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1115 注射 ラボナール注射用0.5g
1119 外用 スープレン吸入麻酔液 240mL/本
1119 ○ 外用 セボフルラン吸入麻酔液｢ニッコー｣ 250mL/本 セボフレン吸入麻酔液 250mL/本
1119 注射 1%ディプリバン注-キット 200mg/20mL/キット
1119 注射 1%ディプリバン注-キット 500mg/50mL/キット
1119 注射 アネレム静注用50mg
1119 注射 ドロレプタン注射液25mg
1119 ○ 注射 プロポフォール静注1%20mL｢マルイシ｣ 200mg/20mL/アンプル 1%プロポフォール注｢マルイシ｣ 200mg/20mL/アンプル（旧後発品名）

1124 注射 サイレース静注2mg ロヒプノール静注用2mg【製造・販売中止】
1124 ○ 注射 ジアゼパム注射液5mg｢タイヨー｣【容量相違】 ホリゾン注射液10mg
1124 ○ 注射 ミダゾラム注10mg｢サンド｣ ドルミカム注射液10mg
1129 ○ 注射 デクスメデトミジン静注液200μg「ニプロ」 プレセデックス静注液200μg「ファイザー」
1139 ○ 内服 テグレトール細粒50% 500mg/g
1139 ○ 内服 テグレトール錠100mg
1141 ○ 内服 アセトアミノフェン錠200mg｢マルイシ｣ カロナール錠200mg
1141 ○ ○ 内服 アセトアミノフェン錠300mg｢マルイシ｣ カロナール錠300mg
1141 ○ 内服 アセトアミノフェン錠500mg｢マルイシ｣ カロナール錠500mg
1141 ○ 内服 カロナール細粒20% 200mg/g
1141 ○ 内服 ポンタールカプセル250mg
1141 外用 アセトアミノフェン坐剤小児用100mg｢日新｣ アンヒバ坐剤100mg・200mg
1141 注射 アセリオ静注液1000mgバッグ　1,000mg/100mL/袋
1143 内服 アスピリン「ヤマゼン」（原末）
1147 ○ 内服 ジクロフェナクNa錠25mg｢トーワ｣ ボルタレン錠25mg
1147 ○ 外用 ジクロフェナクNa坐剤25mg｢日新｣ ボルタレン坐剤12.5・25・50mg
1148 ○ 内服 ソランタール錠100mg
1149 ○ ○ 内服 トアラセット配合錠｢サンド｣ トラムセット配合錠
1149 ○ ○ 内服 イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 ブルフェン錠100mg
1149 ○ ○ 内服 セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 セレコックス錠100mg
1149 ○ ○ 内服 セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 セレコックス錠200mg
1149 ○ 内服 トラマールOD錠25mg
1149 ○ 内服 ナイキサン錠100mg
1149 ○ 内服 ノイロトロピン錠4単位
1149 ○ ○ 内服 ロキソプロフェンNa細粒10%｢サワイ｣ 60mg/0.6g/包 ロキソニン細粒10%
1149 ○ 内服 ロキソプロフェンNa錠60mg｢サワイ｣ ロキソニン錠60mg
1149 注射 ソセゴン注射液30mg
1149 注射 ロピオン静注50mg
1149 ○ 内服 SG配合顆粒 1.0g/包
1179 ○ 内服 トリプタノール錠10mg
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1190 ○ ○ 内服 プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 リリカOD錠25mg，リリカカプセル25mg
1190 ○ ○ 内服 プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 リリカOD錠75mg，リリカカプセル75mg
1214 ○ ○ 内服 リドカイン塩酸塩ビスカス2%｢日新｣ 100mL/本 キシロカインビスカス2% 100mL/本
1214 外用 キシロカインゼリー2% 30mL/本
1214 ○ 外用 キシロカインポンプスプレー8% 80g/本
1214 外用 キシロカイン液｢4%｣ 20mL/本
1214 外用 ペンレステープ18mg
1214 注射 アナペイン注7.5mg/mL 10mL/アンプル
1214 ○ 注射 リドカイン塩酸塩注1%｢日新｣ 50mg/5mL/アンプル キシロカイン注ポリアンプ1% 50mg/5mL/アンプル
1214 ○ 注射 リドカイン塩酸塩注2%｢日新｣ 100mg/5mL/アンプル キシロカイン注ポリアンプ2% 100mg/5mL/アンプル
1229 注射 ダントリウム静注用20mg
1229 ○ 注射 ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL｢マルイシ｣ エスラックス静注25mg/2.5mL
1229 ○ 注射 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL｢マルイシ｣ エスラックス静注50mg/5.0mL
1233 注射 アトワゴリバース静注シリンジ 6mL/シリンジ
1242 ○ 注射 アトロピン注0.05%シリンジ｢テルモ｣ 0.5mg/1mL/シリンジ アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」
1242 ○ 注射 ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ｢NP｣ 20mg/1mL/シリンジ ブスコパン注20mg
1244 注射 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL/アンプル
1319 外用 PA･ヨード点眼･洗眼液 20mL/本
1319 外用 タリビッド眼軟膏0.3%【OFLX】 3.5g/本
2113 注射 ジゴシン注0.25mg
2115 注射 ネオフィリン注PL250mg ネオフィリン注250mg
2119 注射 イノバン注0.3%シリンジ 150mg/50mL/シリンジ
2119 注射 エホチール注10mg
2119 ○ 注射 ドブポン注0.3%シリンジ 150mg/50mL/シリンジ ドブトレックス注射液100mg
2121 注射 アミサリン注200mg
2123 注射 インデラル注射液2mg
2129 ○ 注射 ベラパミル塩酸塩静注5mg｢タイヨー｣ ワソラン静注5mg
2129 ○ 注射 リドカイン静注用2%シリンジ｢テルモ｣ 100mg/5mL/シリンジ 静注用キシロカイン2% 100mg/5mL/アンプル
2139 ○ 注射 フロセミド注20mg「武田テバ」 ラシックス注20mg
2149 ○ 注射 ニカルジピン塩酸塩注射液2mg｢サワイ｣ ペルジピン注射液2mg
2160 注射 ネオシネジンコーワ注1mg
2171 外用 ニトロールスプレー1.25mg 10g/本
2171 ○ ○ 注射 ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg｢サワイ｣【容量相違】 ヘルベッサー注射用10mg
2171 ○ 注射 ニコランジル点滴静注用12mg｢サワイ｣ シグマート注12mg
2171 ○ 注射 ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ｢テルモ｣ ミリスロール注5mg/10mL
2219 注射 ドプラム注射液400mg
2219 注射 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg｢AFP｣ ナロキソン塩酸塩静注0.2mg｢第一三共｣（旧医薬品名）

2219 ○ 注射 フルマゼニル静注液0.2mg｢ケミファ｣【容量相違】 アネキセート注射液0.5mg，　フルマゼニル静注液0.2mg「マイラン」【製造・販売中止】
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2221 注射 ヱフェドリン｢ナガヰ｣注射液40mg
2233 ○ ○ 内服 カルボシステイン錠500mg｢JG｣ ムコダイン錠500mg
2254 外用 サルタノールインヘラー100μg 13.5mL/本
2254 外用 ベネトリン吸入液0.5% 5mg/mL
2259 ○ 外用 ツロブテロールテープ2mg｢久光｣ ホクナリンテープ2mg，　ツロブテロールテープ2mg「HMT」（旧後発品名）

2260 ○ ○ 外用 AZ含嗽用配合細粒「NP」 2.0g/包 含嗽用ハチアズレ顆粒 2.0g/包
2260 ○ 外用 アズノールうがい液4% 10mL/本 含嗽用ハチアズレ顆粒 2.0g/包
2260 ○ 外用 ポビドンヨードガーグル液7%｢明治｣ 30mL/本 イソジンガーグル液7% 30mL/本
2316 ○ ○ 内服 ビオフェルミンR散 1.0g/包
2316 ○ 内服 ビオフェルミンR錠
2325 ○ ○ 内服 ファモチジンOD錠20mg｢トーワ｣ ガスターD錠20mg
2325 注射 ガスター注射液20mg【成分相違】 ラニチジン注射液50mg｢タイヨー｣【製造・販売中止】
2329 ○ ○ 内服 レバミピド錠100mg｢オーツカ｣ ムコスタ錠100mg
2339 ○ 内服 S･M配合散 1.3g/包
2339 ○ ○ 内服 オーネスST配合錠 エクセラーゼ配合カプセル【製造・販売中止】
2357 外用 グリセリン｢NikP｣
2399 ○ 内服 サラジェン錠5mg
2399 ○ 内服 サリグレンカプセル30mg
2399 ○ ○ 内服 ドンペリドン錠10mg｢EMEC｣ ナウゼリン錠10mg
2399 ○ ○ 外用 SPトローチ0.25mg｢明治｣
2399 ○ 外用 アフタッチ口腔用貼付剤25μg
2399 ○ 外用 オルテクサー口腔用軟膏0.1% 5g/本 ケナログ口腔用軟膏0.1%　5g/本【製造・販売中止】
2399 ○ 外用 サルコートカプセル外用50μg
2399 ○ 外用 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 5g/本 デキサルチン口腔用軟膏1mg/g　5g/本（旧後発品名）

2399 ○ 注射 塩酸メトクロプラミド注射液10mg｢タカタ｣ プリンペラン注射液10mg
2399 ○ 外用 サリベートエアゾール 50g/本
2451 外用 ボスミン外用液0.1% 100mL/本
2451 ○ 注射 アドレナリン注0.1%シリンジ｢テルモ｣ 1mg/1mL/シリンジ ボスミン注1mg
2451 注射 ノルアドリナリン注1mg
2452 ○ 注射 ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg｢AFP｣ 水溶性ハイドロコートン注射液100mg
2452 ○ 注射 ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液500mg｢AFP｣ 水溶性ハイドロコートン注射液500mg
2452 ○ 注射 リノロサール注射液2mg（0.4%） リンデロン注2mg（0.4％）
2456 ○ 内服 プレドニン錠5mg
2611 ○ 外用 ヤクラックスD液1% 1kg/本
2612 ○ 外用 ポビドンヨードスクラブ液7.5%｢明治｣ 500mL/本 イソジンスクラブ液7.5% 500mL/本
2612 ○ 外用 ポビドンヨード外用液10%｢明治｣ 250mL/本 イソジン液10% 250mL/本
2612 外用 ヨウ素｢コザカイ･M｣
2612 外用 ヨードチンキ｢ケンエー｣ 500mL/本
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2614 外用 オキシドール「ヤクハン」 500mL/本 オキシドール「コザカイ・M」 500mL/本
2615 外用 消毒用エタノール｢ヨシダ｣ 500mL/本
2616 外用 0.025W/V%ヂアミトール水 500mL/本
2616 外用 ベンザルコニウム塩化物消毒液10%｢ニッコー｣ 500mL/本 ベンザルコニウム塩化物消毒液10%｢カネイチ｣ 500mL/本

2619 ○ 外用 0.05%ヘキザック水R 500mL/本
2619 ○ 外用 0.5%ヘキザックアルコール液 500mL/本 マスキンR・エタノール液（0.5%） 500mL/本
2619 ○ 外用 5%ヘキザック液 500mL/本 5%ヒビテン液 500mL/本
2619 外用 ウエルアップハンドローション1% 1L/本
2619 外用 ウエルパス手指消毒液0.2% 500mL/本
2619 ○ 外用 ハイポエタノール液2%「ヨシダ」 500mL/本【非滅菌製剤】 滅菌ハイポアルコール 500mL/本
2619 外用 ヘキザック消毒液20% 500mL/本【診療科限定】 ヒビテン・グルコネート液20% 500mL/本
2619 外用 マスキンスクラブ4% 500mL/本
2634 ○ 外用 アクロマイシン軟膏3%【TC】 5g/本
2634 外用 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%｢イワキ｣【GM】 10g/本 ゲンタシン軟膏0.1% 10g/本
2647 ○ 外用 デルモゾールGクリーム 5g/本 リンデロン-VGクリーム0.12% 5g/本
2647 外用 デルモゾールG軟膏 5g/本 リンデロン-VG軟膏0.12% 5g/本
2649 外用 アズノール軟膏0.033% 20g/本
2649 ○ 外用 アドフィードパップ40mg 6枚/袋
2649 ○ ○ 外用 インドメタシンクリーム1%「日医工」 25g/本【成分相違】 フェルデン軟膏0.5% 25g/本
2649 ○ ○ 外用 ケトプロフェンテープ20mg｢パテル｣ 7枚/袋 モーラステープ20mg
2649 ○ ○ 外用 ロキソプロフェンNaテープ50mg｢久光｣ 7枚/袋 ロキソニンテープ50mg
2649 ○ ○ 外用 MS温シップ｢タイホウ｣ 100g/5枚/袋
2710 歯科用 歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ 1.8mL/管
2710 歯科用 スキャンドネストカートリッジ3% 1.8mL/管
2710 歯科用 エピリド配合注歯科用カートリッジ 1.8mL/管
2710 歯科用 歯科用キシロカインカートリッジ 1.8mL/管
2710 ○ 歯科用 ジンジカインゲル20% 30g/本
2710 歯科用 ネオザロカインパスタ 15g/本
2730 歯科用 キャンフェニック「ネオ」 10g/本
2730 歯科用 クレオドン 10mL/瓶
2730 歯科用 ネオクリーナー「セキネ」 30mL/本
2730 歯科用 ペリオドン 2g/本
2730 歯科用 ホルマリン･グアヤコールFG｢ネオ｣ 15mL/本
2730 歯科用 ホルムクレゾールFC｢ネオ｣ 20g/本
2730 歯科用 メトコール 10mL/本
2750 歯科用 カルビタール液 10mL/本
2750 歯科用 カルビタール末 10g/本
2760 ○ 歯科用 ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」【MINO】 0.5g/シリンジ ペリオフィール歯科軟膏2% 0.5g/シリンジ（旧後発品名）
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2790 歯科用 Fバニッシュ歯科用5% 3g/本
2790 歯科用 サホライド液歯科用38% 5mL/本
2790 歯科用 ネオグリセロール 20g/本
2790 歯科用 バトラー フローデンフォームN 150mL/本
2790 歯科用 フルオール･ゼリー歯科用2% 100g/本
2790 ○ 歯科用 ミラノール顆粒11% 1.8g/包
2790 歯科用 ヨードグリコールパスタ｢ネオ｣ 5g/シリンジ
2790 歯科用 歯科用TDゼット液 10mL/本
2790 歯科用 ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」 40mL/本 ネオステリングリーンうがい液0.2% 56mL/本，340mL/本

2790 歯科用 リグロス歯科用液キット600μg
3136 ○ ○ 内服 メコバラミン錠500｢トーワ｣ メチコバール錠500μg
3136 ○ ○ 内服 メチコバール細粒0.1% 500μg/0.5g/包
3213 注射 カルチコール注射液8.5% 10mL/アンプル
3221 内服 ヨウ化カリウム｢コザカイ･M｣
3231 ○ 注射 ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」 20mL/シリンジ 大塚糖液50% 20mL/アンプル
3231 注射 大塚糖液5% 500mL/袋
3259 内服 エンシュア･H（コーヒー味） 250mL/缶
3259 内服 エンシュア･H（バニラ味） 250mL/缶
3259 ○ 内服 ラコールNF配合経腸用液（ミルクフレーバー） 200mL/袋
3259 ○ 内服 ラコールNF配合経腸用半固形剤 300g/バッグ
3311 外用 大塚生食注（開栓型） 500mL/本
3311 ○ 注射 生食注シリンジ｢オーツカ｣（ルアーロックタイプ） 10mL/シリンジ
3311 ○ 注射 生食注シリンジ｢オーツカ｣（ルアーロックタイプ） 20mL/シリンジ
3311 注射 生理食塩液｢ヒカリ｣ 100mL/本
3311 注射 生理食塩液｢ヒカリ｣ 500mL/本
3311 ○ 注射 大塚生食注2ポート 100mL/キット
3311 注射 大塚生食注 250mL/袋
3319 注射 ソリタ-T1号輸液 200mL/袋
3319 ○ 注射 KCL注20mEqキット｢テルモ｣ 20mEq/20mL/キット
3319 注射 ボルベン輸液6% 500mL/袋
3319 注射 ソリタ-T3号輸液 200mL/袋
3319 注射 フィジオ140輸液 500mL/袋
3321 ○ ○ 内服 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg｢日医工｣ アドナ錠10mg
3321 ○ 注射 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg｢日医工｣ アドナ注（静注用）100mg
3322 外用 スポンゼル（5cm×2.5cm）
3325 ○ 外用 サージセル･アブソーバブル･ヘモスタット（5.1cm×2.5cm）
3327 ○ 内服 トランサミン錠250mg トランサミンカプセル250mg
3327 注射 トランサミン注10% 1,000mg/10mL/アンプル
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3329 外用 ボーンワックス 2.5g/包
3334 注射 ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」
3339 ○ ○ 外用 ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 25g/本【名称変更】 ヒルドイドクリーム0.3% 25g/本，　ビーソフテンクリーム0.3% 25g/本（旧後発品名）

3339 ○ ○ 外用 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 50g/本【名称変更】 ヒルドイドローション0.3% 50g/本，　ビーソフテンローション0.3% 50g/本（旧後発品名）

3919 ○ 注射 ヒシファーゲン配合静注シリンジ 20mL/シリンジ 強力ネオミノファーゲンシー P静注20mL
3919 ○ 内服 グリチロン配合錠
3929 ○ 内服 ノベルジン錠25mg【低亜鉛血症の用法・用量はウィルソン病と相違】
3929 注射 ブリディオン静注200mg
3929 注射 メイロン静注8.4% 20mL/アンプル
3992 注射 アデホス-Lコーワ注40mg
4419 ○ ○ 内服 ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」【持続性錠；　1日2回服用】 ポララミン錠2mg【普通錠】
4419 注射 ポララミン注5mg
4490 ○ ○ 内服 トラニラストDS5%｢CH｣ 50mg/g リザベンドライシロップ5% 50mg/g
4490 ○ ○ 内服 トラニラストカプセル100mg｢CH｣ リザベンカプセル100mg
4490 ○ ○ 内服 フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg｢トーワ｣ アレグラ錠60mg
5200 ○ 内服 ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
5200 内服 ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
5200 ○ 内服 ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
5200 ○ 内服 ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
5200 ○ 内服 ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
5200 ○ 内服 ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
5200 ○ 内服 ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包
5200 ○ 内服 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
5200 ○ 内服 ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
5200 ○ 内服 ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
5200 ○ 内服 ツムラ立効散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
5200 ○ 内服 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
5200 ○ 内服 ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
6112 内服 ダラシンカプセル150mg【CLDM】
6112 注射 クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg｢サワイ｣【CLDM】【以前採用の先発品と容量相違】 ダラシンS注射液300mg，　クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」

6131 ○ 内服 アモキシシリンカプセル250mg｢日医工｣【AMPC】 サワシリンカプセル250mg
6131 ○ 内服 ワイドシリン細粒20% 200mg/g【AMPC】 サワシリン細粒10% 100mg/g
6131 注射 ビクシリン注射用1g【ABPC】
6132 内服 L－ケフレックス小児用顆粒【CEX】 200mg/1.0g/包【持続性顆粒；　1日2回服用】
6132 内服 セファレキシン錠250mg｢日医工｣【CEX】《1日4回服用》
6132 ○ 注射 セファゾリンNa注射用1g｢NP｣【CEZ】 セファメジンα注射用1g
6132 ○ 注射 セフトリアキソンナトリウム静注用1g｢日医工｣【CTRX】 ロセフィン点滴静注用1gバッグ
6139 内服 オーグメンチン配合錠250RS【AMPC/CVA】
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6139 ○ 注射 スルバシリン静注用3g【ABPC/SBT】

6149 ○ 内服
アジスロマイシン錠250mg｢トーワ｣【AZM】 《食前服用》
【1回2錠　1日1回，3日間のみ；7日間持続】

ジスロマック錠250mg

6149 ○ ○ 内服
クラリスロマイシンDS小児用10%｢タカタ｣【CAM】 100mg/g 《食前服用》
【厳重注意：併用禁忌，併用注意多数あり！！】

6149 ○ 内服
クラリスロマイシン錠200mg｢サワイ｣【CAM】 《食前服用》
【厳重注意：併用禁忌，併用注意多数あり！！】

クラリシッド錠200mg

6149 ○ ○ 内服
クラリスロマイシン錠50mg小児用｢サワイ｣【CAM】 《食前服用》
【厳重注意：併用禁忌，併用注意多数あり！！】

クラリシッド錠50mg小児用

6152 ○ 内服 ビブラマイシン錠100mg【DOXY】《初日のみ200mgでローディング》【成分相違】 ミノマイシンカプセル100mg，　ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」

6173 内服 ファンギゾンシロップ100mg/mL【AMPH】　24mL/本
6241 ○ ○ 内服 シプロフロキサシン錠200mg｢日医工｣【CPFX】《緑膿菌専門》 シプロキサン錠200mg
6241 ○ ○ 内服 レボフロキサシンOD錠250mg｢トーワ｣【LVFX】【容量・剤形相違】 クラビット錠500mg

6250 ○ ○ 内服
バラシクロビル粒状錠500mg｢モチダ｣【VACV】 500mg/包
《帯状疱疹，単純疱疹で用量・投薬日数相違》【剤形相違】

バルトレックス錠500mg

6250 ○ ○ 外用 アシクロビル軟膏5%｢ラクール｣【ACV】 5g/本《単純疱疹のみ》 ゾビラックス軟膏5% 5g/本
6250 ○ ○ 外用 ビダラビン軟膏3%｢イワキ｣【Ara-A】 5g/本《帯状疱疹，単純疱疹》 アラセナ‐A軟膏3% 5g/本

6290 ○ 外用
オラビ錠口腔用50mg 14錠/本【MCZ】
【厳重注意：併用禁忌，併用注意多数あり！！】

【内服】フロリードゲル経口用2%【MCZ】 100mg/5g/本

6313 注射 ｢ビケンHA｣ 1mL/バイアル
6313 注射 インフルエンザHAワクチン｢KMB｣ 1mL/バイアル
6313 注射 フルービックHAシリンジ 0.5mL/シリンジ
6419 ○ 内服 フラジール内服錠250mg【MNZ】＜抗嫌気性菌薬＞
7111 内服 乳糖水和物(結晶)｢NikP｣
7121 外用 プロペト《100g入ラミネートチューブ製剤あり》 白色ワセリン｢日医工｣
7131 外用 注射用水（開栓型） 1L/本
7131 外用 滅菌精製水（開栓型） 500mL/本
7131 注射 注射用蒸留水 5mL/アンプル（ガラス）
7149 内服 クエン酸*(山善)
7212 内服 バリトップHD 300g/本
7219 ○ 注射 イオパミドール300注シリンジ100mL「F」 イオパミロン注300シリンジ100mL，　オイパロミン300注シリンジ100mL（旧後発品名）

7321 外用 フタラール消毒液0.55%｢シオエ｣ 3.8L/本 ディスオーパ消毒液0.55% 3.8L/本，　フタラール消毒液0.55%｢ヨシダ｣ 3.8L/本（旧医薬品名）

8219 ○ 注射 フェンタニル注射液0.1mg｢テルモ｣ フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」，　フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」（旧後発品名）

8219 ○ 注射 レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 アルチバ静注用2mg
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