
番号 投与区分 医薬品名 一般名 規格単位 会社名
1 内 ユーロジン2mg錠 エスタゾラム錠 2mg1錠 武田テバ薬品=武田
2 内 ニトラゼパム錠5mg「JG」 ニトラゼパム錠 5mg1錠 日本ジェネリック
3 内 トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」 トリアゾラム錠 0.125mg1錠 サンノーバ=エルメッドエーザイ
4 内 トリアゾラム錠0.25mg「テバ」 トリアゾラム錠 0.25mg1錠 武田テバファーマ=武田
5 内 ロヒプノール錠1 フルニトラゼパム錠 1mg1錠 中外
6 内 ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 ブロチゾラム錠(2) 0.25mg1錠 メディサ=沢井
7 内 エバミール錠1.0 ロルメタゼパム錠 1mg1錠 バイエル
8 内 2mgセルシン錠 ジアゼパム錠 2mg1錠 武田テバ薬品=武田
9 内 レキソタン錠2 ブロマゼパム錠 2mg1錠 中外=エーザイ

10 内 ソラナックス0.4mg錠 アルプラゾラム錠 0.4mg1錠 ファイザー
11 内 トフィソパム錠50mg「サワイ」 トフィソパム錠 50mg1錠 沢井
12 内 メイラックス錠1mg ロフラゼプ酸エチル錠 1mg1錠 MeijiSeika
13 内 フェノバール錠30mg フェノバルビタール錠 30mg1錠 藤永=第一三共
14 内 トリクロリールシロップ10% トリクロホスナトリウムシロップ 10%1mL アルフレッサファーマ
15 内 リスミー錠1mg リルマザホン塩酸塩水和物錠 1mg1錠 塩野義=共和薬品
16 内 セディール錠10mg タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg1錠 大日本住友
17 内 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「日新」 ゾルピデム酒石酸塩錠(1) 5mg1錠 日新製薬=科研
18 内 アレビアチン散10% フェニトイン散 10%1g 大日本住友
19 内 アレビアチン錠100mg フェニトイン錠 100mg1錠 大日本住友
20 内 テグレトール細粒50% カルバマゼピン細粒 50%1g サンファーマ=田辺三菱
21 内 テグレトール錠200mg カルバマゼピン錠 200mg1錠 サンファーマ=田辺三菱
22 内 リボトリール錠0.5mg クロナゼパム錠 0.5mg1錠 中外
23 内 デパケン細粒40% バルプロ酸ナトリウム細粒 40%1g 協和発酵キリン
24 内 デパケン錠200mg バルプロ酸ナトリウム錠 200mg1錠 協和発酵キリン

25 内 セレニカR錠200mg バルプロ酸ナトリウム徐放錠(2) 200mg1錠
興和=興和創薬=田辺三菱=吉富
薬品

26 内 デパケンシロップ5% バルプロ酸ナトリウムシロップ 5%1mL 協和発酵キリン
27 内 エクセグラン錠100mg ゾニサミド錠 100mg1錠 大日本住友
28 内 マイスタン錠10mg クロバザム錠 10mg1錠 大日本住友=アルフレッサファー
29 内 イーケプラ錠500mg レベチラセタム錠 500mg1錠 UCB=大塚製薬
30 内 カロナール細粒20% アセトアミノフェン細粒 20%1g あゆみ製薬
31 内 カロナール錠200 アセトアミノフェン錠 200mg1錠 あゆみ製薬
32 内 ボルタレン錠25mg ジクロフェナクナトリウム錠 25mg1錠 ノバルティス
33 内 ボルタレンSRカプセル37.5mg ジクロフェナクナトリウム徐放カプセル 37.5mg1カプセル 同仁=ノバルティス
34 内 ソランタール錠100mg チアラミド塩酸塩錠 100mg1錠 アステラス
35 内 ナイキサン錠100mg ナプロキセン錠 100mg1錠 田辺三菱=田辺販売
36 内 ニフラン錠75mg プラノプロフェン錠 75mg1錠 田辺三菱
37 内 ロキソニン錠60mg ロキソプロフェンナトリウム水和物錠 60mg1錠 第一三共
38 内 ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物錠 60mg1錠 メディサ=沢井

39 内 ノイロトロピン錠4単位
ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚
抽出液

4単位1錠 日本臓器

40 内 レリフェン錠400mg ナブメトン錠 400mg1錠 三和化学
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番号 投与区分 医薬品名 一般名 規格単位 会社名
41 内 ハイペン錠200mg エトドラク錠 200mg1錠 日本新薬
42 内 ソセゴン錠25mg 塩酸ペンタゾシン錠 25mg1錠 丸石
43 内 メロキシカム錠10mg「タイヨー」 メロキシカム錠 10mg1錠 武田テバファーマ=武田
44 内 セレコックス錠100mg セレコキシブ錠 100mg1錠 アステラス
45 内 トラマールOD錠25mg トラマドール塩酸塩錠 25mg1錠 日本新薬
46 内 ワントラム錠100mg トラマドール塩酸塩徐放錠 100mg1錠 日本新薬
47 内 キョーリンAP2配合顆粒 シメトリド・無水カフェイン顆粒 1g 杏林

48 内 トラムセット配合錠
トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン
配合剤錠

1錠 ヤンセン=持田

49 内 シンメトレル細粒10% アマンタジン塩酸塩細粒 10%1g サンファーマ=田辺三菱
50 内 シンメトレル錠50mg アマンタジン塩酸塩錠 50mg1錠 サンファーマ=田辺三菱
51 内 ドプスOD錠100mg ドロキシドパ錠 100mg1錠 大日本住友
52 内 エフピーOD錠2.5 セレギリン塩酸塩錠(2) 2.5mg1錠 エフピー
53 内 ビ・シフロール錠0.125mg プラミペキソール塩酸塩水和物錠(1) 0.125mg1錠 日本ベーリンガー
54 内 ビ・シフロール錠0.5mg プラミペキソール塩酸塩水和物錠(1) 0.5mg1錠 日本ベーリンガー
55 内 ミラペックスLA錠0.375mg プラミペキソール塩酸塩水和物徐放錠 0.375mg1錠 日本ベーリンガー
56 内 レキップ錠1mg ロピニロール塩酸塩錠(1) 1mg1錠 GSK
57 内 レキップCR錠2mg ロピニロール塩酸塩徐放錠 2mg1錠 GSK
58 内 コムタン錠100mg エンタカポン錠 100mg1錠 ノバルティス
59 内 トレリーフ錠25mg ゾニサミド錠(1) 25mg1錠 大日本住友
60 内 ノウリアスト錠20mg イストラデフィリン錠 20mg1錠 協和発酵キリン
61 内 マドパー配合錠 レボドパ・ベンセラジド塩酸塩錠 1錠 中外
62 内 ネオドパストン配合錠L100 レボドパ・カルビドパ水和物(1)錠 1錠 第一三共
63 内 ネオドパストン配合錠L250 レボドパ・カルビドパ水和物(2)錠 1錠 第一三共
64 内 ノバミン錠5mg プロクロルペラジンマレイン酸塩錠 5mg1錠 塩野義=共和薬品
65 内 ヒルナミン錠(5mg) レボメプロマジンマレイン酸塩錠 5mg1錠 塩野義=共和薬品
66 内 トリプタノール錠10 アミトリプチリン塩酸塩錠 10mg1錠 日医工
67 内 リーゼ錠5mg クロチアゼパム錠 5mg1錠 田辺三菱=吉富薬品
68 内 アタラックス-Pカプセル25mg ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル 25mg1カプセル ファイザー
69 内 セレネース錠0.75mg ハロペリドール錠 0.75mg1錠 大日本住友
70 内 エチゾラム錠0.5mg「SW」 エチゾラム錠 0.5mg1錠 メディサ=沢井=旭化成ファーマ
71 内 テトラミド錠10mg ミアンセリン塩酸塩錠 10mg1錠 MSD=第一三共
72 内 リスペリドン細粒1%「タイヨー」 リスペリドン細粒 1%1g 武田テバファーマ=武田
73 内 リスペリドン錠1「MEEK」 リスペリドン錠(1) 1mg1錠 小林化工=MeijiSeika
74 内 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「CH」 フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg1錠 長生堂=日本ジェネリック
75 内 トレドミン錠15mg ミルナシプラン塩酸塩錠 15mg1錠 旭化成ファーマ=ヤンセン
76 内 パキシルCR錠12.5mg パロキセチン塩酸塩水和物徐放錠 12.5mg1錠 GSK
77 内 セロクエル25mg錠 クエチアピンフマル酸塩錠 25mg1錠 アステラス
78 内 クエチアピン錠12.5mg「アメル」 クエチアピンフマル酸塩錠 12.5mg1錠 共和薬品
79 内 オランザピンOD錠5mg「テバ」 オランザピン錠(2) 5mg1錠 武田テバファーマ=武田
80 内 エビリファイ錠3mg アリピプラゾール錠(1) 3mg1錠 大塚製薬
81 内 セルトラリン錠50mg「明治」 塩酸セルトラリン錠(1) 50mg1錠 MeijiSeika
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番号 投与区分 医薬品名 一般名 規格単位 会社名
82 内 リフレックス錠15mg ミルタザピン錠 15mg1錠 MeijiSeika
83 内 PL配合顆粒 非ピリン系感冒剤(4)顆粒 1g 塩野義
84 内 チアプリド錠25mg「サワイ」 チアプリド塩酸塩錠 25mg1錠 沢井
85 内 リルテック錠50 リルゾール錠 50mg1錠 サノフィ
86 内 アリセプトドライシロップ1% ドネペジル塩酸塩シロップ用 1%1g エーザイ
87 内 セレジストOD錠5mg タルチレリン水和物錠(2) 5mg1錠 田辺三菱
88 内 ノピコールカプセル2.5μg ナルフラフィン塩酸塩カプセル 2.5μg1カプセル 東レ・メディカル
89 内 ロゼレム錠8mg ラメルテオン錠 8mg1錠 武田
90 内 リリカカプセル25mg プレガバリンカプセル 25mg1カプセル ファイザー
91 内 リリカカプセル75mg プレガバリンカプセル 75mg1カプセル ファイザー
92 内 メマリー錠5mg メマンチン塩酸塩錠(1) 5mg1錠 第一三共
93 内 メマリー錠20mg メマンチン塩酸塩錠(1) 20mg1錠 第一三共
94 内 レミニールOD錠4mg ガランタミン臭化水素酸塩錠(2) 4mg1錠 ヤンセン=武田
95 内 レミニールOD錠8mg ガランタミン臭化水素酸塩錠(2) 8mg1錠 ヤンセン=武田
96 内 ベルソムラ錠15mg スボレキサント錠 15mg1錠 MSD
97 内 ベルソムラ錠20mg スボレキサント錠 20mg1錠 MSD
98 内 ストロカイン錠5mg オキセサゼイン錠 5mg1錠 サンノーバ=エーザイ
99 内 ダントリウムカプセル25mg ダントロレンナトリウム水和物カプセル 25mg1カプセル オーファンパシフィック

100 内 マイテラーゼ錠10mg アンベノニウム塩化物錠 10mg1錠 アルフレッサファーマ
101 内 ベサコリン散5% ベタネコール塩化物散 5%1g サンノーバ=エーザイ
102 内 チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」 チキジウム臭化物カプセル 10mg1カプセル 沢井
103 内 ウブレチド錠5mg ジスチグミン臭化物錠 5mg1錠 鳥居
104 内 ブスコパン錠10mg ブチルスコポラミン臭化物錠 10mg1錠 日本ベーリンガー
105 内 コスパノン錠40mg フロプロピオン錠 40mg1錠 エーザイ
106 内 ミオナール錠50mg エペリゾン塩酸塩錠 50mg1錠 エーザイ
107 内 チザニジン錠1mg「日医工」 チザニジン塩酸塩錠 1mg1錠 日医工
108 内 ロートエキス散「ニッコー」 ロートエキス散 1g 日興製薬=丸石
109 内 ストミンA配合錠 ニコチン酸アミド・パパベリン塩酸塩錠 1錠 ゾンネボード
110 内 セファドール錠25mg ジフェニドール塩酸塩錠 25mg1錠 日本新薬
111 内 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」 ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg1錠 鶴原=日本ジェネリック

112 内 トラベルミン配合錠
ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロ
フィリン錠

1錠 サンノーバ=エーザイ

113 内 ジゴキシンKY錠0.25 ジゴキシン錠 0.25mg1錠 京都=トーアエイヨー=アステラス
114 内 ラニラピッド錠0.1mg メチルジゴキシン錠 0.1mg1錠 中外
115 内 エホチール錠5mg エチレフリン塩酸塩錠 5mg1錠 日本ベーリンガー
116 内 プロタノールS錠15mg dl-イソプレナリン塩酸塩徐放錠 15mg1錠 興和=興和創薬
117 内 ユビデカレノン錠10mg「日新」 ユビデカレノン錠 10mg1錠 日新製薬
118 内 ピモベンダン錠1.25mg「TE」 ピモベンダン錠 1.25mg1錠 トーアエイヨー=アステラス
119 内 タナドーパ顆粒75% ドカルパミン顆粒 75%1g 田辺三菱
120 内 ミケラン錠5mg カルテオロール塩酸塩錠 5mg1錠 大塚製薬
121 内 インデラル錠10mg プロプラノロール塩酸塩錠 10mg1錠 アストラゼネカ
122 内 アテノロール錠50mg「タイヨー」 アテノロール50mg錠 50mg1錠 武田テバファーマ=武田
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番号 投与区分 医薬品名 一般名 規格単位 会社名
123 内 アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 アロチノロール塩酸塩錠 5mg1錠 大日本住友
124 内 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トー ビソプロロールフマル酸塩2.5mg錠 2.5mg1錠 東和薬品
125 内 メインテート錠0.625mg ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg1錠 田辺三菱
126 内 リスモダンカプセル100mg ジソピラミドカプセル 100mg1カプセル サノフィ
127 内 メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワ メキシレチン塩酸塩50mgカプセル 50mg1カプセル 沢井
128 内 メキシチールカプセル100mg メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg1カプセル 日本ベーリンガー
129 内 アスペノンカプセル10 アプリンジン塩酸塩カプセル 10mg1カプセル バイエル
130 内 リスモダンR錠150mg リン酸ジソピラミド徐放錠 150mg1錠 サノフィ
131 内 シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」 シベンゾリンコハク酸塩錠 50mg1錠 沢井
132 内 サンリズムカプセル25mg ピルシカイニド塩酸塩水和物カプセル 25mg1カプセル 第一三共
133 内 サンリズムカプセル50mg ピルシカイニド塩酸塩水和物カプセル 50mg1カプセル 第一三共
134 内 アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 アミオダロン塩酸塩錠 100mg1錠 トーアエイヨー=アステラス
135 内 ベプリコール錠50mg ベプリジル塩酸塩水和物錠 50mg1錠 MSD=第一三共
136 内 トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」 トリクロルメチアジド錠 2mg1錠 武田テバファーマ=武田
137 内 スピロノラクトン錠25mg「日医工」 スピロノラクトン25mg錠 25mg1錠 日医工
138 内 ダイアモックス錠250mg アセタゾラミド錠 250mg1錠 三和化学
139 内 イソバイドシロップ70% イソソルビド液 70%1mL 興和=興和創薬
140 内 イソソルビド内用液70%「CEO」 イソソルビド液 70%1mL セオリア=武田
141 内 ラシックス錠20mg フロセミド錠 20mg1錠 サノフィ=日医工
142 内 アゾセミド錠30mg「JG」 アゾセミド錠 30mg1錠 長生堂=日本ジェネリック
143 内 ルプラック錠4mg トラセミド錠 4mg1錠 田辺三菱=大正富山
144 内 サムスカ錠7.5mg トルバプタン錠 7.5mg1錠 大塚製薬
145 内 エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「CH」 エナラプリルマレイン酸塩2.5mg錠 2.5mg1錠 長生堂=日本ジェネリック
146 内 レニベース錠5 エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg1錠 MSD
147 内 イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」 イミダプリル塩酸塩錠 5mg1錠 東和薬品
148 内 コバシル錠2mg ペリンドプリルエルブミン錠 2mg1錠 協和発酵キリン
149 内 セロケン錠20mg メトプロロール酒石酸塩錠 20mg1錠 アストラゼネカ

150 内
ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル20mg
「日医工」

ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 20mg1カプセル 日医工

151 内 ペルジピンLAカプセル40mg ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 40mg1カプセル アステラス
152 内 エブランチルカプセル15mg ウラピジル徐放カプセル 15mg1カプセル 科研=三和化学
153 内 ニバジール錠2mg ニルバジピン錠 2mg1錠 アステラス
154 内 メシル酸ドキサゾシン錠1「MEEK」 ドキサゾシンメシル酸塩錠(1) 1mg1錠 小林化工=MeijiSeika
155 内 カルデナリンOD錠4mg ドキサゾシンメシル酸塩錠(2) 4mg1錠 ファイザー
156 内 アーチスト錠10mg カルベジロール錠 10mg1錠 第一三共
157 内 カルベジロール錠1.25mg「ファイザー」 カルベジロール錠 1.25mg1錠 ファイザー
158 内 ランデル錠10 エホニジピン塩酸塩エタノール付加物 10mg1錠 ゼリア=塩野義
159 内 シルニジピン錠10mg「サワイ」 シルニジピン錠 10mg1錠 沢井
160 内 ニューロタン錠50mg ロサルタンカリウム錠 50mg1錠 MSD
161 内 カンデサルタン錠8mg「KN」 カンデサルタン シレキセチル錠(1) 8mg1錠 小林化工
162 内 バルサルタン錠80mg「ファイザー」 バルサルタン錠(1) 80mg1錠 ファイザー
163 内 ミカルディス錠40mg テルミサルタン錠 40mg1錠 日本ベーリンガー=アステラス
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164 内 アゼルニジピン錠16mg「NP」 アゼルニジピン錠 16mg1錠 ニプロ
165 内 オルメテック錠20mg オルメサルタン メドキソミル錠(1) 20mg1錠 第一三共
166 内 セララ錠50mg エプレレノン錠 50mg1錠 ファイザー
167 内 アバプロ錠100mg イルベサルタン錠 100mg1錠 大日本住友
168 内 ラジレス錠150mg アリスキレンフマル酸塩錠 150mg1錠 ノバルティス
169 内 アジルバ錠20mg アジルサルタン錠 20mg1錠 武田

170 内 ロサルヒド配合錠LD「明治」
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジ
ド配合剤(1)錠

1錠 MeijiSeika

171 内 エカード配合錠HD
カンデサルタン シレキセチル・ヒドロク
ロロチアジド配合剤(2)錠

1錠 武田

172 内 コディオ配合錠EX
バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配
合剤(2)錠

1錠 ノバルティス

173 内 ミコンビ配合錠AP
テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配
合剤(1)錠

1錠 日本ベーリンガー=アステラス

174 内 アムバロ配合錠「KN」
バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩
配合剤錠(1)

1錠 小林化工

175 内 レザルタス配合錠HD
オルメサルタン メドキソミル・アゼルニ
ジピン配合剤(2)錠

1錠 第一三共

176 内 カムシア配合錠HD「あすか」
カンデサルタン シレキセチル・アムロジ
ピンベシル酸塩配合剤(2)錠

1錠 あすか製薬=武田

177 内 アイミクス配合錠HD
イルベサルタン・アムロジピンベシル酸
塩配合剤(2)錠

1錠 大日本住友=塩野義

178 内 メトリジン錠2mg ミドドリン塩酸塩錠(1) 2mg1錠 大正製薬=大正富山
179 内 スマトリプタン錠50mg「タカタ」 スマトリプタンコハク酸塩錠 50mg1錠 高田
180 内 アマージ錠2.5mg ナラトリプタン塩酸塩錠 2.5mg1錠 GSK
181 内 ヘルベッサー錠30 ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg1錠 田辺三菱

182 内
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サ
ワイ」

ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg1カプセル 沢井

183 内 ワソラン錠40mg ベラパミル塩酸塩錠 40mg1錠 エーザイ=マイランEPD
184 内 ペルサンチン錠25mg ジピリダモール錠 25mg1錠 日本ベーリンガー
185 内 フランドル錠20mg 硝酸イソソルビド徐放錠 20mg1錠 トーアエイヨー=アステラス
186 内 トラピジル錠100mg「サワイ」 トラピジル100mg錠 100mg1錠 沢井
187 内 ニフェジピンCR錠20mg「NP」 ニフェジピン徐放錠(2) 20mg1錠 ニプロ
188 内 アダラートカプセル5mg ニフェジピンカプセル 5mg1カプセル バイエル
189 内 アダラートカプセル10mg ニフェジピンカプセル 10mg1カプセル バイエル
190 内 セパミット-Rカプセル10 ニフェジピン徐放カプセル(1) 10mg1カプセル 日本ジェネリック
191 内 ニトロール錠5mg 硝酸イソソルビド錠 5mg1錠 エーザイ
192 内 シグマート錠5mg ニコランジル錠 5mg1錠 中外
193 内 ニトロペン舌下錠0.3mg ニトログリセリン錠 0.3mg1錠 日本化薬
194 内 塩酸ベニジピン錠2「MEEK」 ベニジピン塩酸塩錠 2mg1錠 小林化工=MeijiSeika
195 内 アムロジピン錠5mg「タイヨー」 アムロジピンベシル酸塩錠(1) 5mg1錠 大興=武田テバファーマ=武田
196 内 アムロジンOD錠5mg アムロジピンベシル酸塩錠(2) 5mg1錠 大日本住友
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197 内 アイトロール錠20mg 一硝酸イソソルビド錠 20mg1錠 トーアエイヨー=アステラス
198 内 ベザトールSR錠200mg ベザフィブラート徐放錠 200mg1錠 キッセイ
199 内 リピディル錠53.3mg フェノフィブラート錠 53.3mg1錠 あすか製薬=武田=科研
200 内 プラバスタチンNa塩錠5mg「タナベ」 プラバスタチンナトリウム5mg錠 5mg1錠 田辺三菱=田辺販売
201 内 メバロチン錠10 プラバスタチンナトリウム錠 10mg1錠 第一三共
202 内 シンバスタチン錠5「MEEK」 シンバスタチン錠 5mg1錠 小林化工=MeijiSeika
203 内 アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 アトルバスタチンカルシウム水和物錠 5mg1錠 沢井
204 内 リピトール錠10mg アトルバスタチンカルシウム水和物錠 10mg1錠 アステラス
205 内 ピタバスタチンCa錠2mg「MEEK」 ピタバスタチンカルシウム錠(1) 2mg1錠 小林化工
206 内 クレストール錠2.5mg ロスバスタチンカルシウム錠(1) 2.5mg1錠 アストラゼネカ=塩野義
207 内 ゼチーア錠10mg エゼチミブ錠 10mg1錠 MSD=バイエル
208 内 ロトリガ粒状カプセル2g オメガ-3脂肪酸エチルカプセル 2g1包 武田
209 内 イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワ イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg1錠 沢井
210 内 ユベラNカプセル100mg トコフェロールニコチン酸エステルカプ 100mg1カプセル エーザイ
211 内 ケイキサレート散 ポリスチレンスルホン酸ナトリウム 1g 鳥居
212 内 アーガメイト20%ゼリー25g ポリスチレンスルホン酸カルシウムゼ 20%25g1個 三和化学=アステラス
213 内 ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 ニセルゴリン5mg錠 5mg1錠 沢井
214 内 リズミック錠10mg アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg1錠 大日本住友
215 内 カルタンOD錠500mg 沈降炭酸カルシウム錠(2) 500mg1錠 マイラン=ファイザー=扶桑
216 内 レバチオ錠20mg シルデナフィルクエン酸塩錠 20mg1錠 ファイザー
217 内 ホスレノールチュアブル錠250mg 炭酸ランタン水和物錠 250mg1錠 バイエル
218 内 リオナ錠250mg クエン酸第二鉄水和物錠 250mg1錠 日本たばこ=鳥居

219 内 アマルエット配合錠4番「KN」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタ
チンカルシウム水和物(4)錠

1錠 小林化工

220 内 メジコン散10%
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水
和物散

10%1g 塩野義

221 内 フラベリック錠20mg ベンプロペリンリン酸塩錠 20mg1錠 ファイザー
222 内 フスコブロン配合シロップ 鎮咳配合剤(1)シロップ 1mL 武田テバファーマ=武田
223 内 セネガシロップ シオエ セネガシロップ 10mL シオエ=日本新薬=丸石
224 内 カルボシステイン錠250mg「トーワ」 カルボシステイン錠 250mg1錠 東和薬品
225 内 カルボシステイン錠500mg「サワイ」 カルボシステイン錠 500mg1錠 沢井
226 内 カルボシステインDS50%「タカタ」 カルボシステインシロップ用 50%1g 高田
227 内 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイ アンブロキソール塩酸塩15mg錠 15mg1錠 武田テバファーマ=武田=三和化

228 内
アンブロキソール塩酸塩Lカプセル45mg
「サワイ」

アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル 45mg1カプセル 沢井

229 内 キョウニン水 シオエ キョウニン水 10mL シオエ=日本新薬
230 内 リン酸コデイン散1%「ホエイ」 コデインリン酸塩散1% 1%1g マイラン=ファイザー
231 内 コデインリン酸塩散1%「タケダ」 コデインリン酸塩水和物散1% 1%1g 武田テバ薬品=武田
232 内 アスベリン散10% チペピジンヒベンズ酸塩散 10%1g 田辺三菱=田辺販売
233 内 アスベリン錠20 チペピジンヒベンズ酸塩錠 20mg1錠 田辺三菱=田辺販売
234 内 テオロング錠100mg テオフィリン徐放錠(1) 100mg1錠 エーザイ
235 内 テオドール錠200mg テオフィリン徐放錠(1) 200mg1錠 田辺三菱
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236 内 ユニフィルLA錠200mg テオフィリン徐放錠(2) 200mg1錠 大塚製薬
237 内 テルバンスDS20% テオフィリンシロップ用 20%1g メディサ=エルメッドエーザイ
238 内 メプチン錠50μg プロカテロール塩酸塩水和物錠 0.05mg1錠 大塚製薬
239 内 スピロペント錠10μg クレンブテロール塩酸塩錠 10μg1錠 帝人ファーマ
240 内 タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」 タンニン酸アルブミン 1g 丸石=ニプロ
241 内 エンテロノン-R散 耐性乳酸菌製剤散(1) 1g EAファーマ
242 内 ミヤBM錠 酪酸菌製剤錠 1錠 ミヤリサン
243 内 ラックビー微粒N ビフィズス菌製剤散(4) 1%1g 興和=興和創薬
244 内 ビオフェルミン錠剤 ビフィズス菌製剤錠 1錠 ビオフェルミン=武田
245 内 ガステール錠40mg ジメチコン錠 40mg1錠 扶桑
246 内 バリトゲン消泡内用液2% ジメチコンシロップ 2%1mL 伏見
247 内 バルギン消泡内用液2% ジメチコンシロップ 2%1mL カイゲンファーマ
248 内 ロペラミド錠1mg「EMEC」 塩酸ロペラミド1mg錠 1mg1錠 サンノーバ=エルメッドエーザイ

249 内 リーダイ配合錠
ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウ
コエキス錠

1錠 武田テバファーマ=武田

250 内 ラニチジン錠150mg「タイヨー」 ラニチジン塩酸塩150mg錠 150mg1錠 武田テバファーマ=武田
251 内 ファモチジンD錠10mg「サワイ」 ファモチジン錠(2) 10mg1錠 沢井
252 内 ファモチジンOD錠20mg「JG」 ファモチジン20mg錠(2) 20mg1錠 日本ジェネリック
253 内 ニザチジン錠150mg「YD」 ニザチジン錠 150mg1錠 陽進堂
254 内 プロテカジン錠10 ラフチジン錠(1) 10mg1錠 大鵬薬品
255 内 イサロン顆粒50% アルジオキサ顆粒 50%1g あすか製薬=武田
256 内 セトラキサート塩酸塩カプセル200mg セトラキサート塩酸塩カプセル 200mg1カプセル 陽進堂
257 内 スクラルファート顆粒90%「日医工」 スクラルファート水和物顆粒 90%1g 日医工
258 内 ドグマチール錠50mg スルピリド錠 50mg1錠 アステラス
259 内 テプレノン細粒10%「サワイ」 テプレノン細粒 10%1g 沢井
260 内 テプレノンカプセル50mg「サワイ」 テプレノンカプセル 50mg1カプセル 沢井

261 内 トロキシン錠100mg トロキシピド錠 100mg1錠
大原=ファイザー=アルフレッサ
ファーマ=ニプロ

262 内 ガスロンN・OD錠2mg イルソグラジンマレイン酸塩錠(2) 2mg1錠 日本新薬
263 内 レバミピド錠100mg「NP」 レバミピド錠(1) 100mg1錠 ニプロ
264 内 オメプラゾン錠20mg オメプラゾール腸溶錠 20mg1錠 田辺三菱
265 内 オメプラゾール錠10mg「日医工」 オメプラゾール腸溶錠 10mg1錠 日医工
266 内 サイトテック錠100 ミソプロストール錠 100μg1錠 ファイザー=科研
267 内 ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 ポラプレジンク錠 75mg1錠 沢井
268 内 ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」 ラベプラゾールナトリウム錠 10mg1錠 キョーリンリメディオ=杏林

269 内 メサフィリン配合散
プロパンテリン臭化物・クロロフィル配
合剤(2)散

1g サンノーバ=エーザイ

270 内 アルクレイン内用液5% アルギン酸ナトリウム液 10mL 鶴原=日医工

271 内 ポドニンS配合顆粒
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・
L-グルタミン顆粒

1g 武田テバファーマ=武田=わかもと

272 内 リパクレオン顆粒300mg分包 パンクレリパーゼ顆粒 300mg1包 マイランEPD=EAファーマ
273 内 タフマックE配合カプセル ジアスターゼ配合剤(1)カプセル 1カプセル 小野
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274 内 ベリチーム配合顆粒 膵臓性消化酵素配合剤(1)顆粒 1g 塩野義=共和薬品
275 内 S・M配合散 タカヂアスターゼ・生薬配合剤散 1g 第一三共エスファ
276 内 アドソルビン原末 天然ケイ酸アルミニウム 10g 第一三共
277 内 重質酸化マグネシウム<ハチ> 酸化マグネシウム 10g 東洋製化=小野
278 内 炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 炭酸水素ナトリウム 10g 日興製薬=丸石
279 内 マグミット錠250mg 酸化マグネシウム錠 250mg1錠 協和化学=シオエ=丸石=日医工

280 内 マーロックス懸濁用配合顆粒
水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグ
ネシウムシロップ用

1g サノフィ

281 内 センノシド錠12mg「セイコー」 センノシド錠 12mg1錠 生晃=カイゲンファーマ=扶桑
282 内 カルメロースナトリウム原末「マルイシ」 カルメロースナトリウム 1g 丸石
283 内 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医 ピコスルファートナトリウム水和物錠 2.5mg1錠 日医工
284 内 ラキソデート内用液0.75% ピコスルファートナトリウム水和物液 0.75%1mL 小林化工=堀井
285 内 ラキソベロン内用液0.75% ピコスルファートナトリウム水和物液 0.75%1mL 帝人ファーマ
286 内 アローゼン顆粒 センナ・センナ実顆粒 1g ポーラファルマ

287 内 ベンコール配合錠
ジオクチルソジウムスルホサクシネー
ト・カサンスラノール錠

1錠 日医工

288 内 ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」 ウルソデオキシコール酸錠 100mg1錠 武田テバファーマ=武田
289 内 シンセロン錠8mg インジセトロン塩酸塩錠 8mg1錠 杏林=ヤクルト
290 内 イメンドカプセルセット アプレピタントカプセル 1セット 小野
291 内 メトクロプラミド錠5mg「ツルハラ」 メトクロプラミド錠 5mg1錠 鶴原
292 内 ドンペリドン錠10mg「タイヨー」 ドンペリドン錠(1) 10mg1錠 武田テバファーマ=武田
293 内 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医 トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg1錠 日医工
294 内 イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」 イトプリド塩酸塩錠 50mg1錠 沢井
295 内 ペンタサ錠250mg メサラジン錠 250mg1錠 杏林
296 内 ペンタサ錠500mg メサラジン錠 500mg1錠 杏林
297 内 アサコール錠400mg メサラジン腸溶錠 400mg1錠 ゼリア=協和発酵キリン
298 内 モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」 モサプリドクエン酸塩水和物錠 5mg1錠 ニプロ
299 内 ポリフル細粒83.3% ポリカルボフィルカルシウム細粒 83.3%1g マイランEPD
300 内 アコファイド錠100mg アコチアミド塩酸塩水和物錠 100mg1錠 ゼリア=アステラス
301 内 チラーヂンS散0.01% レボチロキシンナトリウム水和物散 0.01%1g あすか製薬=武田
302 内 チラーヂンS錠50μg レボチロキシンナトリウム錠 50μg1錠 あすか製薬=武田
303 内 チウラジール錠50mg プロピルチオウラシル錠 50mg1錠 田辺三菱
304 内 コートリル錠10mg ヒドロコルチゾン錠 10mg1錠 ファイザー
305 内 デカドロン錠0.5mg デキサメタゾン錠(1) 0.5mg1錠 日医工
306 内 リンデロン錠0.5mg ベタメタゾン錠 0.5mg1錠 塩野義
307 内 プレドニン錠5mg プレドニゾロン錠 5mg1錠 塩野義
308 内 プレドニゾロン錠1mg(旭化成) プレドニゾロン錠 1mg1錠 旭化成ファーマ
309 内 プレドニゾロン錠2.5mg「NP」 プレドニゾロン錠 2.5mg1錠 ニプロ
310 内 メドロール錠2mg メチルプレドニゾロン錠 2mg1錠 ファイザー

311 内 セレスターナ配合錠
ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレ
イン酸塩錠

1錠 小林化工=ファイザー

312 内 プロセキソール錠0.5mg エチニルエストラジオール錠 0.5mg1錠 あすか製薬=武田
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313 内
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイ
ヨー」

クロルマジノン酢酸エステル25mg錠 25mg1錠 武田テバファーマ=武田

314 内 プロスタール錠25 クロルマジノン酢酸エステル錠 25mg1錠 あすか製薬=武田
315 内 ヒスロンH錠200mg メドロキシプロゲステロン酢酸エステル 200mg1錠 協和発酵キリン
316 内 アボルブカプセル0.5mg デュタステリドカプセル 0.5mg1カプセル GSK
317 内 タカベンス錠25mg メリロートエキス錠 25mg1錠 高田

318 内 ヘモナーゼ配合錠
ブロメライン・トコフェロール酢酸エステ
ル錠

1錠 ジェイドルフ=堀井

319 内 ブラダロン錠200mg フラボキサート塩酸塩錠 200mg1錠 日本新薬
320 内 セルニルトン錠 セルニチンポーレンエキス錠 1錠 東菱=扶桑
321 内 ミクトノーム錠10mg プロピベリン塩酸塩錠 10mg1錠 あすか製薬=武田
322 内 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイ タムスロシン塩酸塩0.2mg錠 0.2mg1錠 ファイザー
323 内 ナフトピジルOD錠25mg「あすか」 ナフトピジル錠(2) 25mg1錠 あすか製薬=武田
324 内 ユリーフ錠4mg シロドシン錠(1) 4mg1錠 キッセイ=第一三共
325 内 ベシケアOD錠5mg コハク酸ソリフェナシン錠(2) 5mg1錠 アステラス
326 内 ステーブラOD錠0.1mg イミダフェナシン錠(2) 0.1mg1錠 小野
327 内 ベタニス錠50mg ミラベグロン錠 50mg1錠 アステラス
328 内 ザルティア錠5mg タダラフィル錠 5mg1錠 リリー=日本新薬

329 内 エビプロスタット配合錠DB
オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエ
キス配合剤(2)錠

1錠 日本新薬

330 内 セファランチン末1% セファランチン末 1%1g 化研生薬
331 内 アルファロールカプセル0.25μg アルファカルシドールカプセル 0.25μg1カプセル 中外

332 内
アルファカルシドールカプセル0.5μg「サ
ワイ」

アルファカルシドール0.5μgカプセル 0.5μg1カプセル 沢井=田辺三菱=田辺販売

333 内 カルシトリオールカプセル0.25μg「サワ カルシトリオール0.25μgカプセル 0.25μg1カプセル 沢井
334 内 25mgアリナミンF糖衣錠 フルスルチアミン錠 25mg1錠 武田テバ薬品=武田
335 内 ハイボン錠20mg リボフラビン酪酸エステル錠 20mg1錠 田辺三菱=田辺販売
336 内 パントシン散20% パンテチン散 20%1g 第一三共エスファ
337 内 パントシン錠100 パンテチン錠 100mg1錠 第一三共エスファ
338 内 ピドキサール錠10mg ピリドキサールリン酸エステル水和物 10mg1錠 中外
339 内 フォリアミン錠 葉酸錠 5mg1錠 日本製薬=武田
340 内 メチコバール錠500μg メコバラミン錠 0.5mg1錠 エーザイ
341 内 ケーワン錠5mg フィトナジオン錠 5mg1錠 エーザイ

342 内 メナテトレノンカプセル15mg「YD」 メナテトレノンカプセル 15mg1カプセル
陽進堂=沢井=富士フイルム
ファーマ

343 内 トリドセラン配合錠 チアミン硝化物・B6・B12配合剤錠 1錠 シオノ=武田テバファーマ=武田

344 内 シナール配合錠
アスコルビン酸・パントテン酸カルシウ
ム(1)錠

1錠 塩野義

345 内 調剤用パンビタン末 レチノール・カルシフェロール配合剤 1g 武田テバ薬品=武田
346 内 乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 乳酸カルシウム水和物 10g 吉田製薬
347 内 L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 L-アスパラギン酸カルシウム水和物錠 1錠 沢井
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348 内 デノタスチュアブル配合錠
沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェ
ロール・炭酸マグネシウム錠

1錠 日東薬品=第一三共

349 内 フェロ・グラデュメット錠105mg 乾燥硫酸鉄(3)錠 1錠 マイランEPD
350 内 インクレミンシロップ5% 溶性ピロリン酸第二鉄シロップ 1mL アルフレッサファーマ
351 内 クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」 クエン酸第一鉄ナトリウム錠 鉄50mg1錠 日本ジェネリック
352 内 スローケー錠600mg 塩化カリウム徐放錠 600mg1錠 ノバルティス
353 内 アスパラカリウム散50% L-アスパラギン酸カリウム散 50%1g 田辺三菱=田辺販売
354 内 アスパラカリウム錠300mg L-アスパラギン酸カリウム錠 300mg1錠 田辺三菱=田辺販売

355 内 ソリタ-T配合顆粒3号
ナトリウム・カリウム・マグネシウム配
合剤(2)顆粒

4g1包 エイワイファーマ=陽進堂

356 内 リーバクト配合顆粒 イソロイシン・ロイシン・バリン顆粒 4.15g1包 EAファーマ
357 内 エレンタール配合内用剤 経腸成分栄養剤(1-1)散 10g EAファーマ
358 内 アミノレバンEN配合散 肝不全用成分栄養剤(1)散 10g 大塚製薬
359 内 エンシュア・リキッド 経腸成分栄養剤(2-1)液 10mL 明治=アボット
360 内 ラコールNF配合経腸用液 経腸成分栄養剤(9-2)液 10mL EN大塚=大塚工場=大塚製薬

361 内 アドナ錠30mg
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水
和物錠

30mg1錠 田辺三菱=田辺販売

362 内 経口用トロンビン細粒1万単位 トロンビン細粒 10,000単位1g1包 持田
363 内 経口用トロンビン細粒0.5万単位「サワイ」 トロンビン細粒 5,000単位0.5g1包 沢井
364 内 リカバリンカプセル250mg トラネキサム酸カプセル 250mg1カプセル 旭化成ファーマ
365 内 ワーファリン錠1mg ワルファリンカリウム錠 1mg1錠 エーザイ
366 内 ワルファリンK錠0.5mg「NP」 ワルファリンカリウム錠 0.5mg1錠 ニプロ

367 内 プラザキサカプセル75mg
ダビガトランエテキシラートメタンスルホ
ン酸塩カプセル

75mg1カプセル 日本ベーリンガー

368 内 プラザキサカプセル110mg
ダビガトランエテキシラートメタンスルホ
ン酸塩カプセル

110mg1カプセル 日本ベーリンガー

369 内 リクシアナ錠15mg エドキサバントシル酸塩水和物錠 15mg1錠 第一三共
370 内 リクシアナ錠60mg エドキサバントシル酸塩水和物錠 60mg1錠 第一三共
371 内 イグザレルト錠10mg リバーロキサバン錠 10mg1錠 バイエル
372 内 イグザレルト錠15mg リバーロキサバン錠 15mg1錠 バイエル
373 内 エリキュース錠2.5mg アピキサバン錠 2.5mg1錠 BMS=ファイザー
374 内 エリキュース錠5mg アピキサバン錠 5mg1錠 BMS=ファイザー
375 内 シロスタゾール錠50mg「サワイ」 シロスタゾール50mg錠(1) 50mg1錠 沢井
376 内 プレタールOD錠50mg シロスタゾール錠(2) 50mg1錠 大塚製薬
377 内 リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」 リマプロスト アルファデクス錠 5μg1錠 シオノ=ケミファ=江州

378 内
イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg
「サワイ」

イコサペント酸エチルカプセル(2) 300mg1包 沢井

379 内 ベラプロストNa錠20μg「テバ」 ベラプロストナトリウム錠 20μg1錠 武田テバファーマ=武田
380 内 サルポグレラート塩酸塩錠100mg「オーハ サルポグレラート塩酸塩錠 100mg1錠 大原=エッセンシャル
381 内 バイアスピリン錠100mg アスピリン腸溶錠 100mg1錠 バイエル
382 内 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 クロピドグレル硫酸塩錠 25mg1錠 日医工サノフィ=日医工
383 内 クロピドグレル錠75mg「KN」 クロピドグレル硫酸塩錠 75mg1錠 小林化工
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384 内 クロピドグレル錠50mg「明治」 クロピドグレル硫酸塩錠 50mg1錠 高田=MeijiSeika

385 内 グリチロン配合錠
グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニ
ン配合剤錠

1錠 ミノファーゲン=EAファーマ

386 内 クレメジン細粒分包2g 球形吸着炭細粒 1g クレハ=田辺三菱
387 内 ロイコボリン錠5mg ホリナートカルシウム錠 5mg1錠 ファイザー
388 内 ホリナート錠25mg「タイホウ」 ホリナートカルシウム錠 25mg1錠 岡山大鵬
389 内 シアナマイド内用液1%「タナベ」 シアナミド液 1%1mL 田辺三菱
390 内 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 コルヒチン錠 0.5mg1錠 高田
391 内 アロプリノール錠100mg「サワイ」 アロプリノール100mg錠 100mg1錠 沢井
392 内 ユリノーム錠50mg ベンズブロマロン錠 50mg1錠 鳥居
393 内 フェブリク錠10mg フェブキソスタット錠 10mg1錠 帝人ファーマ

394 内 ウリンメット配合錠
クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム
水和物錠

1錠 日本薬工

395 内 オイグルコン錠1.25mg グリベンクラミド錠 1.25mg1錠 中外
396 内 グリメピリド錠1mg「KN」 グリメピリド錠(1) 1mg1錠 小林化工
397 内 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「JG」 メトホルミン塩酸塩錠(2) 250mg1錠 日本ジェネリック
398 内 グルコバイ錠100mg アカルボース錠(1) 100mg1錠 バイエル=富士フイルムファーマ
399 内 アカルボースOD錠50mg「タイヨー」 アカルボース錠(2) 50mg1錠 武田テバファーマ=武田
400 内 アカルボースOD錠50mg「テバ」 アカルボース錠(2) 50mg1錠 武田テバファーマ=武田
401 内 ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」 ボグリボース錠(2) 0.2mg1錠 沢井
402 内 スターシス錠30mg ナテグリニド錠 30mg1錠 アステラス
403 内 ナテグリニド錠90mg「日医工」 ナテグリニド錠 90mg1錠 日医工
404 内 ピオグリタゾン錠15mg「NP」 ピオグリタゾン塩酸塩錠(1) 15mg1錠 ニプロ
405 内 グルファスト錠10mg ミチグリニドカルシウム水和物錠(1) 10mg1錠 キッセイ=武田
406 内 セイブル錠25mg ミグリトール錠(1) 25mg1錠 三和化学
407 内 ジャヌビア錠25mg シタグリプチンリン酸塩水和物錠 25mg1錠 MSD
408 内 グラクティブ錠50mg シタグリプチンリン酸塩水和物錠 50mg1錠 小野
409 内 エクア錠50mg ビルダグリプチン錠 50mg1錠 ノバルティス
410 内 ネシーナ錠25mg アログリプチン安息香酸塩錠 25mg1錠 武田
411 内 テネリア錠20mg テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 20mg1錠 田辺三菱=第一三共
412 内 オングリザ錠2.5mg サキサグリプチン水和物錠 2.5mg1錠 協和発酵キリン
413 内 スーグラ錠50mg イプラグリフロジン L-プロリン錠 50mg1錠 アステラス

414 内 フォシーガ錠5mg
ダパグリフロジンプロピレングリコール
水和物錠

5mg1錠 アストラゼネカ=小野

415 内 ルセフィ錠2.5mg ルセオグリフロジン水和物錠 2.5mg1錠 大正製薬=大正富山=ノバルティ

416 内 トリノシン顆粒10%
アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物
顆粒

10%1g トーアエイヨー=アステラス

417 内 ラクツロース・シロップ60%「コーワ」 ラクツロースシロップ 60%1mL 興和=興和創薬
418 内 ブレディニン錠50 ミゾリビン錠(1) 50mg1錠 旭化成ファーマ
419 内 カモスタットメシル酸塩錠100mg「テバ」 カモスタットメシル酸塩100mg錠 100mg1錠 武田テバファーマ=武田
420 内 ネオーラル25mgカプセル シクロスポリンカプセル(2) 25mg1カプセル ノバルティス
421 内 イムラン錠50mg アザチオプリン錠 50mg1錠 アスペン
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422 内 エパルレスタット錠50mg「サワイ」 エパルレスタット錠 50mg1錠 沢井
423 内 プログラフカプセル1mg タクロリムス水和物カプセル 1mg1カプセル アステラス
424 内 プログラフカプセル0.5mg タクロリムス水和物カプセル 0.5mg1カプセル アステラス
425 内 ポルトラック原末 ラクチトール水和物末 1g 日本新薬
426 内 メトトレキサート錠2mg「タナベ」 メトトレキサート錠 2mg1錠 田辺三菱
427 内 リウマトレックスカプセル2mg メトトレキサートカプセル 2mg1カプセル ファイザー
428 内 アレンドロン酸錠5mg「JG」 アレンドロン酸ナトリウム水和物錠 5mg1錠 日本ジェネリック
429 内 アレンドロン酸錠35mg「日医工」 アレンドロン酸ナトリウム水和物錠 35mg1錠 日医工
430 内 リセドロン酸Na錠17.5mg「テバ」 リセドロン酸ナトリウム水和物錠 17.5mg1錠 武田テバ薬品=武田テバファーマ
431 内 アクトネル錠75mg リセドロン酸ナトリウム水和物錠 75mg1錠 EAファーマ=エーザイ
432 内 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg1錠 沢井
433 内 レグパラ錠25mg シナカルセト塩酸塩錠 25mg1錠 協和発酵キリン
434 内 ボノテオ錠50mg ミノドロン酸水和物錠 50mg1錠 アステラス
435 内 イムセラカプセル0.5mg フィンゴリモド塩酸塩カプセル 0.5mg1カプセル 田辺三菱
436 内 コルベット錠25mg イグラチモド錠 25mg1錠 富山化学=大正富山
437 内 エルカルチンFF錠250mg レボカルニチン錠 250mg1錠 大塚製薬
438 内 ロイコン錠10mg アデニン錠 10mg1錠 大原
439 内 エンドキサン錠50mg シクロホスファミド水和物錠 50mg1錠 塩野義
440 内 アルケラン錠2mg メルファラン錠 2mg1錠 アスペン
441 内 ロイケリン散10% メルカプトプリン水和物散 10%1g 大原
442 内 フルツロンカプセル200 ドキシフルリジンカプセル 200mg1カプセル 中外
443 内 ゼローダ錠300 カペシタビン錠 300mg1錠 中外

444 内 ユーエフティE配合顆粒T100 テガフール・ウラシル顆粒
100mg1包(テガフー
ル相当量)

大鵬薬品

445 内 ユーエフティE配合顆粒T150 テガフール・ウラシル顆粒
150mg1包(テガフー
ル相当量)

大鵬薬品

446 内 ユーエフティ配合カプセルT100 テガフール・ウラシルカプセル
100mg1カプセル(テ
ガフール相当量)

大鵬薬品

447 内 ティーエスワン配合顆粒T20
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリ
ウム配合剤顆粒

20mg1包(テガフール
相当量)

大鵬薬品

448 内 ティーエスワン配合顆粒T25
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリ
ウム配合剤顆粒

25mg1包(テガフール
相当量)

大鵬薬品

449 内 ティーエスワン配合OD錠T20
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリ
ウム配合剤錠(1)

20mg1錠(テガフール
相当量)

大鵬薬品

450 内 ティーエスワン配合OD錠T25
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリ
ウム配合剤錠(1)

25mg1錠(テガフール
相当量)

大鵬薬品

451 内 タモキシフェン錠20mg「バイエル」 タモキシフェンクエン酸塩錠 20mg1錠 バイエル=マイランEPD
452 内 タモキシフェン錠20mg「MYL」 タモキシフェンクエン酸塩錠 20mg1錠 マイランEPD

453 内 フルタミド錠125mg「ファイザー」 フルタミド錠 125mg1錠
マイラン=ファイザー=日本ジェネ
リック

454 内 ビカルタミド錠80mg「NK」 ビカルタミド錠(1) 80mg1錠 日本化薬
455 内 アナストロゾール錠1mg「NK」 アナストロゾール錠 1mg1錠 日本化薬
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456 内 グリベック錠100mg イマチニブメシル酸塩錠 100mg1錠 ノバルティス
457 内 エキセメスタン錠25mg「NK」 エキセメスタン錠 25mg1錠 日本化薬
458 内 タルセバ錠100mg エルロチニブ塩酸塩錠 100mg1錠 中外
459 内 タルセバ錠150mg エルロチニブ塩酸塩錠 150mg1錠 中外
460 内 スーテントカプセル12.5mg スニチニブリンゴ酸塩カプセル 12.5mg1カプセル ファイザー
461 内 タイケルブ錠250mg ラパチニブトシル酸塩水和物錠 250mg1錠 ノバルティス
462 内 アフィニトール錠5mg エベロリムス錠(1) 5mg1錠 ノバルティス
463 内 レンビマカプセル4mg レンバチニブメシル酸塩カプセル 4mg1カプセル エーザイ
464 内 レンビマカプセル10mg レンバチニブメシル酸塩カプセル 10mg1カプセル エーザイ

465 内 ロンサーフ配合錠T15
トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合
剤(1)錠

15mg1錠(トリフルリ
ジン相当量)

大鵬薬品

466 内 ロンサーフ配合錠T20
トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合
剤(2)錠

20mg1錠(トリフルリ
ジン相当量)

大鵬薬品

467 内 レスタミンコーワ錠10mg ジフェンヒドラミン塩酸塩錠 10mg1錠 興和=興和創薬
468 内 ネオマレルミンTR錠6mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放 6mg1錠 武田テバファーマ=武田
469 内 ペリアクチン散1% シプロヘプタジン塩酸塩水和物散 1%1g 日医工
470 内 リマチル錠50mg ブシラミン錠 50mg1錠 あゆみ製薬
471 内 トラニラストカプセル100mg「CH」 トラニラスト100mgカプセル 100mg1カプセル 長生堂=日本ジェネリック
472 内 ケトチフェンカプセル1mg「日医工」 ケトチフェンフマル酸塩1mgカプセル 1mg1カプセル 日医工
473 内 ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」 ケトチフェンフマル酸塩0.1%シロップ用 0.1%1g 沢井
474 内 アゼラスチン塩酸塩錠1mg「タイヨー」 アゼラスチン塩酸塩1mg錠 1mg1錠 武田テバファーマ=武田

475 内 ピナトスカプセル10mg イブジラスト徐放カプセル 10mg1カプセル
武田テバ薬品=武田テバファーマ
=武田=日本化薬

476 内 エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」 エピナスチン塩酸塩20mg錠 20mg1錠 ファイザー
477 内 プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 プランルカスト水和物カプセル 112.5mg1カプセル 日医工
478 内 セチリジン塩酸塩錠10mg「PH」 セチリジン塩酸塩10mg錠 10mg1錠 キョーリンリメディオ=杏林
479 内 アレグラ錠60mg フェキソフェナジン塩酸塩錠(1) 60mg1錠 サノフィ
480 内 キプレス錠10mg モンテルカストナトリウム錠(2) 10mg1錠 杏林
481 内 ビラノア錠20mg ビラスチン錠 20mg1錠 大鵬薬品=MeijiSeika
482 内 コタロー葛根湯エキス細粒 葛根湯エキス細粒 1g 小太郎
483 内 クラシエ甘草湯エキス細粒 甘草湯エキス細粒 1g クラシエ
484 内 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 牛車腎気丸エキス顆粒 1g ツムラ
485 内 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) 桂枝茯苓丸エキス顆粒 1g ツムラ
486 内 ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 五苓散エキス顆粒 1g ツムラ
487 内 ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) 柴朴湯エキス顆粒 1g ツムラ
488 内 ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) 柴苓湯エキス顆粒 1g ツムラ
489 内 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) 芍薬甘草湯エキス顆粒 1g ツムラ
490 内 本草十全大補湯エキス顆粒-M 十全大補湯エキス顆粒 1g 本草
491 内 ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) 小建中湯エキス顆粒 1g ツムラ
492 内 ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用) 小柴胡湯エキス顆粒 1g ツムラ
493 内 ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) 小青竜湯エキス顆粒 1g ツムラ
494 内 ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) 真武湯エキス顆粒(2) 1g ツムラ
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495 内 ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) 清心蓮子飲エキス顆粒 1g ツムラ
496 内 ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用) 大黄甘草湯エキス顆粒 1g ツムラ
497 内 ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 大建中湯エキス顆粒 1g ツムラ
498 内 ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) 釣藤散エキス顆粒 1g ツムラ
499 内 ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) 猪苓湯エキス顆粒 1g ツムラ

500 内
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆
粒(医療用)

当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 1g ツムラ

501 内 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 当帰芍薬散エキス顆粒 1g ツムラ
502 内 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) 麦門冬湯エキス顆粒 1g ツムラ
503 内 ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) 八味地黄丸エキス顆粒(2) 1g ツムラ
504 内 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 半夏厚朴湯エキス顆粒 1g ツムラ
505 内 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 半夏瀉心湯エキス顆粒 1g ツムラ
506 内 ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用) 防已黄耆湯エキス顆粒 1g ツムラ
507 内 ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) 防風通聖散エキス顆粒 1g ツムラ
508 内 本草補中益気湯エキス顆粒-M 補中益気湯エキス顆粒 1g 本草
509 内 ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) 麻子仁丸エキス顆粒 1g ツムラ
510 内 ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 六君子湯エキス顆粒 1g ツムラ
511 内 ダラシンカプセル75mg クリンダマイシン塩酸塩カプセル 75mg1カプセル ファイザー
512 内 バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」 バンコマイシン塩酸塩散 500mg1瓶 小林化工=MeijiSeika
513 内 カナマイシンカプセル250mg「明治」 カナマイシン一硫酸塩カプセル 250mg1カプセル MeijiSeika
514 内 サワシリンカプセル250 アモキシシリン水和物カプセル 250mg1カプセル アステラス
515 内 セフゾン細粒小児用10% セフジニル細粒 100mg1g アステラス
516 内 セフゾンカプセル100mg セフジニルカプセル 100mg1カプセル アステラス
517 内 メイアクトMS錠100mg セフジトレン ピボキシル錠 100mg1錠 MeijiSeika
518 内 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物錠 100mg1錠 長生堂=日本ジェネリック
519 内 ホスミシン錠500 ホスホマイシンカルシウム水和物錠 500mg1錠 MeijiSeika
520 内 ファロム錠150mg ファロペネムナトリウム水和物錠 150mg1錠 マルホ

521 内 オーグメンチン配合錠250RS
アモキシシリン水和物・クラブラン酸カ
リウム錠

(375mg)1錠 GSK

522 内 エリスロシンドライシロップ10%
エリスロマイシンエチルコハク酸エステ
ルシロップ用

100mg1g マイランEPD

523 内 エリスロマイシン錠200mg「サワイ」 エリスロマイシン錠 200mg1錠 沢井
524 内 クラリスロマイシン錠200「MEEK」 クラリスロマイシン錠 200mg1錠 小林化工=MeijiSeika

525 内
クラリスロマイシンドライシロップ10%小児
用「タイヨー」

クラリスロマイシンシロップ用 100mg1g 武田テバファーマ=武田

526 内 ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g アジスロマイシン水和物シロップ用 2g1瓶 ファイザー
527 内 リファンピシンカプセル150mg「サンド」 リファンピシンカプセル 150mg1カプセル サンド=日本ジェネリック=ニプロ
528 内 ファンギゾンシロップ100mg/mL アムホテリシンBシロップ 100mg1mL BMS
529 内 サラゾピリン錠500mg サラゾスルファピリジン錠 500mg1錠 ファイザー
530 内 アザルフィジンEN錠250mg サラゾスルファピリジン腸溶錠 250mg1錠 ファイザー=あゆみ製薬
531 内 イスコチン錠100mg イソニアジド錠 100mg1錠 第一三共
532 内 エブトール250mg錠 エタンブトール塩酸塩錠 250mg1錠 科研
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533 内 ノルフロキサシン錠100mg「サワイ」 ノルフロキサシン100mg錠 100mg1錠 沢井
534 内 シプロフロキサシン錠200mg「JG」 塩酸シプロフロキサシン200mg錠 200mg1錠 長生堂=日本ジェネリック
535 内 バレオンカプセル100mg 塩酸ロメフロキサシンカプセル 100mg1カプセル マイランEPD

536 内 レボフロキサシン錠250mg「明治」 レボフロキサシン水和物錠(2)
250mg1錠(レボフロ
キサシンとして)

MeijiSeika

537 内 クラビット錠500mg レボフロキサシン水和物錠(2)
500mg1錠(レボフロ
キサシンとして)

第一三共

538 内 ジェニナック錠200mg メシル酸ガレノキサシン水和物錠 200mg1錠 富山化学=アステラス
539 内 グレースビット錠50mg シタフロキサシン水和物錠 50mg1錠 第一三共
540 内 ザイボックス錠600mg リネゾリド錠 600mg1錠 ファイザー
541 内 バラシクロビル錠500mg「MEEK」 バラシクロビル塩酸塩錠(1) 500mg1錠 小林化工
542 内 タミフルカプセル75 オセルタミビルリン酸塩カプセル 75mg1カプセル 中外
543 内 タミフルドライシロップ3% オセルタミビルリン酸塩シロップ用 3%1g 中外
544 内 コペガス錠200mg リバビリン(2)錠 200mg1錠 中外
545 内 レベトールカプセル200mg リバビリン(1)カプセル 200mg1カプセル MSD
546 内 バラクルード錠0.5mg エンテカビル水和物錠 0.5mg1錠 BMS
547 内 ジフルカンカプセル100mg フルコナゾールカプセル 100mg1カプセル ファイザー
548 内 フロリードゲル経口用2% ミコナゾールゲル 2%1g 持田=昭和薬化
549 内 イトラコナゾール錠100「MEEK」 イトラコナゾール錠 100mg1錠 小林化工=MeijiSeika
550 内 イトリゾール内用液1% イトラコナゾール液 1%1mL ヤンセン
551 内 テルビナフィン錠125mg「ファイザー」 テルビナフィン塩酸塩錠 125mg1錠 ファイザー
552 内 バクタ配合顆粒 スルファメトキサゾール・トリメトプリム 1g 塩野義
553 内 ダイフェン配合錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム 1錠 鶴原
554 内 フラジール内服錠250mg メトロニダゾール錠 250mg1錠 塩野義
555 内 ストロメクトール錠3mg イベルメクチン錠 3mg1錠 MSD=マルホ
556 内 乳糖「ホエイ」 乳糖水和物 10g マイラン=ファイザー
557 内 バレイショデンプン原末「マルイシ」 バレイショデンプン 10g 丸石
558 内 精製水*(東豊) 精製水 10mL 東豊
559 内 l-メントール「ケンエー」 l-メントール 1g 健栄
560 内 ハッカ油「ケンエー」 ハッカ油 1mL 健栄
561 内 ガストログラフイン経口・注腸用 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン液 1mL バイエル
562 内 バリトップゾル150 硫酸バリウム液 150%10mL カイゲンファーマ
563 内 バリトゲンHD 硫酸バリウム散 98.6%10g 伏見
564 内 バルギン発泡顆粒 炭酸水素ナトリウム・酒石酸(6)顆粒 1g カイゲンファーマ
565 内 バロス発泡顆粒-S 炭酸水素ナトリウム・酒石酸(6)顆粒 1g 堀井
566 内 マグコロールP クエン酸マグネシウムシロップ用 1g 堀井
567 内 トレーランG液75g デンプン部分加水分解物液 225mL1瓶 エイワイファーマ=陽進堂
568 内 ユービット錠100mg 尿素(13C)錠 100mg1錠 大塚製薬
569 内 ボースデル内用液10 塩化マンガン四水和物液 10mg250mL1袋 明治=協和発酵キリン
570 内 プロナーゼMS プロナーゼ散 20,000単位 科研
571 内 チャンピックス錠0.5mg バレニクリン酒石酸塩錠 0.5mg1錠 ファイザー
572 内 チャンピックス錠1mg バレニクリン酒石酸塩錠 1mg1錠 ファイザー

15/35



番号 投与区分 医薬品名 一般名 規格単位 会社名
573 内 ニフレック配合内用剤 ナトリウム・カリウム配合剤散 1袋 EAファーマ
574 内 モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 モルヒネ塩酸塩水和物 1g 武田
575 内 MSコンチン錠10mg モルヒネ硫酸塩水和物徐放錠 10mg1錠 塩野義
576 内 MSコンチン錠30mg モルヒネ硫酸塩水和物徐放錠 30mg1錠 塩野義
577 内 MSコンチン錠60mg モルヒネ硫酸塩水和物徐放錠 60mg1錠 塩野義
578 内 オプソ内服液5mg モルヒネ塩酸塩水和物液 5mg2.5mL1包 大日本住友
579 内 オプソ内服液10mg モルヒネ塩酸塩水和物液 10mg5mL1包 大日本住友
580 内 オキノーム散5mg オキシコドン塩酸塩水和物散 5mg1包 塩野義
581 内 オキシコンチン錠5mg オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠 5mg1錠 塩野義
582 内 オキシコンチン錠20mg オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠 20mg1錠 塩野義
583 内 イーフェンバッカル錠50μg フェンタニルクエン酸塩バッカル(2) 50μg1錠 帝國製薬=大鵬薬品
584 注 乾燥BCGワクチン(経皮用)80mg 乾燥BCGワクチン 80mg1管(溶解液付) 日本BCG

585 注 アクトヒブ
乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風ト
キソイド結合体)

10μg1瓶(溶解液付) サノフィ=第一三共

586 注 プレベナー13水性懸濁注
沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無
毒性変異ジフテリア毒素結合体)

0.5mL1キット ファイザー=武田

587 注
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケ
ダ」*(鳥居株)

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン
一人分1瓶(溶解液
付)

武田

588 注
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」
*(TO-336株)

乾燥弱毒生風しんワクチン
一人分1瓶(溶解液
付)

武田

589 注 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」*(岡株) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 一人分1瓶(溶解液 阪大微研=田辺三菱=武田
590 注 インフルエンザHAワクチン″化血研″TF インフルエンザHAワクチン 1mL1瓶 化血研=アステラス

591 注
インフルエンザHAワクチン「北里第一三
共」1mL

インフルエンザHAワクチン 1mL1瓶
北里第一三共ワクチン=第一三
共=北里薬品=ジャパンワクチン

592 注 フルービックHAシリンジ インフルエンザHAワクチン 0.5mL1キット 阪大微研=田辺三菱=MSD
593 注 ジェービックV 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン 一人分1瓶(溶解液 阪大微研=田辺三菱=武田

594 注
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合
ワクチンキット「タケダ」

沈降精製百日せきジフテリア破傷風混
合ワクチンキット

0.5mL1キット 武田

595 注 テトラビック皮下注シリンジ
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不
活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン

0.5mL1キット 阪大微研=田辺三菱

596 注 ミールビック 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン 一人分1瓶(溶解液 阪大微研=田辺三菱

597 注
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タ
ケダ」

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン
一人分1瓶(溶解液
付)

武田

598 注
はしか風しん混合生ワクチン「北里第一
三共」

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン
一人分1瓶(溶解液
付)

北里第一三共ワクチン=第一三
共=北里薬品=ジャパンワクチン

599 注 ラボナール注射用0.3g 注射用チオペンタールナトリウム 300mg1管 田辺三菱
600 注 ケタラール静注用200mg ケタミン塩酸塩注射液 200mg20mL1瓶 第一三共プロファーマ=第一三共
601 注 ケタラール筋注用500mg ケタミン塩酸塩注射液 500mg10mL1瓶 第一三共プロファーマ=第一三共
602 注 ケタラール静注用50mg ケタミン塩酸塩注射液 50mg5mL1管 第一三共プロファーマ=第一三共
603 注 ドロレプタン注射液25mg ドロペリドール注射液 2.5mg1mLバイアル 第一三共
604 注 1%プロポフォール注「マルイシ」 プロポフォール注射液 200mg20mL1管 丸石
605 注 1%ディプリバン注-キット プロポフォールキット 500mg50mL1筒 アストラゼネカ
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606 注 ロヒプノール静注用2mg フルニトラゼパム注射液 2mg1管 中外
607 注 ドルミカム注射液10mg ミダゾラム注射液 10mg2mL1管 アステラス
608 注 セルシン注射液5mg ジアゼパム注射液 5mg1管 武田テバ薬品=武田
609 注 フェノバール注射液100mg フェノバルビタール注射液 10%1mL1管 藤永=第一三共
610 注 プレセデックス静注液200μg「マルイシ」 デクスメデトミジン塩酸塩注射液 200μg2mL1瓶 丸石
611 注 アレビアチン注250mg フェニトインナトリウム注射液 5%5mL1管 大日本住友
612 注 ホストイン静注750mg ホスフェニトインナトリウム水和物注射 750mg10mL1瓶 ノーベル=エーザイ
613 注 イーケプラ点滴静注500mg レベチラセタム注射液 500mg5mL1瓶 UCB=大塚製薬
614 注 アセリオ静注液1000mg アセトアミノフェン注射液 1,000mg100mL1瓶 テルモ
615 注 メチロン注25% スルピリン注射液 25%1mL1管 第一三共
616 注 ソセゴン注射液15mg ペンタゾシン注射液 15mg1管 丸石
617 注 レペタン注0.2mg ブプレノルフィン塩酸塩注射液 0.2mg1管 大塚製薬

618 注 ネオビタカイン注シリンジ5mL
サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合
剤キット

5mL1筒 ビタカイン=田辺三菱

619 注 ナブトピン注
ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚
抽出液

3mL1管 東菱=ビオメディクス

620 注 ナブトピン注3.6単位
ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚
抽出液

3mL1管 東菱=ビオメディクス

621 注 ドパストン静注25mg レボドパ注射液 0.25%10mL1管 大原
622 注 コントミン筋注10mg クロルプロマジン塩酸塩注射液 0.5%2mL1管 田辺三菱=吉富薬品
623 注 アタラックス-P注射液(25mg/ml) ヒドロキシジン塩酸塩注射液 2.5%1mL1管 ファイザー
624 注 セレネース注5mg ハロペリドール注射液 0.5%1mL1管 大日本住友

625 注
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン
(1:100,000)含有

リドカイン塩酸塩・アドレナリン(1)注射
液

0.5%10mLバイアル アストラゼネカ

626 注
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン
(1:100,000)含有

リドカイン塩酸塩・アドレナリン(2)注射
液

1%10mLバイアル アストラゼネカ

627 注
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン
(1:80,000)含有

リドカイン塩酸塩・アドレナリン(3)注射
液

2%10mLバイアル アストラゼネカ

628 注 キシロカイン注ポリアンプ1% リドカイン塩酸塩注射液 1%10mL1管 アストラゼネカ
629 注 キシロカイン注ポリアンプ2% リドカイン塩酸塩注射液 2%10mL1管 アストラゼネカ
630 注 キシロカイン注射液1% リドカイン注射液 1%10mLバイアル アストラゼネカ
631 注 静注用キシロカイン2% リドカイン注射液 2%5mL1管 アストラゼネカ
632 注 1%カルボカイン注 メピバカイン塩酸塩注射液 1%10mLバイアル アストラゼネカ
633 注 カルボカインアンプル注0.5% メピバカイン塩酸塩注射液 0.5%10mL1管 日新製薬=アストラゼネカ
634 注 カルボカインアンプル注1% メピバカイン塩酸塩注射液 1%10mL1管 日新製薬=アストラゼネカ
635 注 カルボカインアンプル注2% メピバカイン塩酸塩注射液 2%10mL1管 日新製薬=アストラゼネカ
636 注 マーカイン注0.25% ブピバカイン塩酸塩水和物注射液 0.25%10mLバイアル アストラゼネカ
637 注 マーカイン注0.5% ブピバカイン塩酸塩水和物注射液 0.5%10mLバイアル アストラゼネカ
638 注 マーカイン注脊麻用0.5%高比重 ブピバカイン塩酸塩水和物注射液 0.5%4mL1管 アストラゼネカ
639 注 マーカイン注脊麻用0.5%等比重 ブピバカイン塩酸塩水和物注射液 0.5%4mL1管 アストラゼネカ
640 注 オリベス点滴用1% リドカイン注射液 1%200mL1袋 高田
641 注 アナペイン注2mg/mL ロピバカイン塩酸塩水和物注射液 0.2%100mL1袋 アストラゼネカ
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642 注 アナペイン注7.5mg/mL ロピバカイン塩酸塩水和物注射液 0.75%20mL1管 アストラゼネカ
643 注 ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL 塩酸レボブピバカインキット 25mg10mL1筒 丸石
644 注 ポプスカイン0.5%注シリンジ50mg/10mL 塩酸レボブピバカインキット 50mg10mL1筒 丸石
645 注 ダントリウム静注用20mg ダントロレンナトリウム水和物注射用 20mg1瓶 オーファンパシフィック
646 注 ボトックス注用50単位 A型ボツリヌス毒素注射用 50単位1瓶 GSK
647 注 エスラックス静注50mg/5.0mL ロクロニウム臭化物注射液 50mg5mL1瓶 MSD
648 注 ブチルスコポラミン臭化物注20mg「NP」 ブチルスコポラミン臭化物注射液 2%1mL1管 ニプロ

649 注
ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ
「NP」

ブチルスコポラミン臭化物キット 20mg1mL1筒 ニプロ

650 注 アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 アトロピン硫酸塩注射液 0.05%1mL1管 田辺三菱
651 注 パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」 パパベリン塩酸塩注射液 4%1mL1管 日医工
652 注 ジギラノゲン注0.4mg デスラノシド注射液 0.02%2mL1管 共和クリティケア
653 注 ネオフィリン注250mg アミノフィリン注射液 2.5%10mL1管 エーザイ
654 注 ジプロフィリン注300mg「エーザイ」 ジプロフィリン注射液 15%2mL1管 エーザイ
655 注 プロタノールL注0.2mg l-イソプレナリン塩酸塩注射液 0.02%1mL1管 興和=興和創薬
656 注 エホチール注10mg エチレフリン塩酸塩注射液 1%1mL1管 日本ベーリンガー
657 注 ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「タイ ドパミン塩酸塩100mg5mL注射液 100mg5mL1管 武田テバファーマ=武田

658 注 カタボンLow注200mg ドパミン塩酸塩キット 0.1%200mL1袋
武田テバ薬品=武田テバファーマ
=武田

659 注 塩酸ドパミン注キット600 ドパミン塩酸塩キット 0.3%200mL1袋 共和クリティケア=持田
660 注 ドブトレックス注射液100mg ドブタミン塩酸塩注射液 100mg1管 塩野義=共和薬品
661 注 ミルリーラ注射液10mg ミルリノン注射液 10mg10mL1管 アステラス
662 注 アミサリン注100mg プロカインアミド塩酸塩注射液 10%1mL1管 第一三共
663 注 インデラル注射液2mg プロプラノロール塩酸塩注射液 0.1%2mL1管 アストラゼネカ
664 注 オノアクト点滴静注用50mg ランジオロール塩酸塩注射用(1) 50mg1瓶 小野
665 注 コアベータ静注用12.5mg ランジオロール塩酸塩注射用(2) 12.5mg1瓶 小野
666 注 ワソラン静注5mg ベラパミル塩酸塩注射液 0.25%2mL1管 エーザイ
667 注 メキシチール点滴静注125mg メキシレチン塩酸塩注射液 125mg5mL1管 日本ベーリンガー
668 注 サンリズム注射液50 ピルシカイニド塩酸塩水和物注射液 50mg5mL1管 第一三共
669 注 ソルダクトン静注用200mg カンレノ酸カリウム注射用 200mg1管 ファイザー
670 注 ダイアモックス注射用500mg アセタゾラミドナトリウム注射用 500mg1瓶 三和化学
671 注 ルネトロン注射液0.5mg ブメタニド注射液 0.5mg1管 第一三共
672 注 フロセミド注20mg「テバ」 フロセミド注射液 20mg1管 武田テバファーマ=武田
673 注 フロセミド注20mgシリンジ「テバ」 フロセミドキット 20mg2mL1筒 武田テバファーマ=武田
674 注 ペルジピン注射液2mg ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg2mL1管 アステラス
675 注 ペルジピン注射液10mg ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg10mL1管 アステラス
676 注 ニトプロ持続静注液6mg ニトロプルシドナトリウム水和物注射液 6mg2mL1管 丸石
677 注 ネオシネジンコーワ注1mg フェニレフリン塩酸塩注射液 0.1%1mL1管 興和=興和創薬
678 注 イミグラン注3 スマトリプタンコハク酸塩注射液 3mg1mL1管 GSK
679 注 イミグランキット皮下注3mg スマトリプタンコハク酸塩キット 3mg0.5mL1筒 GSK
680 注 ミオコール点滴静注50mg ニトログリセリン注射液 50mg100mL1袋 トーアエイヨー=アステラス
681 注 ニトロール点滴静注50mgバッグ 硝酸イソソルビド注射液 0.05%100mL1袋 エーザイ
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682 注 ヘルベッサー注射用50 ジルチアゼム塩酸塩注射用 50mg1瓶 田辺三菱
683 注 ハンプ注射用1000 カルペリチド(遺伝子組換え)注射用 1,000μg1瓶 第一三共

684 注 注射用アルテジール20
アルプロスタジル アルファデクス20μg
注射用

20μg1管 武田テバファーマ=武田

685 注 注射用アルテジール500
アルプロスタジル アルファデクス500μ
g注射用

500μg1瓶 武田テバファーマ=武田

686 注 シチコリンH注0.5g「KN」 シチコリン25%2mL注射液 25%2mL1管 小林化工

687 注 プリンク注10μg アルプロスタジル注射液 10μg2mL1管
武田テバファーマ=武田=アルフ
レッサファーマ

688 注 スロンノンHI注10mg/2mL アルガトロバン水和物注射液 10mg2mL1管 第一三共
689 注 エリル点滴静注液30mg ファスジル塩酸塩水和物注射液 30.8mg2mL1管 旭化成ファーマ
690 注 グリポーゼ配合点滴静注 濃グリセリン・果糖注射液 200mL1瓶 扶桑
691 注 テラプチク皮下・筋注30mg ジモルホラミン注射液 1.5%2mL1管 エーザイ
692 注 テラプチク静注45mg ジモルホラミン注射液 1.5%3mL1管 エーザイ
693 注 ロルファン注射液1mg レバロルファン酒石酸塩注射液 0.1%1mL1管 武田テバ薬品=武田
694 注 ドプラム注射液400mg ドキサプラム塩酸塩水和物注射液 20mg1mLバイアル キッセイ
695 注 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」 ナロキソン塩酸塩注射液 0.2mg1mL1管 第一三共=アルフレッサファーマ
696 注 フルマゼニル静注液0.2mg「マイラン」 フルマゼニル注射液 0.2mg2mL1管 富士薬品=ファイザー
697 注 メチエフ注40mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩注射液 4%1mL1管 田辺三菱
698 注 ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイ ブロムヘキシン塩酸塩注射液 0.2%2mL1管 武田テバファーマ=武田
699 注 ゾレア皮下注用150mg オマリズマブ(遺伝子組換え)注射用 150mg1瓶 ノバルティス
700 注 ゾレア皮下注用75mg オマリズマブ(遺伝子組換え)注射用 75mg1瓶 ノバルティス
701 注 ファモチジン静注20mg「日新」 ファモチジン注射液 20mg20mL1管 日新製薬
702 注 ザンタック注射液50mg ラニチジン塩酸塩注射液 2.5%2mL1管 GSK=第一三共
703 注 ドグマチール筋注50mg スルピリド注射液 50mg1管 アステラス
704 注 オメプラゾール注用20mg「NP」 オメプラゾールナトリウム注射用 20mg1瓶 ニプロ
705 注 ソルコセリル注2mL 幼牛血液抽出物注射液 2mL1管 東菱=大鵬薬品

706 注
グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL
「NK」

グラニセトロン塩酸塩キット 3mg50mL1袋 高田=日本化薬

707 注 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg パロノセトロン塩酸塩キット 0.75mg50mL1袋 大鵬薬品

708 注 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)静注
用(1)

100mg1瓶 田辺三菱

709 注 ゴナトロピン注用5000単位 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 5,000単位1管 あすか製薬=武田
710 注 ピトレシン注射液20 バソプレシン注射液 20単位1管 第一三共
711 注 ボスミン注1mg アドレナリン注射液 0.1%1mL1管 第一三共
712 注 アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 アドレナリンキット(1) 0.1%1mL1筒 テルモ

713 注 サクシゾン注射用100mg
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナト
リウム注射用

100mg1瓶(溶解液
付)

武田テバ薬品=武田テバファーマ
=武田

714 注 サクシゾン注射用300mg
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナト
リウム注射用

300mg1瓶(溶解液
付)

武田テバ薬品=武田テバファーマ
=武田

715 注
ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注
50mg/5mL

トリアムシノロンアセトニド注射液 10mg1mLバイアル BMS
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716 注 デキサート注射液1.65mg
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウ
ム注射液

1.65mg0.5mL1管 富士製薬

717 注 デキサート注射液3.3mg
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウ
ム注射液

3.3mg1mL1管 富士製薬

718 注 リメタゾン静注2.5mg
デキサメタゾンパルミチン酸エステル注
射液

2.5mg1mL1管 田辺三菱

719 注 リンデロン懸濁注
ベタメタゾン酢酸エステル・ベタメタゾン
リン酸エステルナトリウム懸濁注射液

2.5mg1管 塩野義

720 注
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa
注射用40mg「サワイ」

メチルプレドニゾロンコハク酸エステル
ナトリウム40mg注射用

40mg1瓶(溶解液付) 沢井

721 注
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa
注射用125mg「サワイ」

メチルプレドニゾロンコハク酸エステル
ナトリウム125mg注射用

125mg1瓶(溶解液
付)

沢井

722 注
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa
注射用500mg「サワイ」

メチルプレドニゾロンコハク酸エステル
ナトリウム500mg注射用

500mg1瓶(溶解液
付)

沢井

723 注 デポ・メドロール水懸注40mg メチルプレドニゾロン酢酸エステル注射 40mg1mL1瓶 ファイザー

724 注 水溶性プレドニン10mg
注射用プレドニゾロンコハク酸エステル
ナトリウム

10mg1管 塩野義

725 注 水溶性プレドニン20mg
注射用プレドニゾロンコハク酸エステル
ナトリウム

20mg1管 塩野義

726 注 テスチノンデポー筋注用125mg テストステロンエナント酸エステル注射 125mg1mL1管 持田
727 注 ノボリンR注100単位/mL インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液 100単位1mLバイア ノボ
728 注 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)注 100単位1mLバイア リリー
729 注 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)キッ 300単位1キット リリー

730 注 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)
キット

300単位1キット ノボ

731 注 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)
キット

300単位1キット ノボ

732 注 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)
キット(3)

450単位1キット サノフィ

733 注 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)キッ 300単位1キット ノボ

734 注 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)
キット

300単位1キット ノボ

735 注
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)
キット(2)

300単位1キット リリー

736 注 プロスタルモン・F注射液2000 ジノプロスト注射液 2mg2mL1管 小野
737 注 オクトレオチド皮下注100μg「あすか」 オクトレオチド酢酸塩注射液 100μg1mL1管 あすか製薬=武田

738 注 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キット
10mg1キット(溶解液
付)

ノバルティス

739 注 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キット
30mg1キット(溶解液
付)

ノバルティス

740 注 ゾラデックス3.6mgデポ ゴセレリン酢酸塩キット
3.6mg1筒(ゴセレリン
として)

アストラゼネカ
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741 注
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キット 3.75mg1筒 あすか製薬=武田

742 注 リュープリンSR注射用キット11.25mg リュープロレリン酢酸塩キット 11.25mg1筒 武田
743 注 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キット 22.5mg1筒 武田
744 注 ビクトーザ皮下注18mg リラグルチド(遺伝子組換え)キット 18mg3mL1キット ノボ

745 注 ビデュリオン皮下注用2mg エキセナチドキット(2)
2mg1キット(懸濁用
液付)

アストラゼネカ

746 注 ゴナックス皮下注用80mg デガレリクス酢酸塩注射用 80mg1瓶 アステラス
747 注 ゴナックス皮下注用120mg デガレリクス酢酸塩注射用 120mg1瓶 アステラス
748 注 ソマチュリン皮下注90mg ランレオチド酢酸塩キット 90mg1筒 帝人ファーマ

749 注 ジオン注無痛化剤付
硫酸アルミニウムカリウム水和物・タン
ニン酸注射液

10mL1瓶(希釈液付) 田辺三菱

750 注 セファランチン注10mg セファランチン注射液 0.5%2mL1管 化研生薬
751 注 オキサロール注5μg マキサカルシトール注射液 5μg1mL1管 中外
752 注 ロカルトロール注1 カルシトリオール注射液 1μg1mL1管 協和発酵キリン
753 注 アリナミンF10注 フルスルチアミン塩酸塩注射液 10mg1管 武田テバ薬品=武田
754 注 アリナミンF100注 フルスルチアミン塩酸塩注射液 100mg20mL1管 武田テバ薬品=武田
755 注 パンテニール注100mg パンテノール注射液 100mg1管 共和クリティケア=日本ジェネリッ
756 注 メチコバール注射液500μg メコバラミン注射液 0.5mg1管 エーザイ
757 注 ケイツーN静注10mg メナテトレノン注射液(2) 10mg1管 エーザイ

758 注 ノルニチカミン注
チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤注
射液

10mL1管 日新製薬=岩城

759 注 オーツカMV注
高カロリー輸液用総合ビタミン剤(2)注
射液

1瓶1管1組 大塚工場=大塚製薬

760 注 カルチコール注射液8.5%5mL グルコン酸カルシウム水和物注射液 8.5%5mL1管 日医工
761 注 フェジン静注40mg 含糖酸化鉄注射液 40mg2mL1管 日医工

762 注
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット
「テルモ」

L-アスパラギン酸カリウムキット 17.12%10mL1キット テルモ

763 注 ミネリック-5配合点滴静注シリンジ
塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤
キット(1)

2mL1筒 ニプロ=沢井

764 注 ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」 ブドウ糖注射液キット(5) 50%20mL1筒 テルモ

765 注 5%ブドウ糖注射液「ニッシン」 ブドウ糖5%20mL注射液 5%20mL1管
日新製薬=共和クリティケア=ファ
イザー=日本ジェネリック=富士フ
イルムファーマ

766 注 20%ブドウ糖注射液「ニッシン」 ブドウ糖20%20mL注射液 20%20mL1管
日新製薬=共和クリティケア=ファ
イザー=富士フイルムファーマ=日
本ジェネリック

767 注 大塚糖液50% ブドウ糖注射液 50%200mL1袋 大塚工場=大塚製薬
768 注 大塚糖液5% ブドウ糖注射液 5%500mL1袋 大塚工場=大塚製薬
769 注 大塚糖液10% ブドウ糖注射液 10%500mL1袋 大塚工場=大塚製薬
770 注 光糖液5% ブドウ糖注射液 5%50mL1瓶 光
771 注 キシリトール注20%*(大塚製薬工場) キシリトール注射液 20%20mL1管 大塚工場=大塚製薬
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772 注 キリット注5% キシリトール注射液 5%500mL1袋 大塚工場=大塚製薬
773 注 ハイカリック液-1号 高カロリー輸液用基本液(5-1) 700mL1袋 テルモ
774 注 ハイカリックRF輸液 高カロリー輸液用基本液(5-7) 1L1袋 テルモ
775 注 アミノレバン点滴静注 肝不全用アミノ酸製剤(1)注射液 200mL1袋 大塚工場=大塚製薬
776 注 アミノレバン点滴静注 肝不全用アミノ酸製剤(1)注射液 500mL1袋 大塚工場=大塚製薬
777 注 キドミン輸液 腎不全用アミノ酸製剤(2-1)注射液 200mL1袋 大塚工場=大塚製薬
778 注 ピーエヌツイン-1号輸液 アミノ酸・糖・電解質(3-1)キット 1キット エイワイファーマ=陽進堂
779 注 ピーエヌツイン-2号輸液 アミノ酸・糖・電解質(3-2)キット 1キット エイワイファーマ=陽進堂
780 注 フルカリック1号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-1)キッ 903mL1キット テルモ=田辺三菱
781 注 フルカリック2号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-2)キッ 1003mL1キット テルモ=田辺三菱
782 注 フルカリック3号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-3)キッ 1103mL1キット テルモ=田辺三菱
783 注 ネオパレン1号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-1)キッ 1500mL1キット 大塚工場=大塚製薬
784 注 ネオパレン2号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-2)キッ 1500mL1キット 大塚工場=大塚製薬
785 注 アミグランド輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(3-1)キッ 500mL1キット テルモ=田辺三菱
786 注 ビーフリード輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(4)キット 1L1キット 大塚工場=大塚製薬
787 注 エルネオパ1号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-3)キッ 1000mL1キット 大塚工場=大塚製薬
788 注 エルネオパ2号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-4)キッ 1000mL1キット 大塚工場=大塚製薬
789 注 ラエンネック 胎盤加水分解物注射液 2mL1管 日本生物

790 注 エフエーミック注1mL
肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレ
オチド注射液

1mL1管 鶴原

791 注 イントラリポス輸液20% ダイズ油注射液 20%100mL1袋 大塚工場=大塚製薬
792 注 生理食塩液「マイラン」 生理食塩液20mL注射液 20mL1管 マイラン=ファイザー=沢井
793 注 大塚生食注 生理食塩液 100mL1瓶 大塚工場=大塚製薬
794 注 大塚生食注 生理食塩液 250mL1瓶 大塚工場=大塚製薬
795 注 大塚生食注 生理食塩液 500mL1瓶 大塚工場=大塚製薬
796 注 大塚生食注 生理食塩液 1L1瓶 大塚工場=大塚製薬
797 注 大塚生食注 生理食塩液 500mL1袋 大塚工場=大塚製薬
798 注 生理食塩液バッグ「フソー」 生理食塩液 1L1袋 扶桑
799 注 生理食塩液PL「フソー」 生理食塩液 50mL1瓶 扶桑
800 注 大塚生食注 生理食塩液 250mL1袋 大塚工場=大塚製薬
801 注 生食溶解液キットH 生理食塩液キット(2) 50mL1キット ニプロ=光
802 注 生食注シリンジ「NP」 生理食塩液キット(5) 20mL1筒 ニプロ
803 注 大塚生食注2ポート100mL 生理食塩液キット(6) 100mL1キット 大塚工場=大塚製薬
804 注 KCL注20mEqキット「テルモ」 塩化カリウム注射液キット 1モル20mL1キット テルモ
805 注 塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」 塩化ナトリウム注射液キット 10%20mL1筒 テルモ

806 注 ボルベン輸液6%
ヒドロキシエチルデンプン130000注射
液

6%500mL1袋
フレゼニウスK=大塚工場=大塚製
薬

807 注 ソリタ-T1号輸液 開始液(1) 200mL1瓶 エイワイファーマ=陽進堂
808 注 リプラス1号輸液 開始液(1) 500mL1袋 扶桑
809 注 低分子デキストラン糖注*(大塚製薬工場) デキストラン40・ブドウ糖注射液 500mL1袋 大塚工場=大塚製薬
810 注 ソルデム3PG輸液 維持液(17) 500mL1袋 テルモ
811 注 ハルトマン-G3号輸液 維持液(3) 500mL1瓶 共和クリティケア
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812 注 ソリタ-T3号G輸液 維持液(4) 200mL1瓶 エイワイファーマ=陽進堂
813 注 KN3号輸液 維持液(6) 500mL1袋 大塚工場=大塚製薬
814 注 KN3号輸液 維持液(6) 200mL1袋 大塚工場=大塚製薬
815 注 ソリタ-T4号輸液 術後回復液(2) 200mL1瓶 エイワイファーマ=陽進堂
816 注 ポタコールR輸液 乳酸リンゲル液(マルトース加) 500mL1袋 大塚工場=大塚製薬
817 注 アクチット輸液 酢酸維持液(1) 200mL1瓶 興和=扶桑
818 注 ヴィーンD輸液 酢酸リンゲル液(ブドウ糖加) 500mL1瓶 興和=扶桑
819 注 アルトフェッド注射液 酢酸維持液(2) 500mL1袋 扶桑
820 注 ソリューゲンF注 酢酸リンゲル液 500mL1瓶 共和クリティケア=ニプロ=光
821 注 フィジオ140輸液 酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)(2-2) 500mL1袋 大塚工場=大塚製薬

822 注
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注
液50mg「日医工」

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水
和物注射液

0.5%10mL1管 日医工

823 注 トランサミン注5% トラネキサム酸注射液 5%5mL1管 第一三共
824 注 トラネキサム酸注射液1000mg「テバ」 トラネキサム酸注射液 10%10mL1管 武田テバファーマ=武田
825 注 レプチラーゼ注1単位 ヘモコアグラーゼ注射液 1単位1mL1管 東菱=ゼリア
826 注 プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 プロタミン硫酸塩注射液 1%10mLバイアル 持田
827 注 オルダミン注射用1g モノエタノールアミンオレイン酸塩注射 10%10g1瓶 富士化学=あすか製薬=武田
828 注 ポリドカスクレロール1%注2mL ポリドカノール注射液 1%2mL1管 カイゲンファーマ=ゼリア
829 注 ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワ ヘパリンカルシウム注射液 20,000単位1瓶 沢井
830 注 ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 ヘパリンナトリウム注射液 5,000単位5mL1瓶 持田
831 注 ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL ヘパリンナトリウム注射液 10,000単位10mL1瓶 エイワイファーマ=陽進堂

832 注
ヘパリンNa透析用250単位/mL「フソー」
20mL

ヘパリンナトリウム注射液 5,000単位20mL1管 扶桑

833 注
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キット 1,000単位10mL1筒 大塚工場=大塚製薬

834 注 アリクストラ皮下注5mg フォンダパリヌクスナトリウムキット 5mg0.4mL1筒 GSK=アスペン
835 注 アリクストラ皮下注7.5mg フォンダパリヌクスナトリウムキット 7.5mg0.6mL1筒 GSK=アスペン

836 注 リコモジュリン点滴静注用12800
トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組
換え)注射用

12,800単位1瓶 旭化成ファーマ

837 注 ノイトロジン注100μg レノグラスチム(遺伝子組換え)注射用 100μg1瓶(溶解液 中外
838 注 フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」 フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット 75μg0.3mL1筒 日本化薬

839 注 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)
キット

3.6mg0.36mL1筒 協和発酵キリン

840 注 プリズバインド静注液2.5g イダルシズマブ(遺伝子組換え)注射液 2.5g50mL1瓶 日本ベーリンガー

841 注 キンダリー透析剤AF3号 人工透析液(2-9)
9L1瓶(炭酸水素ナト
リウム液付)

扶桑

842 注 キンダリー透析剤AF3P号 人工透析液(2-10)
10L1瓶(炭酸水素ナ
トリウム付)

扶桑

843 注 サブラッド血液ろ過用補充液BSG 人工透析液(3-5)キット 2020mL1キット 扶桑

844 注 強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL
グリチルリチン・グリシン・システイン配
合剤注射液

20mL1管 ミノファーゲン=EAファーマ
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845 注
強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ
20mL

グリチルリチン・グリシン・システイン配
合剤キット

20mL1筒 ミノファーゲン=EAファーマ

846 注 ミノフィット注40mLシリンジ
グリチルリチン・グリシン・システイン配
合剤キット

40mL1筒 テルモ

847 注 メイロン静注8.4% 炭酸水素ナトリウム注射液 8.4%20mL1管 大塚工場=大塚製薬
848 注 パム静注500mg プラリドキシムヨウ化物注射液 2.5%20mL1管 大日本住友
849 注 レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクル レボホリナートカルシウム注射用 25mg1瓶 ヤクルト
850 注 レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクル レボホリナートカルシウム注射用 100mg1瓶 ヤクルト
851 注 ブリディオン静注200mg スガマデクスナトリウム注射液 200mg2mL1瓶 MSD
852 注 ウロキナーゼ注「フジ」60,000 ウロキナーゼ注射用 60,000単位1瓶 わかもと
853 注 ウロキナーゼ注「フジ」24万 ウロキナーゼ注射用 240,000単位1瓶 わかもと

854 注 グルトパ注600万 アルテプラーゼ(遺伝子組換え)注射用
600万国際単位1瓶
(溶解液付)

田辺三菱

855 注 グルトパ注1200万 アルテプラーゼ(遺伝子組換え)注射用
1,200万国際単位1
瓶(溶解液付)

田辺三菱

856 注 グルトパ注2400万 アルテプラーゼ(遺伝子組換え)注射用
2,400万国際単位1
瓶(溶解液付)

田辺三菱

857 注 クリアクター静注用80万 モンテプラーゼ(遺伝子組換え)注射用 80万国際単位1瓶 エーザイ

858 注 アデホス-Lコーワ注40mg
アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物
注射液

40mg1管 興和=興和創薬

859 注 エルカトニン筋注20単位「サワイ」
エルカトニン20エルカトニン単位1mL注
射液

20エルカトニン単位
1mL1管

沢井

860 注 エルシトニン注20Sディスポ エルカトニンキット
20エルカトニン単位
1mL1筒

旭化成ファーマ

861 注
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100mg注射用 100mg1瓶 沢井

862 注
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500mg注射用 500mg1瓶 沢井

863 注 ミラクリッド注射液5万単位 ウリナスタチン注射液 50,000単位1mL1管 持田
864 注 ナファモスタット注射用10mg「SW」 ナファモスタットメシル酸塩10mg注射用 10mg1瓶 沢井
865 注 ナファモスタット注射用50mg「SW」 ナファモスタットメシル酸塩50mg注射用 50mg1瓶 沢井
866 注 アルツディスポ関節注25mg ヒアルロン酸ナトリウムキット 1%2.5mL1筒 生化学=科研
867 注 スベニールディスポ関節注25mg ヒアルロン酸ナトリウムキット 1%2.5mL1筒 中外
868 注 キサンボンS注射液40mg オザグレルナトリウム注射液 40mg5mL1管 キッセイ

869 注 エスポー皮下用24000シリンジ
エポエチン アルファ(遺伝子組換え)
キット

24,000国際単位
0.5mL1筒

協和発酵キリン

870 注 エポジン注シリンジ750 エポエチン ベータ(遺伝子組換え)キット
750国際単位0.5mL1
筒

中外

871 注 エポジン注シリンジ1500 エポエチン ベータ(遺伝子組換え)キット
1,500国際単位
0.5mL1筒

中外

872 注 エポジン注シリンジ3000 エポエチン ベータ(遺伝子組換え)キット
3,000国際単位
0.5mL1筒

中外
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873 注 エポジン注シリンジ6000 エポエチン ベータ(遺伝子組換え)キット
6,000国際単位
0.5mL1筒

中外

874 注 注射用エラスポール100 シベレスタットナトリウム水和物注射用 100mg1瓶 小野

875 注
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ
「NK」

ゾレドロン酸水和物注射液(1) 4mg100mL1袋 高田=日本化薬

876 注 エンブレル皮下注用25mg エタネルセプト(遺伝子組換え)注射用 25mg1瓶 ファイザー=武田
877 注 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)キット(1) 25mg0.5mL1筒 ファイザー=武田
878 注 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)キット(1) 50mg1mL1筒 ファイザー=武田

879 注 ネスプ注射液10μgプラシリンジ
ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換
え)キット(4)

10μg0.5mL1筒 協和発酵キリン

880 注 ネスプ注射液20μgプラシリンジ
ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換
え)キット(4)

20μg0.5mL1筒 協和発酵キリン

881 注 ネスプ注射液30μgプラシリンジ
ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換
え)キット(4)

30μg0.5mL1筒 協和発酵キリン

882 注 ネスプ注射液60μgプラシリンジ
ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換
え)キット(4)

60μg0.5mL1筒 協和発酵キリン

883 注 ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL アダリムマブ(遺伝子組換え)キット 40mg0.8mL1筒 アッヴィ=エーザイ
884 注 オレンシア点滴静注用250mg アバタセプト(遺伝子組換え)注射用 250mg1瓶 BMS=小野
885 注 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)キット(1) 125mg1mL1筒 BMS=小野

886 注 ミルセラ注シリンジ75μg
エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換
え)キット

75μg0.3mL1筒 中外

887 注 ミルセラ注シリンジ100μg
エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換
え)キット

100μg0.3mL1筒 中外

888 注 ミルセラ注シリンジ150μg
エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換
え)キット

150μg0.3mL1筒 中外

889 注 プラリア皮下注60mgシリンジ デノスマブ(遺伝子組換え)キット 60mg1mL1筒 第一三共
890 注 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キット 1mg1mL1筒 中外=大正富山
891 注 注射用エンドキサン100mg シクロホスファミド水和物注射用 100mg1瓶 塩野義
892 注 注射用エンドキサン500mg シクロホスファミド水和物注射用 500mg1瓶 塩野義
893 注 5-FU注1000mg フルオロウラシル注射液 1,000mg1瓶 協和発酵キリン
894 注 5-FU注250mg フルオロウラシル注射液 250mg1瓶 協和発酵キリン
895 注 ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 ゲムシタビン塩酸塩注射用 200mg1瓶 日本化薬
896 注 ゲムシタビン点滴静注用1g「NK」 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1g1瓶 日本化薬
897 注 アリムタ注射用500mg ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500mg1瓶 リリー
898 注 アリムタ注射用100mg ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 100mg1瓶 リリー
899 注 マイトマイシン注用2mg マイトマイシンC注射用 2mg1瓶 協和発酵キリン
900 注 マイトマイシン注用10mg マイトマイシンC注射用 10mg1瓶 協和発酵キリン
901 注 アドリアシン注用10 ドキソルビシン塩酸塩注射用 10mg1瓶 協和発酵キリン
902 注 テラルビシン注射用10mg ピラルビシン塩酸塩注射用 10mg1瓶 MeijiSeika
903 注 テラルビシン注射用20mg ピラルビシン塩酸塩注射用 20mg1瓶 MeijiSeika
904 注 ピノルビン注射用20mg ピラルビシン塩酸塩注射用 20mg1瓶 マイクロバイオ=日本化薬
905 注 エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL エピルビシン塩酸塩注射液 10mg5mL1瓶 日本化薬
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906 注
エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL
「NK」

エピルビシン塩酸塩注射液 50mg25mL1瓶 日本化薬

907 注 オンコビン注射用1mg ビンクリスチン硫酸塩注射用 1mg1瓶 日本化薬
908 注 ラステット注100mg/5mL エトポシド注射液 100mg5mL1瓶 日本化薬
909 注 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 40mg2mL1瓶 マイラン=ファイザー=日本化薬
910 注 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg イリノテカン塩酸塩水和物注射液 100mg5mL1瓶 マイラン=ファイザー=日本化薬

911 注 タキソテール点滴静注用20mg ドセタキセル水和物注射液
20mg0.5mL1瓶(溶解
液付)

サノフィ

912 注 ドセタキセル点滴静注用20mg「あすか」 ドセタキセル注射液
20mg0.5mL1瓶(溶解
液付)

あすか製薬=武田

913 注 タキソテール点滴静注用80mg ドセタキセル水和物注射液
80mg2mL1瓶(溶解
液付)

サノフィ

914 注 ドセタキセル点滴静注用80mg「あすか」 ドセタキセル注射液
80mg2mL1瓶(溶解
液付)

あすか製薬=武田

915 注 パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 パクリタキセル注射液 30mg5mL1瓶 日本化薬
916 注 パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 パクリタキセル注射液 100mg16.7mL1瓶 日本化薬
917 注 ナベルビン注10 ビノレルビン酒石酸塩注射液 10mg1mL1瓶 協和発酵キリン
918 注 アブラキサン点滴静注用100mg パクリタキセル(アルブミン懸濁型)注射 100mg1瓶 大鵬薬品
919 注 ランダ注10mg/20mL シスプラチン注射液 10mg20mL1瓶 日本化薬
920 注 ランダ注25mg/50mL シスプラチン注射液 25mg50mL1瓶 日本化薬
921 注 ランダ注50mg/100mL シスプラチン注射液 50mg100mL1瓶 日本化薬
922 注 カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 カルボプラチン注射液 50mg5mL1瓶 マイラン=ファイザー=日本化薬
923 注 カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 カルボプラチン注射液 150mg15mL1瓶 マイラン=ファイザー=日本化薬
924 注 カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 カルボプラチン注射液 450mg45mL1瓶 マイラン=ファイザー=日本化薬
925 注 ハーセプチン注射用60 トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用 60mg1瓶(溶解液付) 中外
926 注 ハーセプチン注射用150 トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用 150mg1瓶(溶解液 中外
927 注 エルプラット点滴静注液50mg オキサリプラチン注射液 50mg10mL1瓶 ヤクルト
928 注 エルプラット点滴静注液100mg オキサリプラチン注射液 100mg20mL1瓶 ヤクルト
929 注 ベルケイド注射用3mg ボルテゾミブ注射用 3mg1瓶 ヤンセン
930 注 アバスチン点滴静注用100mg/4mL ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液 100mg4mL1瓶 中外
931 注 アバスチン点滴静注用400mg/16mL ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液 400mg16mL1瓶 中外
932 注 アービタックス注射液100mg セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液 100mg20mL1瓶 メルクセローノ
933 注 ベクティビックス点滴静注100mg パニツムマブ(遺伝子組換え)注射液 100mg5mL1瓶 武田
934 注 ベクティビックス点滴静注400mg パニツムマブ(遺伝子組換え)注射液 400mg20mL1瓶 武田
935 注 ハラヴェン静注1mg エリブリンメシル酸塩注射液 1mg2mL1瓶 エーザイ
936 注 フェソロデックス筋注250mg フルベストラントキット 250mg5mL1筒 アストラゼネカ
937 注 パージェタ点滴静注420mg/14mL ペルツズマブ(遺伝子組換え)注射液 420mg14mL1瓶 中外

938 注 カドサイラ点滴静注用100mg
トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組
換え)注射用

100mg1瓶 中外

939 注 カドサイラ点滴静注用160mg
トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組
換え)注射用

160mg1瓶 中外

940 注 サイラムザ点滴静注液100mg ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液 100mg10mL1瓶 リリー
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941 注 サイラムザ点滴静注液500mg ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液 500mg50mL1瓶 リリー
942 注 ピシバニール注射用5KE 溶連菌抽出物注射用 5KE1瓶(溶解液付) 中外
943 注 ポララミン注5mg クロルフェニラミンマレイン酸塩注射液 0.5%1mL1管 高田

944 注
クリンダマイシンリン酸エステル注射液
300mg「サワイ」

クリンダマイシンリン酸エステル注射液 300mg1管 沢井

945 注
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g
「MEEK」

バンコマイシン塩酸塩注射用 0.5g1瓶 小林化工=MeijiSeika

946 注 ハベカシン注射液200mg アルベカシン硫酸塩注射液 200mg4mL1管 MeijiSeika
947 注 テイコプラニン点滴静注用200mg「NP」 テイコプラニン注射用 200mg1瓶 ニプロ
948 注 アミカシン硫酸塩注射用100mg「日医工」 アミカシン硫酸塩注射用 100mg1瓶 日医工
949 注 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注射用 1g1瓶 沢井
950 注 セファピコール静注用1g セフォチアム塩酸塩静注用 1g1瓶 武田テバファーマ=武田

951 注 セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」 セフォチアム塩酸塩キット(2)
1g1キット(生理食塩
液100mL付)

日医工

952 注 セファゾリンNa注射用1g「タイヨー」 セファゾリンナトリウム注射用 1g1瓶 武田テバファーマ=武田

953 注
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オー
ツカ」

セファゾリンナトリウムキット(3)
1g1キット(生理食塩
液100mL付)

大塚工場=大塚製薬

954 注
セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッ
グ1g「NP」

セフメタゾールナトリウムキット(2)
1g1キット(生理食塩
液100mL付)

ニプロ

955 注 モベンゾシン静注用1g セフタジジム水和物静注用 1g1瓶 武田テバファーマ=武田=ケミファ
956 注 セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」 セフトリアキソンナトリウム水和物静注 1g1瓶 沢井

957 注
セフトリアキソンナトリウム点滴静注用
バッグ1g「ファイザー」

セフトリアキソンナトリウム水和物キット
1g1キット(生理食塩
液100mL付)

ファイザー

958 注 硫酸セフピロム静注用1g「マイラン」 セフピロム硫酸塩静注用 1g1瓶 マイラン=ファイザー
959 注 注射用マキシピーム1g セフェピム塩酸塩水和物注射用 1g1瓶 BMS
960 注 フルマリン静注用1g フロモキセフナトリウム静注用 1g1瓶 塩野義

961 注 フルマリンキット静注用1g フロモキセフナトリウムキット
1g1キット(生理食塩
液100mL付)

塩野義

962 注 パニマイシン注射液100mg ジベカシン硫酸塩注射液 100mg1管 MeijiSeika
963 注 ゲンタシン注40 ゲンタマイシン硫酸塩注射液 40mg1管 MSD
964 注 ホスホマイシンNa静注用2g「NP」 ホスホマイシンナトリウム静注用 2g1瓶 ニプロ
965 注 メロペネム点滴静注用0.5g「タイヨー」 メロペネム水和物注射用 500mg1瓶 武田テバファーマ=武田

966 注 メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「明治」 メロペネム水和物キット
500mg1キット(生理
食塩液100mL付)

MeijiSeika

967 注 オメガシン点滴用0.3g ビアペネム注射用 300mg1瓶 MeijiSeika

968 注 フィニバックスキット点滴静注用0.25g ドリペネム水和物キット
250mg1キット(生理
食塩液100mL付)

塩野義

969 注 ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ
スルバクタムナトリウム・セフォペラゾン
ナトリウムキット

(1g)1キット(生理食
塩液100mL付)

ニプロ

970 注 インダスト点滴静注用0.5g
イミペネム水和物・シラスタチンナトリウ
ム注射用

500mg1瓶 武田テバファーマ=武田
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971 注 チエナム点滴静注用キット0.5g
イミペネム水和物・シラスタチンナトリウ
ムキット(1)

500mg1キット(生理
食塩液100mL付)

MSD

972 注 ユーシオン-S静注用1.5g
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナ
トリウム静注用

(1.5g)1瓶 沢井

973 注 ユナシン-Sキット静注用3g
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナ
トリウム静注用キット

(3g)1キット(生理食
塩液100mL付)

ファイザー

974 注 ゾシン静注用4.5
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム静注用

(4.5g)1瓶 大鵬薬品=大正富山

975 注 エリスロシン点滴静注用500mg エリスロマイシンラクトビオン酸塩注射 500mg1瓶 マイランEPD
976 注 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」 ストレプトマイシン硫酸塩注射用 1g1瓶 MeijiSeika
977 注 硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」 カナマイシン硫酸塩注射液 1g1管 MeijiSeika
978 注 ファンガード点滴用50mg ミカファンギンナトリウム注射用 50mg1瓶 アステラス
979 注 ブイフェンド200mg静注用 ボリコナゾール静注用 200mg1瓶 ファイザー
980 注 シプロフロキサシン点滴静注液200mg シプロフロキサシン注射液 200mg100mL1袋 ニプロ
981 注 ザイボックス注射液600mg リネゾリド注射液 600mg300mL1袋 ファイザー

982 注
アシクロビル点滴静注液250mgバッグ
100mL「アイロム」

アシクロビルキット 250mg100mL1袋 共和クリティケア=扶桑

983 注 デノシン点滴静注用500mg ガンシクロビル静注用 500mg1瓶 田辺三菱
984 注 ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg ペラミビル水和物注射液 300mg60mL1袋 塩野義
985 注 ニューモバックスNP 肺炎球菌ワクチン 0.5mL1瓶 MSD
986 注 ヘプタバックス-II 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由 0.5mL1瓶 MSD
987 注 沈降破傷風トキソイド″化血研″ 沈降破傷風トキソイド 0.5mL1瓶 化血研=アステラス

988 注 乾燥まむし抗毒素″化血研″ 乾燥まむしウマ抗毒素
各6,000単位入1瓶
(溶解液付)

化血研=アステラス

989 注 赤十字アルブミン5%静注12.5g/250mL 人血清アルブミン注射液 5%250mL1瓶 日本血液製剤機構

990 注 献血アルブミン25″化血研″ 人血清アルブミン注射液 25%50mL1瓶
化血研=アルフレッサファーマ=ア
ステラス

991 注 赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL 人血清アルブミン注射液 25%50mL1瓶 日本血液製剤機構
992 注 グロブリン筋注450mg/3mL「ベネシス」 人免疫グロブリン 150mg1mL 日本血液製剤機構
993 注 テタガムP筋注シリンジ250 抗破傷風人免疫グロブリンキット 250国際単位1mL1 CSLベーリング

994 注 ノイアート静注用1500単位 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
1,500単位1瓶(溶解
液付)

日本血液製剤機構

995 注 献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g/50mL
ポリエチレングリコール処理人免疫グ
ロブリン注射液

2.5g50mL1瓶 日本血液製剤機構

996 注 ヘブスブリンIH静注1000単位
ポリエチレングリコール処理抗HBs人
免疫グロブリン

1,000単位5mL1瓶 日本血液製剤機構

997 注 一般診断用精製ツベルクリン(PPD) 精製ツベルクリン 1μg1瓶(溶解液付) 日本BCG

998 注 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 精製ツベルクリン
(一般診断用・1人
用)0.25μg1瓶(溶解
液付)

日本BCG

999 注 ベタフェロン皮下注用960万国際単位
インターフェロン ベータ-1b(遺伝子組
換え)注射用

960万国際単位1瓶
(溶解液付)

バイエル
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1000 注 ペガシス皮下注180μg
ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝
子組換え)注射液

180μg1mL1瓶 中外

1001 注 ペグイントロン皮下注用50μg/0.5mL用
ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝
子組換え)注射用

50μg1瓶(溶解液付) MSD

1002 注 ペグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用
ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝
子組換え)注射用

100μg1瓶(溶解液
付)

MSD

1003 注 アクテムラ点滴静注用200mg トシリズマブ(遺伝子組換え)注射液 200mg10mL1瓶 中外
1004 注 アクテムラ点滴静注用80mg トシリズマブ(遺伝子組換え)注射液 80mg4mL1瓶 中外
1005 注 アクテムラ点滴静注用400mg トシリズマブ(遺伝子組換え)注射液 400mg20mL1瓶 中外
1006 注 アクテムラ皮下注162mgオートインジェク トシリズマブ(遺伝子組換え)キット(2) 162mg0.9mL1キット 中外

1007 注 アボネックス筋注30μgペン
インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組
換え)キット

30μg0.5mL1キット バイオジェン

1008 注 バクトラミン注
スルファメトキサゾール・トリメトプリム
注射液

5mL1管 中外

1009 注 注射用蒸留水 注射用水 5mL1管 共和クリティケア
1010 注 大塚蒸留水 注射用水 20mL1管 大塚工場=大塚製薬
1011 注 大塚蒸留水 注射用水 100mL1瓶 大塚工場=大塚製薬
1012 注 大塚蒸留水 注射用水 500mL1瓶 大塚工場=大塚製薬
1013 注 大塚蒸留水 注射用水 1L1瓶 大塚工場=大塚製薬

1014 注 リピオドール480注10mL
ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル
注射液

10mL1管 ゲルベ=富士製薬

1015 注 ビリスコピン点滴静注50 イオトロクス酸メグルミン注射液 10.55%100mL1瓶 バイエル
1016 注 イオパミロン注300 イオパミドール注射液 61.24%100mL1瓶 バイエル
1017 注 イオパミロン注300シリンジ イオパミドールキット 61.24%100mL1筒 バイエル
1018 注 バイステージ注300シリンジ100mL イオパミドールキット 61.24%100mL1筒 武田テバファーマ
1019 注 バイステージ注370シリンジ100mL イオパミドールキット 75.52%100mL1筒 武田テバファーマ
1020 注 イオパミロン注370シリンジ イオパミドールキット 75.52%100mL1筒 バイエル
1021 注 オムニパーク240注10mL イオヘキソール注射液 51.77%10mL1瓶 第一三共
1022 注 イオヘキソール300注20mL「HK」 イオヘキソール注射液 64.71%20mL1瓶 光
1023 注 オムニパーク300注シリンジ100mL イオヘキソールキット 64.71%100mL1筒 第一三共
1024 注 オムニパーク350注シリンジ100mL イオヘキソールキット 75.49%100mL1筒 第一三共
1025 注 オムニパーク300注シリンジ150mL イオヘキソールキット 64.71%150mL1筒 第一三共
1026 注 オムニパーク300注100mL イオヘキソール注射液 64.71%100mL1瓶 第一三共
1027 注 ビジパーク270注20mL イオジキサノール注射液 54.97%20mL1瓶 第一三共
1028 注 LH-RH注0.1mg「タナベ」 ゴナドレリン酢酸塩注射液 0.1mg1管 田辺三菱
1029 注 ヒルトニン2mg注射液 プロチレリン酒石酸塩水和物注射液 2mg1mL1管 武田テバ薬品=武田
1030 注 ヒトCRH静注用100μg「タナベ」 コルチコレリン(ヒト)注射用 100μg1瓶(溶解液 田辺三菱
1031 注 ジアグノグリーン注射用25mg インドシアニングリーン注射用 25mg1瓶(溶解液付) 第一三共
1032 注 インジゴカルミン注20mg「第一三共」 インジゴカルミン注射液 0.4%5mL1管 第一三共
1033 注 アンチレクス静注10mg エドロホニウム塩化物注射液 1%1mL1管 杏林
1034 注 グルカゴンGノボ注射用1mg グルカゴン(遺伝子組換え)注射用 1mg1瓶(溶解液付) ノボ=EAファーマ
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1035 注
ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シ
リンジ15mL「DK」

ガドペンテト酸メグルミンキット 37.14%15mL1筒 大興=光

1036 注 マグネビスト静注シリンジ ガドペンテト酸メグルミンキット 37.14%15mL1筒 バイエル
1037 注 オムニスキャン静注32%シリンジ10mL ガドジアミド水和物キット 32.3%10mL1筒 第一三共
1038 注 オムニスキャン静注32%シリンジ15mL ガドジアミド水和物キット 32.3%15mL1筒 第一三共
1039 注 ソナゾイド注射用16μL ペルフルブタン注射用 1瓶(溶解液付) 第一三共
1040 注 EOB・プリモビスト注シリンジ ガドキセト酸ナトリウムキット 18.143%10mL1筒 バイエル
1041 注 モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」 モルヒネ塩酸塩注射液 1%1mL1管 武田
1042 注 モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」 モルヒネ塩酸塩注射液 1%5mL1管 武田
1043 注 オピスタン注射液35mg ペチジン塩酸塩注射液 3.5%1mL1管 田辺三菱工場=田辺三菱
1044 注 ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」 ペチジン塩酸塩注射液 3.5%1mL1管 武田
1045 注 フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」 フェンタニルクエン酸塩注射液 0.005%2mL1管 第一三共プロファーマ=第一三共
1046 注 レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 レミフェンタニル塩酸塩注射用 2mg1瓶 丸石=第一三共
1047 外 笑気ガス<ショウワ> 亜酸化窒素 1g 昭和電工=大陽日酸
1048 外 セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 セボフルラン吸入剤 1mL マイラン=ファイザー
1049 外 アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「日新」 アセトアミノフェン坐剤 50mg1個 日新製薬
1050 外 アンヒバ坐剤小児用100mg アセトアミノフェン坐剤 100mg1個 マイランEPD
1051 外 アンヒバ坐剤小児用200mg アセトアミノフェン坐剤 200mg1個 マイランEPD
1052 外 ボルタレンサポ12.5mg ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg1個 ノバルティス
1053 外 ボルタレンサポ25mg ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg1個 ノバルティス
1054 外 ボルタレンサポ50mg ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg1個 ノバルティス
1055 外 レペタン坐剤0.2mg ブプレノルフィン塩酸塩坐剤 0.2mg1個 大塚製薬
1056 外 ノルスパンテープ5mg ブプレノルフィン貼付剤 5mg1枚 ムンディファーマ=久光
1057 外 ニュープロパッチ4.5mg ロチゴチン貼付剤 4.5mg1枚 大塚製薬
1058 外 ニュープロパッチ13.5mg ロチゴチン貼付剤 13.5mg1枚 大塚製薬
1059 外 リバスタッチパッチ4.5mg リバスチグミン貼付剤 4.5mg1枚 小野
1060 外 リバスタッチパッチ18mg リバスチグミン貼付剤 18mg1枚 小野

1061 外 テーカイン原末
パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミ
ノエチル塩酸塩末

1g ナガセ=ファイザー

1062 外 キシロカインゼリー2% リドカイン塩酸塩ゼリー 2%1mL アストラゼネカ
1063 外 キシロカイン液「4%」 リドカイン塩酸塩液 4%1mL アストラゼネカ
1064 外 キシロカインポンプスプレー8% リドカイン噴霧剤 1g アストラゼネカ
1065 外 リドカインポンプスプレー8%「日新」 リドカイン噴霧剤 1g 日新製薬

1066 外 リドカインテープ18mg「ニプロ」 リドカイン貼付剤
(18mg)30.5mm×
50.0mm1枚

ニプロパッチ=ニプロ

1067 外 ホウ酸原末「マルイシ」 ホウ酸 10g 丸石
1068 外 ホウ砂「ニッコー」 ホウ砂 10g 日興製薬=丸石

1069 外 フルオロメトロン0.1%点眼液T フルオロメトロン0.1%1mL点眼液 0.1%1mL
日東メディック=キョーリンリメディ
オ=杏林

1070 外 リンデロン点眼液0.01% ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 0.01%1mL 塩野義
1071 外 リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 0.1%1mL 塩野義
1072 外 アズレン点眼液0.02%「ニットー」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 0.02%5mL1瓶 日東メディック
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1073 外 カリーユニ点眼液0.005% ピレノキシン液 0.005%5mL1瓶 参天

1074 外 ファルコバ点眼液0.02% シアノコバラミン液 0.02%5mL1瓶
キョーリンリメディオ=杏林=日本
ジェネリック

1075 外 フラビタン眼軟膏0.1% フラビンアデニンジヌクレオチド軟膏 0.1%1g トーアエイヨー=アステラス
1076 外 フラビタン点眼液0.05% フラビンアデニンジヌクレオチド液 0.05%5mL1瓶 トーアエイヨー=アステラス
1077 外 PA・ヨード点眼・洗眼液 ポリビニルアルコールヨウ素液 0.2%1mL 日本点眼薬

1078 外 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「杏林」 ヒアルロン酸ナトリウム液 0.1%5mL1瓶
キョーリンリメディオ=杏林=日本
ジェネリック=富士フイルムファー

1079 外 オフロキシン眼軟膏0.3% オフロキサシン軟膏 0.3%1g 東亜薬品=日東メディック
1080 外 プラノプロフェン点眼液0.1%「日新」 プラノプロフェン液 0.1%1mL 日新製薬=三和化学
1081 外 ケトチフェン点眼液0.05%「日新」 ケトチフェンフマル酸塩3.45mg5mL点眼 3.45mg5mL1瓶 日新製薬
1082 外 イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% イソプロピルウノプロストン液 0.12%1mL テイカ製薬
1083 外 トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」 トラニラスト液 25mg5mL1瓶 沢井
1084 外 レボフロキサシン点眼液0.5%「ファイザー」 レボフロキサシン水和物液 0.5%1mL ファイザー
1085 外 トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 トラマゾリン塩酸塩液 0.118%1mL アルフレッサファーマ

1086 外 ベストロン耳鼻科用1% セフメノキシム塩酸塩液
10mg1mL(溶解後の
液として)

千寿=あすか製薬=武田=杏林

1087 外 ケトチフェンネーザル0.05%「TYK」 ケトチフェンフマル酸塩液 6.048mg8mL1瓶
武田テバ薬品=武田テバファーマ
=武田

1088 外 タリビッド耳科用液0.3% オフロキサシン液 3mg1mL 第一三共
1089 外 フルチカゾン点鼻液50μg「イセイ」56噴霧 フルチカゾンプロピオン酸エステル液 4.08mg8mL1瓶 コーアイセイ=ニプロ
1090 外 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 硝酸イソソルビド貼付剤 40mg1枚 救急=エルメッドエーザイ
1091 外 ミオコールスプレー0.3mg ニトログリセリン噴霧剤 0.65%7.2g1缶 トーアエイヨー=アステラス
1092 外 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイ ブロムヘキシン塩酸塩吸入剤 0.2%1mL 武田テバファーマ=武田
1093 外 ベロテックエロゾル100 フェノテロール臭化水素酸塩吸入剤 20mg10mL1瓶 日本ベーリンガー
1094 外 ベネトリン吸入液0.5% サルブタモール硫酸塩吸入剤 0.5%1mL GSK
1095 外 サルタノールインヘラー100μg サルブタモール硫酸塩吸入剤 0.16%13.5mL1瓶 GSK

1096 外 キュバール100エアゾール
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル吸
入剤

15mg8.7g1瓶 大日本住友

1097 外 メプチン吸入液0.01% プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤 0.01%1mL 大塚製薬
1098 外 メプチンエアー10μg吸入100回 プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤 0.0143%5mL1キット 大塚製薬
1099 外 ツロブテロールテープ1mg「サワイ」 ツロブテロール貼付剤 1mg1枚 沢井
1100 外 ツロブテロールテープ2mg「サワイ」 ツロブテロール貼付剤 2mg1枚 沢井

1101 外 セレベント50ディスカス サルメテロールキシナホ酸塩吸入剤
50μg60ブリスター1
キット

GSK

1102 外 スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 チオトロピウム臭化物水和物吸入剤 150μg1キット 日本ベーリンガー
1103 外 オンブレス吸入用カプセル150μg インダカテロールマレイン酸塩カプセル 150μg1カプセル ノバルティス
1104 外 アレベール吸入用溶解液0.125% チロキサポール吸入剤 0.125%1mL アルフレッサファーマ

1105 外 ウルティブロ吸入用カプセル
インダカテロールマレイン酸塩・グリコ
ピロニウム臭化物カプセル

1カプセル ノバルティス=MeijiSeika

1106 外 アズノールうがい液4%
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
含嗽剤

4%1mL 日本点眼薬=日本新薬
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1107 外 イソジンガーグル液7% ポビドンヨード含嗽剤 7%1mL ムンディファーマ=塩野義

1108 外 フルタイド200ディスカス
フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入
剤

200μg60ブリスター
1個

GSK

1109 外 フルタイド100μgエアゾール60吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入 12.25mg7.0g1瓶 GSK
1110 外 オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 シクレソニド吸入剤 11.2mg3.3g1キット 帝人ファーマ

1111 外 シムビコートタービュヘイラー60吸入
ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩
水和物吸入剤

60吸入1キット アストラゼネカ=アステラス

1112 外 レルベア100エリプタ30吸入用
ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フ
ルチカゾンフランカルボン酸エステル吸

30吸入1キット GSK

1113 外 レルベア200エリプタ30吸入用
ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フ
ルチカゾンフランカルボン酸エステル吸

30吸入1キット GSK

1114 外 グリセリン「マルイシ」 グリセリン 10mL 丸石
1115 外 ケンエーG浣腸液50% グリセリン浣腸 50%30mL1個 健栄
1116 外 ケンエーG浣腸液50% グリセリン浣腸 50%60mL1個 健栄
1117 外 ケンエーG浣腸液50% グリセリン浣腸 50%120mL1個 健栄
1118 外 ビサコジル坐剤10mg「JG」 ビサコジル坐剤 10mg1個 長生堂=日本ジェネリック

1119 外 新レシカルボン坐剤
炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水
素ナトリウム坐剤

1個 京都=ゼリア

1120 外 複方ヨード・グリセリン「マルイシ」 複方ヨード・グリセリン 10mL 丸石
1121 外 デキサルチン口腔用軟膏1mg/g デキサメタゾン軟膏 0.1%1g 日本化薬
1122 外 アフタッチ口腔用貼付剤25μg トリアムシノロンアセトニド貼付剤 25μg1錠 帝人ファーマ
1123 外 SPトローチ0.25mg「明治」 デカリニウム塩化物トローチ 0.25mg1錠 MeijiSeika
1124 外 ナウゼリン坐剤10 ドンペリドン坐剤 10mg1個 協和発酵キリン
1125 外 ナウゼリン坐剤30 ドンペリドン坐剤 30mg1個 協和発酵キリン
1126 外 ナウゼリン坐剤60 ドンペリドン坐剤 60mg1個 協和発酵キリン
1127 外 ペンタサ注腸1g メサラジン液 1g1個 杏林

1128 外 サリベートエアゾール
リン酸二カリウム・無機塩類配合剤噴
霧剤

50g1個 帝人ファーマ

1129 外 ボスミン外用液0.1% アドレナリン液 0.1%1mL 第一三共
1130 外 リンデロン坐剤0.5mg ベタメタゾン坐剤 0.5mg1個 塩野義
1131 外 プレドネマ注腸20mg プレドニゾロンリン酸エステルナトリウ 20mg1個 杏林
1132 外 ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% D-ソルビトール液 3%3L1袋 バクスター

1133 外 プロクトセディル坐薬
ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合
剤坐剤

1個 EAファーマ

1134 外 プロクトセディル軟膏
ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合
剤軟膏

1g EAファーマ

1135 外 強力ポステリザン(軟膏) 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン軟膏 1g マルホ
1136 外 ボラザG坐剤 トリベノシド・リドカイン坐剤 1個 天藤=武田
1137 外 ボラザG軟膏 トリベノシド・リドカイン軟膏 1g 天藤=武田

1138 外 ネリプロクト坐剤
ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカ
イン坐剤

1個 バイエル

32/35



番号 投与区分 医薬品名 一般名 規格単位 会社名

1139 外 ネリプロクト軟膏
ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカ
イン軟膏

1g バイエル

1140 外 ネオキシテープ73.5mg オキシブチニン塩酸塩貼付剤 73.5mg1枚 久光=旭化成ファーマ
1141 外 イソジンゲル10% ポビドンヨードゲル 10%10g ムンディファーマ=塩野義
1142 外 ポビドンヨード外用液10%「明治」 ポビドンヨード液 10%10mL 日東メディック=MeijiSeika
1143 外 ヨードチンキ「ニッコー」 ヨードチンキ 10mL 日興製薬
1144 外 オキシドール「ホエイ」 オキシドール 10mL マイラン=ファイザー
1145 外 イソプロ-50%消毒液「シオエ」 イソプロパノール液 50%10mL シオエ=日本新薬
1146 外 イソプロパノール消毒液70%「カネイチ」 イソプロパノール液 70%10mL 兼一
1147 外 エタノール「マルイシ」 エタノール 10mL 丸石
1148 外 消毒用エタノール「マルイシ」 消毒用エタノール 10mL 丸石
1149 外 無水エタノール「ヨシダ」 無水エタノール 10mL 吉田製薬
1150 外 アクリノール消毒用液0.1%「マルイシ」 アクリノール水和物液 0.1%10mL 丸石
1151 外 0.5%ヘキザックアルコール液 クロルヘキシジングルコン酸塩液 0.5%10mL 吉田製薬
1152 外 クリゲンエタノール液0.5%(R)「エビス」 クロルヘキシジングルコン酸塩液 0.5%10mL 兼一
1153 外 「エビス」クリゲン液 クロルヘキシジングルコン酸塩液 5%10mL 兼一
1154 外 フェノール「ニッコー」 フェノール 10mL 日興製薬=丸石
1155 外 ハイジール消毒用液10% アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 10%10mL 丸石
1156 外 ハイポエタノール液2%「ケンエー」 チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール 10mL 健栄
1157 外 ゲーベンクリーム1% スルファジアジン銀クリーム 1%1g 田辺三菱
1158 外 アクロマイシン軟膏3% テトラサイクリン塩酸塩軟膏 30mg1g ポーラファルマ
1159 外 ゲンタシン軟膏0.1% ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 1mg1g MSD

1160 外 ソフラチュール貼付剤10cm フラジオマイシン硫酸塩貼付剤
(10.8mg)10cm×
10cm1枚

サノフィ

1161 外 ナジフロクリーム1% ナジフロキサシンクリーム 1%1g ポーラファルマ

1162 外 クロマイ-P軟膏
クロラムフェニコール・フラジオマイシン
配合剤軟膏

1g 第一三共

1163 外 ベナパスタ軟膏4% ジフェンヒドラミンラウリル硫酸塩軟膏 4%10g 田辺三菱
1164 外 デキサメサゾンローション0.1%「イワキ」 デキサメタゾン0.1%ローション 0.1%1g 岩城
1165 外 フルコートクリーム0.025% フルオシノロンアセトニドクリーム 0.025%1g 田辺三菱
1166 外 デルモベート軟膏0.05% クロベタゾールプロピオン酸エステル軟 0.05%1g GSK
1167 外 ロコイドクリーム0.1% ヒドロコルチゾン酪酸エステルクリーム 0.1%1g 鳥居

1168 外 タルメア軟膏0.1%
アルクロメタゾンプロピオン酸エステル
軟膏

0.1%1g 富士製薬

1169 外 アンテベート軟膏0.05%
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸
エステル軟膏

0.05%1g 鳥居

1170 外 アンテベートクリーム0.05%
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸
エステルクリーム

0.05%1g 鳥居

1171 外 ファルネゾンゲル1.4%
プレドニゾロンファルネシル酸エステル
ゲル

1.4%1g 大鵬薬品

1172 外 リンデロン-VG軟膏0.12%
ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマ
イシン硫酸塩軟膏

1g 塩野義
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1173 外 リンデロン-VGクリーム0.12%
ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマ
イシン硫酸塩クリーム

1g 塩野義

1174 外 亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」 亜鉛華単軟膏 10g マイラン=ファイザー
1175 外 ボチシート20% 亜鉛華軟膏貼付剤 5g 帝國製薬=日医工
1176 外 アズノール軟膏0.033% ジメチルイソプロピルアズレン軟膏 0.033%10g 日本新薬
1177 外 インドノールクリーム1% インドメタシンクリーム 1%1g 祐徳
1178 外 インテバン外用液1% インドメタシン液 1%1mL 帝國製薬
1179 外 クロタミトンクリーム10%「タイヨー」 クロタミトンクリーム 10%10g 武田テバファーマ=武田=岩城
1180 外 ザーネ軟膏0.5% ビタミンA油軟膏 5,000単位1g サンノーバ=エーザイ
1181 外 スタデルムクリーム5% イブプロフェンピコノールクリーム 5%1g 鳥居
1182 外 タッチロンパップ30 ケトプロフェン貼付剤(1) 10cm×14cm1枚 救急=三和化学
1183 外 モーラステープL40mg ケトプロフェン貼付剤(2) 10cm×14cm1枚 久光=祐徳
1184 外 スミルスチック3% フェルビナク軟膏 3%1g 三笠=大正富山
1185 外 ナパゲルンローション3% フェルビナク液 3%1mL ファイザー
1186 外 セルタッチパップ70 フェルビナク貼付剤 10cm×14cm1枚 帝國製薬=ファイザー
1187 外 フェルナビオンパップ70 フェルビナク貼付剤 10cm×14cm1枚 岡山大鵬=大鵬薬品
1188 外 フェルナビオンテープ70 フェルビナク貼付剤 10cm×14cm1枚 岡山大鵬=大鵬薬品
1189 外 アドフィードパップ40mg フルルビプロフェン貼付剤(1) 10cm×14cm1枚 リードケミカル=科研
1190 外 フルルビプロフェンテープ40mg「ユートク」 フルルビプロフェン貼付剤(2) 10cm×14cm1枚 祐徳
1191 外 ヤクバンテープ20mg フルルビプロフェン貼付剤(2) 7cm×10cm1枚 トクホン=大正富山

1192 外
ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユー
トク」

ジクロフェナクナトリウムクリーム 1%1g 祐徳

1193 外 ロキソニンゲル1% ロキソプロフェンナトリウム水和物ゲル 1%1g 第一三共

1194 外 ロキソプロフェンNaパップ100mg「NP」
ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付
剤(1)

10cm×14cm1枚 ニプロパッチ=ニプロ

1195 外 ロキソニンテープ100mg
ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付
剤(2)

10cm×14cm1枚 リードケミカル=第一三共

1196 外 オイラックスHクリーム ヒドロコルチゾン・クロタミトンクリーム 1g GSKCHJ=ノバルティス
1197 外 カチリ「ヨシダ」 フェノール・亜鉛華リニメント 10g 吉田製薬
1198 外 ユベラ軟膏 トコフェロール・ビタミンA油軟膏 1g サンノーバ=エーザイ
1199 外 エキザルベ 混合死菌製剤軟膏 1g マルホ
1200 外 ビホナゾールクリーム1%「サワイ」 ビホナゾール1%クリーム 1%1g 沢井
1201 外 ビクロノール外用液1% ビホナゾール1%液 1%1mL 岩城
1202 外 ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」 ラノコナゾール軟膏 1%1g 岩城
1203 外 ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイ ブテナフィン塩酸塩クリーム 1%1g マイラン=ファイザー
1204 外 メンタックススプレー1% ブテナフィン塩酸塩噴霧剤 1%1mL 科研
1205 外 スピール膏M サリチル酸絆創膏 25cm2 1枚 ニチバン
1206 外 ウレパールクリーム10% 尿素軟膏(2) 10%1g 大塚工場=大塚製薬
1207 外 ウレパールローション10% 尿素液 10%1g 大塚工場=大塚製薬
1208 外 アクトシン軟膏3% ブクラデシンナトリウム軟膏 3%1g ニプロパッチ=マルホ
1209 外 プロスタンディン軟膏0.003% アルプロスタジル アルファデクス軟膏 0.003%1g 小野
1210 外 フィブラストスプレー500 トラフェルミン(遺伝子組換え)噴霧剤 500μg1瓶(溶解液 科研
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1211 外 スポンゼル ゼラチン貼付剤 5cm×2.5cm1枚 アステラス
1212 外 スポンゼル ゼラチン貼付剤 10cm×7cm1枚 アステラス
1213 外 トロンビン液モチダソフトボトル5千 トロンビン液 5,000単位5mL1キッ 持田

1214 外 トロンビン液モチダソフトボトル1万 トロンビン液
10,000単位10mL1
キット

持田

1215 外
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医
工」

ヘパリン類似物質軟膏(1) 1g 日医工=持田

1216 外
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「ファ
イザー」

ヘパリン類似物質噴霧剤 1g ファイザー

1217 外 バクトロバン鼻腔用軟膏2% ムピロシンカルシウム水和物軟膏 2%1g GSK
1218 外 ビダラビン軟膏3%「MEEK」 ビダラビン軟膏 3%1g 小林化工=MeijiSeika
1219 外 リレンザ ザナミビル水和物吸入剤 5mg1ブリスター GSK

1220 外 イナビル吸入粉末剤20mg
ラニナミビルオクタン酸エステル水和物
吸入剤

20mg1キット 第一三共

1221 外 クレナフィン爪外用液10% エフィナコナゾール液 10%1g 科研
1222 外 イムシスト膀注用81mg 乾燥BCG膀胱内用(コンノート株) 81mg1瓶(溶解液付) サノフィ
1223 外 白色ワセリン*(日興製薬) 白色ワセリン 10g 日興製薬=丸石
1224 外 オリブ油*(丸石) オリブ油 10mL 丸石
1225 外 流動パラフィン「マルイシ」 流動パラフィン 10mL 丸石
1226 外 滅菌精製水「ヨシダ」 滅菌精製水(容器入り) 10mL 吉田製薬=中北
1227 外 バリエネマ300 硫酸バリウム注腸剤 60%300mL1個 日医工
1228 外 アロンアルフアA「三共」 シアノアクリレート液 0.5g1管 東亞合成=第一三共
1229 外 ベリプラストP コンビセット 組織接着用 フィブリノゲン加第XIII因子(2) 1mL2キット1組 CSLベーリング
1230 外 ベリプラストP コンビセット 組織接着用 フィブリノゲン加第XIII因子(2) 3mL2キット1組 CSLベーリング
1231 外 ベリプラストP コンビセット 組織接着用 フィブリノゲン加第XIII因子(2) 5mL2キット1組 CSLベーリング
1232 外 ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第XIII因子(3) 1mL4瓶1組 化血研=帝人ファーマ=アステラス
1233 外 ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第XIII因子(3) 3mL4瓶1組 化血研=帝人ファーマ=アステラス
1234 外 ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第XIII因子(3) 5mL4瓶1組 化血研=帝人ファーマ=アステラス
1235 外 タコシール組織接着用シート フィブリノゲン配合剤(2) 4.8cm×4.8cm1枚 CSLベーリング
1236 外 アンペック坐剤10mg モルヒネ塩酸塩水和物坐剤 10mg1個 大日本住友
1237 外 アンペック坐剤20mg モルヒネ塩酸塩水和物坐剤 20mg1個 大日本住友
1238 外 デュロテップMTパッチ2.1mg フェンタニル貼付剤(2) 2.1mg1枚 ヤンセン
1239 外 デュロテップMTパッチ4.2mg フェンタニル貼付剤(2) 4.2mg1枚 ヤンセン
1240 外 フェントステープ1mg フェンタニルクエン酸塩貼付剤 1mg1枚 久光=協和発酵キリン
1241 外 フェントステープ2mg フェンタニルクエン酸塩貼付剤 2mg1枚 久光=協和発酵キリン
1242 外 フェントステープ6mg フェンタニルクエン酸塩貼付剤 6mg1枚 久光=協和発酵キリン
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