
オーダ可能な注射医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定

ア
用)【腫】アービタックス注１００mg ２０mL1

◆【毒】【腫】動注用アイエーコール100mg 

アイリーア硝子体内注射液40mg/mL 

アキネトン注射液５ｍｇ 

アクテムラ点滴静注用【８０】ｍｇ 

アクテムラ点滴静注用【２００】ｍｇ 

アクテムラ点滴静注用【４００】ｍｇ 

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクタｰ 

アクトヒブ 

アクメイン注５００ｍＬ 

用）【腫】アクラシノン注射用２０ｍｇ1

アコアラン静注用１８００ 

アザクタム注射用１０００ｍｇ 

アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ｢日医工｣ 

(ﾋﾞﾀﾐﾝC)アスコルビン酸注射液500mg｢ﾄｰﾜ｣ 

アスパラギン酸カリウム注１０mEqキット 

アスペノン注１００ｍｇ 

アセリオ静注液1000mgバック100mL 

用）アセレンド注１００μｇ1

アタラックスＰ注射液【２５】ｍｇ 

アタラックスＰ注射液【５０】ｍｇ 

用）アディノベイト静注用キット【５００】1

用）アディノベイト静注用キット【１０００】1

アディノベイト静注用キット【２０００】 

用）アディノベイト静注用キット【３０００】1

投与ｾｯﾄ（アドベイトキット/アディノベイトキット用） 

アデホス－Ｌコーワ注４０ｍｇ 

用)【腫】アドセトリス点滴静注用５０ｍｇ1

アトニン－Ｏ　５単位 

用）アドベイト静注用キット【２５０】1

アドベイト静注用キット【５００】1

用）アドベイト静注用キット【１０００】1

アドベイト静注用キット【２０００】 

アドレナリン注０．１％シリンジ｢ﾃﾙﾓ｣ 

アトロピン注０．０５％シリンジ 

アトロピン硫酸塩注０．５mgタナベ 

アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ/100mL 

【腫】アバスチン【１００】ｍｇ点滴静注用 

【腫】アバスチン【４００】ｍｇ点滴静注用 

【毒】【腫】アブラキサン点滴静注用100mg 

注射用アプレゾリン２０ｍｇ 

アボネックス筋注３０μｇペン 

アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 

アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ／１ｍＬ 

アミサリン注２００ｍｇ２ｍL 

アミニック輸液２００ｍＬ 

【毒】アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ 

アラセナ－Ａ　300mg/V 

用)アリナミン注射液１０ｍｇ1

【腫】アリムタ注射用５００ｍｇ 

アルガトロバン注射液１０ｍｇ/２０ｍＬ 

アルギＵ注１０％２００ｍＬ 

用)【毒】【腫】アルケラン静注用50mg1

【麻】アルチバ静注用２ｍｇ 

献血アルブミン【25%】ﾆﾁﾔｸ５０ｍＬ 

献血アルブミン【25%】ﾍﾞﾈｼｽ５０ｍＬ 

献血アルブミン5%ﾆﾁﾔｸ【２５０ｍＬ】 

献血アルブミン静注5%ﾍﾞﾈｼｽ【２５０ｍＬ】 

ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ ｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ注射用【２０】μｇ 

ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ ｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ点滴静注用【500】μｇ 

アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「サワイ」 

アレビアチン注射液２５０ｍｇ 

アロキシ【点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ】０．７５ｍｇ 

アンチレクス静注１０ｍｇ 

イ
ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ１０ｍＬ 

イーケプラ点滴静注５００ｍｇ 

イオパミロン【３００】（１００ｍＬ） 

イオパミロン【３７０】（１００ｍＬ） 
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オーダ可能な注射医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定

イオパミロン注【３７０】シリンジ１００mL 

イオプロミド３００注シリンジ100mL｢FRI｣ 

イオメロン３００　２０ｍL 

用）イスコチン注１００ｍｇ／２ｍＬ1

用）【腫】イストダックス点滴静注用１０mg1

イソゾール注射用０．５ｇ 

イソビスト注３００ 

用)【毒】【腫】イダマイシン静注用5mg1

用）イデルビオン静注用【５００】1

用）イデルビオン静注用【２０００】1

用）イデルビオン静注用【３５００】1

イブリーフ静注２０ｍｇ 

用）【腫】注射用イホマイド１ｇ1

用）【腫】イミフィンジ点滴静注【１２０】ｍｇ1

用）【腫】イミフィンジ点滴静注【５００】ｍｇ1

イムノブラダー膀注用８０ｍｇ 

用)イモバックスポリオ皮下注1

【腫】ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液【100】mgﾄｰﾜ 

【腫】ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液【40】mgﾄｰﾜ 

用)イロクテイト静注用【２５０】1

用)イロクテイト静注用【５００】1

用) イロクテイト静注用【７５０】1

用）イロクテイト静注用【１０００】1

用）イロクテイト静注用【２０００】1

インジゴカルミン注２０ｍｇ第一三共 

インダシン静注用１ｍｇ 

インデラル注射液２ｍｇ/２ｍＬ 

【２０％】イントラリポス１００ｍＬ 

インフリキシマブＢＳ点滴静注用100mg｢NK｣ 

 一般用インフルエンザＨＡワクチン 

 公費用インフルエンザＨＡワクチン 

ウ
献血ヴェノグロブリンIH【10%】【０．５】g1

献血ヴェノグロブリンIH【10%】【２．５】g1

献血ヴェノグロブリンIH【10%】【５】g1

用）ウテメリン注５０ｍｇ1

ウログラフィン６０％【２０】ｍＬ 

ウロナーゼ静注用6万単位 

ウロミテキサン注４００ｍｇ 

エ
ＨＭＧ筋注用７５単位「Ｆ」 

用）エイフスチラ静注用２５０1

用）エイムゲン０．５ｕｇ1

用）【腫】エクザール注射用１０ｍｇ1

ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液【UVﾂｲﾝ】【1.5】L 

用）ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液【UVﾂｲﾝ】【2】L1

用）ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液【ｼﾝｸﾞﾙ】【1.5】L1

用）ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液【ｼﾝｸﾞﾙ】【1.5】L機器専用1

用）ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液【ｼﾝｸﾞﾙ】【2】L1

用）ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液【ｼﾝｸﾞﾙ】【2】L機器専用1

用）ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液【ﾂｲﾝ】【1.5】L1

用）ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液【ﾂｲﾝ】【2】L1

エスポ－注射液【７５０】国際単位 

貯血用エスポ－皮下用【２４０００】シリン 

エタネルセプトBS皮下注【25】mg【ｼﾘﾝｼﾞ】0.5mL「TY」 

エタネルセプトBS皮下注【25】mg【ペン】0.5mL「MA」1

エタネルセプトBS皮下注【50】mg【ペン】1.0mL「TY」 

エダラボン点滴静注３０ｍｇ｢DSEP｣ 

用）エトキシスクレロール１％注３０ｍＬ1

【腫】エトポシド点滴静注液１００mg「SN」 

エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ 

ＮＢ－【Ａ】　６００ｍＬ 

ＮＢ－【Ｃ】　６００ｍＬ 

ＮＢ－【Ｂ】　６００ｍＬ 

用)ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ持続性水懸筋注用【300】mgｼﾘﾝｼﾞ1

用)ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ持続性水懸筋注用【400】mgｼﾘﾝｼﾞ1

【腫】エピルビシン【１０】mg塩酸塩注射用 

【腫】エピルビシン【５０】mg塩酸塩注射用 

ＥＰＩＲＯＳ２　７０ｍｇ／１０ｍＬ 

エフェドリン「ナガイ」注射液４０ｍｇ 
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オーダ可能な注射医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定

エポプロステノール静注用 専用溶解液 

エポプロステノール静注用0.5mg｢ACT｣ 

用)【腫】ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ点滴静注用【300】mg1

用)【腫】ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ点滴静注用【400】mg1

エリスロシン点滴静注用５００ｍｇ 

エリル点滴静注液３０ｍｇ 

ＬＨ－ＲＨ注射液タナベ 

用）エルカルチンＦＦ静注1000mgシリンジ1

用）エルシトニン注２０Ｓディスポ1

エルネオパＮＦ【１】号輸液【１０００】mL 

エルネオパＮＦ【１】号輸液【１５００】mL 

エルネオパＮＦ【２】号輸液【１０００】mL 

エルネオパＮＦ【２】号輸液【１５００】mL 

１０％塩化ナトリウム注射液２０ｍＬ 

【腫】注射用エンドキサン【１００】ｍｇ 

【腫】注射用エンドキサン【５００】ｍｇ 

エンブレル皮下注【２５】ｍｇ【ペン】０．５ｍＬ 

オ
オイパロミン【３７０】注１００ｍＬ 

オイパロミン３００注２０ｍＬ 

オイパロミン３００注シリンジ１００ｍＬ 

大塚蒸留水２０ｍｌ 

大塚生食注【５０】ｍＬ 

大塚生食注【１００】ｍＬ 

 大塚生食注【２５０】ｍＬ 

大塚生食注２ポート【１００】ｍＬ 

大塚糖液【  ５】％　　２０ｍＬ 

大塚糖液【　５】％　　５０ｍＬ 

大塚糖液【　５】％　１００ｍＬ 

大塚糖液【　５】％　２５０ｍＬ(ｿﾌﾄﾊﾞｯｸ) 

大塚糖液【　５】％　５００ｍＬ 

大塚糖液【１０】％　　２０ｍＬ 

大塚糖液【１０】％　５００ｍＬ 

大塚糖液【２０】％　　２０ｍＬ 

大塚糖液【５０】％　　２０ｍＬ 

大塚糖液【５０】％　２００ｍＬ/ﾊﾞｯｸ 

大塚糖液【５０】％　５００ｍＬ/袋 

大塚糖液【７０】％　３５０ｍＬ 

【毒】【腫】ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注【50】mg 

【毒】【腫】ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注【100】mg 

【毒】【腫】ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注【200】mg 

【麻】オキシコドン注射液【１０】ｍｇ「第一三共」 

【麻】オキシコドン注射液【５０】ｍｇ「第一三共」 

オクトレオチド皮下注１００μｇ｢あすか｣ 

オザグレルＮａ注射液８０ｍｇ／４ｍＬｼﾘﾝｼ 

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 

オノアクト点滴静注用５０ｍｇ 

オビソート注射用１００ｍｇ 

オフサグリーン静注用２５ｍｇ 

用）【腫】オプジーボ点滴静注【２０】mg1

用）【腫】オプジーボ点滴静注【２４０】mg1

オプチレイ【３２０シリンジ】１００ｍＬ 

オプチレイ３２０（尿路血管）100mL 

オムニパーク【２４０】１０ｍＬ（脳槽・脊 

オムニパーク【３００シリンジ】１５０ｍＬ 

オムニパーク【３５０シリンジ】７０ｍＬ 

オメプラゾール注用２０ｍｇ 

用)オルガラン静注１２５０単位1

オルダミン注射用１ｇ 

用)オルドレブ点滴静注用１５０ｍｇ1

用）オルプロリクス静注用【５００】1

用)オルプロリクス静注用【３０００】1

オレンシア【点滴静注用】【２５０】ｍｇ 

ｵﾚﾝｼｱ【皮下注ｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ】【125】mg1mL 

【腫】オンコビン１ｍｇ 

カ
用)ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ1

カーボスター透析剤Ｌ（６Ｌ・７．６Ｌ） 

カーミパック生理食塩液Ｌ【１３００】ｍＬ 

用)【毒】【腫】ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ点滴静注用【10】mg1

2020/07/06 3/12 ページ



オーダ可能な注射医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定

用)【毒】【腫】ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ点滴静注用【40】mg1

用）【腫】ガザイバ点滴静注１０００ｍｇ1

用)【腫】カドサイラ点滴静注用【100】mg1

用)【腫】カドサイラ点滴静注用【160】mg1

用）硫酸カナマイシン注射液１０００ｍｇ1

ガベキサートﾒｼﾙ酸塩【１００】mg注射用 

ガベキサートﾒｼﾙ酸塩【５００】mg注射用 

カルシトリオール静注液０．５μｇ「Ｆ」 

用）【腫】カルセド注射用【２０】ｍｇ1

用）【腫】カルセド注射用【５０】ｍｇ1

カルチコール注射液８．５％【５】ｍＬ 

カルチコール注射液８．５％【１０】ｍＬ 

カルバゾクロムスルホン酸Na静注１００ｍｇ 

１％カルボカイン【１０】ｍＬ（100mg） 

２％カルボカイン【５】ｍＬ（100mg） 

【毒】【腫】ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液【50】mg 

【毒】【腫】ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液【150】mg 

【毒】【腫】ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液【450】mg 

用）カンサイダス点滴静注用【５０】ｍｇ1

用）カンサイダス点滴静注用【７０】ｍｇ1

【毒】ガンシクロビル点滴静注用５００ｍｇ「ﾌｧｲｻﾞｰ」 

カンレノ酸カリウム静注用１００ｍｇ 

キ
用）【腫】キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ1

キシロカイン注【０．５】％エピレナミン 

キシロカイン注【１】％エピレナミン 

キシロカイン注５ｍＬ【50mg】ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1％ 

キシロカイン注シリンジ１％１０ｍＬ 

キドミン輸液２００ｍＬ 

キュビシン静注用３５０ｍｇ1

キリット注５％【５００】ｍＬ 

用）【腫】キロサイド注【２０】ｍｇ1

キンダリー透析剤ＡＦ４号　６Ｌ 

ク
グラニセトロン静注液1ｍｇ/1ｍＬ「ﾃﾊﾞ」 

(臨床試験用)ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ静注液３ｍｇ「ｻﾜｲ」1

クラフォラン注射用１０００ｍｇ 

用）クリアクター静注用【８０】万1

グリセレブ配合点滴静注２００ｍＬ 

クリンダマイシン注射液６００ｍｇ／４ｍＬ 

グルカゴンＧ・ノボ注射用１ｍｇ 

グルトパ注１２００万 

クレキサン皮下注ｷｯﾄ2000IU　0.2ML 

用)クロスエイトMC静注用【１０００】単位1

用)クロスエイトMC静注用【２０００】単位1

用）輸注セット(クロスエイトＭＣ用)1

献血グロベニン－Ｉ静注用【５．０】ｇ 

ケ
ケイセントラ静注用【５００】 

ケイセントラ静注用【１０００】 

ケイツーＮ静注１０ｍｇ 

ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット(２０ｍＬ)｢ﾃﾙﾓ｣ 

【麻】ケタラール【筋注】５００ｍｇ10mL 

【麻】ケタラール【静注用５０ｍｇ】５ｍL 

筋注用ケナコルト－Ａ４０ｍｇ 

用）ケブザラ皮下注【150】mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ1

用）ケブザラ皮下注【200】mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ1

【腫】ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ点滴静注【1g】「ﾎｽﾋﾟｰﾗ」 

【腫】ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ点滴静注【200mg】｢ﾎｽﾋﾟｰﾗ」 

ゲンタマイシン硫酸塩注射液４０ｍｇ 

コ
コアテック注５ｍｇ 

コアベータ静注用１２．５ｍｇ 

抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用1000倍｢JB｣ 

用）コートロシン【Ｚ】筋注０．５ｍｇ／mL1

コートロシン注射用【０．２５】ｍｇ 

用）コセンティクス皮下注１５０mgペン1

ゴナックス皮下注用【８０】ｍｇ溶解液付 

ゴナックス皮下注用【１２０】ｍｇ溶解液付 

用）ゴナックス皮下注用【２４０】ｍｇ溶解液付1
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オーダ可能な注射医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定

用）ゴナトロピン注用５０００単位1

コバールトリイ静注用【１０００】 

コバールトリイ静注用【２０００】 

用)コパキソン皮下注２０ｍｇシリンジ1

用）【腫】コホリン静注用７．５ｍｇ1

用)コンファクトＦ注射用【２５０】1

用)コンファクトＦ注射用【５００】1

コンファクトＦ注射用【１０００】 

サ
用）サイビスクディスポ関節注２ｍＬ1

ザイボックス注射液６００ｍｇ1

用）【腫】注射用サイメリン【５０】ｍｇ1

用）【腫】注射用サイメリン【１００】ｍｇ1

用）サイモグロブリン２５ｍｇ点滴静注用1

用）ザイヤフレックス注射用1

【腫】サイラムザ点滴静注液【100】mg 

【腫】サイラムザ点滴静注液【500】mg 

【２向】サイレース静注２ｍｇ 

サビーン点滴静注用５００ｍｇ 

サブパック血液ろ過用補充液-Bi(2020mL) 

サリンヘス輸液６％５００ｍＬ 

用）【腫】ザルトラップ点滴静注【100】mg1

用）【腫】ザルトラップ点滴静注【200】mg1

用）サンディミュン点滴静注用２５０ｍｇ1

用)サンドスタチンLAR筋注用ｷｯﾄ【１０】mg1

用)サンドスタチンLAR筋注用ｷｯﾄ【２０】mg1

用)サンドスタチンLAR筋注用ｷｯﾄ【３０】mg1

サンリズム注射液５０ 

シ
ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ 

【３向】ジアゼパム注射液【５】ｍｇ 

【３向】ジアゼパム注射液【１０】ｍｇ 

ＧＲＦ注射用１００μｇ 

注射用ＧＨＲＰ科研１００ 

ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ 

用)【毒】【腫】ジェブタナ点滴静注60mg1

シオゾール２５ｍｇ 

用)ジオン注　無痛化剤付1

ジゴシン注０．２５ｍｇ 

【毒】【腫】シスプラチン注【１０】ｍｇ 

【毒】【腫】シスプラチン注【５０】ｍｇ 

ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ 

【腫】シタラビン点滴静注液【１】ｇ｢ﾃﾊﾞ｣ 

【腫】シタラビン点滴静注液【400】mg｢ﾃﾊﾞ｣ 

シナジス筋注液【５０】ｍｇ 

シナジス筋注液【１００】ｍｇ 

ジノプロスト注射液1000μg｢F｣ 

用）ジビイ静注用２０００1

用）【腫】ジフォルタ注射液２０ｍｇ1

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド　ＤＴ 

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド 

ジプレキサ筋注用１０ｍｇ 

シプロフロキサシン点滴静注液400mg/200mL1

用）シベノール静注７０ｍｇ1

シベレスタットNa点滴静注用100mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ 

シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス 

小－【１】　１３００ｍＬ 

小－【２】　１３００ｍＬ 

小－【３】　１３００ｍＬ 

注射用蒸留水【１００】ｍＬ 

ジルチアゼム塩酸塩５０ｍｇ注射用 

シンビット静注用５０ｍｇ 

シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクター 

ス
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 

ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ 

硫酸ストレプトマイシン１０００ｍｇ 

用)ストレンジック皮下注【２８】mg/0.7mL1

スベニール２５ｍｇディスポ関節注 

用）スミフェロン注【ＤＳ】【３００】万IU1
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医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定

用）スミフェロン注【ＤＳ】【６００】万IU1

スルバシリン静注用1.5g 

セ
生食注シリンジ「オオツカ」１０ｍＬ 

生理食塩液【２０ｍＬ】「ヒカリ」 

テルモ生食【５００】ｍＬ 

テルモ生食【１０００】ｍＬ 

生理食塩液ＰＬ｢ﾌｿｰ｣【２０００】ｍＬ 

セファゾリンNa注射用【０．５ｇ】｢ﾀｲﾖｰ｣1

セファゾリンNa点滴静注用【1ｇ】バッグ 

セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「ＮＰ」 

セフォン静注用１０００ｍｇ 

セフタジジム静注用１ｇ 

セフトリアキソンNa静注用１ｇ 

セフメタゾールＮａ静注用１ｇ 

用)ゼプリオン水懸筋注【２５】ｍｇｼﾘﾝｼﾞ1

用)ゼプリオン水懸筋注【５０】ｍｇｼﾘﾝｼﾞ1

用)ゼプリオン水懸筋注【７５】ｍｇｼﾘﾝｼﾞ1

用)ゼプリオン水懸筋注【１００】ｍｇｼﾘﾝｼﾞ1

用)ゼプリオン水懸筋注【１５０】ｍｇｼﾘﾝｼﾞ1

用）セレザイム注【４００】U1

用）セレン注射液２５０μｇ／５ｍＬ1

ソ
【２向】ソセゴン注射液１５ｍｇ/１ｍL 

ソナゾイド注射用（造影剤）16μL 

用）ソマチュリン皮下注【９０】ｍｇ1

用）ソマチュリン皮下注【１２０】ｍｇ1

用)ソマトロピンBS皮下注10mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ｼｭｱﾊﾟﾙ1

用）ソマバート皮下注用【１０】ｍｇ1

用）ソマバート皮下注用【２０】ｍｇ1

ゾラデックス【３．６】ｍｇデポ 

ゾラデックス【ＬＡ】１０．８ｍｇデポ 

ゾラデックス１．８ｍｇデポ 

用）ソリリス点滴静注300mg1

ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ 

ソル・メドロール【１２５】ｍｇ 

ソル・メドロール【４０】ｍｇ 

ソル・メドロール【５００】ｍｇ 

ソル・メドロール【１０００】ｍｇ 

ソル・メドロール静注用【４０】ｍｇ 

ソル・メドロール静注用【１２５】ｍｇ 

ソルアセトＦ注５００ｍＬ 

ソルデム【３Ａ】輸液２００ｍＬ 

ソルデム【３Ａ】輸液５００ｍＬ 

ソルデム【３ＡＧ】輸液５００ｍＬ 

ソルデム１輸液【２００】ｍＬ 

ソルデム１輸液【５００ｍＬ】 

ソルマルト輸液【２００ｍＬ】 

ソルマルト輸液【５００ｍＬ】 

用）ゾレア皮下注【７５】ｍｇシリンジ1

ゾレア皮下注【１５０】ｍｇシリンジ 

ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLﾊﾞｯｸﾞ｢ﾄｰﾜ｣ 

タ
用）ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 UVﾂｲﾝ【1.5】【１.５L】1

用)ﾀﾞｲｱﾆｰﾙN PD4 UVﾂｲﾝ【1.5】【２.５L】1

用)ﾀﾞｲｱﾆｰﾙN PD4 UVﾂｲﾝ【1.5】【２Ｌ】1

用）ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD4 UVﾂｲﾝ【2.5】【１.５L】1

用)ﾀﾞｲｱﾆｰﾙN PD4 UVﾂｲﾝ【2.5】【２Ｌ】1

用）ﾀﾞｲｱﾆｰﾙN PD4 ｼﾝｸﾞﾙ【1.5】【2.5L】1

用）ﾀﾞｲｱﾆｰﾙN PD4 ｼﾝｸﾞﾙ【1.5】【２Ｌ】1

用）ﾀﾞｲｱﾆｰﾙN PD4 ｼﾝｸﾞﾙ【1.5】【５L】1

用）ﾀﾞｲｱﾆｰﾙN PD4 ｼﾝｸﾞﾙ【2.5】【2.5L】1

注射用ダイアモックス５００ｍｇ 

用）タイサブリ点滴静注３００ｍｇ1

タイロゲン筋注用０．９ｍｇ 

【腫】ダウノマイシン２０ｍｇ 

【腫】ダカルバジン注協和１００ｍｇ 

タケプロン静注用３０ｍｇ 

タゾピペ配合静注用【２．２５】「ニプロ」1

タゾピペ配合静注用【４．５】「ニプロ」1
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オーダ可能な注射医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定

タチオン注射用２００ｍｇ 

ダットスキャン静注 

用)【腫】ダラザレックス点滴静注【100】mg1

用)【腫】ダラザレックス点滴静注【400】mg1

ダルテパリンNa静注5000単位/5mL 

ダルベポエチン ｱﾙﾌｧBS注【１０】μｇｼﾘﾝｼﾞ「JCR」1

ダルベポエチン ｱﾙﾌｧBS注【３０】μｇｼﾘﾝｼﾞ「JCR」1

ダルベポエチン ｱﾙﾌｧBS注【６０】μｇｼﾘﾝｼﾞ「JCR」1

ダルベポエチン ｱﾙﾌｧBS注【１２０】μｇｼﾘﾝｼﾞ「JCR」1

ダルベポエチン ｱﾙﾌｧBS注【１８０】μｇｼﾘﾝｼﾞ「JCR」1

ダルベポエチン ｱﾙﾌｧ注【１０】μｇシリンジ「KKF」 

ダルベポエチン ｱﾙﾌｧ注【３０】μｇシリンジ「KKF」 

ダルベポエチン ｱﾙﾌｧ注【６０】μｇシリンジ「KKF」 

ダルベポエチン ｱﾙﾌｧ注【１２０】μｇシリンジ「KKF」 

ダルベポエチン ｱﾙﾌｧ注【１８０】μｇシリンジ「KKF」 

ダントリウム注射用２０ｍｇ 

タンボコール静注５０ｍｇ 

チ
塩酸チアミン注５０ｍｇ「フソー」 

【単独点滴禁止】注射用水バッグ「フソー」【１】Ｌ 

ツ
一般診断用精製ツベルクリン（１人用） 

テ
用）テイコプラニン点滴静注用400mg「NP」1

Ｄドライ透析剤【２．５】Ｓ 

デカドロン注射液【１．６５】ｍｇ 

デカドロン注射液【３．３】ｍｇ 

低分子デキストランＬ注５００ｍＬ 

デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ｢ﾆﾌﾟﾛ｣ 

デスモプレシン注４協和 

用）【腫】テセントリク点滴静注１２００ｍｇ1

テタノブリンＩＨ静注２５０単位 

テトラビック皮下注シリンジ 

用）デヒドロコール酸注射液1000mg/10mL1

用）デファイテリオ静注２００ｍｇ1

デュピクセント皮下注３００ｍｇシリンジ 

用）【検査用】テリパラチド酢酸塩静注用100｢旭化成｣1

用）テリボン皮下注【28.2】μｇオートインジェクター1

テリボン皮下注用【56.5】μg(溶解液添付製品) 

テルフィス点滴静注５００ｍＬ 

ト
用）【腫】ドキシル注２０ｍｇ／１０ｍＬ1

【腫】ドキソルビシン【10】mg塩酸塩注射用 

【腫】ドキソルビシン【50】mg塩酸塩注射用 

【毒】【腫】ドセタキセル点滴静注【20】mg 

【毒】【腫】ドセタキセル点滴静注【80】mg 

ドパストン静注２５ｍｇ１０ｍＬ 

ドパミン塩酸塩点滴静注【１００】ｍｇ「ＮＰ」 

塩酸ドパミン注キット【６００】ｍｇ 

ドブタミン点滴静注液【100】mg/5mL ﾌｧｲｻﾞｰ 

ドブタミン点滴静注液【６００】ｍｇキット 

【呼吸促進】ドプラム注２０ｍＬ(20mg/mL) 

【腫】トラスツズマブBS点滴静注用【６０】mg「NK」 

【腫】トラスツズマブBS点滴静注用【１５０】mg「NK」 

トラネキサム酸注１０００ｍｇ/10mL｢日新｣ 

用）【毒】【腫】トリセノックス注10mg1

トリビック 

トリフリード輸液【１０００】ｍＬ 

用）トルツ皮下注８０ｍｇｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ1

【腫】トレアキシン点滴静注用１００mg 

用）トレムフィア皮下注１００ｍｇシリンジ1

ドロレプタン１０ｍＬ（2.5mg/mL） 

ナ
ナファモスタットﾒｼﾙ酸塩注射用【100mg】 

ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ 

ニ
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg／10mL 

用）ニコペリック腹膜透析液２Ｌ【シングル】1

用）ニコペリック腹膜透析液２Ｌ【排液用バッグ付】1

ニコランジル点滴静注用【１２】ｍｇ 
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医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定

ニコランジル点滴静注用【４８】mg「ｻﾜｲ」 

ニコリン注射液【５００】ｍｇ 

【毒】ニトプロ持続静注液６ｍｇ/２ｍＬ 

ニトロール注【５ｍｇシリンジ】１０ｍＬ 

ニトログリセリン点滴静注５０ｍｇ/100mL 

日本脳炎ワクチン「ジェ－ビックＶ」 

ニューモバックスＮＰ/０.５ｍL(２歳以上) 

ヌ
ヌーカラ皮下注用１００ｍｇ 

ネ
ネオシネジンｺ-ﾜ注１ｍｇ／１ｍL 

ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ 

ネオファーゲン静注　【２０】ｍＬ 

ネオフィリン注２５０ｍｇ 

用)【MDS用】ネスプ注射液【６０】μg0.5mLﾌﾟﾗｼﾘﾝｼﾞ1

用)【MDS用】ネスプ注射液【１２０】μg0.5mLﾌﾟﾗｼﾘﾝｼﾞ1

用)【MDS用】ネスプ注射液【１８０】μg0.5mLﾌﾟﾗｼﾘﾝｼﾞ1

ノ
ノイトロジン注【５０】ｕｇ 

ノイトロジン注【１００】ｕｇ 

ノイトロジン注【２５０】ｕｇ 

ノイロトロピン注射液3.6単位３ｍＬ 

用）ノバクトＭ静注用２０００単位1

用）【毒】【腫】ノバントロン注２０ｍｇ1

【向】ノ－ベルバ－ル静注用２５０ｍｇ 

用）ノボエイト静注用【２５０】1

用）ノボエイト静注用【１５００】1

用）ノボエイト静注用【２０００】1

用）ノボエイト静注用【３０００】1

用)ノボセブンＨＩ静注用【１】ｍｇｼﾘﾝｼﾞ1

用)ノボセブンＨＩ静注用【５】ｍｇｼﾘﾝｼﾞ1

ノルアドリナリン注１ｍｇ 

用)ノルディトロピン ﾌﾚｯｸｽﾌﾟﾛ注【５】ｍｇ1

ノルディトロピン ﾌﾚｯｸｽﾌﾟﾛ注【１０】ｍｇ 

献血ノンスロン【５００】注射用 

献血ノンスロン【１５００】注射用 

ハ
パーサビブ静注透析用【２．５】ｍｇ 

パーサビブ静注透析用【５】ｍｇ 

用）【腫】パージェタ点滴静注420mg/14mL1

用）【腫】ハイカムチン注射用１．１ｍｇ1

用)バイクロット配合静注用1

用）ハイゼントラ２０％皮下注【２】g/10mL1

用）ハイゼントラ２０%皮下注【４】g/20mL1

用）1：10ハウスダストアレルゲンエキス1

用)パオスクレー内痔核内注射用２５０ｍｇ1

バクトラミン注５ｍＬ 

【毒】【腫】ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注射液【30】mg 

【毒】【腫】ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注射液【100】mg 

沈降破傷風トキソイドキット 

パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ｢日医工｣ 

ハプトグロビン静注２０００単位｢JB｣ 

【毒】【腫】ハラヴェン静注１ｍｇ 

ハロペリドール注５ｍｇ「ヨシトミ」 

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g｢MEEK｣1

パンテニール注５００ｍｇ 

ハンプ注射用１０００ｕｇ 

ヒ
乾燥ＢＣＧワクチン（経皮用・１人用） 

ビーフリード輸液５００ｍＬ／袋 

ビームゲン注【０．５】ｍＬ 

用）【腫】ビーリンサイト点滴静注用３５μｇ1

ビカーボン輸液５００ｍＬ 

ビカネイト輸液１０００ｍＬ 

注射用ビクシリン【２５０】ｍｇ 

ビクシリン注射用【１】ｇ 

用）ピシバニール【５】ＫＥ1

用）ピシバニ－ル【０．５】ＫＥ1

【腫】ビダーザ注射用１００ｍｇ 

ビタジェクト注キット 
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オーダ可能な注射医薬品（五十音順）

医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定

ビタメジン静注用 

ヒトＣＲＨ注１００μｇ 

ピドキサール注３０ｍｇ 

ピトレシン注射液２０単位 

ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙNa静注液100mg｢AFP｣ 

【腫】ピノルビン注１０ｍｇ 

【腫】ピノルビン注射用３０ｍｇ 

ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ｢日医工｣ 

ヒューマリン【Ｒ】注100単位/mL（10mL/V） 

用）ヒューマログ注【バイアル】100単位/mL1

ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ 

ヒルナミン筋注２５ｍｇ 

フ
ファセンラ皮下注３０ｍｇシリンジ 

用）ファブラザイム【３５ｍｇ】点滴静注用1

用）ファブラザイム【５ｍｇ】点滴静注用1

ファモチジン注用２０ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣ 

ファンガード点滴用５０ｍｇ 

フィジオ３５輸液　２５０ｍＬ 

ブイフェンド静注用２００ｍｇ 

用)フィブリノゲンＨＴ静注用１ｇ｢JB｣1

フィブロガミンＰ静注用４ｍＬ 

フィルグラスチムBS注【７５】μgシリンジ 

フィルグラスチムBS注【１５０】μgｼﾘﾝｼﾞ 

用)フィルグラスチムBS注【300】μgｼﾘﾝｼﾞ1

用)【腫】注射用フィルデシン【1】ｍｇ1

用）【腫】注射用フィルデシン【３】ｍｇ1

乾燥弱毒生風しんワクチン｢ﾀｹﾀﾞ｣ 

フェジン４０ｍｇ２ｍＬ／Ａ 

【腫】フェソロデックス筋注２５０ｍｇ 

用）フェロン注射用【３００】万1

【麻】フェンタニル注射液0.1mg/2mL「テルモ」 

フォルテオ皮下注キット600μg 

◆用)【腫】ブスルフェクス点滴静注用60mg1

ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ｢ﾄｰﾜ｣ 

【２向】ブプレノルフィン注０．２mg｢日新｣ 

フラビタン注射液２０ｍｇ 

プラリア皮下注６０mgシリンジ 

プリズバインド静注液２.５ｇ 

ブリディオン静注２００ｍｇ 

フルービックＨＡシリンジ(0.5mL/ｼﾘﾝｼﾞ) 

フルオレサイト注射液１号５００ｍｇ 

【腫】フルオロウラシル注【２５０】mg ﾄｰﾜ 

【腫】フルオロウラシル注【1000】mg｢ﾄｰﾜ｣ 

フルコナゾール静注液１００ｍｇ｢ｻﾜｲ｣ 

用）【腫】フルダラ５０ｍｇ1

フルマゼニル静注液０．２ｍｇ「ケミファ」 

 フルマリン【キット】静注用１０００ｍｇ 

 フルマリン静注用０．５ｇ 

プレアミンＰ注射液２００ｍＬ 

用)【腫】ブレオ注射用１５ｍｇ1

フレスミンＳ注射液１０００μｇ 

【小児用】プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ 

水溶性プレドニン【１０】ｍｇ 

水溶性プレドニン【２０】ｍｇ 

用）プレバイミス点滴静注２４０ｍｇ1

ﾌﾟﾚﾍﾞﾅｰ13水性懸濁注(2ヶ月～6歳、65歳～) 

プロカニン注１％５ｍＬ 

用）プログラフ注射液５ｍｇ1

プロジフ静注液【１００】ｍｇ 

フロセミド注２０ｍｇ「武田テバ」 

プロタノール－Ｌ注０．２ｍｇ 

プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ｢ﾓﾁﾀﾞ｣ 

プロチレリン酒石酸塩注射液0.5ｍｇ 

プロハンス静注シリンジ　１７ｍＬ 

プロポフォール静注１％【２０】ｍＬ「マルイシ」 

プロポフォール静注１％【５０】ｍＬ「マルイシ」 

ブロムヘキシン塩酸塩注射液４ｍｇ 

ヘ
用）ペガシス皮下注【９０】μｇ1
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医薬品名 医薬品名

[1]=患者限定

用）ペガシス皮下注【１８０】μｇ1

用)ペグイントロン皮下注用【50μg/0.5mL】1

用)【腫】ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ【100】mg点滴静注1

用)【腫】ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ【400】mg点滴静注1

【毒】ベクロニウム静注用４ｍｇ｢F｣ 

用）【毒】【腫】ベスポンサ点滴静注用１ｍｇ1

【麻】ペチジン塩酸塩注射液３５ｍｇ｢ﾀｹﾀﾞ｣ 

ベナンバックス注用３００ｍｇ 

注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位 

献血ベニロン-I静注用【５０００】ｍｇ 

用）ベネフィクス静注用【５００】単位1

ベネフィクス静注用【２０００】単位 

ヘパフィルド透析用２５０単位/mLｼﾘﾝｼﾞ20mL 

★★ヘパリンNaﾛｯｸ用【100単位/mL】10mL 

小児)用)ヘパリンNaﾛｯｸ用ｼﾘﾝｼﾞ【10】単位 

ヘパリンＮａ注　１万単位／１０ｍＬ｢ﾓﾁﾀﾞ｣ 

ヘパリンｶﾙｼｳﾑ皮下注5千単位/0.2mLｼﾘﾝｼﾞ 

ヘパリンナトリウムＮ注【5000】単位｢AY｣ 

ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位 

ヘブスブリン筋注用２００単位 

用）ヘプタバックス-Ⅱ水性懸濁注ｼﾘﾝｼﾞ【０．２５】mL1

用）ヘプタバックス-Ⅱ水性懸濁注ｼﾘﾝｼﾞ【０．５】mL1

用）ヘムライブラ皮下注【３０】ｍｇ1

用）ヘムライブラ皮下注【６０】ｍｇ1

用）ヘムライブラ皮下注【９０】ｍｇ1

用）ヘムライブラ皮下注【１０５】ｍｇ1

用）ヘムライブラ皮下注【１５０】ｍｇ1

ベラパミル塩酸塩静注５ｍｇ 

用）ベリナートＰ静注用５００1

【毒】【腫】ベルケイド注射用３ｍｇ 

用)ベンリスタ皮下注２００ｍｇｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ1

ホ
用)【毒】ホスカビル点滴静注用２４ｍｇ1

ホストイン静注７５０ｍｇ 

ボスミン注１ｍｇ 

用）【腫】ポテリジオ点滴静注２０ｍｇ1

【毒】ボトックス注用【５０】単位 

ポプスカイン【０．２５】％注バック100mL 

ポプスカイン【０．５】％注　50mg/10mL 

ポプスカイン【０．７５】％注　75mg/10mL 

ホメピゾール点滴静注１.５ｇ「ﾀｹﾀﾞ」 

ポララミン注５ｍｇ 

ボルベン輸液６％ 

用）ボンビバ静注１ｍｇシリンジ1

マ
マーカイン注脊麻用０．５％【高比重】 

マーカイン注脊麻用０．５％【等比重】 

【腫】マイトマイシン協和Ｓ２ｍｇ 

用)マキサカルシトール静注透析用５μg ﾃﾊﾞ1

注射用マキシピーム１０００ｍｇ1

マキュエイド眼注用４０ｍｇ 

マグセント注１００ｍＬ 

マグネスコープ静注３８％シリンジ１５ｍＬ 

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン｢ﾀｹﾀﾞ｣ 

乾燥弱毒生麻しんワクチン 

乾燥まむし抗毒素「ＫＭＢ」 

２０％マンニットール注射液３００mL｢YD｣ 

ミ
【３向】ミダゾラム注射液１０ｍｇ/２ｍＬ「テバ」 

【３向】【小児限定】ミダフレッサ静注0.1% 10mg/10mL 

用)ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL【135】腹膜透析液【2.5】L【シングル】1

用)ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL【135】腹膜透析液【2】L【バッグ付】1

用)ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL【250】腹膜透析液【2.5】L【シングル】1

用)ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL【250】腹膜透析液【2】L【バッグ付】1

ミノサイクリン塩酸塩１００ｍｇ点滴静注用 

ミラクリッド注射液５万単位 

◆用）【腫】ミリプラ動注用７０ｍｇ1

用）ミリプラ用懸濁用液４ｍL1

ミルセラ注シリンジ【１００】μｇ 

ミルセラ注シリンジ【２００】μg 
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ミルリノン注【２２．５】ｍｇバック 

ム
無水エタノール注５ｍＬ／Ａ 

メ
メイロン静注【２０】ｍＬ７％ 

メイロン静注【２５０】ｍＬ７％ 

【腫】注射用メソトレキセート【５】ｍｇ 

【腫】注射用メソトレキセート【５０】ｍｇ 

【腫】ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ点滴静注液【２００】ｍｇ 

用）【腫】ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ点滴静注液【1000】mg1

メチコバ－ル注射液５００ｕｇ 

メチルエルゴメトリン注０．２ｍｇ 

メトクロプラミド注１０ｍｇ｢ﾃﾊﾞ｣ 

メドレニック注２ｍＬ 

用）メナクトラ筋注1

用）メルカゾール注１０ｍｇ1

メロペネム点滴静注用０．５｢明治｣1

モ
用）モゾビル皮下注用２４ｍｇ1

【麻】モルヒネ塩酸塩注１０ｍｇ１ｍL 

【麻】モルヒネ塩酸塩注５０mg5mL 

ユ
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ 

用）ユルトミリス点滴静注３００ｍｇ1

ラ
ラクテック注５００ｍＬ 

用)(ALS)ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ1

ラスカルトン注４０ 

用）ラスリテック点滴静注用【１．５】ｍｇ1

用）ラスリテック点滴静注用【７．５】ｍｇ1

ラピアクタ点滴静注液バイアル１５０ｍｇ 

ランマーク皮下注１２０ｍｇ 

リ
リクラスト点滴静注液５ｍｇ/１００ｍＬ 

リコモジュリン点滴静注用１２８００ 

用）リスパダールｺﾝｽﾀ【37.5】ｍｇ筋注用1

用）リスパダールｺﾝｽﾀ【５０】ｍｇ筋注用1

リスモダンＰ注５０ｍｇ 

リゾビスト注1.6ｍＬ 

用)【ﾈﾌﾛｰｾﾞ･ITP用】【腫】ﾘﾂｷｻﾝ【100】mg1

用)【ﾈﾌﾛｰｾﾞ･ITP用】【腫】ﾘﾂｷｻﾝ【500】mg1

【腫】リツキシマブBS点滴静注【１００】mg 

【腫】リツキシマブBS点滴静注【５００】mg 

用）リティンパ耳科用２５０μｇセット1

リドカイン【点滴静注液】１％｢タカタ｣２００ｍＬ 

リドカイン静注用２％【シリンジ】 

リトドリン点滴静注５０ｍｇ 

リネゾリド注射液６００ｍｇ「サワイ」1

リノロサール注射液４ｍｇ(０．４％) 

用）リハビックス－Ｋ２号輸液５００ｍＬ1

リピオドール４８０注１０ｍＬ 

用）リプレガル点滴静注用３.５ｍｇ1

リメタゾン２．５ｍｇ 

硫酸Ｍｇ補正液１mEq/mL(0.5ﾓﾙ 20mL) 

リュープリン【１.８８】注射用 

リュープロレリン酢酸塩注射用ｷｯﾄ3.75mg 

リュープリンＳＲ注射用キット【11.25】mg 

リュープリンＰＲＯ注射用ｷｯﾄ22.5mgﾀｹﾀﾞ 

リン酸Ｎａ補正液0.5ｍｍol/mL(20mL) 

ル
ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL 

用）ルテスデポー注1

レ
レギチーン注射液５ｍｇ 

ﾚｷﾞｭﾆｰﾙLCa【1.5】%腹膜透析液【UVﾂｲﾝ】1500mL 

用)ﾚｷﾞｭﾆｰﾙLCa【1.5】%腹膜透析液【UVﾂｲﾝ】2000mL1

用)ﾚｷﾞｭﾆｰﾙLCa【1.5】%腹膜透析液【ﾂｲﾝ】1500mL1

用)ﾚｷﾞｭﾆｰﾙLCa【1.5】%腹膜透析液【ﾂｲﾝ】2000mL1

用)ﾚｷﾞｭﾆｰﾙLCa【1.5】%腹膜透析液ｼﾝｸﾞﾙ【2.5】L1

用)ﾚｷﾞｭﾆｰﾙLCa【1.5】%腹膜透析液ｼﾝｸﾞﾙ【5】L1

用)ﾚｷﾞｭﾆｰﾙLCa【2.5】%腹膜透析液【UVﾂｲﾝ】2000mL1
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用)ﾚｷﾞｭﾆｰﾙLCa【2.5】%腹膜透析液【ﾂｲﾝ】2000mL1

用)ﾚｷﾞｭﾆｰﾙLCa【2.5】%腹膜透析液UVﾂｲﾝ1500mL1

用)ﾚｷﾞｭﾆｰﾙLCa【2.5】%腹膜透析液ｼﾝｸﾞﾙ【2.5】L1

用)ﾚｷﾞｭﾆｰﾙLCa【2.5】%腹膜透析液ｼﾝｸﾞﾙ【5】L1

レスピア静注６０ｍｇ 

用）レパーサ皮下注１４０ｍｇ【ペン】1

用）レパーサ皮下注420mg【ｵｰﾄﾐﾆﾄﾞｰｻﾞｰ】1

用）レフィキシア静注用【５００】1

用）レフィキシア静注用【１０００】1

用）レフィキシア静注用【２０００】1

レボフロキサシン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ500mg/100mL1

レボホリナート【２５】ｍｇ点滴静注用 

レボホリナート【１００】ｍｇ点滴静注用 

レミケード点滴静注用１００ｍｇ 

【麻】レミフェンタニル静注用2mg 第一三共 

ロ
ロイコボリン注３ｍｇ 

用）【腫】ロイナーゼ注５０００Ｋ単位1

ローヘパ透析用２００単位/mLｼﾘﾝｼﾞ20mL 

【毒】ロクロニウム臭化物静注液50mg/5mL 

用）【腫】ロゼウス静注液４０ｍｇ４ｍＬ1

ロピオン注５０ｍｇ 
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