミン 武田テバ薬品=武田

30227 診療科限定アリムタ注射用100mg ペメトレキセドナトリウム水和物 リリー

30228 診療科限定アリムタ注射用500mg ペメトレキセドナトリウム水和物 リリー

30245 正規採用アルギＵ点滴静注20g/200mL L-アルギニン塩酸塩 エイワイファーマ=EAファーマ

30246 正規採用アルギニン点滴静注30g「AY」 L-アルギニン塩酸 エイワイファーマ=陽進堂

30251 正規採用アルギメート点滴静注10％200mL グルタミン酸アルギニン エイワイファーマ=EAファーマ

30244 診療科限定アルケラン静注用50mg メルファラン サンドファーマ=サンド

30257 診療科限定アルチバ静注用2mg レミフェンタニル塩酸塩 ヤンセン

30254 正規採用アルツディスポ関節注25mg ヒアルロン酸ナトリウム 生化学=科研

30266 正規採用アルブミナー5％静注12.5g/250mL 人血清アルブミン CSLベーリング

30262 正規採用アルブミン‐ﾍﾞｰﾘﾝｸﾞ20％静注
10.0g/50mL

人血清アルブミン CSLベーリング

30286 正規採用アルプロスタジルアルファデクス点滴静注
用500μg「タカタ」

アルプロスタジルアルファデクス 高田

30285 正規採用アルプロスタジル注10µg「F」 アルプロスタジル 富士製薬=ケミファ

30310 正規採用アレルゲンスクラッチエキス1mL(24品目) アレルゲンエキス 鳥居

30287 正規採用アロカリス点滴静注235mg ホスネツピタント塩化物塩酸塩 大鵬薬品

30333 診療科限定アロフィセル注 ダルバドストロセル 武田

30362 正規採用アンサー皮下注20µg/1mL 結核菌熱水抽出物 ゼリア

30370 正規採用アンチレクス静注10mg エドロホニウム塩化物 杏林

30577 正規採用イーケプラ点滴静注500mg レベチラセタム UCB

31547 正規採用イオパミドール300注20mL「F」 イオパミドール 富士製薬

30566 正規採用イオパミロン注370（20mL） イオパミドール バイエル

30571 正規採用イオパミロン注370シリンジ100mL イオパミドール バイエル

30560 正規採用イオパミロン注370シリンジ80mL イオパミドール バイエル

30574 正規採用イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」 イオプロミド バイエル

30576 正規採用イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 イオプロミド バイエル

30553 正規採用イオメロン300注ｼﾘﾝｼﾞ(CT・尿路
用)100mL

イオメプロール ブラッコ=エーザイ

30558 正規採用イオメロン350ｼﾘﾝｼﾞ(CT・尿路用)135mL イオメプロール ブラッコ=エーザイ

30579 診療科限定イストダックス点滴静注用10mg ロミデプシン BMS

30606 正規採用イソビスト注300(10mL) イオトロラン バイエル
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30645 診療科限定イダマイシン静注用5mg イダルビシン塩酸塩 ファイザー

30671 正規採用イノバン注0.3％シリンジ(150mg/50mL) ドパミン塩酸塩 協和キリン

30646 院外限定イノレット30Ｒ注 ヒトインスリン（遺伝子組換え） ノボ

30683 正規採用イベニティ皮下注105mgシリンジ ロモソズマブ（遺伝子組換え） アムジェン=アステラス

30685 診療科限定イホマイド注射用1g イホスファミド 塩野義

30688 診療科限定イミグランｷｯﾄ皮下注3mg(2回分/ｷｯﾄ) スマトリプタンコハク酸塩 GSK

30663 診療科限定イミフィンジ点滴静注120mg デュルバルマブ（遺伝子組換え） アストラゼネカ

30664 診療科限定イミフィンジ点滴静注500mg デュルバルマブ（遺伝子組換え） アストラゼネカ

30692 診療科限定イムノブラダー膀注用40mg 乾燥BCG・日本株 日本BCG=日本化薬

30694 診療科限定イムノブラダー膀注用80mg 乾燥BCG・日本株 日本BCG=日本化薬

30702 診療科限定イルミア皮下注100mgシリンジ チルトラキズマブ（遺伝子組換え） サンファーマ

30700 正規採用インジゴカルミン注20ｍg/5mL「AFP」 インジゴカルミン アルフレッサファーマ

30774 正規採用インスリン アスパルトBS注100単位/mLNR
「サノフィ」

インスリン　アスパルト（遺伝子組換え） サノフィ

30773 正規採用インスリン　アスパルトBS注カートNR「サノ
フィ」

インスリン　アスパルト（遺伝子組換え） サノフィ

30772 正規採用インスリン　アスパルトBS注ソロスターNR
「サノフィ」

インスリン　アスパルト（遺伝子組換え） サノフィ

30783 正規採用インスリン リスプロBS注100単位/mL HU
「サノフィ」

インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） サノフィ

30782 正規採用インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」 インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） サノフィ

30781 正規採用インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノ
フィ」

インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） サノフィ

30776 院外限定インスリングラルギンBS注カート「リリー」 インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）［インスリ
ン　グラルギン後続1］

リリー

30777 正規採用インスリングラルギンBS注ミリオペン「リ
リー」

インスリン　グラルギン（遺伝子組換え） リリー

30785 正規採用インダシン静注用1mg インドメタシンナトリウム ノーベル

30790 正規採用インデラル注2mg/2mL プロプラノロール塩酸塩 太陽ファルマ

30825 正規採用イントラリポス輸液20％100mL 精製大豆油 大塚工場=大塚製薬

30824 正規採用イントラリポス輸液20％250mL 精製大豆油 大塚工場=大塚製薬

30826 正規採用イントラリポス輸液20％50mL 精製大豆油 大塚工場=大塚製薬

30787 正規採用インフリキシマブBS点滴静注用100mg
「NK」

インフリキシマブ（遺伝子組換え） 日本化薬

30948 院外限定ヴィーン3Ｇ輸液500ｍL 酢酸維持液（5％ブドウ糖加） 扶桑

30946 正規採用ヴィーンＤ輸液500mL 酢酸リンゲル液（5％ブドウ糖加） 扶桑

30930 診療科限定ウィフガート点滴静注400mg エフガルチギモド アルファ（遺伝子組換え） アルジェニクス

31020 正規採用ウログラフイン注76％（20mL） ｱﾐﾄﾞﾄﾘｿﾞ酸ﾅﾄﾘｳﾑﾒｸﾞﾙﾐﾝ バイエル

31007 正規採用ウロナーゼ静注用6万単位 ウロキナーゼ 持田

31060 正規採用ウロミテキサン注100mg/1mL メスナ 塩野義

31061 正規採用ウロミテキサン注400mg/4mL メスナ 塩野義

31200 診療科限定エクザール注10mg ビンブラスチン硫酸塩 日本化薬

31207 診療科限定ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液1.5L UVﾂｲﾝﾊﾞｯ
ｸﾞ

腹膜透析液 バクスター

31203 診療科限定ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液1.5L　ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯ
ｸﾞ

腹膜透析液 バクスター

31206 診療科限定ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液2.0L UVﾂｲﾝﾊﾞｯ
ｸﾞ

腹膜透析液 バクスター

31208 診療科限定ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液2.0L ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯ
ｸﾞ

腹膜透析液 バクスター

31244 診療科限定エスラックス静注50mg/5.0mL ロクロニウム臭化物 MSD

31251 院外かつ診療科限定エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5 
mL「MA」

エタネルセプト（遺伝子組換え） 持田=あゆみ製薬

31254 診療科限定エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5 mL
「MA」

エタネルセプト（遺伝子組換え） 持田=あゆみ製薬
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31258 院外かつ診療科限定エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0 
mL「MA」

エタネルセプト（遺伝子組換え） 持田=あゆみ製薬

31252 診療科限定エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0 mL
「MA」

エタネルセプト（遺伝子組換え） 持田=あゆみ製薬

31289 正規採用エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」 エダラボン ニプロ

31269 診療科限定エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 エトポシド サンド

31271 正規採用エナルモンデポー筋注250mg/1mL ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝｴﾅﾝﾄ酸ｴｽﾃﾙ あすか製薬=武田

31286 診療科限定エヌジェンラ皮下注24mgペン ソムアトロゴン（遺伝子組換え） ファイザー

31285 院外かつ診療科限定エヌジェンラ皮下注60mgペン ソムアトロゴン（遺伝子組換え） ファイザー

31284 正規採用エネフリード輸液1100mL 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸/脂肪/水溶性ﾋﾞﾀﾐﾝ 大塚工場=大塚製薬

31283 正規採用エネフリード輸液550mL 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸/脂肪/水溶性ﾋﾞﾀﾐﾝ 大塚工場=大塚製薬

31298 院外かつ診療科限定エピペン注射液0.3mg アドレナリン（エピネフリン） ヴィアトリス

31293 診療科限定エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリ
ンジ

アリピプラゾール水和物 大塚製薬

31294 診療科限定エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリ
ンジ

アリピプラゾール水和物 大塚製薬

31281 診療科限定エピルビシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」 エピルビシン塩酸塩 沢井

31282 診療科限定エピルビシン塩酸塩注射用50mg「サワイ」 エピルビシン塩酸塩 沢井

31380 正規採用エフェドリン塩酸塩注40mg/1mL エフェドリン塩酸塩 日医工

31247 診療科限定エポエチンアルファBS注750「JCR」 エポエチンκ（遺伝子組換え） JCR=キッセイ

31246 正規採用エポエチンアルファBS注750シリンジ
「JCR」

エポエチンκ（遺伝子組換え） JCR=キッセイ

31273 正規採用エポジン注シリンジ1500 エポエチンβ（遺伝子組換え） 中外

31274 正規採用エポジン注シリンジ3000 エポエチンβ（遺伝子組換え） 中外

31278 正規採用エポジン皮下注シリンジ24000 エポエチンβ（遺伝子組換え) 中外

31310 正規採用エホチール注10mg/1mL エチレフリン塩酸塩 サノフィ

31322 診療科限定エムガルティ皮下注120mgオートインジェ
クター

ガルカネズマブ（遺伝子組換え） リリー=第一三共

31324 診療科限定エムプリシティ点滴静注用300mg エロツズマブ（遺伝子組換え） BMS

31325 診療科限定エムプリシティ点滴静注用400mg エロツズマブ（遺伝子組換え） BMS

31334 診療科限定エラプレース点滴静注液6mg/3mL イデュルスルファーゼ（遺伝子組換え） サノフィ

31339 正規採用エリル点滴静注液30mg/2mL 塩酸ファスジル水和物 旭化成ファーマ

31367 正規採用エルカルチンFF静注1000mgシリンジ(ス
リップタイプ)

レボカルニチン 大塚製薬

31347 正規採用エルシトニン注20Sディスポ1mL エルカトニン 旭化成ファーマ

31362 院外限定・院内診療科限
定

エルネオパNF1号輸液（1000mL袋） 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝ/微量元素 大塚工場=大塚製薬

31363 院外限定・院内診療科限
定

エルネオパNF1号輸液（1500mL袋） 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝ/微量元素 大塚工場=大塚製薬

31364 院外限定・院内診療科限
定

エルネオパNF2号輸液（1000mL袋） 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝ/微量元素 大塚工場=大塚製薬

31365 院外限定・院内診療科限
定

エルネオパNF2号輸液（1500mL袋） 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝ/微量元素 大塚工場=大塚製薬

31349 診療科限定エルプラット点滴静注液100ｍg/20mL オキサリプラチン ヤクルト

31348 診療科限定エルプラット点滴静注液50ｍg/10mL オキサリプラチン ヤクルト

31419 診療科限定エンスプリング皮下注120mgシリンジ サトラリズマブ（遺伝子組換え） 中外

31420 診療科限定エンタイビオ点滴静注用300mg ベドリズマブ（遺伝子組換え） 武田

31421 診療科限定エンドキサン注100mg シクロホスファミド 塩野義

31425 診療科限定エンドキサン注500mg シクロホスファミド 塩野義

31424 診療科限定エンハーツ点滴静注用100mg ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ ﾃﾞﾙｸｽﾃｶﾝ（遺伝子組換え） 第一三共

31427 院外限定エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL エタネルセプト（遺伝子組換え） ファイザー=武田

31431 院外かつ診療科限定エンブレル皮下注25mgペン0.5mL エタネルセプト（遺伝子組換え） ファイザー=武田

31423 院外かつ診療科限定エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用
1.0mL

エタネルセプト（遺伝子組換え） ファイザー=武田
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31428 院外限定エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL エタネルセプト（遺伝子組換え） ファイザー=武田

31429 診療科限定エンブレル皮下注50mgペン1.0mL エタネルセプト（遺伝子組換え） ファイザー=武田

33402 診療科限定オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL ﾘﾄﾞｶｲﾝ/ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ酒石酸水素塩 ジーシー昭和薬品

31459 正規採用オキサロール注5µg/1mL ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙ（ﾋﾞﾀﾐﾝD3） 中外

31468 正規採用オキシコドン注射液10mg「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 第一三共プロファーマ=第一三共

31469 正規採用オキシコドン注射液50mg「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 第一三共プロファーマ=第一三共

31578 診療科限定オクトレオスキャン静注用セット 塩化ｲﾝｼﾞｳﾑ（111In）/ﾍﾟﾝﾃﾄﾚｵﾁﾄﾞ PDRファーマ

31480 正規採用オクトレオチド酢酸塩皮下注100µg「サン
ド」

オクトレオチド酢酸塩 サンド

31485 診療科限定オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg アバロパラチド 帝人ファーマ

31490 院外限定オゼンピック皮下注0.25mgSD セマグルチド（遺伝子組換え） ノボ

31491 院外限定オゼンピック皮下注0.5mgSD セマグルチド（遺伝子組換え） ノボ

31492 院外限定オゼンピック皮下注1.0mgSD セマグルチド（遺伝子組換え） ノボ

31493 正規採用オゼンピック皮下注2mg セマグルチド（遺伝子組換え） ノボ

31916 正規採用おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」 乾燥弱毒生おたふくかぜﾜｸﾁﾝ 第一三共

31550 診療科限定オニバイド点滴静注43mg イリノテカン塩酸塩（リポソーム製剤） 日本セルヴィエ=ヤクルト

31576 正規採用オノアクト点滴静注用150mg ランジオロール塩酸塩 小野

31575 正規採用オノアクト点滴静注用50mg ランジオロール塩酸塩 小野

31640 正規採用オビソート注射用0.1g アセチルコリン塩化物 第一三共

31629 診療科限定オビドレル皮下注シリンジ250µg コリオゴナドトロピン　アルファ（遺伝子組換え） メルクバイオファーマ

31611 正規採用オフサグリーン静注用25mg インドシアニングリーン 参天

31627 診療科限定オプジーボ点滴静注120mg ニボルマブ（遺伝子組換え） 小野

31631 診療科限定オプジーボ点滴静注20mg ニボルマブ（遺伝子組換え） 小野

31628 診療科限定オプジーボ点滴静注240mg ニボルマブ（遺伝子組換え） 小野

31625 正規採用オプチレイ240注シリンジ100mL イオベルソール ゲルベ

31648 正規採用オプチレイ320ｼﾘﾝｼﾞ(CT・尿路用)100mL イオベルソール ゲルベ

31652 正規採用オムニパーク240注(脳槽・脊髄)10mL イオヘキソール GEヘルスケア

31661 正規採用オムニパーク240注ｼﾘﾝｼﾞ(尿路・血管・
CT用)100mL

イオヘキソール GEヘルスケア

31655 正規採用オムニパーク300注(尿路・血管
用)100mL

イオヘキソール GEヘルスケア

31653 正規採用オムニパーク300注(尿路・血管用)20mL イオヘキソール GEヘルスケア

31659 正規採用オムニパーク300注ｼﾘﾝｼﾞ(CT用)150mL イオヘキソール GEヘルスケア

31658 正規採用オムニパーク350注(血管用)100mL イオヘキソール GEヘルスケア

31656 正規採用オムニパーク350注(尿路・血管用)20mL イオヘキソール GEヘルスケア

31657 正規採用オムニパーク350注(尿路・血管用)50mL イオヘキソール GEヘルスケア

31665 正規採用オムニパーク350注ｼﾘﾝｼﾞ(血管・CT
用)100mL

イオヘキソール GEヘルスケア

31634 正規採用オメプラゾール注射用20mg「日医工」 オメプラゾール 日医工

31668 正規採用オルダミン注射用1000mg/10g ﾓﾉｴﾀﾉｰﾙｱﾐﾝｵﾚｲﾝ酸塩 富士化学=あすか製薬=武田

31636 診療科限定オルドレブ点滴静注用150mg ｺﾘｽﾁﾝﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ（ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝE） GSK

31676 診療科限定オレンシア点滴静注用250mg アバタセプト（遺伝子組換え） BMS=小野

31679 正規採用オレンシア皮下注125mgオートインジェク
ター1 mL

アバタセプト（遺伝子組換え） BMS=小野

31677 院外かつ診療科限定オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL アバタセプト（遺伝子組換え） BMS=小野

31671 診療科限定オンコビン注1mg ビンクリスチン硫酸塩 日本化薬

31680 正規採用オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」 オンダンセトロン 丸石

31685 正規採用オンデキサ静注用200mg アンデキサネット アルファ（遺伝子組換え） アレクシオン=アストラゼネカ

31794 正規採用ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｲﾙｽ6型/11型/16型/18型L1た
ん白質ｳｲﾙｽ様粒子

MSD

31802 正規採用カーディオライト注射液 第一（740MBq） ﾍｷｻｷｽ（2-ﾒﾄｷｼｲｿﾌﾞﾁﾙｲｿﾆﾄﾘﾙ）ﾃｸﾈﾁｳﾑ
（99mTc）

PDRファーマ
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31820 正規採用カーボスター透析剤・L（6L） 透析型人工腎臓灌流液(無酢酸) エイワイファーマ=陽進堂

31751 診療科限定カイプロリス点滴静注用10mg カルフィルゾミブ 小野

31752 診療科限定カイプロリス点滴静注用40mg カルフィルゾミブ 小野

31777 診療科限定ガザイバ点滴静注1000mg オビヌツズマブ（遺伝子組換え） 中外=日本新薬

31796 正規採用カタクロット注射液40mg/5mL オザグレルナトリウム 丸石

31803 診療科限定カドサイラ点滴静注用100mg ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ ｴﾑﾀﾝｼﾝ（遺伝子組換え） 中外

31804 診療科限定カドサイラ点滴静注用160mg ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ ｴﾑﾀﾝｼﾝ（遺伝子組換え） 中外

31806 正規採用ｶﾞﾄﾞﾃﾙ酸メｸﾞルミン静注38%ｼﾘﾝｼﾞ15mL
「GE」

ガドテル酸メグルミン GEヘルスケア=第一三共

31808 診療科限定ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL ガドブトロール バイエル

31807 診療科限定ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL ガドブトロール バイエル

31814 診療科限定カブリビ注射用10mg カプラシズマブ（遺伝子組換え） サノフィ

31812 正規採用ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サ
ワイ」

ガベキサートメシル酸塩 沢井

31811 正規採用ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「ｻ
ﾜｲ」

ガベキサートメシル酸塩 沢井

31841 診療科限定カルセド注射用20mg アムルビシン塩酸塩 住友ファーマ=日本化薬

31851 正規採用カルチコール注8.5％5mL グルコン酸カルシウム水和物 日医工

31874 診療科限定カルボプラチン点滴静注液150mg「SW」 カルボプラチン 沢井

31875 診療科限定カルボプラチン点滴静注液450mg「SW」 カルボプラチン 沢井

31873 診療科限定カルボプラチン点滴静注液50mg「SW」 カルボプラチン 沢井

31896 正規採用カンサイダス点滴静注用50mg カスポファンギン酢酸塩(CPFG) MSD

31897 正規採用カンサイダス点滴静注用70mg カスポファンギン酢酸塩(CPFG) MSD

31899 正規採用カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」 カンレノ酸カリウム 沢井

32005 診療科限定キイトルーダ点滴静注100mg ペムブロリズマブ(遺伝子組換え) MSD

32050 正規採用キシロカイン注ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ入0.5％20mL リドカイン塩酸塩/エピネフリン サンドファーマ=サンド

32055 正規採用キシロカイン注ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ入1％20mL リドカイン塩酸塩/エピネフリン サンドファーマ=サンド

32060 正規採用キシロカイン注ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ入2％20mL リドカイン塩酸塩/エピネフリン サンドファーマ=サンド

32043 診療科限定キシロカイン注シリンジ1％10mL リドカイン塩酸塩 ニプロ=サンド

32046 診療科限定キシロカイン注シリンジ1％10mL（小口径） リドカイン塩酸塩 ニプロ=サンド

32031 正規採用キシロカイン注ポリアンプ0.5％10mL リドカイン塩酸塩 サンドファーマ=サンド

32036 正規採用キシロカイン注ポリアンプ1％10mL リドカイン塩酸塩 サンドファーマ=サンド

32042 正規採用キシロカイン注ポリアンプ2％10mL リドカイン塩酸塩 サンドファーマ=サンド

32087 診療科限定キムリア点滴静注 チサゲンレクルユーセル ノバルティス

32093 診療科限定ギャバロン髄注0.05％20mL バクロフェン 第一三共

32091 診療科限定ギャバロン髄注0.2％5mL バクロフェン 第一三共

32099 正規採用キュビシン静注用350mg ダプトマイシン(DAP) MSD

32145 診療科限定キロサイドＮ注1g/50mL シタラビン 日本新薬

32142 診療科限定キロサイド注200mg/10mL シタラビン 日本新薬

32140 診療科限定キロサイド注20mg/1mL シタラビン 日本新薬

32141 診療科限定キロサイド注60mg/3mL シタラビン 日本新薬

32151 正規採用キンダリー透析剤ＡＦ－2号6L 透析型人工腎臓灌流液 扶桑

32155 正規採用キンダリー透析剤ＡＦ5号6L 透析型人工腎臓灌流液 扶桑

32200 正規採用クエン酸ガリウム(67Ｇａ)注ＮＭＰ クエン酸ガリウム(67Ｇa) メジフィジックス

32208 正規採用グラニセトロン静注液1mg「NIG」 グラニセトロン 日医工岐阜=日医工=武田

32204 正規採用グラニセトロン点滴静注バッグ１mg/50mL
「HK」

グラニセトロン塩酸塩 光

32214 診療科限定グランシリンジ150 フィルグラスチム（遺伝子組換え） 協和キリン

32213 診療科限定グランシリンジ75 フィルグラスチム（遺伝子組換え） 協和キリン

32216 診療科限定グランシリンジＭ300 フィルグラスチム（遺伝子組換え） 協和キリン

32225 正規採用クリアクター静注用80万 モンテプラーゼ（遺伝子組換え） エーザイ
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32242 院外かつ診療科限定クリースビータ皮下注10mg ブロスマブ（遺伝子組換え） 協和キリン

32243 院外かつ診療科限定クリースビータ皮下注20mg ブロスマブ（遺伝子組換え） 協和キリン

32244 院外かつ診療科限定クリースビータ皮下注30mg ブロスマブ（遺伝子組換え） 協和キリン

32257 正規採用グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」
200mL

濃グリセリン・果糖 光

32337 正規採用クリンダマイシンリン酸エステル注600ｍ
g/4mL「Ｆ」

ｸﾘﾝﾀﾞﾏｼｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ(CLDM) 富士製薬

32342 正規採用グルカゴンＧ・ノボ注射用1単位 グルカゴン（遺伝子組換え） ノボ

32357 正規採用クレキサン皮下注キット2000IU エノキサパリンナトリウム サノフィ

32359 院外限定グロウジェクト皮下注12mg ソマトロピン（遺伝子組換え） JCR

32361 院外かつ診療科限定グロウジェクト皮下注6mg ソマトロピン（遺伝子組換え） JCR

32368 正規採用クロスエイトＭC静注用1000単位 有機溶媒/界面活性剤処理乾燥濃縮人血液
凝固第ＶＩＩＩ因子

日本血液製剤機構

32622 診療科限定ケイセントラ静注用1000 人プロトロンビン複合体 CSLベーリング

32621 診療科限定ケイセントラ静注用500 人プロトロンビン複合体 CSLベーリング

32631 正規採用ケイツーＮ静注10mg/2mL メナテトレノン（ビタミンK2） エーザイ

34378 診療科限定ケシンプタ皮下注20ｍｇペン オファツムマブ ノバルティス

32645 正規採用ケタラール筋注用500mg/10mL ケタミン塩酸塩 第一三共プロファーマ=第一三共

32640 正規採用ケタラール静注用200mg/20mL ケタミン塩酸塩 第一三共プロファーマ=第一三共

32680 正規採用ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注
40mg/１mL

トリアムシノロンアセトニド BMS

32683 診療科限定ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注
50mg/５ mL

トリアムシノロンアセトニド BMS

32693 院外かつ診療科限定ケブザラ皮下注150mgオートインジェク
ター

サリルマブ（遺伝子組換え） サノフィ=旭化成ファーマ

32691 院外かつ診療科限定ケブザラ皮下注150mgシリンジ サリルマブ（遺伝子組換え） サノフィ=旭化成ファーマ

32697 診療科限定ケブザラ皮下注200mgオートインジェク
ター

サリルマブ（遺伝子組換え） サノフィ=旭化成ファーマ

32692 院外かつ診療科限定ケブザラ皮下注200mgシリンジ サリルマブ（遺伝子組換え） サノフィ=旭化成ファーマ

32760 正規採用ゲンタシン注60mg/1.5mL ゲンタマイシン硫酸塩(GM) 高田

32800 正規採用コアテック注5mg/5mL オルプリノン塩酸塩水和物 エーザイ

32820 診療科限定コアベータ静注用12.5mg ランジオロール塩酸塩 小野

32931 正規採用コートロシンＺ筋注0.5ｍg テトラコサクチド酢酸塩亜鉛水性懸濁液 アルフレッサファーマ

32920 正規採用コートロシン注射用0.25mg テトラコサクチド酢酸塩 アルフレッサファーマ

32900 診療科限定コスメゲン静注用0.5ｍg アクチノマイシンＤ ノーベル

32909 診療科限定コセンティクス皮下注150mgペン セクキヌマブ（遺伝子組換え） ノバルティス=マルホ

32913 診療科限定コセンティクス皮下注300mgペン セクキヌマブ（遺伝子組換え） ノバルティス=マルホ

32912 診療科限定コセンティクス皮下注75mgシリンジ セクキヌマブ（遺伝子組換え） ノバルティス=マルホ

32954 院外限定ゴナールエフ皮下注ペン450 FSH：卵胞刺激ホルモン（ﾎﾘﾄﾛﾋﾟﾝα） メルクバイオファーマ

32947 診療科限定ゴナックス皮下注用120mg（専用溶解液
添付製品）

デガレリクス酢酸塩 アステラス

32948 診療科限定ゴナックス皮下注用240mg（専用溶解液
添付製品）

デガレリクス酢酸塩 アステラス

32946 診療科限定ゴナックス皮下注用80mg（専用溶解液添
付製品）

デガレリクス酢酸塩 アステラス

32955 正規採用ゴナトロピン注用5000単位 HCG：ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(ヒト尿由来)

32966 診療科限定コバールトリイ静注用1000 オクトコグ ベータ(遺伝子組換え) バイエル

32962 診療科限定コパキソン皮下注20mgシリンジ グラチラマー酢酸塩 武田

32976 診療科限定コラテジェン筋注用4mg ベペルミノゲン ペルプラスミド アンジェス=田辺三菱

33049 正規採用コントミン筋注10mg/2mL クロルプロマジン塩酸塩 田辺三菱=吉富薬品

33065 正規採用コンファクトF注射用500 加熱処理乾燥濃縮人血液凝固第ＶＩＩＩ因子 KMバイオロジクス=日本血液製剤機構

33264 診療科限定サークリサ点滴静注100mg イサツキシマブ（遺伝子組換え） サノフィ

33247 診療科限定サークリサ点滴静注500mg イサツキシマブ（遺伝子組換え） サノフィ
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33205 正規採用ザイボックス注600mg/300mL リネゾリド(LZD) ファイザー

33212 診療科限定サイメリン注50mg ラニムスチン ニプロES

33228 診療科限定サイモグロブリン点滴静注用25mg  抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン サノフィ

33232 診療科限定サイラムザ点滴静注液100mg ラムシルマブ（遺伝子組換え） リリー

33233 診療科限定サイラムザ点滴静注液500mg ラムシルマブ（遺伝子組換え） リリー

33227 正規採用サイレース静注2mg/1mL フルニトラゼパム エーザイ

33243 診療科限定ザノサー点滴静注用1g ストレプトゾシン ノーベル

33244 正規採用ザバクサ配合点滴静注用 タゾバクタム／セフトロザン MSD

33245 診療科限定サビーン点滴静注用500mg デクスラゾキサン キッセイ

33248 診療科限定サフネロー点滴静注300mg ｱﾆﾌﾛﾙﾏﾌﾞ（遺伝子組換え） アストラゼネカ

33253 正規採用サブパック血液ろ過用補充液-Bi
（2020mL）

ろ過型・透析ろ過型人工腎臓灌流液 ニプロ

33285 診療科限定サムタス点滴静注用16mg トルバプタンリン酸エステルナトリウム 大塚製薬

33284 診療科限定サムタス点滴静注用8mg トルバプタンリン酸エステルナトリウム 大塚製薬

33260 正規採用サム点滴静注セット50mL トロメタモール配合剤 大塚工場=大塚製薬

33268 診療科限定ザルトラップ点滴静注100mg アフリベルセプトベータ（遺伝子組換え） サノフィ

33269 診療科限定ザルトラップ点滴静注200mg アフリベルセプトベータ（遺伝子組換え） サノフィ

33271 正規採用サンディミュン注250mg/5mL シクロスポリン ノバルティス

33281 診療科限定サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット10mg オクトレオチド酢酸塩 ノバルティス

33282 診療科限定サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット20mg オクトレオチド酢酸塩 ノバルティス

33283 診療科限定サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット30mg オクトレオチド酢酸塩 ノバルティス

33272 院外限定サンドスタチン皮下注用100µg/1mL オクトレオチド酢酸塩 ノバルティス

33280 正規採用サンリズム注射液50mg/5mL ピルシカイニド塩酸塩 第一三共

33370 正規採用ジアグノグリーン注射用25ｍg インドシアニングリーン 第一三共

33364 正規採用ジアゼパム注射液10mg「NIG」 ジアゼパム 日医工岐阜=日医工=武田

33367 正規採用シアノキット注射用5gセット ヒドロキソコバラミン メルクバイオファーマ

33363 正規採用シアノコバラミン注射液1,000µg「トーワ」 シアノコバラミン 東和薬品

33420 正規採用シーパラ注2mL ビタミンB1・B2・B6・C・ﾆｺﾁﾝ酸ｱﾐﾄﾞ・ﾊﾟﾝﾃﾉｰﾙ
混合

高田

33428 正規採用ジーラスタ皮下注3.6mg ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え） 協和キリン

33429 正規採用ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え） 協和キリン

33431 診療科限定ジーンプラバ点滴静注625mg ベズロトクスマブ（遺伝子組換え） MSD

33383 診療科限定ジェービックＶ「日本脳炎ワクチン」 乾燥細胞培養日本脳炎ﾜｸﾁﾝ 阪大微研=田辺三菱=武田

33386 院外限定ジェノトロピンゴークイック注用12mg ソマトロピン（遺伝子組換え） ファイザー

33368 院外限定ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg ソマトロピン（遺伝子組換え） ファイザー

33387 診療科限定ジェブタナ点滴静注60mg カバジタキセル　アセトン付加物 サノフィ

33381 診療科限定ジェムザール注1g ゲムシタビン塩酸塩 リリー

33379 診療科限定ジェムザール注200mg ゲムシタビン塩酸塩 リリー

33410 正規採用ジゴシン注0.25mg/1mL ジゴキシン 太陽ファルマ

33411 診療科限定シスプラチン注10mg「日医工」 シスプラチン 日医工

33413 診療科限定シスプラチン注50mg「日医工」 シスプラチン 日医工

33414 正規採用ジスロマック点滴静注用500mg アジスロマイシン水和物(AZM) ファイザー

33421 正規採用シナジス筋注液50mg パリビズマブ（遺伝子組換え） アストラゼネカ

33433 診療科限定ジフォルタ注射液20mg プララトレキサート ムンディファーマ

33348 診療科限定ジプレキサ筋注用10mg オランザピン リリー

33439 正規採用シプロフロキサシン点滴静注400mg/200 
mL「明治」

シプロフロキサシン(CPFX) MeijiSeika

33442 正規採用シベクトロ点滴静注用200mg テジゾリドリン酸エステル MSD

33445 正規採用シベノール静注70mg/5mL シベンゾリンコハク酸塩 トーアエイヨー

33443 正規採用シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプ
ロ」

シベレスタットナトリウム水和物 ニプロ
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33444 院外かつ診療科限定シムジア皮下注200mg シリンジ セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え） UCB=アステラス

33449 診療科限定シムジア皮下注200mgオートクリックス セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え） UCB=アステラス

33446 正規採用シムレクト静注用20mg バシリキシマブ（遺伝子組換え） ノバルティス

33474 正規採用シングリックス筋注用 水痘帯状疱疹ｳｲﾙｽgE抗原 GSK

33447 正規採用シンビット静注用50mg ニフェカラント塩酸塩 トーアエイヨー

33462 診療科限定シンポニー皮下注50mgオートインジェク
ター

ゴリムマブ（遺伝子組換え） ヤンセン=田辺三菱

33461 院外限定シンポニー皮下注50mgシリンジ ゴリムマブ（遺伝子組換え） ヤンセン=田辺三菱

33579 正規採用スキサメトニウム注100mg/5mL「マルイ
シ」

ｽｷｻﾒﾄﾆｳﾑ塩化物水和物 丸石

33576 診療科限定スキャンドネストカートリッジ3% メピバカイン塩酸塩 日本歯科

33584 診療科限定スキリージ点滴静注600mg リサンキズマブ（遺伝子組換え） アッヴィ

33582 診療科限定スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL リサンキズマブ（遺伝子組換え） アッヴィ

33583 診療科限定スキリージ皮下注360mgオートドーザー リサンキズマブ（遺伝子組換え） アッヴィ

33581 診療科限定スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL リサンキズマブ（遺伝子組換え） アッヴィ

33596 診療科限定ステラーラ点滴静注130mg ウステキヌマブ（遺伝子組換え） ヤンセン=田辺三菱

33591 診療科限定ステラーラ皮下注45mg/0.5mLｼﾘﾝｼﾞ ウステキヌマブ（遺伝子組換え） ヤンセン=田辺三菱

33599 診療科限定ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリ
ンジ

ﾍﾞﾝｼﾞﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝﾍﾞﾝｻﾞﾁﾝ水和物 ファイザー

33600 正規採用ズファジラン筋注5mg/1mL イソクスプリン塩酸塩 アルフレッサファーマ

33621 正規採用スベニールディスポ関節注25mg ヒアルロン酸ナトリウム 中外

33598 診療科限定スペビゴ点滴静注450mg スペソリマブ（遺伝子組換え） 日本ベーリンガー

33617 院外かつ診療科限定スミフェロンＤＳ300万ＩＵ ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝα注射液(NAMALWA) 住友ファーマ

33625 正規採用スルバシリン静注用1.5g ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ/ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ MeijiSeika

33761 診療科限定ゼヴァリン イットリウム（90Y）静注用セット ｲﾌﾞﾘﾂﾓﾏﾌﾞ ﾁｳｷｾﾀﾝ（遺伝子組換え） ムンディファーマ=PDRファーマ

33760 診療科限定ゼヴァリン インジウム（111In）静注用セット ｲﾌﾞﾘﾂﾓﾏﾌﾞ ﾁｳｷｾﾀﾝ（遺伝子組換え） ムンディファーマ=PDRファーマ

33771 診療科限定ゼオマイン筋注用100単位 ｲﾝｺﾎﾞﾂﾘﾇｽﾄｷｼﾝA 帝人ファーマ

33811 正規採用セトロタイド注射用0.25mg セトロレリクス 日本化薬=メルクバイオファーマ

33837 正規採用セファゾリンNa注射用1g「NP」 セファゾリンナトリウム(CEZ) ニプロ

33838 正規採用セファゾリンＮａ点滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞ「ｵｰﾂ
ｶ」

セファゾリンナトリウム(CEZ) 大塚工場=大塚製薬

33863 正規採用セファメジンα注射用0.25g セファゾリンナトリウム(CEZ) LTL

33880 診療科限定セファランチン注10mg/2mL ｾﾌｧﾗﾝﾁﾝ (ﾀﾏｻｷﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ抽出ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ) メディサ=化研生薬

33873 正規採用セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」 セフェピム塩酸塩水和物 サンド

33883 正規採用セフォタックス注射用1g ｾﾌｫﾀｷｼﾑﾅﾄﾘｳﾑ(CPZ) 日医工

33892 正規採用セフォチアム塩酸塩静注用0.5ｇ「NP」 セフォチアム塩酸塩(CTM) ニプロ

33889 正規採用セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞ
S「NP」

セフォチアム塩酸塩(CTM) ニプロ

33897 正規採用セフタジジム静注用0.5g「ｻﾜｲ」 セフタジジム水和物(CAZ) 沢井

33898 正規採用セフタジジム静注用1g「ｻﾜｲ」 セフタジジム水和物(CAZ) 沢井

33899 正規採用セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医
工」

セフトリアキソンナトリウム 日医工

33852 正規採用セフトリアキソンナトリウム点滴用1 gバッグ
「NP」

セフトリアキソンナトリウム ニプロ=日医工

33896 正規採用セフメタゾールﾅﾄﾘｳﾑ点滴静注用ﾊﾞｯｸﾞ
1g「NP」

ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ(CMZ) ニプロ

33891 正規採用セフメタゾン静注用0.5g ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ(CMZ) アルフレッサファーマ

33909 診療科限定ゼプリオンTRI水懸筋注175mgシリンジ ﾊﾟﾘﾍﾟﾘﾄﾞﾝﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ ヤンセン

33911 診療科限定ゼプリオンTRI水懸筋注263mgシリンジ ﾊﾟﾘﾍﾟﾘﾄﾞﾝﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ ヤンセン

33908 診療科限定ゼプリオンTRI水懸筋注350mgシリンジ ﾊﾟﾘﾍﾟﾘﾄﾞﾝﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ ヤンセン

33912 診療科限定ゼプリオンTRI水懸筋注525mgシリンジ ﾊﾟﾘﾍﾟﾘﾄﾞﾝﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ ヤンセン

33906 診療科限定ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ ﾊﾟﾘﾍﾟﾘﾄﾞﾝﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ ヤンセン
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33907 診療科限定ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ ﾊﾟﾘﾍﾟﾘﾄﾞﾝﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ ヤンセン

33904 診療科限定ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ ﾊﾟﾘﾍﾟﾘﾄﾞﾝﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ ヤンセン

33905 診療科限定ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ ﾊﾟﾘﾍﾟﾘﾄﾞﾝﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ ヤンセン

33930 正規採用セレネース注5mg/1mL ハロペリドール 住友ファーマ

34124 診療科限定ゾーフィゴ静注 塩化ラジウム バイエル

34021 診療科限定ソグルーヤ皮下注10mg ソマプシタン（遺伝子組換え） ノボ

34020 診療科限定ソグルーヤ皮下注5mg ソマプシタン（遺伝子組換え） ノボ

34100 正規採用ソセゴン注15mg/1mL ペンタゾシン 丸石

34122 正規採用ソナゾイド注射用16µＬ ペルフルブタンマイクロバブル GEヘルスケア

34107 診療科限定ソマチュリン皮下注120mg ランレオチド酢酸塩 帝人ファーマ

34106 診療科限定ソマチュリン皮下注90mg ランレオチド酢酸塩 帝人ファーマ

34118 診療科限定ゾラデックス3.6mgデポ ゴセレリン酢酸塩 アストラゼネカ

34111 正規採用ゾラデックスＬＡ10.8mgデポ ゴセレリン酢酸塩 アストラゼネカ

34126 院外限定ソリクア配合注ソロスター ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ（遺伝子組換え）/ﾘｷｼｾﾅﾁﾄﾞ サノフィ

34131 正規採用ソリタ-Ｔ2号輸液500mL 脱水補給液（3.2％ブドウ糖加） エイワイファーマ=陽進堂

34166 正規採用ソリタ-Ｔ4号輸液500mL 術後回復液（4.3％ブドウ糖加） エイワイファーマ=陽進堂

34120 正規採用ソリタックス-Ｈ輸液500mL 維持液（12.5％ブドウ糖加） エイワイファーマ=陽進堂

34180 正規採用ソル・コーテフ注射用100mg ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ ファイザー

34201 正規採用ソル・メドロール静注用125mg ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ ファイザー

34199 正規採用ソル・メドロール静注用40mg ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ ファイザー

34202 正規採用ソル・メドロール静注用500mg ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ ファイザー

34175 診療科限定ソルアセトＦ輸液1000mL 酢酸リンゲル液 テルモ

34174 正規採用ソルアセトＦ輸液500mL 酢酸リンゲル液 テルモ

34177 診療科限定ゾルゲンスマ点滴静注 オナセムノゲンアベパルボベク ノバルティス

34190 正規採用ソルデム1輸液200mL 開始液（2.6％ブドウ糖加） テルモ

34181 正規採用ソルデム1輸液500mL 開始液（2.6％ブドウ糖加） テルモ

34184 正規採用ソルデム3ＡＧ輸液500mL 維持液（7.5％ブドウ糖加） テルモ

34192 正規採用ソルデム3Ａ輸液1000mL 維持液（4.3％ブドウ糖加） テルモ

34187 正規採用ソルデム3Ａ輸液200mL 維持液（4.3％ブドウ糖加） テルモ

34189 正規採用ソルデム3Ａ輸液500mL 維持液（4.3％ブドウ糖加） テルモ

34194 正規採用ゾルトファイ配合注フレックスタッチ ｲﾝｽﾘﾝﾃﾞｸﾞﾙﾃﾞｸ（遺伝子組換え）／ﾘﾗｸﾞﾙﾁﾄﾞ
（遺伝子組換え）

ノボ

34205 正規採用ソルラクト輸液500mL 乳酸リンゲル液 テルモ

34211 診療科限定ゾレア皮下注150mgシリンジ オマリズマブ（遺伝子組換え） ノバルティス

34212 院外かつ診療科限定ゾレア皮下注75mgシリンジ オマリズマブ（遺伝子組換え） ノバルティス

34220 正規採用ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ
「ニプロ」

ゾレドロン酸水和物 ニプロ

34365 診療科限定ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ PD‐4(4.25)腹膜透析液2.0L
（排液バッグ付）ＵＶツインバッグ

腹膜透析液 バクスター

34326 診療科限定ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N　PD‐4(1.5)腹膜透析液2.0L
ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ

腹膜透析液 バクスター

34363 診療科限定ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N　PD‐4(2.5)腹膜透析液2.0L
ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ

腹膜透析液 バクスター

34370 正規採用ダイアモックス注射用500mg アセタゾラミドナトリウム 三和化学

34373 診療科限定タイガシル点滴静注用50mg チゲサイクリン ファイザー

34375 診療科限定タイサブリ点滴静注300mg/15mL ナタリズマブ（遺伝子組換え） バイオジェン

34389 診療科限定タイロゲン筋注用0.9mg ﾋﾄﾁﾛﾄﾛﾋﾟﾝ　ｱﾙﾌｧ（遺伝子組換え） サノフィ

34390 診療科限定ダウノマイシン静注用20mg ダウノルビシン塩酸塩 MeijiSeika

34394 診療科限定ダカルバジン注用100mg ダカルバジン サンドファーマ=サンド

34392 正規採用タケプロン静注用30ｍg ランソプラゾール 武田テバ薬品=武田

34409 正規採用タゾピペ配合静注用2.25「明治」 ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ/ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ MeijiSeika
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34408 正規採用タゾピペ配合静注用4.5「明治」 ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ/ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ MeijiSeika

34400 正規採用タチオン注射用100mg グルタチオン 長生堂=日本ジェネリック

39842 正規採用ダットスキャン静注 イオフルパン（123I） メジフィジックス

34423 診療科限定ダラキューロ配合皮下注 ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ・ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞｱﾙﾌｧ ヤンセン

34411 診療科限定ダラザレックス点滴静注100mg ダラツムマブ（遺伝子組換え） ヤンセン

34412 診療科限定ダラザレックス点滴静注400mg ダラツムマブ（遺伝子組換え） ヤンセン

34430 診療科限定ダルテパリンNa静注5000単位/20mLｼﾘﾝ
ｼﾞ「ﾆﾌﾟﾛ」

ダルテパリンナトリウム ニプロ

34429 正規採用ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワ
イ」

ダルテパリンナトリウム 沢井

34440 診療科限定ダルビアス点滴静注用135mg ダリナパルシン ソレイジア=日本化薬

34436 正規採用ダルベポエチン アルファ注120µgシリンジ
「KKF」

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝα（遺伝子組換え） 協和キリンフロンティア=協和キリン

34437 診療科限定ダルベポエチン アルファ注180µgシリンジ
「KKF」

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝα（遺伝子組換え） 協和キリンフロンティア=協和キリン

34433 正規採用ダルベポエチン アルファ注20µgシリンジ
「KKF」

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝα（遺伝子組換え） 協和キリンフロンティア=協和キリン

34434 正規採用ダルベポエチン アルファ注30µgシリンジ
「KKF」

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝα（遺伝子組換え） 協和キリンフロンティア=協和キリン

34435 正規採用ダルベポエチン アルファ注60µgシリンジ
「KKF」

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝα（遺伝子組換え） 協和キリンフロンティア=協和キリン

34419 正規採用ダントリウム静注用20mg ダントロレンナトリウム オーファンパシフィック

34425 正規採用タンボコール静注50mg/5mL フレカイニド酢酸塩 エーザイ

34690 正規採用ツベルクリン（精製）【一般】診断用1人用 精製ツベルクリン 日本BCG

34807 正規採用テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」 テイコプラニン(TEIC) MeijiSeika

34861 正規採用デキサート注射液1.65mg/0.5mL ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ 富士製薬

34862 正規採用デキサート注射液6.6mg/2mL ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ 富士製薬

34904 診療科限定デスモプレシン静注4μg「フェリング」 デスモプレシン酢酸塩水和物 フェリング=キッセイ

34891 診療科限定テゼスパイア皮下注210mgシリンジ テゼペルマブ（遺伝子組換え） アストラゼネカ

34907 診療科限定テセントリク点滴静注1200mg アテゾリズマブ（遺伝子組換え） 中外

34906 診療科限定テセントリク点滴静注840mg アテゾリズマブ（遺伝子組換え） 中外

34913 正規採用テタノブリンＩＨ静注250単位 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理抗破傷風人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ 日本血液製剤機構

34920 正規採用デトキソール静注液2g/20mL チオ硫酸ナトリウム水和物 日医工

34586 診療科限定テトラビック皮下注シリンジ 沈降精製百日咳ｼﾞﾌﾃﾘｱ破傷風不活化ポリオ
（セービン株）混合ワクチン

阪大微研=田辺三菱

34922 正規採用デノシン点滴静注用500mg ガンシクロビル（GCV) 田辺三菱

34924 診療科限定デファイテリオ静注200mg デフィブロチドナトリウム 日本新薬

30001 診療科限定テムセルHS注 ヒト（同種）骨髄由来間葉系幹細胞 JCR

34984 診療科限定テモダール点滴静注用100mg テモゾロミド MSD

34946 診療科限定デュピクセント皮下注300mgペン デュピルマブ（遺伝子組換え） サノフィ

36287 正規採用テリパラチドBS皮下注キット600µg「モチ
ダ」

テリパラチド（遺伝子組換え） 持田

34977 正規採用テリボン皮下注28.2µgオートインジェクター テリパラチド酢酸塩 旭化成ファーマ

33751 正規採用テルモ生食1L 塩化ナトリウム テルモ

33746 正規採用テルモ生食500mL 塩化ナトリウム テルモ

35187 診療科限定トーリセル点滴静注液25mg テムシロリムス ファイザー

35089 診療科限定ドキシル注20mg/10mL ドキソルビシン塩酸塩 バクスター=富士製薬

35087 診療科限定ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 ドキソルビシン塩酸塩 日本化薬

35088 診療科限定ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ドキソルビシン塩酸塩 日本化薬

35096 診療科限定ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ﾆﾌﾟﾛ」 ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ水和物（ｴﾀﾉｰﾙﾌﾘｰ） ニプロ=日本化薬

35097 診療科限定ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ﾆﾌﾟﾛ」 ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ水和物（ｴﾀﾉｰﾙﾌﾘｰ） ニプロ=日本化薬

35100 正規採用ドパストン静注50ｍg/20mL レボドパ 大原

35102 正規採用ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「ファイ
ザー」

ドパミン塩酸塩 マイラン=ファイザー
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35109 正規採用ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「ｻﾜ
ｲ」

ドブタミン塩酸塩 沢井

35103 正規採用ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」 ドブタミン塩酸塩 テルモ=協和キリン

35108 正規採用トブラシン注90mg1.5mL トブラマイシン(TOB) 東和薬品=ジェイドルフ

35130 正規採用ドプラム注射液400mg/20mL ドキサプラム塩酸塩水和物 キッセイ

35133 診療科限定トポテシン点滴静注100mg/5mL イリノテカン塩酸塩 アルフレッサファーマ

35134 診療科限定トポテシン点滴静注40mg/2mL イリノテカン塩酸塩 アルフレッサファーマ

35152 診療科限定トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 トラスツズマブ(遺伝子組換え) 日本化薬

35155 診療科限定トラマール注100 トラマドール塩酸塩 日本新薬

35170 診療科限定トランサミン注10％(1g/10mL) トラネキサム酸 第一三共

35160 正規採用トランサミン注5％(250mg/5mL) トラネキサム酸 第一三共

35186 診療科限定トリセノックス点滴静注12mg 三酸化ニ砒素 日本新薬

35201 正規採用トリノシンＳ注10mg/2mL ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ水和物 トーアエイヨー

35197 診療科限定トルツ皮下注80mgオートインジェクター イキセキズマブ（遺伝子組換え） リリー

35195 正規採用トルリシティ皮下注0.75mgアテオス デュラグルチド（遺伝子組換え） リリー

35218 診療科限定トレアキシン点滴静注液100mg/4mL ベンダムスチン塩酸塩 シンバイオ

35221 正規採用トレシーバ注フレックスタッチ インスリン デグルデク（遺伝子組換え） ノボ

35222 正規採用トレシーバ注ペンフィル インスリン デグルデク（遺伝子組換え） ノボ

35227 診療科限定トレプロスト注射液100mg トレプロスチニル 持田

35228 診療科限定トレプロスト注射液2０0mg トレプロスチニル 持田

35225 診療科限定トレプロスト注射液20mg トレプロスチニル 持田

35226 診療科限定トレプロスト注射液50mg トレプロスチニル 持田

35229 診療科限定トレムフィア皮下注100mgシリンジ グセルクマブ（遺伝子組換え） ヤンセン=大鵬薬品

35250 正規採用ドロレプタン注射液25mg/10mL ドロペリドール アルフレッサファーマ

35329 診療科限定ナノゾラ皮下注30mgシリンジ オゾラリズマブ（遺伝子組換え） 大正製薬

35333 診療科限定ナルベイン注20mg ヒドロモルフォン塩酸塩 第一三共プロファーマ=第一三共

35332 正規採用ナルベイン注2mg ヒドロモルフォン塩酸塩 第一三共プロファーマ=第一三共

31386 正規採用ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 ナロキソン塩酸塩 アルフレッサファーマ

35341 正規採用ニカルジピン塩酸塩注射液25mg/25mL
「ｻﾜｲ」

ニカルジピン塩酸塩 沢井

35345 診療科限定ﾆｺﾍﾟﾘｯｸ腹膜透析液（1500mL）排液ﾊﾞｯ
ｸﾞ付

腹膜透析液 テルモ

35346 診療科限定ﾆｺﾍﾟﾘｯｸ腹膜透析液（2000mL） 腹膜透析液 テルモ

35348 正規採用ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ ニコランジル 沢井

35359 診療科限定ニトプロ持続静注液30ｍg/10mL ニトロプルシドナトリウム 丸石

35360 診療科限定ニドラン注50mg ニムスチン塩酸塩 アルフレッサファーマ

35369 正規採用ニトロール持続静注ｼﾘﾝｼﾞ(25mg/50mL） 硝酸イソソルビド エーザイ

35368 正規採用ニトロール注シリンジ（5mg/10mL） 硝酸イソソルビド エーザイ

35364 正規採用ニトログリセリン静注25mg/50 mLシリンジ
「TE」

ニトログリセリン トーアエイヨー

35371 正規採用ニューモバックスNPシリンジ 肺炎球菌ワクチン MSD

35402 診療科限定ヌーカラ皮下注100mgペン メポリズマブ（遺伝子組換え） GSK

35375 正規採用ネオアミユー輸液200mL 腎不全用アミノ酸製剤 エイワイファーマ=陽進堂

35468 正規採用ネオシネジンコーワ注1mg/1mL フェニレフリン塩酸塩 興和

35469 正規採用ネオシネジンコーワ注5mg フェニレフリン塩酸塩 興和

35478 正規採用ネオビタカイン注シリンジ5mL ①ジブカイン塩酸塩②サリチル酸ナトリウム③臭
化カルシウム

ビタカイン=田辺三菱

35480 正規採用ネオフィリン注250mg/10mL アミノフィリン エーザイ

35596 正規採用ノイトロジン注100µg レノグラスチム（遺伝子組換え） 中外

35598 正規採用ノイトロジン注250µg レノグラスチム（遺伝子組換え） 中外

35595 正規採用ノイトロジン注50µg レノグラスチム（遺伝子組換え） 中外
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35605 正規採用ノイロトロピン注射液3.6単位/3mL ﾜｸｼﾆｱｳｲﾙｽ接種家兎炎症皮膚抽出液 日本臓器

35618 診療科限定ノーベルバール静注用250mg フェノバルビタールナトリウム ノーベル

35611 正規採用ノバスタンＨＩ注10mg/2mL アルガトロバン 田辺三菱

35610 正規採用ノバミン筋注5mg/1mL プロクロルペラジン 共和薬品

35614 診療科限定ノバントロン注10mg/5mL ミトキサントロン塩酸塩「 あすか製薬=武田

35602 正規採用ノボセブンＨＩ静注用5mg　シリンジ ｴﾌﾟﾀｺｸﾞα（活性型・遺伝子組換え） ノボ

35627 正規採用ノボラピッド30ミックス注フレックスペン インスリン　アスパルト（遺伝子組換え） ノボ

35626 院外限定ノボラピッド30ミックス注ペンフィル インスリン　アスパルト（遺伝子組換え） ノボ

35648 院外限定ノボラピッド50ミックス注フレックスペン インスリン　アスパルト（遺伝子組換え） ノボ

35624 院外限定ノボラピッド注100単位/mL インスリン　アスパルト（遺伝子組換え） ノボ

35613 院外限定ノボラピッド注イノレット インスリン アスパルト（遺伝子組換え） ノボ

35658 院外限定ノボラピッド注フレックスタッチ インスリン　アスパルト（遺伝子組換え） ノボ

35623 院外限定ノボラピッド注ペンフィル インスリン　アスパルト（遺伝子組換え） ノボ

35641 院外限定ノボリン30Ｒ注フレックスペン ヒトインスリン（遺伝子組換え） ノボ

35643 正規採用ノボリンＮ注フレックスペン ヒトインスリン（遺伝子組換え） ノボ

35644 正規採用ノボリンＲ注フレックスペン ヒトインスリン（遺伝子組換え） ノボ

35640 正規採用ノルアドリナリン注1mg/1mL ノルアドレナリン（ノルエピネフリン） アルフレッサファーマ

35686 院外かつ診療科限定ノルディトロピンフレックスプロ注10mg ソマトロピン（遺伝子組換え） ノボ

35685 院外限定ノルディトロピンフレックスプロ注5mg ソマトロピン（遺伝子組換え） ノボ

35838 診療科限定パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg エテルカルセチド塩酸塩 小野

35839 診療科限定パーサビブ静注透析用シリンジ5mg エテルカルセチド塩酸塩 小野

35833 診療科限定パージェタ点滴静注420mg/14mL ペルツズマブ（遺伝子組換え） 中外

35700 診療科限定ハイカムチン注射用1.1mg ノギテカン塩酸塩 日本化薬

35748 正規採用ハイカリックＲＦ輸液500mL 腎不全用中心静脈栄養用基本液 テルモ

35740 正規採用ハイカリック液-1号700mL 中心静脈栄養用基本液 テルモ

35745 正規採用ハイカリック液-2号700mL 中心静脈栄養用基本液 テルモ

35795 正規採用ハイゼントラ20％皮下注２g/10mL 人免疫グロブリンG CSLベーリング

35796 正規採用ハイゼントラ20％皮下注４g/20mL 人免疫グロブリンG CSLベーリング

35800 正規採用バクトラミン注5mL ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ 太陽ファルマ

35806 診療科限定パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 パクリタキセル 日本化薬

35805 診療科限定パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 パクリタキセル 日本化薬

35841 診療科限定パドセブ点滴静注用30mg エンホルツマブベドチン(遺伝子組み換え) アステラス

31390 正規採用パパベリン塩酸塩注40mg/1mL パパベリン塩酸塩 日医工

35847 診療科限定バビースモ硝子体内注射液120mg/mL ファリシマブ（遺伝子組換え） 中外

35843 正規採用ハプトグロビン静注2000単位「JB」 人ハプトグロビン 日本血液製剤機構

35846 正規採用ハベカシン注射液200mg/4mL アルベカシン硫酸塩(ABK) MeijiSeika

35844 正規採用ハベカシン注射液25mg/0.5mL アルベカシン硫酸塩(ABK) MeijiSeika

35848 診療科限定バベンチオ点滴静注200mg アベルマブ(遺伝子組換え) メルクバイオファーマ

35855 正規採用パム静注500mg/20mL プラリドキシムヨウ化メチル 住友ファーマ

35862 診療科限定ハラヴェン静注1mg/2mL エリブリンメシル酸塩 エーザイ

35885 正規採用パルクス注5µg/1mL アルプロスタジル 大正製薬

35875 正規採用パルタンＭ注0.2mg/1mL ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 持田

35870 正規採用バル筋注100mg/1mL「ＡＦＰ」 ジメルカプロール アルフレッサファーマ

35895 正規採用パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 パロノセトロン塩酸塩 岡山大鵬

35928 正規採用ハロマンス注100mg/1mL ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙﾃﾞｶﾝ酸ｴｽﾃﾙ ヤンセン=住友ファーマ

35927 正規採用ハロマンス注50mg/1mL ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙﾃﾞｶﾝ酸ｴｽﾃﾙ ヤンセン=住友ファーマ

35943 正規採用バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明
治」

バンコマイシン塩酸塩(VCM) MeijiSeika

35960 正規採用パントール注射液100mg/1mL パンテノール トーアエイヨー
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35970 正規採用パントール注射液500mg/2mL パンテノール トーアエイヨー

35980 正規採用ハンプ注射用1000 カルペリチド（遺伝子組換え） 第一三共

36010 正規採用ピーエヌツイン-1号輸液1000mL 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸 エイワイファーマ=陽進堂

36011 正規採用ピーエヌツイン-2号輸液1100mL 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸 エイワイファーマ=陽進堂

36307 正規採用ビーフリード輸液1000mL 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝB1 大塚工場=大塚製薬

36306 正規採用ビーフリード輸液500mL 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝB1 大塚工場=大塚製薬

36291 正規採用ビームゲン注0.25mL  組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来) KMバイオロジクス=MeijiSeika

36315 正規採用ビームゲン注0.5mL  組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来) KMバイオロジクス=MeijiSeika

36369 診療科限定ビーリンサイト点滴静注用35µg ブリナツモマブ（遺伝子組換え） アムジェン=アステラス

36005 診療科限定ピヴラッツ点滴静注液150mg クラゾセンタン イドルシア

36062 診療科限定ビカネイト輸液（500mL袋） 重炭酸リンゲル液 大塚工場=大塚製薬

36100 正規採用ビクシリン注射用1g ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物(ABPC) MeijiSeika

36125 正規採用ビクトーザ皮下注18mg リラグルチド（遺伝子組換え） ノボ

36139 正規採用ビジパーク270注20mL(尿路・血管・CT
用)

イオジキサノール GEヘルスケア

36138 診療科限定ビジパーク270注50mL(尿路・血管・CT
用)

イオジキサノール GEヘルスケア

36155 正規採用ピシバニール注射用5KE 抗悪性腫瘍溶連菌製剤(OK-432) 中外

36137 正規採用ヒシファーゲン配合静注 グリチルリチン製剤 ニプロ

36168 診療科限定ビスダイン静注用15mg ベルテポルフィン クリニジェン

36222 診療科限定ビダーザ注射用100mg アザシチジン 日本新薬

36221 正規採用ビタジェクト注キット 総合ビタミン剤 テルモ

36275 正規採用ビタミンＣ注500mg/2mL アスコルビン酸 扶桑=アルフレッサファーマ

36280 正規採用ビタメジン静注 ビタミンB1・B6・B12混合 アルフレッサファーマ

36282 正規採用ヒトＣＲＨ静注用100µg「タナベ」 コルチコレリン（ヒト） ニプロES

36290 正規採用ピトレシン注射液20単位/1mL バソプレシン ファイザー

36305 診療科限定ピノルビン注射用20ｍg ピラルビシン マイクロバイオ=日本化薬

36308 正規採用ピペラシリンNa注射用1g「ｻﾜｲ」 ピペラシリンナトリウム(PIPC) 沢井

36309 正規採用ピペラシリンナトリウム点滴静注用ﾊﾞｯｸﾞ2g
「NP」

ピペラシリンナトリウム(PIPC) ニプロ

36312 正規採用ビムパット点滴静注100mg ラコサミド UCB=第一三共

36333 院外限定ヒューマトロープ注射用12mg ソマトロピン（遺伝子組換え） リリー

36334 正規採用ヒューマトロープ注射用6mg ソマトロピン（遺伝子組換え） リリー

36356 正規採用ヒューマリン3/7注ミリオペン ヒトインスリン（遺伝子組換え） リリー

36323 正規採用ヒューマリンR注100単位/mL ヒトインスリン（遺伝子組換え） リリー

36358 院外かつ診療科限定ヒューマリンＲ注ミリオペン ヒトインスリン（遺伝子組換え） リリー

36352 正規採用ヒューマログミックス25注ミリオペン インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） リリー

36353 正規採用ヒューマログミックス50注ミリオペン インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） リリー

36347 院外限定ヒューマログ注100単位/mL インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） リリー

36345 院外限定ヒューマログ注カート インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） リリー

36351 院外限定ヒューマログ注ミリオペン インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） リリー

36361 正規採用ヒューマログ注ミリオペンHD インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） リリー

36364 院外かつ診療科限定ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL アダリムマブ（遺伝子組換え） アッヴィ=エーザイ

36366 院内診療科限定・院外か
つ診療科限定

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL アダリムマブ（遺伝子組換え） アッヴィ=エーザイ

36365 院外かつ診療科限定ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL アダリムマブ（遺伝子組換え） アッヴィ=エーザイ

36367 診療科限定ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL アダリムマブ（遺伝子組換え） アッヴィ=エーザイ

36373 診療科限定ピリヴィジェン10%静注10g/100mL pH4処理酸性人免疫グロブリン製剤 CSLベーリング

36374 診療科限定ピリヴィジェン10%静注20g/200mL pH4処理酸性人免疫グロブリン製剤 CSLベーリング

36372 診療科限定ピリヴィジェン10%静注5g/50mL pH4処理酸性人免疫グロブリン製剤 CSLベーリング

36355 正規採用ビリスコピン点滴静注50（100mL） イオトロクス酸メグルミン バイエル
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36370 正規採用ヒルナミン筋注25mg/1mL レボメプロマジン塩酸塩 共和薬品

36409 診療科限定ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェ
クター

ビメキズマブ（遺伝子組換え） UCB

36552 正規採用ファーストシン静注用1g セフォゾプラン塩酸塩(CZOP) 武田テバ薬品=武田

36548 正規採用ファーストシン静注用1gバッグS セフォゾプラン塩酸塩(CZOP) 武田テバ薬品=武田

36547 診療科限定ファセンラ皮下注30mgシリンジ ベンラリズマブ（遺伝子組換え） アストラゼネカ

36546 正規採用ファモチジン静注20mg「日新」 ファモチジン 日新製薬

36570 正規採用ファンギゾン注射用50mg アムホテリシンＢ(AMPH-B) クリニジェン

36574 院外かつ診療科限定フィアスプ注100単位/mL インスリン　アスパルト（遺伝子組換え） ノボ

36572 院外かつ診療科限定フィアスプ注フレックスタッチ インスリン　アスパルト（遺伝子組換え） ノボ

36573 院外かつ診療科限定フィアスプ注ペンフィル インスリン　アスパルト（遺伝子組換え） ノボ

36576 正規採用フィジオ140輸液500mL 酢酸リンゲル液（1％ブドウ糖加） 大塚工場=大塚製薬

36575 正規採用フィジオ35輸液500mL 酢酸維持液（4.3％ブドウ糖加） 大塚工場=大塚製薬

36585 正規採用フィニバックス点滴静注用0.25g ドリペネム水和物(DRPM) 塩野義

36586 正規採用フィニバックス点滴静注用0.5g ドリペネム水和物(DRPM) 塩野義

36590 正規採用ブイフェンド200mg静注用 ボリコナゾール(VRCZ) ファイザー

36602 診療科限定フィブリノゲンHT静注用1g「JB」 乾燥人フィブリノゲン 日本血液製剤機構

36603 正規採用フィブロガミンＰ静注用 乾燥濃縮人血液凝固第ＸＩＩＩ因子 CSLベーリング

36616 正規採用フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」 フィルグラスチム（遺伝子組換え） 富士製薬

36617 正規採用フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」 フィルグラスチム（遺伝子組換え） 富士製薬

36615 正規採用フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」 フィルグラスチム（遺伝子組換え） 富士製薬

36606 診療科限定フィルデシン注射用1mg ビンデシン硫酸塩 日医工

36614 診療科限定フェインジェクト静注500mg ｶﾙﾎﾞｷｼﾏﾙﾄｰｽ第二鉄 ゼリア

36611 正規採用フェジン静注40mg/2mL 含糖酸化鉄 日医工

36612 診療科限定フェソロデックス筋注250mg/5mL フルベストラント アストラゼネカ

36620 正規採用フェノバール注射液100mg/1mL フェノバルビタール 藤永=第一三共

36637 正規採用フエロン注射用300万 ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝβ(BALL-1) 東レ=第一三共

36635 正規採用フェンタニル注射液0.1mg/2mL フェンタニルクエン酸塩 第一三共プロファーマ=第一三共

36621 正規採用フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」 フェンタニルクエン酸塩 テルモ

36640 正規採用フォリアミン注15mg/1mL 葉酸 富士製薬

36641 院外限定フォルテオ皮下注キット600µg テリパラチド（遺伝子組換え） リリー

36645 正規採用フサン注10mg ナファモスタットメシル酸塩 日医工

36646 診療科限定フサン注50mg ナファモスタットメシル酸塩 日医工

36650 正規採用ブスコパン注20mg ブチルスコポラミン臭化物 サノフィ

36654 診療科限定ブスルフェクス点滴静注用60mg/10mL ブスルファン 大塚製薬

36661 正規採用ブドウ糖注5％PL「フソー」100mL ブドウ糖 扶桑

36721 診療科限定ブドウ糖注50％シリンジ「ﾃﾙﾓ」(20mL) ブドウ糖 テルモ

36751 診療科限定ブライアン点滴静注1g/5mL ｴﾃﾞﾄ酸ｶﾙｼｳﾑ二ﾅﾄﾘｳﾑ水和物 日新製薬

36792 診療科限定プラリア皮下注60ｍｇシリンジ デノスマブ(遺伝子組換え) 第一三共

36790 診療科限定プリズバインド静注液2.5g イダルシズマブ 日本ベーリンガー

36796 診療科限定ブリディオン静注200mg/2mL スガマデクスナトリウム MSD

36810 正規採用プリンペラン注射液10mg/2mL メトクロプラミド 日医工

36820 正規採用フルオレサイト注500mg/5mL フルオレセイン ノバルティス

36814 診療科限定フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 フルオロウラシル 東和薬品

36813 診療科限定フルオロウラシル注250mg「トーワ」 フルオロウラシル 東和薬品

36826 正規採用フルカリック1号輸液1354.5mL 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝ テルモ=田辺三菱

36821 正規採用フルカリック1号輸液903mL 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝ テルモ=田辺三菱

36822 正規採用フルカリック2号輸液1003mL 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝ テルモ=田辺三菱

36827 正規採用フルカリック2号輸液1504.5mL 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝ テルモ=田辺三菱
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36823 正規採用フルカリック3号輸液1103mL 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝ テルモ=田辺三菱

36848 診療科限定フルダラ静注用50mg フルダラビンリン酸エステル サノフィ

36859 診療科限定フルデカシン筋注25mg フルフェナジンデカン酸エステル 田辺三菱=吉富薬品

36866 正規採用フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」 フルマゼニル テルモ

36863 正規採用フルマリンキット静注用1g フロモキセフナトリウム(FMOX) 塩野義

36860 正規採用フルマリン静注用0.5g フロモキセフナトリウム(FMOX) 塩野義

36868 正規採用プレアミン-Ｐ注射液200mL 小児用アミノ酸製剤 扶桑

36870 診療科限定ブレオ注射用5ｍg ブレオマイシン塩酸塩 日本化薬

36884 診療科限定プレセデックス静注液200μg/50mLシリ
ンジ「ファイザー」

デクスメデトミジン塩酸塩 ファイザー

36899 正規採用プレドニン水溶性10mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ シオノギファーマ=塩野義

36900 正規採用プレドニン水溶性20mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ シオノギファーマ=塩野義

36913 診療科限定プレバイミス点滴静注240mg レテルモビル MSD

36912 診療科限定プレベナー13水性懸濁注0.5mL 沈降13価肺炎球菌結合型ﾜｸﾁﾝ ファイザー

36885 診療科限定ブレヤンジ静注 ﾘｿｶﾌﾞﾀｹﾞﾝﾏﾗﾙﾕｰｾﾙ BMS

36916 診療科限定プロイメンド点滴静注用150mg ホスアプレピタントメグルミン 小野

36939 正規採用プロギノン・デポー筋注10mg エストラジオール吉草酸エステル 富士製薬

36919 正規採用プログラフ注射液2mg/0.4mL タクロリムス水和物 アステラス

36942 正規採用プロジフ静注液100mg/1.25mL ホスフルコナゾール ファイザー

36943 正規採用プロジフ静注液400mg/5mL ホスフルコナゾール ファイザー

36950 正規採用プロスタルモンＦ1000（1mL） ジノプロスト 丸石

36966 正規採用フロセミド注20mg「トーワ」 フロセミド 東和薬品

36970 正規採用プロタノールＬ注0.2mg/1mL L-イソプレナリン塩酸塩 興和

35628 正規採用プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 プロタミン硫酸塩 持田

36975 正規採用プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」 プロチレリン酒石酸塩水和物 ニプロ

36990 正規採用プロテアミン12（200mL） 12％アミノ酸製剤 テルモ

37005 正規採用プロハンス静注5mL ガドテリドール ブラッコ=エーザイ

37008 正規採用プロハンス静注シリンジ13mL ガドテリドール ブラッコ=エーザイ

37011 正規採用プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 プロポフォール 丸石

37009 診療科限定プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」 プロポフォール 丸石

37014 正規採用ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイ
ヨー」

ブロムヘキシン塩酸塩 武田テバファーマ=武田

37045 診療科限定ベオビュ硝子体内注射用キット
120mg/mL

ブロルシズマブ（遺伝子組換え） ノバルティス

37095 診療科限定ベクティビックス点滴静注400mg/20mL パニツムマブ（遺伝子組換え） 武田

37094 診療科限定ベクティビックス点滴静注用100mg/5mL パニツムマブ（遺伝子組換え） 武田

37096 正規採用ベクルリー点滴静注用100mg レムデシビル ギリアド

37164 診療科限定ベスポンサ点滴静注用1mg イノツズマブ　オゾガマイシン（遺伝子組換え） ファイザー

37165 正規採用ベタフェロン皮下注用960万国際単位 ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝβ-1b（遺伝子組換え） バイエル

37168 正規採用ペチジン塩酸塩注射液35mg/1mL「タケ
ダ」

ペチジン塩酸塩 武田

37184 診療科限定ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三
共」

ベバシズマブ（遺伝子組換え） 第一三共

37185 診療科限定ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三
共」

ベバシズマブ（遺伝子組換え） 第一三共

37206 院外限定ヘパフラッシュ1000単位/10mLｼﾘﾝｼﾞ
(ﾛｯｸﾀｲﾌﾟ)

ヘパリンナトリウム テルモ

37188 正規採用ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ
「オーツカ」10mL

ヘパリンナトリウム 大塚工場=大塚製薬

37217 正規採用ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 ヘパリンナトリウム 持田

37202 診療科限定ヘパリンNa透析用250単位/mLｼﾘﾝｼﾞ
20mL「ニプロ」

ヘパリンナトリウム ニプロ

37187 診療科限定ヘパリンNa透析用カテーテルロック用 ヘパリンナトリウム ニプロ
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1,000単位/mLシリンジ5mL「ニプロ」
37201 正規採用ヘパリンｶﾙｼｳﾑ皮下注5千単位/0.2mLｼ

ﾘﾝｼﾞ「ﾓﾁﾀﾞ」
ヘパリンカルシウム 持田

37204 正規採用ヘパリンナトリウム注Ｎ5千単位/5mL「AY」 ヘパリンナトリウム エイワイファーマ=陽進堂

37208 正規採用ヘブスブリンＩＨ静注1000単位 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理抗HBs人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ 日本血液製剤機構

37219 診療科限定ヘブスブリン筋注用200単位 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理抗HBs人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ 日本血液製剤機構

37215 診療科限定ペプレオ注射用5ｍg ペプロマイシン硫酸塩 日本化薬

37221 診療科限定ヘムライブラ皮下注150mg エミシズマブ（遺伝子組換え） 中外

37235 診療科限定ヘムライブラ皮下注90mg エミシズマブ（遺伝子組換え） 中外

37275 診療科限定ﾍﾟﾘｾｰﾄ360NL腹膜透析液1.5L 腹膜透析液 JMS

37249 院外かつ診療科限定ﾍﾟﾘｾｰﾄ360NL腹膜透析液1.5L（排液ﾊﾞｯ
ｸﾞ付）

腹膜透析液 JMS

37267 診療科限定ﾍﾟﾘｾｰﾄ360NL腹膜透析液2.0L 腹膜透析液 JMS

37269 診療科限定ﾍﾟﾘｾｰﾄ360NL腹膜透析液2.0L（排液ﾊﾞｯ
ｸﾞ付）

腹膜透析液 JMS

37263 診療科限定ﾍﾟﾘｾｰﾄ360N腹膜透析液2.0L 腹膜透析液 JMS

37261 診療科限定ﾍﾟﾘｾｰﾄ400NL腹膜透析液1.5L 腹膜透析液 JMS

37272 診療科限定ﾍﾟﾘｾｰﾄ400NL腹膜透析液1.5L（排液ﾊﾞｯ
ｸﾞ付）

腹膜透析液 JMS

37268 診療科限定ﾍﾟﾘｾｰﾄ400NL腹膜透析液2.0L 腹膜透析液 JMS

37259 診療科限定ﾍﾟﾘｾｰﾄ400NL腹膜透析液2.0L（排液ﾊﾞｯ
ｸﾞ付）

腹膜透析液 JMS

37271 診療科限定ベルケイド注射用3mg  ボルテゾミブ ヤンセン

37285 正規採用ペルジピン注射液2mg/2mL ニカルジピン塩酸塩 LTL

37288 診療科限定ヘルニコア椎間板注用1.25単位 コンドリアーゼ 生化学=科研

37265 正規採用ヘルベッサー注射用50mg ジルチアゼム塩酸塩 田辺三菱

37342 診療科限定ベンリスタ皮下注200mgオートインジェク
ター

ベリムマブ（遺伝子組換え） GSK

37360 診療科限定ボカブリア水懸筋注600mg カボテグラビル ヴィーブヘルスケア=GSK

37412 正規採用ホストイン静注750mg/10mL ホスフェニトインナトリウム ノーベル

37417 正規採用ホスミシンＳ静注用1g ﾎｽﾎﾏｲｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ(FOM) MeijiSeika

37420 正規採用ボスミン注1mg/1mL アドレナリン（エピネフリン） 第一三共

37481 診療科限定ボックスゾゴ皮下注用0.4mg ボソリチド（遺伝子組換え） BioMarin

37482 院外かつ診療科限定ボックスゾゴ皮下注用0.56mg ボソリチド（遺伝子組換え） BioMarin

37483 院外かつ診療科限定ボックスゾゴ皮下注用1.2mg ボソリチド（遺伝子組換え） BioMarin

37485 診療科限定ポテリジオ点滴静注20mg/5mL モガムリズマブ（遺伝子組換え） 協和キリン

37491 正規採用ボトックス注用100単位 Ａ型ボツリヌス毒素 GSK

37492 正規採用ボトックス注用50単位 A型ボツリヌス毒素 GSK

37498 正規採用ボナロン点滴静注ﾊﾞｯｸ900µg/100mL アレンドロン酸ナトリウム水和物 帝人ファーマ

37503 正規採用ポプスカイン0.25％注ｼﾘﾝｼﾞ25mg/10mL レボブピバカイン塩酸塩 丸石

37502 正規採用ポプスカイン0.25％注ｼﾘﾝｼﾞ25mg/10mL
（小口径）

レボブピバカイン塩酸塩 丸石

37504 正規採用ポプスカイン0.25％注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL

レボブピバカイン塩酸塩 丸石

37499 診療科限定ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」 ホメピゾール 武田

37506 診療科限定ポライビー点滴静注用140mg ポラツズマブベドチン(遺伝子組換え) 中外

37505 診療科限定ポライビー点滴静注用30mg ポラツズマブベドチン(遺伝子組換え) 中外

37493 正規採用ポララミン注5mg/1mL d-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 高田

37501 診療科限定ポリドカスクレロール3%注2mL ポリドカノール カイゲンファーマ=インテグラル

37513 正規採用ボルベン輸液6％500mL ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙﾃﾞﾝﾌﾟﾝ130000 フレゼニウスK=大塚工場=大塚製薬

37521 正規採用ボンビバ静注1mgシリンジ イバンドロン酸ナトリウム水和物 中外=大正製薬

37630 正規採用マーカイン注0.25％20mL ブピバカイン塩酸塩水和物 サンドファーマ=サンド

37640 正規採用マーカイン注0.5％20mL ブピバカイン塩酸塩水和物 サンドファーマ=サンド
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37646 正規採用マーカイン注脊麻用0.5％4mL高比重 ブピバカイン塩酸塩水和物 サンドファーマ=サンド

37647 正規採用マーカイン注脊麻用0.5％4mL等比重 ブピバカイン塩酸塩水和物 サンドファーマ=サンド

37605 正規採用マイオビュー注シリンジ テトロホスミンテクネチウム(99mＴc) メジフィジックス

37613 診療科限定マイトマイシン注用10mg マイトマイシンC 協和キリン

37611 診療科限定マイトマイシン注用2mg マイトマイシンC 協和キリン

37618 診療科限定マイロターグ点滴静注用5mg ｹﾞﾑﾂｽﾞﾏﾌﾞｵｿﾞｶﾞﾏｲｼﾝ（遺伝子組換え） ファイザー

37643 診療科限定マキュエイド眼注用40mg トリアムシノロンアセトニド わかもと

37648 正規採用マグセント注100mL 硫酸マグネシウム/ブドウ糖 あすか製薬=武田

37655 正規採用マグネスコープ静注38％ｼﾘﾝｼﾞ10mL ガドテル酸メグルミン ゲルベ

37657 正規採用マグネスコープ静注38%シリンジ20mL ガドテル酸メグルミン ゲルベ

37679 診療科限定マブキャンパス点滴静注30mg アレムツズマブ（遺伝子組換え） サノフィ

37725 正規採用マンニットールS注射液 D-ﾏﾝﾆﾄｰﾙ/D-ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ 陽進堂

37813 正規採用ミールビック 弱毒生麻しんﾜｸﾁﾝ・弱毒生風しんﾜｸﾁﾝ 阪大微研=田辺三菱

37730 正規採用ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワ
イ」

ミカファンギンナトリウム(MCFG) 沢井

37748 正規採用ミダゾラム注射液10mg/2mL「テバ」 ミダゾラム 武田テバファーマ=武田

37750 正規採用ミダフレッサ静注0.1％（10mg/10mL） ミダゾラム アルフレッサファーマ

37760 診療科限定ミチーガ皮下注用60mgシリンジ ネモリズマブ（遺伝子組換え） マルホ

37798 診療科限定ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135腹膜透析液1.5L（排液
ﾊﾞｯｸﾞ付）

腹膜透析液 テルモ

37794 診療科限定ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135腹膜透析液2.0L 腹膜透析液 テルモ

37793 診療科限定ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135腹膜透析液2.0L（排液
ﾊﾞｯｸﾞ付）

腹膜透析液 テルモ

37799 診療科限定ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL250腹膜透析液1.5L（排液
ﾊﾞｯｸﾞ付）

腹膜透析液 テルモ

37784 診療科限定ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL250腹膜透析液2.0L 腹膜透析液 テルモ

37797 診療科限定ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL250腹膜透析液2.0L（排液
ﾊﾞｯｸﾞ付）

腹膜透析液 テルモ

37788 正規採用ミネリック-5配合点滴静注シリンジ2mL 微量元素 ニプロ=沢井

37801 正規採用ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg
「日医工」

ミノサイクリン塩酸塩(MINO) 日医工

37807 正規採用ミラクリッド注射液5万単位/1mL ウリナスタチン 持田

37811 正規採用ミリスロール注5ｍg/10mL ニトログリセリン 日本化薬

37816 診療科限定ミリプラ動注用70mg ミリプラチン水和物 住友ファーマ

37817 診療科限定ミリプラ用懸濁用液4mL ﾖｰﾄﾞ化ｹｼ油脂肪酸ｴﾁﾙｴｽﾃﾙ 住友ファーマ

37832 正規採用ミルセラ注シリンジ100µg/0.3mL ｴﾎﾟｴﾁﾝβ　ﾍﾟｺﾞﾙ（遺伝子組換え） 中外

37833 正規採用ミルセラ注シリンジ150µg/0.3mL ｴﾎﾟｴﾁﾝβ　ﾍﾟｺﾞﾙ（遺伝子組換え） 中外

37830 正規採用ミルセラ注シリンジ25µg/0.3mL ｴﾎﾟｴﾁﾝβ　ﾍﾟｺﾞﾙ（遺伝子組換え） 中外

37831 正規採用ミルセラ注シリンジ50µg/0.3mL ｴﾎﾟｴﾁﾝβ　ﾍﾟｺﾞﾙ（遺伝子組換え） 中外

37835 正規採用ミルセラ注シリンジ75µg/0.3mL ｴﾎﾟｴﾁﾝβ　ﾍﾟｺﾞﾙ（遺伝子組換え） 中外

37849 正規採用ミルリノン注射液10mg「F」 ミルリノン 富士製薬

37901 正規採用メイロン静注7％（20mL管） 炭酸水素ナトリウム 大塚工場=大塚製薬

37902 正規採用メイロン静注7％（250mL袋） 炭酸水素ナトリウム 大塚工場=大塚製薬

37925 診療科限定メソトレキセート注50mg メトトレキサート ファイザー

37920 診療科限定メソトレキセート注5mg メトトレキサート ファイザー

37928 診療科限定メソトレキセート点滴静注液
1000mg/40mL

メトトレキサート ファイザー

37927 診療科限定メソトレキセート点滴静注液200mg/8mL メトトレキサート ファイザー

37945 診療科限定メチレンブルー静注50mg「第一三共」 ﾒﾁﾙﾁｵﾆﾆｳﾑ塩化物水和物 第一三共

37962 診療科限定メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL メトトレキサート 日本メダック=エーザイ

37963 診療科限定メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL メトトレキサート 日本メダック=エーザイ

37964 診療科限定メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL メトトレキサート 日本メダック=エーザイ
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37961 診療科限定メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL メトトレキサート 日本メダック=エーザイ

37974 診療科限定メナクトラ筋注 髄膜炎菌（血清型A,C,Y及びW-135)多糖体ｼﾞ
ﾌﾃﾘｱﾄｷｿｲﾄﾞ結合体

サノフィ

37983 正規採用メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」 メロペネム水和物(MEPM) 沢井

37988 診療科限定モゾビル皮下注24mg プレリキサホル サノフィ

31410 正規採用モルヒネ塩酸塩注射液10mg/1mL モルヒネ塩酸塩水和物 シオノギファーマ=塩野義

31415 正規採用モルヒネ塩酸塩注射液50mg/5mL モルヒネ塩酸塩水和物 シオノギファーマ=塩野義

38140 診療科限定ヤーボイ点滴静注液50mg イピリムマブ（遺伝子組換え） BMS

38267 正規採用ユナシン-Ｓキット静注用3g ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ/ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ ファイザー

38269 診療科限定ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g 滅菌調整タルク ノーベル

38289 診療科限定ユプリズナ点滴静注100mg ｲﾈﾋﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) 田辺三菱

38340 診療科限定ヨンデリス点滴静注用0.25mg トラベクテジン 大鵬薬品

38341 診療科限定ヨンデリス点滴静注用1mg トラベクテジン 大鵬薬品

38353 診療科限定ライザケア輸液 L-ﾘｼﾝ塩酸塩/L-ｱﾙｷﾞﾆﾝ塩酸塩 富士フイルム富山化学=PDRファーマ

38351 正規採用ライゾデグ配合注フレックスタッチ ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ（遺伝子組換え）/ｲﾝｽﾘﾝ ﾃﾞｸﾞ
ﾙﾃﾞｸ（遺伝子組換え）

ノボ

38360 正規採用ラクテック注500mL 乳酸リンゲル液 大塚工場=大塚製薬

38392 院外限定ラジカット点滴静注ﾊﾞｯｸ30mg/100mL エダラボン 田辺三菱

38401 正規採用ラシックス注100mg/10mL フロセミド サノフィ=日医工

38421 診療科限定ラスビック点滴静注キット150mg ラスクフロキサシン塩酸塩 杏林

38426 診療科限定ラスリテック点滴静注用1.5mg ラスブリカーゼ（遺伝子組換え） サノフィ

38427 診療科限定ラスリテック点滴静注用7.5mg ラスブリカーゼ（遺伝子組換え） サノフィ

38428 診療科限定ラニビズマブBS硝子体内注射用キット
10mg/mL「センジュ」

ラニビズマブ（遺伝子組換え）[ラニビズマブ後続
1]

千寿=武田

38429 正規採用ラピアクタ点滴静注液ﾊﾞｲｱﾙ
150mg/15mL

ペラミビル水和物 塩野義

38435 正規採用ラボナール注0.5g チオペンタールナトリウム ニプロES

38448 正規採用ランタスXR注ソロスター インスリン　グラルギン（遺伝子組換え） サノフィ

38458 正規採用ランマーク皮下注120mg/1.7mL デノスマブ(遺伝子組換え) 第一三共

38496 診療科限定リカムビス水懸筋注900mg リルピビリン ヤンセン=GSK=ヴィーブヘルスケア

38464 院外限定リキスミア皮下注300µg リキシセナチド（遺伝子組換え） サノフィ

38498 正規採用リクラスト点滴静注液5mg(バッグ製剤) ゾレドロン酸水和物 旭化成ファーマ

38459 正規採用リコモジュリン点滴静注用12800 トロンボモデュリンα（遺伝子組換え） 旭化成ファーマ

38483 診療科限定リサイオ点滴静注液100mg チオテパ 住友ファーマ

38466 診療科限定リスパダールコンスタ筋注用25mg リスペリドン ヤンセン

38467 診療科限定リスパダールコンスタ筋注用37.5mg リスペリドン ヤンセン

38463 正規採用リゾビスト注 フェルカルボトラン ネオクリティケア製薬=PDRファーマ

38488 診療科限定リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ（遺伝子組換え）［ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ後続1］ サンド=協和キリン

38489 診療科限定リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ（遺伝子組換え）［ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ後続1］ サンド=協和キリン

38465 診療科限定リドカイン静注用2％ｼﾘﾝｼﾞ「ﾃﾙﾓ」5mL リドカイン塩酸塩 テルモ

38469 正規採用リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg/5mL
「Ｆ」

リトドリン塩酸塩 富士製薬

38484 正規採用リノロサール注射液2mg(0.4％) ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ わかもと

38480 正規採用リピオドール480注10mL ﾖｰﾄﾞ化ｹｼ油脂肪酸ｴﾁﾙｴｽﾃﾙ ゲルベ

38487 診療科限定リメタゾン静注2.5mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ 田辺三菱

38546 診療科限定リュープリンPRO注射用キット22.5mg リュープロレリン酢酸塩 武田

38544 正規採用リュープリンＳＲ注射用キット11.25 リュープロレリン酢酸塩 武田

38541 正規採用リュープリン注射用1.88mg リュープロレリン酢酸塩 武田

38538 正規採用リュープロレリン酢酸塩注射用ｷｯﾄ1.88mg
「あすか」

リュープロレリン酢酸塩 あすか製薬=武田

38537 正規採用リュープロレリン酢酸塩注射用ｷｯﾄ3.75mg
「あすか」

リュープロレリン酢酸塩 あすか製薬=武田
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38610 診療科限定リンデロン懸濁注2.5mg/0.5mL ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ/ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅ
ﾄﾘｳﾑ

シオノギファーマ=塩野義

38592 正規採用リン酸Ｎａ補正液0.5mmol/mL(20mL) ﾘﾝ酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ水和物/ﾘﾝ酸二水素ﾅﾄﾘｳﾑ
水和物

大塚工場=大塚製薬

38722 診療科限定ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL ラニビズマブ（遺伝子組換え） ノバルティス

38723 診療科限定ルセンティス硝子体内注射用キット ラニビズマブ（遺伝子組換え） ノバルティス

38728 診療科限定ルタテラ静注 ﾙﾃﾁｳﾑｵｷｿﾄﾞﾄﾚｵﾁﾄﾞ 富士フイルム富山化学=PDRファーマ

38750 診療科限定ルミセフ皮下注210mgシリンジ ブロダルマブ（遺伝子組換え） 協和キリン

38763 院外限定ルムジェブ注100単位/mL インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） リリー

38762 院外限定ルムジェブ注カート インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） リリー

38760 院外限定ルムジェブ注ミリオペン インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） リリー

38761 院外限定ルムジェブ注ミリオペンHD インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） リリー

38375 診療科限定レカルブリオ配合点滴静注用 ﾚﾚﾊﾞｸﾀﾑ/ｲﾐﾍﾟﾈﾑ/ｼﾗｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ MSD

38789 正規採用レギチーン注射液5mg フェントラミンメシル酸塩 ノバルティス

38793 診療科限定レギュニール LCa 1.5腹膜透析液1.5L(排
液用バッグ付)UVツインバッグ

腹膜透析液 バクスター

38791 診療科限定レギュニール LCa 1.5腹膜透析液2.5Lｼﾝ
ｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ

腹膜透析液 バクスター

38794 診療科限定レギュニール LCa 1.5腹膜透析液2L(排
液用バッグ付)UVツインバッグ

腹膜透析液 バクスター

38798 診療科限定レギュニール LCa 1.5腹膜透析液2L(排
液用バッグ付)ツインバッグ

腹膜透析液 バクスター

38792 診療科限定レギュニール LCa 1.5腹膜透析液ﾞ5Lｼﾝ
ｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ

腹膜透析液 バクスター

38802 診療科限定レギュニール LCa 2.5腹膜透析液1.5L(排
液用バッグ付)UVツインバッグ

腹膜透析液 バクスター

38801 診療科限定レギュニール LCa 2.5腹膜透析液2.5Lｼﾝ
ｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ

腹膜透析液 バクスター

38803 診療科限定レギュニール LCa 2.5腹膜透析液2L(排
液用バッグ付)UVツインバッグ

腹膜透析液 バクスター

38795 診療科限定レギュニール LCa 2.5腹膜透析液5Lｼﾝｸﾞ
ﾙﾊﾞｯｸﾞ

腹膜透析液 バクスター

38817 診療科限定レスピア静注・経口液60mg/3mL カフェインクエン酸塩 ノーベル

38838 正規採用レパーサ皮下注140mgペン エボロクマブ アムジェン=アステラス

38837 正規採用レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー エボロクマブ（遺伝子組換え） アムジェン=アステラス

38845 診療科限定レベスティブ皮下注用3.8mg ﾃﾃﾞｭｸﾞﾙﾁﾄﾞ(遺伝子組換え) 武田

38855 正規採用レペタン注0.2mg/1mL ブプレノルフィン塩酸塩 大塚製薬

38859 院外限定レベミル注イノレット インスリン デテミル（遺伝子組換え） ノボ

38857 正規採用レベミル注フレックスペン インスリン デテミル（遺伝子組換え） ノボ

38858 院外限定レベミル注ペンフィル インスリン デテミル（遺伝子組換え） ノボ

38854 正規採用レボフロキサシン点滴静注バッグ
500mg/100mL「DSEP」

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物(LVFX) 第一三共エスファ

38863 正規採用レボホリナート点滴静注用100mg「NK」 レボホリナートカルシウム水和物 高田=日本化薬

38862 正規採用レボホリナート点滴静注用25mg「NK」 レボホリナートカルシウム水和物 高田=日本化薬

38864 正規採用レミケード点滴静注用100 インフリキシマブ（遺伝子組換え） 田辺三菱

38867 診療科限定レミトロ点滴静注用300μg ﾃﾞﾆﾛｲｷﾝｼﾞﾌﾁﾄｸｽ(遺伝子組換え) エーザイ

38868 正規採用レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」 レミフェンタニル塩酸塩 丸石=第一三共

38970 正規採用ロイコボリン注3mg/1mL ホリナートカルシウム ファイザー

38985 診療科限定ロイスタチン注8mg/8mL クラドリビン ヤンセン

38990 診療科限定ロイナーゼ注5000単位 Ｌ－アスパラギナーゼ 協和キリン

38992 診療科限定ロカイン注1％5mL プロカイン塩酸塩 扶桑=アルフレッサファーマ

38994 診療科限定ロゼウス静注液10mg ビノレルビン酒石酸塩 日本化薬

38995 診療科限定ロゼウス静注液40mg ビノレルビン酒石酸塩 日本化薬

39010 正規採用ロピオン静注50mg/5mL フルルビプロフェンアキセチル 科研

39016 診療科限定ロミプレート皮下注250µg調製用 ロミプロスチム（遺伝子組換え） 協和キリン
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39018 正規採用ロラピタ静注2mg ロラゼパム ファイザー

33623 正規採用ワイスタール配合静注用0.5 g セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム ニプロ

39050 正規採用ワイスタール配合点滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞ ｾﾌｫﾍﾟﾗｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ/ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ ニプロ

39080 正規採用ワゴスチグミン注0.5mg/1mL ネオスチグミンメチル硫酸塩 共和薬品

39095 正規採用ワソラン静注5mg/2mL ベラパミル塩酸塩 エーザイ

31361 正規採用塩化カルシウム注2％20mL 塩化カルシウム水和物 大塚工場=大塚製薬

31780 正規採用乾燥ガスえそ抗毒素「KMB」 ガスえそウマ抗毒素 KMバイオロジクス

33425 正規採用乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」 乾燥ジフテリアウマ抗毒素 KMバイオロジクス

37488 正規採用乾燥ボツリヌス抗毒素（ABEF）「ＫＭＢ」 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素 KMバイオロジクス

37489 正規採用乾燥ボツリヌス抗毒素（E）「ＫＭＢ」 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素 KMバイオロジクス

37681 正規採用乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位
「KMB」

乾燥まむしウマ抗毒素 KMバイオロジクス=MeijiSeika

31920 正規採用乾燥弱毒生水痘ワクチン｢ﾋﾞｹﾝ｣ 乾燥弱毒生水痘ワクチン 阪大微研=田辺三菱=武田

31923 診療科限定乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 乾燥弱毒生風しんワクチン（TO-336株） 武田

31891 診療科限定乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 乾燥弱毒生麻しんワクチン 武田

32110 院外限定強力ネオミノファーゲンシー静注20mL グリチルリチン製剤 ミノファーゲン=EAファーマ

30288 正規採用献血アルブミン20%静注4g/20mL「タケ
ダ」

人血清アルブミン 武田

30276 正規採用献血アルブミン25％静注12.5g/50mL
「ﾍﾞﾈｼｽ」

人血清アルブミン 日本血液製剤機構

30970 診療科限定献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL 人免疫グロブリンG 日本血液製剤機構

30963 正規採用献血ヴェノグロブリンIH10%静注
2.5g/25mL

人免疫グロブリンG 日本血液製剤機構

30964 正規採用献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL 人免疫グロブリンG 日本血液製剤機構

32399 正規採用献血グロベニン-Ｉ静注用2.5g/50mL 乾燥ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理人免疫グロブリン 武田

32401 正規採用献血グロベニン-Ｉ静注用5g/100mL 乾燥ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理人免疫グロブリン 武田

35692 正規採用献血ノンスロン1500注射用 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII 武田

37194 正規採用献血ベニロン-Ｉ静注用2500ｍg 乾燥ｽﾙﾎ化人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ KMバイオロジクス=帝人ファーマ

37199 正規採用献血ベニロン-Ｉ静注用5000mg 乾燥ｽﾙﾎ化人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ KMバイオロジクス=帝人ファーマ

37191 正規採用献血ベニロン-Ｉ静注用500mg 乾燥ｽﾙﾎ化人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ KMバイオロジクス=帝人ファーマ

36720 正規採用光糖液50％20mL ブドウ糖 光

32881 正規採用抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用1000倍「ＪＢ」 乾燥抗D(Rho)人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ 日本血液製剤機構

33399 診療科限定歯科用シタネスト-オクタプレシン1.8mL ﾌﾟﾛﾋﾟﾄｶｲﾝ塩酸塩/ﾌｪﾘﾌﾟﾚｼﾝ デンツプライ

30315 正規採用治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」ﾌﾞﾀｸｻ
花粉1:1,000

ブタクサ花粉1:1,000 鳥居

30316 正規採用治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」ﾌﾞﾀｸｻ
花粉1:10,000

ブタクサ花粉1:10,000 鳥居

30317 正規採用治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」ﾌﾞﾀｸｻ
花粉1:100

ブタクサ花粉1:100 鳥居

30319 正規採用治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」ﾎｳﾚﾝ
草花粉1:100

ホウレン草花粉1:100 鳥居

33452 正規採用照射洗浄血小板-LR「日赤」 人血小板濃厚液 日赤

30335 正規採用診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｴﾀﾞﾏﾒ
1:1,000

エダマメ1:1,000 鳥居

30339 正規採用診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｶﾅﾑｸﾞﾗ
花粉1:1,000

カナムグラ花粉1:1,000 鳥居

30343 正規採用診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｶﾓｶﾞﾔ花
粉1:1,000

カモガヤ花粉1:1,000 鳥居

30348 正規採用診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｸﾘ
1:1,000

クリ1:1,000 鳥居

30353 正規採用診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｽｷﾞ花粉
1:1,000

スギ花粉1:1,000 鳥居

30354 正規採用診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｽｽｷ花粉
1:1,000

ススキ花粉1:1,000 鳥居

30359 正規採用診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ﾄｳﾓﾛｺｼ
1:1,000

トウモロコシ1:1,000 鳥居
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30368 正規採用診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ﾋﾒｶﾞﾏ花
粉1:1,000

ヒメガマ花粉1:1,000 鳥居

30371 正規採用診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ﾌﾞﾀｸｻ花
粉1:1,000

ブタクサ花粉1:1,000 鳥居

30337 正規採用診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」大麦
1:1,000

大麦1:1,000 鳥居

30351 正規採用診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」米
1:1,000

米1:1,000 鳥居

33570 正規採用水溶性ハイドロコートン100mg/2mL ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ 日医工

33738 診療科限定生食注シリンジ「NP」（20mL） 塩化ナトリウム ニプロ

33734 診療科限定生食注シリンジ「ｵｰﾂｶ」10mL 塩化ナトリウム 大塚工場=大塚製薬

33739 診療科限定生食注シリンジ50mL「ニプロ」 塩化ナトリウム ニプロ

33754 正規採用生理食塩液「ﾋｶﾘ」（500mLﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎﾞﾄ
ﾙ広口開栓型）

塩化ナトリウム 光=ネオクリティケア製薬

33731 正規採用生理食塩液「ﾋｶﾘ」50mL 塩化ナトリウム 光=ネオクリティケア製薬

33733 正規採用生理食塩液100mLプラボトル「大塚」 塩化ナトリウム 大塚工場=大塚製薬

33749 正規採用生理食塩液1L 塩化ナトリウム 大塚工場=大塚製薬

33753 正規採用生理食塩液20mL 塩化ナトリウム 大塚工場=大塚製薬

33755 診療科限定生理食塩液PL「フソー」 2000mL（バッグ） 塩化ナトリウム 扶桑

32070 正規採用静注用キシロカイン2％(100mg/5mL) リドカイン塩酸塩 サンドファーマ=サンド

37018 正規採用静注用フローラン0.5mg エポプロステノールナトリウム GSK

37019 正規採用静注用フローラン1.5mg エポプロステノールナトリウム GSK

37021 正規採用静注用フローラン専用溶解液50mL 静注用フローラン専用溶解液 GSK

37660 正規採用静注用マグネゾール20mL 硫酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ/ﾌﾞﾄﾞｳ糖 あすか製薬=武田

32104 正規採用組織培養不活化狂犬病ワクチン 乾燥組織培養不活化狂犬病ﾜｸﾁﾝ KMバイオロジクス=MeijiSeika

31371 正規採用大塚食塩注10％20mL 塩化ナトリウム 大塚工場=大塚製薬

31433 正規採用大塚生食注250mL 塩化ナトリウム 大塚工場=大塚製薬

31432 正規採用大塚生食注2ポート100mL 塩化ナトリウム 大塚工場=大塚製薬

31437 院外限定大塚生食注ＴＮ100mL 塩化ナトリウム 大塚工場=大塚製薬

31440 正規採用大塚糖液10％20mL ブドウ糖 大塚工場=大塚製薬

31450 正規採用大塚糖液20％20mL ブドウ糖 大塚工場=大塚製薬

36660 正規採用大塚糖液5％20mL ブドウ糖 大塚工場=大塚製薬

36666 正規採用大塚糖液5％250mL ブドウ糖 大塚工場=大塚製薬

36671 正規採用大塚糖液5％500mL ブドウ糖 大塚工場=大塚製薬

31451 正規採用大塚糖液5％50mL ブドウ糖 大塚工場=大塚製薬

36725 正規採用大塚糖液50％200mL ブドウ糖 大塚工場=大塚製薬

36680 正規採用大塚糖液注10％500mL ブドウ糖 大塚工場=大塚製薬

34533 正規採用注射用ＧＨＲＰ科研100 プラルモレリン塩酸塩 科研

31287 正規採用注射用HCG5,000単位「F」 HCG：ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 富士製薬

37181 正規採用注射用ペニシリンGカリウム100万単位 ﾍﾞﾝｼﾞﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝｶﾘｳﾑ(PCG) MeijiSeika

38799 正規採用注射用レザフィリン100mg タラポルフィンナトリウム MeijiSeika

39085 正規採用注射用水「光」500mL 注射用水 光=ネオクリティケア製薬

34546 正規採用注射用水1L 注射用水 大塚工場=大塚製薬

34535 正規採用注射用水20mL 注射用水 大塚工場=大塚製薬

34547 正規採用注射用水500mL(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎﾞﾄﾙ広口開
栓型）

注射用水 光=ネオクリティケア製薬

34540 正規採用注射用水PL「フソー」 注射用水 扶桑

34584 正規採用沈降破傷風トキソイド「生研」 沈降破傷風トキソイド デンカ=田辺三菱

34821 正規採用低分子デキストランＬ注250mL 乳酸ﾘﾝｹﾞﾙ液（低分子ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ加） 大塚工場=大塚製薬

37400 正規採用点滴静注用ホスカビル注24mg/mL ﾎｽｶﾙﾈｯﾄﾅﾄﾘｳﾑ水和物 クリニジェン

35373 正規採用乳酸Ｎａ補正液1mEq/mL 乳酸ナトリウム 大塚工場=大塚製薬

22/23 ページ注射剤



採用薬品一覧(注射剤)
薬品名 一般名 採用区分メーカー名

2023年4月11日現在東北大学病院

37851 正規採用無水エタノール注「ﾌｿｰ」5mL 無水エタノール 扶桑

38241 診療科限定輸血用チトラミン「フソー」 クエン酸ナトリウム水和物 扶桑

38535 正規採用硫酸Ｍg補正液1mEq/mL(20mL) 硫酸マグネシウム 大塚工場=大塚製薬

38520 正規採用硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ硫酸塩(SM) MeijiSeika
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