
【内用剤】

先発品 後発品

アーチスト錠 カルベジロール錠｢サワイ｣

アイトロール錠 一硝酸イソソルビド錠｢サワイ｣

アイピーディカプセル スプラタストトシル酸塩カプセル｢サワイ｣

アカルディカプセル ピモベンダン錠｢TE｣

アクトス錠 ピオグリタゾン錠｢FFP｣

アダラートＣＲ錠 ニフェジピンＣＲ錠｢サワイ｣

アテレック錠 シルニジピン錠｢サワイ｣

アドナ錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠｢あすか｣

アマリール錠 グリメピリド錠｢三和｣

アリセプトD錠 ドネペジル塩酸塩OD錠｢明治｣

アリナミンF錠 フルスルチアミン錠｢トーワ｣

アリミデックス錠 アナストロゾール錠｢DSEP｣＊

アルサルミン内用液 スクラルファート内用液｢NIG｣

アルダクトンＡ錠 スピロノラクトン錠｢NP｣

アルファロールカプセル アルファカルシドール錠｢アメル｣

アレグラ錠 フェキソフェナジン塩酸塩錠｢SANIK｣＊

アレジオン錠 エピナスチン塩酸塩錠｢VTRS｣

アレロックＯＤ錠 オロパタジン塩酸塩OD錠｢明治｣

アンカロン錠 アミオダロン塩酸塩速崩錠｢TE｣

アンプラーグ錠 サルポグレラート塩酸塩錠｢テバ｣

イーケプラ錠 レベチラセタム錠｢サワイ｣

イーケプラドライシロップ レベチラセタムＤＳ｢トーワ｣

イソバイドシロップ イソソルビド内用液｢ＣＥＯ｣

ー イソソルビド内服ゼリー｢日医工｣

イトリゾールカプセル イトラコナゾール錠｢科研｣

イメンドカプセル アプレピタントカプセル｢NK｣

ウラリット配合錠･Ｕ配
合散

クエンメット配合錠・配合散＊

ウルソ錠 ウルソデオキシコール酸錠｢トーワ｣

エクセグラン錠 ゾニサミド錠｢アメル｣

エパデールＳカプセル イコサペント酸エチル粒状カプセル｢日医工｣

エビスタ錠 ラロキシフェン塩酸塩錠｢DSEP｣

エフピーOD錠 セレギリン塩酸塩錠｢アメル｣

後発医薬品・バイオ後続品一覧
医薬品費の削減を目的として、２００４年度より院内採用医薬品に後発医薬品
を導入しました。
薬品名は下記の後発医薬品一覧を参照して下さい。
＊：オーソライズドジェネリック　★：バイオ後続品

医薬品名　　.



先発品 後発品

医薬品名　　.

塩酸バンコマイシン散
(塩野義)

バンコマイシン塩酸塩散｢VTRS｣

オキシコンチン錠 オキシコドン徐放錠｢第一三共｣

オダイン錠 フルタミド錠｢VTRS｣

オノンカプセル プランルカスト錠｢日医工｣

オノンドライシロップ プランルカストドライシロップ｢タカタ｣

オパルモン錠 リマプロストアルファデクス錠｢サワイ｣

オルメテックOD錠 オルメサルタンOD錠｢DSEP｣*

カイトリル錠 グラニセトロン内服ゼリー｢ケミファ｣

ガスターＤ錠 ファモチジンD錠｢EMEC｣

ガスモチン散 モサプリドクエン酸塩散｢日医工｣

ガスモチン錠 モサプリドクエン酸塩錠｢日医工｣

カソデックス錠 ビカルタミド錠｢トーワ｣

カルタン錠 沈降炭酸カルシウム錠｢三和｣

カルデナリン錠 ドキサゾシン錠｢サワイ｣

カルブロック錠 アゼルニジピン錠｢ケミファ｣

キネダック錠 エパルレスタット錠｢VTRS｣

キプレスチュアブル錠 モンテルカストチュアブル錠｢タカタ｣

キプレス細粒 モンテルカスト細粒｢タカタ｣

キプレス錠 モンテルカスト錠｢KM｣*

グラケーカプセル メナテトレノンカプセル｢YD｣

クラビット錠 レボフロキサシン錠｢DSEP｣＊

クラリシッド錠 クラリスロマイシン錠｢サワイ｣

クラリス錠 クラリスロマイシン錠｢サワイ｣

クラリチン錠 ロラタジン錠｢サワイ｣

グルファストＯＤ錠 ミチグリニドＣａ･ＯＤ錠｢三和｣

クレストール錠 ロスバスタチン錠｢DSEP｣*

コディオ配合錠EX バルヒディオ配合錠EX｢サンド｣＊

コニール錠 ベニジピン塩酸塩錠｢OME｣

コバシル錠 ペリンドプリルエルブミン錠｢サワイ｣

コムタン錠 エンタカポン錠｢アメル｣

コンスタン錠 アルプラゾラム錠｢トーワ｣

ザイザル錠 レボセチリジン塩酸塩錠｢武田テバ｣＊

ザイボックス錠 リネゾリド錠｢サワイ｣

ザイロリック錠 アロプリノール錠｢タナベ｣

サインバルタカプセル デュロキセチンカプセル｢明治｣

サムスカＯＤ錠7.5mg トルバプタンＯＤ錠7.5mg｢オーツカ｣*

サワシリンカプセル アモキシシリンカプセル｢日医工｣

サンリズムカプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル｢DSEP｣*

ジェイゾロフト錠 セルトラリン錠｢DSEP｣

シグマート錠 ニコランジル錠｢サワイ｣



先発品 後発品

医薬品名　　.

ジスロマック細粒 アジスロマイシン小児用細粒｢タカタ｣

シナール配合顆粒 シーピー配合顆粒

ジフルカンカプセル フルコナゾールカプセル｢タカタ｣

ジプレキサ錠 オランザピン錠｢明治｣

シベノール錠 シベンゾリンコハク酸塩錠｢トーワ｣

ジャドニュ顆粒分包 デフェラシロクス顆粒分包｢サンド｣＊

シンメトレル細粒 アマンタジン塩酸塩細粒｢サワイ｣

シンメトレル錠 アマンタジン塩酸塩錠｢サワイ｣

スローケー錠 塩化カリウム徐放錠600mg｢St｣

セイブル錠 ミグリトール錠｢トーワ｣

ゼチーア錠 エゼチミブ錠｢サワイ｣

セディール錠 タンドスピロンクエン酸塩錠｢アメル｣

セファドール錠 ジフェニドール塩酸塩錠｢NIG｣

セフゾンカプセル セフジニルカプセル｢トーワ｣

セルベックスカプセル テプレノンカプセル｢サワイ｣

セレキノン錠 トリメブチンマレイン酸塩錠｢日医工｣

セレコックス錠 セレコキシブ錠｢DSEP｣

セロクエル錠 クエチアピン錠｢明治｣

セロケン錠 メトプロロール酒石酸塩錠｢サワイ｣

ゼローダ錠 カペシタビン錠｢ヤクルト｣

ソラナックス錠 アルプラゾラム錠｢トーワ｣

ダイアート錠 アゾセミド錠｢DSEP｣*

タガメット錠 シメチジン錠｢日医工｣

タケプロンＯＤ錠 ランソプラゾールＯＤ錠｢トーワ｣

タナトリル錠 イミダプリル塩酸塩錠｢DSEP｣

タミフルカプセル オセルタミビルカプセル｢サワイ｣

タミフルカプセル オセルタミビルＤＳ｢サワイ｣

タリオン錠 ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠｢タナベ｣＊

ティーエスワン配合ＯＤ
錠Ｔ

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ*

ディオバン錠 バルサルタン錠｢サンド｣*

テオドール錠 テオフィリン徐放錠｢サワイ｣

デパケン錠 バルプロ酸ナトリウム錠｢DSP｣

デパケンシロップ バルプロ酸ナトリウムシロップ｢DSP｣

デパス錠 エチゾラム錠｢フジナガ｣

テルネリン錠 チザニジン錠｢日医工｣

トラムセット配合錠 トアラセット配合錠｢トーワ｣

ドグマチール錠 スルピリド錠｢アメル｣

トラマールＯＤ錠 トラマドール塩酸塩OD錠｢KO｣

ニューロタン錠 ロサルタンK錠｢DSEP｣

ネオーラルカプセル シクロスポリンカプセル｢サンド｣＊

ネキシウムカプセル エソメプラゾールカプセル｢ニプロ｣＊

ノルバスク錠 アムロジピンOD錠｢ファイザー｣＊



先発品 後発品

医薬品名　　.

ノルバデックス錠 タモキシフェン錠｢DSEP｣＊

パキシル錠 パロキセチン錠｢明治｣

バクタ配合錠 ダイフェン配合錠

バップフォー錠 プロピベリン塩酸塩錠｢トーワ｣

バラクルード錠 エンテカビル錠｢EE｣

パリエット錠 ラベプラゾールNa塩錠｢オーハラ｣

ハルシオン錠 トリアゾラム錠｢日医工｣

バルトレックス錠 バラシクロビル錠｢DSEP｣

ハルナールＤ錠 タムスロシン塩酸塩OD錠｢明治｣

バロス発泡顆粒 バルギン発泡顆粒

ブイフェンド錠 ボリコナゾール錠｢DSEP｣

フェブリク錠 フェブキソスタット錠｢DSEP｣＊

フェロミア錠 クエン酸第一鉄Na錠｢サワイ｣

フオイパン錠 カモスタットメシル酸塩錠｢サワイ｣

プラビックス錠 クロピドグレル錠｢SANIK｣＊

フリバスＯＤ錠 ナフトピジルOD錠｢FFP｣

プリンペラン錠 メトクロプラミド錠｢NIG｣

プルゼニド錠 センノシド錠｢トーワ｣

プレタールＯＤ錠 シロスタゾールOD錠｢トーワ｣

プログラフカプセル タクロリムスカプセル｢VTRS｣

プロサイリン錠 ベラプロストNa錠｢トーワ｣

ブロプレス錠 カンデサルタン錠｢あすか｣＊

プロマックＤ錠 ポラプレジンクOD錠｢サワイ｣

フロモックス錠 セフカペンピボキシル塩酸塩錠｢CH｣

ベイスンＯＤ錠 ボグリボースOD錠｢トーワ｣

ベザトールＳＲ錠 ベザフィブラート徐放錠｢トーワ｣

ベシケアＯＤ錠 ソリフェナシンコハク酸塩ＯＤ錠｢日医工｣*

ベネット錠 リセドロン酸Ｎａ錠｢VTRS｣

ペルサンチン錠 ジピリダモール錠｢トーワ｣

ヘルベッサーRカプセル ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル｢日医工｣

ボルタレン錠 ジクロフェナクNa錠｢トーワ｣

マイスリー錠 ゾルピデム酒石酸塩錠｢明治｣

ミオナール錠 エペリゾン塩酸塩錠｢日新｣

ミカムロ配合錠AP テラムロ配合錠AP｢DSEP｣＊

ミカルディス錠 テルミサルタン錠｢DESP｣*

ミノマイシン錠 ミノサイクリン塩酸塩錠｢サワイ｣

ミラペックスLA錠 プラミペキソール塩酸塩LA錠MI｢DSEP｣

ムコスタ錠 レバミピド錠｢オーツカ｣＊

ムコソルバン錠 アンブロキソール塩酸塩錠｢日新｣

ムコソルバンシロップ アンブロキソール塩酸塩シロップ｢タカタ｣



先発品 後発品

医薬品名　　.

ムコダインＤＳ カルボシステインＤＳ｢タカタ｣

ムコダイン錠 カルボシステイン錠｢JG｣

メイラックス錠 ロフラゼプ酸エチル錠｢サワイ｣

ビソプロロールフマル酸塩錠｢ﾄｰﾜ｣0.625mg,2.5mg

ビソプロロールフマル酸塩錠｢ｻﾜｲ｣5mg

メキシチールカプセル メキシレチン塩酸塩カプセル｢サワイ｣

メトグルコ錠 メトホルミン塩酸塩錠MT｢DSEP｣

メネシット錠 ドパコール配合錠L

メバロチン錠 プラバスタチンNa錠｢NIG｣

メリスロン錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠｢CEO｣

モニラックシロップ ラクツロースシロップ65%｢タカタ｣

ー ラクツロース経口ゼリー｢サトウ｣

ー ラグノスNF経口ゼリー

ユーロジン錠 エスタゾラム錠2mg｢アメル｣

ユニシア配合錠HD カムシア配合錠HD｢あすか｣＊

ユベラNカプセル トコフェロールニコチン酸ｴｽﾃﾙカプセル｢トーワ｣

ユリーフＯＤ錠 シロドシンＯＤ錠｢DSEP｣＊

ユリノーム錠 ベンズブロマロン錠｢杏林｣

ラキソベロン錠 ピコスルファートナトリウム錠｢イワキ｣

ラキソベロン内用液 ピコスルファートナトリウム内用液｢イワキ｣

ラシックス錠 フロセミド錠｢NP｣

ラシックス細粒 フロセミド細粒｢EMEC｣

ラミシール錠 テルビナフィン錠｢サンド｣

リーゼ錠 クロチアゼパム錠｢日医工｣

リスパダール液 リスペリドン内用液｢タカタ｣

リスパダール錠 リスペリドン錠｢タカタ｣

リバロＯＤ錠 ピタバスタチンCa・OD錠｢トーワ｣

リピトール錠 アトルバスタチン錠｢トーワ｣

リファジンカプセル リファンピシンカプセル｢サンド｣

リポバス錠 シンバスタチン錠｢EMEC｣

リリカＯＤ錠 プレガバリンＯＤ錠｢ファイザー｣＊

ルナベル配合錠ＬＤ フリウェル配合錠ＬＤ｢モチダ｣

ルネスタ錠 エスゾピクロン錠｢サワイ｣

レキソタン錠 ブロマゼパム錠｢サンド｣

レスリン錠 トラゾドン塩酸塩錠｢アメル｣

レニベース錠 エナラプリルマレイン酸塩錠｢VTRS｣

レミカットカプセル エメダスチンフマル酸塩徐放カプセル｢トーワ｣

レンドルミン錠 ブロチゾラム錠｢ヨシトミ｣

ロカルトロールカプセル カルシトリオールカプセル｢NIG｣

ロキソニン錠 ロキソプロフェン錠｢EMEC｣

メインテート錠



先発品 後発品

医薬品名　　.

ロゼレム錠 ロキソプロフェン錠｢EMEC｣

ロトリガ粒状カプセル オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル｢武田テバ｣*

ロヒプノール錠 フルニトラゼパム錠｢アメル｣

ロペミンカプセル ロペラミド塩酸塩カプセル｢サワイ｣

ワンアルファ錠 アルファカルシドール錠

ー アカルボースOD錠｢NIG｣

ー ＥＰＬカプセル

ー インクレミンシロップ

ー インテバンＳＰカプセル

ー カロナール錠

ー カロナール細粒

ー d−クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠

ー 酸化マグネシウム錠

ー ジピリダモール散

ー ニトロペン舌下錠

ー バイアスピリン錠

ー バファリン配合錠Ａ81

ー ビオフェルミンＲ錠

ー ビオフェルミンＲ散

ー ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー｢三和｣

ー マーロックス懸濁用配合顆粒

ー メチコバール錠

【外用剤】

先発品 後発品

アクアチムクリーム ナジフロキサシンクリーム｢SUN｣

アクアチムローション ナジフロキサシンローション｢SUN｣

アフタゾロン口腔用軟膏 デキサメタゾン口腔用軟膏｢NK｣

アラセナＡ軟膏 ビダラビン軟膏｢イワキ｣

アンテベートクリーム サレックスクリーム

アンテベート軟膏 サレックス軟膏

アンテベートローション ベタメタゾン酪酸ｴｽﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙﾛｰｼｮﾝ｢MYK｣

イソジンガーグル液 ポピヨドンガーグル液

イソジンスクラブ液 ポビドンヨードスクラブ液

イソジン液 ポビドンヨード液10%

イソジン液 ポピヨドン液10%

強力ポステリザン軟膏 ヘモポリゾン軟膏

キンダベート軟膏 クロベタゾン酪酸エステル軟膏｢テイコク｣

クラビット点眼液 レボフロキサシン点眼液｢VTRS｣

医薬品名



先発品 後発品

医薬品名　　.

ケラチナミンｺｰﾜｸﾘｰﾑ 尿素クリーム｢SUN｣

ゲンタシン軟膏 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏｢イワキ｣

ジクロード点眼液 ジクロフェナクNa点眼液｢日新｣

セボフレン液 セボフルラン吸入麻酔液｢ニッコー｣*

ダラシンTゲル クリンダマイシンリン酸エステルゲル｢クラシエ｣

テゴー51消毒液 ハイジール液

ニゾラールクリーム ケトコナゾールクリーム「NR」

ヒアレイン点眼液 ヒアルロン酸Na点眼液｢センジュ｣

ビソルボン吸入液 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液｢タイヨー｣

フランドルテープ 硝酸イソソルビドテープ｢EMEC｣

ヒーロン眼粘弾剤 ヒアルロン酸Na眼粘弾剤1%｢アルコン｣

ペリオクリン歯科用軟膏 ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏｢昭和｣

ペンレステープ リドカインテープ｢NP｣

ボルタレン坐剤 ジクロフェナクナトリウム坐剤｢日医工｣

マイザー軟膏 ジフルプレドナート軟膏｢イワキ｣

モーラステープ ケトプロフェンテープ｢テイコク｣

ユーパスタコーワ軟膏 イソジンシュガーパスタ軟膏

ラミシールクリーム テルビナフィン塩酸塩クリーム｢イワキ｣

リンデロンVG軟膏 ベトノバールG軟膏

ロキソニンテープ ロキソプロフェンNaテープ｢科研｣

ロキソニンパップ ロキソプロフェンNaパップ｢ケミファ｣

ー 亜鉛華(10%)単軟膏｢ニッコー｣

ー アズノールうがい液

ー ＭＳ温シップ

ー キシロカインポンプスプレー

ー グリセリン浣腸液

ー サージセルｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙﾍﾓｽﾀｯﾄ

ー サリチル酸ワセリン軟膏

ー ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液

ー 消毒用エタプロコール液

ー ステリクロンW液

ー ビスコート液

ー プレドネマ注腸液

ー フロジン外用液

ー フローレス試験紙

ー ヘキザック水Ｒ

ー 硫酸アトロピン眼軟膏

ー 硫酸アトロピン点眼液



先発品 後発品

医薬品名　　.

【注射剤】

５-ＦＵ注 フルオロウラシル注｢トーワ｣

アイソボリン注 レボホリナート注｢HK｣
アドリアシン注 ドキソルビシン塩酸塩注｢NK｣
アネキセート注 フルマゼニル注｢F｣
アバスチン注 ベバシズマブＢＳ注｢第一三共｣★
アルチバ静注用 レミフェンタニル静注用｢第一三共｣
アロキシ注 パロノセトロン注｢タイホウ｣*
アンカロン注 アミオダロン注｢TE｣
イーケプラ注 レベチラセタム注｢明治｣

イオパミロン300注 イオパミドール３００注｢F｣
イオパミロン370注 イオパミドール３７０注｢F｣
イノバン注 ドパミン塩酸塩注｢NIG｣　
ヴィーンF注 ソリューゲンF注
エスラックス注 ロクロニウム臭化物注｢マルイシ｣
エフオーワイ注 ガベキサートメシル酸塩注｢タカタ｣　
エルプラット注 オキサリプラチン注｢NK｣
エレメンミック注 メドレニック注
塩酸バンコマイシン注 バンコマイシン塩酸注｢明治｣
オメプラール注 オメプラゾール注｢NP｣
カイトリル注 グラニセトロン注｢明治｣
カイトリル注 グラニセトロン注バッグ｢HK｣
カタクロット注 オザグレルＮａ注｢ケミファ｣
キュビシン注 ダプトマイシン注｢サワイ｣
キロサイドＮ注 シタラビン注｢NIG｣
クラビット注バッグ レボフロキサシン注バッグ｢DSEP｣*
グラン注シリンジ フィルグラスチムＢＳシリンジ｢F｣★
グラン注シリンジＭ フィルグラスチムＢＳシリンジ｢F｣★
グリセオール注 グリセリン・果糖配合注｢HK｣
ザイボックス注 リネゾリド注｢HK｣
ザンタック注 ラニチジン注｢タイヨー｣
サンドスタチン皮下注 オクトレオチド酢酸塩皮下注｢サンド｣*
ジェムザール注 ゲムシタビン注｢NK｣
ジフルカン注 フルコナゾール注｢NP｣
シプロキサン注 シプロフロキサシン注｢ニプロ｣
スルペラゾン注 ワイスタール注
セファメジンα注 セファゾリンＮａ注｢日医工｣
セフメタゾン注 セフメタゾールＮａ注｢NP｣
ゾシン注 タゾピペ配合注｢明治｣
ゾビラックス注 アシクロビル注｢トーワ｣



先発品 後発品

医薬品名　　.

ゾメタ注 ゾレドロン酸注バッグ｢ニプロ｣
ソリタＴ１号注 ソルデム１注
ソリタＴ３Ｇ号注 ソルデム３ＡＧ注
ソリタＴ３号注 ソルデム３Ａ注
タキソテール注 ドセタキセル注｢ニプロ｣
タキソール注 パクリタキセル注｢NK｣
タゴシッド注 テイコプラニン注｢F｣
ダラシンＳ注 クリンダマイシン酸エステル注｢サワイ｣
ディプリバン注 プロポフォール注｢マルイシ｣
デカドロン注 デキサート注
ドブトレックス注 ドブタミン注｢VTRS｣
トポテシン注 イリノテカン塩酸塩注｢SUN｣
ドルミカム注射液 ミダゾラム注｢サンド｣
ナベルビン注 ロゼウス注
ネスプ注シリンジ ダルベポエチン アルファ注シリンジ｢KKF｣*
ノバスタンＨＩ注 アルガトロバン注シリンジ｢NP｣
ハベカシン注 アルベカシン硫酸塩注｢ケミファ｣
パラプラチン注 カルボプラチン注｢NK｣
パルクス注 アルプロスタジル注シリンジ｢トーワ｣
パンスポリン注 セフォチアム塩酸塩注｢武田テバ｣
ファルモルビシン注 エピルビシン注｢NK｣
フェンタニル注
(第一三共)

フェンタニル注｢テルモ｣

ブリプラチン注 シスプラチン注｢マルコ｣
プレセデックス注 デクスメデトミジン注｢ニプロ｣
プロスコープ300注ｼﾘﾝｼﾞ イオプロミド300注シリンジ｢BYL｣
プロスコープ370注ｼﾘﾝｼﾞ イオプロミド370注シリンジ｢BYL｣
プロスタンディン注 アルプロスタジルアルファデクス注
ベプシド注 エトポシド注｢サンド｣
ペルジピン注 ニカルジピン塩酸塩注｢サワイ｣
ペントシリン注 ピペラシリンナトリウム注｢日医工｣
ホスミシンＳ注 ホスホマイシンナトリウム注｢NP｣
ホリゾン注 ジアゼパム注｢NIG｣
マキシピーム注 セフェピム塩酸塩注｢サンド｣
マスキュラックス注 ベクロニウム注｢F｣
ミノマイシン注 ミノサイクリン塩酸塩注｢サワイ｣
ミリスロール注 ニトログリセリン注｢TE｣
メロペン注 メロペネム注｢NP｣
モダシン注 セフタジジム注｢VTRS｣
ユナシンＳ注 スルバシリン注
ラジカット注バッグ エダラボン注バッグ｢NP｣



先発品 後発品

医薬品名　　.

ランタス注ソロスター インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン｢ﾘﾘｰ｣★
リツキサン注 リツキシマブＢＳ注｢KHK｣★
リプル注 アルプロスタジル注シリンジ｢トーワ｣
リュープリン注射用キッ
ト3.75mg

リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg
｢あすか｣

硫酸アミカシン注 アミカシン硫酸塩注｢明治｣

ルセンティス硝子体内注
射キット

ラニビズマブＢＳ硝子体内注射キット｢センジュ｣★

ロセフィン注 セフトリアキソンＮａ注｢日医工｣
ー アドレナリン注シリンジ｢テルモ｣
ー アトロピン注シリンジ｢テルモ｣
ー イントラリポス注
ー コンドロイチン硫酸ナトリウム注｢日医工｣
ー サヴィオゾール注
ー 生理食塩注（キットＨ）
ー 生理食塩注シリンジ
ー ドパミン塩酸塩注キット｢VTRS｣
ー ブドウ糖注(キットＨ)
ー フルオレサイト注
ー ヘパリンカルシウム注


