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111 全身麻酔剤

111 全身麻酔剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]ケタラール静注用50mg ケタミン塩酸塩 50mg5mL1管 第一三共

[院内]スープレン吸入麻酔液 デスフルラン 1mL バクスター

[院内]セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セボフルラン 1mL 日興製薬

[院内]1％ディプリバン注-キット(20mL) プロポフォール 200mg20mL1筒 サンド

[院内]1％ディプリバン注-キット(50mL) プロポフォール 500mg50mL1筒 サンド

[院内]ドロレプタン注射液25mg ドロペリドール 2.5mg1mLバイアル アルフレッサＰ

[院内]プロポフォール静注1％20mL「マルイシ

」

プロポフォール 200mg20mL1管 丸石

[院内]ラボナール注射用0.5g チオペンタールナトリウム 500mg1管 ニプロES P
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112 催眠鎮静剤，抗不安剤

112 催眠鎮静剤，抗不安剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]アモバン錠10 ゾピクロン 10mg1錠 日医工

[院内][院外]アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 アルプラゾラム 0.4mg1錠 東和薬品

[院内][院外]エスクレ坐剤「500」 抱水クロラール 500mg1個 久光

[院内][院外]エスゾピクロン錠1mg「トーワ」 エスゾピクロン 1mg1錠 東和薬品

[院内][院外]エスゾピクロン錠2mg「トーワ」 エスゾピクロン 2mg1錠 東和薬品

[院外]エバミール錠1.0 ロルメタゼパム 1mg1錠 バイエル

[院外]コンスタン0.4mg錠 アルプラゾラム 0.4mg1錠 武田

[院内][院外]サイレース錠1mg フルニトラゼパム 1mg1錠 エーザイ

[院内]サイレース静注2mg フルニトラゼパム 2mg1管 エーザイ

[院内][院外]ジアゼパム錠2「トーワ」 ジアゼパム 2mg1錠 東和薬品

[院内][院外]ジアゼパム錠5「トーワ」 ジアゼパム 5mg1錠 東和薬品

[院内][院外]セディール錠10mg タンドスピロンクエン酸塩 10mg1錠 住友ファーマ

[院外]セディール錠5mg タンドスピロンクエン酸塩 5mg1錠 住友ファーマ

[院外]セパゾン錠1 クロキサゾラム 1mg1錠 アルフレッサＰ

[院外]セルシン散1％ ジアゼパム 1％1g 武田

[院外]2mgセルシン錠 ジアゼパム 2mg1錠 武田

[院外]5mgセルシン錠 ジアゼパム 5mg1錠 武田

[院外]ソラナックス0.4mg錠 アルプラゾラム 0.4mg1錠 ヴィアトリス

[院内][院外]ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「

KMP」

ゾルピデム酒石酸塩 5mg1錠 共創未来P

[院外]ダルメートカプセル15 フルラゼパム塩酸塩 15mg1カプセル 共和薬工

[院内]デクスメデトミジン静注液

200μg/50mLシリンジ「ニプロ」

デクスメデトミジン塩酸塩 200μg50mL1筒 ニプロ

[院内][院外]ドラール錠15 クアゼパム 15mg1錠 久光

[院外]ドラール錠20 クアゼパム 20mg1錠 久光

[院内][院外]トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 トリアゾラム 0.25mg1錠 日医工

[院内][院外]トリクロリールシロップ10％ トリクロホスナトリウム 10％1mL アルフレッサＰ

[院外]ネルボン錠5mg ニトラゼパム 5mg1錠 アルフレッサＰ

[院外]ハイゼット錠25mg ガンマオリザノール 25mg1錠 大塚製薬

[院外]バランス錠5mg クロルジアゼポキシド 5mg1錠 丸石

[院外]ハルシオン0.125mg錠 トリアゾラム 0.125mg1錠 ファイザー

[院外]フェノバール錠30mg フェノバルビタール 30mg1錠 第一三共

[院内]フェノバール注射液100mg フェノバルビタール 10％1mL1管 第一三共

[院内][院外]フェノバルビタール散10％「マル

イシ」

フェノバルビタール 10％1g 丸石

[院内][条件つき]プレセデックス静注液

200μg/50mLシリンジ「ファイザー」

デクスメデトミジン塩酸塩 200μg50mL1筒 ファイザー

[院内][院外]ブロチゾラム錠0.25mg「EMEC」 ブロチゾラム 0.25mg1錠 日医工

[院内][院外]ベンザリン細粒1％ ニトラゼパム 1％1g 共和薬工
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112 催眠鎮静剤，抗不安剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]ベンザリン錠5 ニトラゼパム 5mg1錠 共和薬工

[院内]ホリゾン注射液10mg ジアゼパム 10mg1管 丸石

[院外]マイスリー錠10mg ゾルピデム酒石酸塩 10mg1錠 アステラス

[院外]マイスリー錠5mg ゾルピデム酒石酸塩 5mg1錠 アステラス

[院内]ミダゾラム注10mg「サンド」 ミダゾラム 10mg2mL1管 サンド

[院外]メイラックス錠1mg ロフラゼプ酸エチル 1mg1錠 Meiji Seika ファルマ

[院内][院外]メイラックス錠2mg ロフラゼプ酸エチル 2mg1錠 Meiji Seika ファルマ

[院外]ユーロジン2mg錠 エスタゾラム 2mg1錠 武田

[院内][院外]ラボナ錠50mg ペントバルビタールカルシウム 50mg1錠 田辺三菱

[院内][院外]リスミー錠1mg リルマザホン塩酸塩水和物 1mg1錠 共和薬工

[院外]ルネスタ錠1mg エスゾピクロン 1mg1錠 エーザイ

[院外]ルネスタ錠2mg エスゾピクロン 2mg1錠 エーザイ

[院外]ルネスタ錠3mg エスゾピクロン 3mg1錠 エーザイ

[院内][院外]レキソタン錠2 ブロマゼパム 2mg1錠 サンド

[院外]レキソタン錠5 ブロマゼパム 5mg1錠 サンド

[院外]レスミット錠5 メダゼパム 5mg1錠 共和薬工

[院外]レンドルミンD錠0.25mg ブロチゾラム 0.25mg1錠 日本ベーリンガー

[院内][院外]ワイパックス錠0.5 ロラゼパム 0.5mg1錠 ファイザー

[院外]ワイパックス錠1.0 ロラゼパム 1mg1錠 ファイザー

[院内][院外]ワコビタール坐剤30 フェノバルビタールナトリウム 30mg1個 高田

[院内][院外]ワコビタール坐剤50 フェノバルビタールナトリウム 50mg1個 高田
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113 抗てんかん剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アレビアチン散10％ フェニトイン 10％1g 住友ファーマ

[院外]アレビアチン錠100mg フェニトイン 100mg1錠 住友ファーマ

[院内]アレビアチン注250mg フェニトインナトリウム 5％5mL1管 住友ファーマ

[院外]イーケプラ錠500mg レベチラセタム 500mg1錠 ユーシービーＪ

[院外]イーケプラドライシロップ50％ レベチラセタム 50％1g ユーシービーＪ

[院内][院外]エクセグラン錠100mg ゾニサミド 100mg1錠 住友ファーマ

[院外]エピレオプチマル散50％ エトスクシミド 50％1g エーザイ

[院内][院外]ガバペン錠200mg ガバペンチン 200mg1錠 富士製工

[院外]ザロンチンシロップ5％ エトスクシミド 5％1mL ファイザー

[院内][院外]セレニカR顆粒40％ バルプロ酸ナトリウム 40％1g 興和

[院外]セレニカR錠200mg バルプロ酸ナトリウム 200mg1錠 興和

[院内][院外]ダイアップ坐剤4 ジアゼパム 4mg1個 高田

[院内][院外]ダイアップ坐剤6 ジアゼパム 6mg1個 高田

[院内][院外]テグレトール細粒50％ カルバマゼピン 50％1g サンファーマ

[院内][院外]テグレトール錠100mg カルバマゼピン 100mg1錠 サンファーマ

[院外]テグレトール錠200mg カルバマゼピン 200mg1錠 サンファーマ

[院内][院外]デパケンR錠100mg バルプロ酸ナトリウム 100mg1錠 協和キリン

[院外]デパケンR錠200mg バルプロ酸ナトリウム 200mg1錠 協和キリン

[院内][院外]デパケン細粒40％ バルプロ酸ナトリウム 40％1g 協和キリン

[院外]デパケンシロップ5％ バルプロ酸ナトリウム 5％1mL 協和キリン

[院内][院外]トピナ錠50mg トピラマート 50mg1錠 協和キリン

[院外]ネルボン錠5mg ニトラゼパム 5mg1錠 アルフレッサＰ

[院内]ノーベルバール静注用250mg フェノバルビタールナトリウム 250mg1瓶 ノーベルファーマ

[院外]バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」 バルプロ酸ナトリウム 100mg1錠 住友ファーマ

[院外]バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」 バルプロ酸ナトリウム 200mg1錠 住友ファーマ

[院内][院外]バルプロ酸ナトリウムシロップ

5％「DSP」

バルプロ酸ナトリウム 5%1mL 住友ファーマ

[院外]ヒダントールF配合錠 フェニトイン＼フェノバルビタール＼安息香酸

ナトリウムカフェイン

1錠 第一三共

[院外]ヒダントールD配合錠 フェニトイン＼フェノバルビタール＼安息香酸

ナトリウムカフェイン

1錠 第一三共

[院外]ビムパット錠100mg ラコサミド 100mg1錠 第一三共

[院内][院外]ビムパット錠50mg ラコサミド 50mg1錠 第一三共

[院内]ビムパット点滴静注100mg ラコサミド 100mg10mL1瓶 第一三共

[院内][院外]ビムパットドライシロップ10％ ラコサミド 10％1g 第一三共

[院内][院外]フィコンパ細粒1％ ペランパネル水和物 1％1g エーザイ

[院内][院外]フィコンパ錠2mg ペランパネル水和物 2mg1錠 エーザイ

[院外]フィコンパ錠4mg ペランパネル水和物 4mg1錠 エーザイ

[院外]フェノバール錠30mg フェノバルビタール 30mg1錠 第一三共
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]フェノバール注射液100mg フェノバルビタール 10％1mL1管 第一三共

[院内][院外]フェノバルビタール散10％「マル

イシ」

フェノバルビタール 10％1g 丸石

[院外]プリミドン細粒99.5％「日医工」 プリミドン 99.5％1g 日医工

[院内][院外]ベンザリン細粒1％ ニトラゼパム 1％1g 共和薬工

[院内][院外]ベンザリン錠5 ニトラゼパム 5mg1錠 共和薬工

[院内]ホストイン静注750mg ホスフェニトインナトリウム水和物 750mg10mL1瓶 ノーベルファーマ

[院内][院外]マイスタン錠10mg クロバザム 10mg1錠 住友ファーマ

[院外]マイスタン錠5mg クロバザム 5mg1錠 住友ファーマ

[院内]ミダフレッサ静注0.1％ ミダゾラム 10mg10mL1瓶 アルフレッサＰ

[院外]ラミクタール錠100mg ラモトリギン 100mg1錠 グラクソ・スミスクライン

[院内][院外]ラミクタール錠25mg ラモトリギン 25mg1錠 グラクソ・スミスクライン

[院外]ラミクタール錠小児用2mg ラモトリギン 2mg1錠 グラクソ・スミスクライン

[院外]ラミクタール錠小児用5mg ラモトリギン 5mg1錠 グラクソ・スミスクライン

[院内][院外]ランドセン細粒0.1％ クロナゼパム 0.1％1g 住友ファーマ

[院外]ランドセン錠0.5mg クロナゼパム 0.5mg1錠 住友ファーマ

[院外]ランドセン錠1mg クロナゼパム 1mg1錠 住友ファーマ

[院内][院外]リボトリール錠0.5mg クロナゼパム 0.5mg1錠 太陽P

[院内][院外]レベチラセタム錠500mg「トーワ」 レベチラセタム 500mg1錠 東和薬品

[院内][院外]レベチラセタムDS50％「トーワ」 レベチラセタム 50％1g 東和薬品

[院内]レベチラセタム点滴静注500mg「明治」 レベチラセタム 500mg5mL1管 Meiji Seika ファルマ
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114 解熱鎮痛消炎剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アスピリン「ヨシダ」 アスピリン 10g 吉田製薬

[院内]アセリオ静注液1000mgバッグ アセトアミノフェン 1,000mg100mL1袋 テルモ

[院外]アルピニー坐剤100 アセトアミノフェン 100mg1個 久光

[院外]アルピニー坐剤50 アセトアミノフェン 50mg1個 久光

[院内][院外]アンヒバ坐剤小児用100mg アセトアミノフェン 100mg1個 マイランEPD

[院内][院外]インテバン坐剤50 インドメタシン 50mg1個 帝國製薬

[院外]インフリーSカプセル200mg インドメタシンファルネシル 200mg1カプセル エーザイ

[院内][院外]SG配合顆粒 イソプロピルアンチピリン＼アリルイソプロピル

アセチル尿素＼アセトアミノフェン＼無水カフ

ェイン

1g 塩野義

[院内][院外]カロナール細粒20％ アセトアミノフェン 20％1g あゆみ製薬

[院内][院外]カロナール錠200 アセトアミノフェン 200mg1錠 あゆみ製薬

[院内][院外]カロナール錠300 アセトアミノフェン 300mg1錠 あゆみ製薬

[院内][院外]カロナール錠500 アセトアミノフェン 500mg1錠 あゆみ製薬

[院外]クリノリル錠100 スリンダク 100mg1錠 日医工

[院内][院外]ジクトルテープ75mg ジクロフェナクナトリウム 75mg1枚 久光

[院内][院外]ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ

」

ジクロフェナクナトリウム 25mg1錠 沢井

[院内][院外]ジクロフェナクナトリウム坐剤

25mg「ゼリア」

ジクロフェナクナトリウム 25mg1個 ゼリア

[院内][院外]ジクロフェナクナトリウム坐剤

50mg「ゼリア」

ジクロフェナクナトリウム 50mg1個 ゼリア

[院内][院外]セレコキシブ錠100mg「杏林」 セレコキシブ 100mg1錠 杏林

[院内][院外]セレコキシブ錠200mg「杏林」 セレコキシブ 200mg1錠 杏林

[院外]セレコックス錠100mg セレコキシブ 100mg1錠 ヴィアトリス

[院外]セレコックス錠200mg セレコキシブ 200mg1錠 ヴィアトリス

[院内][院外]ソセゴン錠25mg ペンタゾシン塩酸塩 25mg1錠 丸石

[院内]ソセゴン注射液15mg ペンタゾシン 15mg1管 丸石

[院内][院外]トアラセット配合錠「ケミファ」 トラマドール塩酸塩＼アセトアミノフェン 1錠 日本薬工

[院外]トラマールOD錠25mg トラマドール塩酸塩 25mg1錠 日本新薬

[院外]トラマールOD錠50mg トラマドール塩酸塩 50mg1錠 日本新薬

[院内][院外]トラマドール塩酸塩OD錠25mg「

KO」

トラマドール塩酸塩 25mg1錠 寿

[院外]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 1錠 持田

[院内][院外]ナイキサン錠100mg ナプロキセン 100mg1錠 ニプロES P

[院内]ネオビタカイン注シリンジ5mL サリチル酸ナトリウム＼ジブカイン塩酸塩＼臭

化カルシウム

5mL1筒 田辺三菱

[院内][院外]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

[院内]ノイロトロピン注射液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 日本臓器

[院内][院外][条件つき]ノルスパンテープ

10mg

ブプレノルフィン 10mg1枚 ムンディＰ
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外][条件つき]ノルスパンテープ5mg ブプレノルフィン 5mg1枚 ムンディＰ

[院外]ハイペン錠100mg エトドラク 100mg1錠 日本新薬

[院内][院外]ハイペン錠200mg エトドラク 200mg1錠 日本新薬

[院内][院外]パラミヂンカプセル300mg ブコローム 300mg1カプセル 武田

[院外]ブルフェン顆粒20％ イブプロフェン 20％1g 科研

[院内][院外]ブルフェン錠100 イブプロフェン 100mg1錠 科研

[院外]ペオン錠80 ザルトプロフェン 80mg1錠 ゼリア

[院内][院外]ボルタレンSRカプセル37.5mg ジクロフェナクナトリウム 37.5mg1カプセル ノバルティスＰ

[院外]ボルタレンサポ25mg ジクロフェナクナトリウム 25mg1個 ノバルティスＰ

[院外]ボルタレンサポ50mg ジクロフェナクナトリウム 50mg1個 ノバルティスＰ

[院外]ボルタレン錠25mg ジクロフェナクナトリウム 25mg1錠 ノバルティスＰ

[院内][院外]ポンタールカプセル250mg メフェナム酸 250mg1カプセル ファイザー

[院内][院外]ポンタールシロップ3.25％ メフェナム酸 3.25％1mL ファイザー

[院内][院外]モービック錠10mg メロキシカム 10mg1錠 日本ベーリンガー

[院内][院外]レペタン坐剤0.2mg ブプレノルフィン塩酸塩 0.2mg1個 大塚製薬

[院内]レペタン注0.2mg ブプレノルフィン塩酸塩 0.2mg1管 大塚製薬

[院外]ロキソニン錠60mg ロキソプロフェンナトリウム水和物 60mg1錠 第一三共

[院内][院外]ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 60mg1錠 日医工

[院内][院外]ロキソプロフェンナトリウム内服液

60mg「日医工」

ロキソプロフェンナトリウム水和物 0.6％1mL 日医工

[院内]ロピオン静注50mg フルルビプロフェンアキセチル 50mg5mL1管 科研

[院内][院外]ワントラム錠100mg トラマドール塩酸塩 100mg1錠 日本新薬
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]アーテン散1％ トリヘキシフェニジル塩酸塩 1％1g ファイザー

[院内][院外]アーテン錠(2mg) トリヘキシフェニジル塩酸塩 2mg1錠 ファイザー

[院内][院外]アキネトン錠1mg ビペリデン塩酸塩 1mg1錠 住友ファーマ

[院内]アキネトン注射液5mg 乳酸ビペリデン 0.5％1mL1管 住友ファーマ

[院外]アジレクト錠0.5mg ラサギリンメシル酸塩 0.5mg1錠 武田

[院内][院外]アジレクト錠1mg ラサギリンメシル酸塩 1mg1錠 武田

[院内][院外]エクフィナ錠50mg サフィナミドメシル酸塩 50mg1錠 エーザイ

[院外]エフピーOD錠2.5 セレギリン塩酸塩 2.5mg1錠 エフピー

[院内][院外]エンタカポン錠100mg「サンド」 エンタカポン 100mg1錠 サンド

[院内][院外]オンジェンティス錠25mg オピカポン 25mg1錠 小野薬品

[院外]カバサール錠0.25mg カベルゴリン 0.25mg1錠 ファイザー

[院外]カバサール錠1.0mg カベルゴリン 1mg1錠 ファイザー

[院外]コムタン錠100mg エンタカポン 100mg1錠 ノバルティスＰ

[院内][院外]シンメトレル細粒10％ アマンタジン塩酸塩 10％1g サンファーマ

[院内][院外]シンメトレル錠50mg アマンタジン塩酸塩 50mg1錠 サンファーマ

[院外]スタレボ配合錠L100 レボドパ＼カルビドパ水和物＼エンタカポン 1錠 ノバルティスＰ

[院内][院外]デュオドーパ配合経腸用液 レボドパ＼カルビドパ水和物 100mL1カセット アッヴィ

[院内][院外]ドパコール配合錠L100 レボドパ＼カルビドパ水和物 1錠 日医工

[院外]ドパストンカプセル250mg レボドパ 250mg1カプセル 大原薬工

[院内]ドパストン静注25mg レボドパ 0.25％10mL1管 大原薬工

[院内][院外]ドプスOD錠100mg ドロキシドパ 100mg1錠 住友ファーマ

[院内][院外]トレリーフOD錠25mg ゾニサミド 25mg1錠 住友ファーマ

[院外]トレリーフOD錠50mg ゾニサミド 50mg1錠 住友ファーマ

[院内][院外]ニュープロパッチ13.5mg ロチゴチン 13.5mg1枚 大塚製薬

[院外]ニュープロパッチ18mg ロチゴチン 18mg1枚 大塚製薬

[院外]ニュープロパッチ2.25mg ロチゴチン 2.25mg1枚 大塚製薬

[院内][院外]ニュープロパッチ4.5mg ロチゴチン 4.5mg1枚 大塚製薬

[院外]ニュープロパッチ9mg ロチゴチン 9mg1枚 大塚製薬

[院外]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 大原薬工

[院内][院外]ノウリアスト錠20mg イストラデフィリン 20mg1錠 協和キリン

[院外]パーロデル錠2.5mg ブロモクリプチンメシル酸塩 2.5mg1錠 サンファーマ

[院外]ハルロピテープ24mg ロピニロール塩酸塩 24mg1枚 協和キリン

[院外]ハルロピテープ8mg ロピニロール塩酸塩 8mg1枚 協和キリン

[院内][院外]ビ・シフロール錠0.125mg プラミペキソール塩酸塩水和物 0.125mg1錠 日本ベーリンガー

[院内][院外]ビ・シフロール錠0.5mg プラミペキソール塩酸塩水和物 0.5mg1錠 日本ベーリンガー

[院外]ピレチア細粒10％ プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 10％1g 高田

[院内][院外]ピレチア錠(25mg) プロメタジン塩酸塩 25mg1錠 高田
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]マドパー配合錠 レボドパ＼ベンセラジド塩酸塩 1錠 太陽P

[院外]ミラペックスLA錠0.375mg プラミペキソール塩酸塩水和物 0.375mg1錠 日本ベーリンガー

[院外]ミラペックスLA錠1.5mg プラミペキソール塩酸塩水和物 1.5mg1錠 日本ベーリンガー

[院内][院外]レキップCR錠2mg ロピニロール塩酸塩 2mg1錠 グラクソ・スミスクライン

[院外]レキップCR錠8mg ロピニロール塩酸塩 8mg1錠 グラクソ・スミスクライン

[院外]レキップ錠0.25mg ロピニロール塩酸塩 0.25mg1錠 グラクソ・スミスクライン

[院外]レキップ錠1mg ロピニロール塩酸塩 1mg1錠 グラクソ・スミスクライン

[院外]レキップ錠2mg ロピニロール塩酸塩 2mg1錠 グラクソ・スミスクライン
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アタラックス-Pカプセル25mg ヒドロキシジンパモ酸塩 25mg1カプセル ファイザー

[院内]アタラックス-P注射液(25mg/ml) ヒドロキシジン塩酸塩 2.5％1mL1管 ファイザー

[院内]アタラックス-P注射液(50mg/ml) ヒドロキシジン塩酸塩 5％1mL1管 ファイザー

[院外]アナフラニール錠10mg クロミプラミン塩酸塩 10mg1錠 アルフレッサＰ

[院外]アナフラニール錠25mg クロミプラミン塩酸塩 25mg1錠 アルフレッサＰ

[院内]アナフラニール点滴静注液25mg クロミプラミン塩酸塩 25mg1管 アルフレッサＰ

[院内][院外]アモキサンカプセル25mg アモキサピン 25mg1カプセル ファイザー

[院外]イフェクサーSRカプセル37.5mg ベンラファキシン塩酸塩 37.5mg1カプセル ヴィアトリス

[院外]イフェクサーSRカプセル75mg ベンラファキシン塩酸塩 75mg1カプセル ヴィアトリス

[院外]インヴェガ錠3mg パリペリドン 3mg1錠 ヤンセン

[院外]インヴェガ錠6mg パリペリドン 6mg1錠 ヤンセン

[院外]インヴェガ錠9mg パリペリドン 9mg1錠 ヤンセン

[院外]インチュニブ錠1mg グアンファシン塩酸塩 1mg1錠 塩野義

[院外]ウインタミン細粒(10％) クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩 10％1g 共和薬工

[院内][院外]エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」 エチゾラム 0.5mg1錠 第一三共

[院内][院外]エチゾラム錠1mg「フジナガ」 エチゾラム 1mg1錠 第一三共

[院内][院外]エビリファイ錠3mg アリピプラゾール 3mg1錠 大塚製薬

[院外]エビリファイ錠6mg アリピプラゾール 6mg1錠 大塚製薬

[院外]エビリファイ内用液0.1％ アリピプラゾール 0.1％1mL 大塚製薬

[院外]エミレース錠3mg ネモナプリド 3mg1錠 LTLファーマ

[院内][院外]オランザピンOD錠2.5mg「タカタ

」

オランザピン 2.5mg1錠 高田

[院内][院外]クエチアピン錠25mg「明治」 クエチアピンフマル酸塩 25mg1錠 Meiji Seika ファルマ

[院外]グラマリール細粒10％ チアプリド塩酸塩 10％1g 日医工

[院外]グラマリール錠25mg チアプリド塩酸塩 25mg1錠 日医工

[院内][院外]クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 クロチアゼパム 5mg1錠 東和薬品

[院外][条件つき]コンサータ錠18mg メチルフェニデート塩酸塩 18mg1錠 ヤンセン

[院外][条件つき]コンサータ錠27mg メチルフェニデート塩酸塩 27mg1錠 ヤンセン

[院内]コントミン筋注25mg クロルプロマジン塩酸塩 0.5％5mL1管 田辺三菱

[院外]コントミン糖衣錠12.5mg クロルプロマジン塩酸塩 12.5mg1錠 田辺三菱

[院内][院外]コントミン糖衣錠25mg クロルプロマジン塩酸塩 25mg1錠 田辺三菱

[院外]サインバルタカプセル20mg デュロキセチン塩酸塩 20mg1カプセル 日本イーライリリー

[院外]サインバルタカプセル30mg デュロキセチン塩酸塩 30mg1カプセル 日本イーライリリー

[院外]シクレスト舌下錠10mg アセナピンマレイン酸塩 10mg1錠 Meiji Seika ファルマ

[院外]シクレスト舌下錠5mg アセナピンマレイン酸塩 5mg1錠 Meiji Seika ファルマ

[院外]ジプレキサザイディス錠2.5mg オランザピン 2.5mg1錠 日本イーライリリー

[院外]ジプレキサザイディス錠5mg オランザピン 5mg1錠 日本イーライリリー

[院外]ジプレキサ細粒1％ オランザピン 1％1g 日本イーライリリー
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[院外]ジプレキサ錠10mg オランザピン 10mg1錠 日本イーライリリー

[院内][院外]シンメトレル細粒10％ アマンタジン塩酸塩 10％1g サンファーマ

[院内][院外]シンメトレル錠50mg アマンタジン塩酸塩 50mg1錠 サンファーマ

[院外]ストラテラカプセル10mg アトモキセチン塩酸塩 10mg1カプセル 日本イーライリリー

[院外]ストラテラカプセル5mg アトモキセチン塩酸塩 5mg1カプセル 日本イーライリリー

[院外]ストラテラ内用液0.4％ アトモキセチン塩酸塩 0.4％1mL 日本イーライリリー

[院内][院外]スルピリド錠50mg「サワイ」 スルピリド 50mg1錠 沢井

[院内][院外]セルトラリン錠25mg「トーワ」 セルトラリン塩酸塩 25mg1錠 東和薬品

[院内][院外]セレニカR顆粒40％ バルプロ酸ナトリウム 40％1g 興和

[院外]セレニカR錠200mg バルプロ酸ナトリウム 200mg1錠 興和

[院外]セレネース細粒1％ ハロペリドール 1％1g 住友ファーマ

[院内][院外]セレネース錠0.75mg ハロペリドール 0.75mg1錠 住友ファーマ

[院外]セレネース錠1.5mg ハロペリドール 1.5mg1錠 住友ファーマ

[院外]セレネース錠1mg ハロペリドール 1mg1錠 住友ファーマ

[院内]セレネース注5mg ハロペリドール 0.5％1mL1管 住友ファーマ

[院外]セロクエル100mg錠 クエチアピンフマル酸塩 100mg1錠 アステラス

[院外]セロクエル25mg錠 クエチアピンフマル酸塩 25mg1錠 アステラス

[院内][院外]チアプリド錠25mg「日新」 チアプリド塩酸塩 25mg1錠 日新製薬

[院内][院外]テグレトール細粒50％ カルバマゼピン 50％1g サンファーマ

[院内][院外]テグレトール錠100mg カルバマゼピン 100mg1錠 サンファーマ

[院外]テグレトール錠200mg カルバマゼピン 200mg1錠 サンファーマ

[院内][院外]テトラミド錠10mg ミアンセリン塩酸塩 10mg1錠 オルガノン

[院外]テトラミド錠30mg ミアンセリン塩酸塩 30mg1錠 オルガノン

[院内][院外]デパケンR錠100mg バルプロ酸ナトリウム 100mg1錠 協和キリン

[院外]デパケンR錠200mg バルプロ酸ナトリウム 200mg1錠 協和キリン

[院内][院外]デパケン細粒40％ バルプロ酸ナトリウム 40％1g 協和キリン

[院外]デパケンシロップ5％ バルプロ酸ナトリウム 5％1mL 協和キリン

[院外]デパス細粒1％ エチゾラム 1％1g 田辺三菱

[院外]デパス錠0.5mg エチゾラム 0.5mg1錠 田辺三菱

[院外]デパス錠1mg エチゾラム 1mg1錠 田辺三菱

[院内][院外]デプロメール錠25 フルボキサミンマレイン酸塩 25mg1錠 Meiji Seika ファルマ

[院外]デプロメール錠50 フルボキサミンマレイン酸塩 50mg1錠 Meiji Seika ファルマ

[院内][院外]デュロキセチンカプセル20mg「ト

ーワ」

デュロキセチン塩酸塩 20mg1カプセル 東和薬品

[院外]ドグマチール錠200mg スルピリド 200mg1錠 日医工

[院外]トフラニール錠10mg イミプラミン塩酸塩 10mg1錠 アルフレッサＰ

[院内][院外]トフラニール錠25mg イミプラミン塩酸塩 25mg1錠 アルフレッサＰ

[院内][院外]トリプタノール錠10 アミトリプチリン塩酸塩 10mg1錠 日医工

[院内][院外]トリプタノール錠25 アミトリプチリン塩酸塩 25mg1錠 日医工
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[院内][院外]トリンテリックス錠10mg ボルチオキセチン臭化水素酸塩 10mg1錠 武田

[院外]トレドミン錠15mg ミルナシプラン塩酸塩 15mg1錠 旭化成Ｐ

[院内][院外]トレドミン錠25mg ミルナシプラン塩酸塩 25mg1錠 旭化成Ｐ

[院外]ニューレプチル細粒10％ プロペリシアジン 10％1g 高田

[院外]ニューレプチル錠5mg プロペリシアジン 5mg1錠 高田

[院内]ノバミン筋注5mg プロクロルペラジンメシル酸塩 0.5％1mL1管 共和薬工

[院内][院外]ノバミン錠5mg プロクロルペラジンマレイン酸塩 5mg1錠 共和薬工

[院内][院外]ノリトレン錠10mg ノルトリプチリン塩酸塩 10mg1錠 住友ファーマ

[院外]ノリトレン錠25mg ノルトリプチリン塩酸塩 25mg1錠 住友ファーマ

[院内][院外]パキシルCR錠12.5mg パロキセチン塩酸塩水和物 12.5mg1錠 グラクソ・スミスクライン

[院外]パキシル錠5mg パロキセチン塩酸塩水和物 5mg1錠 グラクソ・スミスクライン

[院外]バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」 バルプロ酸ナトリウム 100mg1錠 住友ファーマ

[院外]バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」 バルプロ酸ナトリウム 200mg1錠 住友ファーマ

[院内][院外]バルプロ酸ナトリウムシロップ

5％「DSP」

バルプロ酸ナトリウム 5%1mL 住友ファーマ

[院内]ハロマンス注50mg ハロペリドールデカン酸エステル 50mg1mL1管 住友ファーマ

[院内]ヒルナミン筋注25mg レボメプロマジン塩酸塩 2.5％1mL1管 共和薬工

[院外]ヒルナミン細粒10％ レボメプロマジンマレイン酸塩 10％1g 共和薬工

[院外]ヒルナミン散50％ レボメプロマジンマレイン酸塩 50％1g 共和薬工

[院内][院外]ヒルナミン錠(25mg) レボメプロマジンマレイン酸塩 25mg1錠 共和薬工

[院外]ヒルナミン錠(50mg) レボメプロマジンマレイン酸塩 50mg1錠 共和薬工

[院内][院外]ヒルナミン錠(5mg) レボメプロマジンマレイン酸塩 5mg1錠 共和薬工

[院外]ラミクタール錠100mg ラモトリギン 100mg1錠 グラクソ・スミスクライン

[院内][院外]ラミクタール錠25mg ラモトリギン 25mg1錠 グラクソ・スミスクライン

[院外]ラミクタール錠小児用2mg ラモトリギン 2mg1錠 グラクソ・スミスクライン

[院外]ラミクタール錠小児用5mg ラモトリギン 5mg1錠 グラクソ・スミスクライン

[院外]リーゼ錠5mg クロチアゼパム 5mg1錠 田辺三菱

[院内][院外]リーマス錠200 炭酸リチウム 200mg1錠 大正製薬

[院外]リスパダールOD錠1mg リスペリドン 1mg1錠 ヤンセン

[院外]リスパダールOD錠2mg リスペリドン 2mg1錠 ヤンセン

[院内]リスパダールコンスタ筋注用25mg リスペリドン 25mg1キット(懸濁用液付) ヤンセン

[院内]リスパダールコンスタ筋注用37.5mg リスペリドン 37.5mg1キット(懸濁用液付) ヤンセン

[院内]リスパダールコンスタ筋注用50mg リスペリドン 50mg1キット（懸濁用液付） ヤンセン

[院外]リスパダール細粒1％ リスペリドン 1％1g ヤンセン

[院外]リスパダール内用液1mg/mL リスペリドン 0.1％1mL ヤンセン

[院内][院外]リスペリドンOD錠1mg「タカタ」 リスペリドン 1mg1錠 高田

[院内][院外][条件つき]リスペリドン錠1mg「タ

カタ」

リスペリドン 1mg1錠 高田

[院内][院外]リスペリドン内用液1mg/mL「タカ

タ」

リスペリドン 0.1％1mL 高田
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117 精神神経用剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外][条件つき]リタリン錠10mg メチルフェニデート塩酸塩 10mg1錠 ノバルティスＰ

[院内][院外]リフレックス錠15mg ミルタザピン 15mg1錠 Meiji Seika ファルマ

[院外]ルーラン錠4mg ペロスピロン塩酸塩水和物 4mg1錠 住友ファーマ

[院外]ルーラン錠8mg ペロスピロン塩酸塩水和物 8mg1錠 住友ファーマ

[院外]ルジオミール錠25mg マプロチリン塩酸塩 25mg1錠 サンファーマ

[院外]レクサプロ錠10mg エスシタロプラムシュウ酸塩 10mg1錠 持田

[院内][院外]レスリン錠25 トラゾドン塩酸塩 25mg1錠 オルガノン

[院外]レスリン錠50 トラゾドン塩酸塩 50mg1錠 オルガノン

[院外]レボトミン散10％ レボメプロマジンマレイン酸塩 10％1g 田辺三菱

[院外]ロナセン錠4mg ブロナンセリン 4mg1錠 住友ファーマ
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118 総合感冒剤

118 総合感冒剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]サラザック配合顆粒 サリチルアミド＼アセトアミノフェン＼無水カフ

ェイン＼プロメタジンメチレンジサリチル酸塩

1g 武田

[院外]PL配合顆粒 サリチルアミド＼アセトアミノフェン＼無水カフ

ェイン＼プロメタジンメチレンジサリチル酸塩

1g 塩野義
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119 その他の中枢神経系用薬

119 その他の中枢神経系用薬

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アジョビ皮下注225mgオートイン

ジェクター

フレマネズマブ（遺伝子組換え） 225mg1.5mL1キット 大塚製薬

[院外]アリセプト錠5mg ドネペジル塩酸塩 5mg1錠 エーザイ

[院外]アリセプトD錠10mg ドネペジル塩酸塩 10mg1錠 エーザイ

[院外]アリセプトD錠3mg ドネペジル塩酸塩 3mg1錠 エーザイ

[院外]アリセプトD錠5mg ドネペジル塩酸塩 5mg1錠 エーザイ

[院外]アリセプトドライシロップ1％ ドネペジル塩酸塩 1％1g エーザイ

[院外]アリセプト内服ゼリー5mg ドネペジル塩酸塩 5mg1個 エーザイ

[院外]イクセロンパッチ13.5mg リバスチグミン 13.5mg1枚 ノバルティスＰ

[院外]イクセロンパッチ18mg リバスチグミン 18mg1枚 ノバルティスＰ

[院外]イクセロンパッチ4.5mg リバスチグミン 4.5mg1枚 ノバルティスＰ

[院外]イクセロンパッチ9mg リバスチグミン 9mg1枚 ノバルティスＰ

[院内]エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日

医工」

エダラボン 30mg100mL1キット 日医工

[院内][院外]エムガルティ皮下注120mgオート

インジェクター

ガルカネズマブ（遺伝子組換え） 120mg1mL1キット 第一三共

[院内][院外]ガランタミンOD錠4mg「トーワ」 ガランタミン臭化水素酸塩 4mg1錠 東和薬品

[院内][院外]ガランタミンOD錠8mg「トーワ」 ガランタミン臭化水素酸塩 8mg1錠 東和薬品

[院外]サインバルタカプセル20mg デュロキセチン塩酸塩 20mg1カプセル 日本イーライリリー

[院外]サインバルタカプセル30mg デュロキセチン塩酸塩 30mg1カプセル 日本イーライリリー

[院内]シチコリン注500mg/2mL「日医工」 シチコリン 25％2mL1管 日医工

[院内][院外]セレジスト錠5mg タルチレリン水和物 5mg1錠 田辺三菱

[院内]タイサブリ点滴静注300mg ナタリズマブ（遺伝子組換え） 300mg15mL1瓶 バイオジェンJ

[院外]タウリン散98％「大正」 タウリン 98％1g 大正製薬

[院外]タリージェ錠10mg ミロガバリンベシル酸塩 10mg1錠 第一三共

[院外]タリージェ錠2.5mg ミロガバリンベシル酸塩 2.5mg1錠 第一三共

[院内][院外]タリージェ錠5mg ミロガバリンベシル酸塩 5mg1錠 第一三共

[院内][院外]デエビゴ錠2.5mg レンボレキサント 2.5mg1錠 エーザイ

[院外]デエビゴ錠5mg レンボレキサント 5mg1錠 エーザイ

[院外]テクフィデラカプセル120mg フマル酸ジメチル 120mg1カプセル バイオジェンJ

[院外]テクフィデラカプセル240mg フマル酸ジメチル 240mg1カプセル バイオジェンJ

[院内][院外]デュロキセチンカプセル20mg「ト

ーワ」

デュロキセチン塩酸塩 20mg1カプセル 東和薬品

[院内][院外]ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ト

ーワ」

ドネペジル塩酸塩 3mg1錠 東和薬品

[院内][院外]ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ト

ーワ」

ドネペジル塩酸塩 5mg1錠 東和薬品

[院内][院外]ナルフラフィン塩酸塩OD錠

2.5μg「サワイ」

ナルフラフィン塩酸塩 2.5μg1錠 沢井

[院内][院外]ニュープロパッチ13.5mg ロチゴチン 13.5mg1枚 大塚製薬
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119 その他の中枢神経系用薬

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]ニュープロパッチ18mg ロチゴチン 18mg1枚 大塚製薬

[院外]ニュープロパッチ2.25mg ロチゴチン 2.25mg1枚 大塚製薬

[院内][院外]ニュープロパッチ4.5mg ロチゴチン 4.5mg1枚 大塚製薬

[院外]ニュープロパッチ9mg ロチゴチン 9mg1枚 大塚製薬

[院内][院外]ビ・シフロール錠0.125mg プラミペキソール塩酸塩水和物 0.125mg1錠 日本ベーリンガー

[院内][院外]ビ・シフロール錠0.5mg プラミペキソール塩酸塩水和物 0.5mg1錠 日本ベーリンガー

[院内][院外]プレガバリンOD錠25mg「ファイ

ザー」

プレガバリン 25mg1錠 ヴィアトリス

[院内][院外]プレガバリンOD錠75mg「ファイ

ザー」

プレガバリン 75mg1錠 ヴィアトリス

[院内]プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」 プロチレリン酒石酸塩水和物 0.5mg1管 ニプロ

[院内]プロチレリン酒石酸塩注2mg「NP」 プロチレリン酒石酸塩水和物 2mg1mL1管 ニプロ

[院内][院外]ベルソムラ錠15mg スボレキサント 15mg1錠 ＭＳＤ

[院内][院外]ベルソムラ錠20mg スボレキサント 20mg1錠 ＭＳＤ

[院外]メマリーOD錠10mg メマンチン塩酸塩 10mg1錠 第一三共

[院外]メマリーOD錠5mg メマンチン塩酸塩 5mg1錠 第一三共

[院内][院外]メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ト

ーワ」

メマンチン塩酸塩 20mg1錠 東和薬品

[院内][院外]メマンチン塩酸塩OD錠5mg「トー

ワ」

メマンチン塩酸塩 5mg1錠 東和薬品

[院外]メラトベル顆粒小児用0.2％ メラトニン 0.2％1g ノーベルファーマ

[院内][院外]ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 ラメルテオン 8mg1錠 武田

[院内][院外]リバスチグミンテープ18mg「久光

」

リバスチグミン 18mg1枚 久光

[院内][院外]リバスチグミンテープ4.5mg「久

光」

リバスチグミン 4.5mg1枚 久光

[院外]リリカOD錠150mg プレガバリン 150mg1錠 ヴィアトリス

[院外]リリカOD錠25mg プレガバリン 25mg1錠 ヴィアトリス

[院外]リリカOD錠75mg プレガバリン 75mg1錠 ヴィアトリス

[院内][院外]リルゾール錠50mg「AA」 リルゾール 50mg1錠 武田

[院外]レイボー錠100mg ラスミジタンコハク酸塩 100mg1錠 第一三共

[院外]レグナイト錠300mg ガバペンチン　エナカルビル 300mg1錠 アステラス

[院外]レミッチOD錠2.5μg ナルフラフィン塩酸塩 2.5μg1錠 鳥居

[院外]レミニールOD錠12mg ガランタミン臭化水素酸塩 12mg1錠 ヤンセン

[院外]レミニールOD錠4mg ガランタミン臭化水素酸塩 4mg1錠 ヤンセン

[院外]レミニールOD錠8mg ガランタミン臭化水素酸塩 8mg1錠 ヤンセン

[院外]ロゼレム錠8mg ラメルテオン 8mg1錠 武田
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121 局所麻酔剤

121 局所麻酔剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]アナペイン注2mg/mL(100mL) ロピバカイン塩酸塩水和物 0.2％100mL1袋 サンド

[院内]アナペイン注7.5mg/mL(20mL) ロピバカイン塩酸塩水和物 0.75％20mL1管 サンド

[院内][院外]エムラクリーム リドカイン＼プロピトカイン 1g 佐藤製薬

[院内]カルボカインアンプル注0.5％(10mL) メピバカイン塩酸塩 0.5％10mL1管 サンド

[院内]カルボカインアンプル注1％(10mL) メピバカイン塩酸塩 1％10mL1管 サンド

[院内]カルボカインアンプル注2％(10mL) メピバカイン塩酸塩 2％10mL1管 サンド

[院内]キシロカイン0.5％筋注用溶解液 リドカイン 0.5％3mL1管 サンド

[院内][院外]キシロカイン液「4％」 リドカイン塩酸塩 4％1mL サンド

[院内][院外]キシロカインゼリー2％ リドカイン塩酸塩 2％1mL サンド

[院内]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（エピネフリン） 1％10mLバイアル サンド

[院内]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（エピネフリン） 2％10mLバイアル サンド

[院内][条件つき]キシロカイン注シリンジ1％ リドカイン塩酸塩 1％10mL1筒 サンド

[院内]キシロカイン注ポリアンプ1％(10mL) リドカイン塩酸塩 1％10mL1管 サンド

[院内]キシロカイン注ポリアンプ2％(10mL) リドカイン塩酸塩 2％10mL1管 サンド

[院内][院外]キシロカインビスカス2％ リドカイン塩酸塩 2％1mL サンド

[院内]キシロカインポンプスプレー8％ リドカイン 1g サンド

[院内][院外]ストロカイン錠5mg オキセサゼイン 5mg1錠 エーザイ

[院内]プロカニン注1％ プロカイン塩酸塩 1％5mL1管 光

[院内]ポプスカイン0.25％注シリンジ

25mg/10mL

レボブピバカイン塩酸塩 25mg10mL1筒 丸石

[院内]ポプスカイン0.75％注シリンジ

75mg/10mL

レボブピバカイン塩酸塩 75mg10mL1筒 丸石

[院内]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 0.5％4mL1管 サンド

[院内]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 0.5％4mL1管 サンド

[院内]リドカインテープ18mg「NP」 リドカイン (18mg)30.5mm×50.0mm1枚 ニプロ

[院内]ロカイン注2％(5mL) プロカイン塩酸塩 2％5mL1管 扶桑
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122 骨格筋弛緩剤

122 骨格筋弛緩剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]スキサメトニウム注100「マルイシ」 スキサメトニウム塩化物水和物 2%5mL1管 丸石

[院内][院外]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 25mg1カプセル オーファンパシフィック

[院内]ダントリウム静注用20mg ダントロレンナトリウム水和物 20mg1瓶 オーファンパシフィック

[院内][条件つき]ナーブロック筋注2500単位 B型ボツリヌス毒素 2,500単位0.5mL1瓶 エーザイ

[院内][条件つき]ボトックス注用100単位 Ａ型ボツリヌス毒素 100単位1瓶 グラクソ・スミスクライン

[院内][条件つき]ボトックス注用50単位 Ａ型ボツリヌス毒素 50単位1瓶 グラクソ・スミスクライン

[院外]リンラキサー錠250mg クロルフェネシンカルバミン酸エステル 250mg1錠 大正製薬

[院内]ロクロニウム臭化物静注液

50mg/5.0mL「マルイシ」

ロクロニウム臭化物 50mg5mL1瓶 丸石
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123 自律神経剤

123 自律神経剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]ウブレチド錠5mg ジスチグミン臭化物 5mg1錠 鳥居

[院内]オビソート注射用0.1g アセチルコリン塩化物 100mg1管(溶解液付) 第一三共

[院内][院外]グランダキシン錠50 トフィソパム 50mg1錠 持田

[院外]チアトンカプセル10mg チキジウム臭化物 10mg1カプセル マイランEPD

[院内][院外]ベサコリン散5％ ベタネコール塩化物 5％1g エーザイ

[院内][院外]メスチノン錠60mg ピリドスチグミン臭化物 60mg1錠 共和薬工

[院内][院外]ワゴスチグミン散(0.5％) ネオスチグミン臭化物 0.5％1g 共和薬工
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124 鎮けい剤

124 鎮けい剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]アトロピン注0.05％シリンジ「テルモ」

(1mL)

アトロピン硫酸塩水和物 0.05％1mL1筒 テルモ

[院外]アロフト錠20mg アフロクアロン 20mg1錠 ニプロES P

[院内][院外]エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」 エペリゾン塩酸塩 50mg1錠 第一三共エスファ

[院内]ギャバロン髄注0.005％1mL バクロフェン 0.005％1mL1管 第一三共

[院内]ギャバロン髄注0.05％20mL バクロフェン 0.05％20mL1管 第一三共

[院内]ギャバロン髄注0.2％5mL バクロフェン 0.2％5mL1管 第一三共

[院内][院外]コスパノン錠80mg フロプロピオン 80mg1錠 エーザイ

[院外]コリオパンカプセル5mg ブトロピウム臭化物 5mg1カプセル エーザイ

[院内][院外]テルネリン錠1mg チザニジン塩酸塩 1mg1錠 サンファーマ

[院内]ハイスコ皮下注0.5mg スコポラミン臭化水素酸塩水和物 0.05％1mL1管 杏林

[院内]パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」 パパベリン塩酸塩 4％1mL1管 日医工

[院内][院外]ブスコパン錠10mg ブチルスコポラミン臭化物 10mg1錠 サノフィ

[院内]ブスコパン注20mg ブチルスコポラミン臭化物 2％1mL1管 サノフィ

[院外]ミオナール錠50mg エペリゾン塩酸塩 50mg1錠 エーザイ

[院外]リオレサール錠10mg バクロフェン 10mg1錠 サンファーマ

[院内][院外]リオレサール錠5mg バクロフェン 5mg1錠 サンファーマ

[院内][院外]硫酸アトロピン「ホエイ」 アトロピン硫酸塩水和物 1g ヴィアトリス

[院内]硫酸Mg補正液1mEq/mL 硫酸マグネシウム水和物 0.5モル20mL1管 大塚製薬

[院外]ロートエキス散「ホエイ」 ロートエキス 1g ヴィアトリス
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125 発汗剤，止汗剤

125 発汗剤，止汗剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]エクロックゲル5％ ソフピロニウム臭化物 5％1g 科研
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131 眼科用剤

131 眼科用剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アイオピジンUD点眼液1％ アプラクロニジン塩酸塩 1％0.1mL1個 ノバルティスＰ

[院外]アイファガン点眼液0.1％ ブリモニジン酒石酸塩 0.1％1mL 武田

[院外]アイベータ配合点眼液＜製造番号

A012 A013以降＞

ブリモニジン酒石酸塩＼チモロールマレイン

酸塩

1mL 武田

[院外]アイラミド配合懸濁性点眼液 ブリモニジン酒石酸塩＼ブリンゾラミド 1mL 武田

[院内]アイリーア硝子体内注射用キット

40mg/mL

アフリベルセプト（遺伝子組換え） 2mg0.05mL1筒 参天

[院内][院外]アシクロビル眼軟膏3％「ニットー

」

アシクロビル 3%1g 日東メディック

[院外]アジマイシン点眼液1％＜製造番号

R008以降＞

アジスロマイシン水和物 1％1mL 武田

[院内][院外]アゾルガ配合懸濁性点眼液 ブリンゾラミド＼チモロールマレイン酸塩 1mL ノバルティスＰ

[院内][院外]日点アトロピン点眼液1％ アトロピン硫酸塩水和物 1％5mL1瓶 ロートニッテン

[院内][院外]アレジオンLX点眼液0.1％ エピナスチン塩酸塩 0.1％1mL 参天

[院外]エイゾプト懸濁性点眼液1％ ブリンゾラミド 1％1mL ノバルティスＰ

[院外]エイベリス点眼液0.002％ オミデネパグ　イソプロピル 0.002％1mL 参天

[院外]エイベリスミニ点眼液0.002％ オミデネパグ　イソプロピル 0.002％0.3mL1個 参天

[院内]オキシグルタチオン眼灌流液

0.0184％キット「センジュ」

オキシグルタチオン 500mL1キット 武田

[院内][院外]オフサロン点眼液 クロラムフェニコール＼コリスチンメタンスルホ

ン酸ナトリウム

5mL1瓶 わかもと

[院内]オペガードMA眼灌流液(20mL) ブドウ糖＼塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼塩

化カルシウム水和物＼硫酸マグネシウム水和

物＼炭酸水素ナトリウム

20mL1管 武田

[院内][院外]ガチフロ点眼液0.3％ ガチフロキサシン水和物 0.3％1mL 武田

[院外]キサラタン点眼液0.005％ ラタノプロスト 0.005％1mL ヴィアトリス

[院内][院外]キシロカイン点眼液4％ リドカイン塩酸塩 4％1mL サンド

[院外]グラアルファ配合点眼液 リパスジル塩酸塩水和物＼ブリモニジン酒石

酸塩

1mL 興和

[院内][院外]グラナテック点眼液0.4％ リパスジル塩酸塩水和物 0.4％1mL 興和

[院外]クラビット点眼液1.5％ レボフロキサシン水和物 1.5％1mL 参天

[院内]グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」

(200mLソフトバッグ)

濃グリセリン＼果糖 200mL1袋 光

[院内]グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」

(300mLソフトバッグ)

濃グリセリン＼果糖 300mL1袋 光

[院内][院外]コソプト配合点眼液 ドルゾラミド塩酸塩＼チモロールマレイン酸塩 1mL 参天

[院外]コソプトミニ配合点眼液 ドルゾラミド塩酸塩＼チモロールマレイン酸塩 0.4mL1個 参天

[院内]サイプレジン1％点眼液 シクロペントラート塩酸塩 1％1mL 参天

[院外]ザラカム配合点眼液 ラタノプロスト＼チモロールマレイン酸塩 1mL ヴィアトリス

[院内][院外]サンコバ点眼液0.02％ シアノコバラミン 0.02％5mL1瓶 参天

[院内][院外]サンドールP点眼液 トロピカミド＼フェニレフリン塩酸塩 1mL ロートニッテン

[院内][院外]サンピロ点眼液1％ ピロカルピン塩酸塩 1％5mL1瓶 参天
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131 眼科用剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]サンピロ点眼液2％ ピロカルピン塩酸塩 2％5mL1瓶 参天

[院内][院外]サンベタゾン眼耳鼻科用液

0.1％

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 0.1%1mL 参天

[院内]シェルガン0.5眼粘弾剤 精製ヒアルロン酸ナトリウム＼コンドロイチン硫

酸エステルナトリウム

0.5mL1筒 参天

[院内][院外]ジクアスLX点眼液3％ ジクアホソルナトリウム 3％5mL1瓶 参天

[院外]人工涙液マイティア点眼液 ホウ酸＼塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼乾燥

炭酸ナトリウム＼リン酸水素ナトリウム水和物

5mL1瓶 武田

[院外]ゾビラックス眼軟膏3％ アシクロビル 3％1g 日東メディック

[院外]タプコム配合点眼液 タフルプロスト＼チモロールマレイン酸塩 1mL 参天

[院内][院外]タプロス点眼液0.0015％ タフルプロスト 0.0015％1mL 参天

[院外]タプロスミニ点眼液0.0015％ タフルプロスト 0.0015％0.3mL1個 参天

[院内][院外]タリビッド眼軟膏0.3％ オフロキサシン 0.3％1g 参天

[院内][院外]チモプトールXE点眼液0.5％ チモロールマレイン酸塩 0.5％1mL 参天

[院外]チモプトール点眼液0.5％ チモロールマレイン酸塩 0.5％1mL 参天

[院外]デタントール0.01％点眼液 ブナゾシン塩酸塩 0.01％1mL 参天

[院外]デュオトラバ配合点眼液 トラボプロスト＼チモロールマレイン酸塩 1mL ノバルティスＰ

[院内][院外]トブラシン点眼液0.3％ トブラマイシン 3mg1mL 日東メディック

[院内][院外]トラバタンズ点眼液0.004％ トラボプロスト 0.004％1mL ノバルティスＰ

[院内][院外]トルソプト点眼液1％ ドルゾラミド塩酸塩 1％1mL 参天

[院内][院外]ネオシネジンコーワ5％点眼液 フェニレフリン塩酸塩 5％1mL 興和

[院内][院外]ネオメドロールEE軟膏 フラジオマイシン硫酸塩＼メチルプレドニゾロ

ン

1g ファイザー

[院外]ネバナック懸濁性点眼液0.1％ ネパフェナク 0.1％1mL ノバルティスＰ

[院外]ハイパジールコーワ点眼液0.25％ ニプラジロール 0.25％1mL 興和

[院外]パタノール点眼液0.1％ オロパタジン塩酸塩 0.1％1mL 協和キリン

[院内]バビースモ硝子体内注射液120mg/mL ファリシマブ（遺伝子組換え） 6mg0.05mL1瓶 中外製薬

[院外]パピロックミニ点眼液0.1％ シクロスポリン 0.1％0.4mL1個 参天

[院内]ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1％「生化

学」

精製ヒアルロン酸ナトリウム 1％0.85mL1筒 参天

[院内]ヒアルロン酸Na1.1眼粘弾剤1％MV「セ

ンジュ」

精製ヒアルロン酸ナトリウム 1%1.1mL1筒 武田

[院外]ヒアルロン酸Na点眼液0.1％「センジュ」 精製ヒアルロン酸ナトリウム 0.1％5mL1瓶 武田

[院内][院外]ヒアレイン点眼液0.1％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 0.1％5mL1瓶 参天

[院内][院外]ヒアレインミニ点眼液0.1％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 0.1％0.4mL1個 参天

[院内]PA・ヨード点眼・洗眼液 ポリビニルアルコールヨウ素 0.2％1mL ロートニッテン

[院内]ビーエスエスプラス500眼灌流液

0.0184％

オキシグルタチオン 0.46％20mL1瓶(希釈液付) 日本アルコン

[院内]ヒーロンV眼粘弾剤2.3％シリンジ0.6mL 精製ヒアルロン酸ナトリウム 2.3％0.6mL1筒 エイエムオーＪ

[院内]ビスダイン静注用15mg ベルテポルフィン 15mg1瓶 クリニジェン

[院外]ピマリシン点眼液5％「センジュ」 ピマリシン 50mg1mL 武田

[院内][院外]ピレノキシン懸濁性点眼液 ピレノキシン 0.005％5mL1瓶 参天
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

0.005％「参天」

[院内][院外]ブリモニジン酒石酸塩点眼液

0.1％「SEC」

ブリモニジン酒石酸塩 0.1％1mL 参天

[院内][院外]ブリンゾラミド懸濁性点眼液1％「

サンド」

ブリンゾラミド 1％1mL サンド

[院外]フルオロメトロン点眼液0.02％「センジ

ュ」

フルオロメトロン 0.02%1mL 武田

[院内][院外]フルオロメトロン点眼液0.1％「セ

ンジュ」

フルオロメトロン 0.1％1mL 武田

[院外]フルメトロン点眼液0.1％ フルオロメトロン 0.1％1mL 参天

[院外]プレドニン眼軟膏 プレドニゾロン酢酸エステル 0.25％1g 塩野義

[院内][院外]ブロムフェナクNa点眼液0.1％「

ニットー」

ブロムフェナクナトリウム水和物 0.1％1mL 日東メディック

[院内]ベオビュ硝子体内注射用キット

120mg/mL

ブロルシズマブ（遺伝子組換え） 6mg0.05mL1筒 ノバルティスＰ

[院外]ベガモックス点眼液0.5％ モキシフロキサシン塩酸塩 0.5％1mL ノバルティスＰ

[院内][院外]ベストロン点眼用0.5％ セフメノキシム塩酸塩 5mg1mL(溶解後の液として) 武田

[院外]ベタキソロール点眼液0.5％「SW」 ベタキソロール塩酸塩 0.5%1mL 沢井

[院内][院外]ベノキシール点眼液0.4％ オキシブプロカイン塩酸塩 0.4％1mL 参天

[院内][院外]ベルベゾロンF点眼・点鼻液 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム＼フラジ

オマイシン硫酸塩

1mL ロートニッテン

[院内]ホウ砂「ケンエー」 ホウ砂 10g 健栄

[院内]マキュエイド眼注用40mg トリアムシノロンアセトニド 40mg1瓶 わかもと

[院外]ミオピン点眼液 ネオスチグミンメチル硫酸塩＼塩化ナトリウム

＼塩化カルシウム水和物＼炭酸水素ナトリウ

ム＼Ｌ-アスパラギン酸カリウム

5mL1瓶 参天

[院内][院外]ミケランLA点眼液2％ カルテオロール塩酸塩 2％1mL 大塚製薬

[院外]ミケルナ配合点眼液 カルテオロール塩酸塩＼ラタノプロスト 1mL 大塚製薬

[院内][院外]ミドリンM点眼液0.4％ トロピカミド 0.4％1mL 参天

[院外]ミドリンP点眼液 トロピカミド＼フェニレフリン塩酸塩 1mL 参天

[院内][院外]ムコスタ点眼液UD2％ レバミピド 2％0.35mL1本 大塚製薬

[院外]ラクリミン点眼液0.05％ オキシブプロカイン塩酸塩 0.05％5mL1瓶 参天

[院内][院外]ラタノプロスト点眼液0.005％「ニ

ットー」

ラタノプロスト 0.005％1mL 日東メディック

[院内]ラニビズマブBS硝子体内注射用キット

10mg/mL「センジュ」

ラニビズマブ（遺伝子組換え） 0.5mg0.05mL1筒 武田

[院外]リズモンTG点眼液0.5％ チモロールマレイン酸塩 0.5％1mL わかもと

[院外]リボスチン点眼液0.025％ レボカバスチン塩酸塩 0.025％1mL 参天

[院内][院外]リュウアト1％眼軟膏 アトロピン硫酸塩水和物 1％1g 参天

[院内][院外]硫酸アトロピン「ホエイ」 アトロピン硫酸塩水和物 1g ヴィアトリス

[院外]点眼・点鼻用リンデロンA液 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム＼フラジ

オマイシン硫酸塩

1mL 塩野義

[院内][院外]眼・耳科用リンデロンA軟膏 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム＼フラジ

オマイシン硫酸塩

1g 塩野義
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]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

[院内]ルセンティス硝子体内注射用キット

10mg/mL

ラニビズマブ（遺伝子組換え） 0.5mg0.05mL1筒 ノバルティスＰ

[院内][院外]ルミガン点眼液0.03％ ビマトプロスト 0.03％1mL 武田

[院外]レスキュラ点眼液0.12％ イソプロピルウノプロストン 0.12％1mL 日東メディック

[院内][院外]レボフロキサシン点眼液1.5％「

VTRS」

レボフロキサシン水和物 1.5％1mL ヴィアトリス
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧

用

フルチカゾンフランカルボン酸エステル 3mg6g1キット グラクソ・スミスクライン

[院内][院外]エリザス点鼻粉末200μg28噴霧

用

デキサメタゾンシペシル酸エステル 5.6mg1瓶 日本新薬

[院外]クロモグリク酸Na点鼻液2％「トーワ」 クロモグリク酸ナトリウム 190mg9.5mL1瓶 東和薬品

[院内][院外]ザジテン点鼻液0.05％ ケトチフェンフマル酸塩 6.048mg8mL1瓶 サンファーマ

[院内][院外]ジオクチルソジウムスルホサクシ

ネート耳科用液5％「CEO」

ジオクチルソジウムスルホサクシネート 5％1mL 武田

[院内][院外]タリビッド耳科用液0.3％ オフロキサシン 3mg1mL アルフレッサＰ

[院内][院外]トラマゾリン点鼻液0.118％「

AFP」

トラマゾリン塩酸塩 0.118％1mL アルフレッサＰ

[院外]ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 5mg10g1瓶 杏林

[院内][院外]プリビナ液0.05％ ナファゾリン硝酸塩 0.05％1mL 日新製薬

[院外]小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴

霧用

フルチカゾンプロピオン酸エステル 2.04mg4mL1瓶 グラクソ・スミスクライン

[院外]ベクロメタゾン点鼻液50μg「DSP」 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 8.5mg8.5g1瓶 住友ファーマ

[院内][院外]ベクロメタゾン鼻用パウダー

25μg「トーワ」

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 1.50mg0.9087g1瓶 東和薬品

[院内][院外]ベストロン耳鼻科用1％ セフメノキシム塩酸塩 10mg1mL(溶解後の液として) 武田

[院外]ベストロン耳鼻科用1％ セフメノキシム塩酸塩 10mg1mL(溶解後の液として) 杏林

[院内][院外]ベルベゾロンF点眼・点鼻液 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム＼フラジ

オマイシン硫酸塩

1mL ロートニッテン

[院外]ホスミシンS耳科用3％ ホスホマイシンナトリウム 30mg1mL(溶解後の液として) Meiji Seika ファルマ

[院内][院外]モメタゾン点鼻液50μg「杏林」

56噴霧用

モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 5mg10g1瓶 杏林

[院外]リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 レボカバスチン塩酸塩 0.025％15mL1瓶 日本新薬

[院外]点眼・点鼻用リンデロンA液 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム＼フラジ

オマイシン硫酸塩

1mL 塩野義

[院内][院外]眼・耳科用リンデロンA軟膏 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム＼フラジ

オマイシン硫酸塩

1g 塩野義

[院外]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
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]イソメニールカプセル7.5mg ｄｌ－イソプレナリン塩酸塩 7.5mg1カプセル 科研

[院内][院外]イフェンプロジル酒石酸塩錠

10mg「あすか」

イフェンプロジル酒石酸塩 10mg1錠 武田

[院内][院外]セファドール錠25mg ジフェニドール塩酸塩 25mg1錠 日本新薬

[院外]セロクラール錠10mg イフェンプロジル酒石酸塩 10mg1錠 日医工

[院内][院外]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

1錠 エーザイ

[院内][院外]ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「ト

ーワ」

ベタヒスチンメシル酸塩 6mg1錠 東和薬品

[院外]メリスロン錠6mg ベタヒスチンメシル酸塩 6mg1錠 エーザイ
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190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]メキシチールカプセル100mg メキシレチン塩酸塩 100mg1カプセル 太陽P

[院外]メキシチールカプセル50mg メキシレチン塩酸塩 50mg1カプセル 太陽P

[院内][院外]メキシレチン塩酸塩カプセル

100mg「YD」

メキシレチン塩酸塩 100mg1カプセル 陽進堂

[院内][院外]メキシレチン塩酸塩カプセル

50mg「YD」

メキシレチン塩酸塩 50mg1カプセル 陽進堂
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]安息香酸ナトリウムカフェイン原

末「マルイシ」

安息香酸ナトリウムカフェイン 1g 丸石

[院内]イノバン注0.3％シリンジ ドパミン塩酸塩 0.3％50mL1筒 協和キリン

[院内]コアテック注5mg オルプリノン塩酸塩水和物 5mg5mL1管 エーザイ

[院内][院外]ジゴキシン錠0.0625「KYO」 ジゴキシン 0.0625mg1錠 トーアエイヨー

[院外]ジゴシン散0.1％ ジゴキシン 0.1％1g 太陽P

[院外]ジゴシン錠0.25mg ジゴキシン 0.25mg1錠 太陽P

[院内]ジゴシン注0.25mg ジゴキシン 0.025％1mL1管 太陽P

[院外]タウリン散98％「大正」 タウリン 98％1g 大正製薬

[院内]ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット

「VTRS」

ドパミン塩酸塩 0.1％200mL1袋 ヴィアトリス

[院内]ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット

「VTRS」

ドパミン塩酸塩 0.3％200mL1袋 ヴィアトリス

[院内]ドブタミン持続静注150mgシリンジ「

KKC」

ドブタミン塩酸塩 0.3%50mL1筒 協和キリン

[院内]ドブタミン点滴静注液200mgキット「

VTRS」

ドブタミン塩酸塩 0.1％200mL1袋 ヴィアトリス

[院内]ドブタミン点滴静注液600mgキット「

VTRS」

ドブタミン塩酸塩 0.3％200mL1袋 ヴィアトリス

[院内]ネオフィリン注250mg アミノフィリン水和物 2.5％10mL1管 エーザイ

[院内][院外]ノイキノン錠10mg ユビデカレノン 10mg1錠 エーザイ

[院内][院外]ハーフジゴキシンKY錠0.125 ジゴキシン 0.125mg1錠 トーアエイヨー

[院外]ピモベンダン錠0.625mg「TE」 ピモベンダン 0.625mg1錠 トーアエイヨー

[院内][院外]ピモベンダン錠1.25mg「TE」 ピモベンダン 1.25mg1錠 トーアエイヨー

[院内]プロタノールL注0.2mg ｌ－イソプレナリン塩酸塩 0.02％1mL1管 興和

[院内]ミルリノン注10mg「タカタ」 ミルリノン 10mg10mL1管 高田

[院内]ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg エフェドリン塩酸塩 4％1mL1管 日医工
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]アスペノンカプセル10 アプリンジン塩酸塩 10mg1カプセル バイエル

[院外]アスペノンカプセル20 アプリンジン塩酸塩 20mg1カプセル バイエル

[院内][院外]アプリンジン塩酸塩カプセル

10mg「NP」

アプリンジン塩酸塩 10mg1カプセル ニプロ

[院内]アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 アミオダロン塩酸塩 150mg3mL1管 トーアエイヨー

[院内][院外]アミオダロン塩酸塩速崩錠

100mg「TE」

アミオダロン塩酸塩 100mg1錠 トーアエイヨー

[院内][院外]アミオダロン塩酸塩速崩錠

50mg「TE」

アミオダロン塩酸塩 50mg1錠 トーアエイヨー

[院外]アミサリン錠250mg プロカインアミド塩酸塩 250mg1錠 アルフレッサＰ

[院外]アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 アロチノロール塩酸塩 10mg1錠 住友ファーマ

[院内][院外]アロチノロール塩酸塩錠5mg「

DSP」

アロチノロール塩酸塩 5mg1錠 住友ファーマ

[院外]インデラル錠10mg プロプラノロール塩酸塩 10mg1錠 太陽P

[院内]インデラル注射液2mg プロプラノロール塩酸塩 0.1％2mL1管 太陽P

[院内]オノアクト点滴静注用150mg ランジオロール塩酸塩 150mg1瓶 小野薬品

[院内][院外]キニジン硫酸塩錠100mg「

VTRS」

キニジン硫酸塩水和物 100mg1錠 ヴィアトリス

[院内]コアベータ静注用12.5mg ランジオロール塩酸塩 12.5mg1瓶 小野薬品

[院外]サンリズムカプセル25mg ピルシカイニド塩酸塩水和物 25mg1カプセル 第一三共

[院外]サンリズムカプセル50mg ピルシカイニド塩酸塩水和物 50mg1カプセル 第一三共

[院内]サンリズム注射液50 ピルシカイニド塩酸塩水和物 50mg5mL1管 第一三共

[院内][院外]シベノール錠100mg シベンゾリンコハク酸塩 100mg1錠 トーアエイヨー

[院内]シンビット静注用50mg ニフェカラント塩酸塩 50mg1瓶 トーアエイヨー

[院内][院外]セロケン錠20mg メトプロロール酒石酸塩 20mg1錠 太陽P

[院外]ソタコール錠80mg ソタロール塩酸塩 80mg1錠 サンド

[院内][院外]ソタロール塩酸塩錠80mg「TE」 ソタロール塩酸塩 80mg1錠 トーアエイヨー

[院内][院外]タンボコール錠50mg フレカイニド酢酸塩 50mg1錠 エーザイ

[院内]タンボコール静注50mg フレカイニド酢酸塩 50mg5mL1管 エーザイ

[院内][院外]テノーミン錠25 アテノロール 25mg1錠 太陽P

[院内][院外]テノーミン錠50 アテノロール 50mg1錠 太陽P

[院内][院外]ビソプロロールフマル酸塩錠

0.625mg「日医工」

ビソプロロールフマル酸塩 0.625mg1錠 日医工

[院内][院外]ビソプロロールフマル酸塩錠

2.5mg「日医工」

ビソプロロールフマル酸塩 2.5mg1錠 日医工

[院外]ピメノールカプセル50mg ピルメノール塩酸塩水和物 50mg1カプセル ファイザー

[院内][院外]ピルシカイニド塩酸塩カプセル

50mg「DSEP」

ピルシカイニド塩酸塩水和物 50mg1カプセル 第一三共エスファ

[院内]ブレビブロック注100mg エスモロール塩酸塩 100mg10mL1瓶 丸石

[院外]プロノン錠150mg プロパフェノン塩酸塩 150mg1錠 トーアエイヨー

[院内][院外]プロプラノロール塩酸塩錠 プロプラノロール塩酸塩 10mg1錠 東和薬品
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

10mg「トーワ」

[院内][院外]ベプリコール錠50mg ベプリジル塩酸塩水和物 50mg1錠 第一三共

[院外]メインテート錠2.5mg ビソプロロールフマル酸塩 2.5mg1錠 田辺三菱

[院外]メインテート錠5mg ビソプロロールフマル酸塩 5mg1錠 田辺三菱

[院外]メキシチールカプセル100mg メキシレチン塩酸塩 100mg1カプセル 太陽P

[院外]メキシチールカプセル50mg メキシレチン塩酸塩 50mg1カプセル 太陽P

[院内][院外]メキシレチン塩酸塩カプセル

100mg「YD」

メキシレチン塩酸塩 100mg1カプセル 陽進堂

[院内][院外]メキシレチン塩酸塩カプセル

50mg「YD」

メキシレチン塩酸塩 50mg1カプセル 陽進堂

[院内][院外]リスモダンR錠150mg ジソピラミドリン酸塩 150mg1錠 クリニジェン

[院内][院外]リスモダンカプセル100mg ジソピラミド 100mg1カプセル クリニジェン

[院内]リドカイン静注用2％シリンジ「テルモ」

(5mL)

リドカイン 2％5mL1筒 テルモ

[院内]リドカイン点滴静注液1％「タカタ」 リドカイン 1％200mL1袋 高田

[院内]ワソラン静注5mg ベラパミル塩酸塩 0.25％2mL1管 エーザイ
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アゾセミド錠60mg「DSEP」 アゾセミド 60mg1錠 第一三共エスファ

[院内][院外]アルダクトンA細粒10％ スピロノラクトン 10％1g ファイザー

[院外]アルダクトンA錠25mg スピロノラクトン 25mg1錠 ファイザー

[院内][院外]イソソルビド内用液70％「CEO」 イソソルビド 70%1mL 武田

[院外]イソバイドシロップ70％ イソソルビド 70％1mL 日本新薬

[院内]カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ

」

カンレノ酸カリウム 200mg1瓶 沢井

[院外][条件つき]サムスカOD錠15mg トルバプタン 15mg1錠 大塚製薬

[院外][条件つき]サムスカOD錠7.5mg トルバプタン 7.5mg1錠 大塚製薬

[院外][条件つき]サムスカ顆粒1％ トルバプタン 1％1g 大塚製薬

[院内][院外]スピロノラクトン錠25mg「NP」 スピロノラクトン 25mg1錠 ニプロ

[院外]ダイアート錠60mg アゾセミド 60mg1錠 三和化学

[院内][院外]ダイアモックス錠250mg アセタゾラミド 250mg1錠 三和化学

[院内]ダイアモックス注射用500mg アセタゾラミドナトリウム 500mg1瓶 三和化学

[院内][院外]トラセミドOD錠4mg「TE」 トラセミド 4mg1錠 トーアエイヨー

[院内][院外]トルバプタンOD錠7.5mg「TE」 トルバプタン 7.5mg1錠 トーアエイヨー

[院内][院外]フルイトラン錠2mg トリクロルメチアジド 2mg1錠 塩野義

[院内][院外]フロセミド錠20mg「NP」 フロセミド 20mg1錠 ニプロ

[院内][院外]フロセミド錠40mg「NP」 フロセミド 40mg1錠 ニプロ

[院内]フロセミド注20mg「NIG」 フロセミド 20mg1管 武田

[院外]ラシックス錠20mg フロセミド 20mg1錠 日医工

[院外]ラシックス錠40mg フロセミド 40mg1錠 日医工

[院外]ルプラック錠4mg トラセミド 4mg1錠 富士フイルム富山化学

[院外]ルプラック錠8mg トラセミド 8mg1錠 富士フイルム富山化学

- 32 -



214 血圧降下剤

214 血圧降下剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]アーチスト錠10mg カルベジロール 10mg1錠 第一三共

[院外]アーチスト錠2.5mg カルベジロール 2.5mg1錠 第一三共

[院内][院外]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 1錠 住友ファーマ

[院外]アイミクス配合錠LD イルベサルタン＼アムロジピンベシル酸塩 1錠 住友ファーマ

[院内][院外]アジルバ錠20mg アジルサルタン 20mg1錠 武田

[院内][院外]アジルバ錠40mg アジルサルタン 40mg1錠 武田

[院内][院外]アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 アゼルニジピン 16mg1錠 東和薬品

[院外]アテディオ配合錠 バルサルタン＼シルニジピン 1錠 持田

[院外]アテレック錠10 シルニジピン 10mg1錠 持田

[院外]アテレック錠20 シルニジピン 20mg1錠 持田

[院外]アバプロ錠100mg イルベサルタン 100mg1錠 住友ファーマ

[院外]アバプロ錠200mg イルベサルタン 200mg1錠 住友ファーマ

[院外]アバプロ錠50mg イルベサルタン 50mg1錠 住友ファーマ

[院内][院外]アルドメット錠125 メチルドパ水和物 125mg1錠 ミノファーゲン

[院内][院外]アルドメット錠250 メチルドパ水和物 250mg1錠 ミノファーゲン

[院外]イルトラ配合錠HD イルベサルタン＼トリクロルメチアジド 1錠 塩野義

[院外]イルトラ配合錠LD イルベサルタン＼トリクロルメチアジド 1錠 塩野義

[院内][院外]イルベサルタン錠100mg「DSPB」 イルベサルタン 100mg1錠 住友ファーマ

[院外]エースコール錠2mg テモカプリル塩酸塩 2mg1錠 アルフレッサＰ

[院外]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

1錠 武田

[院外]エカード配合錠LD カンデサルタン シレキセチル＼ヒドロクロロチ

アジド

1錠 武田

[院外]エックスフォージ配合OD錠 バルサルタン＼アムロジピンベシル酸塩 1錠 ノバルティスＰ

[院内][院外]エナラプリルマレイン酸塩錠

2.5mg「VTRS」

エナラプリルマレイン酸塩 2.5mg1錠 ヴィアトリス

[院内][院外]エナラプリルマレイン酸塩錠

5mg「ファイザー」

エナラプリルマレイン酸塩 5mg1錠 ファイザー

[院内][院外]エブランチルカプセル15mg ウラピジル 15mg1カプセル 科研

[院内][院外]エンレスト錠100mg サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 100mg1錠 ノバルティスＰ

[院外]エンレスト錠200mg サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 200mg1錠 ノバルティスＰ

[院内][院外]オルメサルタンOD錠10mg「

DSEP」

オルメサルタン メドキソミル 10mg1錠 第一三共エスファ

[院内][院外]オルメサルタンOD錠20mg「

DSEP」

オルメサルタン メドキソミル 20mg1錠 第一三共エスファ

[院外]オルメテックOD錠10mg オルメサルタン メドキソミル 10mg1錠 第一三共

[院外]オルメテックOD錠20mg オルメサルタン メドキソミル 20mg1錠 第一三共

[院外]オルメテックOD錠40mg オルメサルタン メドキソミル 40mg1錠 第一三共

[院外]カタプレス錠75μg クロニジン塩酸塩 0.075mg1錠 Medical Parkland

[院内][院外]カプトリル錠12.5mg カプトプリル 12.5mg1錠 アルフレッサＰ
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]カルスロット錠10 マニジピン塩酸塩 10mg1錠 武田

[院外]カルスロット錠20 マニジピン塩酸塩 20mg1錠 武田

[院外]カルスロット錠5 マニジピン塩酸塩 5mg1錠 武田

[院外]カルデナリンOD錠1mg ドキサゾシンメシル酸塩 1mg1錠 ヴィアトリス

[院外]カルデナリンOD錠2mg ドキサゾシンメシル酸塩 2mg1錠 ヴィアトリス

[院外]カルデナリンOD錠4mg ドキサゾシンメシル酸塩 4mg1錠 ヴィアトリス

[院外]カルブロック錠16mg アゼルニジピン 16mg1錠 第一三共

[院内][院外]カルベジロール錠10mg「トーワ」 カルベジロール 10mg1錠 東和薬品

[院内][院外]カルベジロール錠2.5mg「トーワ」 カルベジロール 2.5mg1錠 東和薬品

[院内][院外]カンデサルタン錠4mg「あすか」 カンデサルタン シレキセチル 4mg1錠 武田

[院外]コディオ配合錠EX バルサルタン＼ヒドロクロロチアジド 1錠 ノバルティスＰ

[院外]コディオ配合錠MD バルサルタン＼ヒドロクロロチアジド 1錠 ノバルティスＰ

[院外]コバシル錠2mg ペリンドプリルエルブミン 2mg1錠 協和キリン

[院内][院外]コバシル錠4mg ペリンドプリルエルブミン 4mg1錠 協和キリン

[院外]ザクラス配合錠HD アジルサルタン＼アムロジピンベシル酸塩 1錠 武田

[院外]ザクラス配合錠LD アジルサルタン＼アムロジピンベシル酸塩 1錠 武田

[院内][院外]シルニジピン錠10mg「サワイ」 シルニジピン 10mg1錠 沢井

[院内][院外]ジルムロ配合錠HD「サワイ」 アジルサルタン＼アムロジピンベシル酸塩 1錠 沢井

[院外]セタプリル錠25mg アラセプリル 25mg1錠 住友ファーマ

[院内][院外]セララ錠25mg エプレレノン 25mg1錠 ヴィアトリス

[院外]セララ錠50mg エプレレノン 50mg1錠 ヴィアトリス

[院外]セレクトール錠200mg セリプロロール塩酸塩 200mg1錠 日本新薬

[院内][院外]セロケン錠20mg メトプロロール酒石酸塩 20mg1錠 太陽P

[院内][院外]タナトリル錠5 イミダプリル塩酸塩 5mg1錠 田辺三菱

[院外]ディオバン錠160mg バルサルタン 160mg1錠 ノバルティスＰ

[院外]ディオバン錠40mg バルサルタン 40mg1錠 ノバルティスＰ

[院外]ディオバン錠80mg バルサルタン 80mg1錠 ノバルティスＰ

[院内][院外]デタントールR錠3mg ブナゾシン塩酸塩 3mg1錠 エーザイ

[院内][院外]テルミサルタン錠40mg「サワイ」 テルミサルタン 40mg1錠 沢井

[院内][院外]ドキサゾシン錠2mg「トーワ」 ドキサゾシンメシル酸塩 2mg1錠 東和薬品

[院内][院外]ナトリックス錠1 インダパミド 1mg1錠 住友ファーマ

[院内]ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワ

イ」

ニカルジピン塩酸塩 10mg10mL1管 沢井

[院内]ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワ

イ」

ニカルジピン塩酸塩 25mg25mL1管 沢井

[院内]ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」 ニトログリセリン 5mg10mL1管 トーアエイヨー

[院内][院外]ニバジール錠2mg ニルバジピン 2mg1錠 LTLファーマ

[院外]ニバジール錠4mg ニルバジピン 4mg1錠 LTLファーマ

[院外]ニューロタン錠100mg ロサルタンカリウム 100mg1錠 オルガノン
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]ニューロタン錠25mg ロサルタンカリウム 25mg1錠 オルガノン

[院外]ニューロタン錠50mg ロサルタンカリウム 50mg1錠 オルガノン

[院内][院外]バルサルタン錠40mg「サンド」 バルサルタン 40mg1錠 サンド

[院外]バルサルタン錠80mg「サンド」 バルサルタン 80mg1錠 サンド

[院内][院外]ビソノテープ2mg ビソプロロール 2mg1枚 トーアエイヨー

[院内][院外]ビソノテープ4mg ビソプロロール 4mg1枚 トーアエイヨー

[院内][院外]ビソノテープ8mg ビソプロロール 8mg1枚 トーアエイヨー

[院外]ヒポカ15mgカプセル バルニジピン塩酸塩 15mg1カプセル LTLファーマ

[院外]プレミネント配合錠HD ロサルタンカリウム＼ヒドロクロロチアジド 1錠 オルガノン

[院内][院外]プレミネント配合錠LD ロサルタンカリウム＼ヒドロクロロチアジド 1錠 オルガノン

[院外]ブロプレス錠2 カンデサルタン シレキセチル 2mg1錠 武田

[院外]ブロプレス錠8 カンデサルタン シレキセチル 8mg1錠 武田

[院外]ペルジピンLAカプセル20mg ニカルジピン塩酸塩 20mg1カプセル LTLファーマ

[院内][院外]ペルジピンLAカプセル40mg ニカルジピン塩酸塩 40mg1カプセル LTLファーマ

[院外]ミカトリオ配合錠 テルミサルタン＼アムロジピンベシル酸塩＼ヒ

ドロクロロチアジド

1錠 日本ベーリンガー

[院外]ミカムロ配合錠AP テルミサルタン＼アムロジピンベシル酸塩 1錠 日本ベーリンガー

[院外]ミカムロ配合錠BP テルミサルタン＼アムロジピンベシル酸塩 1錠 日本ベーリンガー

[院外]ミカルディス錠20mg テルミサルタン 20mg1錠 日本ベーリンガー

[院外]ミカルディス錠40mg テルミサルタン 40mg1錠 日本ベーリンガー

[院外]ミカルディス錠80mg テルミサルタン 80mg1錠 日本ベーリンガー

[院外]ミケランLAカプセル15mg カルテオロール塩酸塩 15mg1カプセル 大塚製薬

[院外]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 1錠 日本ベーリンガー

[院内][院外]ミコンビ配合錠BP テルミサルタン＼ヒドロクロロチアジド 1錠 日本ベーリンガー

[院外]ミニプレス錠1mg プラゾシン塩酸塩 1mg1錠 ファイザー

[院内][院外]ミネブロOD錠2.5mg エサキセレノン 2.5mg1錠 第一三共

[院外]ユニシア配合錠HD カンデサルタン シレキセチル＼アムロジピン

ベシル酸塩

1錠 武田

[院外]ユニシア配合錠LD カンデサルタン シレキセチル＼アムロジピン

ベシル酸塩

1錠 武田

[院外]ラジレス錠150mg アリスキレンフマル酸塩 150mg1錠 オーファンパシフィック

[院外]ランデル錠20 エホニジピン塩酸塩エタノール付加物 20mg1錠 塩野義

[院内][院外]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 1錠 第一三共

[院外]レザルタス配合錠LD オルメサルタン メドキソミル＼アゼルニジピン 1錠 第一三共

[院外]レニベース錠10 エナラプリルマレイン酸塩 10mg1錠 オルガノン

[院外]レニベース錠2.5 エナラプリルマレイン酸塩 2.5mg1錠 オルガノン

[院外]レニベース錠5 エナラプリルマレイン酸塩 5mg1錠 オルガノン

[院内][院外]ロサルタンK錠25mg「トーワ」 ロサルタンカリウム 25mg1錠 東和薬品

[院内][院外]ロサルタンK錠50mg「トーワ」 ロサルタンカリウム 50mg1錠 東和薬品

[院内][院外]ロンゲス錠10mg リシノプリル水和物 10mg1錠 共和薬工
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]アマージ錠2.5mg ナラトリプタン塩酸塩 2.5mg1錠 グラクソ・スミスクライン

[院外]イミグラン錠50 スマトリプタンコハク酸塩 50mg1錠 グラクソ・スミスクライン

[院外]イミグラン点鼻液20 スマトリプタン 20mg0.1mL1個 グラクソ・スミスクライン

[院内][院外]スマトリプタン錠50mg「トーワ」 スマトリプタンコハク酸塩 50mg1錠 東和薬品

[院外]ゾーミッグRM錠2.5mg ゾルミトリプタン 2.5mg1錠 沢井

[院内]ネオシネジンコーワ注1mg フェニレフリン塩酸塩 0.1％1mL1管 興和

[院内][院外]マクサルトRPD錠10mg リザトリプタン安息香酸塩 10mg1錠 エーザイ

[院内][院外]ミドドリン塩酸塩錠2mg「JG」 ミドドリン塩酸塩 2mg1錠 日本ジェネリック

[院外]メトリジン錠2mg ミドドリン塩酸塩 2mg1錠 大正製薬

[院外]メトリジンD錠2mg ミドドリン塩酸塩 2mg1錠 大正製薬

[院内][院外]レルパックス錠20mg エレトリプタン臭化水素酸塩 20mg1錠 ヴィアトリス
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アイトロール錠20mg 一硝酸イソソルビド 20mg1錠 トーアエイヨー

[院外]アダラートCR錠10mg ニフェジピン 10mg1錠 バイエル

[院外]アダラートCR錠20mg ニフェジピン 20mg1錠 バイエル

[院外]アダラートCR錠40mg ニフェジピン 40mg1錠 バイエル

[院外]アムロジピンOD錠10mg「ケミファ」 アムロジピンベシル酸塩 10mg1錠 日本ケミファ

[院内][院外]アムロジピンOD錠2.5mg「ケミフ

ァ」

アムロジピンベシル酸塩 2.5mg1錠 日本ケミファ

[院内][院外]アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」 アムロジピンベシル酸塩 5mg1錠 日本ケミファ

[院外]アムロジンOD錠10mg アムロジピンベシル酸塩 10mg1錠 住友ファーマ

[院外]アムロジンOD錠2.5mg アムロジピンベシル酸塩 2.5mg1錠 住友ファーマ

[院外]アムロジンOD錠5mg アムロジピンベシル酸塩 5mg1錠 住友ファーマ

[院内][院外]エナラプリルマレイン酸塩錠

2.5mg「VTRS」

エナラプリルマレイン酸塩 2.5mg1錠 ヴィアトリス

[院内][院外]エナラプリルマレイン酸塩錠

5mg「ファイザー」

エナラプリルマレイン酸塩 5mg1錠 ファイザー

[院内][院外]カンデサルタン錠4mg「あすか」 カンデサルタン シレキセチル 4mg1錠 武田

[院外]コニール錠2 ベニジピン塩酸塩 2mg1錠 協和キリン

[院外]コニール錠4 ベニジピン塩酸塩 4mg1錠 協和キリン

[院外]コニール錠8 ベニジピン塩酸塩 8mg1錠 協和キリン

[院内][院外]コメリアンコーワ錠50 ジラゼプ塩酸塩水和物 50mg1錠 興和

[院外]シグマート錠5mg ニコランジル 5mg1錠 中外製薬

[院内][院外]ジピリダモール錠100mg「トーワ」 ジピリダモール 100mg1錠 東和薬品

[院内][院外]ジピリダモール錠25mg「トーワ」 ジピリダモール 25mg1錠 東和薬品

[院内][院外]硝酸イソソルビドテープ40mg「

EMEC」

硝酸イソソルビド 40mg1枚 日医工

[院内][院外]ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「ト

ーワ」

ジルチアゼム塩酸塩 30mg1錠 東和薬品

[院内][院外]ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセ

ル100mg「日医工」

ジルチアゼム塩酸塩 100mg1カプセル 日医工

[院内]ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワ

イ」

ジルチアゼム塩酸塩 50mg1瓶 沢井

[院外]セパミット-Rカプセル10 ニフェジピン 10mg1カプセル 日本ジェネリック

[院内][院外]ニコランジル錠5mg「トーワ」 ニコランジル 5mg1錠 東和薬品

[院内]ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」 ニコランジル 2mg1瓶 沢井

[院内]ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」 ニコランジル 48mg1瓶 沢井

[院内][院外]ニトロールRカプセル20mg 硝酸イソソルビド 20mg1カプセル エーザイ

[院外]ニトロール錠5mg 硝酸イソソルビド 5mg1錠 エーザイ

[院内]ニトロール注5mgシリンジ 硝酸イソソルビド 5mg10mL1筒 エーザイ

[院内]ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」 ニトログリセリン 5mg10mL1管 トーアエイヨー

[院内]ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「

テルモ」

ニトログリセリン 25mg50mL1筒 テルモ
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[院内][院外]ニトロペン舌下錠0.3mg ニトログリセリン 0.3mg1錠 日本化薬

[院外]ニフェジピンL錠10mg「サワイ」 ニフェジピン 10mg1錠 沢井

[院内][院外]ニフェジピンL錠20mg「サワイ」 ニフェジピン 20mg1錠 沢井

[院内][院外]ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 ニフェジピン 20mg1錠 沢井

[院外]ノルバスクOD錠2.5mg アムロジピンベシル酸塩 2.5mg1錠 ヴィアトリス

[院外]ノルバスクOD錠5mg アムロジピンベシル酸塩 5mg1錠 ヴィアトリス

[院内]ハンプ注射用1000 カルペリチド（遺伝子組換え） 1,000μg1瓶 第一三共

[院内][院外]フランドル錠20mg 硝酸イソソルビド 20mg1錠 トーアエイヨー

[院外]フランドルテープ40mg 硝酸イソソルビド 40mg1枚 トーアエイヨー

[院外]ブロプレス錠2 カンデサルタン シレキセチル 2mg1錠 武田

[院外]ブロプレス錠8 カンデサルタン シレキセチル 8mg1錠 武田

[院内][院外]ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ

」

ベニジピン塩酸塩 4mg1錠 沢井

[院外]ペルサンチン錠25mg ジピリダモール 25mg1錠 Medical Parkland

[院外]ヘルベッサーRカプセル100mg ジルチアゼム塩酸塩 100mg1カプセル 田辺三菱

[院外]ヘルベッサー錠30 ジルチアゼム塩酸塩 30mg1錠 田辺三菱

[院内][院外]ミオコールスプレー0.3mg ニトログリセリン 0.65％7.2g1缶 トーアエイヨー

[院内][院外]ミリステープ5mg ニトログリセリン (5mg)4.05cm×4.50cm1枚 日本化薬

[院内]冠動注用ミリスロール0.5mg/10mL ニトログリセリン 0.5mg10mL1管 日本化薬

[院外]レニベース錠10 エナラプリルマレイン酸塩 10mg1錠 オルガノン

[院外]レニベース錠2.5 エナラプリルマレイン酸塩 2.5mg1錠 オルガノン

[院外]レニベース錠5 エナラプリルマレイン酸塩 5mg1錠 オルガノン

[院内][院外]ロンゲス錠10mg リシノプリル水和物 10mg1錠 共和薬工

[院内][院外]ワソラン錠40mg ベラパミル塩酸塩 40mg1錠 エーザイ
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[院外]アトーゼット配合錠HD エゼチミブ＼アトルバスタチンカルシウム水和

物

1錠 バイエル

[院外]アトーゼット配合錠LD エゼチミブ＼アトルバスタチンカルシウム水和

物

1錠 バイエル

[院内][院外]アトルバスタチンOD錠10mg「ト

ーワ」

アトルバスタチンカルシウム水和物 10mg1錠 東和薬品

[院内][院外]アトルバスタチンOD錠5mg「トー

ワ」

アトルバスタチンカルシウム水和物 5mg1錠 東和薬品

[院外]EPLカプセル250mg ポリエンホスファチジルコリン 250mg1カプセル アルフレッサＰ

[院内][院外]イコサペント酸エチル粒状カプ

セル600mg「日医工」

イコサペント酸エチル 600mg1包 日医工

[院内][院外]イコサペント酸エチル粒状カプ

セル900mg「日医工」

イコサペント酸エチル 900mg1包 日医工

[院内][院外]エゼチミブ錠10mg「DSEP」 エゼチミブ 10mg1錠 第一三共エスファ

[院外]エパデールS600 イコサペント酸エチル 600mg1包 持田

[院外]エパデールS900 イコサペント酸エチル 900mg1包 持田

[院外]エパデールカプセル300 イコサペント酸エチル 300mg1カプセル 持田

[院外]MDSコーワ錠300 デキストラン硫酸エステルナトリウム イオウ18 300mg1錠 興和

[院外]エラスチーム錠1800 エラスターゼ 1,800単位1錠 エーザイ

[院内][院外]オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプ

セル2g「ニプロ」

オメガ－３脂肪酸エチル 2g1包 ニプロ

[院外]クエストラン粉末44.4％ コレスチラミン 44.4％1g サノフィ

[院外]クレストールOD錠2.5mg ロスバスタチンカルシウム 2.5mg1錠 塩野義

[院外]クレストールOD錠5mg ロスバスタチンカルシウム 5mg1錠 塩野義

[院外]コレバイン錠500mg コレスチミド 500mg1錠 田辺三菱

[院内][院外]コレバインミニ83％ コレスチミド 83％1g 田辺三菱

[院外]ゼチーア錠10mg エゼチミブ 10mg1錠 バイエル

[院内][院外]トライコア錠53.3mg フェノフィブラート 53.3mg1錠 武田

[院外]ハイゼット錠25mg ガンマオリザノール 25mg1錠 大塚製薬

[院内][院外]パルモディア錠0.1mg ペマフィブラート 0.1mg1錠 興和

[院内][院外]ピタバスタチンCa・OD錠1mg「ト

ーワ」

ピタバスタチンカルシウム 1mg1錠 東和薬品

[院外]ベザトールSR錠200mg ベザフィブラート 200mg1錠 キッセイ

[院内][院外]ベザフィブラート徐放錠200mg「ト

ーワ」

ベザフィブラート 200mg1錠 東和薬品

[院外]ペリシット錠250mg ニセリトロール 250mg1錠 三和化学

[院内][院外]メバロチン錠10 プラバスタチンナトリウム 10mg1錠 第一三共

[院外]メバロチン錠5 プラバスタチンナトリウム 5mg1錠 第一三共

[院外]リバゼブ配合錠HD ピタバスタチンカルシウム水和物＼エゼチミ

ブ

1錠 興和

[院外]リバゼブ配合錠LD ピタバスタチンカルシウム水和物＼エゼチミ

ブ

1錠 興和
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218 高脂血症用剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]リバロOD錠1mg ピタバスタチンカルシウム 1mg1錠 興和

[院外]リバロOD錠2mg ピタバスタチンカルシウム 2mg1錠 興和

[院外]リバロ錠4mg ピタバスタチンカルシウム 4mg1錠 興和

[院内][院外]リピディル錠80mg フェノフィブラート 80mg1錠 科研

[院外]リピトール錠10mg アトルバスタチンカルシウム水和物 10mg1錠 ヴィアトリス

[院外]リピトール錠5mg アトルバスタチンカルシウム水和物 5mg1錠 ヴィアトリス

[院外]リポバス錠5 シンバスタチン 5mg1錠 オルガノン

[院内][院外]レパーサ皮下注140mgペン エボロクマブ（遺伝子組換え） 140mg1mL1キット アステラス

[院外]ローコール錠10mg フルバスタチンナトリウム 10mg1錠 サンファーマ

[院外]ローコール錠20mg フルバスタチンナトリウム 20mg1錠 サンファーマ

[院内][院外]ローコール錠30mg フルバスタチンナトリウム 30mg1錠 サンファーマ

[院内][院外]ロスーゼット配合錠HD エゼチミブ＼ロスバスタチンカルシウム 1錠 バイエル

[院外]ロスーゼット配合錠LD エゼチミブ＼ロスバスタチンカルシウム 1錠 バイエル

[院内][院外]ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワ

イ」

ロスバスタチンカルシウム 2.5mg1錠 沢井

[院内][院外]ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ

」

ロスバスタチンカルシウム 5mg1錠 沢井

[院外]ロトリガ粒状カプセル2g オメガ－３脂肪酸エチル 2g1包 武田

[院外]ロレルコ錠250mg プロブコール 250mg1錠 大塚製薬
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219 その他の循環器官用薬

219 その他の循環器官用薬

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アデムパス錠0.5mg リオシグアト 0.5mg1錠 ＭＳＤ

[院内][院外]アデムパス錠1.0mg リオシグアト 1mg1錠 ＭＳＤ

[院外]アドシルカ錠20mg タダラフィル 20mg1錠 日本新薬

[院内]アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 アルガトロバン水和物 10mg20mL1管 沢井

[院内]アルプロスタジルアルファデクス注射用

20μg「タカタ」

アルプロスタジル　アルファデクス 20μg1瓶 高田

[院内]アルプロスタジルアルファデクス点滴静

注用500μg「タカタ」

アルプロスタジル　アルファデクス 500μg1瓶 高田

[院内]アルプロスタジル注10μg「F」 アルプロスタジル 10μg2mL1管 日本ケミファ

[院内][条件つき]アルプロスタジル注10μgシ

リンジ「F」

アルプロスタジル 10μg2mL1筒 富士製工

[院内]アルプロスタジル注5μg「F」 アルプロスタジル 5μg1mL1管 日本ケミファ

[院内][院外]ウプトラビ錠0.2mg セレキシパグ 0.2mg1錠 日本新薬

[院内][院外]エポプロステノール静注用

0.5mg「ヤンセン」

エポプロステノールナトリウム 0.5mg1瓶 ヤンセン

[院内][院外]エポプロステノール静注用

1.5mg「ヤンセン」

エポプロステノールナトリウム 1.5mg1瓶 ヤンセン

[院内][院外]エンレスト錠100mg サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 100mg1錠 ノバルティスＰ

[院外]エンレスト錠200mg サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 200mg1錠 ノバルティスＰ

[院内]オザグレルNa点滴静注40mg「タカタ」 オザグレルナトリウム 40mg2mL1瓶 高田

[院内]オザグレルNa点滴静注80mg「タカタ」 オザグレルナトリウム 80mg4mL1瓶 高田

[院外]オパルモン錠5μg リマプロストアルファデクス 5μg1錠 小野薬品

[院内][院外]オプスミット錠10mg マシテンタン 10mg1錠 ヤンセン

[院外]カデュエット配合錠4番 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

1錠 ヴィアトリス

[院外]カリメート経口液20％ ポリスチレンスルホン酸カルシウム 20％25g1包 興和

[院内][院外]カリメートドライシロップ92.59％ ポリスチレンスルホン酸カルシウム 92.59％1g 興和

[院外]カルタン錠500 沈降炭酸カルシウム 500mg1錠 ファイザー

[院内][院外]キックリンカプセル250mg ビキサロマー 250mg1カプセル アステラス

[院内]グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」

(200mLソフトバッグ)

濃グリセリン＼果糖 200mL1袋 光

[院内]グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」

(300mLソフトバッグ)

濃グリセリン＼果糖 300mL1袋 光

[院外]ケイキサレートドライシロップ76％ ポリスチレンスルホン酸ナトリウム 76％1g 鳥居

[院内][院外]ケタスカプセル10mg イブジラスト 10mg1カプセル 杏林

[院外]ケレンディア錠10mg フィネレノン 10mg1錠 バイエル

[院外]ケレンディア錠20mg フィネレノン 20mg1錠 バイエル

[院内][院外]コララン錠2.5mg イバブラジン塩酸塩 2.5mg1錠 小野薬品

[院外]コララン錠5mg イバブラジン塩酸塩 5mg1錠 小野薬品

[院外]サアミオン錠5mg ニセルゴリン 5mg1錠 田辺三菱

[院内][院外]ジャディアンス錠10mg エンパグリフロジン 10mg1錠 日本ベーリンガー
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219 その他の循環器官用薬

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]ジャディアンス錠25mg エンパグリフロジン 25mg1錠 日本ベーリンガー

[院外]セロクラール錠10mg イフェンプロジル酒石酸塩 10mg1錠 日医工

[院内][院外]炭酸ランタンOD錠250mg「フソー

」

炭酸ランタン水和物 250mg1錠 扶桑

[院内][院外]沈降炭酸カルシウム錠500mg「

三和」

沈降炭酸カルシウム 500mg1錠 三和化学

[院内][院外]トコフェロールニコチン酸エステ

ルカプセル100mg「トーワ」

トコフェロールニコチン酸エステル 100mg1カプセル 東和薬品

[院外]トラクリア錠62.5mg ボセンタン水和物 62.5mg1錠 ヤンセン

[院内][院外]ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 ニセルゴリン 5mg1錠 沢井

[院外]ピートル顆粒分包250mg スクロオキシ水酸化鉄 250mg1包 キッセイ

[院内]ピヴラッツ点滴静注液150mg クラゾセンタンナトリウム 150mg6mL1瓶 イドルシアファーマシューティ

カルズJ

[院内]ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「

KCC」

ファスジル塩酸塩水和物 30.8mg2mL1管 ネオクリティケア

[院内][院外]フォシーガ錠10mg ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 10mg1錠 小野薬品

[院内][院外]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 5mg1錠 小野薬品

[院内][院外]フォスブロック錠250mg セベラマー塩酸塩 250mg1錠 協和キリン

[院内][院外]ベラサスLA錠60μg ベラプロストナトリウム 60μg1錠 科研

[院外]ベリキューボ錠10mg ベルイシグアト 10mg1錠 バイエル

[院内][院外]ベリキューボ錠2.5mg ベルイシグアト 2.5mg1錠 バイエル

[院外]ホスレノールOD錠250mg 炭酸ランタン水和物 250mg1錠 バイエル

[院内][院外]ボセンタン錠62.5mg「サワイ」 ボセンタン水和物 62.5mg1錠 沢井

[院外]ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー

20％分包25g「三和」

ポリスチレンスルホン酸カルシウム 20％25g1個 三和化学

[院内]20％マンニットール注射液「YD」(袋) Ｄ-マンニトール 20％300mL1袋 陽進堂

[院外]ミグシス錠5mg ロメリジン塩酸塩 5mg1錠 ファイザー

[院外]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 100mg1カプセル エーザイ

[院内][院外]リオナ錠250mg クエン酸第二鉄水和物 250mg1錠 鳥居

[院内][院外]リズミック錠10mg アメジニウムメチル硫酸塩 10mg1錠 住友ファーマ

[院内][院外]リマプロストアルファデクス錠

5μg「日医工」

リマプロストアルファデクス 5μg1錠 日医工

[院内][院外]レバチオ錠20mg シルデナフィルクエン酸塩 20mg1錠 ヴィアトリス

[院内][院外]ロケルマ懸濁用散分包5g ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物 5g1包 アストラゼネカ
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221 呼吸促進剤

221 呼吸促進剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]サーファクテン気管注入用120mg 肺サーファクタント 120mg1瓶 田辺三菱

[院内]ドプラム注射液400mg ドキサプラム塩酸塩水和物 20mg1mLバイアル キッセイ

[院内]ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 ナロキソン塩酸塩 0.2mg1mL1管 アルフレッサＰ

[院内]フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テル

モ」

フルマゼニル 0.5mg5mL1筒 テルモ
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222 鎮咳剤

222 鎮咳剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]アストミン錠10mg ジメモルファンリン酸塩 10mg1錠 オーファンパシフィック

[院外]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 10％1g 塩野義

[院内][院外]メジコン錠15mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 15mg1錠 塩野義

[院内]ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg エフェドリン塩酸塩 4％1mL1管 日医工
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223 去たん剤

223 去たん剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アンブロキソール塩酸塩徐放

OD錠45mg「ニプロ」

アンブロキソール塩酸塩 45mg1錠 ニプロ

[院内][院外]カルボシステイン錠250mg「サワ

イ」

L-カルボシステイン 250mg1錠 沢井

[院内][院外]カルボシステインドライシロップ

50％「NIG」

L-カルボシステイン 50%1g 武田

[院内][院外]クリアナール錠200mg フドステイン 200mg1錠 田辺三菱

[院外]ビソルボン吸入液0.2％ ブロムヘキシン塩酸塩 0.2％1mL サノフィ

[院内][院外]ブロムヘキシン塩酸塩吸入液

0.2％「タイヨー」

ブロムヘキシン塩酸塩 0.2%1mL 武田

[院内][院外]ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「ト

ーワ」

ブロムヘキシン塩酸塩 4mg1錠 東和薬品

[院内]ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイ

ヨー」

ブロムヘキシン塩酸塩 0.2％2mL1管 武田

[院外]ムコソルバンL錠45mg アンブロキソール塩酸塩 45mg1錠 帝人Ｐ

[院内][院外]小児用ムコソルバンDS1.5％ アンブロキソール塩酸塩 1.5％1g 帝人Ｐ

[院外]ムコダイン錠250mg L-カルボシステイン 250mg1錠 杏林

[院外]ムコダイン錠500mg L-カルボシステイン 500mg1錠 杏林

[院外]ムコダインシロップ5％ L-カルボシステイン 5％1mL 杏林

[院外]ムコダインDS50％ L-カルボシステイン 50％1g 杏林
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224 鎮咳去たん剤

224 鎮咳去たん剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アスベリン散10％ チペピジンヒベンズ酸塩 10％1g ニプロES P

[院内][院外]アスベリン錠20 チペピジンヒベンズ酸塩 20mg1錠 ニプロES P

[院外]アスベリンシロップ0.5％ チペピジンヒベンズ酸塩 0.5％10mL ニプロES P

[院内][院外]コデインリン酸塩散1％「タケダ」 コデインリン酸塩水和物 1％1g 武田

[院外]レスプレン錠20mg エプラジノン塩酸塩 20mg1錠 太陽P
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225 気管支拡張剤

225 気管支拡張剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アスプール液(0.5％) ｄｌ－イソプレナリン塩酸塩 0.5％1mL アルフレッサＰ

[院外]アノーロエリプタ30吸入用 ウメクリジニウム臭化物＼ビランテロールトリフ

ェニル酢酸塩

30吸入1キット グラクソ・スミスクライン

[院外]インタールエアロゾル1mg クロモグリク酸ナトリウム 2％10mL1瓶 サノフィ

[院内][院外]インタール吸入液1％ クロモグリク酸ナトリウム 1％2mL1管 サノフィ

[院内][院外]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

1カプセル ノバルティスＰ

[院内][院外]エクリラ400μgジェヌエア60吸入

用

アクリジニウム臭化物 60吸入1キット 杏林

[院外]エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用 ウメクリジニウム臭化物 30吸入1キット グラクソ・スミスクライン

[院外]オーキシス9μgタービュヘイラー60吸

入

ホルモテロールフマル酸塩水和物 540μg1キット(9μg) Meiji Seika ファルマ

[院外]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 150μg1カプセル ノバルティスＰ

[院外]サルタノールインヘラー100μg サルブタモール硫酸塩 0.16％13.5mL1瓶 グラクソ・スミスクライン

[院外]シーブリ吸入用カプセル50μg グリコピロニウム臭化物 50μg1カプセル ノバルティスＰ

[院内][院外]スピオルトレスピマット28吸入 チオトロピウム臭化物水和物＼オロダテロー

ル塩酸塩

28吸入1キット 日本ベーリンガー

[院外]スピオルトレスピマット60吸入 チオトロピウム臭化物水和物＼オロダテロー

ル塩酸塩

60吸入1キット 日本ベーリンガー

[院内][院外]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 150μg1キット 日本ベーリンガー

[院内][院外]スピロペント錠10μg クレンブテロール塩酸塩 10μg1錠 帝人Ｐ

[院内][院外]ツロブテロールテープ0.5mg「日

医工」

ツロブテロール 0.5mg1枚 日医工

[院内][院外]ツロブテロールテープ2mg「日医

工」

ツロブテロール 2mg1枚 日医工

[院内][院外]テオドール錠100mg テオフィリン 100mg1錠 田辺三菱

[院外]テオドール錠200mg テオフィリン 200mg1錠 田辺三菱

[院外]テオドール錠50mg テオフィリン 50mg1錠 田辺三菱

[院内][院外]テオフィリン徐放U錠200mg「トー

ワ」

テオフィリン 200mg1錠 東和薬品

[院内][院外]テオロング錠100mg テオフィリン 100mg1錠 エーザイ

[院外]ビベスピエアロスフィア28吸入 グリコピロニウム臭化物＼ホルモテロールフマ

ル酸塩水和物

28吸入1キット アストラゼネカ

[院外]ブリカニール錠2mg テルブタリン硫酸塩 2mg1錠 アストラゼネカ

[院内][院外]ベネトリン吸入液0.5％ サルブタモール硫酸塩 0.5％1mL グラクソ・スミスクライン

[院外]ホクナリンテープ0.5mg ツロブテロール 0.5mg1枚 ヴィアトリス

[院外]ホクナリンテープ1mg ツロブテロール 1mg1枚 ヴィアトリス

[院内][院外]ホクナリンドライシロップ0.1％小

児用

ツロブテロール塩酸塩 0.1％1g ヴィアトリス

[院内][院外]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 0.0143％5mL1キット 大塚製薬

[院外]メプチンキッドエアー5μg吸入100回 プロカテロール塩酸塩水和物 0.0143％2.5mL1キット 大塚製薬
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225 気管支拡張剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]メプチン吸入液ユニット0.3mL プロカテロール塩酸塩水和物 0.01％0.3mL1個 大塚製薬

[院外]メプチンスイングヘラー10μg吸入

100回

プロカテロール塩酸塩水和物 1mg1キット 大塚製薬

[院内][院外]メプチンドライシロップ0.005％ プロカテロール塩酸塩水和物 0.005％1g 大塚製薬

[院内][院外]メプチンミニ錠25μg プロカテロール塩酸塩水和物 0.025mg1錠 大塚製薬
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226 含嗽剤

226 含嗽剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]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 4％1mL 日本新薬

[院内][院外]含嗽用ハチアズレ顆粒 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物＼炭酸

水素ナトリウム

0.1％1g 小野薬品

[院内][院外]ポビドンヨードガーグル液7％「

明治」

ポビドンヨード 7％1mL Meiji Seika ファルマ
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229 その他の呼吸器官用薬

229 その他の呼吸器官用薬

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]アズマネックスツイストヘラー

100μg60吸入

モメタゾンフランカルボン酸エステル 6mg1キット(100μg) オルガノン

[院外]アズマネックスツイストヘラー

200μg60吸入

モメタゾンフランカルボン酸エステル 12mg1キット(200μg) オルガノン

[院内][院外]アドエア100ディスカス60吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩＼フルチカゾン

プロピオン酸エステル

60ブリスター1キット グラクソ・スミスクライン

[院外]アドエア125エアゾール120吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩＼フルチカゾン

プロピオン酸エステル

12.0g1瓶 グラクソ・スミスクライン

[院外]アドエア250ディスカス60吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩＼フルチカゾン

プロピオン酸エステル

60ブリスター1キット グラクソ・スミスクライン

[院外]アドエア500ディスカス60吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩＼フルチカゾン

プロピオン酸エステル

60ブリスター1キット グラクソ・スミスクライン

[院内][院外]アドエア50エアゾール120吸入

用

サルメテロールキシナホ酸塩＼フルチカゾン

プロピオン酸エステル

12.0g1瓶 グラクソ・スミスクライン

[院外]エナジア吸入用カプセル高用量 インダカテロール酢酸塩＼グリコピロニウム臭

化物＼モメタゾンフランカルボン酸エステル

1カプセル ノバルティスＰ

[院外]エナジア吸入用カプセル中用量 インダカテロール酢酸塩＼グリコピロニウム臭

化物＼モメタゾンフランカルボン酸エステル

1カプセル ノバルティスＰ

[院内][院外]オルベスコ200μgインヘラー

56吸入用

シクレソニド 11.2mg3.3g1キット 帝人Ｐ

[院外]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 15mg8.7g1瓶 住友ファーマ

[院外]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

60吸入1キット アストラゼネカ

[院内][院外]ゾレア皮下注150mgシリンジ オマリズマブ（遺伝子組換え） 150mg1mL1筒 ノバルティスＰ

[院外]テリルジー100エリプタ30吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル＼ウメ

クリジニウム臭化物＼ビランテロールトリフェニ

ル酢酸塩

30吸入1キット グラクソ・スミスクライン

[院外]テリルジー200エリプタ30吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル＼ウメ

クリジニウム臭化物＼ビランテロールトリフェニ

ル酢酸塩

30吸入1キット グラクソ・スミスクライン

[院内][院外]ヌーカラ皮下注100mgペン メポリズマブ（遺伝子組換え） 100mg1mL1キット グラクソ・スミスクライン

[院内][院外]パルミコート200μgタービュヘイ

ラー56吸入

ブデソニド 11.2mg1瓶（200μg） アストラゼネカ

[院内][院外]パルミコート吸入液0.25mg ブデソニド 0.25mg2mL1管 アストラゼネカ

[院内][院外]パルミコート吸入液0.5mg ブデソニド 0.5mg2mL1管 アストラゼネカ

[院外]ビレーズトリエアロスフィア120吸入 ブデソニド＼グリコピロニウム臭化物＼ホルモ

テロールフマル酸塩水和物

120吸入1キット アストラゼネカ

[院内]ファセンラ皮下注30mgシリンジ ベンラリズマブ（遺伝子組換え） 30mg1mL1筒 アストラゼネカ

[院内][院外]ブデホル吸入粉末剤60吸入「

MYL」

ブデソニド＼ホルモテロールフマル酸塩水和

物

60吸入1キット マイランEPD

[院外]フルタイド50ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル 50μg60ブリスター1個 グラクソ・スミスクライン

[院内][院外]フルタイド50μgエアゾール

120吸入用

フルチカゾンプロピオン酸エステル 8.83mg10.6g1瓶 グラクソ・スミスクライン

[院内][院外]フルティフォーム125エアゾール

120吸入用

フルチカゾンプロピオン酸エステル＼ホルモ

テロールフマル酸塩水和物

120吸入1瓶 杏林

[院外]フルティフォーム50エアゾール120吸入 フルチカゾンプロピオン酸エステル＼ホルモ 120吸入1瓶 杏林
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229 その他の呼吸器官用薬

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

用 テロールフマル酸塩水和物

[院外]リフヌア錠45mg ゲーファピキサントクエン酸塩 45mg1錠 杏林

[院内][院外]レルベア100エリプタ30吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル＼ビラ

ンテロールトリフェニル酢酸塩

30吸入1キット グラクソ・スミスクライン

[院内][院外]レルベア200エリプタ30吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル＼ビラ

ンテロールトリフェニル酢酸塩

30吸入1キット グラクソ・スミスクライン
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231 止しゃ剤，整腸剤

231 止しゃ剤，整腸剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]ガスコン錠40mg ジメチコン 40mg1錠 キッセイ

[院外]ガスコンドロップ内用液2％ ジメチコン 2％1mL キッセイ

[院内][院外]ジメチコン内用液2％「FSK」 ジメチコン 2％1mL 伏見製薬

[院内][院外]タンニン酸アルブミン「ファイザ

ー」原末

タンニン酸アルブミン 1g ファイザー

[院外]ビオスリー配合OD錠 ラクトミン＼酪酸菌＼糖化菌 1錠 鳥居

[院内][院外]ビオスリー配合散 ラクトミン＼酪酸菌＼糖化菌 1g 鳥居

[院内][院外]ビオフェルミンR散 耐性乳酸菌 1g 大正製薬

[院内][院外]ビオフェルミン錠剤 ビフィズス菌 1錠 大正製薬

[院内][院外]ビオフェルミン配合散 ラクトミン＼糖化菌 1g 大正製薬

[院内][院外]フェロベリン配合錠 ベルベリン塩化物水和物＼ゲンノショウコエ

キス

1錠 日本ジェネリック

[院内][院外]ミヤBM細粒 酪酸菌 1g ミヤリサン

[院内][院外]ミヤBM錠 酪酸菌 1錠 ミヤリサン

[院内][院外]薬用炭「日医工」 薬用炭 1g 日医工

[院外]ラックビー錠 ビフィズス菌 1錠 興和

[院内][院外]ラックビー微粒N ビフィズス菌 1％1g 興和

[院内][院外]ロペラミド錠1mg「EMEC」 ロペラミド塩酸塩 1mg1錠 日医工

- 52 -



232 消化性潰瘍用剤

232 消化性潰瘍用剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]アシノン錠150mg ニザチジン 150mg1錠 ゼリア

[院外]アルサルミン細粒90％ スクラルファート水和物 90％1g 日医工

[院外]アルタットカプセル75mg ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 75mg1カプセル 武田

[院内][院外]アルロイドG内用液5％ アルギン酸ナトリウム 10mL カイゲンＰ

[院外]ウルグートカプセル200mg ベネキサート塩酸塩　ベータデクス 200mg1カプセル 共和薬工

[院内][院外]エソメプラゾールカプセル20mg「

トーワ」

エソメプラゾールマグネシウム水和物 20mg1カプセル 東和薬品

[院内]オメプラゾール注射用20mg「日医工」 オメプラゾールナトリウム 20mg1瓶 日医工

[院外]ガスターD錠10mg ファモチジン 10mg1錠 LTLファーマ

[院外]ガスターD錠20mg ファモチジン 20mg1錠 LTLファーマ

[院内][院外]ガストローム顆粒66.7％ エカベトナトリウム水和物 66.7％1g 田辺三菱

[院内][院外]ガスロンN・OD錠2mg イルソグラジンマレイン酸塩 2mg1錠 日本新薬

[院外]コランチル配合顆粒 ジサイクロミン塩酸塩＼乾燥水酸化アルミニウ

ムゲル＼酸化マグネシウム

1g 共和薬工

[院内][院外]サイトテック錠200 ミソプロストール 200μg1錠 ファイザー

[院内][院外]スルピリド錠50mg「サワイ」 スルピリド 50mg1錠 沢井

[院外]セルベックスカプセル50mg テプレノン 50mg1カプセル EAファーマ

[院外]セルベックス細粒10％ テプレノン 10％1g EAファーマ

[院内][院外]タガメット錠200mg シメチジン 200mg1錠 住友ファーマ

[院内][院外]タケキャブ錠10mg ボノプラザンフマル酸塩 10mg1錠 武田

[院内][院外]タケキャブ錠20mg ボノプラザンフマル酸塩 20mg1錠 武田

[院内]タケプロン静注用30mg ランソプラゾール 30mg1瓶 武田

[院内][院外]テプレノンカプセル50mg「サワイ

」

テプレノン 50mg1カプセル 沢井

[院内][院外]テプレノン細粒10％「サワイ」 テプレノン 10％1g 沢井

[院外]ネキシウムカプセル10mg エソメプラゾールマグネシウム水和物 10mg1カプセル アストラゼネカ

[院外]ネキシウムカプセル20mg エソメプラゾールマグネシウム水和物 20mg1カプセル アストラゼネカ

[院外]ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg エソメプラゾールマグネシウム水和物 10mg1包 アストラゼネカ

[院内][院外]ネキシウム懸濁用顆粒分包

20mg

エソメプラゾールマグネシウム水和物 20mg1包 アストラゼネカ

[院外]パリエット錠10mg ラベプラゾールナトリウム 10mg1錠 EAファーマ

[院外]パリエット錠5mg ラベプラゾールナトリウム 5mg1錠 EAファーマ

[院内]ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ファモチジン 20mg1管 高田

[院内][院外]ファモチジンD錠10mg「サワイ」 ファモチジン 10mg1錠 沢井

[院内][院外]ファモチジンD錠20mg「サワイ」 ファモチジン 20mg1錠 沢井

[院外]プロテカジンOD錠10 ラフチジン 10mg1錠 大鵬

[院外]プロマックD錠75 ポラプレジンク 75mg1錠 ゼリア

[院内][院外]ポラプレジンクOD錠75mg「サワ

イ」

ポラプレジンク 75mg1錠 沢井
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232 消化性潰瘍用剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]マーズレン配合錠1.0ES アズレンスルホン酸ナトリウム水和物＼Ｌ-グ

ルタミン

1錠 EAファーマ

[院外]ムコスタ錠100mg レバミピド 100mg1錠 大塚製薬

[院内][院外]ラベプラゾールNa錠10mg「サワ

イ」

ラベプラゾールナトリウム 10mg1錠 沢井

[院内][院外]ラベプラゾールNa錠5mg「サワイ

」

ラベプラゾールナトリウム 5mg1錠 沢井

[院内][院外]ランソプラゾールOD錠15mg「ト

ーワ」

ランソプラゾール 15mg1錠 東和薬品

[院内][院外]ランソプラゾールOD錠30mg「ト

ーワ」

ランソプラゾール 30mg1錠 東和薬品

[院内][院外]レバミピド錠100mg「オーツカ」 レバミピド 100mg1錠 大塚製薬
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233 健胃消化剤

233 健胃消化剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]エクセラーゼ配合錠 サナクターゼ＼メイセラーゼ＼プロクターゼ

＼オリパーゼ２Ｓ＼膵臓性消化酵素TA

1錠 Meiji Seika ファルマ

[院内][院外]ガランターゼ散50％ β－ガラクトシダーゼ（アスペルギルス） 50％1g ニプロES P

[院外]重散 炭酸水素ナトリウム＼ゲンチアナ末＼ジアスタ

ーゼ

1g 三恵

[院外]つくしA・M 配合散 カンゾウ末＼ジアスメン＼炭酸水素ナトリウム

＼炭酸マグネシウム＼沈降炭酸カルシウム

＼乾燥水酸化アルミニウムゲル＼ケイヒ末

＼ニガキ末＼ショウキョウ末＼ウイキョウ＼オ

ウバク末

1g 富士フイルム富山化学

[院内][院外]ベリチーム配合顆粒 濃厚膵臓性消化酵素＼細菌性脂肪分解酵

素＼アスペルギルス産生消化酵素＼繊維素

分解酵素

1g 共和薬工

[院内][院外]リパクレオンカプセル150mg パンクレリパーゼ 150mg1カプセル ヴィアトリス
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234 制酸剤

234 制酸剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アドソルビン原末 天然ケイ酸アルミニウム 10g アルフレッサＰ

[院内][院外]炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末 炭酸水素ナトリウム 10g ヴィアトリス

[院内][院外]炭酸水素ナトリウム錠500mg「

VTRS」

炭酸水素ナトリウム 500mg1錠 ヴィアトリス

[院内][院外]沈降炭酸カルシウム「コザカイ・

M」

沈降炭酸カルシウム 10g ヴィアトリス

[院内][院外]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

1g サノフィ

[院内][院外]マグミット細粒83％ 酸化マグネシウム 83％1g マグミット製薬

[院内][院外]マグミット錠250mg 酸化マグネシウム 250mg1錠 マグミット製薬

[院内][院外]マグミット錠330mg 酸化マグネシウム 330mg1錠 マグミット製薬
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235 下剤，浣腸剤

235 下剤，浣腸剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アミティーザカプセル12μg ルビプロストン 12μg1カプセル ヴィアトリス

[院外]アミティーザカプセル24μg ルビプロストン 24μg1カプセル ヴィアトリス

[院外]アローゼン顆粒 センナ葉＼センナ実 1g サンファーマ

[院内][院外]加香ヒマシ油「ケンエー」 加香ヒマシ油 10mL 健栄

[院内][院外]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

[院内][院外]グーフィス錠5mg エロビキシバット水和物 5mg1錠 EAファーマ

[院内][院外]グリセリン浣腸液50％「ムネ」

120mL

グリセリン 50％120mL1個 丸石

[院内][院外]グリセリン浣腸液50％「ムネ」

30mL

グリセリン 50％30mL1個 丸石

[院内][院外]グリセリン浣腸液50％「ムネ」

60mL

グリセリン 50％60mL1個 丸石

[院内][院外]グリセリン「ニッコー」 グリセリン 10mL ファイザー

[院内][院外]グリセリンBC液60％「ケンエー」 グリセリン 健栄

[院内][院外]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

1個 ゼリア

[院内][院外]スインプロイク錠0.2mg ナルデメジントシル酸塩 0.2mg1錠 塩野義

[院内][院外]センノシド錠12mg「トーワ」 センノシド 12mg1錠 東和薬品

[院外]テレミンソフト坐薬10mg ビサコジル 10mg1個 EAファーマ

[院内][院外]ピコスルファートNa内用液

0.75％「トーワ」

ピコスルファートナトリウム水和物 0.75％1mL 東和薬品

[院内][院外]ピコスルファートナトリウム錠

2.5mg「イワキ」

ピコスルファートナトリウム水和物 2.5mg1錠 岩城

[院内][院外]ピムロ顆粒 センナ葉＼センナ実 1g 本草

[院外]プルゼニド錠12mg センノシド 12mg1錠 サンファーマ

[院内][院外]マグミット細粒83％ 酸化マグネシウム 83％1g マグミット製薬

[院内][院外]マグミット錠250mg 酸化マグネシウム 250mg1錠 マグミット製薬

[院内][院外]マグミット錠330mg 酸化マグネシウム 330mg1錠 マグミット製薬

[院内][院外]モニラック・シロップ65％ ラクツロース 65％1mL 中外製薬

[院内][院外]モビコール配合内用剤LD マクロゴール4000＼塩化ナトリウム＼炭酸水

素ナトリウム＼塩化カリウム

6.8523g1包 EAファーマ

[院外]ヨーデルS糖衣錠-80 センナエキス 80mg1錠 藤本製薬

[院外]ラキソベロン錠2.5mg ピコスルファートナトリウム水和物 2.5mg1錠 帝人Ｐ

[院内][院外]ラクツロースシロップ65％「タカタ

」

ラクツロース 65%1mL 日本化薬

[院内][院外]ラグノスNF経口ゼリー分包12g ラクツロース 54.167%12g1包 三和化学

[院外]硫酸マグネシウム「NikP」 硫酸マグネシウム水和物 10g 岩城
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236 利胆剤

236 利胆剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]ウルソ顆粒5％ ウルソデオキシコール酸 5％1g 田辺三菱

[院外]ウルソ錠100mg ウルソデオキシコール酸 100mg1錠 田辺三菱

[院内][院外]ウルソデオキシコール酸錠

100mg「サワイ」

ウルソデオキシコール酸 100mg1錠 沢井
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239 その他の消化器官用薬

239 その他の消化器官用薬

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アコファイド錠100mg アコチアミド塩酸塩水和物 100mg1錠 ゼリア

[院外]アサコール錠400mg メサラジン 400mg1錠 ゼリア

[院内][院外]アプレピタントカプセル80mg「

NK」

アプレピタント 80mg1カプセル 日本化薬

[院内][院外]アプレピタントカプセルセット「

NK」

アプレピタント 1セット 日本化薬

[院外]イメンドカプセル80mg アプレピタント 80mg1カプセル 小野薬品

[院外]イメンドカプセルセット アプレピタント 1セット 小野薬品

[院内][院外]イリボーOD錠2.5μg ラモセトロン塩酸塩 2.5μg1錠 アステラス

[院内]インフリキシマブBS点滴静注用100mg「

NK」

インフリキシマブ（遺伝子組換え） 100mg1瓶 日本化薬

[院外]SPトローチ0.25mg「明治」 デカリニウム塩化物 0.25mg1錠 Meiji Seika ファルマ

[院内][院外]エボザックカプセル30mg セビメリン塩酸塩水和物 30mg1カプセル アルフレッサＰ

[院内]エンタイビオ点滴静注用300mg ベドリズマブ（遺伝子組換え） 300mg1瓶 武田

[院内][院外]オランザピンOD錠2.5mg「タカタ

」

オランザピン 2.5mg1錠 高田

[院内]オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイ

シ」

オンダンセトロン塩酸塩水和物 4mg2mL1筒 丸石

[院内][院外]カイトリル錠2mg グラニセトロン塩酸塩 2mg1錠 太陽P

[院外]ガスモチン錠2.5mg モサプリドクエン酸塩水和物 2.5mg1錠 住友ファーマ

[院外]ガスモチン錠5mg モサプリドクエン酸塩水和物 5mg1錠 住友ファーマ

[院外]ガナトン錠50mg イトプリド塩酸塩 50mg1錠 マイランEPD

[院外]カログラ錠120mg カロテグラストメチル 120mg1錠 キッセイ

[院内]グラニセトロン点滴静注バッグ

3mg/50mL「HK」

グラニセトロン塩酸塩 3mg50mL1袋 光

[院内][院外]サラジェン錠5mg ピロカルピン塩酸塩 5mg1錠 キッセイ

[院内][院外]サリベートエアゾール 塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼塩化カルシウ

ム水和物＼塩化マグネシウム＼リン酸二カリ

ウム

50g1個 帝人Ｐ

[院内]シチコリン注500mg/2mL「日医工」 シチコリン 25％2mL1管 日医工

[院外]ジプレキサザイディス錠2.5mg オランザピン 2.5mg1錠 日本イーライリリー

[院外]ジプレキサザイディス錠5mg オランザピン 5mg1錠 日本イーライリリー

[院外]ジプレキサ細粒1％ オランザピン 1％1g 日本イーライリリー

[院外]ジプレキサ錠10mg オランザピン 10mg1錠 日本イーライリリー

[院外]ゼンタコートカプセル3mg ブデソニド 3mg1カプセル ゼリア

[院内][院外]デキサメタゾン口腔用軟膏

0.1％「NK」

デキサメタゾン 0.1％1g 日本化薬

[院内][院外]トリメブチンマレイン酸塩錠

100mg「トーワ」

トリメブチンマレイン酸塩 100mg1錠 東和薬品

[院内][院外]ドンペリドン坐剤10mg「タカタ」 ドンペリドン 10mg1個 高田

[院内][院外]ドンペリドン坐剤30mg「タカタ」 ドンペリドン 30mg1個 高田

[院内][院外]ドンペリドン錠10mg「日医工」 ドンペリドン 10mg1錠 日医工
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239 その他の消化器官用薬

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]ナウゼリンOD錠10 ドンペリドン 10mg1錠 協和キリン

[院外]ナウゼリン坐剤10 ドンペリドン 10mg1個 協和キリン

[院外]ナウゼリン坐剤30 ドンペリドン 30mg1個 協和キリン

[院外]ナウゼリン錠5 ドンペリドン 5mg1錠 協和キリン

[院内][院外]ナウゼリンドライシロップ1％ ドンペリドン 1％1g 協和キリン

[院内]パロノセトロン点滴静注バッグ

0.75mg/50mL「タイホウ」

パロノセトロン塩酸塩 0.75mg50mL1袋 岡山大鵬

[院外]プリンペラン錠5 メトクロプラミド 5mg1錠 日医工

[院外]ペンタサ顆粒94％ メサラジン 94％1g 杏林

[院内][院外]ペンタサ坐剤1g メサラジン 1g1個 杏林

[院外]ペンタサ錠500mg メサラジン 500mg1錠 杏林

[院内][院外]ペンタサ注腸1g メサラジン 1g1個 杏林

[院内]ホスアプレピタント点滴静注用150mg「

NK」

ホスアプレピタントメグルミン 150mg1瓶 日本化薬

[院内][院外]ポリフル細粒83.3％ ポリカルボフィルカルシウム 83.3％1g マイランEPD

[院内][院外]ポリフル錠500mg ポリカルボフィルカルシウム 500mg1錠 マイランEPD

[院内][院外]メサラジン錠500mg「ケミファ」 メサラジン 500mg1錠 日本ケミファ

[院内][院外]メサラジン腸溶錠400mg「VTRS」 メサラジン 400mg1錠 ヴィアトリス

[院内][院外]メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 メトクロプラミド 5mg1錠 高田

[院内]メトクロプラミド注10mg「NIG」 塩酸メトクロプラミド 0.5%2mL1管 武田

[院内][院外]モサプリドクエン酸塩錠5mg「

EE」

モサプリドクエン酸塩水和物 5mg1錠 日医工

[院内][院外]リアルダ錠1200mg メサラジン 1,200mg1錠 持田

[院内][院外]リンゼス錠0.25mg リナクロチド 0.25mg1錠 アステラス

[院外]レクタブル2mg注腸フォーム14回 ブデソニド 48mg30.8g1瓶 EAファーマ

[院内]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） 100mg1瓶 田辺三菱
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241 脳下垂体ホルモン剤

241 脳下垂体ホルモン剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]コートロシン注射用0.25mg テトラコサクチド酢酸塩 0.25mg1瓶 アルフレッサＰ

[院内][院外]ジェノトロピンゴークイック注用

12mg

ソマトロピン（遺伝子組換え） 12mg1キット ファイザー

[院外]デスモプレシン・スプレー10協和 デスモプレシン酢酸塩水和物 500μg1瓶 キッセイ

[院内][院外]デスモプレシン点鼻スプレー

2.5μg「フェリング」

デスモプレシン酢酸塩水和物 125μg1瓶 キッセイ

[院内]ピトレシン注射液20 バソプレシン 20単位1管 ファイザー

[院内][院外]ミニリンメルトOD錠120μg デスモプレシン酢酸塩水和物 120μg1錠 キッセイ

[院外]ミニリンメルトOD錠25μg デスモプレシン酢酸塩水和物 25μg1錠 キッセイ

[院外]ミニリンメルトOD錠60μg デスモプレシン酢酸塩水和物 60μg1錠 キッセイ
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243 甲状腺，副甲状腺ホルモン剤

243 甲状腺，副甲状腺ホルモン剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]チラーヂンS錠25μg レボチロキシンナトリウム水和物 25μg1錠 武田

[院内][院外]チラーヂンS錠50μg レボチロキシンナトリウム水和物 50μg1錠 武田

[院内][院外]テリボン皮下注28.2μgオートイ

ンジェクター

テリパラチド酢酸塩 28.2μg1キット 旭化成Ｐ

[院内]テリボン皮下注用56.5μg(溶解液添付

製品)

テリパラチド酢酸塩 56.5μｇ1瓶（溶解液付） 旭化成Ｐ

[院内][院外]フォルテオ皮下注キット600μg テリパラチド（遺伝子組換え） 600μg1キット 日本イーライリリー

[院外]プロパジール錠50mg プロピルチオウラシル 50mg1錠 武田

[院内][院外]メルカゾール錠5mg チアマゾール 5mg1錠 武田
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245 副腎ホルモン剤

245 副腎ホルモン剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]アドレナリン注0.1％シリンジ「テルモ」

(1mL)

アドレナリン（エピネフリン） 0.1％1mL1筒 テルモ

[院内][院外][条件つき]エピペン注射液

0.15mg

アドレナリン（エピネフリン） 0.15mg1筒 ヴィアトリス

[院内][院外][条件つき]エピペン注射液

0.3mg

アドレナリン（エピネフリン） 0.3mg1筒 ヴィアトリス

[院内]ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸

注40mg/1mL

トリアムシノロンアセトニド 40mg1瓶 ブリストルＭスクイブ

[院内]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 10mg1mLバイアル ブリストルＭスクイブ

[院内][院外]コートリル錠10mg ヒドロコルチゾン 10mg1錠 ファイザー

[院外]コートン錠25mg コルチゾン酢酸エステル 25mg1錠 日医工

[院外]サルコートカプセル外用50μg ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 50μg1カプセル 帝人Ｐ

[院内]水溶性プレドニン10mg 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

[院内]水溶性プレドニン20mg 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

[院内][院外]ステロネマ注腸3mg ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 3.95mg1個 日医工

[院内][院外][条件つき]セレスタミン配合錠 ベタメタゾン＼ｄ－クロルフェニラミンマレイン

酸塩

1錠 高田

[院外]セレスタミン配合シロップ ベタメタゾン＼ｄ－クロルフェニラミンマレイン

酸塩

1mL 高田

[院内]ソル・コーテフ静注用500mg ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 500mg1瓶(溶解液付) ファイザー

[院内]ソル・コーテフ注射用100mg ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 100mg1瓶(溶解液付) ファイザー

[院内]ソル・メドロール静注用1000mg メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウ

ム

1g1瓶(溶解液付) ファイザー

[院内]ソル・メドロール静注用125mg メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウ

ム

125mg1瓶(溶解液付) ファイザー

[院内]ソル・メドロール静注用40mg メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウ

ム

40mg1瓶(溶解液付) ファイザー

[院内]ソル・メドロール静注用500mg メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウ

ム

500mg1瓶(溶解液付) ファイザー

[院内][院外]デカドロン錠0.5mg デキサメタゾン 0.5mg1錠 日医工

[院内][院外]デカドロン錠4mg デキサメタゾン 4mg1錠 日医工

[院内]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 1.65mg0.5mL1管 富士製工

[院内]デキサート注射液6.6mg デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム 6.6mg2mL1瓶 富士製工

[院内][院外]デキサメタゾンエリキシル

0.01％「日新」

デキサメタゾン 0.01％1mL 日新製薬

[院内]ノルアドリナリン注1mg ノルアドレナリン（ノルエピネフリン） 0.1％1mL1管 アルフレッサＰ

[院内][院外]ヒスタブロック配合錠 ベタメタゾン＼ｄ－クロルフェニラミンマレイン

酸塩

1錠 共和薬工

[院内][院外]プレドニゾロン散「タケダ」1％ プレドニゾロン 1％1g 武田

[院内][院外]プレドニゾロン錠1mg(旭化成) プレドニゾロン 1mg1錠 旭化成Ｐ

[院内][院外]プレドニゾロン錠「タケダ」5mg プレドニゾロン 5mg1錠 武田

[院内][院外]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ム 20mg1個 杏林
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245 副腎ホルモン剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]フロリネフ錠0.1mg フルドロコルチゾン酢酸エステル 0.1mg1錠 サンド

[院内][院外]ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 ベタメタゾン 0.5mg1錠 沢井

[院内][院外]ボスミン外用液0.1％ アドレナリン（エピネフリン） 0.1％1mL 第一三共

[院内]ボスミン注1mg アドレナリン（エピネフリン） 0.1％1mL1管 第一三共

[院内][院外]メドロール錠4mg メチルプレドニゾロン 4mg1錠 ファイザー

[院外]リンデロン坐剤0.5mg ベタメタゾン 0.5mg1個 塩野義

[院内][院外]リンデロン坐剤1.0mg ベタメタゾン 1mg1個 塩野義

[院外]リンデロン錠0.5mg ベタメタゾン 0.5mg1錠 塩野義

[院内]リンデロン注4mg(0.4％) ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 4mg1管 塩野義
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246 男性ホルモン剤

246 男性ホルモン剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]エナルモンデポー筋注125mg テストステロンエナント酸エステル 125mg1mL1管 武田
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247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]エストラーナテープ0.72mg エストラジオール (0.72mg)9cm(2)1枚 久光

[院外]エフメノカプセル100mg プロゲステロン 100mg1カプセル 富士製工

[院内][院外]クロルマジノン酢酸エステル錠

25mg「YD」

クロルマジノン酢酸エステル 25mg1錠 陽進堂

[院外]ジュリナ錠0.5mg エストラジオール 0.5mg1錠 バイエル

[院外]デュファストン錠5mg ジドロゲステロン 5mg1錠 ヴィアトリス

[院内][院外]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 協和キリン

[院外]ヒスロン錠5 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル 5mg1錠 協和キリン

[院内][院外]プレマリン錠0.625mg 結合型エストロゲン 0.625mg1錠 ファイザー

[院外]プロスタールL錠50mg クロルマジノン酢酸エステル 50mg1錠 武田

[院内]ペラニンデポー筋注5mg エストラジオール吉草酸エステル 5mg1管 持田

[院外]ル・エストロジェル0.06％ エストラジオール 0.06％1g 富士製工
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248 混合ホルモン剤

248 混合ホルモン剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]ジェミーナ配合錠 レボノルゲストレル＼エチニルエストラジオー

ル

1錠 ノーベルファーマ

[院内][院外]プラノバール配合錠 ノルゲストレル＼エチニルエストラジオール 1錠 武田

[院外]メノエイドコンビパッチ エストラジオール＼酢酸ノルエチステロン 1枚 久光

[院外]ヤーズフレックス配合錠 ドロスピレノン＼エチニルエストラジオール　

ベータデクス

1錠 バイエル

[院外]ルナベル配合錠ULD ノルエチステロン＼エチニルエストラジオール 1錠 日本新薬
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249 その他のホルモン剤（含抗ホルモン剤）

249 その他のホルモン剤（含抗ホルモン剤）

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]アピドラ注カート インスリン グルリジン（遺伝子組換え） 300単位1筒 サノフィ

[院外]アボルブカプセル0.5mg デュタステリド 0.5mg1カプセル グラクソ・スミスクライン

[院内][院外]インスリン アスパルトBS注ソロス

ター NR「サノフィ」

インスリン アスパルト（遺伝子組換え） 300単位1キット サノフィ

[院内][院外]インスリングラルギンBS注カート「

リリー」

インスリン グラルギン（遺伝子組換え） 300単位1筒 日本イーライリリー

[院内][院外]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） 300単位1キット 日本イーライリリー

[院内]オクトレオチド皮下注100μg「あすか」 オクトレオチド酢酸塩 100μg1mL1管 武田

[院内][院外]オゼンピック皮下注0.25mgSD セマグルチド（遺伝子組換え） 0.25mg0.5mL1キット ノボノルディスク

[院外]オゼンピック皮下注1.0mgSD セマグルチド（遺伝子組換え） 1mg0.5mL1キット ノボノルディスク

[院内][院外]オゼンピック皮下注2mg セマグルチド（遺伝子組換え） 2mg1.5mL1キット ノボノルディスク

[院内][院外]カリジノゲナーゼ錠25単位「トー

ワ」

カリジノゲナーゼ 25単位1錠 東和薬品

[院内][院外]カルナクリン錠50 カリジノゲナーゼ 50単位1錠 三和化学

[院内]グルカゴンGノボ注射用1mg グルカゴン（遺伝子組換え） 1mg1瓶(溶解液付) EAファーマ

[院内]ゴナックス皮下注用120mg(専用溶解液

添付製品)

デガレリクス酢酸塩 120mg1瓶(溶解液付) アステラス

[院内]ゴナックス皮下注用240mg(専用溶解液

添付製品)

デガレリクス酢酸塩 240mg1瓶(溶解液付) アステラス

[院内]ゴナックス皮下注用80mg(専用溶解液

添付製品)

デガレリクス酢酸塩 80mg1瓶(溶解液付) アステラス

[院外]ザガーロカプセル0.5mg デュタステリド グラクソ・スミスクライン

[院外][条件つき]サムスカOD錠15mg トルバプタン 15mg1錠 大塚製薬

[院外][条件つき]サムスカOD錠7.5mg トルバプタン 7.5mg1錠 大塚製薬

[院外][条件つき]サムスカ顆粒1％ トルバプタン 1％1g 大塚製薬

[院内]ジノプロスト注射液1000μg「F」 ジノプロスト 1mg1mL1管 富士製工

[院外]スプレキュア点鼻液0.15％ ブセレリン酢酸塩 15.75mg10mL1瓶 クリニジェン

[院内]ソマチュリン皮下注120mg ランレオチド酢酸塩 120mg1筒 帝人Ｐ

[院内]ゾラデックス1.8mgデポ ゴセレリン酢酸塩 1.8mg1筒(ゴセレリンとして) キッセイ

[院内]ゾラデックス3.6mgデポ ゴセレリン酢酸塩 3.6mg1筒(ゴセレリンとして) アストラゼネカ

[院内]ゾラデックスLA10.8mgデポ ゴセレリン酢酸塩 10.8mg1筒(ゴセレリンとして) アストラゼネカ

[院外]ディナゲスト錠0.5mg ジエノゲスト 0.5mg1錠 持田

[院外]ディナゲスト錠1mg ジエノゲスト 1mg1錠 持田

[院内][院外]トルリシティ皮下注0.75mgアテオ

ス

デュラグルチド（遺伝子組換え） 0.75mg0.5mL1キット 住友ファーマ

[院内][院外]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） 300単位1キット ノボノルディスク

[院外]トレシーバ注ペンフィル インスリン デグルデク（遺伝子組換え） 300単位1筒 ノボノルディスク

[院内][院外]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） 300単位1キット ノボノルディスク

[院外]ノボラピッド注イノレット インスリン アスパルト（遺伝子組換え） 300単位1キット ノボノルディスク
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249 その他のホルモン剤（含抗ホルモン剤）

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]ノボラピッド注フレックスタッチ インスリン アスパルト（遺伝子組換え） 300単位1キット ノボノルディスク

[院外]ノボラピッド注ペンフィル インスリン アスパルト（遺伝子組換え） 300単位1筒 ノボノルディスク

[院外]バイエッタ皮下注10μgペン300 エキセナチド 300μg1キット(10μg) アストラゼネカ

[院内][院外]バイエッタ皮下注5μgペン300 エキセナチド 300μg1キット(5μg) アストラゼネカ

[院外]バクスミー点鼻粉末剤3mg グルカゴン 3mg1瓶 日本イーライリリー

[院内][院外]ビクトーザ皮下注18mg リラグルチド（遺伝子組換え） 18mg3mL1キット ノボノルディスク

[院外]ヒューマリン3/7注カート インスリン　ヒト（遺伝子組換え） 300単位1筒 日本イーライリリー

[院内][院外]ヒューマリンR注100単位/mL インスリン　ヒト（遺伝子組換え） 100単位1mLバイアル 日本イーライリリー

[院外]ヒューマリンR注カート インスリン　ヒト（遺伝子組換え） 300単位1筒 日本イーライリリー

[院内][院外]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） 100単位1mLバイアル 日本イーライリリー

[院内][院外]ヒューマログ注カート インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） 300単位1筒 日本イーライリリー

[院内][院外]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） 300単位1キット 日本イーライリリー

[院外]ヒューマログ注ミリオペンHD インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） 300単位1キット 日本イーライリリー

[院内][院外]ヒューマログミックス25注カート インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） 300単位1筒 日本イーライリリー

[院内][院外]ヒューマログミックス50注カート インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） 300単位1筒 日本イーライリリー

[院外]プロペシア錠1mg フィナステリド オルガノン

[院内][院外]ライゾデグ配合注 フレックスタッ

チ

インスリン デグルデク（遺伝子組換え）＼イン

スリン アスパルト（遺伝子組換え）

300単位1キット ノボノルディスク

[院内][院外]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） 450単位1キット サノフィ

[院外]ランタス注カート インスリン グラルギン（遺伝子組換え） 300単位1筒 サノフィ

[院外]ランタス注ソロスター インスリン グラルギン（遺伝子組換え） 300単位1キット サノフィ

[院外]リキスミア皮下注300μg リキシセナチド 300μg3mL1キット サノフィ

[院外]リベルサス錠14mg セマグルチド（遺伝子組換え） 14mg1錠 ノボノルディスク

[院内][院外]リベルサス錠3mg セマグルチド（遺伝子組換え） 3mg1錠 ノボノルディスク

[院内][院外]リベルサス錠7mg セマグルチド（遺伝子組換え） 7mg1錠 ノボノルディスク

[院内]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 11.25mg1筒 武田

[院内]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 22.5mg1筒 武田

[院内]リュープロレリン酢酸塩注射用キット

1.88mg「あすか」

リュープロレリン酢酸塩 1.88mg1筒 武田

[院内]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 3.75mg1筒 武田

[院内][院外]ルムジェブ注ミリオペン インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） 300単位1キット 日本イーライリリー

[院外]レベミル注イノレット インスリン デテミル（遺伝子組換え） 300単位1キット ノボノルディスク

[院内][院外]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） 300単位1キット ノボノルディスク

[院外]レベミル注ペンフィル インスリン デテミル（遺伝子組換え） 300単位1筒 ノボノルディスク

[院外]レルミナ錠40mg レルゴリクス 40mg1錠 武田
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252 生殖器官用剤（性病予防剤を含む）

252 生殖器官用剤（性病予防剤を含む）

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]エンペシド腟錠100mg クロトリマゾール 100mg1錠 バイエル

[院内][院外]オキナゾール腟錠600mg オキシコナゾール硝酸塩 600mg1錠 田辺三菱

[院内][院外]クロマイ腟錠100mg クロラムフェニコール 100mg1錠 アルフレッサＰ

[院内][院外]フェマーラ錠2.5mg レトロゾール 2.5mg1錠 ノバルティスＰ

[院内][院外]フラジール腟錠250mg メトロニダゾール 250mg1錠 富士製工

[院内][院外]ホーリンV腟用錠1mg エストリオール 1mg1錠 武田

[院内][院外]ミレーナ52mg レボノルゲストレル 1個 バイエル
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254 避妊剤　　　　　　　

254 避妊剤　　　　　　　

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]マーベロン21 デソゲストレル＼エチニルエストラジオール オルガノン

[院内][院外]ミレーナ52mg レボノルゲストレル 1個 バイエル
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255 痔疾用剤

255 痔疾用剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]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 10mL1瓶(希釈液付) ジェイドルフ

[院内][院外]ネリザ坐剤 ジフルコルトロン吉草酸エステル＼リドカイン 1個 ジェイドルフ

[院内][院外]ネリザ軟膏 ジフルコルトロン吉草酸エステル＼リドカイン 1g ジェイドルフ

[院内]パオスクレー内痔核内注射用250mg フェノール 5％5mL1管 鳥居

[院外]ヘモクロンカプセル200mg トリベノシド 200mg1カプセル 武田

[院内][院外]ヘモポリゾン軟膏 大腸菌死菌浮遊液＼ヒドロコルチゾン 1g ジェイドルフ

[院外]強力ポステリザン(軟膏) 大腸菌死菌浮遊液＼ヒドロコルチゾン 1g マルホ

[院外]ボラザG坐剤 トリベノシド＼リドカイン 1個 武田

[院外]ボラザG軟膏 トリベノシド＼リドカイン 1g 武田
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259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏

林」

イミダフェナシン 0.1mg1錠 杏林

[院外]ウリトスOD錠0.1mg イミダフェナシン 0.1mg1錠 杏林

[院内][院外]ウロカルン錠225mg ウラジロガシエキス 225mg1錠 日本新薬

[院内][院外]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

＼セイヨウオキナグサエキス＼スギナエキス

＼コムギ胚芽油

1錠 日本新薬

[院内][院外]エブランチルカプセル15mg ウラピジル 15mg1カプセル 科研

[院外]ザルティア錠5mg タダラフィル 5mg1錠 日本新薬

[院外][条件つき]シアリス錠20mg タダラフィル 20mg1錠 日本新薬

[院内][院外]シロドシンOD錠4mg「DSEP」 シロドシン 4mg1錠 第一三共エスファ

[院内][院外]スピロペント錠10μg クレンブテロール塩酸塩 10μg1錠 帝人Ｐ

[院外]セルニルトン錠 セルニチンポーレンエキス 1錠 扶桑

[院内][院外]タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「

サワイ」

タムスロシン塩酸塩 0.2mg1錠 沢井

[院内][院外]トビエース錠4mg フェソテロジンフマル酸塩 4mg1錠 ファイザー

[院外]トビエース錠8mg フェソテロジンフマル酸塩 8mg1錠 ファイザー

[院内][院外]ナフトピジルOD錠50mg「YD」 ナフトピジル 50mg1錠 陽進堂

[院内][院外]ネオキシテープ73.5mg(1袋7枚

包装)

オキシブチニン塩酸塩 73.5mg1枚 久光

[院外][条件つき]バイアグラ錠50mg シルデナフィルクエン酸塩 50mg1錠 ヴィアトリス

[院内][院外]バップフォー錠10 プロピベリン塩酸塩 10mg1錠 大鵬

[院内][院外]フラボキサート塩酸塩錠200mg「

サワイ」

フラボキサート塩酸塩 200mg1錠 沢井

[院外]フリバスOD錠25mg ナフトピジル 25mg1錠 旭化成Ｐ

[院内][院外]ベオーバ錠50mg ビベグロン 50mg1錠 キッセイ

[院外]ベシケアOD錠2.5mg コハク酸ソリフェナシン 2.5mg1錠 アステラス

[院内][院外]ベタニス錠25mg ミラベグロン 25mg1錠 アステラス

[院外]ベタニス錠50mg ミラベグロン 50mg1錠 アステラス

[院内][条件つき]ボトックス注用100単位 Ａ型ボツリヌス毒素 100単位1瓶 グラクソ・スミスクライン

[院内][条件つき]ボトックス注用50単位 Ａ型ボツリヌス毒素 50単位1瓶 グラクソ・スミスクライン
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261 外皮用殺菌消毒剤

261 外皮用殺菌消毒剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]イソジン液10％ ポビドンヨード 10％10mL 塩野義

[院内][院外]イソプロパノール消毒B液70％「

ケンエー」

イソプロパノール 70%10mL 健栄

[院内]ウエルアップハンドローション0.5％ クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

[院内]ウエルアップハンドローション1％ クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

[院内][院外]液状フェノール「タイセイ」 液状フェノール 10mL 吉田製薬

[院内]消毒用エタライト液 消毒用エタノール 10mL 日医工

[院内][院外]エルエイジ-10液 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 10%10mL 吉田製薬

[院内]オキシドール「ヨシダ」 オキシドール 10mL 吉田製薬

[院内]オラネジン液1.5％消毒用アプリケータ

10mL

オラネキシジングルコン酸塩 1.5％10mL1管 大塚製薬

[院内]オラネジン液1.5％消毒用アプリケータ

25mL

オラネキシジングルコン酸塩 1.5％25mL1管 大塚製薬

[院内][院外]ザルコニン液0.025 ベンザルコニウム塩化物 0.025％10mL 健栄

[院内]スクラビインS4％液 クロルヘキシジングルコン酸塩 サラヤ

[院内][院外]ステリクロンW液0.05 クロルヘキシジングルコン酸塩 0.05％10mL 健栄

[院内]ハイポエタノール液2％「ヨシダ」 チオ硫酸ナトリウム水和物＼エタノール 10mL 吉田製薬

[院内]ヒビスコール液A クロルヘキシジングルコン酸塩 サラヤ

[院内]ヒビスコール液A0.5％ クロルヘキシジングルコン酸塩 サラヤ

[院内][院外]5％ヒビテン液 クロルヘキシジングルコン酸塩 5％10mL 住友ファーマ

[院内]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 0.5％10mL 吉田製薬

[院内]ヘキザックAL液1％ クロルヘキシジングルコン酸塩 吉田製薬

[院内][院外]ポビドンヨードゲル10％「明治」 ポビドンヨード 10％10g Meiji Seika ファルマ

[院内][院外]ポピヨドン液10％ ポビドンヨード 10％10mL 吉田製薬

[院内][院外]ポピヨドンスクラブ7.5％ ポビドンヨード 7.5％10mL 吉田製薬

[院内]ホルマリン「コザカイ・M」 ホルマリン 10mL 吉田製薬

[院内]無水エタノール「ヤクハン」 無水エタノール 10mL 日医工
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263 化膿性疾患用剤

263 化膿性疾患用剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アクアチムクリーム1％ ナジフロキサシン 1％1g 大塚製薬

[院内][院外]アクアチム軟膏1％ ナジフロキサシン 1％1g 大塚製薬

[院外]アクアチムローション1％ ナジフロキサシン 1％1mL 大塚製薬

[院内][院外]ゲーベンクリーム1％ スルファジアジン銀 1％1g 田辺三菱

[院外]ゲンタシン軟膏0.1％ ゲンタマイシン硫酸塩 1mg1g 高田

[院内][院外]ゲンタマイシン硫酸塩軟膏

0.1％「NIG」

ゲンタマイシン硫酸塩 1mg1g 武田

[院外]ゼビアックス油性クリーム2％ オゼノキサシン 2％1g マルホ

[院外]ゼビアックスローション2％ オゼノキサシン 2％1g マルホ

[院内][院外]ソフラチュール貼付剤10cm フラジオマイシン硫酸塩 (10.8mg)10cm×10cm1枚 テイカ

[院内][院外]ダラシンTゲル1％ クリンダマイシンリン酸エステル 1％1g 佐藤製薬

[院外]ダラシンTローション1％ クリンダマイシンリン酸エステル 1％1mL 佐藤製薬

[院内][院外]テラマイシン軟膏(ポリミキシン

B含有)

オキシテトラサイクリン塩酸塩＼ポリミキシン

Ｂ硫酸塩

1g 陽進堂

[院内][院外]フシジンレオ軟膏2％ フシジン酸ナトリウム 20mg1g アルフレッサＰ
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264 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]亜鉛華(10％)単軟膏「ホエイ」 亜鉛華軟膏 10g ヴィアトリス

[院内][院外]亜鉛華軟膏「ホエイ」 亜鉛華軟膏 10g ヴィアトリス

[院内][院外]アズノール軟膏0.033％ ジメチルイソプロピルアズレン 0.033％10g 日本新薬

[院内][院外]アドフィードパップ40mg フルルビプロフェン 10cm×14cm1枚 科研

[院内][院外]アルメタ軟膏 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル 0.1％1g 塩野義

[院外]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

0.05％1g 鳥居

[院内][院外]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

0.05％1g 鳥居

[院内][院外]アンテベートローション0.05％ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステ

ル

0.05％1g 鳥居

[院外]イドメシンコーワゲル1％ インドメタシン 1％1g 興和

[院外]イドメシンコーワゾル1％ インドメタシン 1％1g 興和

[院外]イドメシンコーワパップ70mg インドメタシン 10cm×14cm1枚 興和

[院内][院外]エキザルベ 混合死菌浮遊液(大腸菌死菌/ブドウ球菌死

菌/緑膿菌死菌/連鎖球菌死菌)＼ヒドロコル

チゾン

1g マルホ

[院外]エクラーローション0.3％ デプロドンプロピオン酸エステル 0.3％1g 久光

[院内][院外]オイラックスクリーム10％ クロタミトン 10％10g 日新製薬

[院外]カラミンローション カラミン 10mL 丸石

[院内][院外]キンダベート軟膏0.05％ クロベタゾン酪酸エステル 0.05％1g グラクソ・スミスクライン

[院内][院外]グリメサゾン軟膏 脱脂大豆乾留タール＼デキサメタゾン 1g 第一三共

[院内][院外]ケトプロフェンテープ20mg「日医

工」

ケトプロフェン 7cm×10cm1枚 日医工

[院内][院外]ケトプロフェンテープ40mg「日医

工」

ケトプロフェン 10cm×14cm1枚 日医工

[院外]コムクロシャンプー0.05％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 0.05％1g マルホ

[院内][院外]ザーネ軟膏0.5％ ビタミンA油 5,000単位1g エーザイ

[院外]スタデルムクリーム5％ イブプロフェンピコノール 5％1g 鳥居

[院外]セクターゲル3％ ケトプロフェン 3％1g 久光

[院外]ゼスタッククリーム 副腎エキス＼ヘパリン類似物質＼サリチル酸 1g 三笠

[院外]セルタッチテープ70 フェルビナク 10cm×14cm1枚 帝國製薬

[院内][院外]セルタッチパップ70 フェルビナク 10cm×14cm1枚 帝國製薬

[院外]デルマクリンA軟膏1％ グリチルレチン酸 1％1g ミヤリサン

[院内][院外]デルモゾールGローション ベタメタゾン吉草酸エステル＼ゲンタマイシン

硫酸塩

1mL 岩城

[院内][院外]デルモベートスカルプローション

0.05％

クロベタゾールプロピオン酸エステル 0.05％1g グラクソ・スミスクライン

[院内][院外]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 0.05％1g グラクソ・スミスクライン

[院内][院外]トプシムクリーム0.05％ フルオシノニド 0.05％1g 田辺三菱

[院内][院外]トプシムスプレー0.0143％ フルオシノニド 0.0143％1g 田辺三菱
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]ドレニゾンテープ4μg/cm2 フルドロキシコルチド (0.3mg)7.5cm×10cm 帝國製薬

[院外]ネリゾナユニバーサルクリーム0.1％ ジフルコルトロン吉草酸エステル 0.1％1g LTLファーマ

[院外]ハイデルマートクリーム2％ グリチルレチン酸 2％1g ミヤリサン

[院外]フエナゾールクリーム5％ ウフェナマート 5％1g マイランEPD

[院内][院外]フエナゾール軟膏5％ ウフェナマート 5％1g マイランEPD

[院内][院外]フェノール・亜鉛華リニメント「ニ

ッコー」

フェノール亜鉛華リニメント 10g 丸石

[院内][院外]フェルビナクスチック軟膏3％「三

笠」

フェルビナク 3％1g 大正製薬

[院内][院外]フェルビナクパップ70mg「タイホ

ウ」

フェルビナク 10cm×14cm1枚 大鵬

[院内][院外]フルメタ軟膏 モメタゾンフランカルボン酸エステル 0.1％1g 塩野義

[院内][院外]フルメタローション モメタゾンフランカルボン酸エステル 0.1％1g 塩野義

[院外]フルルバンパップ40mg フルルビプロフェン 10cm×14cm1枚 科研

[院内][院外]ベナパスタ軟膏4％ ジフェンヒドラミンラウリル硫酸塩 4％10g 田辺三菱

[院内][院外]ボチシート20％ 亜鉛華軟膏 5g 日医工

[院内][院外]ボルタレンゲル1％ ジクロフェナクナトリウム 1％1g ノバルティスＰ

[院外]ボルタレンテープ15mg ジクロフェナクナトリウム 7cm×10cm1枚 ノバルティスＰ

[院内][院外]ボルタレンローション1％ ジクロフェナクナトリウム 1％1g ノバルティスＰ

[院外]マイザークリーム0.05％ ジフルプレドナート 0.05％1g 田辺三菱

[院内][院外]マイザー軟膏0.05％ ジフルプレドナート 0.05％1g 田辺三菱

[院内][院外]メサデルムクリーム0.1％ デキサメタゾンプロピオン酸エステル 0.1％1g 大鵬

[院外]メサデルム軟膏0.1％ デキサメタゾンプロピオン酸エステル 0.1％1g 大鵬

[院外]モーラステープ20mg ケトプロフェン 7cm×10cm1枚 久光

[院外]モーラステープL40mg ケトプロフェン 10cm×14cm1枚 久光

[院外]モーラスパップXR120mg ケトプロフェン 10cm×14cm1枚 久光

[院外]モーラスパップXR240mg ケトプロフェン 20cm×14cm1枚 久光

[院外]ヤクバンテープ60mg フルルビプロフェン 15cm×14cm1枚 大正製薬

[院内][院外]ユベラ軟膏 トコフェロール＼ビタミンA油 1g エーザイ

[院内][院外]リドメックスコーワクリーム0.3％ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 0.3％1g 興和

[院内][院外]リドメックスコーワ軟膏0.3％ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 0.3％1g 興和

[院内][院外]リドメックスコーワローション0.3％ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 0.3％1g 興和

[院外]リンデロン-Vクリーム0.12％ ベタメタゾン吉草酸エステル 0.12％1g 塩野義

[院内][院外]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

1g 塩野義

[院内][院外]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

1g 塩野義

[院外]リンデロン-VGローション ベタメタゾン吉草酸エステル＼ゲンタマイシン

硫酸塩

1mL 塩野義

[院内][院外]リンデロン-V軟膏0.12％ ベタメタゾン吉草酸エステル 0.12％1g 塩野義

[院外]リンデロン-Vローション ベタメタゾン吉草酸エステル 0.12％1mL 塩野義
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]強力レスタミンコーチゾンコーワ

軟膏

ヒドロコルチゾン酢酸エステル＼フラジオマイ

シン硫酸塩＼ジフェンヒドラミン塩酸塩

1g 興和

[院内][院外]レスタミンコーワクリーム1％ ジフェンヒドラミン 1％10g 興和

[院内][院外]ロキソニンゲル1％ ロキソプロフェンナトリウム水和物 1％1g 第一三共

[院外]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 10cm×14cm1枚 第一三共

[院外]ロキソニンテープ50mg ロキソプロフェンナトリウム水和物 7cm×10cm1枚 第一三共

[院外]ロキソニンパップ100mg ロキソプロフェンナトリウム水和物 10cm×14cm1枚 第一三共

[院内][院外]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 10cm×14cm1枚 ニプロ

[院内][院外]ロキソプロフェンナトリウムテープ

100mg「日医工」

ロキソプロフェンナトリウム水和物 10cm×14cm1枚 日医工

[院内][院外]ロコアテープ エスフルルビプロフェン＼ハッカ油 10cm×14cm1枚 大正製薬

[院内][院外]ロコイドクリーム0.1％ ヒドロコルチゾン酪酸エステル 0.1％1g 鳥居

[院内][院外]ロコイド軟膏0.1％ ヒドロコルチゾン酪酸エステル 0.1％1g 鳥居
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265 寄生性皮ふ疾患用剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]エンペシドクリーム1％ クロトリマゾール 1％1g バイエル

[院内][院外]10％サリチル酸ワセリン軟膏 東

豊

サリチル酸 10％10g 東豊薬品

[院内][院外]ニゾラールクリーム2％ ケトコナゾール 2％1g ヤンセン

[院内][院外]ニゾラールローション2％ ケトコナゾール 2％1g 岩城

[院外]ラミシール外用液1％ テルビナフィン塩酸塩 1％1g サンファーマ

[院外]ラミシールクリーム1％ テルビナフィン塩酸塩 1％1g サンファーマ

[院内][院外]ルリコナゾールクリーム1％「イワ

キ」

ルリコナゾール 1％1g 岩城

[院内][院外]ルリコナゾール軟膏1％「イワキ」 ルリコナゾール 1％1g 岩城

[院外]ルリコン液1％ ルリコナゾール 1％1mL サンファーマ

[院外]ルリコンクリーム1％ ルリコナゾール 1％1g サンファーマ

[院外]ルリコン軟膏1％ ルリコナゾール 1％1g サンファーマ
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266 皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む）

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]ウレパールローション10％ 尿素 10％1g 大塚製薬

[院外]ケラチナミンコーワクリーム20％ 尿素 20％1g 興和

[院外]スピール膏M サリチル酸 25cm(2)1枚 ニチバン

[院内][院外]尿素クリーム20％「SUN」 尿素 20%1g サンファーマ

[院内][院外]パスタロンソフト軟膏10％ 尿素 10％1g 佐藤製薬
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267 毛髪用剤（発毛・脱毛・染毛・養毛剤）

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]グラッシュビスタ外用液剤0.03％5mL ビマトプロスト アラガンJ

[院外]フロジン外用液5％ カルプロニウム塩化物 5％1mL 第一三共
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269 その他の外皮用薬

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アクトシン軟膏3％ ブクラデシンナトリウム 3％1g マルホ

[院内][院外]イソジンシュガーパスタ軟膏 精製白糖＼ポビドンヨード 1g 塩野義

[院外]エピデュオゲル アダパレン＼過酸化ベンゾイル 1g マルホ

[院内][院外]オキサロール軟膏25μg/g マキサカルシトール 0.0025％1g マルホ

[院外]オキサロールローション25μg/g マキサカルシトール 0.0025％1g マルホ

[院内][院外]オルセノン軟膏0.25％ トレチノイン トコフェリル 0.25％1g サンファーマ

[院内][院外]カデックス軟膏0.9％ ヨウ素 0.9％1g スミス・アンド・ネフュー

[院外]コレクチム軟膏0.25％ デルゴシチニブ 0.25％1g 鳥居

[院外]コレクチム軟膏0.5％ デルゴシチニブ 0.5％1g 鳥居

[院外]ディフェリンゲル0.1％ アダパレン 0.1％1g マルホ

[院外]デュアック配合ゲル クリンダマイシンリン酸エステル水和物＼過酸

化ベンゾイル

1g サンファーマ

[院外]ドボベットゲル カルシポトリオール水和物＼ベタメタゾンジプ

ロピオン酸エステル

1g 協和キリン

[院内][院外]ドボベット軟膏 カルシポトリオール水和物＼ベタメタゾンジプ

ロピオン酸エステル

1g 協和キリン

[院外]ドボベットフォーム カルシポトリオール水和物＼ベタメタゾンジプ

ロピオン酸エステル

1g 協和キリン

[院内][院外]フィブラストスプレー500 トラフェルミン（遺伝子組換え） 500μg1瓶(溶解液付) 科研

[院内][院外]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 0.003％1g 小野薬品

[院内][院外]プロトピック軟膏0.03％小児用 タクロリムス水和物 0.03％1g マルホ

[院内][院外]プロトピック軟膏0.1％ タクロリムス水和物 0.1％1g マルホ

[院外]ベピオゲル2.5％ 過酸化ベンゾイル 2.5％1g マルホ

[院内][院外]ボンアルファハイ軟膏20μg/g タカルシトール水和物 0.002％1g 帝人Ｐ

[院外]マーデュオックス軟膏 マキサカルシトール＼ベタメタゾン酪酸エステ

ルプロピオン酸エステル

1g マルホ

[院外]モイゼルト軟膏0.3％ ジファミラスト 0.3％1g 大塚製薬

[院内][院外]モイゼルト軟膏1％ ジファミラスト 1％1g 大塚製薬

[院内][院外]ユーパスタコーワ軟膏 精製白糖＼ポビドンヨード 1g 興和

[院内][院外]レクチゾール錠25mg ジアフェニルスルホン 25mg1錠 田辺三菱

[院内][院外]ロゼックスゲル0.75％ メトロニダゾール 0.75％1g マルホ
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279 その他の歯科口腔用薬

279 その他の歯科口腔用薬

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]ネオステリングリーンうがい液

0.2％

ベンゼトニウム塩化物 1mL 日本歯科薬品

[院内][院外]複方ヨード・グリセリン「ケンエー」 複方ヨードグリセリン 10mL 健栄
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290 その他の個々の器官系用医薬品

290 その他の個々の器官系用医薬品

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]セファランチン末1％ セファランチン 1％1g 化研生薬
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311 ビタミンＡ及びＤ剤

311 ビタミンＡ及びＤ剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アルファカルシドールカプセル

0.25μg「サワイ」

アルファカルシドール 0.25μg1カプセル 沢井

[院外]アルファロールカプセル0.25μg アルファカルシドール 0.25μg1カプセル 中外製薬

[院外]アルファロールカプセル0.5μg アルファカルシドール 0.5μg1カプセル 中外製薬

[院外]アルファロール内用液0.5μg/mL アルファカルシドール 0.5μg1mL 中外製薬

[院外]エディロールカプセル0.75μg エルデカルシトール 0.75μg1カプセル 中外製薬

[院内][院外]エルデカルシトールカプセル

0.75μg「サワイ」

エルデカルシトール 0.75μg1カプセル 沢井

[院内][院外]カルシトリオールカプセル

0.25μg「YD」

カルシトリオール 0.25μg1カプセル 陽進堂

[院外]チガソンカプセル10 エトレチナート 10mg1カプセル 太陽P

[院外]チョコラA錠1万単位 ビタミンＡ 10,000単位1錠 エーザイ

[院内]マキサカルシトール静注透析用

2.5μg「NIG」

マキサカルシトール 2.5μg1mL1管 武田

[院外]ロカルトロールカプセル0.25 カルシトリオール 0.25μg1カプセル 中外製薬

[院内][院外]ワンアルファ錠1.0μg アルファカルシドール 1μg1錠 帝人Ｐ
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312 ビタミンＢ１剤

312 ビタミンＢ１剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]アリナミンF50注 フルスルチアミン塩酸塩 50mg20mL1管 武田

[院内][院外]25mgアリナミンF糖衣錠 フルスルチアミン 25mg1錠 武田

[院内]アリナミン注射液10mg プロスルチアミン 10mg1管 武田
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313 ビタミンＢ剤（Ｂ１剤を除く）

313 ビタミンＢ剤（Ｂ１剤を除く）

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]ハイボン錠20mg リボフラビン酪酸エステル 20mg1錠 ニプロES P

[院内]パンテノール注500mg「KCC」 パンテノール 500mg1管 ネオクリティケア

[院内][条件つき]パントール注射液500mg パンテノール 500mg1管 トーアエイヨー

[院内][院外]パントシン散20％ パンテチン 20％1g アルフレッサＰ

[院内][院外]パントシン錠100 パンテチン 100mg1錠 アルフレッサＰ

[院内]パントシン注5％ パンテチン 100mg1管 アルフレッサＰ

[院内]ピドキサール注10mg ピリドキサールリン酸エステル水和物 10mg1管 太陽P

[院内][院外]ピリドキサール錠30mg「ツルハラ

」

ピリドキサールリン酸エステル水和物 30mg1錠 鶴原

[院内][院外]フォリアミン錠 葉酸 5mg1錠 富士製工

[院内][院外]メチコバール錠500μg メコバラミン 0.5mg1錠 エーザイ

[院内]メチコバール注射液500μg メコバラミン 0.5mg1管 エーザイ
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314 ビタミンＣ剤

314 ビタミンＣ剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]ビタシミン注射液100mg アスコルビン酸 100mg1管 武田

[院内]ビタシミン注射液500mg アスコルビン酸 500mg1管 武田
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315 ビタミンＥ剤

315 ビタミンＥ剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]ユベラ錠50mg トコフェロール酢酸エステル 50mg1錠 エーザイ
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316 ビタミンＫ剤

316 ビタミンＫ剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]グラケーカプセル15mg メナテトレノン 15mg1カプセル エーザイ

[院内]ケイツーN静注10mg メナテトレノン 10mg1管 エーザイ

[院内][院外]ケイツーシロップ0.2％ メナテトレノン 0.2％1mL エーザイ

[院外]ケーワン錠5mg フィトナジオン 5mg1錠 エーザイ
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317 混合ビタミン剤（Ａ・Ｄ混合製剤を除く）

317 混合ビタミン剤（Ａ・Ｄ混合製剤を除く）

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]オーツカMV注 チアミン塩化物塩酸塩＼リボフラビンリン酸エ

ステルナトリウム＼ピリドキシン塩酸塩＼シアノ

コバラミン＼アスコルビン酸＼ニコチン酸アミ

ド＼葉酸＼パンテノール＼ビオチン＼ビタミン

A油＼ビタミンＡ＼コレカルシフェロール＼トコ

フェロール酢酸エステル＼フィトナジオン

1瓶1管1組 大塚製薬

[院内][院外]シナール配合顆粒 アスコルビン酸＼パントテン酸カルシウム 1g 塩野義

[院内][院外]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 塩野義

[院内][院外]調剤用パンビタン末 レチノールパルミチン酸エステル＼エルゴカ

ルシフェロール＼チアミン硝化物＼リボフラビ

ン＼ニコチン酸アミド＼ピリドキシン塩酸塩

＼葉酸＼パントテン酸カルシウム＼シアノコ

バラミン＼アスコルビン酸＼トコフェロール酢

酸エステル

1g 武田

[院内]ビタメジン静注用 リン酸チアミンジスルフィド＼ピリドキシン塩酸

塩＼シアノコバラミン

1瓶 アルフレッサＰ

[院内][院外]ビタメジン配合カプセルB25 ベンフォチアミン＼ピリドキシン塩酸塩＼シア

ノコバラミン

1カプセル アルフレッサＰ
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319 その他のビタミン剤

319 その他のビタミン剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]ビオチン散0.2％「ホエイ」 ビオチン 0.2％1g ヴィアトリス
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321 カルシウム剤

321 カルシウム剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]アスパラ-CA錠200 Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物 1錠 ニプロES P

[院内]大塚塩カル注2％ 塩化カルシウム水和物 2％20mL1管 大塚製薬

[院内]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 8.5％5mL1管 日医工

[院内][院外]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

1錠 第一三共

[院内][院外]乳酸カルシウム「VTRS」原末 乳酸カルシウム水和物 10g ヴィアトリス
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322 無機質製剤

322 無機質製剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アスパラカリウム散50％ Ｌ-アスパラギン酸カリウム 50％1g ニプロES P

[院内][院外]アスパラカリウム錠300mg Ｌ-アスパラギン酸カリウム 300mg1錠 ニプロES P

[院内]アスパラカリウム注10mEq Ｌ-アスパラギン酸カリウム 17.12％10mL1管 ニプロES P

[院内]アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「

テルモ」(10mL)

Ｌ-アスパラギン酸カリウム 17.12％10mL1キット テルモ

[院内][院外]インクレミンシロップ5％ 溶性ピロリン酸第二鉄 1mL アルフレッサＰ

[院内][院外]クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワ

イ」

クエン酸第一鉄ナトリウム 鉄50mg1錠 沢井

[院内][院外]ソリタ-T配合顆粒3号 塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼リン酸二水素

ナトリウム＼クエン酸ナトリウム水和物＼炭酸

マグネシウム

4g1包 陽進堂

[院内][条件つき]フェインジェクト静注500mg カルボキシマルトース第二鉄 500mg10mL1瓶 ゼリア

[院内]フェジン静注40mg 含糖酸化鉄 40mg2mL1管 日医工

[院内][院外]フェルムカプセル100mg フマル酸第一鉄 鉄100mg1カプセル 日医工

[院内][院外]フェロ・グラデュメット錠105mg 乾燥硫酸鉄 1錠 マイランEPD

[院外]フェロミア錠50mg クエン酸第一鉄ナトリウム 鉄50mg1錠 エーザイ

[院内]ミネリック-5配合点滴静注シリンジ 塩化第二鉄＼塩化マンガン＼硫酸亜鉛水和

物＼硫酸銅＼ヨウ化カリウム

2mL1筒 ニプロ

[院内][院外]ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 ヨウ化カリウム 50mg1丸 日医工

[院内][院外]ヨウ化カリウム「ホエイ」 ヨウ化カリウム 1g ヴィアトリス
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323 糖類剤

323 糖類剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]大塚糖液10％(20ml管) ブドウ糖 10％20mL1管 大塚製薬

[院内]大塚糖液10％(500mL袋) ブドウ糖 10％500mL1袋 大塚製薬

[院内]大塚糖液20％(20mL管) ブドウ糖 20％20mL1管 大塚製薬

[院内]光糖液5％(100mLプラスチックボトル) ブドウ糖 5%100mL1瓶 光

[院内]光糖液5％(20mLプラスチックアンプル) ブドウ糖 5%20mL1管 光

[院内]大塚糖液5％(250mL袋) ブドウ糖 5％250mL1袋 大塚製薬

[院内]大塚糖液5％2ポート100mL ブドウ糖 5％100mL1キット 大塚製薬

[院内]大塚糖液5％(500mL袋) ブドウ糖 5％500mL1袋 大塚製薬

[院内]光糖液5％(50mLプラスチックボトル) ブドウ糖 5%50mL1瓶 光

[院内]大塚糖液50％(200mL袋) ブドウ糖 50％200mL1袋 大塚製薬

[院内]大塚糖液50％(500mL袋) ブドウ糖 50％500mL1袋 大塚製薬

[院内][院外]ブドウ糖「コザカイ・M」 ブドウ糖 10g 小堺

[院内]ブドウ糖注50％シリンジ「テルモ」

(20mL)

ブドウ糖 50％20mL1筒 テルモ
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325 たん白アミノ酸製剤

325 たん白アミノ酸製剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アミノレバンEN配合散 L-イソロイシン＼L-ロイシン＼L-リシン塩酸塩

＼L-トレオニン＼L-バリン＼Ｌ－アルギニン

塩酸塩＼L-ヒスチジン塩酸塩水和物＼L-トリ

プトファン＼ゼラチン加水分解物＼コメ油

＼デキストリン＼ビタミンA油＼エルゴカルシ

フェロール＼ビスベンチアミン＼リボフラビン

＼ピリドキシン塩酸塩＼シアノコバラミン＼葉

酸＼L-アスコルビン酸ナトリウム＼トコフェロ

ール酢酸エステル＼フィトナジオン＼パントテ

ン酸カルシウム＼ニコチン酸アミド＼ビオチン

＼重酒石酸コリン＼硫酸マグネシウム水和物

＼グリセロリン酸カルシウム＼リン酸二水素ナ

トリウム＼クエン酸第一鉄ナトリウム＼硫酸銅

＼硫酸亜鉛水和物＼ヨウ化カリウム＼硫酸マ

ンガン＼塩化カリウム

10g 大塚製薬

[院内]アミパレン輸液(200mL袋) L-イソロイシン＼L-ロイシン＼L-バリン＼L-リ

シン酢酸塩＼Ｌ-メチオニン＼L‐フェニルアラ

ニン＼L-トレオニン＼L-トリプトファン＼L-ア

ラニン＼L‐アルギニン＼L-アスパラギン酸

＼Ｌ-システイン＼L-グルタミン酸＼L-ヒスチ

ジン＼L-プロリン＼L-セリン＼L‐チロシン

＼グリシン

200mL1袋 大塚製薬

[院内][院外]イノラス配合経腸用液 濃縮乳たん白質＼カゼインナトリウム＼トリカ

プリリン＼コーン油＼シソ油＼部分加水分解

デンプン＼イヌリン＼魚油＼クエン酸ナトリウ

ム水和物＼クエン酸カリウム＼乳酸カルシウ

ム水和物＼塩化カルシウム水和物＼塩化マ

グネシウム＼リン酸二カリウム＼グルコン酸第

一鉄＼硫酸亜鉛水和物＼硫酸マンガン(II)五

水和物＼硫酸銅＼ヨウ化カリウム＼セレン酸

ナトリウム＼塩化クロム六水和物＼モリブデン

酸ナトリウム二水和物＼ビタミンA油＼コレカ

ルシフェロール＼トコフェロール酢酸エステル

＼メナテトレノン＼フルスルチアミン塩酸塩

＼リボフラビンリン酸エステルナトリウム＼ピリ

ドキシン塩酸塩＼シアノコバラミン＼L-アスコ

ルビン酸2-グルコシド＼ニコチン酸アミド＼パ

ントテン酸カルシウム＼葉酸＼ビオチン＼L-

カルニチン＼コリン塩化物

10mL 大塚製薬

[院内][院外]エネーボ配合経腸用液 分離牛乳タンパク質＼濃縮乳清タンパク質

＼分離大豆蛋白質＼高オレイン酸ヒマワリ油

＼ナタネ油＼中鎖脂肪酸トリグリセリド＼魚油

＼大豆レシチン＼デキストリン＼精製白糖

＼難消化性デキストリン＼フラクトオリゴ糖

＼大豆多糖類＼レチノールパルミチン酸エス

テル＼β-カロテン＼コレカルシフェロール

＼トコフェロール酢酸エステル＼フィトナジオ

ン＼アスコルビン酸＼チアミン塩化物塩酸塩

＼リボフラビン＼ピリドキシン塩酸塩＼シアノ

コバラミン＼コリン塩化物＼葉酸＼ニコチン酸

アミド＼パントテン酸カルシウム＼ビオチン

＼タウリン＼L-カルニチン＼塩化ナトリウム

＼クエン酸ナトリウム水和物＼塩化カリウム

＼クエン酸カリウム＼リン酸一水素マグネシウ

ム＼第三リン酸カルシウム＼硫酸鉄水和物

＼硫酸亜鉛水和物＼塩化マンガン四水和物

＼硫酸銅＼塩化クロム六水和物＼モリブデン

酸二ナトリウム二水和物＼セレン酸ナトリウム

10mL アボットＪ

[院内][院外]エレンタール配合内用剤 L-イソロイシン＼L-ロイシン＼L-リシン塩酸塩

＼L‐メチオニン＼L‐フェニルアラニン＼L‐ト

レオニン＼L‐トリプトファン＼L-バリン＼L-ヒ

10g EAファーマ
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325 たん白アミノ酸製剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

スチジン塩酸塩水和物＼Ｌ－アルギニン塩酸

塩＼L‐アラニン＼L‐アスパラギン酸マグネシ

ウム・カリウム＼L‐アスパラギン酸ナトリウム一

水和物＼L‐グルタミン＼グリシン＼L‐プロリン

＼L‐セリン＼L‐チロシン＼デキストリン＼クエ

ン酸ナトリウム水和物＼塩化カリウム＼グリセ

ロリン酸カルシウム＼グルコン酸第一鉄二水

和物＼硫酸亜鉛水和物＼硫酸マンガン五水

和物＼硫酸銅＼ヨウ化カリウム＼チアミン塩

化物塩酸塩＼リボフラビンリン酸エステルナト

リウム＼ピリドキシン塩酸塩＼シアノコバラミン

＼パントテン酸カルシウム＼ニコチン酸アミド

＼葉酸＼ビオチン＼重酒石酸コリン＼アスコ

ルビン酸＼レチノール酢酸エステル＼トコフェ

ロール酢酸エステル＼エルゴカルシフェロー

ル＼フィトナジオン＼ダイズ油

[院内][院外]エンシュア・H カゼインナトリウム＼カゼインナトリウムカルシ

ウム＼分離大豆蛋白質＼トウモロコシ油＼大

豆レシチン＼デキストリン＼精製白糖＼レチノ

ールパルミチン酸エステル＼コレカシフェロー

ル＼トコフェロール酢酸エステル＼フィトナジ

オン＼アスコルビン酸＼チアミン塩化物塩酸

塩＼リボフラビン＼ピリドキシン塩酸塩＼シア

ノコバラミン＼塩化コリン＼葉酸＼ニコチン酸

アミド＼パントテン酸カルシウム＼ビオチン

＼炭酸水素ナトリウム＼塩化マグネシウム

＼クエン酸カリウム＼第三リン酸カルシウム

＼塩化カリウム＼クエン酸ナトリウム水和物

＼硫酸亜鉛水和物＼硫酸鉄水和物＼塩化

マンガン＼硫酸銅

10mL アボットＪ

[院外]エンシュア・リキッド カゼインナトリウム＼カゼインナトリウムカルシ

ウム＼分離大豆蛋白質＼トウモロコシ油＼大

豆レシチン＼デキストリン＼精製白糖＼レチノ

ールパルミチン酸エステル＼コレカシフェロー

ル＼トコフェロール酢酸エステル＼フィトナジ

オン＼アスコルビン酸＼チアミン塩化物塩酸

塩＼リボフラビン＼ピリドキシン塩酸塩＼シア

ノコバラミン＼塩化コリン＼葉酸＼ニコチン酸

アミド＼パントテン酸カルシウム＼ビオチン

＼炭酸水素ナトリウム＼塩化マグネシウム

＼クエン酸カリウム＼第三リン酸カルシウム

＼塩化カリウム＼クエン酸ナトリウム水和物

＼硫酸亜鉛水和物＼硫酸鉄水和物＼塩化

マンガン＼硫酸銅

10mL アボットＪ

[院内]ネオアミユー輸液 L‐イソロイシン＼L-ロイシン＼L-リシン酢酸塩

＼L‐メチオニン＼L‐フェニルアラニン＼L‐ト

レオニン＼L‐トリプトファン＼L-バリン＼L‐ア

ラニン＼L‐アルギニン＼L‐アスパラギン酸

＼L‐グルタミン酸＼L-ヒスチジン＼L‐プロリン

＼L‐セリン＼L‐チロシン＼グリシン

200mL1袋 陽進堂

[院内]パレプラス輸液(500mL) ブドウ糖＼塩化ナトリウム＼L-乳酸ナトリウム

液＼塩化カルシウム水和物＼グルコン酸カル

シウム水和物＼硫酸マグネシウム水和物＼硫

酸亜鉛水和物＼チアミン塩化物塩酸塩＼ピリ

ドキシン塩酸塩＼シアノコバラミン＼パンテノ

ール＼L-ロイシン＼L-イソロイシン＼L-バリ

ン＼L-リシン塩酸塩＼L-トレオニン＼L-トリプ

トファン＼Ｌ-メチオニン＼L‐フェニルアラニン

＼L‐システイン＼L‐チロシン＼L‐アルギニン

＼L-ヒスチジン＼L-アラニン＼L-プロリン

＼L-セリン＼グリシン＼L-アスパラギン酸

＼L-グルタミン酸＼リン酸二カリウム＼リボフ

ラビンリン酸エステルナトリウム＼アスコルビン

500mL1キット 陽進堂
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325 たん白アミノ酸製剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

酸＼葉酸＼ビオチン＼ニコチン酸アミド

[院内]ヒカリレバン注(500mLソフトバッグ(プラ

スチック製))

L-イソロイシン＼L-ロイシン＼L-バリン＼L-ト

レオニン＼L-セリン＼L-プロリン＼L-システイ

ン塩酸塩＼グリシン＼L-アラニン＼Ｌ-メチオ

ニン＼L‐フェニルアラニン＼L-トリプトファン

＼L-リシン塩酸塩＼L-ヒスチジン塩酸塩水和

物＼Ｌ－アルギニン塩酸塩

500mL1袋 光

[院内]フルカリック1号輸液(1354.5mL) ブドウ糖＼L-乳酸ナトリウム＼グルコン酸カル

シウム水和物＼塩化ナトリウム＼酢酸カリウム

＼リン酸二水素カリウム＼塩化マグネシウム

＼塩化カリウム＼硫酸亜鉛水和物＼チアミン

塩化物塩酸塩＼ピリドキシン塩酸塩＼ニコチ

ン酸アミド＼L-イソロイシン＼L-ロイシン

＼L‐リシン＼Ｌ-メチオニン＼L‐フェニルアラ

ニン＼L-トレオニン＼L-トリプトファン＼L-バ

リン＼Ｌ-システイン＼L‐チロシン＼L‐アルギ

ニン＼L-ヒスチジン＼L-アラニン＼L-アスパ

ラギン酸＼L-グルタミン酸＼グリシン＼L-プロ

リン＼L-セリン＼アスコルビン酸＼リボフラビ

ン＼パントテン酸＼シアノコバラミン＼葉酸

＼ビオチン＼レチノールパルミチン酸エステ

ル＼エルゴカルシフェロール＼トコフェロール

酢酸エステル＼フィトナジオン

1354.5mL1キット 田辺三菱

[院内]フルカリック1号輸液(903mL) ブドウ糖＼L-乳酸ナトリウム＼グルコン酸カル

シウム水和物＼塩化ナトリウム＼酢酸カリウム

＼リン酸二水素カリウム＼塩化マグネシウム

＼塩化カリウム＼硫酸亜鉛水和物＼チアミン

塩化物塩酸塩＼ピリドキシン塩酸塩＼ニコチ

ン酸アミド＼L-イソロイシン＼L-ロイシン

＼L‐リシン＼Ｌ-メチオニン＼L‐フェニルアラ

ニン＼L-トレオニン＼L-トリプトファン＼L-バ

リン＼Ｌ-システイン＼L‐チロシン＼L‐アルギ

ニン＼L-ヒスチジン＼L-アラニン＼L-アスパ

ラギン酸＼L-グルタミン酸＼グリシン＼L-プロ

リン＼L-セリン＼アスコルビン酸＼リボフラビ

ン＼パントテン酸＼シアノコバラミン＼葉酸

＼ビオチン＼レチノールパルミチン酸エステ

ル＼エルゴカルシフェロール＼トコフェロール

酢酸エステル＼フィトナジオン

903mL1キット 田辺三菱

[院内]フルカリック2号輸液(1003mL) ブドウ糖＼L-乳酸ナトリウム＼グルコン酸カル

シウム水和物＼塩化ナトリウム＼酢酸カリウム

＼リン酸二水素カリウム＼塩化マグネシウム

＼塩化カリウム＼硫酸亜鉛水和物＼チアミン

塩化物塩酸塩＼ピリドキシン塩酸塩＼ニコチ

ン酸アミド＼L-イソロイシン＼L-ロイシン

＼L‐リシン＼Ｌ-メチオニン＼L‐フェニルアラ

ニン＼L-トレオニン＼L-トリプトファン＼L-バ

リン＼Ｌ-システイン＼L‐チロシン＼L‐アルギ

ニン＼L-ヒスチジン＼L-アラニン＼L-アスパ

ラギン酸＼L-グルタミン酸＼グリシン＼L-プロ

リン＼L-セリン＼アスコルビン酸＼リボフラビ

ン＼パントテン酸＼シアノコバラミン＼葉酸

＼ビオチン＼レチノールパルミチン酸エステ

ル＼エルゴカルシフェロール＼トコフェロール

酢酸エステル＼フィトナジオン

1,003mL1キット 田辺三菱

[院内]フルカリック2号輸液(1504.5mL) ブドウ糖＼L-乳酸ナトリウム＼グルコン酸カル

シウム水和物＼塩化ナトリウム＼酢酸カリウム

＼リン酸二水素カリウム＼塩化マグネシウム

＼塩化カリウム＼硫酸亜鉛水和物＼チアミン

塩化物塩酸塩＼ピリドキシン塩酸塩＼ニコチ

ン酸アミド＼L-イソロイシン＼L-ロイシン

＼L‐リシン＼Ｌ-メチオニン＼L‐フェニルアラ

1504.5mL1キット 田辺三菱
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325 たん白アミノ酸製剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

ニン＼L-トレオニン＼L-トリプトファン＼L-バ

リン＼Ｌ-システイン＼L‐チロシン＼L‐アルギ

ニン＼L-ヒスチジン＼L-アラニン＼L-アスパ

ラギン酸＼L-グルタミン酸＼グリシン＼L-プロ

リン＼L-セリン＼アスコルビン酸＼リボフラビ

ン＼パントテン酸＼シアノコバラミン＼葉酸

＼ビオチン＼レチノールパルミチン酸エステ

ル＼エルゴカルシフェロール＼トコフェロール

酢酸エステル＼フィトナジオン

[院内]フルカリック3号輸液(1103mL) ブドウ糖＼L-乳酸ナトリウム＼グルコン酸カル

シウム水和物＼塩化ナトリウム＼酢酸カリウム

＼リン酸二水素カリウム＼塩化マグネシウム

＼塩化カリウム＼硫酸亜鉛水和物＼チアミン

塩化物塩酸塩＼ピリドキシン塩酸塩＼ニコチ

ン酸アミド＼L-イソロイシン＼L-ロイシン

＼L‐リシン＼Ｌ-メチオニン＼L‐フェニルアラ

ニン＼L-トレオニン＼L-トリプトファン＼L-バ

リン＼Ｌ-システイン＼L‐チロシン＼L‐アルギ

ニン＼L-ヒスチジン＼L-アラニン＼L-アスパ

ラギン酸＼L-グルタミン酸＼グリシン＼L-プロ

リン＼L-セリン＼アスコルビン酸＼リボフラビ

ン＼パントテン酸＼シアノコバラミン＼葉酸

＼ビオチン＼レチノールパルミチン酸エステ

ル＼エルゴカルシフェロール＼トコフェロール

酢酸エステル＼フィトナジオン

1,103mL1キット 田辺三菱

[院内][院外]ヘパアクト配合顆粒 L-イソロイシン＼L-ロイシン＼L-バリン 4.5g1包 日本ケミファ

[院内][院外]ヘパンED配合内用剤 L-イソロイシン＼L-ロイシン＼L-リシン塩酸塩

＼L‐メチオニン＼L‐フェニルアラニン＼L‐ト

レオニン＼L‐トリプトファン＼L-バリン＼L-ヒ

スチジン＼L‐アルギニン＼Ｌ－アルギニン塩

酸塩＼L-アラニン＼グリシン＼L‐プロリン

＼L‐セリン＼デキストリン＼クエン酸ナトリウム

水和物＼塩化カリウム＼グリセロリン酸カルシ

ウム＼硫酸マグネシウム水和物＼グルコン酸

第一鉄二水和物＼硫酸亜鉛水和物＼硫酸

マンガン五水和物＼硫酸銅＼ヨウ化カリウム

＼チアミン塩化物塩酸塩＼リボフラビンリン酸

エステルナトリウム＼ピリドキシン塩酸塩＼シ

アノコバラミン＼パントテン酸カルシウム＼ニ

コチン酸アミド＼葉酸＼ビオチン＼重酒石酸

コリン＼アスコルビン酸＼トコフェロール酢酸

エステル＼レチノール酢酸エステル＼エルゴ

カルシフェロール＼フィトナジオン＼ダイズ油

10g EAファーマ

[院内][院外]ラコールNF配合経腸用液 乳カゼイン＼分離大豆蛋白質＼トリカプリリン

＼ダイズ油＼シソ油＼パーム油＼マルトデキ

ストリン＼精製白糖＼クエン酸ナトリウム水和

物＼炭酸カリウム＼塩化マグネシウム＼塩化

カルシウム水和物＼クエン酸三カリウム＼クエ

ン酸カルシウム＼リン酸二水素カリウム＼塩

化カリウム＼硫酸亜鉛水和物＼グルコン酸第

一鉄＼硫酸マンガン＼硫酸銅＼ビタミンA油

＼コレカルシフェロール＼トコフェロール酢酸

エステル＼フィトナジオン＼チアミン塩化物塩

酸塩＼リボフラビンリン酸エステルナトリウム

＼ピリドキシン塩酸塩＼シアノコバラミン＼L-

アスコルビン酸ナトリウム＼ニコチン酸アミド

＼パントテン酸カルシウム＼葉酸＼ビオチン

10mL 大塚製薬

[院内][院外]ラコールNF配合経腸用半固形

剤

乳カゼイン＼分離大豆蛋白質＼トリカプリリン

＼ダイズ油＼シソ油＼パーム油＼マルトデキ

ストリン＼精製白糖＼クエン酸ナトリウム水和

物＼炭酸カリウム＼塩化マグネシウム＼塩化

カルシウム水和物＼クエン酸三カリウム＼クエ

10g 大塚製薬
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325 たん白アミノ酸製剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

ン酸カルシウム＼リン酸二水素カリウム＼塩

化カリウム＼硫酸亜鉛水和物＼グルコン酸第

一鉄＼硫酸マンガン＼硫酸銅＼ビタミンA油

＼コレカルシフェロール＼トコフェロール酢酸

エステル＼フィトナジオン＼チアミン塩化物塩

酸塩＼リボフラビンリン酸エステルナトリウム

＼ピリドキシン塩酸塩＼シアノコバラミン＼L-

アスコルビン酸ナトリウム＼ニコチン酸アミド

＼パントテン酸カルシウム＼葉酸＼ビオチン

[院外]リーバクト配合顆粒 L-イソロイシン＼L-ロイシン＼L-バリン 4.15g1包 EAファーマ

[院外]リーバクト配合経口ゼリー L-イソロイシン＼L-ロイシン＼L-バリン 20g1個 EAファーマ

[院内]ワンパル1号輸液(1200mL) ブドウ糖＼塩化ナトリウム＼L-乳酸ナトリウム

＼酢酸カリウム＼リン酸二水素カリウム＼硫酸

マグネシウム水和物＼塩化カルシウム水和物

＼チアミン塩化物塩酸塩＼ピリドキシン塩酸

塩＼シアノコバラミン＼パンテノール＼L-イソ

ロイシン＼L-ロイシン＼L‐リシン＼Ｌ-メチオ

ニン＼L-フェニルアラニン＼L-トレオニン

＼L-トリプトファン＼L-バリン＼L-アラニン

＼Ｌ-アルギニン＼L-アスパラギン酸＼アセチ

ルシステイン＼L-グルタミン酸＼L-ヒスチジン

＼L-プロリン＼L-セリン＼L‐チロシン＼グリシ

ン＼リボフラビンリン酸エステルナトリウム＼ニ

コチン酸アミド＼アスコルビン酸＼塩化第二

鉄水和物＼塩化マンガン水和物＼硫酸亜鉛

水和物＼硫酸銅水和物＼葉酸＼ビオチン

＼ビタミンA油＼コレカルシフェロール＼トコフ

ェロール酢酸エステル＼フィトナジオン＼ヨウ

化カリウム

1200mL1キット 陽進堂

[院内]ワンパル1号輸液(800mL) ブドウ糖＼塩化ナトリウム＼L-乳酸ナトリウム

＼酢酸カリウム＼リン酸二水素カリウム＼硫酸

マグネシウム水和物＼塩化カルシウム水和物

＼チアミン塩化物塩酸塩＼ピリドキシン塩酸

塩＼シアノコバラミン＼パンテノール＼L-イソ

ロイシン＼L-ロイシン＼L‐リシン＼Ｌ-メチオ

ニン＼L-フェニルアラニン＼L-トレオニン

＼L-トリプトファン＼L-バリン＼L-アラニン

＼Ｌ-アルギニン＼L-アスパラギン酸＼アセチ

ルシステイン＼L-グルタミン酸＼L-ヒスチジン

＼L-プロリン＼L-セリン＼L‐チロシン＼グリシ

ン＼リボフラビンリン酸エステルナトリウム＼ニ

コチン酸アミド＼アスコルビン酸＼塩化第二

鉄水和物＼塩化マンガン水和物＼硫酸亜鉛

水和物＼硫酸銅水和物＼葉酸＼ビオチン

＼ビタミンA油＼コレカルシフェロール＼トコフ

ェロール酢酸エステル＼フィトナジオン＼ヨウ

化カリウム

800mL1キット 陽進堂

[院内]ワンパル2号輸液(1200mL) ブドウ糖＼塩化ナトリウム＼L-乳酸ナトリウム

＼酢酸カリウム＼リン酸二水素カリウム＼硫酸

マグネシウム水和物＼塩化カルシウム水和物

＼チアミン塩化物塩酸塩＼ピリドキシン塩酸

塩＼シアノコバラミン＼パンテノール＼L-イソ

ロイシン＼L-ロイシン＼L‐リシン＼Ｌ-メチオ

ニン＼L-フェニルアラニン＼L-トレオニン

＼L-トリプトファン＼L-バリン＼L-アラニン

＼Ｌ-アルギニン＼L-アスパラギン酸＼アセチ

ルシステイン＼L-グルタミン酸＼L-ヒスチジン

＼L-プロリン＼L-セリン＼L‐チロシン＼グリシ

ン＼リボフラビンリン酸エステルナトリウム＼ニ

コチン酸アミド＼アスコルビン酸＼塩化第二

鉄水和物＼塩化マンガン水和物＼硫酸亜鉛

水和物＼硫酸銅水和物＼葉酸＼ビオチン

1200mL1キット 陽進堂
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325 たん白アミノ酸製剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

＼ビタミンA油＼コレカルシフェロール＼トコフ

ェロール酢酸エステル＼フィトナジオン＼ヨウ

化カリウム

[院内]ワンパル2号輸液(800mL) ブドウ糖＼塩化ナトリウム＼L-乳酸ナトリウム

＼酢酸カリウム＼リン酸二水素カリウム＼硫酸

マグネシウム水和物＼塩化カルシウム水和物

＼チアミン塩化物塩酸塩＼ピリドキシン塩酸

塩＼シアノコバラミン＼パンテノール＼L-イソ

ロイシン＼L-ロイシン＼L‐リシン＼Ｌ-メチオ

ニン＼L-フェニルアラニン＼L-トレオニン

＼L-トリプトファン＼L-バリン＼L-アラニン

＼Ｌ-アルギニン＼L-アスパラギン酸＼アセチ

ルシステイン＼L-グルタミン酸＼L-ヒスチジン

＼L-プロリン＼L-セリン＼L‐チロシン＼グリシ

ン＼リボフラビンリン酸エステルナトリウム＼ニ

コチン酸アミド＼アスコルビン酸＼塩化第二

鉄水和物＼塩化マンガン水和物＼硫酸亜鉛

水和物＼硫酸銅水和物＼葉酸＼ビオチン

＼ビタミンA油＼コレカルシフェロール＼トコフ

ェロール酢酸エステル＼フィトナジオン＼ヨウ

化カリウム

800mL1キット 陽進堂
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327 乳幼児用剤

327 乳幼児用剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]フェニルアラニン除去ミルク配合

散「雪印」

フェニルアラニン無添加総合アミノ酸粉末

＼油脂糖質粉末＼アルファー化デンプン

＼乳糖水和物＼硫酸マグネシウム水和物

＼リン酸水素カルシウム水和物＼沈降炭酸カ

ルシウム＼リン酸水素二カリウム＼クエン酸第

一鉄ナトリウム＼硫酸銅＼硫酸亜鉛水和物

＼ヨウ化カリウム＼チアミン硝化物＼リボフラ

ビン＼ピリドキシン塩酸塩＼シアノコバラミン

＼アスコルビン酸＼パントテン酸カルシウム

＼ニコチン酸アミド＼葉酸＼塩化コリン

1g 雪印ビーンスターク
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329 その他の滋養強壮薬

329 その他の滋養強壮薬

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]イントラリポス輸液20％(100mL袋) ダイズ油 20％100mL1袋 大塚製薬
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331 血液代用剤

331 血液代用剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]アセテート維持液3G「HK」(500mLソフト

バッグ)

ブドウ糖加酢酸維持液 500mL1袋 光

[院内][院外]エポプロステノール静注用

0.5mg「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液)

生理食塩液 50mL1瓶 ヤンセン

[院内][院外]エポプロステノール静注用

1.5mg「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液)

生理食塩液 50mL1瓶 ヤンセン

[院内]KN3号輸液(500mL袋) 塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼乳酸ナトリウム

＼ブドウ糖

500mL1袋 大塚製薬

[院内]KCL注20mEqキット「テルモ」(20mL) 塩化カリウム 1モル20mL1キット テルモ

[院内]サヴィオゾール輸液 デキストラン40加乳酸リンゲル液 500mL1袋 大塚製薬

[院内]サブラッド血液ろ過用補充液

BSG(2020mL)［3室：大室・小室・空室 キット製

品］

塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼塩化カルシウ

ム水和物＼塩化マグネシウム＼無水酢酸ナト

リウム＼ブドウ糖＼炭酸水素ナトリウム

2020mL1キット 扶桑

[院内]大塚食塩注10％ 塩化ナトリウム 10%20mL1管 大塚製薬

[院内]生食溶解液キットH(50mL) 生理食塩液 50mL1キット 光

[院内]大塚生食注(250mL袋) 生理食塩液 250mL1袋 大塚製薬

[院内]大塚生食注(500mL瓶・細口) 生理食塩液 500mL1瓶 大塚製薬

[院内]大塚生食注(500mL袋) 生理食塩液 500mL1袋 大塚製薬

[院内][条件つき]生食注シリンジ「NP」(10mL) 生理食塩液 10mL1筒 ニプロ

[院内][条件つき]生食注シリンジ「NP」(20mL) 生理食塩液 20mL1筒 ニプロ

[院内]生食注シリンジ「テルモ」5mL 生理食塩液 5mL1筒 テルモ

[院内]テルモ生食(1000mL) 生理食塩液 1L1袋 テルモ

[院内]生食溶解液キットH(100mL) 生理食塩液 100mL1キット ニプロ

[院内]生理食塩液「NP」(5mL：ガラスアンプル

)

生理食塩液 5mL1管 ニプロ

[院内]生理食塩液PL「フソー」2000mL(バッグ

)

生理食塩液 2L1袋 扶桑

[院内]生理食塩液「ヒカリ」(1000mLプラスチッ

クボトル広口開栓型)

生理食塩液 1L1瓶 光

[院内]生理食塩液「ヒカリ」(100mLプラスチッ

クボトル)

生理食塩液 100mL1瓶 光

[院内]生理食塩液「ヒカリ」(20mLプラスチック

アンプル)

生理食塩液 20mL1管 光

[院内]生理食塩液「ヒカリ」(500mLプラスチッ

クボトル広口開栓型)

生理食塩液 500mL1瓶 光

[院内]生理食塩液「ヒカリ」(50mLプラスチック

ボトル)

生理食塩液 50mL1瓶 光

[院内]ソルアセトF輸液(500mL) 酢酸リンゲル液 500mL1袋 テルモ

[院内]ソルアセトD輸液(500mL) ブドウ糖加酢酸リンゲル液 500mL1袋 テルモ

[院内]ソルデム1輸液(200mL) 塩化ナトリウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖 200mL1袋 テルモ

[院内]ソルデム1輸液(500mL) 塩化ナトリウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖 500mL1袋 テルモ

[院内]ソルデム2輸液(500mL) 塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼乳酸ナトリウム

＼ブドウ糖

500mL1袋 テルモ
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331 血液代用剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]ソルデム3AG輸液(500mL) 塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼乳酸ナトリウム

＼ブドウ糖

500mL1袋 テルモ

[院内]ソルデム3A輸液(200mL) 塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼乳酸ナトリウム

＼ブドウ糖

200mL1袋 テルモ

[院内]ソルデム3A輸液(500mL) 塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼乳酸ナトリウム

＼ブドウ糖

500mL1袋 テルモ

[院内]ソルデム6輸液(500mL) 塩化ナトリウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖 500mL1袋 テルモ

[院内]低分子デキストランL注(500mL) デキストラン40加乳酸リンゲル液 500mL1袋 大塚製薬

[院内]トリフリード輸液(500mL袋) キシリトール＼塩化ナトリウム＼塩化カルシウ

ム水和物＼塩化マグネシウム＼酢酸ナトリウ

ム水和物＼リン酸二カリウム＼硫酸亜鉛水和

物＼ブドウ糖＼果糖

500mL1瓶又は1袋 大塚製薬

[院内]ビカネイト輸液(500mL) 重炭酸リンゲル液 500mL1袋 大塚製薬

[院内]フィジオ140輸液(500mL) ブドウ糖加酢酸リンゲル液 500mL1袋 大塚製薬

[院内]ポタコールR輸液(500mL) マルトース加乳酸リンゲル液 500mL1袋 大塚製薬

[院内]ボルベン輸液6％(シングルポート) ヒドロキシエチルデンプン130000 6％500mL1袋 大塚製薬

[院内]リン酸Na補正液0.5mmol/mL リン酸水素ナトリウム水和物＼リン酸二水素ナ

トリウム水和物

0.5モル20mL1管 大塚製薬
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332 止血剤

332 止血剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]アドナ散10％ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 10％1g ニプロES P

[院外]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 30mg1錠 ニプロES P

[院内]アルト原末(500mg) アルギン酸ナトリウム 500mg1管 カイゲンＰ

[院内]エトキシスクレロール1％注射液 ポリドカノール 1％30mL1瓶 カイゲンＰ

[院内]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 10％10g1瓶 武田

[院内][院外]カルバゾクロムスルホン酸ナトリ

ウム錠10mg「日医工」

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 10mg1錠 日医工

[院内][院外]カルバゾクロムスルホン酸ナトリ

ウム錠30mg「日医工」

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 30mg1錠 日医工

[院内]カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静

注液100mg「日医工」

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 0.5%20mL1管 日医工

[院内]カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静

注液25mg「日医工」

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 0.5%5mL1管 日医工

[院内]スポンゼル(2.5cm×5cm) ゼラチン 5cm×2.5cm1枚 LTLファーマ

[院内]ゼルフォーム(No.12) ゼラチン 2cm×6cm×0.7cm1枚 ファイザー

[院内][院外]トラネキサム酸カプセル250mg「ト

ーワ」

トラネキサム酸 250mg1カプセル 東和薬品

[院内]トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」 トラネキサム酸 10％10mL1管 日新製薬

[院内]トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」 トラネキサム酸 5％5mL1管 日新製薬

[院外]トランサミンカプセル250mg トラネキサム酸 250mg1カプセル 第一三共

[院内][院外]トランサミン散50％ トラネキサム酸 50％1g 第一三共

[院内][院外]トロンビン液モチダソフトボトル

1万

トロンビン 10,000単位10mL1キット 持田
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333 血液凝固阻止剤

333 血液凝固阻止剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]アリクストラ皮下注2.5mg フォンダパリヌクスナトリウム 2.5mg0.5mL1筒 サンド

[院内][院外]イグザレルトOD錠10mg リバーロキサバン 10mg1錠 バイエル

[院内][院外]イグザレルトOD錠15mg リバーロキサバン 15mg1錠 バイエル

[院内][院外]エリキュース錠2.5mg アピキサバン 2.5mg1錠 ファイザー

[院内][院外]エリキュース錠5mg アピキサバン 5mg1錠 ファイザー

[院内]クレキサン皮下注キット2000IU エノキサパリンナトリウム 2,000低分子ヘパリン国際単

位0.2mL1筒

サノフィ

[院内]ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシ

リンジ「ニプロ」

ダルテパリンナトリウム 5,000低分子ヘパリン国際単

位20mL1筒

ニプロ

[院外]ヒルドイドクリーム0.3％ ヘパリン類似物質 1g マルホ

[院外]ヒルドイドソフト軟膏0.3％ ヘパリン類似物質 1g マルホ

[院外]ヒルドイドフォーム0.3％ ヘパリン類似物質 1g マルホ

[院外]ヒルドイドローション0.3％ ヘパリン類似物質 1g マルホ

[院内][院外]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 110mg1カプセル 日本ベーリンガー

[院内][院外]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 75mg1カプセル 日本ベーリンガー

[院内]ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 ヘパリンナトリウム 5,000単位5mL1瓶 持田

[院内][条件つき]ヘパリンNa透析用250単位

/mLシリンジ20mL「ニプロ」

ヘパリンナトリウム 5,000単位20mL1筒 ニプロ

[院内]ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ

「オーツカ」5mL

ヘパリンナトリウム 50単位5mL1筒 大塚製薬

[院内][院外]ヘパリンカルシウム皮下注5千単

位/0.2mLシリンジ「モチダ」

ヘパリンカルシウム 5,000単位0.2mL1筒 持田

[院内][院外]ヘパリン類似物質外用スプレー

0.3％「日医工」

ヘパリン類似物質 1g 持田

[院外]ヘパリン類似物質外用泡状スプレー

0.3％「日本臓器」

ヘパリン類似物質 1g 日本臓器

[院内][院外]ヘパリン類似物質クリーム0.3％「

日医工」

ヘパリン類似物質 1g 持田

[院内][院外]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 1g 持田

[院内][院外]ヘパリン類似物質ローション

0.3％「日医工」

ヘパリン類似物質 1g 日医工

[院内][院外]リクシアナOD錠15mg エドキサバントシル酸塩水和物 15mg1錠 第一三共

[院内][院外]リクシアナOD錠30mg エドキサバントシル酸塩水和物 30mg1錠 第一三共

[院内][院外]リクシアナOD錠60mg エドキサバントシル酸塩水和物 60mg1錠 第一三共

[院内]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） 12,800単位1瓶 旭化成Ｐ

[院外]ワーファリン顆粒0.2％ ワルファリンカリウム 0.2％1g エーザイ

[院内][院外]ワーファリン錠0.5mg ワルファリンカリウム 0.5mg1錠 エーザイ

[院内][院外]ワーファリン錠1mg ワルファリンカリウム 1mg1錠 エーザイ

[院外]ワーファリン錠5mg ワルファリンカリウム 5mg1錠 エーザイ
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339 その他の血液・体液用薬

339 その他の血液・体液用薬

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 ブドウ糖＼塩化ナトリウム＼塩化カルシウム水

和物＼塩化マグネシウム＼炭酸水素ナトリウ

ム＼塩化カリウム＼リン酸二水素カリウム

500mL1キット 大塚製薬

[院内][院外]アスピリン「ヨシダ」 アスピリン 10g 吉田製薬

[院内]アルスロマチック関節手術用灌流液 乳酸リンゲル液 3L1袋 バクスター

[院内][院外]アンプラーグ錠100mg サルポグレラート塩酸塩 100mg1錠 田辺三菱

[院内][院外]イコサペント酸エチル粒状カプ

セル600mg「日医工」

イコサペント酸エチル 600mg1包 日医工

[院内][院外]イコサペント酸エチル粒状カプ

セル900mg「日医工」

イコサペント酸エチル 900mg1包 日医工

[院外]エパデールS600 イコサペント酸エチル 600mg1包 持田

[院外]エパデールS900 イコサペント酸エチル 900mg1包 持田

[院外]エパデールカプセル300 イコサペント酸エチル 300mg1カプセル 持田

[院内][院外]エフィエントOD錠20mg プラスグレル塩酸塩 20mg1錠 第一三共

[院外]エフィエント錠2.5mg プラスグレル塩酸塩 2.5mg1錠 第一三共

[院内][院外]エフィエント錠3.75mg プラスグレル塩酸塩 3.75mg1錠 第一三共

[院外]キャブピリン配合錠 アスピリン＼ボノプラザンフマル酸塩 1錠 武田

[院内][院外]クロピドグレル錠25mg「トーワ」 クロピドグレル硫酸塩 25mg1錠 東和薬品

[院内][院外]クロピドグレル錠75mg「トーワ」 クロピドグレル硫酸塩 75mg1錠 東和薬品

[院外]コンプラビン配合錠 クロピドグレル硫酸塩＼アスピリン 1錠 サノフィ

[院内]サム点滴静注セット トロメタモール 36.3％50mL1管(希釈液・補

正液付)

大塚製薬

[院内]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） 3.6mg0.36mL1筒 協和キリン

[院内][院外]シロスタゾールOD錠100mg「サワ

イ」

シロスタゾール 100mg1錠 沢井

[院内][院外]シロスタゾールOD錠50mg「サワ

イ」

シロスタゾール 50mg1錠 沢井

[院内][院外]タケルダ配合錠 アスピリン＼ランソプラゾール 1錠 武田

[院内][院外]チクロピジン塩酸塩錠100mg「サ

ワイ」

チクロピジン塩酸塩 100mg1錠 沢井

[院内][院外]バイアスピリン錠100mg アスピリン 100mg1錠 バイエル

[院外]パナルジン錠100mg チクロピジン塩酸塩 100mg1錠 クリニジェン

[院外]バファリン配合錠A81 アスピリン＼ダイアルミネート 81mg1錠 エーザイ

[院内]フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「

NK」

フィルグラスチム（遺伝子組換え） 150μg0.6mL1筒 日本化薬

[院内]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） 75μg0.3mL1筒 日本化薬

[院外]プラビックス錠25mg クロピドグレル硫酸塩 25mg1錠 サノフィ

[院外]プラビックス錠75mg クロピドグレル硫酸塩 75mg1錠 サノフィ

[院内]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） 2.5g50mL1瓶 日本ベーリンガー

[院外]プレタールOD錠100mg シロスタゾール 100mg1錠 大塚製薬

[院外]プレタールOD錠50mg シロスタゾール 50mg1錠 大塚製薬
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339 その他の血液・体液用薬

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]プロサイリン錠20 ベラプロストナトリウム 20μg1錠 科研

[院内]プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 プロタミン硫酸塩 1％10mLバイアル 持田

[院内][院外]ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 ベラプロストナトリウム 20μg1錠 沢井

[院外]ムルプレタ錠3mg ルストロンボパグ 3mg1錠 塩野義
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341 人工腎臓透析用剤

341 人工腎臓透析用剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]キンダリー透析剤AF5号(9L) 塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼塩化カルシウ

ム水和物＼塩化マグネシウム＼無水酢酸ナト

リウム＼ブドウ糖＼炭酸水素ナトリウム

9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液

付)

扶桑

[院内]Dドライ透析剤2.5S 塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼塩化カルシウ

ム水和物＼塩化マグネシウム＼無水酢酸ナト

リウム＼氷酢酸＼ブドウ糖＼炭酸水素ナトリウ

ム

2瓶1組 日機装

[院内]バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充

液1.39％(2L)

炭酸水素ナトリウム 2L1袋 陽進堂

[院内]バイフィル透析剤 塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼塩化カルシウ

ム水和物＼塩化マグネシウム＼ブドウ糖

6L1瓶 陽進堂
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342 腹膜透析用剤

342 腹膜透析用剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]ペリセート360NL腹膜透析液

(1.5L排液用バッグ付)

塩化ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩

化マグネシウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖

1.5L1袋(排液用バッグ付) ジェイ・エム・エス

[院内][院外]ペリセート360NL腹膜透析液

(2L)

塩化ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩

化マグネシウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖

2L1袋 ジェイ・エム・エス

[院内][院外]ペリセート360NL腹膜透析液

(2L排液用バッグ付)

塩化ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩

化マグネシウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖

2L1袋(排液用バッグ付) ジェイ・エム・エス

[院内]ペリセート360N腹膜透析液(1.5L排液

用バッグ付)

塩化ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩

化マグネシウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖

1.5L1袋(排液用バッグ付) ジェイ・エム・エス

[院内]ペリセート360N腹膜透析液(2L) 塩化ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩

化マグネシウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖

2L1袋 ジェイ・エム・エス

[院内]ペリセート360N腹膜透析液(2L排液用

バッグ付)

塩化ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩

化マグネシウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖

2L1袋(排液用バッグ付) ジェイ・エム・エス

[院内][院外]ペリセート400NL腹膜透析液

(1.5L排液用バッグ付)

塩化ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩

化マグネシウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖

1.5L1袋(排液用バッグ付) ジェイ・エム・エス

[院内][院外]ペリセート400NL腹膜透析液

(2L)

塩化ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩

化マグネシウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖

2L1袋 ジェイ・エム・エス

[院内][院外]ペリセート400NL腹膜透析液

(2L排液用バッグ付)

塩化ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩

化マグネシウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖

2L1袋(排液用バッグ付) ジェイ・エム・エス

[院内]ペリセート400N腹膜透析液(1.5L排液

用バッグ付)

塩化ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩

化マグネシウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖

1.5L1袋(排液用バッグ付) ジェイ・エム・エス

[院内]ペリセート400N腹膜透析液(2L排液用

バッグ付)

塩化ナトリウム＼塩化カルシウム水和物＼塩

化マグネシウム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ糖

2L1袋(排液用バッグ付) ジェイ・エム・エス
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391 肝臓疾患用剤

391 肝臓疾患用剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]EPLカプセル250mg ポリエンホスファチジルコリン 250mg1カプセル アルフレッサＰ

[院内][院外]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 1錠 EAファーマ

[院外]タウリン散98％「大正」 タウリン 98％1g 大正製薬

[院外]チオラ錠100 チオプロニン 100mg1錠 ヴィアトリス

[院内]強力ネオミノファーゲンシー静注20mL グリチルリチン酸＼グリシン＼L-システイン塩

酸塩

20mL1管 EAファーマ

[院内][条件つき]強力ネオミノファーゲンシー

静注シリンジ20mL

グリチルリチン酸＼グリシン＼L-システイン塩

酸塩

20mL1筒 EAファーマ

[院内][条件つき]強力ネオミノファーゲンシー

静注シリンジ40mL

グリチルリチン酸＼グリシン＼L-システイン塩

酸塩

40mL1筒 EAファーマ
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392 解毒剤

392 解毒剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]ウロミテキサン注400mg メスナ 400mg4mL1管 塩野義

[院外]クエストラン粉末44.4％ コレスチラミン 44.4％1g サノフィ

[院内]グルタチオン注射用200mg「タイヨー」 グルタチオン 200mg1管 武田

[院内][院外]クレメジン速崩錠500mg 球形吸着炭 500mg1錠 田辺三菱

[院内]デスフェラール注射用500mg デフェロキサミンメシル酸塩 500mg1瓶 ノバルティスＰ

[院内]デトキソール静注液2g チオ硫酸ナトリウム水和物 10％20mL1瓶 日医工

[院外]ノベルジン錠25mg 酢酸亜鉛水和物 25mg1錠 ノーベルファーマ

[院外]ノベルジン錠50mg 酢酸亜鉛水和物 50mg1錠 ノーベルファーマ

[院内]パム静注500mg プラリドキシムヨウ化物 2.5％20mL1管 住友ファーマ

[院内]バル筋注100mg「AFP」 ジメルカプロール 10％1mL1管 アルフレッサＰ

[院内]ブライアン点滴静注1g エデト酸カルシウム二ナトリウム水和物 20％5mL1管 日新製薬

[院内]ブリディオン静注200mg スガマデクスナトリウム 200mg2mL1瓶 ＭＳＤ

[院内]メイロン静注8.4％(20mL管) 炭酸水素ナトリウム 8.4％20mL1管 大塚製薬

[院内]メイロン静注8.4％(250mL袋) 炭酸水素ナトリウム 8.4％250mL1袋 大塚製薬

[院内][院外]メタライト250カプセル トリエンチン塩酸塩 250mg1カプセル ツムラ

[院内][院外]メタルカプターゼカプセル200mg ペニシラミン 200mg1カプセル 大正製薬

[院内][院外]メタルカプターゼカプセル50mg ペニシラミン 50mg1カプセル 大正製薬

[院内][院外]ユーゼル錠25mg ホリナートカルシウム 25mg1錠 大鵬

[院内]レボホリナート点滴静注用100mg「HK」 レボホリナートカルシウム 100mg1瓶 光

[院内]レボホリナート点滴静注用25mg「HK」 レボホリナートカルシウム 25mg1瓶 光

[院内]ロイコボリン注3mg ホリナートカルシウム 0.3％1mL1管 ファイザー
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393 習慣性中毒用剤

393 習慣性中毒用剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]シアナマイド内用液1％「タナベ」 シアナミド 1％1mL 田辺三菱
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394 痛風治療剤

394 痛風治療剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アロプリノール錠100mg「ケミファ

」

アロプリノール 100mg1錠 日本ケミファ

[院外]ウラリット配合錠 クエン酸カリウム＼クエン酸ナトリウム水和物 1錠 日本ケミファ

[院内][院外]ウラリット-U配合散 クエン酸カリウム＼クエン酸ナトリウム水和物 1g 日本ケミファ

[院外]ウリアデック錠20mg トピロキソスタット 20mg1錠 三和化学

[院内][院外]コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 コルヒチン 0.5mg1錠 高田

[院内][院外]フェブキソスタット錠20mg「トーワ

」

フェブキソスタット 20mg1錠 東和薬品

[院内][院外]フェブキソスタット錠40mg「トーワ

」

フェブキソスタット 40mg1錠 東和薬品

[院外]フェブリク錠20mg フェブキソスタット 20mg1錠 帝人Ｐ

[院外]フェブリク錠40mg フェブキソスタット 40mg1錠 帝人Ｐ

[院内][院外]ベネシッド錠250mg プロベネシド 250mg1錠 科研

[院内][院外]ユリス錠1mg ドチヌラド 1mg1錠 持田

[院外]ユリノーム錠25mg ベンズブロマロン 25mg1錠 トーアエイヨー

- 115 -



395 酵素製剤

395 酵素製剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]ウロナーゼ冠動注用12万単位 ウロキナーゼ 120,000単位1瓶 持田

[院内]ウロナーゼ静注用6万単位 ウロキナーゼ 60,000単位1瓶 持田

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

[院内]グルトパ注1200万 アルテプラーゼ（遺伝子組換え） 1,200万国際単位1瓶(溶解液

付)

田辺三菱

[院内]ファブラザイム点滴静注用35mg アガルシダーゼ　ベータ（遺伝子組換え） 35mg1瓶 サノフィ

[院内]ファブラザイム点滴静注用5mg アガルシダーゼ　ベータ（遺伝子組換え） 5mg1瓶 サノフィ

[院内][院外]ブロメライン軟膏5万単位/g ブロメライン 50,000単位1g マルホ

[院内]リプレガル点滴静注用3.5mg アガルシダーゼ　アルファ（遺伝子組換え） 3.5mg3.5mL1瓶 武田
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396 糖尿病用剤

396 糖尿病用剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]アクトスOD錠15 ピオグリタゾン塩酸塩 15mg1錠 武田

[院外]アクトスOD錠30 ピオグリタゾン塩酸塩 30mg1錠 武田

[院外]アマリール0.5mg錠 グリメピリド 0.5mg1錠 サノフィ

[院外]アマリール1mg錠 グリメピリド 1mg1錠 サノフィ

[院外]イニシンク配合錠 アログリプチン安息香酸塩＼メトホルミン塩酸

塩

1錠 武田

[院内][院外]エクア錠50mg ビルダグリプチン 50mg1錠 住友ファーマ

[院外]エクメット配合錠HD ビルダグリプチン＼メトホルミン塩酸塩 1錠 住友ファーマ

[院外]エクメット配合錠LD ビルダグリプチン＼メトホルミン塩酸塩 1錠 住友ファーマ

[院内][院外]オイグルコン錠1.25mg グリベンクラミド 1.25mg1錠 太陽P

[院外]オングリザ錠2.5mg サキサグリプチン水和物 2.5mg1錠 協和キリン

[院内][院外]オングリザ錠5mg サキサグリプチン水和物 5mg1錠 協和キリン

[院内][院外]カナグル錠100mg カナグリフロジン水和物 100mg1錠 田辺三菱

[院外]カナリア配合錠 テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物＼カナ

グリフロジン水和物

1錠 第一三共

[院内][院外]グリミクロンHA錠20mg グリクラジド 20mg1錠 住友ファーマ

[院内][院外]グリメピリド錠0.5mg「NP」 グリメピリド 0.5mg1錠 ニプロ

[院内][院外]グリメピリド錠1mg「NP」 グリメピリド 1mg1錠 ニプロ

[院外]グルファスト錠10mg ミチグリニドカルシウム水和物 10mg1錠 キッセイ

[院外]グルベス配合OD錠 ミチグリニドカルシウム水和物＼ボグリボース 1錠 キッセイ

[院外]ザファテック錠100mg トレラグリプチンコハク酸塩 100mg1錠 武田

[院内][院外]ザファテック錠50mg トレラグリプチンコハク酸塩 50mg1錠 武田

[院内][院外]ジャディアンス錠10mg エンパグリフロジン 10mg1錠 日本ベーリンガー

[院内][院外]ジャディアンス錠25mg エンパグリフロジン 25mg1錠 日本ベーリンガー

[院外]ジャヌビア錠100mg シタグリプチンリン酸塩水和物 100mg1錠 ＭＳＤ

[院内][院外]ジャヌビア錠50mg シタグリプチンリン酸塩水和物 50mg1錠 ＭＳＤ

[院内][院外]スイニー錠100mg アナグリプチン 100mg1錠 三和化学

[院外]スーグラ錠25mg イプラグリフロジン　L-プロリン 25mg1錠 アステラス

[院内][院外]スーグラ錠50mg イプラグリフロジン　L-プロリン 50mg1錠 アステラス

[院外]スージャヌ配合錠 シタグリプチンリン酸塩水和物＼イプラグリフ

ロジン　L-プロリン

1錠 アステラス

[院内][院外]スターシス錠90mg ナテグリニド 90mg1錠 アステラス

[院外]セイブル錠25mg ミグリトール 25mg1錠 三和化学

[院外]セイブル錠50mg ミグリトール 50mg1錠 三和化学

[院内][院外]ソリクア配合注ソロスター インスリン グラルギン（遺伝子組換え）＼リキ

シセナチド

1キット サノフィ

[院内][院外]ゾルトファイ配合注フレックスタッ

チ

インスリン デグルデク（遺伝子組換え）＼リラ

グルチド（遺伝子組換え）

1キット ノボノルディスク

[院外]ツイミーグ錠500mg イメグリミン塩酸塩 500mg1錠 住友ファーマ
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396 糖尿病用剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]テネリアOD錠20mg テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 20mg1錠 第一三共

[院外]テネリア錠40mg テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 40mg1錠 第一三共

[院外]デベルザ錠20mg トホグリフロジン水和物 20mg1錠 興和

[院内][院外]トラゼンタ錠5mg リナグリプチン 5mg1錠 日本ベーリンガー

[院外]トラディアンス配合錠AP エンパグリフロジン＼リナグリプチン 1錠 日本ベーリンガー

[院外]トラディアンス配合錠BP エンパグリフロジン＼リナグリプチン 1錠 日本ベーリンガー

[院外]ネシーナ錠12.5mg アログリプチン安息香酸塩 12.5mg1錠 武田

[院外]ネシーナ錠25mg アログリプチン安息香酸塩 25mg1錠 武田

[院内][院外]ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ

」

ピオグリタゾン塩酸塩 15mg1錠 東和薬品

[院内][院外]ファスティック錠30 ナテグリニド 30mg1錠 持田

[院外]ファスティック錠90 ナテグリニド 90mg1錠 持田

[院内][院外]フォシーガ錠10mg ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 10mg1錠 小野薬品

[院内][院外]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 5mg1錠 小野薬品

[院外]ベイスンOD錠0.2 ボグリボース 0.2mg1錠 武田

[院外]ベイスンOD錠0.3 ボグリボース 0.3mg1錠 武田

[院内][院外]ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ

」

ボグリボース 0.3mg1錠 沢井

[院外]マリゼブ錠12.5mg オマリグリプチン 12.5mg1錠 キッセイ

[院外]マリゼブ錠25mg オマリグリプチン 25mg1錠 キッセイ

[院内][院外]ミグリトール錠25mg「トーワ」 ミグリトール 25mg1錠 東和薬品

[院内][院外]ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソ

ー」

ミチグリニドカルシウム水和物 10mg1錠 扶桑

[院外]メトアナ配合錠HD アナグリプチン＼メトホルミン塩酸塩 1錠 三和化学

[院外]メトアナ配合錠LD アナグリプチン＼メトホルミン塩酸塩 1錠 三和化学

[院外]メトグルコ錠250mg メトホルミン塩酸塩 250mg1錠 住友ファーマ

[院外]メトグルコ錠500mg メトホルミン塩酸塩 500mg1錠 住友ファーマ

[院内][院外]メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「

TE」

メトホルミン塩酸塩 250mg1錠 トーアエイヨー

[院外]リオベル配合錠HD アログリプチン安息香酸塩＼ピオグリタゾン塩

酸塩

1錠 武田

[院内][院外]リオベル配合錠LD アログリプチン安息香酸塩＼ピオグリタゾン塩

酸塩

1錠 武田

[院内][院外]ルセフィ錠2.5mg ルセオグリフロジン水和物 2.5mg1錠 大正製薬

[院外]ルセフィ錠5mg ルセオグリフロジン水和物 5mg1錠 大正製薬

[院内][院外]レパグリニド錠0.5mg「サワイ」 レパグリニド 0.5mg1錠 沢井
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399 他に分類されない代謝性医薬品

399 他に分類されない代謝性医薬品

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アクトネル錠17.5mg リセドロン酸ナトリウム水和物 17.5mg1錠 エーザイ

[院内][院外]アクトネル錠75mg リセドロン酸ナトリウム水和物 75mg1錠 エーザイ

[院内][院外]アザニン錠50mg アザチオプリン 50mg1錠 田辺三菱

[院内]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 40mg1管 興和

[院内][院外]アデホスコーワ顆粒10％ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 10％1g 興和

[院外]アデホスコーワ腸溶錠20 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 20mg1錠 興和

[院外]アデホスコーワ腸溶錠60 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 60mg1錠 興和

[院外]アラバ錠10mg レフルノミド 10mg1錠 サノフィ

[院内][条件つき]アルツディスポ関節注25mg 精製ヒアルロン酸ナトリウム 1％2.5mL1筒 科研

[院内][院外]イグラチモド錠25mg「サワイ」 イグラチモド 25mg1錠 沢井

[院内]イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ

」

イバンドロン酸ナトリウム水和物 1mg1mL1筒 東和薬品

[院内]イベニティ皮下注105mgシリンジ ロモソズマブ（遺伝子組換え） 105mg1.17mL1筒 アステラス

[院内]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） 24,000国際単位0.5mL1筒 協和キリン

[院内][院外]エドルミズ錠50mg アナモレリン塩酸塩 50mg1錠 小野薬品

[院内][院外]エビスタ錠60mg ラロキシフェン塩酸塩 60mg1錠 日本イーライリリー

[院内][院外]エベレンゾ錠50mg ロキサデュスタット 50mg1錠 アステラス

[院内]エポジン皮下注シリンジ24000 エポエチン　ベータ（遺伝子組換え） 24,000国際単位0.5mL1筒 中外製薬

[院外]エルカルチンFF錠250mg レボカルニチン 250mg1錠 大塚製薬

[院内][院外]エルカルチンFF内用液10％ レボカルニチン 10％1mL 大塚製薬

[院内][院外]エルカルチンFF内用液10％分

包5mL

レボカルニチン 10％5mL1包 大塚製薬

[院内]エルシトニン注20Sディスポ エルカトニン 20エルカトニン単位1mL1筒 旭化成Ｐ

[院内]エルシトニン注40単位 エルカトニン 40エルカトニン単位1mL1管 旭化成Ｐ

[院内][院外]エンブレル皮下注25mgペン

0.5mL

エタネルセプト（遺伝子組換え） 25mg0.5mL1キット 武田

[院内][院外]エンブレル皮下注50mgペン

1.0mL

エタネルセプト（遺伝子組換え） 50mg1mL1キット 武田

[院外]オテズラ錠10mg アプレミラスト 10mg1錠 アムジェン

[院外]オテズラ錠20mg アプレミラスト 20mg1錠 アムジェン

[院外]オテズラ錠30mg アプレミラスト 30mg1錠 アムジェン

[院外]オフェブカプセル100mg ニンテダニブエタンスルホン酸塩 100mg1カプセル 日本ベーリンガー

[院内][院外]オフェブカプセル150mg ニンテダニブエタンスルホン酸塩 150mg1カプセル 日本ベーリンガー

[院内][院外]オルケディア錠1mg エボカルセト 1mg1錠 協和キリン

[院外]オルミエント錠2mg バリシチニブ 2mg1錠 日本イーライリリー

[院内][院外][条件つき]オルミエント錠4mg バリシチニブ 4mg1錠 日本イーライリリー

[院内]オレンシア点滴静注用250mg アバタセプト（遺伝子組換え） 250mg1瓶 ブリストルＭスクイブ

[院内][院外]オレンシア皮下注125mgオートイ

ンジェクター1mL

アバタセプト（遺伝子組換え） 125mg1mL1キット 小野薬品
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]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 100mg1瓶 沢井

[院内]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 500mg1瓶 沢井

[院内][院外]カモスタットメシル酸塩錠100mg「

日医工」

カモスタットメシル酸塩 100mg1錠 日医工

[院内][院外]キネダック錠50mg エパルレスタット 50mg1錠 アルフレッサＰ

[院外]ケアラム錠25mg イグラチモド 25mg1錠 エーザイ

[院内][院外]ケブザラ皮下注200mgオートイン

ジェクター

サリルマブ（遺伝子組換え） 200mg1.14mL1キット 旭化成Ｐ

[院内][院外]コセンティクス皮下注150mgペン セクキヌマブ（遺伝子組換え） 150mg1mL1キット マルホ

[院内][院外]コパキソン皮下注20mgシリンジ グラチラマー酢酸塩 20mg1mL1筒 武田

[院内]サイビスクディスポ関節注2mL ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー＼ヒ

アルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニル

スルホン架橋体

16mg2mL1筒 サノフィ

[院内][院外]ジセレカ錠100mg フィルゴチニブマレイン酸塩 100mg1錠 エーザイ

[院内]シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニ

プロ」

シベレスタットナトリウム水和物 100mg1瓶 ニプロ

[院内][院外]シムジア皮下注200mgオートクリ

ックス

セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え） 200mg1mL1キット アステラス

[院内]ジョイクル関節注30mg ジクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウム 30mg3mL1筒 小野薬品

[院内][院外]ジレニアカプセル0.5mg フィンゴリモド塩酸塩 0.5mg1カプセル ノバルティスＰ

[院内][院外]シンポニー皮下注50mgオートイ

ンジェクター

ゴリムマブ（遺伝子組換え） 50mg0.5mL1キット 田辺三菱

[院内]スキリージ皮下注150mgペン1mL リサンキズマブ（遺伝子組換え） 150mg1mL1キット アッヴィ

[院内]ステラーラ点滴静注130mg ウステキヌマブ（遺伝子組換え） 130mg26mL1瓶 田辺三菱

[院内]ステラーラ皮下注45mgシリンジ ウステキヌマブ（遺伝子組換え） 45mg0.5mL1筒 田辺三菱

[院外]スマイラフ錠100mg ペフィシチニブ臭化水素酸塩 100mg1錠 アステラス

[院内][院外]スマイラフ錠50mg ペフィシチニブ臭化水素酸塩 50mg1錠 アステラス

[院内][院外]セルセプトカプセル250 ミコフェノール酸モフェチル 250mg1カプセル 中外製薬

[院外]ゼルヤンツ錠5mg トファシチニブクエン酸塩 5mg1錠 ファイザー

[院内]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 4mg100mL1袋 日本化薬

[院内][院外]ダーブロック錠2mg ダプロデュスタット 2mg1錠 協和キリン

[院内]ダルベポエチンアルファ注120μgシリ

ンジ「KKF」

ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 120μg0.5mL1筒 協和キリン

[院内]ダルベポエチンアルファ注180μgシリ

ンジ「KKF」

ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 180μg0.5mL1筒 協和キリン

[院内]ダルベポエチンアルファ注20μgシリン

ジ「KKF」

ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 20μg0.5mL1筒 協和キリン

[院内]ダルベポエチンアルファ注30μgシリン

ジ「KKF」

ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 30μg0.5mL1筒 協和キリン

[院内]ダルベポエチンアルファ注60μgシリン

ジ「KKF」

ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 60μg0.5mL1筒 協和キリン

[院内][院外]トルツ皮下注80mgオートインジェ イキセキズマブ（遺伝子組換え） 80mg1mL1キット 日本イーライリリー
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

クター

[院内]トレムフィア皮下注100mgシリンジ グセルクマブ（遺伝子組換え） 100mg1mL1筒 大鵬

[院内]ナファモスタットメシル酸塩注射用

10mg「日医工」

ナファモスタットメシル酸塩 10mg1瓶 日医工

[院内]ナファモスタットメシル酸塩注射用

50mg「日医工」

ナファモスタットメシル酸塩 50mg1瓶 日医工

[院外]ネオーラル10mgカプセル シクロスポリン 10mg1カプセル ノバルティスＰ

[院内][院外]ネオーラル25mgカプセル シクロスポリン 25mg1カプセル ノバルティスＰ

[院内][院外]ネオーラル50mgカプセル シクロスポリン 50mg1カプセル ノバルティスＰ

[院内][院外]ネオーラル内用液10％ シクロスポリン 10％1mL ノバルティスＰ

[院内]パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg エテルカルセチド塩酸塩 2.5mg2mL1筒 小野薬品

[院外]バフセオ錠150mg バダデュスタット 150mg1錠 田辺三菱

[院内]ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「ト

ーワ」

精製ヒアルロン酸ナトリウム 1％2.5mL1筒 東和薬品

[院外]ビビアント錠20mg バゼドキシフェン酢酸塩 20mg1錠 ファイザー

[院内][院外]ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL アダリムマブ（遺伝子組換え） 40mg0.4mL1キット エーザイ

[院内][院外]ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL アダリムマブ（遺伝子組換え） 80mg0.8mL1キット エーザイ

[院内][院外]ピレスパ錠200mg ピルフェニドン 200mg1錠 塩野義

[院外]フオイパン錠100mg カモスタットメシル酸塩 100mg1錠 小野薬品

[院外]フォサマック錠35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物 35mg1錠 オルガノン

[院内][院外]フォシーガ錠10mg ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 10mg1錠 小野薬品

[院内][院外]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 5mg1錠 小野薬品

[院内][院外]プラケニル錠200mg ヒドロキシクロロキン硫酸塩 200mg1錠 旭化成Ｐ

[院内]プラリア皮下注60mgシリンジ デノスマブ(遺伝子組換え) 60mg1mL1筒 第一三共

[院外]ブレディニンOD錠50 ミゾリビン 50mg1錠 旭化成Ｐ

[院内][院外]プログラフカプセル0.5mg タクロリムス水和物 0.5mg1カプセル アステラス

[院内][院外]プログラフカプセル1mg タクロリムス水和物 1mg1カプセル アステラス

[院内]ヘルニコア椎間板注用1.25単位 コンドリアーゼ 1.25単位1瓶 科研

[院内]ベンリスタ点滴静注用120mg ベリムマブ（遺伝子組換え） 120mg1瓶 グラクソ・スミスクライン

[院内]ベンリスタ点滴静注用400mg ベリムマブ（遺伝子組換え） 400mg1瓶 グラクソ・スミスクライン

[院内][院外]ベンリスタ皮下注200mgオートイ

ンジェクター

ベリムマブ（遺伝子組換え） 200mg1mL1キット グラクソ・スミスクライン

[院内][院外]ボナロン経口ゼリー35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物 35mg1包 帝人Ｐ

[院外]ボナロン錠5mg アレンドロン酸ナトリウム水和物 5mg1錠 帝人Ｐ

[院内]ボナロン点滴静注バッグ900μg アレンドロン酸ナトリウム水和物 900μg100mL1袋 帝人Ｐ

[院内][院外]ボノテオ錠1mg ミノドロン酸水和物 1mg1錠 アステラス

[院内][院外]ボノテオ錠50mg ミノドロン酸水和物 50mg1錠 アステラス

[院内][院外]ボンビバ錠100mg イバンドロン酸ナトリウム水和物 100mg1錠 大正製薬

[院外]マスーレッド錠25mg モリデュスタットナトリウム 25mg1錠 バイエル

[院内]ミラクリッド注射液5万単位 ウリナスタチン 50,000単位1mL1管 持田
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]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） 100μg0.3mL1筒 中外製薬

[院内]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） 150μg0.3mL1筒 中外製薬

[院内]ミルセラ注シリンジ250μg エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え） 250μg0.3mL1筒 中外製薬

[院内]ミルセラ注シリンジ25μg エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え） 25μg0.3mL1筒 中外製薬

[院内]ミルセラ注シリンジ50μg エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え） 50μg0.3mL1筒 中外製薬

[院内][院外]メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 メトトレキサート 2mg1錠 あゆみ製薬

[院内][院外]モニラック・シロップ65％ ラクツロース 65％1mL 中外製薬

[院外]ラクツロース・シロップ60％「コーワ」 ラクツロース 60％1mL 興和

[院内][院外]ラクツロースシロップ65％「タカタ

」

ラクツロース 65%1mL 日本化薬

[院内][院外]ラグノスNF経口ゼリー分包12g ラクツロース 54.167%12g1包 三和化学

[院内]ランマーク皮下注120mg デノスマブ(遺伝子組換え) 120mg1.7mL1瓶 第一三共

[院外]リウマトレックスカプセル2mg メトトレキサート 2mg1カプセル ファイザー

[院内]リクラスト点滴静注液5mg(バッグ製品) ゾレドロン酸水和物 5mg100mL1袋 旭化成Ｐ

[院内][院外]リンヴォック錠15mg ウパダシチニブ水和物 15mg1錠 アッヴィ

[院外]リンヴォック錠30mg ウパダシチニブ水和物 30mg1錠 アッヴィ

[院内][院外]ルミセフ皮下注210mgシリンジ ブロダルマブ（遺伝子組換え） 210mg1.5mL1筒 協和キリン

[院外]レグパラ錠12.5mg シナカルセト塩酸塩 12.5mg1錠 協和キリン

[院内][院外]レボカルニチンFF錠250mg「トー

ワ」

レボカルニチン 250mg1錠 東和薬品

[院内][院外]レボカルニチンFF静注

1000mgシリンジ「ニプロ」

レボカルニチン 1,000mg5mL1筒 ニプロ
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421 アルキル化剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]注射用イホマイド1g イホスファミド 1g1瓶 塩野義

[院外]エストラサイトカプセル156.7mg エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和

物

156.7mg1カプセル 日本新薬

[院内]注射用エンドキサン100mg シクロホスファミド水和物 100mg1瓶 塩野義

[院内]注射用エンドキサン500mg シクロホスファミド水和物 500mg1瓶 塩野義

[院内][院外]エンドキサン錠50mg シクロホスファミド水和物 50mg1錠 塩野義

[院内]ギリアデル脳内留置用剤7.7mg カルムスチン 7.7mg1枚 エーザイ

[院内]ダカルバジン注用100 ダカルバジン 100mg1瓶 サンド

[院内][院外]テモゾロミド錠100mg「NK」 テモゾロミド 100mg1錠 日本化薬

[院内][院外]テモゾロミド錠20mg「NK」 テモゾロミド 20mg1錠 日本化薬

[院外]テモダールカプセル100mg テモゾロミド 100mg1カプセル ＭＳＤ

[院外]テモダールカプセル20mg テモゾロミド 20mg1カプセル ＭＳＤ

[院内]ニドラン注射用50mg ニムスチン塩酸塩 50mg1瓶 アルフレッサＰ
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]エスワンタイホウ配合OD錠T20 テガフール＼ギメラシル＼オテラシルカリウム 20mg1錠(テガフール相当量) 岡山大鵬

[院内][院外]エスワンタイホウ配合OD錠T25 テガフール＼ギメラシル＼オテラシルカリウム 25mg1錠(テガフール相当量) 岡山大鵬

[院内][院外]カペシタビン錠300mg「サワイ」 カペシタビン 300mg1錠 沢井

[院内]ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「

NK」

ゲムシタビン塩酸塩 1g25mL1瓶 日本化薬

[院内]ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「

NK」

ゲムシタビン塩酸塩 200mg5mL1瓶 日本化薬

[院外]ゼローダ錠300 カペシタビン 300mg1錠 中外製薬

[院外]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 20mg1包(テガフール相当量) 大鵬

[院外]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 25mg1包(テガフール相当量) 大鵬

[院外]ハイドレアカプセル500mg ヒドロキシカルバミド 500mg1カプセル ブリストルＭスクイブ

[院内]フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 フルオロウラシル 1,000mg1瓶 東和薬品

[院内]フルオロウラシル注250mg「トーワ」 フルオロウラシル 250mg1瓶 東和薬品

[院内]ペメトレキセド点滴静注液100mg「トーワ

」

ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物 100mg4mL1瓶 東和薬品

[院内]ペメトレキセド点滴静注液500mg「トーワ

」

ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物 500mg20mL1瓶 東和薬品

[院内]注射用メソトレキセート50mg メトトレキサート 50mg1瓶 ファイザー

[院内]注射用メソトレキセート5mg メトトレキサート 5mg1瓶 ファイザー

[院内]メソトレキセート点滴静注液200mg メトトレキサート 200mg8mL1瓶 ファイザー

[院内][院外]ユーエフティE配合顆粒T150 テガフール＼ウラシル 150mg1包(テガフール相当量

)

大鵬

[院内][院外]ユーエフティ配合カプセルT100 テガフール＼ウラシル 100mg1カプセル(テガフール

相当量)

大鵬
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423 抗腫瘍性抗生物質製剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]アドリアシン注用10 ドキソルビシン塩酸塩 10mg1瓶 サンド

[院内]アドリアシン注用50 ドキソルビシン塩酸塩 50mg1瓶 サンド

[院内]エピルビシン塩酸塩注射液

50mg/25mL「NK」

エピルビシン塩酸塩 50mg25mL1瓶 日本化薬

[院内]エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 エピルビシン塩酸塩 10mg1瓶 日本化薬

[院内]カルセド注射用20mg アムルビシン塩酸塩 20mg1瓶 日本化薬

[院内]カルセド注射用50mg アムルビシン塩酸塩 50mg1瓶 日本化薬

[院内]テラルビシン注射用10mg ピラルビシン塩酸塩 10mg1瓶 Meiji Seika ファルマ

[院内]テラルビシン注射用20mg ピラルビシン塩酸塩 20mg1瓶 Meiji Seika ファルマ

[院内]ドキシル注20mg ドキソルビシン塩酸塩 20mg10mL1瓶 富士製工

[院内]ブレオ注射用5mg ブレオマイシン塩酸塩 5mg1瓶 日本化薬

[院内]ペプレオ注射用5mg ペプロマイシン硫酸塩 5mg1瓶 日本化薬

[院内]マイトマイシン注用10mg マイトマイシンＣ 10mg1瓶 協和キリン

[院内]マイトマイシン注用2mg マイトマイシンＣ 2mg1瓶 協和キリン
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424 抗腫瘍性植物成分製剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]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） 100mg1瓶 大鵬

[院内]イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「

SUN」

イリノテカン塩酸塩水和物 100mg5mL1瓶 サンファーマ

[院内]イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「

SUN」

イリノテカン塩酸塩水和物 40mg2mL1瓶 サンファーマ

[院内]エクザール注射用10mg ビンブラスチン硫酸塩 10mg1瓶 日本化薬

[院内]オニバイド点滴静注43mg イリノテカン塩酸塩水和物 43mg10mL1瓶 日本セルヴィエ

[院内]ジェブタナ点滴静注60mg カバジタキセル　アセトン付加物 60mg1.5mL1瓶(溶解液付) サノフィ

[院内]ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」 ドセタキセル水和物 20mg1mL1瓶 日医工

[院内]ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」 ドセタキセル水和物 80mg4mL1瓶 日医工

[院内]ナベルビン注10 ビノレルビン酒石酸塩 10mg1mL1瓶 協和キリン

[院内]ナベルビン注40 ビノレルビン酒石酸塩 40mg4mL1瓶 協和キリン

[院内]ハイカムチン注射用1.1mg ノギテカン塩酸塩 1.1mg1瓶 日本化薬

[院内]パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 パクリタキセル 100mg16.7mL1瓶 日本化薬

[院内]パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 パクリタキセル 30mg5mL1瓶 日本化薬

[院内]ラステット注100mg/5mL エトポシド 100mg5mL1瓶 日本化薬
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]アービタックス注射液100mg セツキシマブ(遺伝子組換え) 100mg20mL1瓶 メルクバイオP

[院外]アーリーダ錠60mg アパルタミド 60mg1錠 ヤンセン

[院内]動注用アイエーコール100mg シスプラチン 100mg1瓶 日本化薬

[院内]アバスチン点滴静注用100mg/4mL ベバシズマブ（遺伝子組換え） 100mg4mL1瓶 中外製薬

[院内]アバスチン点滴静注用400mg/16mL ベバシズマブ（遺伝子組換え） 400mg16mL1瓶 中外製薬

[院内][院外]アフィニトール錠5mg エベロリムス 5mg1錠 ノバルティスＰ

[院内][院外]アリミデックス錠1mg アナストロゾール 1mg1錠 アストラゼネカ

[院外]アレセンサカプセル150mg アレクチニブ塩酸塩 150mg1カプセル 中外製薬

[院外]イクスタンジ錠40mg エンザルタミド 40mg1錠 アステラス

[院内][院外]イクスタンジ錠80mg エンザルタミド 80mg1錠 アステラス

[院外]イブランス錠125mg パルボシクリブ 125mg1錠 ファイザー

[院外]イブランス錠25mg パルボシクリブ 25mg1錠 ファイザー

[院内]イミフィンジ点滴静注120mg デュルバルマブ（遺伝子組換え） 120mg2.4mL1瓶 アストラゼネカ

[院内]イミフィンジ点滴静注500mg デュルバルマブ（遺伝子組換え） 500mg10mL1瓶 アストラゼネカ

[院内][院外]イレッサ錠250 ゲフィチニブ 250mg1錠 アストラゼネカ

[院外]インライタ錠1mg アキシチニブ 1mg1錠 ファイザー

[院内][院外]インライタ錠5mg アキシチニブ 5mg1錠 ファイザー

[院内][院外]ヴォトリエント錠200mg パゾパニブ塩酸塩 200mg1錠 ノバルティスＰ

[院内][院外]エキセメスタン錠25mg「NK」 エキセメスタン 25mg1錠 日本化薬

[院内]エンハーツ点滴静注用100mg トラスツズマブ　デルクステカン（遺伝子組換

え）

100mg1瓶 第一三共

[院内]オキサリプラチン点滴静注100mg「トー

ワ」

オキサリプラチン 100mg20mL1瓶 東和薬品

[院内]オキサリプラチン点滴静注50mg「トーワ

」

オキサリプラチン 50mg10mL1瓶 東和薬品

[院内][院外]オダイン錠125mg フルタミド 125mg1錠 日本化薬

[院内]オプジーボ点滴静注120mg ニボルマブ（遺伝子組換え） 120mg12mL1瓶 小野薬品

[院内]オプジーボ点滴静注240mg ニボルマブ（遺伝子組換え） 240mg24mL1瓶 小野薬品

[院内]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） 100mg1瓶 中外製薬

[院内]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） 160mg1瓶 中外製薬

[院外]カボメティクス錠20mg カボザンチニブリンゴ酸塩 20mg1錠 武田

[院外]カボメティクス錠60mg カボザンチニブリンゴ酸塩 60mg1錠 武田

[院内]カルボプラチン点滴静注液450mg「

SW」

カルボプラチン 450mg45mL1瓶 沢井

[院内]カルボプラチン点滴静注液50mg「SW」 カルボプラチン 50mg5mL1瓶 沢井

[院内]キイトルーダ点滴静注100mg ペムブロリズマブ(遺伝子組換え) 100mg4mL1瓶 ＭＳＤ

[院外]グリベック錠100mg イマチニブメシル酸塩 100mg1錠 ノバルティスＰ

[院内][院外]ザーコリカプセル250mg クリゾチニブ 250mg1カプセル ファイザー

[院内][院外]ザイティガ錠250mg アビラテロン酢酸エステル 250mg1錠 ヤンセン
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]サイラムザ点滴静注液100mg ラムシルマブ（遺伝子組換え） 100mg10mL1瓶 日本イーライリリー

[院内]サイラムザ点滴静注液500mg ラムシルマブ（遺伝子組換え） 500mg50mL1瓶 日本イーライリリー

[院内]ザルトラップ点滴静注100mg アフリベルセプト　ベータ（遺伝子組換え） 100mg4mL1瓶 サノフィ

[院内]ザルトラップ点滴静注200mg アフリベルセプト　ベータ（遺伝子組換え） 200mg8mL1瓶 サノフィ

[院外]ジオトリフ錠20mg アファチニブマレイン酸塩 20mg1錠 日本ベーリンガー

[院外]ジオトリフ錠30mg アファチニブマレイン酸塩 30mg1錠 日本ベーリンガー

[院外]ジオトリフ錠40mg アファチニブマレイン酸塩 40mg1錠 日本ベーリンガー

[院外]ジカディア錠150mg セリチニブ 150mg1錠 ノバルティスＰ

[院内]シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 シスプラチン 10mg20mL1瓶 日医工

[院内]シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 シスプラチン 50mg100mL1瓶 日医工

[院内][院外]スーテントカプセル12.5mg スニチニブリンゴ酸塩 12.5mg1カプセル ファイザー

[院外]スチバーガ錠40mg レゴラフェニブ水和物 40mg1錠 バイエル

[院内]ゾーフィゴ静注 塩化ラジウム 1回分 バイエル

[院外]タイケルブ錠250mg ラパチニブトシル酸塩水和物 250mg1錠 ノバルティスＰ

[院外]タグリッソ錠80mg オシメルチニブメシル酸塩 80mg1錠 アストラゼネカ

[院内][院外]タルセバ錠100mg エルロチニブ塩酸塩 100mg1錠 中外製薬

[院内][院外]タルセバ錠150mg エルロチニブ塩酸塩 150mg1錠 中外製薬

[院内]テセントリク点滴静注1200mg アテゾリズマブ（遺伝子組換え） 1,200mg20mL1瓶 中外製薬

[院内]トーリセル点滴静注液25mg テムシロリムス 25mg1mL1瓶(希釈液付) ファイザー

[院内]トラスツズマブBS点滴静注用150mg「

NK」

トラスツズマブ（遺伝子組換え） 150mg1瓶 日本化薬

[院内]トラスツズマブBS点滴静注用60mg「

NK」

トラスツズマブ（遺伝子組換え） 60mg1瓶 日本化薬

[院外]ニュベクオ錠300mg ダロルタミド 300mg1錠 バイエル

[院内][院外]ネクサバール錠200mg ソラフェニブトシル酸塩 200mg1錠 バイエル

[院外]ノルバデックス錠10mg タモキシフェンクエン酸塩 10mg1錠 アストラゼネカ

[院内]パージェタ点滴静注420mg/14mL ペルツズマブ（遺伝子組換え） 420mg14mL1瓶 中外製薬

[院内]パドセブ点滴静注用30mg エンホルツマブ　ベドチン（遺伝子組換え） 30mg1瓶 アステラス

[院内]バベンチオ点滴静注200mg アベルマブ(遺伝子組換え) 200mg10mL1瓶 メルクバイオP

[院内]ハラヴェン静注1mg エリブリンメシル酸塩 1mg2mL1瓶 エーザイ

[院内][院外]ビカルタミド錠80mg「VTRS」 ビカルタミド 80mg1錠 ヴィアトリス

[院内]ピシバニール注射用5KE(溶解液付) 溶連菌抽出物 5KE1瓶（溶解液付） 中外製薬

[院外]ビラフトビカプセル75mg エンコラフェニブ 75mg1カプセル 小野薬品

[院内][院外]フェアストン錠40 トレミフェンクエン酸塩 40mg1錠 日本化薬

[院内]フェソロデックス筋注250mg フルベストラント 250mg5mL1筒 アストラゼネカ

[院内][院外]フェマーラ錠2.5mg レトロゾール 2.5mg1錠 ノバルティスＰ

[院外]ベージニオ錠100mg アベマシクリブ 100mg1錠 日本イーライリリー

[院外]ベージニオ錠150mg アベマシクリブ 150mg1錠 日本イーライリリー

[院外]ベージニオ錠50mg アベマシクリブ 50mg1錠 日本イーライリリー
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]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） 100mg5mL1瓶 武田

[院内]ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一

三共」

ベバシズマブ（遺伝子組換え） 100mg4mL1瓶 第一三共

[院内]ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一

三共」

ベバシズマブ（遺伝子組換え） 400mg16mL1瓶 第一三共

[院内]ミリプラ動注用70mg ミリプラチン水和物 70mg1瓶 住友ファーマ

[院内]無水エタノール注「VTRS」 無水エタノール 5mL1管 ヴィアトリス

[院外]メクトビ錠15mg ビニメチニブ 15mg1錠 小野薬品

[院内]ヤーボイ点滴静注液50mg イピリムマブ（遺伝子組換え） 50mg10mL1瓶 ブリストルＭスクイブ

[院内]ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g タルク 4g1瓶 ノーベルファーマ

[院外]リムパーザ錠150mg オラパリブ 150mg1錠 アストラゼネカ

[院内][院外]レンビマカプセル4mg レンバチニブメシル酸塩 4mg1カプセル エーザイ

[院外]ロンサーフ配合錠T15 トリフルリジン＼チピラシル塩酸塩 15mg1錠(トリフルリジン相当

量)

大鵬

[院内][院外]ロンサーフ配合錠T20 トリフルリジン＼チピラシル塩酸塩 20mg1錠(トリフルリジン相当

量)

大鵬

- 129 -



430 放射性医薬品

430 放射性医薬品

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]アドステロール-I131注射液 ヨウ化メチルノルコレステロール（１３１Ｉ） 1MBq PDRファーマ

[院内]ウルトラテクネカウ 過テクネチウム酸ナトリウム（９９ｍＴｃ）ジェネレ

ータ

10MBq PDRファーマ

[院内]塩化タリウム(201Tl)注NMP 塩化タリウム（201Tl） 10MBq 日本メジフィジックス

[院内]塩化タリウム-Tl201注射液 塩化タリウム（201Tl） 10MBq PDRファーマ

[院内]オクトレオスキャン静注用セット インジウムペンテトレオチド（111In） 1セット PDRファーマ

[院内]カーディオライト注射液 第一(600MBq) ヘキサキスメトキシイソブチルイソニトリルテク

ネチウム（９９ｍＴｃ）

600MBq1筒 PDRファーマ

[院内]カルディオダイン注 ヨードフェニルメチルペンタデカン酸（１２３Ｉ） 10MBq 日本メジフィジックス

[院内]クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP クエン酸ガリウム（67Ga） 10MBq 日本メジフィジックス

[院内]クエン酸ガリウム-Ga67注射液 クエン酸ガリウム（67Ga） 10MBq PDRファーマ

[院内]クリアボーンキット ヒドロキシメチレンジホスホン酸 1回分 日本メジフィジックス

[院内]クリアボーン注 ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム

（９９ｍＴｃ）

10MBq 日本メジフィジックス

[院内]セレブロテックキット エキサメタジムテクネチウム（９９ｍＴｃ） 1回分 日本メジフィジックス

[院内]ダットスキャン静注 イオフルパン 167MBq1筒 日本メジフィジックス

[院内]テクネMAAキット 大凝集人血清アルブミン 1回分 PDRファーマ

[院内]テクネDTPAキット ジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム

（９９ｍＴｃ）

1回分 PDRファーマ

[院内]テクネフチン酸キット フィチン酸ナトリウム 1回分 PDRファーマ

[院内]テクネMAG3キット ベンゾイルメルカプトアセチルグリシルグリシ

ルグリシン

1回分 PDRファーマ

[院内]テクネMAG3注射液(300MBq) メルカプトアセチルグリシルグリシルグリシンテ

クネチウム（９９ｍＴｃ）

300MBq1筒 PDRファーマ

[院内]ニューロライト第一 エチレンビスシステインジエチルエステル二

塩酸塩

1回分 PDRファーマ

[院内]ニューロライト注射液第一(600MBq) エチレンジシスティネートオキソテクネチウム

（９９ｍＴｃ）

600MBq1筒 PDRファーマ

[院内]パーヒューザミン注 塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン

(123I)

10MBq 日本メジフィジックス

[院内]プールシンチ注 ヒト血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸

テクネチウム（９９ｍＴｃ）

10MBq 日本メジフィジックス

[院内]ヘパティメージ注 Ｎ-ピリドキシル-５-メチルトリプトファンテクネ

チウム（９９ｍＴｃ）

10MBq 日本メジフィジックス

[院内]マイオビュー「注射用」 テトロホスミンテクネチウム（９９ｍＴｃ） 1回分 日本メジフィジックス

[院内]マイオビュー注シリンジ(296MBq) テトロホスミンテクネチウム（９９ｍＴｃ） 296MBq1筒 日本メジフィジックス

[院内]マイオビュー注シリンジ(592MBq) テトロホスミンテクネチウム（９９ｍＴｃ） 592MBq1筒 日本メジフィジックス

[院内]ミオMIBG-I123注射液 メタヨードベンジルグアニジン（１２３Ｉ） 10MBq PDRファーマ

[院内][院外]ヨードカプセル-123 ヨウ化ナトリウム 3.7MBq1カプセル 日本メジフィジックス
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441 抗ヒスタミン剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]ゼスラン小児用シロップ0.03％ メキタジン 0.03％1mL 旭化成Ｐ

[院内][院外]ニポラジン錠3mg メキタジン 3mg1錠 アルフレッサＰ

[院外]ニポラジン小児用細粒0.6％ メキタジン 0.6％1g アルフレッサＰ

[院外]ピレチア細粒10％ プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 10％1g 高田

[院内][院外]ピレチア錠(25mg) プロメタジン塩酸塩 25mg1錠 高田

[院内][院外]ペリアクチン散1％ シプロヘプタジン塩酸塩水和物 1％1g 日医工

[院内][院外]ポララミン錠2mg ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 2mg1錠 高田

[院外]ポララミンシロップ0.04％ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.04％10mL 高田

[院内]ポララミン注5mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.5％1mL1管 高田

[院内][院外]レスタミンコーワ錠10mg ジフェンヒドラミン塩酸塩 10mg1錠 興和
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442 刺激療法剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]ノイロトロピン注射液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 日本臓器

[院内][院外]リマチル錠100mg ブシラミン 100mg1錠 あゆみ製薬
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443 非特異性免疫原製剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]メタルカプターゼカプセル50mg ペニシラミン 50mg1カプセル 大正製薬
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449 その他のアレルギー用薬
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]アイピーディカプセル50 スプラタストトシル酸塩 50mg1カプセル 大鵬

[院外]アシテアダニ舌下錠100単位(IR) ヤケヒョウヒダニエキス原末＼コナヒョウヒダニ

エキス原末

100IR1錠 塩野義

[院外]アシテアダニ舌下錠300単位(IR) ヤケヒョウヒダニエキス原末＼コナヒョウヒダニ

エキス原末

300IR1錠 塩野義

[院外]アレギサール錠10mg ペミロラストカリウム 10mg1錠 ニプロES P

[院外]アレグラ錠30mg フェキソフェナジン塩酸塩 30mg1錠 サノフィ

[院外]アレグラ錠60mg フェキソフェナジン塩酸塩 60mg1錠 サノフィ

[院内][院外]アレグラドライシロップ5％ フェキソフェナジン塩酸塩 5％1g サノフィ

[院外]アレサガテープ4mg エメダスチンフマル酸塩 4mg1枚 久光

[院外]アレジオン錠10 エピナスチン塩酸塩 10mg1錠 日本ベーリンガー

[院内][院外]アレジオンドライシロップ1％ エピナスチン塩酸塩 1％1g 日本ベーリンガー

[院内]治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」

ブタクサ花粉1:100

アレルゲンエキス 2mL1瓶 鳥居

[院内]診断用アレルゲン皮内エキス治療用ア

レルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト

1:1,000

アレルゲンエキス 2mL1瓶 鳥居

[院外]アレロックOD錠5 オロパタジン塩酸塩 5mg1錠 協和キリン

[院外]アレロック錠2.5 オロパタジン塩酸塩 2.5mg1錠 協和キリン

[院外]インタールエアロゾル1mg クロモグリク酸ナトリウム 2％10mL1瓶 サノフィ

[院内][院外]インタール吸入液1％ クロモグリク酸ナトリウム 1％2mL1管 サノフィ

[院外]エバステルOD錠5mg エバスチン 5mg1錠 住友ファーマ

[院内][院外]エピナスチン塩酸塩錠20mg「

VTRS」

エピナスチン塩酸塩 20mg1錠 ヴィアトリス

[院外]オノンカプセル112.5mg プランルカスト水和物 112.5mg1カプセル 小野薬品

[院内][院外]オノンドライシロップ10％ プランルカスト水和物 10％1g 小野薬品

[院内][院外]オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「

AA」

オロパタジン塩酸塩 5mg1錠 武田

[院外]クラリチンドライシロップ1％ ロラタジン 1％1g 塩野義

[院外]クラリチンレディタブ錠10mg ロラタジン 10mg1錠 塩野義

[院内][院外]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 1錠 EAファーマ

[院外]クロモグリク酸Na点鼻液2％「トーワ」 クロモグリク酸ナトリウム 190mg9.5mL1瓶 東和薬品

[院内][院外]ケタスカプセル10mg イブジラスト 10mg1カプセル 杏林

[院外]ザイザル錠5mg レボセチリジン塩酸塩 5mg1錠 グラクソ・スミスクライン

[院外]ザイザルシロップ0.05％ レボセチリジン塩酸塩 0.05％1mL グラクソ・スミスクライン

[院外]ザジテンカプセル1mg ケトチフェンフマル酸塩 1mg1カプセル サンファーマ

[院外]シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU スギ花粉エキス 2,000JAU1錠 鳥居

[院外]シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU スギ花粉エキス 5,000JAU1錠 鳥居

[院外]ジルテックドライシロップ1.25％ セチリジン塩酸塩 1.25％1g グラクソ・スミスクライン

[院外]シングレアOD錠10mg モンテルカストナトリウム 10mg1錠 オルガノン
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]シングレア細粒4mg モンテルカストナトリウム 4mg1包 オルガノン

[院内][院外]シングレアチュアブル錠5mg モンテルカストナトリウム 5mg1錠 オルガノン

[院内][院外]ゾレア皮下注150mgシリンジ オマリズマブ（遺伝子組換え） 150mg1mL1筒 ノバルティスＰ

[院内]治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「ト

リイ」10,000JAU/mL

ダニアレルゲンエキス 2mL1瓶 鳥居

[院内][院外]タリオンOD錠10mg ベポタスチンベシル酸塩 10mg1錠 田辺三菱

[院外]ディレグラ配合錠 フェキソフェナジン塩酸塩＼塩酸プソイドエフ

ェドリン

1錠 LTLファーマ

[院外]デザレックス錠5mg デスロラタジン 5mg1錠 杏林

[院内][院外]デュピクセント皮下注300mgペン デュピルマブ（遺伝子組換え） 300mg2mL1キット サノフィ

[院外]トランサミンカプセル250mg トラネキサム酸 250mg1カプセル 第一三共

[院内][院外]トランサミン散50％ トラネキサム酸 50％1g 第一三共

[院内]強力ネオミノファーゲンシー静注20mL グリチルリチン酸＼グリシン＼L-システイン塩

酸塩

20mL1管 EAファーマ

[院内][条件つき]強力ネオミノファーゲンシー

静注シリンジ20mL

グリチルリチン酸＼グリシン＼L-システイン塩

酸塩

20mL1筒 EAファーマ

[院内][条件つき]強力ネオミノファーゲンシー

静注シリンジ40mL

グリチルリチン酸＼グリシン＼L-システイン塩

酸塩

40mL1筒 EAファーマ

[院内]治療用標準化アレルゲンエキス皮下注

「トリイ」スギ花粉2,000JAU/mL

標準化スギ花粉エキス 2mL1瓶 鳥居

[院内]治療用標準化アレルゲンエキス皮下注

「トリイ」スギ花粉200JAU/mL

標準化スギ花粉エキス 2mL1瓶 鳥居

[院内][院外]ビラノアOD錠20mg ビラスチン 20mg1錠 大鵬

[院内][院外]フェキソフェナジン塩酸塩錠

60mg「SANIK」

フェキソフェナジン塩酸塩 60mg1錠 日医工

[院内][院外]プランルカスト錠112.5mg「AFP」 プランルカスト水和物 112.5mg1錠 アルフレッサＰ

[院内]ミチーガ皮下注用60mgシリンジ ネモリズマブ（遺伝子組換え） 60mg1筒 マルホ

[院外]ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU コナヒョウヒダニ抽出エキス＼ヤケヒョウヒダニ

抽出エキス

10,000JAU1錠 鳥居

[院外]ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU コナヒョウヒダニ抽出エキス＼ヤケヒョウヒダニ

抽出エキス

3,300JAU1錠 鳥居

[院内][院外]モンテルカストOD錠10mg「タカ

タ」

モンテルカストナトリウム 10mg1錠 共創未来P

[院外]ラマトロバン錠75mg「KO」 ラマトロバン 75mg1錠 寿

[院内][院外]リザベンカプセル100mg トラニラスト 100mg1カプセル キッセイ

[院内][院外]リザベン細粒10％ トラニラスト 10％1g キッセイ

[院内][院外]ルパフィン錠10mg ルパタジンフマル酸塩 10mg1錠 田辺三菱

[院内][院外]レボセチリジン塩酸塩錠5mg「ト

ーワ」

レボセチリジン塩酸塩 5mg1錠 東和薬品

[院内][院外]レボセチリジン塩酸塩シロップ

0.05％「サワイ」

レボセチリジン塩酸塩 0.05%1mL 沢井

[院外]レミカットカプセル2mg エメダスチンフマル酸塩 2mg1カプセル 興和
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510 生薬

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]正官庄コウジン末 コウジン 1g 大木製薬
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]ツムラ安中散エキス顆粒(医療用) 安中散エキス 1g ツムラ

[院内][院外]ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医

療用)

茵ちん蒿湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療

用)

茵ちん五苓散エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) 温経湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) 温清飲エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用) 越婢加朮湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用) 黄耆建中湯エキス 1g ツムラ

[院内][院外]ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医

療用)

黄連解毒湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用) 黄連湯エキス 1g ツムラ

[院内][院外]ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用

)

乙字湯エキス 1g ツムラ

[院内][院外]ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用

)

葛根湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆

粒(医療用)

葛根湯加川きゅう辛夷エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) 加味帰脾湯エキス 1g ツムラ

[院外]クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 加味帰脾湯エキス 1g クラシエ薬品

[院内][院外]ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医

療用)

加味逍遙散エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) 甘麦大棗湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) 桔梗湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用) 帰脾湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラきゅう帰膠がい湯エキス顆粒(医

療用)

きゅう帰膠艾湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) 荊芥連翹湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒

(医療用)

桂枝加芍薬大黄湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療

用)

桂枝加芍薬湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療

用)

桂枝加朮附湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒

(医療用)

桂枝加竜骨牡蛎湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) 桂枝湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用) 桂枝人参湯エキス 1g ツムラ

[院内][院外]ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医

療用)

桂枝茯苓丸エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆

粒(医療用)

桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用) 啓脾湯エキス 1g ツムラ
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) 香蘇散エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用) 五虎湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) 五積散エキス 1g ツムラ

[院内][院外]ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医

療用)

牛車腎気丸エキス 1g ツムラ

[院内][院外]ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療

用)

呉茱萸湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) 五淋散エキス 1g ツムラ

[院内][院外]ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用

)

五苓散エキス 1g ツムラ

[院外]クラシエ五苓散料エキス細粒 五苓散エキス 1g クラシエ薬品

[院外]ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒

(医療用)

柴胡加竜骨牡蛎湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医

療用)

柴胡桂枝乾姜湯エキス 1g ツムラ

[院内][院外]ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医

療用)

柴胡桂枝湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) 柴朴湯エキス 1g ツムラ

[院内][院外]ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用

)

柴苓湯エキス 1g ツムラ

[院外]クラシエ柴苓湯エキス細粒 柴苓湯エキス 1g クラシエ薬品

[院外]ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) 酸棗仁湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療

用)

三物黄ごん湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用) 滋陰降火湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用) 滋陰至宝湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ紫雲膏 紫雲膏 1g ツムラ

[院外]ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) 四逆散エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用) 七物降下湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) 四物湯エキス 1g ツムラ

[院内][院外]ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医

療用)

芍薬甘草湯エキス 1g ツムラ

[院外]クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 芍薬甘草湯エキス 1g クラシエ薬品

[院外]三和芍薬甘草附子湯エキス細粒 芍薬甘草附子湯エキス 1g 三和生薬

[院内][院外]ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医

療用)

十全大補湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) 十味敗毒湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) 潤腸湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) 小建中湯エキス 1g ツムラ

[院内][院外]ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療

用)

小柴胡湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒

(医療用)

小柴胡湯加桔梗石膏エキス 1g ツムラ

[院内][院外]ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療 小青竜湯エキス 1g ツムラ
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

用)

[院外]ツムラ消風散エキス顆粒(医療用) 消風散エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用) 辛夷清肺湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用) 参蘇飲エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用) 神秘湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) 真武湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用) 清上防風湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用) 清暑益気湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) 清心蓮子飲エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) 清肺湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療

用)

川きゅう茶調散エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用) 疎経活血湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用) 大黄甘草湯エキス 1g ツムラ

[院内][院外]ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療

用)

大建中湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) 大柴胡湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用) 大防風湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用) 竹茹温胆湯エキス 1g ツムラ

[院内][院外]ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医

療用)

治打撲一方エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用) 調胃承気湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) 釣藤散エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) 猪苓湯エキス 1g ツムラ

[院内][院外]ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆

粒(医療用)

猪苓湯合四物湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ通導散エキス顆粒(医療用) 通導散エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) 桃核承気湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用) 当帰飲子エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用) 当帰建中湯エキス 1g ツムラ

[院内][院外]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 1g ツムラ

[院内][院外]ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医

療用)

当帰芍薬散エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用) 二朮湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ女神散エキス顆粒(医療用) 女神散エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用) 人参湯エキス 1g ツムラ

[院内][院外]ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医

療用)

人参養栄湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用) 排膿散及湯エキス 1g ツムラ

[院内][院外]ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療

用)

麦門冬湯エキス 1g ツムラ
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[院内][院外]ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医

療用)

八味地黄丸エキス 1g ツムラ

[院内][院外]ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医

療用)

半夏厚朴湯エキス 1g ツムラ

[院内][院外]ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医

療用)

半夏瀉心湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医

療用)

半夏白朮天麻湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療

用)

白虎加人参湯エキス 1g ツムラ

[院内][院外]ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用

)

茯苓飲エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒

(医療用)

茯苓飲合半夏厚朴湯エキス 1g ツムラ

[院内][院外]ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医

療用)

防已黄耆湯エキス 1g ツムラ

[院内][院外]ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医

療用)

防風通聖散エキス 1g ツムラ

[院外]クラシエ防風通聖散料エキス細粒 防風通聖散エキス 1g クラシエ薬品

[院内][院外]ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医

療用)

補中益気湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用) 麻黄湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医

療用)

麻黄附子細辛湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用) 麻杏甘石湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用) 麻杏よく甘湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) 麻子仁丸エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用) よく苡仁湯エキス 1g ツムラ

[院内][院外]ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用

)

抑肝散エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒

(医療用)

抑肝散加陳皮半夏エキス 1g ツムラ

[院外]クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 抑肝散加陳皮半夏エキス 1g クラシエ薬品

[院内][院外]ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療

用)

六君子湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用) 竜胆瀉肝湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒

(医療用)

苓甘姜味辛夏仁湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用) 苓姜朮甘湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用) 苓桂朮甘湯エキス 1g ツムラ

[院外]ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) 六味丸エキス 1g ツムラ
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]アコニンサン錠 ブシ末 166.67mg1錠 化研生薬

[院内][院外]ブシ末(調剤用)「ツムラ」 ブシ末 1g ツムラ

[院外]ヨクイニンエキス散「コタロー」 ヨクイニンエキス 1g 小太郎漢方

[院外]ヨクイニンエキス錠「コタロー」 ヨクイニンエキス 1錠 小太郎漢方
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]塩酸バンコマイシン散0.5g バンコマイシン塩酸塩 500mg1瓶 Meiji Seika ファルマ

[院内]クリンダマイシンリン酸エステル注射液

600mg「NP」

クリンダマイシンリン酸エステル 600mg1管 ニプロ

[院内][院外]ダフクリア錠200mg フィダキソマイシン 200mg1錠 ゼリア

[院内]ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」 ダプトマイシン 350mg1瓶 沢井

[院内]テイコプラニン点滴静注用200mg「明治

」

テイコプラニン 200mg1瓶 Meiji Seika ファルマ

[院内][院外]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 2％1g グラクソ・スミスクライン

[院内][院外]バンコマイシン塩酸塩散0.5g「

VTRS」

バンコマイシン塩酸塩 500mg1瓶 ヴィアトリス

[院内]バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ

」

バンコマイシン塩酸塩 0.5g1瓶 東和薬品

[院内]注射用ペニシリンGカリウム100万単位 ベンジルペニシリンカリウム 100万単位1瓶 Meiji Seika ファルマ
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ

」

アミカシン硫酸塩 100mg1管 沢井

[院内]エクサシン注射液400 イセパマイシン硫酸塩 400mg2mL1管 旭化成Ｐ

[院内]トブラシン注60mg トブラマイシン 60mg1管 東和薬品

[院内][院外]硫酸ポリミキシンB錠100万単位「

ファイザー」

ポリミキシンＢ硫酸塩 100万単位1錠 ファイザー
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アモキシシリンカプセル250mg「ト

ーワ」

アモキシシリン水和物 250mg1カプセル 東和薬品

[院内][院外]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 (375mg)1錠 グラクソ・スミスクライン

[院外]オラペネム小児用細粒10％ テビペネムピボキシル 100mg1g Meiji Seika ファルマ

[院内]カルベニン点滴用0.5g パニペネム＼ベタミプロン 500mg1瓶 第一三共

[院内][院外]クラバモックス小児用配合ドライ

シロップ

アモキシシリン水和物＼クラブラン酸カリウム (636.5mg)1g グラクソ・スミスクライン

[院外]ケフラールカプセル250mg セファクロル 250mg1カプセル 共和薬工

[院内][院外]ケフラール細粒小児用100mg セファクロル 100mg1g 共和薬工

[院内][院外]ケフレックスカプセル250mg セファレキシン 250mg1カプセル 共和薬工

[院内]ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日

医工」

ゲンタマイシン硫酸塩 60mg1管 日医工

[院内]ザバクサ配合点滴静注用 タゾバクタムナトリウム＼セフトロザン硫酸塩 (1.5g)1瓶 ＭＳＤ

[院外]サワシリンカプセル250 アモキシシリン水和物 250mg1カプセル LTLファーマ

[院内]スルバシリン静注用0.75g スルバクタムナトリウム＼アンピシリンナトリウム (0.75g)1瓶 Meiji Seika ファルマ

[院内]スルバシリン静注用1.5g スルバクタムナトリウム＼アンピシリンナトリウム (1.5g)1瓶 Meiji Seika ファルマ

[院内]スルバシリン静注用3g スルバクタムナトリウム＼アンピシリンナトリウム (3g)1瓶 Meiji Seika ファルマ

[院内][院外]セファクロルカプセル250mg「トー

ワ」

セファクロル 250mg1カプセル 東和薬品

[院内]セファゾリンNa注射用1g「NP」 セファゾリンナトリウム 1g1瓶 ニプロ

[院内][条件つき]セファゾリンNa注射用2g「

NP」

セファゾリンナトリウム 2g1瓶 ニプロ

[院内][条件つき]セファゾリンNa点滴静注用

1gバッグ「NP」

セファゾリンナトリウム 1g1キット(生理食塩液

100mL付)

ニプロ

[院内][条件つき]セファゾリンナトリウム注射用

1g「日医工」

セファゾリンナトリウム 1g1瓶 日医工

[院内]セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」 セフェピム塩酸塩水和物 1g1瓶 サンド

[院内]セフォセフ静注用1g スルバクタムナトリウム＼セフォペラゾンナトリ

ウム

(1g)1瓶 沢井

[院内]セフォタックス注射用1g セフォタキシムナトリウム 1g1瓶 日医工

[院内]セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」 セフォチアム塩酸塩 1g1瓶 ニプロ

[院内][院外]セフカペンピボキシル塩酸塩錠

100mg「SW」

セフカペンピボキシル塩酸塩水和物 100mg1錠 沢井

[院内][院外]セフゾン細粒小児用10％ セフジニル 100mg1g LTLファーマ

[院内]セフタジジム静注用1g「VTRS」 セフタジジム水和物 1g1瓶 ヴィアトリス

[院内]セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日

医工」

セフトリアキソンナトリウム水和物 1g1瓶 日医工

[院内]セフメタゾールNa静注用1g「NP」 セフメタゾールナトリウム 1g1瓶 ニプロ

[院内]タゾピペ配合静注用4.5「明治」 タゾバクタムナトリウム＼ピペラシリンナトリウム (4.5g)1瓶 Meiji Seika ファルマ

[院内]チエクール点滴用0.5g イミペネム水和物＼シラスタチンナトリウム 500mg1瓶 沢井

[院内][院外]パセトシン細粒10％ アモキシシリン水和物 100mg1g サンド

[院内]注射用パニマイシン100mg ジベカシン硫酸塩 100mg1瓶 Meiji Seika ファルマ
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【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]ビクシリンカプセル250mg アンピシリン水和物 250mg1カプセル Meiji Seika ファルマ

[院内]ビクシリン注射用1g アンピシリンナトリウム 1g1瓶 Meiji Seika ファルマ

[院内]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 1g1瓶 沢井

[院内]ファーストシン静注用1g セフォゾプラン塩酸塩 1g1瓶 武田

[院内][院外]ファロム錠200mg ファロペネムナトリウム水和物 200mg1錠 マルホ

[院内][院外]ファロムドライシロップ小児用

10％

ファロペネムナトリウム水和物 100mg1g マルホ

[院内]フィニバックス点滴静注用0.5g ドリペネム水和物 500mg1瓶 塩野義

[院内]フルマリン静注用1g フロモキセフナトリウム 1g1瓶 塩野義

[院内][院外]フロモックス小児用細粒100mg セフカペンピボキシル塩酸塩水和物 100mg1g 塩野義

[院内]ホスホマイシンNa静注用2g「タカタ」 ホスホマイシンナトリウム 2g1瓶 高田

[院内][院外]ホスミシン錠500 ホスホマイシンカルシウム水和物 500mg1錠 Meiji Seika ファルマ

[院内][院外]ホスミシンドライシロップ400 ホスホマイシンカルシウム水和物 400mg1g Meiji Seika ファルマ

[院内][院外]メイアクトMS錠100mg セフジトレンピボキシル 100mg1錠 Meiji Seika ファルマ

[院内][院外]メイアクトMS小児用細粒10％ セフジトレンピボキシル 100mg1g Meiji Seika ファルマ

[院内]メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」 メロペネム水和物 500mg1瓶 沢井

[院外]ユナシン錠375mg スルタミシリントシル酸塩水和物 375mg1錠 ファイザー
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614 主としてＧ＋菌，マイコプラズマに作用するもの

614 主としてＧ＋菌，マイコプラズマに作用するもの

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]エリスロシン錠100mg エリスロマイシンステアリン酸塩 100mg1錠 マイランEPD

[院内][院外]エリスロシン錠200mg エリスロマイシンステアリン酸塩 200mg1錠 マイランEPD

[院内][院外]エリスロシンドライシロップW20％ エリスロマイシンエチルコハク酸エステル 200mg1g マイランEPD

[院外]クラリシッド錠200mg クラリスロマイシン 200mg1錠 日本ケミファ

[院外]クラリス錠200 クラリスロマイシン 200mg1錠 大正製薬

[院内][院外]クラリス錠50小児用 クラリスロマイシン 50mg1錠 大正製薬

[院内][院外]クラリスドライシロップ10％小児

用

クラリスロマイシン 100mg1g 大正製薬

[院内][院外]クラリスロマイシン錠200mg「サワ

イ」

クラリスロマイシン 200mg1錠 沢井

[院外]ジスロマックカプセル小児用100mg アジスロマイシン水和物 100mg1カプセル ファイザー

[院内][院外]ジスロマック細粒小児用10％ アジスロマイシン水和物 100mg1g ファイザー

[院内][院外]ジスロマック錠250mg アジスロマイシン水和物 250mg1錠 ファイザー

[院内]ジスロマック点滴静注用500mg アジスロマイシン水和物 500mg1瓶 ファイザー

[院内][院外]ルリッド錠150 ロキシスロマイシン 150mg1錠 サノフィ
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615 主としてＧ＋－菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの

615 主としてＧ＋－菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用

100mg「サワイ」

ミノサイクリン塩酸塩 100mg1瓶 沢井

[院内][院外]ミノマイシンカプセル100mg ミノサイクリン塩酸塩 100mg1カプセル ファイザー

[院内][院外]ミノマイシンカプセル50mg ミノサイクリン塩酸塩 50mg1カプセル ファイザー

[院内][院外]ミノマイシン顆粒2％ ミノサイクリン塩酸塩 20mg1g ファイザー
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616 主として抗酸菌に作用するもの

616 主として抗酸菌に作用するもの

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]リファジンカプセル150mg リファンピシン 150mg1カプセル 第一三共
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617 主としてカビに作用するもの

617 主としてカビに作用するもの

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]アムビゾーム点滴静注用50mg アムホテリシンＢ 50mg1瓶 住友ファーマ

[院内]カンサイダス点滴静注用50mg カスポファンギン酢酸塩 50mg1瓶 ＭＳＤ

[院内]カンサイダス点滴静注用70mg カスポファンギン酢酸塩 70mg1瓶 ＭＳＤ

[院内][院外]ファンギゾンシロップ100mg/mL アムホテリシンＢ 100mg1mL クリニジェン

[院内]ブイフェンド200mg静注用 ボリコナゾール 200mg1瓶 ファイザー

[院外]ブイフェンド錠50mg ボリコナゾール 50mg1錠 ファイザー

[院内][院外]ボリコナゾール錠50mg「トーワ」 ボリコナゾール 50mg1錠 東和薬品

[院内]ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サ

ワイ」

ミカファンギンナトリウム 50mg1瓶 沢井
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619 その他の抗生物質製剤（含複合抗生物質製剤）

619 その他の抗生物質製剤（含複合抗生物質製剤）

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]ボノサップパック800 ボノプラザンフマル酸塩＼アモキシシリン水

和物＼クラリスロマイシン

1シート 武田

[院外]ボノピオンパック ボノプラザンフマル酸塩＼アモキシシリン水

和物＼メトロニダゾール

1シート 武田

[院外]ラベキュアパック400 ラベプラゾールナトリウム＼アモキシシリン水

和物＼クラリスロマイシン

1シート EAファーマ

[院外]ラベキュアパック800 ラベプラゾールナトリウム＼アモキシシリン水

和物＼クラリスロマイシン

1シート EAファーマ

[院外]ラベファインパック ラベプラゾールナトリウム＼アモキシシリン水

和物＼メトロニダゾール

1シート EAファーマ

[院外]リフキシマ錠200mg リファキシミン 200mg1錠 武田
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621 サルファ剤

621 サルファ剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アザルフィジンEN錠500mg サラゾスルファピリジン 500mg1錠 あゆみ製薬

[院内][院外]サラゾピリン錠500mg サラゾスルファピリジン 500mg1錠 ファイザー
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622 抗結核剤

622 抗結核剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]イスコチン錠100mg イソニアジド 100mg1錠 アルフレッサＰ

[院内][院外]エブトール250mg錠 エタンブトール塩酸塩 250mg1錠 科研

[院内][院外]ピラマイド原末 ピラジナミド 1g アルフレッサＰ
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623 抗ハンセン病剤

623 抗ハンセン病剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]レクチゾール錠25mg ジアフェニルスルホン 25mg1錠 田辺三菱
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624 合成抗菌剤

624 合成抗菌剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]アベロックス錠400mg モキシフロキサシン塩酸塩 400mg1錠 バイエル

[院内][院外]オゼックス細粒小児用15％ トスフロキサシントシル酸塩水和物 150mg1g 富士フイルム富山化学

[院外]オゼックス錠150 トスフロキサシントシル酸塩水和物 150mg1錠 富士フイルム富山化学

[院外]クラビット錠500mg レボフロキサシン水和物 500mg1錠(レボフロキサシンと

して)

第一三共

[院内][院外]グレースビット錠50mg シタフロキサシン水和物 50mg1錠 第一三共

[院外]ザイボックス錠600mg リネゾリド 600mg1錠 ファイザー

[院内][院外]ジェニナック錠200mg メシル酸ガレノキサシン水和物 200mg1錠 アステラス

[院内][院外]シプロキサン錠200mg シプロフロキサシン塩酸塩 200mg1錠 バイエル

[院内]シプロフロキサシン点滴静注

400mg/200mL「明治」

シプロフロキサシン 400mg200mL1袋 Meiji Seika ファルマ

[院内][院外]シベクトロ錠200mg テジゾリドリン酸エステル 200mg1錠 ＭＳＤ

[院内]シベクトロ点滴静注用200mg テジゾリドリン酸エステル 200mg1瓶 ＭＳＤ

[院内][院外]ラスビック錠75mg ラスクフロキサシン塩酸塩 75mg1錠 杏林

[院内]ラスビック点滴静注キット150mg ラスクフロキサシン塩酸塩 150mg1キット(希釈液付) 杏林

[院内][院外]リネゾリド錠600mg「明治」 リネゾリド 600mg1錠 Meiji Seika ファルマ

[院内]リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」 リネゾリド 600mg300mL1袋 光

[院内][院外]レボフロキサシン錠500mg「

DSEP」

レボフロキサシン水和物 500mg1錠(レボフロキサシンと

して)

第一三共エスファ

[院内]レボフロキサシン点滴静注バッグ

500mg/100mL「DSEP」

レボフロキサシン水和物 500mg100mL1キット 第一三共エスファ

[院外]レボフロキサシン粒状錠500mg「モチダ

」

レボフロキサシン水和物 500mg1包(レボフロキサシンと

して)

持田

[院外]レボフロキサシン粒状錠250mg「モチダ

」

レボフロキサシン水和物 250mg1包(レボフロキサシンと

して)

持田
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625 抗ウイルス剤

625 抗ウイルス剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アシクロビルDS80％「NK」 アシクロビル 80％1g 日本化薬

[院内]アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ

」

アシクロビル 250mg1管 東和薬品

[院外]アメナリーフ錠200mg アメナメビル 200mg1錠 マルホ

[院内][院外]アラセナ-A軟膏3％ ビダラビン 3％1g 持田

[院内][院外]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 20mg1キット 第一三共

[院内][院外][条件つき]エンテカビル錠

0.5mg「EE」

エンテカビル水和物 0.5mg1錠 日医工

[院内][院外]オセルタミビルカプセル75mg「サ

ワイ」

オセルタミビルリン酸塩 75mg1カプセル 沢井

[院内][院外]オセルタミビルDS3％「サワイ」 オセルタミビルリン酸塩 3％1g 沢井

[院内]シナジス筋注液100mg パリビズマブ（遺伝子組換え） 100mg1mL1瓶 アストラゼネカ

[院内]シナジス筋注液50mg パリビズマブ（遺伝子組換え） 50mg0.5mL1瓶 アストラゼネカ

[院内][院外]シンメトレル細粒10％ アマンタジン塩酸塩 10％1g サンファーマ

[院内][院外]シンメトレル錠50mg アマンタジン塩酸塩 50mg1錠 サンファーマ

[院内]ゼビュディ点滴静注液500mg ソトロビマブ（遺伝子組換え） グラクソ・スミスクライン

[院外][条件つき]ゼフィックス錠100 ラミブジン 100mg1錠 グラクソ・スミスクライン

[院内][院外]ゾビラックス軟膏5％ アシクロビル 5％1g グラクソ・スミスクライン

[院外]ゾフルーザ錠10mg バロキサビル　マルボキシル 10mg1錠 塩野義

[院内][院外]ゾフルーザ錠20mg バロキサビル　マルボキシル 20mg1錠 塩野義

[院外]タミフルカプセル75 オセルタミビルリン酸塩 75mg1カプセル 中外製薬

[院外]タミフルドライシロップ3％ オセルタミビルリン酸塩 3％1g 中外製薬

[院内]デノシン点滴静注用500mg ガンシクロビル 500mg1瓶 田辺三菱

[院外][条件つき]テノゼット錠300mg テノホビル　ジソプロキシルフマル酸塩 300mg1錠 グラクソ・スミスクライン

[院外][条件つき]ハーボニー配合錠 レジパスビル＼ソホスブビル 1錠 ギリアド・サイエンシズ

[院内]パキロビッドパック ニルマトレルビル＼リトナビル ファイザー

[院外][条件つき]バラクルード錠0.5mg エンテカビル水和物 0.5mg1錠 ブリストルＭスクイブ

[院内][院外]バラシクロビル粒状錠500mg「モ

チダ」

バラシクロビル塩酸塩 500mg1包 持田

[院外]バルトレックス顆粒50％ バラシクロビル塩酸塩 50％1g グラクソ・スミスクライン

[院外]バルトレックス錠500 バラシクロビル塩酸塩 500mg1錠 グラクソ・スミスクライン

[院外]ファムビル錠250mg ファムシクロビル 250mg1錠 マルホ

[院内][条件つき]ベクルリー点滴静注用

100mg

レムデシビル 100mg1瓶 ギリアド・サイエンシズ

[院外][条件つき]ベムリディ錠25mg テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 25mg1錠 ギリアド・サイエンシズ

[院外][条件つき]マヴィレット配合錠 グレカプレビル水和物＼ピブレンタスビル 1錠 アッヴィ

[院内][院外]ラゲブリオカプセル200mg モルヌピラビル 200mg1カプセル ＭＳＤ

[院内]ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg ペラミビル水和物 150mg15mL1瓶 塩野義

[院内]ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg ペラミビル水和物 300mg60mL1袋 塩野義

- 155 -



625 抗ウイルス剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外][条件つき]レベトールカプセル

200mg

リバビリン 200mg1カプセル ＭＳＤ

[院内]ロナプリーブ注射液セット1332 カシリビマブ（遺伝子組換え）＼イムデビマブ

（遺伝子組換え）

中外製薬
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629 その他の化学療法剤

629 その他の化学療法剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]イトラコナゾール錠50mg「日医工

」

イトラコナゾール 50mg1錠 日医工

[院内][院外]オラビ錠口腔用50mg ミコナゾール 50mg1錠 久光

[院外]クレナフィン爪外用液10％ エフィナコナゾール 10％1g 科研

[院内][院外]ダイフェン配合顆粒 スルファメトキサゾール＼トリメトプリム 1g 鶴原

[院内][院外]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

[院外]ネイリンカプセル100mg ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加

物

100mg1カプセル 佐藤製薬

[院外]バクタ配合錠 スルファメトキサゾール＼トリメトプリム 1錠 塩野義

[院内]プロジフ静注液200 ホスフルコナゾール 8％2.5mL1瓶 ファイザー

[院外]フロリードゲル経口用2％ ミコナゾール 2％1g 持田

[院外]ベセルナクリーム5％ イミキモド 5％250mg1包 持田

[院内][院外]ラミシール錠125mg テルビナフィン塩酸塩 125mg1錠 サンファーマ

[院外]ルコナック爪外用液5％ ルリコナゾール 5％1g 佐藤製薬
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631 ワクチン類

631 ワクチン類

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]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)

サノフィ

[院内]イモバックスポリオ皮下注 不活化ポリオワクチン(ソークワクチン) サノフィ

[院内]エイムゲン 乾燥組織培養不活化Ａ型肝炎ワクチン Meiji Seika ファルマ

[院内]エンセバック皮下注用 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン Meiji Seika ファルマ

[院内]ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子

ワクチン（酵母由来）

ＭＳＤ

[院内]乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケ

ダ」

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 武田

[院内]乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 乾燥弱毒生水痘ワクチン 田辺三菱

[院内]乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 乾燥弱毒生風しんワクチン 武田

[院内]乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用) 乾燥BCGワクチン 日本ビーシージー

[院内]ニューモバックスNPシリンジ 肺炎球菌ワクチン 0.5mL1筒 ＭＳＤ

[院内]ビームゲン注0.25mL 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） 0.25mL1瓶 Meiji Seika ファルマ

[院内]ビームゲン注0.5mL 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） 0.5mL1瓶 Meiji Seika ファルマ

[院内]「ビケンHA」 インフルエンザHAワクチン 田辺三菱

[院内]フルービックHAシリンジ インフルエンザHAワクチン 田辺三菱

[院内]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）

ファイザー

[院内]ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ

0.25mL

組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） 0.25mL1筒 ＭＳＤ

[院内]ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ

0.5mL

組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） 0.5mL1筒 ＭＳＤ

[院内]ロタリックス内用液 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン グラクソ・スミスクライン
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632 毒素及びトキソイド類

632 毒素及びトキソイド類

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]沈降破傷風トキソイド「生研」 沈降破傷風トキソイド 0.5mL1瓶 田辺三菱
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633 抗毒素及び抗レプトスピラ血清類

633 抗毒素及び抗レプトスピラ血清類

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]乾燥ガスえそ抗毒素「KMB」 乾燥ガスえそウマ抗毒素 各5,000単位入1瓶(溶解液付

)

ＫＭバイオロジクス

[院内]乾燥まむし抗毒素「KMB」 乾燥まむしウマ抗毒素 各6,000単位入1瓶(溶解液付

)

Meiji Seika ファルマ
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634 血液製剤類

634 血液製剤類

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]アコアラン静注用600 アンチトロンビン ガンマ（遺伝子組換え） 600国際単位1瓶(溶解液付) 日本血液製剤機構

[院内][院外]アディノベイト静注用キット1000 ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え

)

1,000国際単位1キット(溶解液

付)

武田

[院内]献血アルブミン20％静注10g/50mL「タ

ケダ」

人血清アルブミン 20％50mL1瓶 武田

[院内]献血アルブミン25％静注12.5g/50mL「

KMB」

人血清アルブミン 25％50mL1瓶 日本血液製剤機構

[院内]献血アルブミン25％静注5g/20mL「ベ

ネシス」

人血清アルブミン 25％20mL1瓶 日本血液製剤機構

[院内]献血アルブミン5％静注12.5g/250mL「

JB」

人血清アルブミン 5％250mL1瓶 日本血液製剤機構

[院内]献血ヴェノグロブリンIH10％静注

5g/50mL

ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 5g50mL1瓶 日本血液製剤機構

[院内][院外]オルプロリクス静注用3000 エフトレノナコグ アルファ（遺伝子組換え） 3,000国際単位1瓶(溶解液付

)

サノフィ

[院内]グロブリン筋注1500mg/10mL「JB」 人免疫グロブリン 150mg1mL 日本血液製剤機構

[院内]献血グロベニン－I静注用5000mg 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロ

ブリン

5g100mL1瓶(溶解液付) 武田

[院内]ケイセントラ静注用1000 乾燥濃縮人プロトロンビン複合体 1,000国際単位1瓶(溶解液付

)

CSLベーリング

[院内]ケイセントラ静注用500 乾燥濃縮人プロトロンビン複合体 500国際単位1瓶(溶解液付) CSLベーリング

[院内]抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位

/1mL「JB」

抗HBs人免疫グロブリン 200単位1mL1瓶 日本血液製剤機構

[院内]抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「

JB」

乾燥抗D（Rho）人免疫グロブリン 1,000倍1瓶(溶解液付) 日本血液製剤機構

[院内]タコシール組織接着用シート

9.5cm×4.8cm(フラットタイプ：レギュラーサイ

ズ)

人フィブリノゲン＼トロンビン画分＼ウマコラー

ゲン

9.5cm×4.8cm1枚 CSLベーリング

[院内]テタノブリンIH静注1500単位 ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫

グロブリン

1,500国際単位1瓶 日本血液製剤機構

[院内]テタノブリンIH静注250単位 ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫

グロブリン

250国際単位1瓶 日本血液製剤機構

[院内]献血ノンスロン1500注射用 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII 1,500単位1瓶(溶解液付) 武田

[院内]ハプトグロビン静注2000単位「JB」 人ハプトグロビン 2,000単位100mL1瓶 日本血液製剤機構

[院内]ピリヴィジェン10％静注10g/100mL pH4処理酸性人免疫グロブリン 10g100mL1瓶 CSLベーリング

[院内]フィブロガミンP静注用 ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子 240国際単位1瓶（溶解液付） CSLベーリング

[院内]献血ベニロン-I静注用5000mg 乾燥スルホ化人免疫グロブリン 5g100mL1瓶(溶解液付) 帝人Ｐ

[院内]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

[院内]ベリプラストPコンビセット組織接着用

(1mL)

人フィブリノゲン＼血液凝固第XIII因子＼ア

プロチニン＼トロンビン＼塩化カルシウム水和

物

1mL2キット1組 CSLベーリング

[院内]ベリプラストPコンビセット組織接着用

(3mL)

人フィブリノゲン＼血液凝固第XIII因子＼ア

プロチニン＼トロンビン＼塩化カルシウム水和

物

3mL2キット1組 CSLベーリング

[院内]ベリプラストPコンビセット組織接着用 人フィブリノゲン＼血液凝固第XIII因子＼ア 5mL2キット1組 CSLベーリング
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634 血液製剤類

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

(5mL) プロチニン＼トロンビン＼塩化カルシウム水和

物

[院内]ボルヒール組織接着用(0.5mL) 人フィブリノゲン＼人血液凝固第XIII因子

＼アプロチニン＼トロンビン＼塩化カルシウム

水和物

0.5mL4瓶1組 日本血液製剤機構

[院内]ボルヒール組織接着用(3mL) 人フィブリノゲン＼人血液凝固第XIII因子

＼アプロチニン＼トロンビン＼塩化カルシウム

水和物

3mL4瓶1組 日本血液製剤機構

[院内]ボルヒール組織接着用(5mL) 人フィブリノゲン＼人血液凝固第XIII因子

＼アプロチニン＼トロンビン＼塩化カルシウム

水和物

5mL4瓶1組 日本血液製剤機構
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636 混合生物学的製剤

636 混合生物学的製剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]DTビック 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド 田辺三菱

[院内]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

田辺三菱

[院内]はしか風しん混合生ワクチン「第一三

共」

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン 第一三共
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639 その他の生物学的製剤

639 その他の生物学的製剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]アクテムラ点滴静注用200mg トシリズマブ(遺伝子組換え) 200mg10mL1瓶 中外製薬

[院内]アクテムラ点滴静注用400mg トシリズマブ(遺伝子組換え) 400mg20mL1瓶 中外製薬

[院内]アクテムラ点滴静注用80mg トシリズマブ(遺伝子組換え) 80mg4mL1瓶 中外製薬

[院内][院外]アクテムラ皮下注162mgオートイ

ンジェクター

トシリズマブ(遺伝子組換え) 162mg0.9mL1キット 中外製薬

[院内][院外]アボネックス筋注用シリンジ

30μg

インターフェロンベータ-1a（遺伝子組換え） 30μg0.5mL1筒 バイオジェンJ

[院内]イムネース注35 テセロイキン（遺伝子組換え） 35万単位1瓶（溶解液付） 共和薬工

[院内]イムノブラダー膀注用40mg 乾燥BCG膀胱内用（日本株） 40mg1瓶(溶解液付) 日本化薬

[院内]イムノブラダー膀注用80mg 乾燥BCG膀胱内用（日本株） 80mg1瓶(溶解液付) 日本化薬

[院内]ジーンプラバ点滴静注625mg ベズロトクスマブ(遺伝子組換え) 625mg25mL1瓶 ＭＳＤ

[院内]スミフェロン注DS600万IU インターフェロンアルファ（ＮＡＭＡＬＷＡ） 600万国際単位1筒 住友ファーマ

[院内]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)

日本ビーシージー

[院内]フエロン注射用300万 インターフェロンベータ 300万国際単位1瓶(溶解液付

)

東レ

[院内]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）

180μg1mL1瓶 中外製薬

[院内]ペガシス皮下注90μg ペグインターフェロン アルファ-2a（遺伝子組

換え）

90μg1mL1瓶 中外製薬

[院外]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） 960万国際単位1瓶(溶解液付

)

バイエル
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641 抗原虫剤

641 抗原虫剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]アネメトロ点滴静注液500mg メトロニダゾール 500mg100mL1瓶 ファイザー

[院内][院外]フラジール内服錠250mg メトロニダゾール 250mg1錠 塩野義

[院内]ベナンバックス注用300mg ペンタミジンイセチオン酸塩 300mg1瓶 サノフィ
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642 駆虫剤

642 駆虫剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院外]コンバントリンドライシロップ100mg ピランテルパモ酸塩 10％1g 佐藤製薬

[院内][院外]ストロメクトール錠3mg イベルメクチン 3mg1錠 マルホ

[院内][院外]スミスリンローション5％ フェノトリン 5％1g クラシエ薬品

[院外]ビルトリシド錠600mg プラジカンテル 600mg1錠 バイエル
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711 賦形剤

711 賦形剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]トウモロコシデンプン「ヨシダ」 トウモロコシデンプン 10g 吉田製薬

[院内][院外]乳糖「ホエイ」 乳糖水和物 10g ヴィアトリス
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712 軟膏基剤

712 軟膏基剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]オリブ油 オリブ油 10mL ファイザー

[院内]サラシミツロウ「ホエイ」 サラシミツロウ 10g ヴィアトリス

[院内][院外]親水クリーム「ホエイ」 親水クリーム 10g ヴィアトリス

[院内][院外]親水ワセリン「ホエイ」 親水ワセリン 10g ヴィアトリス

[院内][院外]ソルベース マクロゴール 10g 陽進堂

[院内][院外]プロペト 白色ワセリン 10g 丸石

[院内][院外]流動パラフィン「ヨシダ」 流動パラフィン 10mL 吉田製薬
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713 溶解剤

713 溶解剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]大塚蒸留水(20mL管) 注射用水 20mL1管 大塚製薬

[院内]注射用水 注射用水 5mL1管 ニプロ

[院内]注射用水(100mLプラスチックボトル) 注射用水 100mL1瓶 光

[院内]注射用水バッグ「フソー」 注射用水 1L1袋 扶桑

[院内]プロピレングリコール プロピレングリコール 10mL 丸石

[院内][院外]滅菌精製水 滅菌精製水（容器入り） 10mL 光
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714 矯味，矯臭，着色剤

714 矯味，矯臭，着色剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]l-メントール「ホエイ」 ｌ-メントール 1g ヴィアトリス

[院内][院外]単シロップ 単シロップ 10mL ファイザー

[院内]ハッカ油「コザカイ・M」 ハッカ油 1mL 小堺
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719 その他の調剤用薬

719 その他の調剤用薬

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]塩化ナトリウム「オーツカ」 塩化ナトリウム 10g 大塚製薬
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721 Ｘ線造影剤

721 Ｘ線造影剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]イオパミドール300注100mL「F」 イオパミドール 61.24%100mL1瓶 富士製工

[院内]イオパミドール300注100mL「HK」 イオパミドール 61.24%100mL1瓶 光

[院内]イオパミドール300注20mL「F」 イオパミドール 61.24%20mL1瓶 富士製工

[院内]イオパミドール300注50mL「HK」 イオパミドール 61.24%50mL1瓶 光

[院内]イオパミドール300注シリンジ100mL「F」 イオパミドール 61.24%100mL1筒 富士製工

[院内]イオパミドール370注100mL「HK」 イオパミドール 75.52%100mL1瓶 光

[院内]イオパミドール370注50mL「HK」 イオパミドール 75.52%50mL1瓶 光

[院内]イオパミドール370注シリンジ100mL「F」 イオパミドール 75.52％100mL1筒 富士製工

[院内]イオパミロン注300(20mL) イオパミドール 61.24％20mL1瓶 バイエル

[院内]イオパミロン注300シリンジ(100mL) イオパミドール 61.24％100mL1筒 バイエル

[院内]イオパミロン注370シリンジ(100mL) イオパミドール 75.52％100mL1筒 バイエル

[院内]イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」 イオプロミド 62.34％100mL1筒 バイエル

[院内]イオヘキソール300注100mL「F」(尿路・

血管用)

イオヘキソール 64.71%100mL1瓶 富士製工

[院内]イオヘキソール300注50mL「F」(尿路・

血管用)

イオヘキソール 64.71%50mL1瓶 富士製工

[院内]イオヘキソール350注100mL「F」(血管

用)

イオヘキソール 75.49%100mL1瓶 富士製工

[院内]イオヘキソール350注50mL「F」(尿路・

血管用)

イオヘキソール 75.49％50mL1瓶 富士製工

[院内]イオメロン300注100mL イオメプロール 61.24％100mL1瓶 エーザイ

[院内]イオメロン300注50mL イオメプロール 61.24％50mL1瓶 エーザイ

[院内]イオメロン300注シリンジ100mL イオメプロール 61.24％100mL1筒 エーザイ

[院内]イオメロン350注100mL イオメプロール 71.44％100mL1瓶 エーザイ

[院内]イオメロン350注50mL イオメプロール 71.44％50mL1瓶 エーザイ

[院内]イオメロン350注シリンジ100mL イオメプロール 71.44％100mL1筒 エーザイ

[院内]イオメロン350注シリンジ135mL イオメプロール 71.44％135mL1筒 エーザイ

[院内]イソビスト注240 イオトロラン 51.26％10mL1瓶 バイエル

[院内]ウログラフイン注60％(100mL) アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン 60％100mL1瓶 バイエル

[院内]ウログラフイン注60％(20mL) アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン 60％20mL1管 バイエル

[院内][院外]エネマスター注腸散 硫酸バリウム 98.1％10g 伏見製薬

[院内]オプチレイ320注シリンジ100mL イオベルソール 67.8％100mL1筒 ゲルベ・ジャパン

[院内]オプチレイ350注シリンジ100mL イオベルソール 74.1％100mL1筒 ゲルベ・ジャパン

[院内]オムニパーク240注10mL イオヘキソール 51.77％10mL1瓶 GEヘルスケアP

[院内]オムニパーク300注100mL イオヘキソール 64.71％100mL1瓶 GEヘルスケアP

[院内]オムニパーク300注50mL イオヘキソール 64.71％50mL1瓶 GEヘルスケアP

[院内]オムニパーク300注シリンジ100mL イオヘキソール 64.71％100mL1筒 GEヘルスケアP

[院内]オムニパーク300注シリンジ150mL イオヘキソール 64.71％150mL1筒 GEヘルスケアP

[院内]オムニパーク300注シリンジ50mL イオヘキソール 64.71％50mL1筒 GEヘルスケアP
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721 Ｘ線造影剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]オムニパーク350注100mL イオヘキソール 75.49％100mL1瓶 GEヘルスケアP

[院内]オムニパーク350注50mL イオヘキソール 75.49％50mL1瓶 GEヘルスケアP

[院内]オムニパーク350注シリンジ70mL イオヘキソール 75.49％70mL1筒 GEヘルスケアP

[院内][院外]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 1mL バイエル

[院内]バリエネマ300 硫酸バリウム 60％300mL1個 日医工

[院内][院外]バリテスターA240散 硫酸バリウム 98.5％10g 伏見製薬

[院内][院外]バロス発泡顆粒-S 炭酸水素ナトリウム＼酒石酸 1g 堀井薬工

[院内]ビジパーク270注100mL イオジキサノール 54.97％100mL1瓶 GEヘルスケアP

[院内]ビジパーク270注20mL イオジキサノール 54.97％20mL1瓶 GEヘルスケアP

[院内]ビジパーク320注100mL イオジキサノール 65.15％100mL1瓶 GEヘルスケアP

[院内]ビジパーク320注50mL イオジキサノール 65.15％50mL1瓶 GEヘルスケアP

[院内]ビリスコピン点滴静注50 イオトロクス酸メグルミン 10.55％100mL1瓶 バイエル

[院内]マグコロール散68％分包50g クエン酸マグネシウム 68％50g1包 堀井薬工

[院内]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 10mL1管 ゲルベ・ジャパン
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722 機能検査用試薬

722 機能検査用試薬

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]アルギニン点滴静注30g「AY」 Ｌ－アルギニン塩酸塩 10％300mL1袋 陽進堂

[院内]アンチレクス静注10mg エドロホニウム塩化物 1％1mL1管 杏林

[院内]インジゴカルミン注20mg「AFP」 インジゴカルミン 0.4％5mL1管 アルフレッサＰ

[院内]LH-RH注0.1mg「タナベ」 ゴナドレリン酢酸塩 0.1mg1管 ニプロES P

[院内]オビソート注射用0.1g アセチルコリン塩化物 100mg1管(溶解液付) 第一三共

[院内]グルカゴンGノボ注射用1mg グルカゴン（遺伝子組換え） 1mg1瓶(溶解液付) EAファーマ

[院内]ジアグノグリーン注射用25mg インドシアニングリーン 25mg1瓶(溶解液付) 第一三共

[院内]注射用GHRP科研100 プラルモレリン塩酸塩 100μg1瓶(溶解液付) 科研

[院内]膵外分泌機能検査用PFD内服液

500mg

ベンチロミド 5％10mL1瓶 エーザイ

[院内]TRH注0.5mg「タナベ」 プロチレリン 0.5mg1管 ニプロES P

[院内]ヒトCRH静注用100μg「タナベ」 コルチコレリン（ヒト） 100μg1瓶(溶解液付) ニプロES P

[院内]プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」 プロチレリン酒石酸塩水和物 0.5mg1管 ニプロ
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729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）

729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]アラグリオ顆粒剤分包1.5g アミノレブリン酸塩酸塩 1.5g1包 日本化薬

[院内]アラベル内用剤1.5g アミノレブリン酸塩酸塩 1.5g1瓶 ノーベルファーマ

[院内]診断用アレルゲン皮内エキス治療用ア

レルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト

1:1,000

アレルゲンエキス 2mL1瓶 鳥居

[院内]診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」ブ

タクサ花粉1:1,000

診断用アレルゲンエキス 2mL1瓶 鳥居

[院内]EOB・プリモビスト注シリンジ(10mL) ガドキセト酸ナトリウム 18.143％10mL1筒 バイエル

[院内]インジゴカルミン注20mg「AFP」 インジゴカルミン 0.4％5mL1管 アルフレッサＰ

[院内]オフサグリーン静注用25mg インドシアニングリーン 25mg1瓶(溶解液付) 参天

[院内]オムニスキャン静注32％シリンジ15mL ガドジアミド水和物 32.3％15mL1筒 GEヘルスケアP

[院内]ガドテル酸メグルミン静注38％シリンジ

13mL「GE」

ガドテル酸メグルミン 37.695％13mL1筒 GEヘルスケアP

[院内]ガドテル酸メグルミン静注38％シリンジ

20mL「GE」

ガドテル酸メグルミン 37.695％20mL1筒 GEヘルスケアP

[院内]ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL ガドブトロール 60.47％10mL1筒 バイエル

[院内]ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL ガドブトロール 60.47％5mL1筒 バイエル

[院内]ジアグノグリーン注射用25mg インドシアニングリーン 25mg1瓶(溶解液付) 第一三共

[院内]ソナゾイド注射用16μL ペルフルブタン 1瓶(溶解液付) GEヘルスケアP

[院内]トレーランG液75g デンプン部分加水分解物 225mL1瓶 陽進堂

[院内]パッチテストパネル(S) パッチテストパネル 2枚1組 佐藤製薬

[院内]フルオレサイト静注500mg フルオレセイン 10％5mL1瓶 ノバルティスＰ

[院内]フローレス眼検査用試験紙0.7mg フルオレセインナトリウム 1枚 あゆみ製薬

[院内]プロハンス静注シリンジ13mL ガドテリドール 13mL1筒 エーザイ

[院内]プロハンス静注シリンジ17mL ガドテリドール 17mL1筒 エーザイ

[院内][院外]ボースデル内用液10 塩化マンガン四水和物 10mg250mL1袋 協和キリン

[院内][条件つき]マグネスコープ静注38％シ

リンジ15mL

ガドテル酸メグルミン 37.695％15mL1筒 ゲルベ・ジャパン

[院内]ユービット錠100mg 尿素（１３Ｃ） 100mg1錠 大塚製薬

[院内]リゾビスト注 フェルカルボトラン 44.6mg1.6mL1瓶 PDRファーマ

[院内]レボビスト注射用 ガラクトース＼パルミチン酸 2.5g1瓶（溶解液付） バイエル
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732 防疫用殺菌消毒剤

732 防疫用殺菌消毒剤

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]アセサイド6％消毒液 過酢酸 サラヤ

[院内]ディスオーパ消毒液0.55％ フタラール ASP
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799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「

FRI」

アデノシン 60mg20mL1筒 PDRファーマ

[院外]チャンピックス錠0.5mg バレニクリン酒石酸塩 0.5mg1錠 ファイザー

[院外]チャンピックス錠1mg バレニクリン酒石酸塩 1mg1錠 ファイザー

[院内]ドブタミン点滴静注液200mgキット「

VTRS」

ドブタミン塩酸塩 0.1％200mL1袋 ヴィアトリス

[院内]ドブタミン点滴静注液600mgキット「

VTRS」

ドブタミン塩酸塩 0.3％200mL1袋 ヴィアトリス

[院外]ニコチネルTTS30 ニコチン (52.5mg)30cm(2)1枚 アルフレッサＰ

[院内]ビジクリア配合錠 リン酸二水素ナトリウム一水和物＼無水リン酸

水素二ナトリウム

1錠 ゼリア

[院内][院外]プロナーゼMS プロナーゼ 20,000単位 科研

[院内]ミオテクター冠血管注 塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼塩化マグネシ

ウム＼塩化カルシウム水和物＼炭酸水素ナト

リウム

1瓶1管1組 扶桑

[院内]ミリプラ用懸濁用液4mL ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル 4mL1管 住友ファーマ

[院内]ミンクリア内用散布液0.8％ ｌ-メントール 20mL1筒 富士製工

[院内]ムーベン配合内用液 塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼炭酸水素ナト

リウム＼無水硫酸ナトリウム

500mL1瓶 武田

[院内]モビプレップ配合内用剤 塩化ナトリウム＼塩化カリウム＼無水硫酸ナト

リウム＼マクロゴール4000＼アスコルビン酸

＼L-アスコルビン酸ナトリウム

1袋 EAファーマ
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811 あへんアルカロイド系麻薬

811 あへんアルカロイド系麻薬

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外]アンペック坐剤30mg モルヒネ塩酸塩水和物 30mg1個 住友ファーマ

[院内][院外]MSコンチン錠10mg モルヒネ硫酸塩水和物 10mg1錠 塩野義

[院内][院外]MSコンチン錠30mg モルヒネ硫酸塩水和物 30mg1錠 塩野義

[院内][院外]オキシコドン徐放錠10mgNX「第

一三共」

オキシコドン塩酸塩水和物 10mg1錠 第一三共

[院内][院外]オキシコドン徐放錠20mgNX「第

一三共」

オキシコドン塩酸塩水和物 20mg1錠 第一三共

[院内][院外]オキシコドン徐放錠5mgNX「第

一三共」

オキシコドン塩酸塩水和物 5mg1錠 第一三共

[院内]オキシコドン注射液10mg「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 1％1mL1管 第一三共

[院内]オキシコドン注射液50mg「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 1％5mL1管 第一三共

[院外]オキシコンチンTR錠10mg オキシコドン塩酸塩水和物 10mg1錠 塩野義

[院外]オキシコンチンTR錠20mg オキシコドン塩酸塩水和物 20mg1錠 塩野義

[院外]オキシコンチンTR錠5mg オキシコドン塩酸塩水和物 5mg1錠 塩野義

[院内][院外]オキノーム散10mg オキシコドン塩酸塩水和物 10mg1包 塩野義

[院内][院外]オキノーム散2.5mg オキシコドン塩酸塩水和物 2.5mg1包 塩野義

[院内][院外]オキノーム散5mg オキシコドン塩酸塩水和物 5mg1包 塩野義

[院外]オキファスト注10mg オキシコドン塩酸塩水和物 1％1mL1管 塩野義

[院外]オキファスト注50mg オキシコドン塩酸塩水和物 1％5mL1管 塩野義

[院内][院外]オプソ内服液10mg モルヒネ塩酸塩水和物 10mg5mL1包 住友ファーマ

[院内][院外]オプソ内服液5mg モルヒネ塩酸塩水和物 5mg2.5mL1包 住友ファーマ

[院内][院外]ナルサス錠2mg ヒドロモルフォン塩酸塩 2mg1錠 第一三共

[院内][院外]ナルサス錠6mg ヒドロモルフォン塩酸塩 6mg1錠 第一三共

[院内]ナルベイン注20mg ヒドロモルフォン塩酸塩 20mg2mL1管 第一三共

[院内]ナルベイン注2mg ヒドロモルフォン塩酸塩 2mg1mL1管 第一三共

[院内][院外]ナルラピド錠1mg ヒドロモルフォン塩酸塩 1mg1錠 第一三共

[院内]モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」 モルヒネ塩酸塩水和物 1%1mL1管 塩野義

[院内]モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ

」

モルヒネ塩酸塩水和物 4%5mL1管 塩野義

[院内]モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」 モルヒネ塩酸塩水和物 1%5mL1管 塩野義
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821 合成麻薬

821 合成麻薬

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内][院外][条件つき]アブストラル舌下錠

100μg

フェンタニルクエン酸塩 100μg1錠 久光

[院内][院外][条件つき]アブストラル舌下錠

200μg

フェンタニルクエン酸塩 200μg1錠 久光

[院外][条件つき]デュロテップMTパッチ

12.6mg

フェンタニル 12.6mg1枚 ヤンセン

[院内][院外][条件つき]デュロテップMTパッ

チ2.1mg

フェンタニル 2.1mg1枚 ヤンセン

[院外][条件つき]デュロテップMTパッチ4.2mg フェンタニル 4.2mg1枚 ヤンセン

[院内][院外]フェンタニル3日用テープ2.1mg「

HMT」

フェンタニル 2.1mg1枚 久光

[院内]フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 フェンタニルクエン酸塩 0.005%2mL1管 テルモ

[院内]フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」 フェンタニルクエン酸塩 0.005%10mL1管 テルモ

[院外][条件つき]フェントステープ0.5mg フェンタニルクエン酸塩 0.5mg1枚 協和キリン

[院内][院外][条件つき]フェントステープ1mg フェンタニルクエン酸塩 1mg1枚 久光

[院内][院外][条件つき]フェントステープ2mg フェンタニルクエン酸塩 2mg1枚 久光

[院内][院外][条件つき]フェントステープ6mg フェンタニルクエン酸塩 6mg1枚 久光

[院内]ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」 ペチジン塩酸塩 3.5％1mL1管 武田

[院内]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 2mg1瓶 第一三共
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993 院内製剤外用

993 院内製剤外用

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]アロンアルフアA「三共」

[院内]消毒用エタノールIP

[院内]ピュリファンP

[院内]ラビジェル（60, 250, 600mL）
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995 院内製剤その他

995 院内製剤その他

【販売名】 【一般名】 【規格単位】 【販売会社】

[院内]アセトン

[院内]ウリスティックス

[院内]CA‐TG培地

[院内]ラブスティックス
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50音順インデックス

50音順インデックス

ア

アーチスト錠10mg 33

アーチスト錠2.5mg 33

アーテン散1％ 8

アーテン錠(2mg) 8

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 108

アービタックス注射液100mg 127

アーリーダ錠60mg 127

動注用アイエーコール100mg 127

アイオピジンUD点眼液1％ 22

アイトロール錠20mg 37

アイピーディカプセル50 134

アイファガン点眼液0.1％ 22

アイベータ配合点眼液＜製造番号 A012 A013以降＞ 22

アイミクス配合錠HD 33

アイミクス配合錠LD 33

アイラミド配合懸濁性点眼液 22

アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL 22

亜鉛華(10％)単軟膏「ホエイ」 76

亜鉛華軟膏「ホエイ」 76

アキネトン錠1mg 8

アキネトン注射液5mg 8

アクアチムクリーム1％ 75

アクアチム軟膏1％ 75

アクアチムローション1％ 75

アクテムラ点滴静注用200mg 164

アクテムラ点滴静注用400mg 164

アクテムラ点滴静注用80mg 164

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター 164

アクトシン軟膏3％ 82

アクトスOD錠15 117

アクトスOD錠30 117

アクトネル錠17.5mg 119

アクトネル錠75mg 119

アクトヒブ 158

アコアラン静注用600 161

アコニンサン錠 141

アコファイド錠100mg 59

アサコール錠400mg 59

アザニン錠50mg 119

アザルフィジンEN錠500mg 151

アシクロビル眼軟膏3％「ニットー」 22

アシクロビルDS80％「NK」 155

アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」 155
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50音順インデックス

アシテアダニ舌下錠100単位(IR) 134

アシテアダニ舌下錠300単位(IR) 134

アシノン錠150mg 53

アジマイシン点眼液1％＜製造番号 R008以降＞ 22

アジョビ皮下注225mgオートインジェクター 15

アジルバ錠20mg 33

アジルバ錠40mg 33

アジレクト錠0.5mg 8

アジレクト錠1mg 8

アストミン錠10mg 44

アズノールうがい液4％ 49

アズノール軟膏0.033％ 76

アスパラカリウム散50％ 94

アスパラカリウム錠300mg 94

アスパラカリウム注10mEq 94

アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(10mL) 94

アスパラ-CA錠200 93

アスピリン「ヨシダ」

・ 114 解熱鎮痛消炎剤 6

・ 339 その他の血液・体液用薬 108

アスプール液(0.5％) 47

アスペノンカプセル10 30

アスペノンカプセル20 30

アスベリン散10％ 46

アスベリン錠20 46

アスベリンシロップ0.5％ 46

アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入 50

アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入 50

アセサイド6％消毒液 176

アセテート維持液3G「HK」(500mLソフトバッグ) 104

アセトン 181

アセリオ静注液1000mgバッグ 6

アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 33

アゾセミド錠60mg「DSEP」 32

アゾルガ配合懸濁性点眼液 22

アダラートCR錠10mg 37

アダラートCR錠20mg 37

アダラートCR錠40mg 37

アタラックス-Pカプセル25mg 10

アタラックス-P注射液(25mg/ml) 10

アタラックス-P注射液(50mg/ml) 10

アディノベイト静注用キット1000 161

アテディオ配合錠 33

アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 177

アデホス-Lコーワ注40mg 119

アデホスコーワ顆粒10％ 119

アデホスコーワ腸溶錠20 119
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50音順インデックス

アデホスコーワ腸溶錠60 119

アデムパス錠0.5mg 41

アデムパス錠1.0mg 41

アテレック錠10 33

アテレック錠20 33

アドエア100ディスカス60吸入用 50

アドエア125エアゾール120吸入用 50

アドエア250ディスカス60吸入用 50

アドエア500ディスカス60吸入用 50

アドエア50エアゾール120吸入用 50

アトーゼット配合錠HD 39

アトーゼット配合錠LD 39

アドシルカ錠20mg 41

アドステロール-I131注射液 130

アドソルビン原末 56

アドナ散10％ 106

アドナ錠30mg 106

アドフィードパップ40mg 76

アドリアシン注用10 125

アドリアシン注用50 125

アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」 39

アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」 39

アドレナリン注0.1％シリンジ「テルモ」(1mL) 63

アトロピン注0.05％シリンジ「テルモ」(1mL) 20

日点アトロピン点眼液1％ 22

アナフラニール錠10mg 10

アナフラニール錠25mg 10

アナフラニール点滴静注液25mg 10

アナペイン注2mg/mL(100mL) 17

アナペイン注7.5mg/mL(20mL) 17

アネメトロ点滴静注液500mg 165

アノーロエリプタ30吸入用 47

アバスチン点滴静注用100mg/4mL 127

アバスチン点滴静注用400mg/16mL 127

アバプロ錠100mg 33

アバプロ錠200mg 33

アバプロ錠50mg 33

アピドラ注カート 68

アフィニトール錠5mg 127

アブストラル舌下錠100μg 179

アブストラル舌下錠200μg 179

アブラキサン点滴静注用100mg 126

アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」 30

アプレピタントカプセル80mg「NK」 59

アプレピタントカプセルセット「NK」 59

アベロックス錠400mg 154

アボネックス筋注用シリンジ30μg 164
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アボルブカプセル0.5mg 68

アマージ錠2.5mg 36

アマリール0.5mg錠 117

アマリール1mg錠 117

アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 30

アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 30

アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 30

アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」 143

アミサリン錠250mg 30

アミティーザカプセル12μg 57

アミティーザカプセル24μg 57

アミノレバンEN配合散 96

アミパレン輸液(200mL袋) 96

アムビゾーム点滴静注用50mg 149

アムロジピンOD錠10mg「ケミファ」 37

アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」 37

アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」 37

アムロジンOD錠10mg 37

アムロジンOD錠2.5mg 37

アムロジンOD錠5mg 37

アメナリーフ錠200mg 155

アモキサンカプセル25mg 10

アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 144

アモバン錠10 2

アラグリオ顆粒剤分包1.5g 175

アラセナ-A軟膏3％ 155

アラバ錠10mg 119

アラベル内用剤1.5g 175

アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 26

アリクストラ皮下注2.5mg 107

アリセプト錠5mg 15

アリセプトD錠10mg 15

アリセプトD錠3mg 15

アリセプトD錠5mg 15

アリセプトドライシロップ1％ 15

アリセプト内服ゼリー5mg 15

アリナミンF50注 86

25mgアリナミンF糖衣錠 86

アリナミン注射液10mg 86

アリミデックス錠1mg 127

アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 41

アルギニン点滴静注30g「AY」 174

アルサルミン細粒90％ 53

アルスロマチック関節手術用灌流液 108

アルダクトンA細粒10％ 32

アルダクトンA錠25mg 32

アルタットカプセル75mg 53
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アルツディスポ関節注25mg 119

アルト原末(500mg) 106

アルドメット錠125 33

アルドメット錠250 33

アルピニー坐剤100 6

アルピニー坐剤50 6

アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」 85

アルファロールカプセル0.25μg 85

アルファロールカプセル0.5μg 85

アルファロール内用液0.5μg/mL 85

献血アルブミン20％静注10g/50mL「タケダ」 161

献血アルブミン25％静注12.5g/50mL「KMB」 161

献血アルブミン25％静注5g/20mL「ベネシス」 161

献血アルブミン5％静注12.5g/250mL「JB」 161

アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 2

アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」 41

アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」 41

アルプロスタジル注10μg「F」 41

アルプロスタジル注10μgシリンジ「F」 41

アルプロスタジル注5μg「F」 41

アルメタ軟膏 76

アルロイドG内用液5％ 53

アレギサール錠10mg 134

アレグラ錠30mg 134

アレグラ錠60mg 134

アレグラドライシロップ5％ 134

アレサガテープ4mg 134

アレジオンLX点眼液0.1％ 22

アレジオン錠10 134

アレジオンドライシロップ1％ 134

アレセンサカプセル150mg 127

アレビアチン散10％ 4

アレビアチン錠100mg 4

アレビアチン注250mg 4

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:100 134

診断用アレルゲン皮内エキス治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト1:1,000

・ 449 その他のアレルギー用薬 134

・ 729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） 175

診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」ブタクサ花粉1:1,000 175

アレロックOD錠5 134

アレロック錠2.5 134

アローゼン顆粒 57

アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 30

アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 30

アロフト錠20mg 20

アロプリノール錠100mg「ケミファ」 115

アロンアルフアA「三共」 180
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安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」 29

ツムラ安中散エキス顆粒(医療用) 137

アンチレクス静注10mg 174

アンテベートクリーム0.05％ 76

アンテベート軟膏0.05％ 76

アンテベートローション0.05％ 76

アンヒバ坐剤小児用100mg 6

アンプラーグ錠100mg 108

アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」 45

アンペック坐剤30mg 178

イ

EOB・プリモビスト注シリンジ(10mL) 175

イーケプラ錠500mg 4

イーケプラドライシロップ50％ 4

EPLカプセル250mg

・ 218 高脂血症用剤 39

・ 391 肝臓疾患用剤 112

イオパミドール300注100mL「F」 172

イオパミドール300注100mL「HK」 172

イオパミドール300注20mL「F」 172

イオパミドール300注50mL「HK」 172

イオパミドール300注シリンジ100mL「F」 172

イオパミドール370注100mL「HK」 172

イオパミドール370注50mL「HK」 172

イオパミドール370注シリンジ100mL「F」 172

イオパミロン注300(20mL) 172

イオパミロン注300シリンジ(100mL) 172

イオパミロン注370シリンジ(100mL) 172

イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」 172

イオヘキソール300注100mL「F」(尿路・血管用) 172

イオヘキソール300注50mL「F」(尿路・血管用) 172

イオヘキソール350注100mL「F」(血管用) 172

イオヘキソール350注50mL「F」(尿路・血管用) 172

イオメロン300注100mL 172

イオメロン300注50mL 172

イオメロン300注シリンジ100mL 172

イオメロン350注100mL 172

イオメロン350注50mL 172

イオメロン350注シリンジ100mL 172

イオメロン350注シリンジ135mL 172

イグザレルトOD錠10mg 107

イグザレルトOD錠15mg 107

イクスタンジ錠40mg 127

イクスタンジ錠80mg 127
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イクセロンパッチ13.5mg 15

イクセロンパッチ18mg 15

イクセロンパッチ4.5mg 15

イクセロンパッチ9mg 15

イグラチモド錠25mg「サワイ」 119

イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」

・ 218 高脂血症用剤 39

・ 339 その他の血液・体液用薬 108

イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」

・ 218 高脂血症用剤 39

・ 339 その他の血液・体液用薬 108

イスコチン錠100mg 152

イソジン液10％ 74

イソジンシュガーパスタ軟膏 82

イソソルビド内用液70％「CEO」 32

イソバイドシロップ70％ 32

イソビスト注240 172

イソプロパノール消毒B液70％「ケンエー」 74

イソメニールカプセル7.5mg 27

イドメシンコーワゲル1％ 76

イドメシンコーワゾル1％ 76

イドメシンコーワパップ70mg 76

イトラコナゾール錠50mg「日医工」 157

イナビル吸入粉末剤20mg 155

イニシンク配合錠 117

イノバン注0.3％シリンジ 29

イノラス配合経腸用液 96

イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」 119

イフェクサーSRカプセル37.5mg 10

イフェクサーSRカプセル75mg 10

イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「あすか」 27

イブランス錠125mg 127

イブランス錠25mg 127

イベニティ皮下注105mgシリンジ 119

注射用イホマイド1g 123

イミグラン錠50 36

イミグラン点鼻液20 36

イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 73

イミフィンジ点滴静注120mg 127

イミフィンジ点滴静注500mg 127

イムネース注35 164

イムノブラダー膀注用40mg 164

イムノブラダー膀注用80mg 164

イメンドカプセル80mg 59

イメンドカプセルセット 59

イモバックスポリオ皮下注 158

イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」 126
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イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」 126

イリボーOD錠2.5μg 59

イルトラ配合錠HD 33

イルトラ配合錠LD 33

イルベサルタン錠100mg「DSPB」 33

イレッサ錠250 127

インヴェガ錠3mg 10

インヴェガ錠6mg 10

インヴェガ錠9mg 10

インクレミンシロップ5％ 94

インジゴカルミン注20mg「AFP」

・ 722 機能検査用試薬 174

・ 729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） 175

インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」 68

インスリングラルギンBS注カート「リリー」 68

インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 68

インタールエアロゾル1mg

・ 225 気管支拡張剤 47

・ 449 その他のアレルギー用薬 134

インタール吸入液1％

・ 225 気管支拡張剤 47

・ 449 その他のアレルギー用薬 134

インチュニブ錠1mg 10

ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用) 137

ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用) 137

インテバン坐剤50 6

インデラル錠10mg 30

インデラル注射液2mg 30

イントラリポス輸液20％(100mL袋) 103

インフリーSカプセル200mg 6

インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 59

インライタ錠1mg 127

インライタ錠5mg 127

ウ

ウインタミン細粒(10％) 10

献血ヴェノグロブリンIH10％静注5g/50mL 161

ウエルアップハンドローション0.5％ 74

ウエルアップハンドローション1％ 74

ヴォトリエント錠200mg 127

ウプトラビ錠0.2mg 41

ウブレチド錠5mg 19

ウラリット配合錠 115

ウラリット-U配合散 115

ウリアデック錠20mg 115
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ウリスティックス 181

ウリトスOD錠0.1mg 73

ウルグートカプセル200mg 53

ウルソ顆粒5％ 58

ウルソ錠100mg 58

ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 58

ウルティブロ吸入用カプセル 47

ウルトラテクネカウ 130

ウレパールローション10％ 80

ウロカルン錠225mg 73

ウログラフイン注60％(100mL) 172

ウログラフイン注60％(20mL) 172

ウロナーゼ冠動注用12万単位 116

ウロナーゼ静注用6万単位 116

ウロミテキサン注400mg 113

ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) 137

ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) 137

エ

エイゾプト懸濁性点眼液1％ 22

エイベリス点眼液0.002％ 22

エイベリスミニ点眼液0.002％ 22

エイムゲン 158

エースコール錠2mg 33

エカード配合錠HD 33

エカード配合錠LD 33

エキザルベ 76

液状フェノール「タイセイ」 74

エキセメスタン錠25mg「NK」 127

エクア錠50mg 117

エクザール注射用10mg 126

エクサシン注射液400 143

エクセグラン錠100mg 4

エクセラーゼ配合錠 55

エクフィナ錠50mg 8

エクメット配合錠HD 117

エクメット配合錠LD 117

エクラーローション0.3％ 76

エクリラ400μgジェヌエア60吸入用 47

エクロックゲル5％ 21

エスクレ坐剤「500」 2

SG配合顆粒 6

エスゾピクロン錠1mg「トーワ」 2

エスゾピクロン錠2mg「トーワ」 2

エストラーナテープ0.72mg 66
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エストラサイトカプセル156.7mg 123

SPトローチ0.25mg「明治」 59

エスポー皮下用24000シリンジ 119

エスワンタイホウ配合OD錠T20 124

エスワンタイホウ配合OD錠T25 124

エゼチミブ錠10mg「DSEP」 39

エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 53

消毒用エタノールIP 180

消毒用エタライト液 74

エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」 15

エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」 10

エチゾラム錠1mg「フジナガ」 10

エックスフォージ配合OD錠 33

ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用) 137

エディロールカプセル0.75μg 85

エトキシスクレロール1％注射液 106

エドルミズ錠50mg 119

エナジア吸入用カプセル高用量 50

エナジア吸入用カプセル中用量 50

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「VTRS」

・ 214 血圧降下剤 33

・ 217 血管拡張剤 37

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ファイザー」

・ 214 血圧降下剤 33

・ 217 血管拡張剤 37

エナルモンデポー筋注125mg 65

エネーボ配合経腸用液 96

エネマスター注腸散 172

エバステルOD錠5mg 134

エパデールS600

・ 218 高脂血症用剤 39

・ 339 その他の血液・体液用薬 108

エパデールS900

・ 218 高脂血症用剤 39

・ 339 その他の血液・体液用薬 108

エパデールカプセル300

・ 218 高脂血症用剤 39

・ 339 その他の血液・体液用薬 108

エバミール錠1.0 2

エビスタ錠60mg 119

エピデュオゲル 82

エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」 134

エビプロスタット配合錠DB 73

エピペン注射液0.15mg 63

エピペン注射液0.3mg 63

エビリファイ錠3mg 10

エビリファイ錠6mg 10
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エビリファイ内用液0.1％ 10

エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」 125

エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 125

エピレオプチマル散50％ 4

エフィエントOD錠20mg 108

エフィエント錠2.5mg 108

エフィエント錠3.75mg 108

エブトール250mg錠 152

エフピーOD錠2.5 8

エフメノカプセル100mg 66

エブランチルカプセル15mg

・ 214 血圧降下剤 33

・ 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 73

エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」 20

エベレンゾ錠50mg 119

エボザックカプセル30mg 59

エポジン皮下注シリンジ24000 119

エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」 41

エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液) 104

エポプロステノール静注用1.5mg「ヤンセン」 41

エポプロステノール静注用1.5mg「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液) 104

エミレース錠3mg 10

MSコンチン錠10mg 178

MSコンチン錠30mg 178

エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター 15

MDSコーワ錠300 39

エムラクリーム 17

エラスチーム錠1800 39

エリキュース錠2.5mg 107

エリキュース錠5mg 107

エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 26

エリスロシン錠100mg 146

エリスロシン錠200mg 146

エリスロシンドライシロップW20％ 146

エルエイジ-10液 74

LH-RH注0.1mg「タナベ」 174

エルカルチンFF錠250mg 119

エルカルチンFF内用液10％ 119

エルカルチンFF内用液10％分包5mL 119

エルシトニン注20Sディスポ 119

エルシトニン注40単位 119

エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 85

l-メントール「ホエイ」 170

エレンタール配合内用剤 96

塩化タリウム(201Tl)注NMP 130

塩化タリウム-Tl201注射液 130

塩化ナトリウム「オーツカ」 171
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大塚塩カル注2％ 93

エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用 47

塩酸バンコマイシン散0.5g 142

エンシュア・H 97

エンシュア・リキッド 97

エンセバック皮下注用 158

エンタイビオ点滴静注用300mg 59

エンタカポン錠100mg「サンド」 8

エンテカビル錠0.5mg「EE」 155

注射用エンドキサン100mg 123

注射用エンドキサン500mg 123

エンドキサン錠50mg 123

エンハーツ点滴静注用100mg 127

エンブレル皮下注25mgペン0.5mL 119

エンブレル皮下注50mgペン1.0mL 119

エンペシドクリーム1％ 79

エンペシド腟錠100mg 70

エンレスト錠100mg

・ 214 血圧降下剤 33

・ 219 その他の循環器官用薬 41

エンレスト錠200mg

・ 214 血圧降下剤 33

・ 219 その他の循環器官用薬 41

ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg

・ 211 強心剤 29

・ 222 鎮咳剤 44

オ

オイグルコン錠1.25mg 117

オイラックスクリーム10％ 76

ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用) 137

ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) 137

ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用) 137

オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入 47

オーグメンチン配合錠250RS 144

オーツカMV注 91

オキサリプラチン点滴静注100mg「トーワ」 127

オキサリプラチン点滴静注50mg「トーワ」 127

オキサロール軟膏25μg/g 82

オキサロールローション25μg/g 82

オキシグルタチオン眼灌流液0.0184％キット「センジュ」 22

オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」 178

オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」 178

オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 178

オキシコドン注射液10mg「第一三共」 178
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オキシコドン注射液50mg「第一三共」 178

オキシコンチンTR錠10mg 178

オキシコンチンTR錠20mg 178

オキシコンチンTR錠5mg 178

オキシドール「ヨシダ」 74

オキナゾール腟錠600mg 70

オキノーム散10mg 178

オキノーム散2.5mg 178

オキノーム散5mg 178

オキファスト注10mg 178

オキファスト注50mg 178

オクトレオスキャン静注用セット 130

オクトレオチド皮下注100μg「あすか」 68

オザグレルNa点滴静注40mg「タカタ」 41

オザグレルNa点滴静注80mg「タカタ」 41

オゼックス細粒小児用15％ 154

オゼックス錠150 154

オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 155

オセルタミビルDS3％「サワイ」 155

オゼンピック皮下注0.25mgSD 68

オゼンピック皮下注1.0mgSD 68

オゼンピック皮下注2mg 68

オダイン錠125mg 127

ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) 137

オテズラ錠10mg 119

オテズラ錠20mg 119

オテズラ錠30mg 119

オニバイド点滴静注43mg 126

オノアクト点滴静注用150mg 30

オノンカプセル112.5mg 134

オノンドライシロップ10％ 134

オパルモン錠5μg 41

オビソート注射用0.1g

・ 123 自律神経剤 19

・ 722 機能検査用試薬 174

オフェブカプセル100mg 119

オフェブカプセル150mg 119

オフサグリーン静注用25mg 175

オフサロン点眼液 22

オプジーボ点滴静注120mg 127

オプジーボ点滴静注240mg 127

オプスミット錠10mg 41

オプソ内服液10mg 178

オプソ内服液5mg 178

オプチレイ320注シリンジ100mL 172

オプチレイ350注シリンジ100mL 172

オペガードMA眼灌流液(20mL) 22

- 194 -



50音順インデックス

オムニスキャン静注32％シリンジ15mL 175

オムニパーク240注10mL 172

オムニパーク300注100mL 172

オムニパーク300注50mL 172

オムニパーク300注シリンジ100mL 172

オムニパーク300注シリンジ150mL 172

オムニパーク300注シリンジ50mL 172

オムニパーク350注100mL 173

オムニパーク350注50mL 173

オムニパーク350注シリンジ70mL 173

オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ニプロ」 39

オメプラゾール注射用20mg「日医工」 53

オラネジン液1.5％消毒用アプリケータ10mL 74

オラネジン液1.5％消毒用アプリケータ25mL 74

オラビ錠口腔用50mg 157

オラペネム小児用細粒10％ 144

オランザピンOD錠2.5mg「タカタ」

・ 117 精神神経用剤 10

・ 239 その他の消化器官用薬 59

オリブ油 168

オルケディア錠1mg 119

オルセノン軟膏0.25％ 82

オルダミン注射用1g 106

オルプロリクス静注用3000 161

オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 50

オルミエント錠2mg 119

オルミエント錠4mg 119

オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 33

オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 33

オルメテックOD錠10mg 33

オルメテックOD錠20mg 33

オルメテックOD錠40mg 33

オレンシア点滴静注用250mg 119

オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL 119

オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「AA」 134

オングリザ錠2.5mg 117

オングリザ錠5mg 117

オンジェンティス錠25mg 8

オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」 59

オンブレス吸入用カプセル150μg 47

カ

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 158

カーディオライト注射液 第一(600MBq) 130

カイトリル錠2mg 59
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加香ヒマシ油「ケンエー」 57

ガスコン錠40mg 52

ガスコンドロップ内用液2％ 52

ガスターD錠10mg 53

ガスターD錠20mg 53

ガストローム顆粒66.7％ 53

ガストログラフイン経口・注腸用 173

ガスモチン錠2.5mg 59

ガスモチン錠5mg 59

ガスロンN・OD錠2mg 53

カタプレス錠75μg 33

ガチフロ点眼液0.3％ 22

ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 137

ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用) 137

カデックス軟膏0.9％ 82

カデュエット配合錠4番 41

カドサイラ点滴静注用100mg 127

カドサイラ点滴静注用160mg 127

ガドテル酸メグルミン静注38％シリンジ13mL「GE」 175

ガドテル酸メグルミン静注38％シリンジ20mL「GE」 175

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL 175

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL 175

カナグル錠100mg 117

ガナトン錠50mg 59

カナリア配合錠 117

カバサール錠0.25mg 8

カバサール錠1.0mg 8

ガバペン錠200mg 4

カプトリル錠12.5mg 33

ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」 120

ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」 120

カペシタビン錠300mg「サワイ」 124

カボメティクス錠20mg 127

カボメティクス錠60mg 127

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) 137

クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 137

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 137

カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 120

カラミンローション 76

ガランターゼ散50％ 55

ガランタミンOD錠4mg「トーワ」 15

ガランタミンOD錠8mg「トーワ」 15

カリジノゲナーゼ錠25単位「トーワ」 68

カリメート経口液20％ 41

カリメートドライシロップ92.59％ 41

カルシトリオールカプセル0.25μg「YD」 85

カルスロット錠10 34
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カルスロット錠20 34

カルスロット錠5 34

カルセド注射用20mg 125

カルセド注射用50mg 125

カルタン錠500 41

カルチコール注射液8.5％5mL 93

カルディオダイン注 130

カルデナリンOD錠1mg 34

カルデナリンOD錠2mg 34

カルデナリンOD錠4mg 34

カルナクリン錠50 68

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」 106

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 106

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」 106

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」 106

カルブロック錠16mg 34

カルベジロール錠10mg「トーワ」 34

カルベジロール錠2.5mg「トーワ」 34

カルベニン点滴用0.5g 144

カルボカインアンプル注0.5％(10mL) 17

カルボカインアンプル注1％(10mL) 17

カルボカインアンプル注2％(10mL) 17

カルボシステイン錠250mg「サワイ」 45

カルボシステインドライシロップ50％「NIG」 45

カルボプラチン点滴静注液450mg「SW」 127

カルボプラチン点滴静注液50mg「SW」 127

カルメロースナトリウム原末「マルイシ」 57

カログラ錠120mg 59

カロナール細粒20％ 6

カロナール錠200 6

カロナール錠300 6

カロナール錠500 6

カンサイダス点滴静注用50mg 149

カンサイダス点滴静注用70mg 149

乾燥ガスえそ抗毒素「KMB」 160

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 158

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 158

乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 158

乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用) 158

乾燥まむし抗毒素「KMB」 160

カンデサルタン錠4mg「あすか」

・ 214 血圧降下剤 34

・ 217 血管拡張剤 37

ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) 137

カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」 32
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キ

キイトルーダ点滴静注100mg 127

ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) 137

キサラタン点眼液0.005％ 22

キシロカイン0.5％筋注用溶解液 17

キシロカイン液「4％」 17

キシロカインゼリー2％ 17

キシロカイン注射液「1％」エピレナミン(1：100,000)含有 17

キシロカイン注射液「2％」エピレナミン(1：80,000)含有 17

キシロカイン注シリンジ1％ 17

キシロカイン注ポリアンプ1％(10mL) 17

キシロカイン注ポリアンプ2％(10mL) 17

キシロカイン点眼液4％ 22

キシロカインビスカス2％ 17

キシロカインポンプスプレー8％ 17

キックリンカプセル250mg 41

キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」 30

キネダック錠50mg 120

ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用) 137

ギャバロン髄注0.005％1mL 20

ギャバロン髄注0.05％20mL 20

ギャバロン髄注0.2％5mL 20

キャブピリン配合錠 108

ツムラきゅう帰膠がい湯エキス顆粒(医療用) 137

キュバール100エアゾール 50

ギリアデル脳内留置用剤7.7mg 123

キンダベート軟膏0.05％ 76

キンダリー透析剤AF5号(9L) 110

ク

グーフィス錠5mg 57

クエストラン粉末44.4％

・ 218 高脂血症用剤 39

・ 392 解毒剤 113

クエチアピン錠25mg「明治」 10

クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP 130

クエン酸ガリウム-Ga67注射液 130

クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 94

グラアルファ配合点眼液 22

グラケーカプセル15mg 90

グラッシュビスタ外用液剤0.03％5mL 81

グラナテック点眼液0.4％ 22

グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」 59

クラバモックス小児用配合ドライシロップ 144

クラビット錠500mg 154

- 198 -



50音順インデックス

クラビット点眼液1.5％ 22

グラマリール細粒10％ 10

グラマリール錠25mg 10

クラリシッド錠200mg 146

クラリス錠200 146

クラリス錠50小児用 146

クラリスドライシロップ10％小児用 146

クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 146

クラリチンドライシロップ1％ 134

クラリチンレディタブ錠10mg 134

グランダキシン錠50 19

クリアクター静注用80万 116

クリアナール錠200mg 45

クリアボーンキット 130

クリアボーン注 130

グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」(200mLソフトバッグ)

・ 131 眼科用剤 22

・ 219 その他の循環器官用薬 41

グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」(300mLソフトバッグ)

・ 131 眼科用剤 22

・ 219 その他の循環器官用薬 41

グリセリン浣腸液50％「ムネ」120mL 57

グリセリン浣腸液50％「ムネ」30mL 57

グリセリン浣腸液50％「ムネ」60mL 57

グリセリン「ニッコー」 57

グリセリンBC液60％「ケンエー」 57

グリチロン配合錠

・ 391 肝臓疾患用剤 112

・ 449 その他のアレルギー用薬 134

クリノリル錠100 6

グリベック錠100mg 127

グリミクロンHA錠20mg 117

グリメサゾン軟膏 76

グリメピリド錠0.5mg「NP」 117

グリメピリド錠1mg「NP」 117

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 142

グルカゴンGノボ注射用1mg

・ 249 その他のホルモン剤（含抗ホルモン剤） 68

・ 722 機能検査用試薬 174

グルタチオン注射用200mg「タイヨー」 113

グルトパ注1200万 116

グルファスト錠10mg 117

グルベス配合OD錠 117

グレースビット錠50mg 154

クレキサン皮下注キット2000IU 107

クレストールOD錠2.5mg 39

クレストールOD錠5mg 39

- 199 -



50音順インデックス

クレナフィン爪外用液10％ 157

クレメジン速崩錠500mg 113

クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 10

クロピドグレル錠25mg「トーワ」 108

クロピドグレル錠75mg「トーワ」 108

グロブリン筋注1500mg/10mL「JB」 161

献血グロベニン－I静注用5000mg 161

クロマイ腟錠100mg 70

クロモグリク酸Na点鼻液2％「トーワ」

・ 132 耳鼻科用剤 26

・ 449 その他のアレルギー用薬 134

クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」 66

ケ

ケアラム錠25mg 120

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) 137

ケイキサレートドライシロップ76％ 41

ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用) 137

ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) 137

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) 137

ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) 137

ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) 137

ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用) 137

ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) 137

ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用) 137

ケイセントラ静注用1000 161

ケイセントラ静注用500 161

ケイツーN静注10mg 90

ケイツーシロップ0.2％ 90

ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用) 137

KN3号輸液(500mL袋) 104

KCL注20mEqキット「テルモ」(20mL) 104

ゲーベンクリーム1％ 75

ケーワン錠5mg 90

ケタスカプセル10mg

・ 219 その他の循環器官用薬 41

・ 449 その他のアレルギー用薬 134

ケタラール静注用50mg 1

ケトプロフェンテープ20mg「日医工」 76

ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 76

ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL 63

ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL 63

ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター 120

ケフラールカプセル250mg 144

ケフラール細粒小児用100mg 144
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ケフレックスカプセル250mg 144

ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」 124

ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」 124

ケラチナミンコーワクリーム20％ 80

ケレンディア錠10mg 41

ケレンディア錠20mg 41

ゲンタシン軟膏0.1％ 75

ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」 144

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1％「NIG」 75

コ

コアテック注5mg 29

コアベータ静注用12.5mg 30

抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」 161

正官庄コウジン末 136

ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) 138

抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 161

コートリル錠10mg 63

コートロシン注射用0.25mg 61

コートン錠25mg 63

ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用) 138

ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) 138

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 138

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) 138

コスパノン錠80mg 20

コセンティクス皮下注150mgペン 120

コソプト配合点眼液 22

コソプトミニ配合点眼液 22

コディオ配合錠EX 34

コディオ配合錠MD 34

コデインリン酸塩散1％「タケダ」 46

ゴナックス皮下注用120mg(専用溶解液添付製品) 68

ゴナックス皮下注用240mg(専用溶解液添付製品) 68

ゴナックス皮下注用80mg(専用溶解液添付製品) 68

コニール錠2 37

コニール錠4 37

コニール錠8 37

コパキソン皮下注20mgシリンジ 120

コバシル錠2mg 34

コバシル錠4mg 34

コムクロシャンプー0.05％ 76

コムタン錠100mg 8

コメリアンコーワ錠50 37

コララン錠2.5mg 41

コララン錠5mg 41
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コランチル配合顆粒 53

コリオパンカプセル5mg 20

ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) 138

コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 115

ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 138

クラシエ五苓散料エキス細粒 138

コレクチム軟膏0.25％ 82

コレクチム軟膏0.5％ 82

コレバイン錠500mg 39

コレバインミニ83％ 39

コンサータ錠18mg 10

コンサータ錠27mg 10

コンスタン0.4mg錠 2

コントミン筋注25mg 10

コントミン糖衣錠12.5mg 10

コントミン糖衣錠25mg 10

コンバントリンドライシロップ100mg 166

コンプラビン配合錠 108

サ

ザーコリカプセル250mg 127

ザーネ軟膏0.5％ 76

サーファクテン気管注入用120mg 43

サアミオン錠5mg 41

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) 138

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) 138

ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) 138

ザイザル錠5mg 134

ザイザルシロップ0.05％ 134

ザイティガ錠250mg 127

サイトテック錠200 53

サイビスクディスポ関節注2mL 120

サイプレジン1％点眼液 22

ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) 138

ザイボックス錠600mg 154

サイラムザ点滴静注液100mg 128

サイラムザ点滴静注液500mg 128

ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) 138

クラシエ柴苓湯エキス細粒 138

サイレース錠1mg 2

サイレース静注2mg 2

サインバルタカプセル20mg

・ 117 精神神経用剤 10

・ 119 その他の中枢神経系用薬 15

サインバルタカプセル30mg
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・ 117 精神神経用剤 10

・ 119 その他の中枢神経系用薬 15

サヴィオゾール輸液 104

ザガーロカプセル0.5mg 68

ザクラス配合錠HD 34

ザクラス配合錠LD 34

ザジテンカプセル1mg 134

ザジテン点鼻液0.05％ 26

ザバクサ配合点滴静注用 144

ザファテック錠100mg 117

ザファテック錠50mg 117

サブラッド血液ろ過用補充液BSG(2020mL)［3室：大室・小室・空室 キット製品］ 104

サムスカOD錠15mg

・ 213 利尿剤 32

・ 249 その他のホルモン剤（含抗ホルモン剤） 68

サムスカOD錠7.5mg

・ 213 利尿剤 32

・ 249 その他のホルモン剤（含抗ホルモン剤） 68

サムスカ顆粒1％

・ 213 利尿剤 32

・ 249 その他のホルモン剤（含抗ホルモン剤） 68

サム点滴静注セット 108

ザラカム配合点眼液 22

サラザック配合顆粒 14

サラジェン錠5mg 59

サラシミツロウ「ホエイ」 168

サラゾピリン錠500mg 151

10％サリチル酸ワセリン軟膏 東豊 79

サリベートエアゾール 59

サルコートカプセル外用50μg 63

ザルコニン液0.025 74

サルタノールインヘラー100μg 47

ザルティア錠5mg 73

ザルトラップ点滴静注100mg 128

ザルトラップ点滴静注200mg 128

ザロンチンシロップ5％ 4

サワシリンカプセル250 144

サンコバ点眼液0.02％ 22

ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) 138

サンドールP点眼液 22

サンピロ点眼液1％ 22

サンピロ点眼液2％ 23

サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1％ 23

ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用) 138

サンリズムカプセル25mg 30

サンリズムカプセル50mg 30

サンリズム注射液50 30
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シ

ジアグノグリーン注射用25mg

・ 722 機能検査用試薬 174

・ 729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） 175

ジアゼパム錠2「トーワ」 2

ジアゼパム錠5「トーワ」 2

シアナマイド内用液1％「タナベ」 114

シアリス錠20mg 73

CA‐TG培地 181

注射用GHRP科研100 174

シーブリ吸入用カプセル50μg 47

ジーラスタ皮下注3.6mg 108

ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用) 138

ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用) 138

ジーンプラバ点滴静注625mg 164

ツムラ紫雲膏 138

ジェニナック錠200mg 154

ジェノトロピンゴークイック注用12mg 61

ジェブタナ点滴静注60mg 126

ジェミーナ配合錠 67

シェルガン0.5眼粘弾剤 23

ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5％「CEO」 26

ジオトリフ錠20mg 128

ジオトリフ錠30mg 128

ジオトリフ錠40mg 128

ジオン注無痛化剤付 72

ジカディア錠150mg 128

ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) 138

ジクアスLX点眼液3％ 23

ジクトルテープ75mg 6

シグマート錠5mg 37

シクレスト舌下錠10mg 10

シクレスト舌下錠5mg 10

ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 6

ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリア」 6

ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」 6

ジゴキシン錠0.0625「KYO」 29

ジゴシン散0.1％ 29

ジゴシン錠0.25mg 29

ジゴシン注0.25mg 29

シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 128

シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 128

ジスロマックカプセル小児用100mg 146

ジスロマック細粒小児用10％ 146

ジスロマック錠250mg 146

ジスロマック点滴静注用500mg 146
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ジセレカ錠100mg 120

シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU 134

シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU 134

シチコリン注500mg/2mL「日医工」

・ 119 その他の中枢神経系用薬 15

・ 239 その他の消化器官用薬 59

ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用) 138

シナール配合顆粒 91

シナール配合錠 91

シナジス筋注液100mg 155

シナジス筋注液50mg 155

ジノプロスト注射液1000μg「F」 68

ジピリダモール錠100mg「トーワ」 37

ジピリダモール錠25mg「トーワ」 37

ジプレキサザイディス錠2.5mg

・ 117 精神神経用剤 10

・ 239 その他の消化器官用薬 59

ジプレキサザイディス錠5mg

・ 117 精神神経用剤 10

・ 239 その他の消化器官用薬 59

ジプレキサ細粒1％

・ 117 精神神経用剤 10

・ 239 その他の消化器官用薬 59

ジプレキサ錠10mg

・ 117 精神神経用剤 11

・ 239 その他の消化器官用薬 59

シプロキサン錠200mg 154

シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「明治」 154

シベクトロ錠200mg 154

シベクトロ点滴静注用200mg 154

シベノール錠100mg 30

シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」 120

シムジア皮下注200mgオートクリックス 120

シムビコートタービュヘイラー60吸入 50

ジメチコン内用液2％「FSK」 52

ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) 138

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) 138

クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 138

三和芍薬甘草附子湯エキス細粒 138

ジャディアンス錠10mg

・ 219 その他の循環器官用薬 41

・ 396 糖尿病用剤 117

ジャディアンス錠25mg

・ 219 その他の循環器官用薬 42

・ 396 糖尿病用剤 117

ジャヌビア錠100mg 117

ジャヌビア錠50mg 117
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重散 55

ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 138

ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) 138

ジュリナ錠0.5mg 66

ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) 138

ジョイクル関節注30mg 120

ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) 138

ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用) 138

ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) 138

硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 37

ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) 139

ツムラ消風散エキス顆粒(医療用) 139

大塚蒸留水(20mL管) 169

大塚食塩注10％ 104

ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「トーワ」 37

ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」 37

ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」 37

ジルテックドライシロップ1.25％ 134

シルニジピン錠10mg「サワイ」 34

ジルムロ配合錠HD「サワイ」 34

ジレニアカプセル0.5mg 120

シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 108

シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 108

シロドシンOD錠4mg「DSEP」 73

ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用) 139

シングレアOD錠10mg 134

シングレア細粒4mg 135

シングレアチュアブル錠5mg 135

人工涙液マイティア点眼液 23

親水クリーム「ホエイ」 168

親水ワセリン「ホエイ」 168

ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用) 139

シンビット静注用50mg 30

ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用) 139

ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) 139

シンポニー皮下注50mgオートインジェクター 120

シンメトレル細粒10％

・ 116 抗パーキンソン剤 8

・ 117 精神神経用剤 11

・ 625 抗ウイルス剤 155

シンメトレル錠50mg

・ 116 抗パーキンソン剤 8

・ 117 精神神経用剤 11

・ 625 抗ウイルス剤 155

新レシカルボン坐剤 57
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ス

膵外分泌機能検査用PFD内服液500mg 174

スイニー錠100mg 117

水溶性プレドニン10mg 63

水溶性プレドニン20mg 63

スインプロイク錠0.2mg 57

スーグラ錠25mg 117

スーグラ錠50mg 117

スージャヌ配合錠 117

スーテントカプセル12.5mg 128

スープレン吸入麻酔液 1

スキサメトニウム注100「マルイシ」 18

スキリージ皮下注150mgペン1mL 120

スクラビインS4％液 74

スターシス錠90mg 117

スタデルムクリーム5％ 76

スタレボ配合錠L100 8

スチバーガ錠40mg 128

ステラーラ点滴静注130mg 120

ステラーラ皮下注45mgシリンジ 120

ステリクロンW液0.05 74

ステロネマ注腸3mg 63

ストラテラカプセル10mg 11

ストラテラカプセル5mg 11

ストラテラ内用液0.4％ 11

ストロカイン錠5mg 17

ストロメクトール錠3mg 166

スピール膏M 80

スピオルトレスピマット28吸入 47

スピオルトレスピマット60吸入 47

スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 47

スピロノラクトン錠25mg「NP」 32

スピロペント錠10μg

・ 225 気管支拡張剤 47

・ 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 73

スプレキュア点鼻液0.15％ 68

スポンゼル(2.5cm×5cm) 106

スマイラフ錠100mg 120

スマイラフ錠50mg 120

スマトリプタン錠50mg「トーワ」 36

スミスリンローション5％ 166

スミフェロン注DS600万IU 164

スルバシリン静注用0.75g 144

スルバシリン静注用1.5g 144

スルバシリン静注用3g 144

スルピリド錠50mg「サワイ」
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・ 117 精神神経用剤 11

・ 232 消化性潰瘍用剤 53

セ

ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用) 139

ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用) 139

生食溶解液キットH(50mL) 104

大塚生食注(250mL袋) 104

大塚生食注(500mL瓶・細口) 104

大塚生食注(500mL袋) 104

生食注シリンジ「NP」(10mL) 104

生食注シリンジ「NP」(20mL) 104

生食注シリンジ「テルモ」5mL 104

テルモ生食(1000mL) 104

生食溶解液キットH(100mL) 104

ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) 139

一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 164

ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) 139

セイブル錠25mg 117

セイブル錠50mg 117

生理食塩液「NP」(5mL：ガラスアンプル) 104

生理食塩液PL「フソー」2000mL(バッグ) 104

生理食塩液「ヒカリ」(1000mLプラスチックボトル広口開栓型) 104

生理食塩液「ヒカリ」(100mLプラスチックボトル) 104

生理食塩液「ヒカリ」(20mLプラスチックアンプル) 104

生理食塩液「ヒカリ」(500mLプラスチックボトル広口開栓型) 104

生理食塩液「ヒカリ」(50mLプラスチックボトル) 104

セクターゲル3％ 76

ゼスタッククリーム 76

ゼスラン小児用シロップ0.03％ 131

セタプリル錠25mg 34

ゼチーア錠10mg 39

セディール錠10mg 2

セディール錠5mg 2

セパゾン錠1 2

セパミット-Rカプセル10 37

ゼビアックス油性クリーム2％ 75

ゼビアックスローション2％ 75

ゼビュディ点滴静注液500mg 155

セファクロルカプセル250mg「トーワ」 144

セファゾリンNa注射用1g「NP」 144

セファゾリンNa注射用2g「NP」 144

セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「NP」 144

セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 144

セファドール錠25mg 27
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セファランチン末1％ 84

ゼフィックス錠100 155

セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」 144

セフォセフ静注用1g 144

セフォタックス注射用1g 144

セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」 144

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 144

セフゾン細粒小児用10％ 144

セフタジジム静注用1g「VTRS」 144

セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 144

セフメタゾールNa静注用1g「NP」 144

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 1

セララ錠25mg 34

セララ錠50mg 34

セルシン散1％ 2

2mgセルシン錠 2

5mgセルシン錠 2

セルセプトカプセル250 120

セルタッチテープ70 76

セルタッチパップ70 76

セルトラリン錠25mg「トーワ」 11

セルニルトン錠 73

ゼルフォーム(No.12) 106

セルベックスカプセル50mg 53

セルベックス細粒10％ 53

ゼルヤンツ錠5mg 120

セレクトール錠200mg 34

セレコキシブ錠100mg「杏林」 6

セレコキシブ錠200mg「杏林」 6

セレコックス錠100mg 6

セレコックス錠200mg 6

セレジスト錠5mg 15

セレスタミン配合錠 63

セレスタミン配合シロップ 63

セレニカR顆粒40％

・ 113 抗てんかん剤 4

・ 117 精神神経用剤 11

セレニカR錠200mg

・ 113 抗てんかん剤 4

・ 117 精神神経用剤 11

セレネース細粒1％ 11

セレネース錠0.75mg 11

セレネース錠1.5mg 11

セレネース錠1mg 11

セレネース注5mg 11

セレブロテックキット 130

ゼローダ錠300 124
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セロクエル100mg錠 11

セロクエル25mg錠 11

セロクラール錠10mg

・ 133 鎮暈剤 27

・ 219 その他の循環器官用薬 42

セロケン錠20mg

・ 212 不整脈用剤 30

・ 214 血圧降下剤 34

ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用) 139

ゼンタコートカプセル3mg 59

センノシド錠12mg「トーワ」 57

ソ

ゾーフィゴ静注 128

ゾーミッグRM錠2.5mg 36

ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用) 139

ソセゴン錠25mg 6

ソセゴン注射液15mg 6

ソタコール錠80mg 30

ソタロール塩酸塩錠80mg「TE」 30

ソナゾイド注射用16μL 175

ゾビラックス眼軟膏3％ 23

ゾビラックス軟膏5％ 155

ソフラチュール貼付剤10cm 75

ゾフルーザ錠10mg 155

ゾフルーザ錠20mg 155

ソマチュリン皮下注120mg 68

ゾラデックス1.8mgデポ 68

ゾラデックス3.6mgデポ 68

ゾラデックスLA10.8mgデポ 68

ソラナックス0.4mg錠 2

ソリクア配合注ソロスター 117

ソリタ-T配合顆粒3号 94

ソルアセトF輸液(500mL) 104

ソルアセトD輸液(500mL) 104

ソル・コーテフ静注用500mg 63

ソル・コーテフ注射用100mg 63

ソルデム1輸液(200mL) 104

ソルデム1輸液(500mL) 104

ソルデム2輸液(500mL) 104

ソルデム3AG輸液(500mL) 105

ソルデム3A輸液(200mL) 105

ソルデム3A輸液(500mL) 105

ソルデム6輸液(500mL) 105

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ 117
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ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「KMP」 2

ソルベース 168

ソル・メドロール静注用1000mg 63

ソル・メドロール静注用125mg 63

ソル・メドロール静注用40mg 63

ソル・メドロール静注用500mg 63

ゾレア皮下注150mgシリンジ

・ 229 その他の呼吸器官用薬 50

・ 449 その他のアレルギー用薬 135

ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」 120

タ

ダーブロック錠2mg 120

ダイアート錠60mg 32

ダイアップ坐剤4 4

ダイアップ坐剤6 4

ダイアモックス錠250mg 32

ダイアモックス注射用500mg 32

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用) 139

タイケルブ錠250mg 128

ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 139

ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) 139

タイサブリ点滴静注300mg 15

ダイフェン配合顆粒 157

ダイフェン配合錠 157

ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用) 139

タウリン散98％「大正」

・ 119 その他の中枢神経系用薬 15

・ 211 強心剤 29

・ 391 肝臓疾患用剤 112

タガメット錠200mg 53

ダカルバジン注用100 123

タグリッソ錠80mg 128

タケキャブ錠10mg 53

タケキャブ錠20mg 53

タケプロン静注用30mg 53

タケルダ配合錠 108

タコシール組織接着用シート9.5cm×4.8cm(フラットタイプ：レギュラーサイズ) 161

タゾピペ配合静注用4.5「明治」 144

ダットスキャン静注 130

タナトリル錠5 34

治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」10,000JAU/mL 135

ダフクリア錠200mg 142

タプコム配合点眼液 23

ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」 142
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タプロス点眼液0.0015％ 23

タプロスミニ点眼液0.0015％ 23

タミフルカプセル75 155

タミフルドライシロップ3％ 155

タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 73

ダラシンTゲル1％ 75

ダラシンTローション1％ 75

タリージェ錠10mg 15

タリージェ錠2.5mg 15

タリージェ錠5mg 15

タリオンOD錠10mg 135

タリビッド眼軟膏0.3％ 23

タリビッド耳科用液0.3％ 26

タルセバ錠100mg 128

タルセバ錠150mg 128

ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」 107

ダルベポエチンアルファ注120μgシリンジ「KKF」 120

ダルベポエチンアルファ注180μgシリンジ「KKF」 120

ダルベポエチンアルファ注20μgシリンジ「KKF」 120

ダルベポエチンアルファ注30μgシリンジ「KKF」 120

ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」 120

ダルメートカプセル15 2

炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末 56

炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」 56

炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 42

単シロップ 170

ダントリウムカプセル25mg 18

ダントリウム静注用20mg 18

タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末 52

タンボコール錠50mg 30

タンボコール静注50mg 30

チ

チアトンカプセル10mg 19

チアプリド錠25mg「日新」 11

チエクール点滴用0.5g 144

チオラ錠100 112

チガソンカプセル10 85

ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用) 139

チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 108

ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用) 139

チモプトールXE点眼液0.5％ 23

チモプトール点眼液0.5％ 23

チャンピックス錠0.5mg 177

チャンピックス錠1mg 177
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注射用水 169

注射用水(100mLプラスチックボトル) 169

注射用水バッグ「フソー」 169

ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用) 139

ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) 139

チョコラA錠1万単位 85

ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) 139

ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用) 139

チラーヂンS錠25μg 62

チラーヂンS錠50μg 62

沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」 56

沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 42

沈降破傷風トキソイド「生研」 159

ツ

ツイミーグ錠500mg 117

ツムラ通導散エキス顆粒(医療用) 139

つくしA・M 配合散 55

ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」 47

ツロブテロールテープ2mg「日医工」 47

テ

TRH注0.5mg「タナベ」 174

ティーエスワン配合顆粒T20 124

ティーエスワン配合顆粒T25 124

DTビック 163

Dドライ透析剤2.5S 110

ディオバン錠160mg 34

ディオバン錠40mg 34

ディオバン錠80mg 34

テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」 142

ディスオーパ消毒液0.55％ 176

ディナゲスト錠0.5mg 68

ディナゲスト錠1mg 68

ディフェリンゲル0.1％ 82

1％ディプリバン注-キット(20mL) 1

1％ディプリバン注-キット(50mL) 1

低分子デキストランL注(500mL) 105

ディレグラ配合錠 135

デエビゴ錠2.5mg 15

デエビゴ錠5mg 15

テオドール錠100mg 47

テオドール錠200mg 47

テオドール錠50mg 47
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テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 47

テオロング錠100mg 47

デカドロン錠0.5mg 63

デカドロン錠4mg 63

デキサート注射液1.65mg 63

デキサート注射液6.6mg 63

デキサメタゾンエリキシル0.01％「日新」 63

デキサメタゾン口腔用軟膏0.1％「NK」 59

デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」 2

テクネMAAキット 130

テクネDTPAキット 130

テクネフチン酸キット 130

テクネMAG3キット 130

テクネMAG3注射液(300MBq) 130

テクフィデラカプセル120mg 15

テクフィデラカプセル240mg 15

テグレトール細粒50％

・ 113 抗てんかん剤 4

・ 117 精神神経用剤 11

テグレトール錠100mg

・ 113 抗てんかん剤 4

・ 117 精神神経用剤 11

テグレトール錠200mg

・ 113 抗てんかん剤 4

・ 117 精神神経用剤 11

デザレックス錠5mg 135

デスフェラール注射用500mg 113

デスモプレシン・スプレー10協和 61

デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」 61

テセントリク点滴静注1200mg 128

テタノブリンIH静注1500単位 161

テタノブリンIH静注250単位 161

デタントール0.01％点眼液 23

デタントールR錠3mg 34

デトキソール静注液2g 113

テトラビック皮下注シリンジ 163

テトラミド錠10mg 11

テトラミド錠30mg 11

テネリアOD錠20mg 118

テネリア錠40mg 118

テノーミン錠25 30

テノーミン錠50 30

デノシン点滴静注用500mg 155

テノゼット錠300mg 155

デノタスチュアブル配合錠 93

デパケンR錠100mg

・ 113 抗てんかん剤 4
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・ 117 精神神経用剤 11

デパケンR錠200mg

・ 113 抗てんかん剤 4

・ 117 精神神経用剤 11

デパケン細粒40％

・ 113 抗てんかん剤 4

・ 117 精神神経用剤 11

デパケンシロップ5％

・ 113 抗てんかん剤 4

・ 117 精神神経用剤 11

デパス細粒1％ 11

デパス錠0.5mg 11

デパス錠1mg 11

テプレノンカプセル50mg「サワイ」 53

テプレノン細粒10％「サワイ」 53

デプロメール錠25 11

デプロメール錠50 11

デベルザ錠20mg 118

テモゾロミド錠100mg「NK」 123

テモゾロミド錠20mg「NK」 123

テモダールカプセル100mg 123

テモダールカプセル20mg 123

デュアック配合ゲル 82

デュオドーパ配合経腸用液 8

デュオトラバ配合点眼液 23

デュピクセント皮下注300mgペン 135

デュファストン錠5mg 66

デュロキセチンカプセル20mg「トーワ」

・ 117 精神神経用剤 11

・ 119 その他の中枢神経系用薬 15

デュロテップMTパッチ12.6mg 179

デュロテップMTパッチ2.1mg 179

デュロテップMTパッチ4.2mg 179

テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有) 75

テラルビシン注射用10mg 125

テラルビシン注射用20mg 125

テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター 62

テリボン皮下注用56.5μg(溶解液添付製品) 62

テリルジー100エリプタ30吸入用 50

テリルジー200エリプタ30吸入用 50

テルネリン錠1mg 20

デルマクリンA軟膏1％ 76

テルミサルタン錠40mg「サワイ」 34

デルモゾールGローション 76

デルモベートスカルプローション0.05％ 76

デルモベート軟膏0.05％ 76

テレミンソフト坐薬10mg 57
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ト

トアラセット配合錠「ケミファ」 6

大塚糖液10％(20ml管) 95

大塚糖液10％(500mL袋) 95

大塚糖液20％(20mL管) 95

光糖液5％(100mLプラスチックボトル) 95

光糖液5％(20mLプラスチックアンプル) 95

大塚糖液5％(250mL袋) 95

大塚糖液5％2ポート100mL 95

大塚糖液5％(500mL袋) 95

光糖液5％(50mLプラスチックボトル) 95

大塚糖液50％(200mL袋) 95

大塚糖液50％(500mL袋) 95

ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) 139

ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用) 139

ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用) 139

ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) 139

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 139

トウモロコシデンプン「ヨシダ」 167

トーリセル点滴静注液25mg 128

ドキサゾシン錠2mg「トーワ」 34

ドキシル注20mg 125

ドグマチール錠200mg 11

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 42

ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」 126

ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」 126

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」 15

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 15

ドパコール配合錠L100 8

ドパストンカプセル250mg 8

ドパストン静注25mg 8

ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「VTRS」 29

ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」 29

トビエース錠4mg 73

トビエース錠8mg 73

トピナ錠50mg 4

トプシムクリーム0.05％ 76

トプシムスプレー0.0143％ 76

ドプスOD錠100mg 8

ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」 29

ドブタミン点滴静注液200mgキット「VTRS」

・ 211 強心剤 29

・ 799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 177

ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」

・ 211 強心剤 29

・ 799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 177
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トブラシン注60mg 143

トブラシン点眼液0.3％ 23

トフラニール錠10mg 11

トフラニール錠25mg 11

ドプラム注射液400mg 43

ドボベットゲル 82

ドボベット軟膏 82

ドボベットフォーム 82

ドラール錠15 2

ドラール錠20 2

トライコア錠53.3mg 39

トラクリア錠62.5mg 42

トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 128

トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」 128

トラセミドOD錠4mg「TE」 32

トラゼンタ錠5mg 118

トラディアンス配合錠AP 118

トラディアンス配合錠BP 118

トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 106

トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」 106

トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」 106

トラバタンズ点眼液0.004％ 23

トラベルミン配合錠 27

トラマールOD錠25mg 6

トラマールOD錠50mg 6

トラマゾリン点鼻液0.118％「AFP」 26

トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 6

トラムセット配合錠 6

トランサミンカプセル250mg

・ 332 止血剤 106

・ 449 その他のアレルギー用薬 135

トランサミン散50％

・ 332 止血剤 106

・ 449 その他のアレルギー用薬 135

トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 2

トリクロリールシロップ10％ 2

トリプタノール錠10 11

トリプタノール錠25 11

トリフリード輸液(500mL袋) 105

トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 59

トリンテリックス錠10mg 12

トルソプト点眼液1％ 23

トルツ皮下注80mgオートインジェクター 121

トルバプタンOD錠7.5mg「TE」 32

トルリシティ皮下注0.75mgアテオス 68

トレーランG液75g 175

トレシーバ注フレックスタッチ 68
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トレシーバ注ペンフィル 68

トレドミン錠15mg 12

トレドミン錠25mg 12

ドレニゾンテープ4μg/cm2 77

トレムフィア皮下注100mgシリンジ 121

トレリーフOD錠25mg 8

トレリーフOD錠50mg 8

ドロレプタン注射液25mg 1

トロンビン液モチダソフトボトル1万 106

ドンペリドン坐剤10mg「タカタ」 59

ドンペリドン坐剤30mg「タカタ」 59

ドンペリドン錠10mg「日医工」 59

ナ

ナーブロック筋注2500単位 18

ナイキサン錠100mg 6

ナウゼリンOD錠10 60

ナウゼリン坐剤10 60

ナウゼリン坐剤30 60

ナウゼリン錠5 60

ナウゼリンドライシロップ1％ 60

ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 26

ナトリックス錠1 34

ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「日医工」 121

ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「日医工」 121

ナフトピジルOD錠50mg「YD」 73

ナベルビン注10 126

ナベルビン注40 126

ナルサス錠2mg 178

ナルサス錠6mg 178

ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 15

ナルベイン注20mg 178

ナルベイン注2mg 178

ナルラピド錠1mg 178

ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 43

ニ

ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」 34

ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」 34

ニコチネルTTS30 177

ニコランジル錠5mg「トーワ」 37

ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」 37

ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」 37

ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用) 139
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ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 42

ニゾラールクリーム2％ 79

ニゾラールローション2％ 79

ニドラン注射用50mg 123

ニトロールRカプセル20mg 37

ニトロール錠5mg 37

ニトロール注5mgシリンジ 37

ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」

・ 214 血圧降下剤 34

・ 217 血管拡張剤 37

ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」 37

ニトロペン舌下錠0.3mg 38

ニバジール錠2mg 34

ニバジール錠4mg 34

ニフェジピンL錠10mg「サワイ」 38

ニフェジピンL錠20mg「サワイ」 38

ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 38

ニポラジン錠3mg 131

ニポラジン小児用細粒0.6％ 131

乳酸カルシウム「VTRS」原末 93

乳糖「ホエイ」 167

ニュープロパッチ13.5mg

・ 116 抗パーキンソン剤 8

・ 119 その他の中枢神経系用薬 15

ニュープロパッチ18mg

・ 116 抗パーキンソン剤 8

・ 119 その他の中枢神経系用薬 16

ニュープロパッチ2.25mg

・ 116 抗パーキンソン剤 8

・ 119 その他の中枢神経系用薬 16

ニュープロパッチ4.5mg

・ 116 抗パーキンソン剤 8

・ 119 その他の中枢神経系用薬 16

ニュープロパッチ9mg

・ 116 抗パーキンソン剤 8

・ 119 その他の中枢神経系用薬 16

ニューモバックスNPシリンジ 158

ニューレプチル細粒10％ 12

ニューレプチル錠5mg 12

ニューロタン錠100mg 34

ニューロタン錠25mg 35

ニューロタン錠50mg 35

ニューロライト第一 130

ニューロライト注射液第一(600MBq) 130

ニュベクオ錠300mg 128

尿素クリーム20％「SUN」 80

ツムラ女神散エキス顆粒(医療用) 139
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ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用) 139

ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用) 139

ヌ

ヌーカラ皮下注100mgペン 50

ネ

ネイリンカプセル100mg 157

ネオアミユー輸液 97

ネオーラル10mgカプセル 121

ネオーラル25mgカプセル 121

ネオーラル50mgカプセル 121

ネオーラル内用液10％ 121

ネオキシテープ73.5mg(1袋7枚包装) 73

ネオシネジンコーワ5％点眼液 23

ネオシネジンコーワ注1mg 36

ネオステリングリーンうがい液0.2％ 83

ネオドパストン配合錠L100 8

ネオビタカイン注シリンジ5mL 6

ネオフィリン注250mg 29

強力ネオミノファーゲンシー静注20mL

・ 391 肝臓疾患用剤 112

・ 449 その他のアレルギー用薬 135

強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL

・ 391 肝臓疾患用剤 112

・ 449 その他のアレルギー用薬 135

強力ネオミノファーゲンシー 静注シリンジ40mL

・ 391 肝臓疾患用剤 112

・ 449 その他のアレルギー用薬 135

ネオメドロールEE軟膏 23

ネキシウムカプセル10mg 53

ネキシウムカプセル20mg 53

ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg 53

ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg 53

ネクサバール錠200mg 128

ネシーナ錠12.5mg 118

ネシーナ錠25mg 118

ネバナック懸濁性点眼液0.1％ 23

ネリザ坐剤 72

ネリザ軟膏 72

ネリゾナユニバーサルクリーム0.1％ 77

ネルボン錠5mg

・ 112 催眠鎮静剤，抗不安剤 2

・ 113 抗てんかん剤 4
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ノ

ノイキノン錠10mg 29

ノイロトロピン錠4単位 6

ノイロトロピン注射液3.6単位

・ 114 解熱鎮痛消炎剤 6

・ 442 刺激療法剤 132

ノウリアスト錠20mg 8

ノーベルバール静注用250mg 4

ノバミン筋注5mg 12

ノバミン錠5mg 12

ノベルジン錠25mg 113

ノベルジン錠50mg 113

ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 68

ノボラピッド注イノレット 68

ノボラピッド注フレックスタッチ 69

ノボラピッド注ペンフィル 69

ノリトレン錠10mg 12

ノリトレン錠25mg 12

ノルアドリナリン注1mg 63

ノルスパンテープ10mg 6

ノルスパンテープ5mg 7

ノルバスクOD錠2.5mg 38

ノルバスクOD錠5mg 38

ノルバデックス錠10mg 128

献血ノンスロン1500注射用 161

ハ

パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg 121

パージェタ点滴静注420mg/14mL 128

パーヒューザミン注 130

ハーフジゴキシンKY錠0.125 29

ハーボニー配合錠 155

パーロデル錠2.5mg 8

バイアグラ錠50mg 73

バイアスピリン錠100mg 108

バイエッタ皮下注10μgペン300 69

バイエッタ皮下注5μgペン300 69

ハイカムチン注射用1.1mg 126

ハイスコ皮下注0.5mg 20

ハイゼット錠25mg

・ 112 催眠鎮静剤，抗不安剤 2

・ 218 高脂血症用剤 39

ハイデルマートクリーム2％ 77

ハイドレアカプセル500mg 124

ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用) 139
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ハイパジールコーワ点眼液0.25％ 23

バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液1.39％(2L) 110

バイフィル透析剤 110

ハイペン錠100mg 7

ハイペン錠200mg 7

ハイポエタノール液2％「ヨシダ」 74

ハイボン錠20mg 87

パオスクレー内痔核内注射用250mg 72

パキシルCR錠12.5mg 12

パキシル錠5mg 12

パキロビッドパック 155

バクスミー点鼻粉末剤3mg 69

バクタ配合錠 157

バクトロバン鼻腔用軟膏2％ 142

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) 139

パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 126

パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 126

はしか風しん混合生ワクチン「第一三共」 163

パスタロンソフト軟膏10％ 80

パセトシン細粒10％ 144

パタノール点眼液0.1％ 23

含嗽用ハチアズレ顆粒 49

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) 140

ハッカ油「コザカイ・M」 170

パッチテストパネル(S) 175

バップフォー錠10 73

パドセブ点滴静注用30mg 128

パナルジン錠100mg 108

注射用パニマイシン100mg 144

パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」 20

バビースモ硝子体内注射液120mg/mL 23

パピロックミニ点眼液0.1％ 23

バファリン配合錠A81 108

バフセオ錠150mg 121

ハプトグロビン静注2000単位「JB」 161

バベンチオ点滴静注200mg 128

パム静注500mg 113

ハラヴェン静注1mg 128

バラクルード錠0.5mg 155

バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」 155

パラミヂンカプセル300mg 7

バランス錠5mg 2

パリエット錠10mg 53

パリエット錠5mg 53

バリエネマ300 173

バリテスターA240散 173

バル筋注100mg「AFP」 113
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バルサルタン錠40mg「サンド」 35

バルサルタン錠80mg「サンド」 35

ハルシオン0.125mg錠 2

バルトレックス顆粒50％ 155

バルトレックス錠500 155

バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」

・ 113 抗てんかん剤 4

・ 117 精神神経用剤 12

バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」

・ 113 抗てんかん剤 4

・ 117 精神神経用剤 12

バルプロ酸ナトリウムシロップ5％「DSP」

・ 113 抗てんかん剤 4

・ 117 精神神経用剤 12

パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入 50

パルミコート吸入液0.25mg 50

パルミコート吸入液0.5mg 50

パルモディア錠0.1mg 39

ハルロピテープ24mg 8

ハルロピテープ8mg 8

パレプラス輸液(500mL) 97

バロス発泡顆粒-S 173

パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 60

ハロマンス注50mg 12

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 140

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 140

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用) 140

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」 142

バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」 142

パンテノール注500mg「KCC」 87

パントール注射液500mg 87

パントシン散20％ 87

パントシン錠100 87

パントシン注5％ 87

調剤用パンビタン末 91

ハンプ注射用1000 38

ヒ

ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1％「生化学」 23

ヒアルロン酸Na1.1眼粘弾剤1％MV「センジュ」 23

ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「トーワ」 121

ヒアルロン酸Na点眼液0.1％「センジュ」 23

ヒアレイン点眼液0.1％ 23

ヒアレインミニ点眼液0.1％ 23

PA・ヨード点眼・洗眼液 23
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ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184％ 23

PL配合顆粒 14

ピートル顆粒分包250mg 42

ビームゲン注0.25mL 158

ビームゲン注0.5mL 158

ヒーロンV眼粘弾剤2.3％シリンジ0.6mL 23

ピヴラッツ点滴静注液150mg 42

ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 118

ビオスリー配合OD錠 52

ビオスリー配合散 52

ビオチン散0.2％「ホエイ」 92

ビオフェルミンR散 52

ビオフェルミン錠剤 52

ビオフェルミン配合散 52

ビカネイト輸液(500mL) 105

ヒカリレバン注(500mLソフトバッグ(プラスチック製)) 98

ビカルタミド錠80mg「VTRS」 128

ビクシリンカプセル250mg 145

ビクシリン注射用1g 145

ビクトーザ皮下注18mg 69

「ビケンHA」 158

ピコスルファートNa内用液0.75％「トーワ」 57

ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」 57

ビジクリア配合錠 177

ビジパーク270注100mL 173

ビジパーク270注20mL 173

ビジパーク320注100mL 173

ビジパーク320注50mL 173

ピシバニール注射用5KE(溶解液付) 128

ビ・シフロール錠0.125mg

・ 116 抗パーキンソン剤 8

・ 119 その他の中枢神経系用薬 16

ビ・シフロール錠0.5mg

・ 116 抗パーキンソン剤 8

・ 119 その他の中枢神経系用薬 16

ビスダイン静注用15mg 23

ヒスタブロック配合錠 63

ヒスロンH錠200mg 66

ヒスロン錠5 66

ビソノテープ2mg 35

ビソノテープ4mg 35

ビソノテープ8mg 35

ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」 30

ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」 30

ビソルボン吸入液0.2％ 45

ビタシミン注射液100mg 88

ビタシミン注射液500mg 88
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ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 39

ビタメジン静注用 91

ビタメジン配合カプセルB25 91

ヒダントールF配合錠 4

ヒダントールD配合錠 4

ピドキサール注10mg 87

ヒトCRH静注用100μg「タナベ」 174

ピトレシン注射液20 61

ビビアント錠20mg 121

ヒビスコール液A 74

ヒビスコール液A0.5％ 74

5％ヒビテン液 74

ビベスピエアロスフィア28吸入 47

ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」 145

ヒポカ15mgカプセル 35

ピマリシン点眼液5％「センジュ」 23

ビムパット錠100mg 4

ビムパット錠50mg 4

ビムパット点滴静注100mg 4

ビムパットドライシロップ10％ 4

ピムロ顆粒 57

ピメノールカプセル50mg 30

ピモベンダン錠0.625mg「TE」 29

ピモベンダン錠1.25mg「TE」 29

ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用) 140

ヒューマリン3/7注カート 69

ヒューマリンR注100単位/mL 69

ヒューマリンR注カート 69

ヒューマログ注100単位/mL 69

ヒューマログ注カート 69

ヒューマログ注ミリオペン 69

ヒューマログ注ミリオペンHD 69

ヒューマログミックス25注カート 69

ヒューマログミックス50注カート 69

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL 121

ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL 121

ピュリファンP 180

治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉2,000JAU/mL 135

治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉200JAU/mL 135

ビラノアOD錠20mg 135

ビラフトビカプセル75mg 128

ピラマイド原末 152

ピリヴィジェン10％静注10g/100mL 161

ビリスコピン点滴静注50 173

ピリドキサール錠30mg「ツルハラ」 87

ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」 30

ヒルドイドクリーム0.3％ 107
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ヒルドイドソフト軟膏0.3％ 107

ヒルドイドフォーム0.3％ 107

ヒルドイドローション0.3％ 107

ビルトリシド錠600mg 166

ヒルナミン筋注25mg 12

ヒルナミン細粒10％ 12

ヒルナミン散50％ 12

ヒルナミン錠(25mg) 12

ヒルナミン錠(50mg) 12

ヒルナミン錠(5mg) 12

ビレーズトリエアロスフィア120吸入 50

ピレスパ錠200mg 121

ピレチア細粒10％

・ 116 抗パーキンソン剤 8

・ 441 抗ヒスタミン剤 131

ピレチア錠(25mg)

・ 116 抗パーキンソン剤 8

・ 441 抗ヒスタミン剤 131

ピレノキシン懸濁性点眼液0.005％「参天」 24

フ

ファーストシン静注用1g 145

ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」 42

ファスティック錠30 118

ファスティック錠90 118

ファセンラ皮下注30mgシリンジ 50

ファブラザイム点滴静注用35mg 116

ファブラザイム点滴静注用5mg 116

ファムビル錠250mg 155

ファモチジン注射用20mg「タカタ」 53

ファモチジンD錠10mg「サワイ」 53

ファモチジンD錠20mg「サワイ」 53

ファロム錠200mg 145

ファロムドライシロップ小児用10％ 145

ファンギゾンシロップ100mg/mL 149

フィコンパ細粒1％ 4

フィコンパ錠2mg 4

フィコンパ錠4mg 4

フィジオ140輸液(500mL) 105

フィニバックス点滴静注用0.5g 145

ブイフェンド200mg静注用 149

ブイフェンド錠50mg 149

フィブラストスプレー500 82

フィブロガミンP静注用 161

フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「NK」 108
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フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」 108

プールシンチ注 130

フェアストン錠40 128

フェインジェクト静注500mg 94

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 135

フェジン静注40mg 94

フェソロデックス筋注250mg 128

フエナゾールクリーム5％ 77

フエナゾール軟膏5％ 77

フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」 102

フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」 77

フェノバール錠30mg

・ 112 催眠鎮静剤，抗不安剤 2

・ 113 抗てんかん剤 4

フェノバール注射液100mg

・ 112 催眠鎮静剤，抗不安剤 2

・ 113 抗てんかん剤 5

フェノバルビタール散10％「マルイシ」

・ 112 催眠鎮静剤，抗不安剤 2

・ 113 抗てんかん剤 5

フェブキソスタット錠20mg「トーワ」 115

フェブキソスタット錠40mg「トーワ」 115

フェブリク錠20mg 115

フェブリク錠40mg 115

フェマーラ錠2.5mg

・ 252 生殖器官用剤（性病予防剤を含む） 70

・ 429 その他の腫瘍用薬 128

フェルビナクスチック軟膏3％「三笠」 77

フェルビナクパップ70mg「タイホウ」 77

フェルムカプセル100mg 94

フェロ・グラデュメット錠105mg 94

フェロベリン配合錠 52

フェロミア錠50mg 94

フエロン注射用300万 164

フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」 179

フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 179

フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」 179

フェントステープ0.5mg 179

フェントステープ1mg 179

フェントステープ2mg 179

フェントステープ6mg 179

フオイパン錠100mg 121

フォサマック錠35mg 121

フォシーガ錠10mg

・ 219 その他の循環器官用薬 42

・ 396 糖尿病用剤 118

・ 399 他に分類されない代謝性医薬品 121
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フォシーガ錠5mg

・ 219 その他の循環器官用薬 42

・ 396 糖尿病用剤 118

・ 399 他に分類されない代謝性医薬品 121

フォスブロック錠250mg 42

フォリアミン錠 87

フォルテオ皮下注キット600μg 62

ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用) 140

ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 140

フシジンレオ軟膏2％ 75

ブシ末(調剤用)「ツムラ」 141

ブスコパン錠10mg 20

ブスコパン注20mg 20

ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」 50

ブドウ糖「コザカイ・M」 95

ブドウ糖注50％シリンジ「テルモ」(20mL) 95

ブライアン点滴静注1g 113

プラケニル錠200mg 121

プラザキサカプセル110mg 107

プラザキサカプセル75mg 107

フラジール腟錠250mg 70

フラジール内服錠250mg 165

プラノバール配合錠 67

プラビックス錠25mg 108

プラビックス錠75mg 108

フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」 73

プラリア皮下注60mgシリンジ 121

フランドル錠20mg 38

フランドルテープ40mg 38

プランルカスト錠112.5mg「AFP」 135

ブリカニール錠2mg 47

プリズバインド静注液2.5g 108

ブリディオン静注200mg 113

フリバスOD錠25mg 73

プリビナ液0.05％ 26

プリミドン細粒99.5％「日医工」 5

ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1％「SEC」 24

ブリンゾラミド懸濁性点眼液1％「サンド」 24

プリンペラン錠5 60

フルイトラン錠2mg 32

フルービックHAシリンジ 158

フルオレサイト静注500mg 175

フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 124

フルオロウラシル注250mg「トーワ」 124

フルオロメトロン点眼液0.02％「センジュ」 24

フルオロメトロン点眼液0.1％「センジュ」 24

フルカリック1号輸液(1354.5mL) 98
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フルカリック1号輸液(903mL) 98

フルカリック2号輸液(1003mL) 98

フルカリック2号輸液(1504.5mL) 98

フルカリック3号輸液(1103mL) 99

プルゼニド錠12mg 57

フルタイド50ディスカス 50

フルタイド50μgエアゾール120吸入用 50

フルティフォーム125エアゾール120吸入用 50

フルティフォーム50エアゾール120吸入用 51

小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 26

ブルフェン顆粒20％ 7

ブルフェン錠100 7

フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」 43

フルマリン静注用1g 145

フルメタ軟膏 77

フルメタローション 77

フルメトロン点眼液0.1％ 24

フルルバンパップ40mg 77

ブレオ注射用5mg 125

プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 16

プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 16

プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」 2

プレタールOD錠100mg 108

プレタールOD錠50mg 108

ブレディニンOD錠50 121

プレドニゾロン散「タケダ」1％ 63

プレドニゾロン錠1mg(旭化成) 63

プレドニゾロン錠「タケダ」5mg 63

プレドニン眼軟膏 24

プレドネマ注腸20mg 63

ブレビブロック注100mg 30

プレベナー13水性懸濁注 158

プレマリン錠0.625mg 66

プレミネント配合錠HD 35

プレミネント配合錠LD 35

フローレス眼検査用試験紙0.7mg 175

プロカニン注1％ 17

プログラフカプセル0.5mg 121

プログラフカプセル1mg 121

プロサイリン錠20 109

プロジフ静注液200 157

フロジン外用液5％ 81

プロスタールL錠50mg 66

プロスタンディン軟膏0.003％ 82

フロセミド錠20mg「NP」 32

フロセミド錠40mg「NP」 32

フロセミド注20mg「NIG」 32
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プロタノールL注0.2mg 29

プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 109

ブロチゾラム錠0.25mg「EMEC」 2

プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」

・ 119 その他の中枢神経系用薬 16

・ 722 機能検査用試薬 174

プロチレリン酒石酸塩注2mg「NP」 16

プロテカジンOD錠10 53

プロトピック軟膏0.03％小児用 82

プロトピック軟膏0.1％ 82

プロナーゼMS 177

プロノン錠150mg 30

プロパジール錠50mg 62

プロハンス静注シリンジ13mL 175

プロハンス静注シリンジ17mL 175

プロピレングリコール 169

プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 31

ブロプレス錠2

・ 214 血圧降下剤 35

・ 217 血管拡張剤 38

ブロプレス錠8

・ 214 血圧降下剤 35

・ 217 血管拡張剤 38

プロペシア錠1mg 69

プロペト 168

プロポフォール静注1％20mL「マルイシ」 1

プロマックD錠75 53

ブロムフェナクNa点眼液0.1％「ニットー」 24

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2％「タイヨー」 45

ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」 45

ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 45

ブロメライン軟膏5万単位/g 116

フロモックス小児用細粒100mg 145

フロリードゲル経口用2％ 157

フロリネフ錠0.1mg 64

ヘ

ベイスンOD錠0.2 118

ベイスンOD錠0.3 118

ベージニオ錠100mg 128

ベージニオ錠150mg 128

ベージニオ錠50mg 128

ベオーバ錠50mg 73

ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL 24

ペオン錠80 7
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ペガシス皮下注180μg 164

ペガシス皮下注90μg 164

ベガモックス点眼液0.5％ 24

0.5％ヘキザックアルコール液 74

ヘキザックAL液1％ 74

ベクティビックス点滴静注100mg 129

ベクルリー点滴静注用100mg 155

ベクロメタゾン点鼻液50μg「DSP」 26

ベクロメタゾン鼻用パウダー25μg「トーワ」 26

ベサコリン散5％ 19

ベザトールSR錠200mg 39

ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 39

ベシケアOD錠2.5mg 73

ベストロン耳鼻科用1％ 26

ベストロン耳鼻科用1％ 26

ベストロン点眼用0.5％ 24

ベセルナクリーム5％ 157

ベタキソロール点眼液0.5％「SW」 24

ベタニス錠25mg 73

ベタニス錠50mg 73

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」 27

ベタフェロン皮下注用960万国際単位 164

ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 64

ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」 179

ベナパスタ軟膏4％ 77

ベナンバックス注用300mg 165

ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」 38

注射用ペニシリンGカリウム100万単位 142

献血ベニロン-I静注用5000mg 161

ベネシッド錠250mg 115

ベネトリン吸入液0.5％ 47

ベノキシール点眼液0.4％ 24

ヘパアクト配合顆粒 99

ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」 129

ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」 129

ヘパティメージ注 130

ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 107

ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」 107

ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL 107

ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 107

ヘパリン類似物質外用スプレー0.3％「日医工」 107

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3％「日本臓器」 107

ヘパリン類似物質クリーム0.3％「日医工」 107

ヘパリン類似物質油性クリーム0.3％「日医工」 107

ヘパリン類似物質ローション0.3％「日医工」 107

ヘパンED配合内用剤 99

ベピオゲル2.5％ 82
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ヘブスブリンIH静注1000単位 161

ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL 158

ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL 158

ベプリコール錠50mg 31

ペプレオ注射用5mg 125

ベムリディ錠25mg 155

ペメトレキセド点滴静注液100mg「トーワ」 124

ペメトレキセド点滴静注液500mg「トーワ」 124

ヘモクロンカプセル200mg 72

ヘモポリゾン軟膏 72

ベラサスLA錠60μg 42

ペラニンデポー筋注5mg 66

ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 109

ペリアクチン散1％ 131

ベリキューボ錠10mg 42

ベリキューボ錠2.5mg 42

ペリシット錠250mg 39

ペリセート360NL腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付) 111

ペリセート360NL腹膜透析液(2L) 111

ペリセート360NL腹膜透析液(2L排液用バッグ付) 111

ペリセート360N腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付) 111

ペリセート360N腹膜透析液(2L) 111

ペリセート360N腹膜透析液(2L排液用バッグ付) 111

ペリセート400NL腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付) 111

ペリセート400NL腹膜透析液(2L) 111

ペリセート400NL腹膜透析液(2L排液用バッグ付) 111

ペリセート400N腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付) 111

ペリセート400N腹膜透析液(2L排液用バッグ付) 111

ベリチーム配合顆粒 55

ベリプラストPコンビセット組織接着用(1mL) 161

ベリプラストPコンビセット組織接着用(3mL) 161

ベリプラストPコンビセット組織接着用(5mL) 162

ペルサンチン錠25mg 38

ペルジピンLAカプセル20mg 35

ペルジピンLAカプセル40mg 35

ベルソムラ錠15mg 16

ベルソムラ錠20mg 16

ヘルニコア椎間板注用1.25単位 121

ベルベゾロンF点眼・点鼻液

・ 131 眼科用剤 24

・ 132 耳鼻科用剤 26

ヘルベッサーRカプセル100mg 38

ヘルベッサー錠30 38

ベンザリン細粒1％

・ 112 催眠鎮静剤，抗不安剤 2

・ 113 抗てんかん剤 5

ベンザリン錠5
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・ 112 催眠鎮静剤，抗不安剤 3

・ 113 抗てんかん剤 5

ペンタサ顆粒94％ 60

ペンタサ坐剤1g 60

ペンタサ錠500mg 60

ペンタサ注腸1g 60

ベンリスタ点滴静注用120mg 121

ベンリスタ点滴静注用400mg 121

ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター 121

ホ

ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用) 140

ホウ砂「ケンエー」 24

ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) 140

クラシエ防風通聖散料エキス細粒 140

ボースデル内用液10 175

ホーリンV腟用錠1mg 70

ホクナリンテープ0.5mg 47

ホクナリンテープ1mg 47

ホクナリンドライシロップ0.1％小児用 47

ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 118

ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 60

強力ポステリザン(軟膏) 72

ホストイン静注750mg 5

ホスホマイシンNa静注用2g「タカタ」 145

ホスミシンS耳科用3％ 26

ホスミシン錠500 145

ホスミシンドライシロップ400 145

ボスミン外用液0.1％ 64

ボスミン注1mg 64

ホスレノールOD錠250mg 42

ボセンタン錠62.5mg「サワイ」 42

ポタコールR輸液(500mL) 105

ボチシート20％ 77

ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 140

ボトックス注用100単位

・ 122 骨格筋弛緩剤 18

・ 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 73

ボトックス注用50単位

・ 122 骨格筋弛緩剤 18

・ 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 73

ボナロン経口ゼリー35mg 121

ボナロン錠5mg 121

ボナロン点滴静注バッグ900μg 121

ボノサップパック800 150
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ボノテオ錠1mg 121

ボノテオ錠50mg 121

ボノピオンパック 150

ポビドンヨードガーグル液7％「明治」 49

ポビドンヨードゲル10％「明治」 74

ポピヨドン液10％ 74

ポピヨドンスクラブ7.5％ 74

ポプスカイン0.25％注シリンジ25mg/10mL 17

ポプスカイン0.75％注シリンジ75mg/10mL 17

ボラザG坐剤 72

ボラザG軟膏 72

ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 53

ポララミン錠2mg 131

ポララミンシロップ0.04％ 131

ポララミン注5mg 131

ボリコナゾール錠50mg「トーワ」 149

ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20％分包25g「三和」 42

ホリゾン注射液10mg 3

ポリフル細粒83.3％ 60

ポリフル錠500mg 60

ボルタレンSRカプセル37.5mg 7

ボルタレンゲル1％ 77

ボルタレンサポ25mg 7

ボルタレンサポ50mg 7

ボルタレン錠25mg 7

ボルタレンテープ15mg 77

ボルタレンローション1％ 77

ボルヒール組織接着用(0.5mL) 162

ボルヒール組織接着用(3mL) 162

ボルヒール組織接着用(5mL) 162

ボルベン輸液6％(シングルポート) 105

ホルマリン「コザカイ・M」 74

ボンアルファハイ軟膏20μg/g 82

ポンタールカプセル250mg 7

ポンタールシロップ3.25％ 7

ボンビバ錠100mg 121

マ

マーカイン注脊麻用0.5％高比重 17

マーカイン注脊麻用0.5％等比重 17

マーズレン配合錠1.0ES 54

マーデュオックス軟膏 82

マーベロン21 71

マーロックス懸濁用配合顆粒 56

マイオビュー「注射用」 130
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マイオビュー注シリンジ(296MBq) 130

マイオビュー注シリンジ(592MBq) 130

マイザークリーム0.05％ 77

マイザー軟膏0.05％ 77

マイスタン錠10mg 5

マイスタン錠5mg 5

マイスリー錠10mg 3

マイスリー錠5mg 3

マイトマイシン注用10mg 125

マイトマイシン注用2mg 125

マヴィレット配合錠 155

ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用) 140

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用) 140

マキサカルシトール静注透析用2.5μg「NIG」 85

マキュエイド眼注用40mg 24

ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用) 140

ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用) 140

マグコロール散68％分包50g 173

マクサルトRPD錠10mg 36

マグネスコープ静注38％シリンジ15mL 175

マグミット細粒83％

・ 234 制酸剤 56

・ 235 下剤，浣腸剤 57

マグミット錠250mg

・ 234 制酸剤 56

・ 235 下剤，浣腸剤 57

マグミット錠330mg

・ 234 制酸剤 56

・ 235 下剤，浣腸剤 57

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) 140

マスーレッド錠25mg 121

マドパー配合錠 9

マリゼブ錠12.5mg 118

マリゼブ錠25mg 118

20％マンニットール注射液「YD」(袋) 42

ミ

ミオMIBG-I123注射液 130

ミオコールスプレー0.3mg 38

ミオテクター冠血管注 177

ミオナール錠50mg 20

ミオピン点眼液 24

ミカトリオ配合錠 35

ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」 149

ミカムロ配合錠AP 35
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ミカムロ配合錠BP 35

ミカルディス錠20mg 35

ミカルディス錠40mg 35

ミカルディス錠80mg 35

ミグシス錠5mg 42

ミグリトール錠25mg「トーワ」 118

ミケランLAカプセル15mg 35

ミケランLA点眼液2％ 24

ミケルナ配合点眼液 24

ミコンビ配合錠AP 35

ミコンビ配合錠BP 35

ミダゾラム注10mg「サンド」 3

ミダフレッサ静注0.1％ 5

ミチーガ皮下注用60mgシリンジ 135

ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」 118

ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU 135

ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU 135

ミドドリン塩酸塩錠2mg「JG」 36

ミドリンM点眼液0.4％ 24

ミドリンP点眼液 24

ミニプレス錠1mg 35

ミニリンメルトOD錠120μg 61

ミニリンメルトOD錠25μg 61

ミニリンメルトOD錠60μg 61

ミネブロOD錠2.5mg 35

ミネリック-5配合点滴静注シリンジ 94

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 147

ミノマイシンカプセル100mg 147

ミノマイシンカプセル50mg 147

ミノマイシン顆粒2％ 147

ミヤBM細粒 52

ミヤBM錠 52

ミラクリッド注射液5万単位 121

ミラペックスLA錠0.375mg 9

ミラペックスLA錠1.5mg 9

ミリステープ5mg 38

冠動注用ミリスロール0.5mg/10mL 38

ミリプラ動注用70mg 129

ミリプラ用懸濁用液4mL 177

ミルセラ注シリンジ100μg 122

ミルセラ注シリンジ150μg 122

ミルセラ注シリンジ250μg 122

ミルセラ注シリンジ25μg 122

ミルセラ注シリンジ50μg 122

ミルリノン注10mg「タカタ」 29

ミレーナ52mg

・ 252 生殖器官用剤（性病予防剤を含む） 70
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・ 254 避妊剤　　　　　　　 71

ミンクリア内用散布液0.8％ 177

ム

ムーベン配合内用液 177

ムコスタ錠100mg 54

ムコスタ点眼液UD2％ 24

ムコソルバンL錠45mg 45

小児用ムコソルバンDS1.5％ 45

ムコダイン錠250mg 45

ムコダイン錠500mg 45

ムコダインシロップ5％ 45

ムコダインDS50％ 45

無水エタノール注「VTRS」 129

無水エタノール「ヤクハン」 74

ムルプレタ錠3mg 109

メ

メイアクトMS錠100mg 145

メイアクトMS小児用細粒10％ 145

メイラックス錠1mg 3

メイラックス錠2mg 3

メイロン静注8.4％(20mL管) 113

メイロン静注8.4％(250mL袋) 113

メインテート錠2.5mg 31

メインテート錠5mg 31

メキシチールカプセル100mg

・ 190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品 28

・ 212 不整脈用剤 31

メキシチールカプセル50mg

・ 190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品 28

・ 212 不整脈用剤 31

メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」

・ 190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品 28

・ 212 不整脈用剤 31

メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「YD」

・ 190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品 28

・ 212 不整脈用剤 31

メクトビ錠15mg 129

メサデルムクリーム0.1％ 77

メサデルム軟膏0.1％ 77

メサラジン錠500mg「ケミファ」 60

メサラジン腸溶錠400mg「VTRS」 60

メジコン散10％ 44

- 237 -



50音順インデックス

メジコン錠15mg 44

メスチノン錠60mg 19

注射用メソトレキセート50mg 124

注射用メソトレキセート5mg 124

メソトレキセート点滴静注液200mg 124

メタライト250カプセル 113

メタルカプターゼカプセル200mg 113

メタルカプターゼカプセル50mg

・ 392 解毒剤 113

・ 443 非特異性免疫原製剤 133

メチコバール錠500μg 87

メチコバール注射液500μg 87

滅菌精製水 169

メトアナ配合錠HD 118

メトアナ配合錠LD 118

メトグルコ錠250mg 118

メトグルコ錠500mg 118

メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 60

メトクロプラミド注10mg「NIG」 60

メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 122

メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」 118

メトリジン錠2mg 36

メトリジンD錠2mg 36

メドロール錠4mg 64

メノエイドコンビパッチ 67

メバロチン錠10 39

メバロチン錠5 39

メプチンエアー10μg吸入100回 47

メプチンキッドエアー5μg吸入100回 47

メプチン吸入液ユニット0.3mL 48

メプチンスイングヘラー10μg吸入100回 48

メプチンドライシロップ0.005％ 48

メプチンミニ錠25μg 48

メマリーOD錠10mg 16

メマリーOD錠5mg 16

メマンチン塩酸塩OD錠20mg「トーワ」 16

メマンチン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 16

メラトベル顆粒小児用0.2％ 16

メリスロン錠6mg 27

メルカゾール錠5mg 62

メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」 145

モ

モイゼルト軟膏0.3％ 82

モイゼルト軟膏1％ 82
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モービック錠10mg 7

モーラステープ20mg 77

モーラステープL40mg 77

モーラスパップXR120mg 77

モーラスパップXR240mg 77

モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」 60

モニラック・シロップ65％

・ 235 下剤，浣腸剤 57

・ 399 他に分類されない代謝性医薬品 122

モビコール配合内用剤LD 57

モビプレップ配合内用剤 177

モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 26

モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」 178

モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」 178

モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」 178

モンテルカストOD錠10mg「タカタ」 135

ヤ

ヤーズフレックス配合錠 67

ヤーボイ点滴静注液50mg 129

ヤクバンテープ60mg 77

薬用炭「日医工」 52

ユ

ユーエフティE配合顆粒T150 124

ユーエフティ配合カプセルT100 124

ユーゼル錠25mg 113

ユーパスタコーワ軟膏 82

ユービット錠100mg 175

ユーロジン2mg錠 3

ユナシン錠375mg 145

ユニシア配合錠HD 35

ユニシア配合錠LD 35

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g 129

ユベラNカプセル100mg 42

ユベラ錠50mg 89

ユベラ軟膏 77

ユリス錠1mg 115

ユリノーム錠25mg 115

ヨ

- 239 -



50音順インデックス

ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 94

ヨウ化カリウム「ホエイ」 94

ヨーデルS糖衣錠-80 57

ヨードカプセル-123 130

複方ヨード・グリセリン「ケンエー」 83

ヨクイニンエキス散「コタロー」 141

ヨクイニンエキス錠「コタロー」 141

ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用) 140

ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 140

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) 140

クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 140

ラ

ライゾデグ配合注 フレックスタッチ 69

ラキソベロン錠2.5mg 57

ラクツロース・シロップ60％「コーワ」 122

ラクツロースシロップ65％「タカタ」

・ 235 下剤，浣腸剤 57

・ 399 他に分類されない代謝性医薬品 122

ラグノスNF経口ゼリー分包12g

・ 235 下剤，浣腸剤 57

・ 399 他に分類されない代謝性医薬品 122

ラクリミン点眼液0.05％ 24

ラゲブリオカプセル200mg 155

ラコールNF配合経腸用液 99

ラコールNF配合経腸用半固形剤 99

ラシックス錠20mg 32

ラシックス錠40mg 32

ラジレス錠150mg 35

ラステット注100mg/5mL 126

ラスビック錠75mg 154

ラスビック点滴静注キット150mg 154

ラタノプロスト点眼液0.005％「ニットー」 24

ラックビー錠 52

ラックビー微粒N 52

ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」 24

ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg 155

ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg 155

ラビジェル（60, 250, 600mL） 180

ラブスティックス 181

ラベキュアパック400 150

ラベキュアパック800 150

ラベファインパック 150

ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 54

ラベプラゾールNa錠5mg「サワイ」 54
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ラボナール注射用0.5g 1

ラボナ錠50mg 3

ラマトロバン錠75mg「KO」 135

ラミクタール錠100mg

・ 113 抗てんかん剤 5

・ 117 精神神経用剤 12

ラミクタール錠25mg

・ 113 抗てんかん剤 5

・ 117 精神神経用剤 12

ラミクタール錠小児用2mg

・ 113 抗てんかん剤 5

・ 117 精神神経用剤 12

ラミクタール錠小児用5mg

・ 113 抗てんかん剤 5

・ 117 精神神経用剤 12

ラミシール外用液1％ 79

ラミシールクリーム1％ 79

ラミシール錠125mg 157

ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 16

ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 54

ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 54

ランタスXR注ソロスター 69

ランタス注カート 69

ランタス注ソロスター 69

ランデル錠20 35

ランドセン細粒0.1％ 5

ランドセン錠0.5mg 5

ランドセン錠1mg 5

ランマーク皮下注120mg 122

リ

リアルダ錠1200mg 60

リーゼ錠5mg 12

リーバクト配合顆粒 100

リーバクト配合経口ゼリー 100

リーマス錠200 12

リウマトレックスカプセル2mg 122

リオナ錠250mg 42

リオベル配合錠HD 118

リオベル配合錠LD 118

リオレサール錠10mg 20

リオレサール錠5mg 20

リキスミア皮下注300μg 69

リクシアナOD錠15mg 107

リクシアナOD錠30mg 107

- 241 -



50音順インデックス

リクシアナOD錠60mg 107

リクラスト点滴静注液5mg(バッグ製品) 122

リコモジュリン点滴静注用12800 107

リザベンカプセル100mg 135

リザベン細粒10％ 135

リスパダールOD錠1mg 12

リスパダールOD錠2mg 12

リスパダールコンスタ筋注用25mg 12

リスパダールコンスタ筋注用37.5mg 12

リスパダールコンスタ筋注用50mg 12

リスパダール細粒1％ 12

リスパダール内用液1mg/mL 12

リスペリドンOD錠1mg「タカタ」 12

リスペリドン錠1mg「タカタ」 12

リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」 12

リスミー錠1mg 3

リズミック錠10mg 42

リスモダンR錠150mg 31

リスモダンカプセル100mg 31

リズモンTG点眼液0.5％ 24

リゾビスト注 175

リタリン錠10mg 13

ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 140

リドカイン静注用2％シリンジ「テルモ」(5mL) 31

リドカインテープ18mg「NP」 17

リドカイン点滴静注液1％「タカタ」 31

リドメックスコーワクリーム0.3％ 77

リドメックスコーワ軟膏0.3％ 77

リドメックスコーワローション0.3％ 77

リネゾリド錠600mg「明治」 154

リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」 154

リパクレオンカプセル150mg 55

リバスチグミンテープ18mg「久光」 16

リバスチグミンテープ4.5mg「久光」 16

リバゼブ配合錠HD 39

リバゼブ配合錠LD 39

リバロOD錠1mg 40

リバロOD錠2mg 40

リバロ錠4mg 40

リピオドール480注10mL 173

リピディル錠80mg 40

リピトール錠10mg 40

リピトール錠5mg 40

リファジンカプセル150mg 148

リフキシマ錠200mg 150

リフヌア錠45mg 51

リプレガル点滴静注用3.5mg 116
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リフレックス錠15mg 13

リベルサス錠14mg 69

リベルサス錠3mg 69

リベルサス錠7mg 69

リボスチン点眼液0.025％ 24

リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 26

リボトリール錠0.5mg 5

リポバス錠5 40

リマチル錠100mg 132

リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 42

リムパーザ錠150mg 129

リュウアト1％眼軟膏 24

硫酸アトロピン「ホエイ」

・ 124 鎮けい剤 20

・ 131 眼科用剤 24

硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」 143

硫酸マグネシウム「NikP」 57

硫酸Mg補正液1mEq/mL 20

ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用) 140

流動パラフィン「ヨシダ」 168

リュープリンSR注射用キット11.25mg 69

リュープリンPRO注射用キット22.5mg 69

リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 69

リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 69

ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用) 140

ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用) 140

ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用) 140

リリカOD錠150mg 16

リリカOD錠25mg 16

リリカOD錠75mg 16

リルゾール錠50mg「AA」 16

リンヴォック錠15mg 122

リンヴォック錠30mg 122

リン酸Na補正液0.5mmol/mL 105

リンゼス錠0.25mg 60

点眼・点鼻用リンデロンA液

・ 131 眼科用剤 24

・ 132 耳鼻科用剤 26

眼・耳科用リンデロンA軟膏

・ 131 眼科用剤 24

・ 132 耳鼻科用剤 26

リンデロン坐剤0.5mg 64

リンデロン坐剤1.0mg 64

リンデロン錠0.5mg 64

リンデロン注4mg(0.4％) 64

リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1％

・ 131 眼科用剤 25
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・ 132 耳鼻科用剤 26

リンデロン-Vクリーム0.12％ 77

リンデロン-VGクリーム0.12％ 77

リンデロン-VG軟膏0.12％ 77

リンデロン-VGローション 77

リンデロン-V軟膏0.12％ 77

リンデロン-Vローション 77

リンラキサー錠250mg 18

ル

ルーラン錠4mg 13

ルーラン錠8mg 13

ル・エストロジェル0.06％ 66

ルコナック爪外用液5％ 157

ルジオミール錠25mg 13

ルセフィ錠2.5mg 118

ルセフィ錠5mg 118

ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL 25

ルナベル配合錠ULD 67

ルネスタ錠1mg 3

ルネスタ錠2mg 3

ルネスタ錠3mg 3

ルパフィン錠10mg 135

ルプラック錠4mg 32

ルプラック錠8mg 32

ルミガン点眼液0.03％ 25

ルミセフ皮下注210mgシリンジ 122

ルムジェブ注ミリオペン 69

ルリコナゾールクリーム1％「イワキ」 79

ルリコナゾール軟膏1％「イワキ」 79

ルリコン液1％ 79

ルリコンクリーム1％ 79

ルリコン軟膏1％ 79

ルリッド錠150 146

レ

レイボー錠100mg 16

レキソタン錠2 3

レキソタン錠5 3

レキップCR錠2mg 9

レキップCR錠8mg 9

レキップ錠0.25mg 9

レキップ錠1mg 9

レキップ錠2mg 9
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レクサプロ錠10mg 13

レクタブル2mg注腸フォーム14回 60

レクチゾール錠25mg

・ 269 その他の外皮用薬 82

・ 623 抗ハンセン病剤 153

レグナイト錠300mg 16

レグパラ錠12.5mg 122

レザルタス配合錠HD 35

レザルタス配合錠LD 35

レスキュラ点眼液0.12％ 25

強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 78

レスタミンコーワクリーム1％ 78

レスタミンコーワ錠10mg 131

レスプレン錠20mg 46

レスミット錠5 3

レスリン錠25 13

レスリン錠50 13

レニベース錠10

・ 214 血圧降下剤 35

・ 217 血管拡張剤 38

レニベース錠2.5

・ 214 血圧降下剤 35

・ 217 血管拡張剤 38

レニベース錠5

・ 214 血圧降下剤 35

・ 217 血管拡張剤 38

レパーサ皮下注140mgペン 40

レパグリニド錠0.5mg「サワイ」 118

レバチオ錠20mg 42

レバミピド錠100mg「オーツカ」 54

レペタン坐剤0.2mg 7

レペタン注0.2mg 7

レベチラセタム錠500mg「トーワ」 5

レベチラセタムDS50％「トーワ」 5

レベチラセタム点滴静注500mg「明治」 5

レベトールカプセル200mg 156

レベミル注イノレット 69

レベミル注フレックスペン 69

レベミル注ペンフィル 69

レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」 122

レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」 122

レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 135

レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05％「サワイ」 135

レボトミン散10％ 13

レボビスト注射用 175

レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 154

レボフロキサシン点眼液1.5％「VTRS」 25
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レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 154

レボフロキサシン粒状錠500mg「モチダ」 154

レボフロキサシン粒状錠250mg「モチダ」 154

レボホリナート点滴静注用100mg「HK」 113

レボホリナート点滴静注用25mg「HK」 113

レミカットカプセル2mg 135

レミケード点滴静注用100 60

レミッチOD錠2.5μg 16

レミニールOD錠12mg 16

レミニールOD錠4mg 16

レミニールOD錠8mg 16

レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 179

レルパックス錠20mg 36

レルベア100エリプタ30吸入用 51

レルベア200エリプタ30吸入用 51

レルミナ錠40mg 69

レンドルミンD錠0.25mg 3

レンビマカプセル4mg 129

ロ

ロイコボリン注3mg 113

ローコール錠10mg 40

ローコール錠20mg 40

ローコール錠30mg 40

ロートエキス散「ホエイ」 20

ロカイン注2％(5mL) 17

ロカルトロールカプセル0.25 85

ロキソニンゲル1％ 78

ロキソニン錠60mg 7

ロキソニンテープ100mg 78

ロキソニンテープ50mg 78

ロキソニンパップ100mg 78

ロキソプロフェンNaパップ100mg「NP」 78

ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 7

ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」 78

ロキソプロフェンナトリウム内服液60mg「日医工」 7

ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) 140

ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」 18

ロケルマ懸濁用散分包5g 42

ロコアテープ 78

ロコイドクリーム0.1％ 78

ロコイド軟膏0.1％ 78

ロサルタンK錠25mg「トーワ」 35

ロサルタンK錠50mg「トーワ」 35

ロスーゼット配合錠HD 40
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ロスーゼット配合錠LD 40

ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」 40

ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」 40

ロゼックスゲル0.75％ 82

ロゼレム錠8mg 16

ロタリックス内用液 158

ロトリガ粒状カプセル2g 40

ロナセン錠4mg 13

ロナプリーブ注射液セット1332 156

ロピオン静注50mg 7

ロペラミド錠1mg「EMEC」 52

ロレルコ錠250mg 40

ロンゲス錠10mg

・ 214 血圧降下剤 35

・ 217 血管拡張剤 38

ロンサーフ配合錠T15 129

ロンサーフ配合錠T20 129

ワ

ワーファリン顆粒0.2％ 107

ワーファリン錠0.5mg 107

ワーファリン錠1mg 107

ワーファリン錠5mg 107

ワイパックス錠0.5 3

ワイパックス錠1.0 3

ワゴスチグミン散(0.5％) 19

ワコビタール坐剤30 3

ワコビタール坐剤50 3

ワソラン錠40mg 38

ワソラン静注5mg 31

ワンアルファ錠1.0μg 85

ワントラム錠100mg 7

ワンパル1号輸液(1200mL) 100

ワンパル1号輸液(800mL) 100

ワンパル2号輸液(1200mL) 100

ワンパル2号輸液(800mL) 101

- 247 -



薬効名インデックス

薬効名インデックス

１１１　全身麻酔剤 2

１１２　催眠鎮静剤，抗不安剤 3

１１３　抗てんかん剤 5

１１４　解熱鎮痛消炎剤 7

１１６　抗パーキンソン剤 9

１１７　精神神経用剤 11

１１８　総合感冒剤 15

１１９　その他の中枢神経系用薬 16

１２１　局所麻酔剤 18

１２２　骨格筋弛緩剤 19

１２３　自律神経剤 20

１２４　鎮けい剤 21

１２５　発汗剤，止汗剤 22

１３１　眼科用剤 23

１３２　耳鼻科用剤 27

１３３　鎮暈剤 28

１９０　その他の神経系及び感覚器官用医薬品 29

２１１　強心剤 30

２１２　不整脈用剤 31

２１３　利尿剤 33

２１４　血圧降下剤 34

２１６　血管収縮剤 37

２１７　血管拡張剤 38

２１８　高脂血症用剤 40

２１９　その他の循環器官用薬 42

２２１　呼吸促進剤 44

２２２　鎮咳剤 45

２２３　去たん剤 46

２２４　鎮咳去たん剤 47

２２５　気管支拡張剤 48

２２６　含嗽剤 50

２２９　その他の呼吸器官用薬 51

２３１　止しゃ剤，整腸剤 53

２３２　消化性潰瘍用剤 54

２３３　健胃消化剤 56

２３４　制酸剤 57

２３５　下剤，浣腸剤 58

２３６　利胆剤 59

２３９　その他の消化器官用薬 60

２４１　脳下垂体ホルモン剤 62

２４３　甲状腺，副甲状腺ホルモン剤 63

２４５　副腎ホルモン剤 64

２４６　男性ホルモン剤 66

２４７　卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 67

２４８　混合ホルモン剤 68
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２４９　その他のホルモン剤（含抗ホルモン剤） 69

２５２　生殖器官用剤（性病予防剤を含む） 71

２５４　避妊剤　　　　　　　 72

２５５　痔疾用剤 73

２５９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 74

２６１　外皮用殺菌消毒剤 75

２６３　化膿性疾患用剤 76

２６４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 77

２６５　寄生性皮ふ疾患用剤 80

２６６　皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む） 81

２６７　毛髪用剤（発毛・脱毛・染毛・養毛剤） 82

２６９　その他の外皮用薬 83

２７９　その他の歯科口腔用薬 84

２９０　その他の個々の器官系用医薬品 85

３１１　ビタミンＡ及びＤ剤 86

３１２　ビタミンＢ１剤 87

３１３　ビタミンＢ剤（Ｂ１剤を除く） 88

３１４　ビタミンＣ剤 89

３１５　ビタミンＥ剤 90

３１６　ビタミンＫ剤 91

３１７　混合ビタミン剤（Ａ・Ｄ混合製剤を除く） 92

３１９　その他のビタミン剤 93

３２１　カルシウム剤 94

３２２　無機質製剤 95

３２３　糖類剤 96

３２５　たん白アミノ酸製剤 97

３２７　乳幼児用剤 103

３２９　その他の滋養強壮薬 104

３３１　血液代用剤 105

３３２　止血剤 107

３３３　血液凝固阻止剤 108

３３９　その他の血液・体液用薬 109

３４１　人工腎臓透析用剤 111

３４２　腹膜透析用剤 112

３９１　肝臓疾患用剤 113

３９２　解毒剤 114

３９３　習慣性中毒用剤 115

３９４　痛風治療剤 116

３９５　酵素製剤 117

３９６　糖尿病用剤 118

３９９　他に分類されない代謝性医薬品 120

４２１　アルキル化剤 124

４２２　代謝拮抗剤 125

４２３　抗腫瘍性抗生物質製剤 126

４２４　抗腫瘍性植物成分製剤 127

４２９　その他の腫瘍用薬 128

４３０　放射性医薬品 131
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４４１　抗ヒスタミン剤 132

４４２　刺激療法剤 133

４４３　非特異性免疫原製剤 134

４４９　その他のアレルギー用薬 135

５１０　生薬 137

５２０　漢方製剤 138

５９０　その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 142

６１１　主としてＧ＋菌に作用するもの 143

６１２　主としてＧ－菌に作用するもの 144

６１３　主としてＧ＋－菌に作用するもの 145

６１４　主としてＧ＋菌，マイコプラズマに作用するもの 147

６１５　主としてＧ＋－菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの 148

６１６　主として抗酸菌に作用するもの 149

６１７　主としてカビに作用するもの 150

６１９　その他の抗生物質製剤（含複合抗生物質製剤） 151

６２１　サルファ剤 152

６２２　抗結核剤 153

６２３　抗ハンセン病剤 154

６２４　合成抗菌剤 155

６２５　抗ウイルス剤 156

６２９　その他の化学療法剤 158

６３１　ワクチン類 159

６３２　毒素及びトキソイド類 160

６３３　抗毒素及び抗レプトスピラ血清類 161

６３４　血液製剤類 162

６３６　混合生物学的製剤 164

６３９　その他の生物学的製剤 165

６４１　抗原虫剤 166

６４２　駆虫剤 167

７１１　賦形剤 168

７１２　軟膏基剤 169

７１３　溶解剤 170

７１４　矯味，矯臭，着色剤 171

７１９　その他の調剤用薬 172

７２１　Ｘ線造影剤 173

７２２　機能検査用試薬 175

７２９　その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） 176

７３２　防疫用殺菌消毒剤 177

７９９　他に分類されない治療を主目的としない医薬品 178

８１１　あへんアルカロイド系麻薬 179

８２１　合成麻薬 180

９９３　院内製剤外用 181

９９５　院内製剤その他 182
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