
内服薬

薬品名称 一般名称 標榜薬効

アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「マルイシ」 アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤

アゼルニジピン錠１６ｍｇ「タナベ」 アゼルニジピン 持続性Ｃａ拮抗剤

アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ＨＭＧ−ＣｏＡ還元酵素阻害剤

アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「ＮＫ」 アプレピタント 選択的ＮＫ１受容体拮抗型制吐剤

アプレピタントカプセル８０ｍｇ「ＮＫ」 アプレピタント 選択的ＮＫ１受容体拮抗型制吐剤

アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 アマンタジン塩酸塩
精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗Ａ型

インフルエンザウイルス剤

アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 アミオダロン塩酸塩 不整脈治療剤

アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 アメジニウムメチル硫酸塩 本態性・起立性・透析時低血圧治療剤

アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」 アモキシシリン水和物 合成ペニシリン製剤

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 活性型ビタミンＤ３製剤

アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」 アルプラゾラム マイナートランキライザー

アロプリノール錠１００ｍｇ「タナベ」 アロプリノール 高尿酸血症治療剤

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「トーワ」 アンブロキソール塩酸塩 気道潤滑去たん剤

イソソルビド内用液７０％「ＣＥＯ」 イソソルビド 浸透圧利尿・メニエル病改善剤

イトラコナゾールカプセル５０ｍｇ「ＳＷ」 イトラコナゾール 抗真菌剤

イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 イフェンプロジル酒石酸塩 鎮暈剤

イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 イミダプリル塩酸塩 アンジオテンシン変換選択性阻害剤

イルベサルタン錠１００ｍｇ「ＤＳＰＢ」 イルベサルタン ⾧時間作用型ＡＲＢ

インクレミンシロップ５％ 溶性ピロリン酸第二鉄 鉄欠乏性貧血治療剤

エクセラーゼ配合錠 サナクターゼ配合剤 消化酵素製剤

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

ルカリウム配合剤
代謝拮抗剤

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

ルカリウム配合剤
代謝拮抗剤

エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エチゾラム 精神安定剤

エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 エナラプリルマレイン酸塩 持続性ＡＣＥ阻害剤

エパルレスタット錠５０ｍｇ「サワイ」 エパルレスタット アルドース還元酵素阻害剤

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ファイザー」 エピナスチン塩酸塩 アレルギー性疾患治療剤

エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日新」 エペリゾン塩酸塩 筋緊張・循環改善剤

オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 オルメサルタン メドキソミル 高親和性ＡＴ１レセプターブロッカー

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
血管強化・止血剤

カルボシステインシロップ５％「タカタ」 Ｌ−カルボシステイン 気道粘液調整・粘膜正常化剤

カルボシステインドライシロップ５０％「テバ」 Ｌ−カルボシステイン 気道粘液調整・粘膜正常化剤

カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 Ｌ−カルボシステイン 気道粘液調整・粘膜正常化剤

カロナール細粒２０％ アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤

クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」 クエチアピンフマル酸塩 抗精神病剤

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 可溶性非イオン型鉄剤

クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「タカタ」 クラリスロマイシン マクロライド系抗生物質

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」 クラリスロマイシン マクロライド系抗生物質

グリメピリド錠１ｍｇ「タナベ」 グリメピリド スルホニルウレア系血糖降下剤

クロチアゼパム錠５ｍｇ「トーワ」 クロチアゼパム 心身安定剤

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 クロピドグレル硫酸塩 抗血小板剤

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＮＰ」 サルポグレラート塩酸塩 ５−ＨＴ２ブロッカー

ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」 ジクロフェナクナトリウム 鎮痛・抗炎症剤

ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「タイヨー」 ジフェニドール塩酸塩 抗めまい剤

シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「ＳＷ」 シプロフロキサシン塩酸塩水和物 広範囲抗菌剤

ジメチコン内用液２％「ホリイ」 ジメチコン 胃内有泡性粘液除去剤

ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」 ジルチアゼム塩酸塩 持続性Ｃａ拮抗剤

ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「サワイ」 ジルチアゼム塩酸塩 Ｃａ拮抗剤

シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 シロスタゾール 抗血小板剤

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」 スピロノラクトン 抗アルドステロン性利尿・降圧剤

スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＳＰＫＫ」 スマトリプタンコハク酸塩 片頭痛治療剤

スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 スルピリド 抗潰瘍・精神用剤

セフジニル細粒１０％小児用「日医工」 セフジニル セフェム系製剤

セフポドキシムプロキセチルＤＳ小児用５％「サワイ」 セフポドキシム プロキセチル セフェム系抗生物質

セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ「サワイ」 セフポドキシム プロキセチル セフェム系抗生物質

セレコキシブ錠１００ｍｇ「明治」 セレコキシブ 非ステロイド性消炎・鎮痛剤

センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 センノシド 緩下剤

ゾピクロン錠７．５ｍｇ「トーワ」 ゾピクロン 睡眠障害改善剤

ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ゾルピデム酒石酸塩 入眠剤



タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「明治」 タムスロシン塩酸塩 前立腺肥大症排尿障害改善剤

チザニジン錠１ｍｇ「テバ」 チザニジン塩酸塩 筋緊張緩和剤

テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」 テプレノン 胃炎・胃潰瘍治療剤

テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 テルミサルタン 胆汁排泄型持続性ＡＴ１受容体ブロッカー

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ「サ

ワイ」
トコフェロールニコチン酸エステル 微小循環系賦活剤

トラセミドＯＤ錠８ｍｇ「ＴＥ」 トラセミド ループ利尿剤

トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 トラゾドン塩酸塩 抗うつ剤

トラニラストカプセル１００ｍｇ「タイヨー」 トラニラスト アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤

トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「トーワ」 トラネキサム酸 抗プラスミン剤

トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 トリアゾラム 睡眠導入剤

トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＮＰ」 トリクロルメチアジド チアジド系降圧利尿剤

ナテグリニド錠９０ｍｇ「日医工」 ナテグリニド 速効型食後血糖降下剤

ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」 ニコランジル 狭心症治療剤

ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」 ニセルゴリン 脳循環・代謝改善剤

ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ ニトログリセリン 狭心症用舌下錠

ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「トーワ」 ニフェジピン 持続性Ｃａ拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤

バイアスピリン錠１００ｍｇ アスピリン 抗血小板剤

バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＥＥ」 バラシクロビル塩酸塩 抗ウイルス化学療法剤

バラシクロビル顆粒５０％「アスペン」 バラシクロビル塩酸塩 抗ウイルス化学療法剤

バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「トーワ」 バルサルタン 選択的ＡＴ１受容体ブロッカー

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 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤

バロス発泡顆粒−Ｓ 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 Ｘ線診断二重造影用発泡剤

ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「ヨシトミ」 ハロペリドール 精神神経安定剤

バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「明治」 バンコマイシン塩酸塩 グリコペプチド系抗生物質

パンテチン散２０％「テバ」 パンテチン パンテチン製剤

パンテチン錠１００ｍｇ「シオエ」 パンテチン パンテチン製剤

ビオフェルミンＲ散 耐性乳酸菌製剤 耐性乳酸菌整腸剤

ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＮＫ」 ビカルタミド 前立腺癌治療剤

ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「日医工」 ピコスルファートナトリウム水和物 滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤

ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 ピモベンダン 心不全治療薬

ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ファモチジン Ｈ２受容体拮抗剤

ファモチジン錠２０「サワイ」 ファモチジン Ｈ２受容体拮抗剤

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 アレルギー性疾患治療剤

プラバスタチンＮａ塩錠１０ｍｇ「タナベ」 プラバスタチンナトリウム 高脂血症治療剤

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「サワイ」 プランルカスト水和物 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サワイ」 フルコナゾール 深在性真菌症治療剤

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 フルニトラゼパム 睡眠導入剤

プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ファイザー」 プレガバリン 神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

フロセミド錠４０ｍｇ「武田テバ」 フロセミド 利尿降圧剤

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 ブロチゾラム 睡眠導入剤

ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「日医工」 ベザフィブラート 高脂血症治療剤

ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＪＤ」 ベタヒスチンメシル酸塩 めまい・平衡障害治療剤

ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 ベタメタゾン 合成副腎皮質ホルモン剤

ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 ベニジピン塩酸塩 高血圧症・狭心症治療剤（持続性Ｃａ拮抗剤）

ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」 ベラプロストナトリウム ＰＧＩ２誘導体製剤

ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「武田テバ」 ボグリボース 食後過血糖改善剤

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 高カリウム血症改善剤

ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 ミノサイクリン塩酸塩 ＴＣ系抗生物質

メチコバール錠５００μｇ メコバラミン 末梢性神経障害治療剤

メトクロプラミド錠５ｍｇ「テバ」 メトクロプラミド 消化器機能異常治療剤

メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＴＹＫ」 メナテトレノン 骨粗鬆症治療用ビタミンＫ２剤

モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包１０ｍｇ「フジモト」 モルヒネ硫酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」 モンテルカストナトリウム 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

ラクツロースシロップ６５％「タカタ」 ラクツロース 高アンモニア血症・腸管機能改善剤

ラモトリギン錠２５ｍｇ「トーワ」 ラモトリギン 抗てんかん剤・双極性障害治療薬

リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ヨシトミ」 リスペリドン 抗精神病剤

リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 リファンピシン リファンピシン製剤

リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」 リマプロスト アルファデクス ＰＧＥ１誘導体製剤

レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 レバミピド 胃炎・胃潰瘍治療剤

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 レボフロキサシン水和物 広範囲経口抗菌製剤

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 鎮痛・抗炎症・解熱剤

ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ロサルタンカリウム Ａ−ＩＩアンタゴニスト



ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ロスバスタチンカルシウム ＨＭＧ−ＣｏＡ還元酵素阻害剤

ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 ロラゼパム マイナートランキライザー

一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 一硝酸イソソルビド 狭心症治療用ＩＳＭＮ製剤

酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」 酸化マグネシウム 制酸・緩下剤

沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」 沈降炭酸カルシウム 高リン血症治療剤

外用薬

薬品名称 一般名称 標榜薬効

１０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 サリチル酸 寄生性皮膚疾患剤

ＡＺ含嗽用配合細粒「ＮＰ」
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
含嗽剤

ＭＳ温シップ「タイホウ」 パップ剤 鎮痛・消炎パップ剤

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 デカリニウム塩化物 口腔用剤

アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒液１０％「メタ

ル」

アルキルジアミノエチルグリシン塩

酸塩
殺菌消毒剤

インドメタシンクリーム１％「日医工」 インドメタシン 経皮鎮痛消炎剤

エコ消エタ消毒液 エタノール 殺菌消毒剤

オーラ注歯科用カートリッジ１．０ｍＬ
リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒

石酸水素塩
歯科用局所麻酔剤

オーラ注歯科用カートリッジ１．８ｍＬ
リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒

石酸水素塩
歯科用局所麻酔剤

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 オキシグルタチオン眼灌流・洗浄液

キシロカインポンプスプレー８％ リドカイン 表面麻酔剤

ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「テイコク」 ケトプロフェン 経皮鎮痛消炎剤

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 酸化セルロース 創腔充填止血剤

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 酸化セルロース 創腔充填止血剤

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
眼科手術補助剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「日医工」 ジクロフェナクナトリウム 鎮痛・解熱・抗炎症剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「日医工」 ジクロフェナクナトリウム 鎮痛・解熱・抗炎症剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「日医工」 ジクロフェナクナトリウム 鎮痛・解熱・抗炎症剤

ジンジカインゲル２０％ アミノ安息香酸エチル 局所麻酔剤

ステリクロンＷ液０．０５ クロルヘキシジングルコン酸塩 殺菌消毒剤

ステリクロンＷ液０．１ クロルヘキシジングルコン酸塩 殺菌消毒剤

ステリクロンＷ液０．５ クロルヘキシジングルコン酸塩 殺菌消毒剤

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セボフルラン 全身吸入麻酔剤

ツロブテロールテープ２ｍｇ「久光」 ツロブテロール 経皮吸収型・気管支拡張剤

デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」 デキサメタゾン 口腔粘膜疾患治療剤

ハイポアルコール液２％「ヤクハン」
チオ硫酸ナトリウム水和物・エタ

ノール
外皮用殺菌消毒剤

バリエネマ３００ 硫酸バリウム ディスポーザブル注腸造影剤

ハリケインゲル歯科用２０％ アミノ安息香酸エチル 局所麻酔剤

ビーゾカイン歯科用ゼリー２０％ アミノ安息香酸エチル 歯科用表面麻酔剤

ビスコート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
眼科手術補助剤

ビダラビン軟膏３％「ＳＷ」 ビダラビン 抗ウイルス剤

ピレノキシン懸濁性点眼液０．００５％「参天」 ピレノキシン 老人性白内障治療剤

フェルビナクスチック軟膏３％「三笠」 フェルビナク 経皮吸収型鎮痛・消炎剤

フェルビナクパップ７０ｍｇ「ＮＰ」 フェルビナク 経皮鎮痛消炎剤

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 気道粘液溶解剤

ヘパリン類似物質ローション０．３％「ニプロ」 ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤

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 血行促進・皮膚保湿剤

ヘモポリゾン軟膏 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン 痔疾治療剤

ホスコＥ−７５ ウイテプゾール 坐剤基剤

ホスコＨ−１５ ウイテプゾール 坐剤基剤

ホスコＳ−５５ ウイテプゾール 坐剤基剤

ポビドンヨードガーグル７％「マイラン」 ポビドンヨード 含嗽剤

ポビドンヨードゲル１０％「明治」 ポビドンヨード 殺菌消毒剤

ポビドンヨードスクラブ液７．５％「明治」 ポビドンヨード 殺菌消毒剤

ポビドンヨード外用液１０％「マイラン」 ポビドンヨード 殺菌消毒剤

ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏２％「昭和」 ミノサイクリン塩酸塩 歯周炎治療剤

メイスパン配合軟膏 精製白糖・ポビドンヨード 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「科研」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤



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 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

亜鉛華（１０％）単軟膏「ヨシダ」 亜鉛華 収斂・消炎・保護剤

硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 硝酸イソソルビド 経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤

尿素クリーム２０％「フジナガ」 尿素 角化症治療剤

注射薬

薬品名称 一般名称 標榜薬効

ＨＭＧ筋注用１５０単位「あすか」 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン剤

ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 塩化カリウム 補正用電解質液

ｕＦＳＨ注用１５０単位「あすか」 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン 卵胞成熟ホルモン（ＦＳＨ）製剤

ｕＦＳＨ注用７５単位「あすか」 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン 卵胞成熟ホルモン（ＦＳＨ）製剤

アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ「トーワ」 アシクロビル 抗ウイルス化学療法剤

アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット「テルモ」 Ｌ−アスパラギン酸カリウム Ｋアスパルテート製剤

アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ「ＦＲＩ」 アデノシン 心臓疾患診断補助剤

アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 アドレナリン アドレナリン注射液

アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 アトロピン硫酸塩水和物 鎮痙剤

アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 アミオダロン塩酸塩 不整脈治療剤

アルプロスタジル注５μｇ「サワイ」 アルプロスタジル ＰＧＥ１製剤

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「トーワ」 イリノテカン塩酸塩水和物 抗悪性腫瘍剤

イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「トーワ」 イリノテカン塩酸塩水和物 抗悪性腫瘍剤

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）
持効型溶解インスリンアナログ製剤

エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 エトポシド 抗悪性腫瘍剤

エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 エピルビシン塩酸塩 抗腫瘍性抗生物質

エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 エピルビシン塩酸塩 抗腫瘍性抗生物質

エポエチンアルファＢＳ注７５０シリンジ「ＪＣＲ」
エポエチン カッパ（遺伝子組換

え）
遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤

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 ＰＧＩ２製剤

エレジェクト注シリンジ
塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合

剤
高カロリー輸液用微量元素製剤

オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「サンド」 オクトレオチド酢酸塩 持続性ソマトスタチンアナログ製剤

オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ／１００ｍＬバッグ「Ｉ

Ｐ」
オザグレルナトリウム トロンボキサン合成酵素阻害剤

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 プロトンポンプ・インヒビター

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液５０ｍｇ「日医

工」

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ

ム水和物
血管強化・止血剤

カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＮＫ」 カルボプラチン 抗悪性腫瘍剤

カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「ＮＫ」 カルボプラチン 抗悪性腫瘍剤

カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」 カルボプラチン 抗悪性腫瘍剤

グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＮＫ」 グラニセトロン塩酸塩 ５−ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤

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 ５−ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤

グリセレブ配合点滴静注 濃グリセリン・果糖 頭蓋内圧亢進・浮腫治療，眼圧降下剤

ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクルト」 ゲムシタビン塩酸塩 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤

ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ヤクルト」 ゲムシタビン塩酸塩 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤

シスプラチン点滴静注１０ｍｇ「マルコ」 シスプラチン 抗悪性腫瘍剤

シスプラチン点滴静注５０ｍｇ「マルコ」 シスプラチン 抗悪性腫瘍剤

シプロフロキサシン点滴静注液４００ｍｇ「ニプロ」 シプロフロキサシン ニューキノロン系抗菌剤

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 好中球エラスターゼ阻害剤

スルバシリン静注用０．７５ｇ
アンピシリンナトリウム・スルバク

タムナトリウム
β−ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

スルバシリン静注用１．５ｇ
アンピシリンナトリウム・スルバク

タムナトリウム
β−ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

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 合成セファロスポリン系抗生物質

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 セフェム系抗生物質

セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「ＮＰ」 セフォチアム塩酸塩 セフェム系抗生物質

セフタジジム静注用０．５ｇ「日医工」 セフタジジム水和物 セフェム系抗生物質

セフタジジム静注用１ｇ「日医工」 セフタジジム水和物 セフェム系抗生物質

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 セフェム系抗生物質

ダイメジン・マルチ注 高カロリー輸液用総合ビタミン剤 高カロリー輸液用総合ビタミン剤

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
β−ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

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）
持続型赤血球造血刺激因子製剤



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）
持続型赤血球造血刺激因子製剤

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）
持続型赤血球造血刺激因子製剤

ダルベポエチン アルファ注４０μｇシリンジ「ＫＫＦ」
ダルベポエチン アルファ（遺伝子

組換え）
持続型赤血球造血刺激因子製剤

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）
持続型赤血球造血刺激因子製剤

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
カルバペネム系抗生物質

テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「ＮＰ」 テイコプラニン グリコペプチド系抗生物質製剤

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
副腎皮質ホルモン製剤

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 α２作動性鎮静剤

ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 ドキソルビシン塩酸塩 抗悪性腫瘍剤

ドキソルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 ドキソルビシン塩酸塩 抗悪性腫瘍剤

ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ＥＥ」 ドセタキセル水和物 タキソイド系抗悪性腫瘍剤

ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ＥＥ」 ドセタキセル水和物 タキソイド系抗悪性腫瘍剤

ドブタミン持続静注１５０ｍｇシリンジ「ＫＫＣ」 ドブタミン塩酸塩 急性循環不全改善剤

トラネキサム酸注射液１０００ｍｇ「テバ」 トラネキサム酸 抗プラスミン剤

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 Ｃａ拮抗剤

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 ニトログリセリン注射液

パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ＮＫ」 パクリタキセル 抗悪性腫瘍剤

パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 パクリタキセル 抗悪性腫瘍剤

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 ５−ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤

ハロペリドール注５ｍｇ「ヨシトミ」 ハロペリドール 精神神経安定剤

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「明治」 バンコマイシン塩酸塩 グリコペプチド系抗生物質

ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「サワイ」 ピペラシリンナトリウム 合成ペニシリン製剤

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 麻酔用鎮痛剤

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 麻酔用鎮痛剤

フルオレサイト静注５００ｍｇ フルオレセイン 蛍光眼底造影剤

フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」 フルオロウラシル 抗悪性腫瘍剤

フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トーワ」 フルオロウラシル 抗悪性腫瘍剤

フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「Ｆ」 フルマゼニル ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤

プロゲストンデポー筋注１２５ｍｇ
ヒドロキシプロゲステロンカプロン

酸エステル
持続性黄体ホルモン剤

フロセミド注２０ｍｇ「武田テバ」 フロセミド 利尿降圧剤

プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」 プロポフォール 全身麻酔・鎮静用剤

ベクロニウム静注用１０ｍｇ「Ｆ」 ベクロニウム臭化物 非脱分極性麻酔用筋弛緩剤

ヘパリンＣａ皮下注１万単位／０．４ｍＬ「サワイ」 ヘパリンカルシウム 血液凝固阻止剤

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オーツ

カ」１０ｍＬ
ヘパリンナトリウム 血液凝固阻止剤

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 血液凝固阻止剤

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 血液凝固阻止剤

ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「ニプロ」 ミカファンギンナトリウム キャンディン系抗真菌剤

ミダゾラム注射液１０ｍｇ「テバ」 ミダゾラム 催眠鎮静剤

メチルエルゴメトリン注０．２ｍｇ「あすか」 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 子宮収縮止血剤

メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「明治」 メロペネム水和物 カルバペネム系抗生物質

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」 メロペネム水和物 カルバペネム系抗生物質

リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 リドカイン塩酸塩 リドカイン注射液

リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「あすか」 リトドリン塩酸塩 切迫流・早産治療剤

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 ＬＨ−ＲＨ誘導体徐放性製剤

レボフロキサシン点滴静注５００ｍｇ／２０ｍＬ「ＤＳＥ

Ｐ」
レボフロキサシン水和物 ニューキノロン系抗菌剤

レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ＮＰ」 レボホリナートカルシウム水和物 活性型葉酸製剤

レミフェンタニル静注用５ｍｇ「第一三共」 レミフェンタニル塩酸塩 全身麻酔用鎮痛剤

ロゼウス静注液１０ｍｇ ビノレルビン酒石酸塩 ビンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤

ロゼウス静注液４０ｍｇ ビノレルビン酒石酸塩 ビンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤



ワイスタール配合静注用１ｇ
セフォペラゾンナトリウム・スルバ

クタムナトリウム
β−ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質

生食注シリンジ「ＮＰ」 生理食塩液 生理食塩液

生食注シリンジ５０ｍＬ「ニプロ」 生理食塩液 生理食塩液

大塚生食注２ポート１００ｍＬ 生理食塩液 注入針付溶解剤


