
01 病原微生物に対する薬剤
01 抗菌薬

ペニシリン系薬 1
広範囲ペニシリン系薬 1
広範囲ペニシリン系薬（緑膿菌にも有効） 1
複合ペニシリン系薬 1
β-ラクタマーゼ阻害薬配合剤 1
注射用第一世代セフェム系薬 2
注射用第二世代セフェム系薬 2
注射用第三世代セフェム系薬 2
注射用第四世代セフェム系薬 2
経口用第一世代セフェム系薬 2
経口用第二世代セフェム系薬 2
経口用第三世代セフェム系薬 2
外用セフェム系薬 3
注射用カルバペネム系薬 3
経口用カルバペネム系薬 3
経口用ペネム系薬 3
グリコペプチド系薬 3
ホスホマイシン 3
アミノグリコシド系薬（抗結核菌作用（＋）） 3
アミノグリコシド系薬（抗緑膿菌作用（＋）） 3
アミノグリコシド系薬（抗緑膿菌作用（－）） 3
アミノグリコシド系薬（抗MRSA） 3
マクロライド系薬 3
テトラサイクリン系薬 4
リンコマイシン系薬 4
オキサゾリジノン系薬 4
ニューキノロン系薬 4
配合剤[抗菌] 5
リポペプチド系薬 5
抗嫌気性菌薬 5
抗結核薬 5
ハンセン病治療薬[抗菌] 5
その他の抗菌薬 5
ストレプトグラミン系薬 5

02 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬
抗ヘルペスウイルス薬 5
抗サイトメガロウイルス（CMV）薬 5
抗インフルエンザウイルス薬 6
抗RSウイルス薬 6
抗新型コロナウイルス薬(RNA合成阻害) 6
抗新型コロナウイルス薬(SARS-CoV-2ﾓﾉｸﾛｰﾅﾙ抗体)6
抗HIV薬 6

03 抗真菌薬
深在性抗真菌薬（ﾎﾟﾘｴﾝﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系） 7
深在性抗真菌薬（ﾄﾘｱｿﾞｰﾙ系） 7
深在性・表在性抗真菌薬（ﾄﾘｱｿﾞｰﾙ系） 7
深在性抗真菌薬（ｷｬﾝﾃﾞｨﾝ系） 7
深在性・表在性抗真菌薬（ｱﾘﾙｱﾐﾝ系） 7
表在性抗真菌薬（ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ系） 7
表在性抗真菌薬（ﾄﾘｱｿﾞｰﾙ系） 7
ニューモシスチス肺炎治療薬 8

04 抗寄生虫薬
抗線虫薬 8
抗原虫薬（マラリア以外） 8

05 予防接種用薬

≪共通採用薬目次≫ トキソイド 8
弱毒生ワクチン 8
不活化ワクチン 8
不活化ワクチン（細菌抗原ワクチン） 9
不活化ワクチン（肝炎ウイルス） 9
結核診断薬 9

06 消毒薬
高水準（アルデヒド類） 9
高水準（過酸化物製剤） 9
中水準（ハロゲン化合物（塩素系）製剤） 9
中水準（ハロゲン化合物（ヨウ素系）製剤） 9
中水準（アルコール類） 9
低水準（ビグアナイド類） 10
低水準（第四級アンモニウム塩） 10
低水準（両性界面活性剤） 10
速乾性手指消毒薬 10
過酸化物製剤 10
アルコール類 10

02 抗悪性腫瘍薬
07 抗悪性腫瘍薬

アルキル化薬（マスタード類） 11
アルキル化薬（ニトロソウレア類） 11
アルキル化薬（その他） 11
代謝拮抗薬（葉酸代謝拮抗薬） 11
代謝拮抗薬（ピリミジン代謝拮抗薬） 11
代謝拮抗薬（プリン代謝拮抗薬） 12
代謝拮抗薬（その他） 12
抗腫瘍性抗生物質 12
微小管阻害薬（ビンカアルカロイド） 13
微小管阻害薬（タキサン） 13
微小管阻害薬（その他） 13
ホルモン療法薬（アロマターゼ阻害薬） 13
ホルモン療法薬（抗エストロゲン薬） 13
ホルモン療法薬（抗アンドロゲン薬） 13
ホルモン療法薬（GnRHアゴニスト） 14
白金製剤 14
トポイソメラーゼⅠ阻害薬 14
トポイソメラーゼⅡ阻害薬 14
BCL-2蛋白阻害薬 15
分子標的治療薬（抗EGFR抗体） 15
分子標的治療薬（抗HER2抗体） 15
分子標的治療薬（抗VEGF抗体） 15
分子標的治療薬（抗VEGFR抗体） 16
分子標的治療薬（抗CD20抗体） 16
分子標的治療薬（抗CD38抗体） 16
分子標的治療薬（抗CCR4抗体） 16
分子標的治療薬（免疫ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ阻害薬） 16
分子標的治療薬[抗体薬物複合体（ADC）] 16
分子標的治療薬（小分子：EGFR阻害薬） 16
分子標的治療薬（小分子：BCR/ABL阻害薬） 16
分子標的治療薬（小分子：ﾏﾙﾁｷﾅｰｾﾞ阻害薬） 17
分子標的治療薬（小分子：ﾌﾟﾛﾃｱｿｰﾑ阻害薬） 17
分子標的治療薬（小分子：ALK阻害薬） 17
分子標的治療薬（レチノイド） 17
サリドマイド関連薬 17
ステロイド 18
非特異的免疫賦活薬 18
その他の抗悪性腫瘍薬 18
再生医療等製品（CAR-T療法） 18



03 炎症，免疫，アレルギーに作用する薬剤
08 副腎皮質ステロイド

副腎皮質ステロイド（主として全身投与用） 18
合成鉱質コルチコイド製剤 19

09 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など）
アセトアミノフェン 19
NSAIDs（サリチル酸系） 19
NSAIDs（アントラニル酸系） 19
NSAIDs（アリール酢酸系） 19
NSAIDs（プロピオン酸系） 20
NSAIDs（コキシブ系） 20
経皮用剤（NSAIDs） 20
オピオイド 20
神経障害性疼痛緩和薬 20
鎮痛補助薬（生物組織抽出薬） 20
その他鎮痛補助薬 21
運動器関連薬 21

10 免疫疾患治療薬　（リウマチ、炎症性腸疾患、乾癬など）
免疫調節薬 21

　　 免疫抑制薬〔代謝拮抗薬（プリン代謝拮抗薬）〕 21
免疫抑制薬〔代謝拮抗薬（葉酸代謝拮抗薬）〕 21
免疫抑制薬（アルキル化薬） 21
免疫抑制薬（カルシニューリン阻害薬） 21
免疫抑制薬（JAK阻害薬） 22
生物学的製剤（TNFα阻害薬） 22
生物学的製剤（IL-6阻害薬） 22
生物学的製剤（T細胞刺激調節薬） 22
生物学的製剤（B細胞標的薬） 22
炎症性腸疾患（IBD）治療薬（ステロイド） 23

11 アレルギー薬疾患治療薬
メディエーター遊離抑制薬 23
H1受容体拮抗薬（第一世代） 23
H1受容体拮抗薬（第二世代） 23
トロンボキサンA2合成阻害薬 23
ロイコトリエン（LT）受容体拮抗薬 23
分子標的治療薬 24

04 代謝系に作用する薬剤
12 糖尿病治療薬

ビグアナイド（BG）類 24
チアゾリジン（TZD）誘導体 24
スルホニル尿素（SU）類 24
速効型インスリン分泌促進薬 24
αグルコシダーゼ阻害薬（α-GI） 24
SGLT-2阻害薬 24
DPP-4阻害薬 25
GLP-1受容体作動薬 25
インスリンアナログ（超速効型） 25
ヒトインスリン（速効型） 25
インスリンアナログ（混合型）/二相性 25
インスリンアナログ（配合溶解） 25
ヒトインスリン（中間型） 25
インスリンアナログ（持効型溶解） 25
糖尿病性腎症治療薬 26
糖負荷試験用薬 26

13 脂質異常症（高脂血症）治療薬
HMG-CoA還元酵素阻害薬 26
小腸コレステロールトランスポーター阻害薬 26
フィブラート系薬 26
フィブラート系（選択的PPARαﾓｼﾞｭﾚｰﾀｰ） 26

ニコチン酸系薬[脂] 26
多価不飽和脂肪酸 26
その他の脂質異常症治療薬 26

14 痛風・高尿酸血症治療薬
痛風発作寛解・予防薬 26
尿酸排泄促進薬 26
尿酸生成抑制薬 27
尿酸分解酵素薬 27

05 内分泌系薬剤
15 女性ホルモン製剤・子宮用剤

卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 27
子宮内黄体ホルモン放出システム 27
GnRHアゴニスト 27
子宮収縮薬 27
子宮頚管熟化薬 28
子宮収縮抑制薬 28

16 男性ホルモン製剤，視床下部・下垂体ホルモン製剤
男性ホルモン 28
蛋白同化ステロイド 28
甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン（TRH） 28
TRH誘導体 28
視床下部向下垂体ホルモン（その他） 28
下垂体後葉ホルモン 28
V2受容体拮抗薬 28
副腎皮質刺激ホルモン（ACTH） 29
性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン） 29
グルカゴン 29

17 代謝異常症治療薬
尿素サイクル異常症治療薬 29

18 甲状腺疾患治療薬
甲状腺ホルモン製剤 29
抗甲状腺薬 29
ヨウ素 29

19 骨・カルシウム代謝薬
カルシトニン製剤 29
ビスホスホネート（BP）製剤 29
活性型ビタミンD3製剤[骨] 30
選択的ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ受容体ﾓｼﾞｭﾚｰﾀｰ（SERM） 30
抗RANKLモノクローナル抗体 30
抗スクレロスチンモノクローナル抗体 30
ビタミンK2製剤 30
カルシウム製剤 30
副甲状腺ホルモン製剤 30

06 ビタミン製剤，輸液・栄養製剤
20 ビタミン製剤

ビタミンB1・B1誘導体 31
ビタミンB2 31
ニコチン酸 31
パントテン酸（B5） 31
ビタミンB6 31
ビタミンB12 31
葉酸 31
混合ビタミンB群 31
ビタミンC 31
活性型ビタミンD3製剤[ﾋﾞﾀﾐﾝ] 32
ビタミンE 32
ビタミンK 32
カルニチン 32
高カロリー輸液用総合ビタミン製剤 32



21 輸液・栄養製剤
塩化ナトリウム製剤 32
カリウム製剤 32
マグネシウム製剤 32
リン製剤 32
アシドーシス補正用製剤 33
ブドウ糖（グルコース）製剤 33
電解質輸液製剤 33
アミノ酸輸液製剤 34
腎不全用アミノ酸輸液製剤 34
肝不全用アミノ酸輸液製剤 34
脂肪乳剤 34
ビタミンB1加末梢静脈栄養用輸液製剤 34
中心静脈栄養（TPN）用基本液 34
小児用中心静脈栄養用基本液 34
腎不全用中心静脈栄養用基本液 35
中心静脈栄養用キット製剤 35
微量元素製剤 35
内服用複合電解質 35
経腸栄養剤（成分栄養） 35
経腸栄養剤（消化態） 35
経腸栄養剤（半消化態） 35
経腸栄養剤（半消化態・半固形） 35
肝不全用経腸栄養剤 35
血漿増量薬 35
脳脊髄手術用洗浄灌流液 35
心筋保護薬 35
その他（輸液） 36

07 血液製剤，血液に作用する薬剤
22 血液製剤

ヒト免疫グロブリン 36
抗破傷風グロブリン 36
抗HBsグロブリン 37
抗Dグロブリン 37
アルブミン 37
血液凝固第Ⅶ因子 37
血液凝固第Ⅷ因子 37
プロトロンビン複合体 37
血液凝固第Ⅸ因子 37
血液凝固因子抗体迂回活性複合体 37
血液凝固第XⅢ因子 37
フィブリノゲン 37
アンチトロンビン 38
HAE急性発作治療薬 38
ハプトグロビン 38
再生医療等製品 38

23 造血薬
有機酸鉄 38
注射用鉄剤 38
エリスロポエチン 38
G-CSF 39
ウサギ免疫グロブリン 39
結核菌製剤 39
白血球減少症治療薬 39

24 止血薬
トロンボポエチン受容体作用薬 39
血管強化剤 39
抗プラスミン薬 40
局所止血薬 40

静脈瘤硬化療法薬 40
ダビガトラン特異的中和薬 40
Xa阻害薬特異的中和薬 40
ヘパリン拮抗薬 40

25 抗血栓薬
ヘパリン 40
ヘパリノイド 41
合成Xa阻害薬 41
DOAC（経口直接Xa阻害薬） 41
DOAC（トロンビン直接阻害薬） 41
クマリン系薬（ビタミンK拮抗薬） 41
抗トロンビン薬 41
抗血小板薬（P2Y12阻害薬） 41
抗血小板薬（その他） 41
配合剤[抗血小板] 42
血栓溶解薬（ウロキナーゼ） 42
血栓溶解薬（t-PA） 42
トロンボモジュリン 42

08 循環器系に作用する薬剤
26 降圧薬

サイアザイド類似利尿薬[降圧] 42
K保持性利尿薬[降圧] 42
β遮断薬（β1選択制ISA－）[降圧] 42
β遮断薬（β1非選択制ISA－）[降圧] 42
αβ遮断薬[降圧] 42
α遮断薬 43
中枢性交感神経抑制薬 43
Ca拮抗薬（ジヒドロピリジン系）[降圧] 43
Ca拮抗薬（ベンゾチアゼピンン系）[降圧] 43
アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬 43
ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ（AⅡ）受容体拮抗薬（ARB） 44
ARB・利尿薬配合剤 44
ARB・NEP阻害薬[降圧] 44
硝酸薬[降圧] 44

27 狭心症治療薬
硝酸薬[狭心] 44
Ca拮抗薬[狭心] 45
その他の冠拡張薬 45

28 抗不整脈薬
Naチャネル遮断薬(クラスIa群) 45
Naチャネル遮断薬(クラスIb群) 45
Naチャネル遮断薬(クラスIc群) 45
β遮断薬[不整脈](クラスII群) 45
クラスⅢ群 46
Ca拮抗薬[不整脈](クラスIV群) 46

29 心不全治療薬，昇圧薬
ジギタリス製剤 46
カテコラミン 46
カテコラミン系薬 47
キサンチン誘導体 47
PDEⅢ阻害薬 47
心房性Na利尿ペプチド製剤 47
ARB・NEP阻害薬[心不全] 47
その他の心不全治療薬 47
β遮断薬[心不全] 47
αβ遮断薬[心不全] 48

30 血管拡張薬・肺高血圧治療薬
プロスタグランジンE1製剤[拡張] 48
ニコチン酸系薬[拡張] 48



循環系ホルモン剤 48
31 利尿薬

ループ利尿薬 48
サイアザイド類似利尿薬[利尿] 48
K保持性利尿薬[利尿] 48
炭酸脱水素酵素阻害薬 49
浸透圧利尿薬 49
バソプレシンV2受容体拮抗薬 49

09 呼吸器系に作用する薬剤
32 気管支喘息治療薬，COPD治療薬

β刺激薬[呼] 49
β2刺激薬（SABA） 49
β2刺激薬（LABA） 49
テオフィリン薬（キサンチン誘導体） 50
抗コリン薬（副交感神経遮断薬）（LAMA） 50
配合剤（LAMA/LABA） 50
吸入ステロイド（ICS） 50
配合剤（ICS/LABA） 50
配合剤（ICS/LAMA/LABA） 50
抗IgE抗体 51
抗IL-5抗体 51
抗IL-5受容体α抗体 51
抗IL-4/13受容体抗体 51
メディエーター遊離抑制薬[呼] 51
ロイコトリエン（LT）受容体拮抗薬[呼] 51

33 鎮咳薬，去痰薬，呼吸障害改善薬
中枢性麻薬性鎮咳薬 51
中枢性非麻薬性鎮咳薬 51
P2X3受容体阻害薬 51
鎮咳去痰配合剤 51
鎮咳去痰薬 51
気道粘液溶解薬（システイン系） 51
気道粘液溶解薬（多糖類分解） 51
気道粘液修復薬 52
気道分泌細胞正常化薬 52
気道潤滑薬 52
界面活性剤 52
塩類去痰薬 52
末梢性呼吸刺激薬 52
中枢性呼吸刺激薬 52
肺サーファクタント 52
好中球エラスターゼ選択的阻害薬 52
抗線維化薬 52

10 消化器系に作用する薬剤
34 上部消化管疾患治療薬（消化性潰瘍治療薬など）

プロトンポンプ阻害薬（PPI） 53
H2受容体拮抗薬 53
四級アンモニウム塩合成抗コリン薬 53
ベラドンナアルカロイド 53
制酸薬 53
制酸薬・緩下剤 53
ヘリコバクター・ピロリ感染診断薬 53
プロスタグランジンE1製剤[消化] 53
防御因子増強薬 54
防御因子配合剤 54
ドパミン受容体拮抗薬 54
オピアト作動薬 54
セロトニン（5-HT4）受容体作動薬 54

消化酵素 54
消化酵素配合剤 54
その他（蛋白分解酵素） 55

35 下部消化管疾患治療薬（下剤など）
腸運動抑制薬 55
収斂薬 55
吸着薬 55
活性生菌製剤 55
消化管ガス駆除薬 55
炎症性腸疾患[IBD]治療薬 55
過敏性腸症候群[IBS]治療薬 56
浸透圧性下剤（糖類下剤） 56
大腸刺激性下剤 56
上皮機能変容薬 56
オピオイド誘発性便秘症治療薬 56
経口腸管洗浄薬 56
浣腸剤 56

36 痔疾患治療薬
抗炎症薬 57
循環改善薬[痔] 57
肉芽形成促進薬 57

37 肝疾患治療薬
抗C型肝炎ウイルス薬（配合剤） 57
抗B型肝炎ウイルス薬 57
肝機能改善薬 57
肝臓製剤 57
肝不全治療薬 57
その他の肝疾患治療薬 57

38 胆道疾患治療薬
催胆薬（胆汁酸利胆薬） 57
排胆薬 58

39 膵疾患治療薬
蛋白分解酵素阻害薬 58
膵酵素補充薬 58
膵検査用薬 58

11 神経系に作用する薬剤
40 -1 抗精神病薬

フェノチアジン系抗精神病薬（プロピル側鎖） 59
フェノチアジン系抗精神病薬（ピペラジン側鎖） 59
ブチロフェノン系抗精神病薬 59
ベンザミド系抗精神病薬 59
セロトニン・ドパミン遮断薬（SDA） 59
多元受容体作用抗精神病薬（MARTA） 60
ドパミン受容体部分作動薬（DPA） 60
その他の抗精神病薬 60

40 -2 抗うつ薬，その他
三環系抗うつ薬（TCA） 60
四環系抗うつ薬 61
選択的セロトニン再取込み阻害薬（SSRI） 61
ｾﾛﾄﾆﾝ・ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取込み阻害薬（SNRI） 61
NA作動性・特異的ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗うつ薬(NaSSA) 61
その他の抗うつ薬 61
気分安定薬 61

41 抗不安薬，睡眠薬
ベンゾジアゼピン系抗不安薬（短時間型） 62
ベンゾジアゼピン系抗不安薬（中間型） 63
ベンゾジアゼピン系抗不安薬（長時間型） 63
ベンゾジアゼピン系抗不安薬（超長時間型） 63
セロトニン1A部分作動薬 63



ベンゾジアゼピン系睡眠薬（短時間型） 63
ベンゾジアゼピン系睡眠薬（中間型） 63
ベンゾジアゼピン系睡眠薬（長時間型） 63
非ベンゾジアゼピン系睡眠薬（超短時間型） 63
メラトニン受容体作動薬 63
オレキシン受容体拮抗薬 63
その他の抗不安薬，睡眠薬 63

42 抗てんかん薬
抗てんかん薬（バルビツール酸系） 63
抗てんかん薬（ベンゾジアゼピン系） 64
抗てんかん薬（主にNaチャネル阻害） 64
抗てんかん薬（主にNa/Caチャネル阻害） 64
抗てんかん薬（複合作用） 64
抗てんかん薬（主にSV2A結合） 65
抗てんかん薬（AMPA受容体拮抗） 65
その他の抗てんかん薬 65

43 片頭痛・慢性頭痛治療薬
トリプタン系薬（5-HT1B/1D作動薬） 65
分枝脂肪酸系薬[頭痛] 65
β遮断薬[頭痛] 65

44 制吐薬，鎮暈薬
フェノチアジン系抗精神病薬 65
中枢性制吐・鎮暈薬（抗ﾋｽﾀﾐﾝ薬および類似薬） 65
5-HT3受容体拮抗制吐薬 66
ニューロキニン1（NK1）受容体拮抗薬 66
制酸中和薬 66
眩暈薬（狭義） 66
脳循環・代謝賦活薬[眩暈] 67

45 パーキンソン病治療薬
レボドパ含有製剤 67
モノアミン酸化酵素（MAO-B）阻害薬 67
COMT阻害薬 67
ドパミン受容体刺激薬（アゴニスト） 67
アデノシンA2A受容体拮抗薬 67
副交感神経遮断（抗コリン）薬 67
ドパミン遊離促進薬 67
ノルアドレナリン前駆物質 68
レボドパ賦活薬 68

46 脳卒中治療薬
脳梗塞治療薬（抗血小板薬） 68
脳梗塞治療薬（脳浮腫治療薬） 68
脳梗塞治療薬（脳保護薬） 68
脳梗塞治療薬（脳循環・代謝賦活薬） 68
くも膜下出血治療薬 68

47 抗認知症薬
抗認知症薬（コリンエステラーゼ阻害薬） 68
抗認知症薬（NMDA受容体アンタゴニスト） 68

48 神経難病治療薬，その他
コリン類似薬 69
コリンエステラーゼ阻害薬（末梢性） 69
自律神経調節薬 69
ALS治療薬 69
多発性硬化症再発予防薬 69
家族性アミロイドニューロパチー関連治療薬 69

49 筋弛緩薬
中枢性筋弛緩薬 69
末梢性筋弛緩薬 69
筋弛緩回復薬 70

50 麻薬および類似薬

モルフィナン系オピオイド（モルヒネ）【麻薬】 70
モルフィナン系オピオイド（ﾓﾙﾋﾈ以外）【麻薬】 70
フェニルピペリジン系オピオイド【麻薬】 71
ベンゾモルファン系オピオイド（非麻薬） 71
モルフィナン系オピオイド（非麻薬） 71
その他のオピオイド（非麻薬） 71
モルフィナン系麻薬拮抗薬 71

51 麻酔薬
局所麻酔薬（アミド型） 71
局所麻酔薬（エステル型） 72
全身麻酔薬 72
麻薬性鎮痛薬 73
鎮静薬 73

12 腎・泌尿器系薬
52 腎疾患用剤

腎性貧血治療薬 73
活性型ビタミンD3製剤[腎] 74
Ca受容体作動薬[腎] 74
高リン血症治療薬 74
尿毒症治療薬 74
高K血症治療薬 74
代謝性アシドーシス治療薬 74
瘙痒症治療薬 75
腎機能検査用薬 75
透析液 75
腹膜透析液 75

53 泌尿器・生殖器用剤
結石排出促進薬 76
酸性尿改善薬 76
頻尿・過活動膀胱治療薬 76
排尿障害治療薬（α1遮断薬） 76
排尿障害治療薬（ホルモン） 76
排尿障害治療薬（その他） 76
膀胱出血治療薬 76
手術灌流液 76

13 感覚器官用剤
54 眼科用剤

網膜疾患治療薬 77
硝子体手術補助薬・副腎皮質ステロイド 77
散瞳薬 77
角膜治療薬 77
ドライアイ改善薬 77
副腎皮質ステロイド[眼] 77
非ステロイド抗炎症薬 77
緑内障治療薬（PG関連薬） 78
緑内障治療薬（β遮断薬） 78
緑内障治療薬（炭酸脱水酵素阻害薬） 78
緑内障治療薬（α2刺激薬） 78
緑内障治療薬（ROCK阻害薬） 78
緑内障治療薬（副交感神経刺激薬） 78
緑内障治療薬（配合剤） 78
緑内障治療薬（高浸透圧薬） 78
抗菌薬[眼] 78
抗ウイルス薬[眼] 78
抗アレルギー薬[眼] 79
眼内灌流液 79
粘弾性物質 79
蛍光眼底造影剤 79
消毒薬[眼] 79



局所麻酔薬[眼] 79
調節機能改善薬 79
その他の眼科用剤 79

55 耳鼻咽喉科用剤
血管収縮薬[耳] 79
副腎皮質ステロイド[耳] 79
抗菌薬[耳] 80
抗アレルギー薬[耳] 80
耳垢除去薬 80
鼓膜穿孔治療薬 80

56 皮膚科用剤
副腎皮質ステロイド外用剤（strongest） 80
副腎皮質ステロイド外用剤（very strong） 80
副腎皮質ステロイド外用剤（strong） 80
副腎皮質ステロイド外用剤（mild） 80
副腎皮質ステロイド外用剤（weak） 81
鎮痒薬 81
特発性慢性蕁麻疹治療薬 81
アトピー性皮膚炎治療薬 81
痤瘡治療薬 81
乾癬治療薬 81
角化症・乾癬治療薬（内服薬） 81
角化症・乾癬治療薬（外用剤） 81
角化症治療薬（角質軟化・溶解作用） 81
脱毛治療薬 81
ハンセン病治療薬[皮] 81
皮膚潰瘍治療薬 82
血行促進・皮膚保湿剤 82
ビタミン[皮] 82
その他の皮膚科用剤 82

14 その他
57 歯科・口腔用剤

含嗽薬（抗炎症作用） 83
含嗽薬（消毒・抗菌作用） 83
殺菌消毒薬含有トローチ 83
口内炎等治療薬 83
歯周病治療薬 83
口腔乾燥症状改善薬 83
局所麻酔薬（アミド型）[口腔] 83
その他の歯科口腔用剤 83

58 中毒治療薬
吸収阻害薬 84
三環系抗うつ薬中毒治療薬 84
ベンゾジアゼピン系薬物中毒治療薬 84
アセトアミノフェン中毒治療薬 84
イソニアジド中毒治療薬 84
オピオイド中毒治療薬 84
ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ・ﾒﾀﾉｰﾙによる急性中毒治療薬 84
ｱﾙｺｰﾙ-ｸﾞﾘｺｰﾙ類による急性中毒治療薬 84
シアン化合物中毒治療薬 84
ｱｾﾁﾙｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害薬中毒治療薬 84
中毒性メトヘモグロビン血症治療薬 84
局所麻酔薬中毒治療薬（脂肪乳剤） 84
金属による急性中毒治療薬 85
鉄中毒治療薬・鉄過剰症治療薬 85
ニコチン依存症治療薬 85

59 造影剤
ガドリニウム系MRI 85
非ガドリニウム系MRI 85

尿路・血管系（非イオン系モノマー） 85
尿路・血管系（非イオン系ダイマー型） 87
消化管系 87
膵胆・尿路・関節・唾液腺系 87
胆道系 87
脳・脊髄・関節・子宮卵管系 87
リンパ・子宮卵管系調製用剤 87
エコー用 87
肝・循環機能検査用薬 87

15 漢方薬
60 漢方薬

漢方薬（エキス剤） 88
80 治療を目的としない医薬品

80 その他治療を目的としない医薬品
賦形剤等 89
溶解剤 89
矯味・矯臭・着色剤 89



共通 検索は　Ctrl＋F

01 病原微生物に対する薬剤

01 抗菌薬

ペニシリン系薬

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

広範囲ペニシリン系薬

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

ビクシリン注射用0.25g

アンピシリンナトリウム

ビクシリン注射用1g

アンピシリンナトリウム

ビクシリンドライシロップ10% （100mg/g）

アンピシリン水和物

ユナシン錠375

スルタミシリントシル酸塩水和物

広範囲ペニシリン系薬（緑膿菌にも有効）

ペントシリン注射用1g

ピペラシリンナトリウム

β-ラクタマーゼ阻害薬配合剤

オーグメンチン配合錠250RS

クラブラン酸カリウム/アモキシシリン水和物

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－



共通 検索は　Ctrl＋F

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

タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」

タゾバクタム/ピペラシリン水和物

ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ

スルバクタムナトリウム/セフォペラゾンナトリウム

注射用第一世代セフェム系薬

セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」

セファゾリンナトリウム

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

セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」

セファゾリンナトリウム

注射用第二世代セフェム系薬

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

パンスポリン静注用 0.5g

セフォチアム塩酸塩

パンスポリン静注用1g

セフォチアム塩酸塩

フルマリンキット静注用1g

フロモキセフナトリウム

フルマリン静注用1g

フロモキセフナトリウム

注射用第三世代セフェム系薬

セフォタックス注射用1g

セフォタキシムナトリウム

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

注射用第四世代セフェム系薬

セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」

セフェピム塩酸塩

ファーストシン静注用1gバッグＳ

セフォゾプラン塩酸塩

経口用第一世代セフェム系薬

ケフラールカプセル250mg

セファクロル

ケフラール細粒小児用100mg （100mg/g）

セファクロル

経口用第三世代セフェム系薬

セフカペンﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩小児用細粒10%「SW」

セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

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

セフジトレンﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ小児用細粒10%「SW」

セフジトレン　ピボキシル

－2－
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注射用カルバペネム系薬

チエナム点滴静注用キット0.5ｇ

イミペネム水和物/シラスタチンナトリウム

フィニバックス点滴静注用0.5g

ドリペネム水和物

メロペネム点滴静注用0.5g「NP」

メロペネム水和物

メロペネム点滴静注用バッグ1g「NP」

メロペネム水和物

経口用ペネム系薬

ファロムﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ小児用10% （100mg/g）

ファロペネムナトリウム水和物

ファロム錠200mg

ファロペネムナトリウム水和物

グリコペプチド系薬

テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」

テイコプラニン

塩酸バンコマイシン散0.5g

バンコマイシン塩酸塩

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

ホスホマイシン

ホスミシンＳ静注用1g

ホスホマイシンナトリウム

ホスミシンドライシロップ400 （400mg/g）

ホスホマイシンカルシウム水和物

ホスミシン錠500

ホスホマイシンカルシウム水和物

アミノグリコシド系薬（抗結核菌作用（＋））

カナマイシンカプセル250mg「明治」

カナマイシン一硫酸塩

アミノグリコシド系薬（抗緑膿菌作用（＋））

アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」

アミカシン硫酸塩

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

トブラシン注60mg

トブラマイシン

アミノグリコシド系薬（抗緑膿菌作用（－））

ソフラチュール貼付剤10cm

フラジオマイシン硫酸塩

アミノグリコシド系薬（抗MRSA）

ハベカシン注射液200mg

アルベカシン硫酸塩

マクロライド系薬

エリスロシンドライシロップＷ20% （200mg/g）

エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

－3－
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エリスロシン錠100mg

エリスロマイシンステアリン酸塩

エリスロシン点滴静注用500mg

エリスロマイシンラクトビオン酸塩

クラリスロマイシンDS10%小児用「ｻﾜｲ」（100mg/g）

クラリスロマイシン

クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」

クラリスロマイシン

ジスロマック錠250mg

アジスロマイシン水和物

ジスロマック点滴静注用500mg

アジスロマイシン水和物

ダフクリア錠200mg

フィダキソマイシン

テトラサイクリン系薬

ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「ｻﾜｲ」 （20mg/g）

ミノサイクリン塩酸塩

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

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

リンコマイシン系薬

クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「F」

クリンダマイシンリン酸エステル

オキサゾリジノン系薬

ザイボックス錠600mg

リネゾリド

ザイボックス注射液600mg

リネゾリド

ニューキノロン系薬

アベロックス錠400mg

モキシフロキサシン塩酸塩

ジェニナック錠200mg

メシル酸ガレノキサシン水和物

シプロキサン錠200mg

シプロキン塩酸塩水和物

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

トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」

トスフロキサシントシル酸塩水和物

ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」

ナジフロキサシン

パズクロス点滴静注液500mg

パズフロキサシンメシル酸塩

レボフロキサシン細粒10%「DSEP」 （250mg/2.5g/包）

レボフロキサシン水和物

レボフロキサシン錠500mg「DSEP」

レボフロキサシン水和物
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レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL

レボフロキサシン水和物

配合剤[抗菌]

バクタ配合顆粒

スルファメトキサゾール/トリメトプリム

バクタ配合錠

スルファメトキサゾール/トリメトプリム

バクトラミン注

トリメトプリム/スルファメトキサゾール

リポペプチド系薬

キュビシン静注用350mg

ダプトマイシン

抗嫌気性菌薬

アネメトロ点滴静注液500mg

メトロニダゾール

フラジール内服錠250mg

メトロニダゾール

抗結核薬

イスコチン錠100mg

イソニアジド

エブトール250mg錠

エタンブトール塩酸塩

ピラマイド原末

ピラジナミド

リファジンカプセル150mg

リファンピシン

ハンセン病治療薬[抗菌]

リファジンカプセル150mg

リファンピシン

レクチゾール錠25mg

ジアフェニルスルホン

その他の抗菌薬

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

02 抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬

抗ヘルペスウイルス薬

アシクロビル錠200ｍｇ「サワイ」

アシクロビル

アラセナ-A軟膏3%

ビダラビン

バラシクロビル錠500mg「トーワ」

バラシクロビル塩酸塩水和物

アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」

アシクロビル

抗サイトメガロウイルス（CMV）薬

デノシン点滴静注用500mg

ガンシクロビル
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バリキサ錠450mg

バルガンシクロビル塩酸塩

点滴静注用ホスカビル注 24mg/mL

ホスカルネットナトリウム水和物

抗インフルエンザウイルス薬

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

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

オセルタミビルDS3%「サワイ」 （30mg/g）

オセルタミビルリン酸塩

シンメトレル錠50mg

アマンタジン塩酸塩

ゾフルーザ錠20mg

バロキサビル マルボキシル

ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg

ペラミビル水和物

ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg

ペラミビル水和物

抗RSウイルス薬

シナジス筋注液50mg

パリビズマブ（遺伝子組換え）

シナジス筋注液100mg

パリビズマブ（遺伝子組換え）

抗新型コロナウイルス薬（ＲＮＡ合成阻害）

パキロビッドパック

ニルマトレルビル/リトナビル

ベクルリー点滴静注用100mg

レムデシビル

ラゲブリオカプセル200mg

モルヌピラビル

抗新型コロナウイルス薬（抗SARS-Cov-2モノ

エバシェルド筋注セット

ﾁｷｻｹﾞﾋﾞﾏﾌﾞ/ｼﾙｶﾞﾋﾞﾏﾌﾞ

ゼビュディ点滴静注液500mg

ソトロビマブ

ロナプリーブ点滴静注セット1332

ｶｼﾘﾋﾞﾏﾌﾞ/ｲﾑﾃﾞﾋﾞﾏﾌﾞ

抗HIV薬

アイセントレス錠400mg

ラルテグラビルカリウム

カレトラ配合錠

ロピナビル/リトナビル

コンビビル配合錠

ジドブジン/ラミブジン

ツルバダ配合錠

エムトリシタビン/テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

03 抗真菌薬
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深在性抗真菌薬（ﾎﾟﾘｴﾝﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系）

アムビゾーム点滴静注用50mg

アムホテリシンBリポソーム

ファンギゾンシロップ100mg/mL

アムホテリシンB

深在性抗真菌薬（ﾄﾘｱｿﾞｰﾙ系）

ジフルカンカプセル100mg

フルコナゾール

ノクサフィル錠100mg

ポサコナゾール

ノクサフィル点滴静注300mg

ポサコナゾール

ブイフェンド200mg静注用

ボリコナゾール

フルコナゾールカプセル100mg「アメル」

フルコナゾール

プロジフ静注液200

ホスフルコナゾール

ボリコナゾール錠50mg「トーワ」

ボリコナゾール

深在性・表在性抗真菌薬（ﾄﾘｱｿﾞｰﾙ系）

イトラコナゾール内用液1%「VTRS」

イトラコナゾール

イトリゾールカプセル50

イトラコナゾール

深在性抗真菌薬（ｷｬﾝﾃﾞｨﾝ系）

ミカファンギンNa点滴用75mg「ニプロ」

ミカファンギンナトリウム

深在性・表在性抗真菌薬（ｱﾘﾙｱﾐﾝ系）

ラミシールクリーム1%

テルビナフィン塩酸塩

表在性抗真菌薬（ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ系）

アスタット軟膏1%

ラノコナゾール

オキナゾール膣錠600mg

オキシコナゾール硝酸塩

ニゾラールローション2%

ケトコナゾール

ルリコン液1%

ルリコナゾール

ルリコンクリーム1%

ルリコナゾール

表在性抗真菌薬（ﾄﾘｱｿﾞｰﾙ系）

クレナフィン爪外用液10%

エフィナコナゾール

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
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ニューモシスチス肺炎治療薬

バクタ配合顆粒

スルファメトキサゾール/トリメトプリム

バクタ配合錠

スルファメトキサゾール/トリメトプリム

バクトラミン注

トリメトプリム/スルファメトキサゾール

ベナンバックス注用300mg

ペンタミジンイセチオン酸塩

04 抗寄生虫薬

抗線虫薬

ストロメクトール錠3mg

イベルメクチン

抗原虫薬（マラリア以外）

アネメトロ点滴静注液500mg

メトロニダゾール

フラジール内服錠250mg

メトロニダゾール

05 予防接種用薬

トキソイド

沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」

破傷風トキソイド

弱毒生ワクチン

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン｢タケダ｣

弱毒生ムンプスウイルス（鳥居株）

乾燥弱毒生水痘ワクチン ｢ビケン｣

弱毒生水痘ウイルス（岡株）

乾燥弱毒生風しんワクチン｢ﾀｹﾀﾞ｣

弱毒生風しんウイルス（TO‒336株）

はしか生ワクチン

乾燥弱毒生麻しんワクチン

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン｢ﾀｹﾀﾞ｣

弱毒生麻しんウイルス/弱毒生風しんウイルス

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（1価）

不活化ワクチン

インフルエンザHAワクチン　「ビケンHA」

インフルエンザHAワクチン

サーバリックス

ヒトパピローマウイルス16型/18型L1たん白質ウイルス様粒子

ジェービックⅤ

不活化日本脳炎ウイルス北京株

テトラビック皮下注シリンジ

百日せき菌の防御抗原/ｼﾞﾌﾃﾘｱﾄｷｿｲﾄﾞ/破傷風ﾄｷｿｲﾄﾞ/不活化ポリオ

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)
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不活化ワクチン（細菌抗原ワクチン）

アクトヒブ

破傷風トキソイド結合インフルエンザ菌b型多糖

ニューモバックスＮＰシリンジ

肺炎球菌莢膜ポリサッカライド

プレベナー13水性懸濁液

肺炎球菌莢膜ポリサッカライド-CRM197結合体

不活化ワクチン（肝炎ウイルス）

エイムゲン

不活化Ａ型肝炎ウイルス抗原（HAV抗原）

ビームゲン注0.5mL （10µg）

HBs抗原（Ｂ型肝炎ウイルス表面抗原）

ビームゲン注0.25mL （5µg）

HBs抗原（Ｂ型肝炎ウイルス表面抗原）

ヘプタバックス-Ⅱ水性懸濁注シリンジ0.5mL

組換えHBs抗原たん白質 (酵母由来)

結核診断薬

一般診断用精製ツベルクリン（PPD）

06 消毒薬

高水準（アルデヒド類）

ディスオーパ消毒液0.55% （3.8L）

フタラール

10%中性緩衝ホルマリン

ホルマリン

中水準（ハロゲン化合物（塩素系）製剤）

テキサント消毒液6% （500g）

次亜塩素酸ナトリウム

中水準（ハロゲン化合物（ヨウ素系）製剤）

産婦人科用イソジンクリーム5% （250g）

ポビドンヨード

イソジンゲル10%(20g/本）

ポビドンヨード

イソジンスクラブ液7.5% （500mL）

ポビドンヨード

ポピヨドン液10%

ポビドンヨード

中水準（アルコール類）

イソプロパノール「マルイシ」 （500mL）

イソプロパノール （99vol% 以上）

無水エタノール「マルイシ」 （500mL）

エタノール（99.5vol%以上）

エタノール「マルイシ」 （500mL）

エタノール （95.1～96.9vol%）

消毒用エタノール （500mL）

エタノール （76.9～81.4vol%）
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低水準（ビグアナイド類）

ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩ｴﾀﾉｰﾙ液1%綿棒「LT」

クロルヘキシジングルコン酸塩

ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩ｴﾀﾉｰﾙ消毒液1%「東豊」

クロルヘキシジングルコン酸塩

ヒビスクラブ消毒液4% （500mL）

クロルヘキシジングルコン酸塩

低水準（第四級アンモニウム塩）

ザルコニンA液0.1

8%エタノール添加0.1%ベンザルコニウム塩化物

プリビーシー液 0.02% （500mL）

ベンザルコニウム塩化物

低水準（両性界面活性剤）

ハイジール消毒用液10% （500mL）

アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩

速乾性手指消毒薬

ウエルアップハンドローション1% （1L）

クロルヘキシジングルコン酸塩/エタノール溶液含有

ウエルフォーム （180mL）

クロルヘキシジングルコン酸塩/エタノール溶液含有

ウエルフォーム （1L/電動用）

クロルヘキシジングルコン酸塩/エタノール溶液含有

過酸化物製剤

オキシドール消毒用液「マルイシ」 （500mL）

過酸化水素

アルコール類

ハイポアルコール「シオエ」 （500mL）

チオ硫酸ナトリウム水和物/エタノール
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02 抗悪性腫瘍薬

07 抗悪性腫瘍薬

アルキル化薬（マスタード類）

アルケラン錠2mg

メルファラン

アルケラン静注用50mg

メルファラン

注射用イホマイド1g

イホスファミド

エンドキサン錠50mg

シクロホスファミド水和物

注射用エンドキサン100mg

シクロホスファミド水和物

注射用エンドキサン500mg

シクロホスファミド水和物

トレアキシン点滴静注液100mg/4mL

ベンダムスチン塩酸塩

ブスルフェクス点滴静注用60mg

ブスルファン

ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「ﾄｰ

ベンダムスチン塩酸塩

アルキル化薬（ニトロソウレア類）

注射用サイメリン 100mg

ラニムスチン

アルキル化薬（その他）

塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」

プロカルバジン塩酸塩

ダカルバジン注用100

ダカルバジン

テモダールカプセル20mg

テモゾロミド

テモダールカプセル100mg

テモゾロミド

代謝拮抗薬（葉酸代謝拮抗薬）

ペメトレキセド点滴静注液500mg

ペメトレキセドナトリウム

メソトレキセート錠2.5mg

メトトレキサート

注射用メソトレキセート5mg

メトトレキサート

注射用メソトレキセート50mg

メトトレキサート

メソトレキセート点滴静注液200mg

メトトレキサート

代謝拮抗薬（ピリミジン代謝拮抗薬）

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
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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

キロサイド注20mg

シタラビン

キロサイド注200mg

シタラビン

シタラビン点滴静注液400mg「テバ」

シタラビン

シタラビン点滴静注液1g「テバ」

シタラビン

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

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

ゼローダ錠300

カペシタビン

フルオロウラシル注250mg「トーワ」

フルオロウラシル

フルオロウラシル注1000mg「トーワ」

フルオロウラシル

代謝拮抗薬（プリン代謝拮抗薬）

フルダラ静注用50mg

フルダラビンリン酸エステル

ロイケリン散10%

メルカプトプリン水和物

代謝拮抗薬（その他）

アイソボリン点滴静注用25mg

レボホリナートカルシウム

アイソボリン点滴静注用100mg

レボホリナートカルシウム

アザシチジン注射用100mg「サワイ」

アザシチジン

ハイドレアカプセル500mg

ヒドロキシカルバミド

ロイコボリン錠5mg

ホリナートカルシウム

ロイコボリン注3mg

ホリナートカルシウム

ロイナーゼ注5000

アスパラギナーゼ

ロンサーフ配合錠T15

トリフルリジン/チピラシル塩酸塩

ロンサーフ配合錠T20

トリフルリジン/チピラシル塩酸塩

抗腫瘍性抗生物質

ブレオ注射用5mg

ブレオマイシン塩酸塩
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マイトマイシン注用10ｍｇ　【供給停止】

マイトマイシンC

微小管阻害薬（ビンカアルカロイド）

エクザール注射用10mg

ビンブラスチン硫酸塩

オンコビン注射用1mg

ビンクリスチン硫酸塩

注射用フィルデシン1mg

ビンデシン硫酸塩

ロゼウス注10

ビノレルビン酒石酸塩

ロゼウス注40

ビノレルビン酒石酸塩

微小管阻害薬（タキサン）

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）

ジェブタナ点滴静注60mg

カバジタキセル　アセトン付加物

ドセタキセル点滴静注液20mg/1mL「ヤクルト」

ドセタキセル

ドセタキセル点滴静注液80mg/4mL「ヤクルト」

ドセタキセル

パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ﾎｽﾋﾟｰﾗ」

パクリタキセル

パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ﾎｽﾋﾟｰﾗ」

パクリタキセル

微小管阻害薬（その他）

ハラヴェン静注1mg

エリブリンメシル酸塩

ホルモン療法薬（アロマターゼ阻害薬）

アリミデックス錠1mg

アナストロゾール

フェマーラ錠2.5mg

レトロゾール

ホルモン療法薬（抗エストロゲン薬）

ノルバデックス錠10mg

タモキシフェンクエン酸塩

フェソロデックス筋注250mg

フルベストラント

ホルモン療法薬（抗アンドロゲン薬）

カソデックスOD錠80mg

ビカルタミド

ザイティガ錠250mg

アビラテロン酢酸エステル

プロスタール錠25

クロルマジノン酢酸エステル
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ホルモン療法薬（GnRHアゴニスト）

ゴナックス皮下注用80mg

デガレリクス酢酸塩

ゴナックス皮下注用120mg

デガレリクス酢酸塩

ゾラデックス3.6mgデポ

ゴセレリン酢酸塩

ゾラデックスLA10.8mgデポ

ゴセレリン酢酸塩

リュープリンSR注射用ｷｯﾄ11.25

リュープロレリン酢酸塩

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

リュープロレリン酢酸塩注射用ｷｯﾄ3.75「NP」

リュープロレリン酢酸塩

ホルモン療法薬（その他）

サンドスタチン皮下注用100µg

オクトレオチド酢酸塩

白金製剤

アクプラ静注用10mg

ネダプラチン

エルプラット点滴静注液100mg

オキサリプラチン

カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」

カルボプラチン

カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」

カルボプラチン

動注用アイエーコール50mg

シスプラチン

シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」

シスプラチン

ミリプラ動注用70mg

ミリプラチン水和物

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

トポイソメラーゼⅠ阻害薬

カンプト点滴静注40mg

イリノテカン塩酸塩水和物

カンプト点滴静注100mg

イリノテカン塩酸塩水和物

ハイカムチン注射用1.1mg

ノギテカン塩酸塩

トポイソメラーゼⅡ阻害薬

アクラシノン注射用20mg

アクラルビシン塩酸塩

ドキシル注20mg

ドキソルビシン塩酸塩
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イダマイシン静注用5mg

イダルビシン塩酸塩

エトポシド点滴静注液100mg「サンド」

エトポシド

エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」

エピルビシン塩酸塩

エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」

エピルビシン塩酸塩

カルセド注射用20mg

アムルビシン塩酸塩

ダウノマイシン静注用20mg

ダウノルビシン塩酸塩

テラルビシン注射用10mg

ピラルビシン塩酸塩

ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg

ドキソルビシン塩酸塩

ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg

ドキソルビシン塩酸塩

ノバントロン注20mg

ミトキサントロン塩酸塩

ピノルビン注射用30mg

ピラルビシン塩酸塩

ラステットSカプセル25mg

エトポシド

BCL-2蛋白阻害薬

ベネクレクスタ錠50mg

ベネトクラクス

ベネクレクスタ錠100mg

ベネトクラクス

分子標的治療薬（抗EGFR抗体）

アービタックス注射液100mg

セツキシマブ (遺伝子組換え)

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）

分子標的治療薬（抗HER2抗体）

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）

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）

パージェタ点滴静注420mg/14mL

ペルツズマブ（遺伝子組換え）

分子標的治療薬（抗VEGF抗体）

アバスチン点滴静注用100mg/4mL

ベバシズマブ（遺伝子組換え）

アバスチン点滴静注用400mg/16mL

ベバシズマブ（遺伝子組換え）

ベバシズマブBS点滴静注100mg/4mL「ファイザー」

ベバシズマブ（遺伝子組換え）

－15－



共通 検索は　Ctrl＋F

ベバシズマブBS点滴静注400mg/16mL「ファイザー」

ベバシズマブ（遺伝子組換え）

分子標的治療薬（抗VEGFR抗体）

サイラムザ点滴静注液100mg

ラムシルマブ（遺伝子組換え）

サイラムザ点滴静注液500mg

ラムシルマブ（遺伝子組換え）

分子標的治療薬（抗CD20抗体）

ガザイバ点滴静注1000mg

オビヌツズマブ（遺伝子組換え）

リツキシマブBS点滴静注100m「KHK」

リツキシマブ(遺伝子組換え)

リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」

リツキシマブ(遺伝子組換え)

分子標的治療薬（抗CD38抗体）

ダラキューロ配合皮下注

ダラツムマブ（遺伝子組換え）

分子標的治療薬（抗CCR4抗体）

ポテリジオ点滴静注20mg

モガムリズマブ（遺伝子組換え）

分子標的治療薬（免疫ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ阻害薬）

イミフィンジ点滴静注120mg

デュルバルマブ（遺伝子組換え）

イミフィンジ点滴静注500mg

デュルバルマブ（遺伝子組換え）

オプジーボ点滴静注120mg

ニボルマブ（遺伝子組換え）

オプジーボ点滴静注240mg

ニボルマブ（遺伝子組換え）

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)

テセントリク点滴静注1200mg

アテゾリズマブ（遺伝子組換え）

分子標的治療薬[抗体薬物複合体（ADC）]

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）

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）

分子標的治療薬（小分子：EGFR阻害薬）

イレッサ錠250

ゲフィチニブ

タグリッソ錠80mg

オシメルチニブメシル酸塩

分子標的治療薬（小分子：BCR/ABL阻害薬）

イマチニブ錠100mg「ヤクルト」

イマチニブメシル酸塩
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スプリセル錠20mg

ダサチニブ

スプリセル錠50mg

ダサチニブ

タシグナカプセル150mg

ニロチニブ塩酸塩水和物

分子標的治療薬（小分子：ﾏﾙﾁｷﾅｰｾﾞ阻害薬）

カボメティクス錠20mg

カボザンチニブリンゴ酸塩

カボメティクス錠60mg

カボザンチニブリンゴ酸塩

ネクサバール錠200mg

ソラフェニブトシル酸塩

レンビマカプセル4mg

レンバチニブメシル酸塩

レンビマカプセル10mg

レンバチニブメシル酸塩

分子標的治療薬（小分子：ﾌﾟﾛﾃｱｿｰﾑ阻害薬）

カイプロリス点滴静注用10mg

カルフィルゾミブ

カイプロリス点滴静注用40mg

カルフィルゾミブ

ニンラーロカプセル2.3mg

イキサゾミブクエン酸エステル

ニンラーロカプセル3mg

イキサゾミブクエン酸エステル

ニンラーロカプセル4mg

イキサゾミブクエン酸エステル

ボルテゾミブ注射用3mg「NK」

ボルテゾミブ

分子標的治療薬（小分子：ALK阻害薬）

アレセンサカプセル150mg

アレクチニブ塩酸塩

分子標的治療薬（レチノイド）

ベサノイドカプセル10mg

トレチノイン

サリドマイド関連薬

ポマリストカプセル1mg

ポマリドミド

ポマリストカプセル2mg

ポマリドミド

ポマリストカプセル3mg

ポマリドミド

ポマリストカプセル4mg

ポマリドミド

レブラミドカプセル5mg

レナリドミド水和物
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ステロイド

レナデックス錠4mg

デキサメタゾン

非特異的免疫賦活薬

イムノブラダー膀注用80mg

生きたカルメット・ゲラン菌 (BCG)

ピシバニール注射用1KE

抗悪性腫瘍溶連菌製剤（OK-432）

その他の抗悪性腫瘍薬

トリセノックス点滴静注12mg/6ml

三酸化ヒ素

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤

タルク

再生医療等製品（CAR-T療法）

キムリア点滴静注

チサゲンレクルユーセル

03 炎症，免疫，アレルギーに作用する薬剤

08 副腎皮質ステロイド

副腎皮質ステロイド（主として全身投与用）

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

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

コートリル錠10mg

ヒドロコルチゾン

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

ヒドロコルチゾンリン酸ｴｽﾃﾙNa静注液100mg「AFP」

ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム

メドロール錠4mg

メチルプレドニゾロン

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

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

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

デカドロンエリキシル0.01%

デキサメタゾン
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デカドロン錠0.5mg

デキサメタゾン

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

プレドニゾロン散「タケダ」1% （10mg/g）

プレドニゾロン

プレドニン錠5mg

プレドニゾロン

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

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

ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」

ベタメタゾン

リンデロン懸濁注

ベタメタゾン酢酸エステル/ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

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

合成鉱質コルチコイド製剤

フロリネフ錠0.1mg

フルドロコルチゾン酢酸エステル

09 鎮痛薬（非ステロイド抗炎症薬など）

アセトアミノフェン

ＰＬ配合顆粒

ｻﾘﾁﾙｱﾐﾄﾞ/ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ/ｶﾌｪｲﾝ/ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝﾒﾁﾚﾝｼﾞｻﾘﾁﾙ酸塩

アセトアミノフェン「JG」原末

アセトアミノフェン

アセリオ静注液1000ｍLバッグ

アセトアミノフェン

アルピニー坐剤100

アセトアミノフェン

カロナール坐剤400

アセトアミノフェン

カロナール錠200

アセトアミノフェン

カロナール錠500

アセトアミノフェン

NSAIDs（サリチル酸系）

アスピリン原末「マルイシ」

アスピリン

NSAIDs（アントラニル酸系）

ポンタールシロップ3.25% （32.5mg/mL）

メフェナム酸

NSAIDs（アリール酢酸系）

インダシン静注用1mg

静注用インドメタシンナトリウム
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インテバン坐剤25

インドメタシン

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

ボルタレンサポ50mg

ジクロフェナクナトリウム

NSAIDs（プロピオン酸系）

ナイキサン錠100mg

ナプロキセン

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ細粒10%「日医工」【供給停止】

ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」

ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロピオン静注50mg

フルルビプロフェン　アキセチル

NSAIDs（コキシブ系）

セレコキシブ錠100mg「ファイザー」

セレコキシブ

経皮用剤（NSAIDs）

ジクロフェナクNaゲル1%「SN」

ジクロフェナクナトリウム

ロキソプロフェンNaパップ100mg「トーワ」

ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」

ロキソプロフェンナトリウム水和物

オピオイド

トラマールOD錠25mg

トラマドール塩酸塩

フェントステープ0.5mg

フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ1mg

フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ2mg

フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ4mg

フェンタニルクエン酸塩

神経障害性疼痛緩和薬

タリージェ錠5mg

ミロガバリン

プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」

プレガバリン

プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」

プレガバリン

鎮痛補助薬（生物組織抽出薬）

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
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その他鎮痛補助薬

デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」

デュロキセチン塩酸塩

トリプタノール錠10

アミトリプチリン塩酸塩

トリプタノール錠25

アミトリプチリン塩酸塩

運動器関連薬

アルツディスポ関節注25mg

精製ヒアルロン酸ナトリウム

10 免疫疾患治療薬（リウマチ，炎症性腸疾患，

免疫調節薬

アザルフィジンEN錠500mg

サラゾスルファピリジン

サラゾピリン錠500mg

サラゾスルファピリジン

プラケニル錠200mg

ヒドロキシクロロキン硫酸塩

ペンタサ顆粒94% （1000mg/包）（2000mg/包）

メサラジン

ペンタサ坐剤1g

メサラジン

リアルダ錠1200mg

メサラジン

免疫抑制薬〔代謝拮抗薬（プリン代謝拮抗薬）〕

イムラン錠50mg

アザチオプリン

セルセプトカプセル250

ミコフェノール酸モフェチル

ブレディニンOD錠50

ミゾリビン

免疫抑制薬〔代謝拮抗薬（葉酸代謝拮抗薬）〕

リウマトレックスカプセル2mg

メトトレキサート

免疫抑制薬（アルキル化薬）

エンドキサン錠50mg

シクロホスファミド水和物

注射用エンドキサン100mg

シクロホスファミド水和物

注射用エンドキサン500mg

シクロホスファミド水和物

免疫抑制薬（カルシニューリン阻害薬）

サンディミュン点滴静注用250mg

シクロスポリン

ネオーラル10mgカプセル

シクロスポリン

ネオーラル50mgカプセル

シクロスポリン
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プログラフカプセル0.5mg

タクロリムス水和物

プログラフ顆粒0.2mg

タクロリムス水和物

プログラフ注射液5mg

タクロリムス水和物

免疫抑制薬（JAK阻害薬）

サイバインコ錠100mg

アブロシチニブ

生物学的製剤（TNFα阻害薬）

インフリキシマブ点滴静注用100mg「NK」

インフリキシマブ（遺伝子組換え）

エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL

エタネルセプト（遺伝子組換え）

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）

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）

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL

アダリムマブ (遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL

アダリムマブ (遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL

アダリムマブ (遺伝子組換え)

生物学的製剤（IL-6阻害薬）

アクテムラ点滴静注用80mg

トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ点滴静注用200mg

トシリズマブ（遺伝子組換え）

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）

ケブザラ皮下注150mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ

サリルマブ（遺伝子組換え）

ケブザラ皮下注200mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ

サリルマブ（遺伝子組換え）

生物学的製剤（T細胞刺激調節薬）

オレンシア点滴静注用250mg

アバタセプト（遺伝子組換え）

オレンシア皮下注125mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ1mL

アバタセプト（遺伝子組換え）

生物学的製剤（B細胞標的薬）

ベンリスタ点滴静注用120mg

ベリムマブ（遺伝子組換え）

ベンリスタ点滴静注用400mg

ベリムマブ（遺伝子組換え）

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）

－22－



共通 検索は　Ctrl＋F

炎症性腸疾患（IBD）治療薬（ステロイド）

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

11 アレルギー薬疾患治療薬

メディエーター遊離抑制薬

インタール吸入液1%

クロモグリク酸ナトリウム

ケタスカプセル10mg

イブジラスト

リザベンカプセル100mg

トラニラスト

H1受容体拮抗薬（第一世代）

アタラックス-Ｐカプセル25mg

ヒドロキシジンパモ酸塩

アタラックス-Ｐ注射液

ヒドロキシジン塩酸塩

ピレチア錠25mg

プロメタジン

ペリアクチンシロップ0.04% （0.4mg/mL）

シプロヘプタジン塩酸塩水和物

ポララミン錠2mg

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

ポララミン注5mg

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

レスタミンコーワクリーム1%

ジフェンヒドラミン

レスタミンコーワ錠10mg

ジフェンヒドラミン塩酸塩

H1受容体拮抗薬（第二世代）

エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」

エピナスチン塩酸塩

オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」

オロパタジン塩酸塩

ザイザル錠5mg

レボセチリジン塩酸塩

ザジテンドライシロップ0.1% （1mg/g）

ケトチフェンフマル酸塩

タリオン錠10mg

ベポタスチンベシル酸塩

デザレックス錠5mg

デスロラタジン

ビラノアＯＤ錠20mg

ビラスチン

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「NP」

フェキソフェナジン塩酸塩

ロイコトリエン（LT）受容体拮抗薬

シングレアOD錠10mg

モンテルカストナトリウム
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プランルカストDS10%「サワイ」 （100mg/g）

プランルカスト水和物

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

分子標的治療薬

ゾレア皮下注用150mgシリンジ

オマリズマブ(遺伝子組換え)

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）

ヌーカラ皮下注100mgペン

メポリズマブ（遺伝子組換え）

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）

04 代謝系に作用する薬剤

12 糖尿病治療薬

ビグアナイド（BG）類

メトグルコ錠250mg

メトホルミン塩酸塩

チアゾリジン（TZD）誘導体

アクトス錠15

ピオグリタゾン塩酸塩

スルホニル尿素（SU）類

アマリール1mg錠

グリメピリド

グリミクロン錠40ｍｇ

グリクラジド

速効型インスリン分泌促進薬

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

αグルコシダーゼ阻害薬（α-GI）

ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」

ボグリボース

SGLT-2阻害薬

カナグル錠100mg

カナグリフロジン水和物

ジャディアンス錠10mg

エンパグリフロジン
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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

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

DPP-4阻害薬

オングリザ錠2.5mg

サキサグリプチン水和物

ジャヌビア錠50mg

シタグリプチンリン酸塩水和物

トラゼンタ錠5mg

リナグリプチン

GLP-1受容体作動薬

トルリシティ皮下注0.75mgアテオス

デュラグルチド

ビクトーザ皮下注18mg

リラグルチド（遺伝子組換え）

リベルサス錠3mg

セマグルチド

インスリンアナログ（超速効型）

インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」

インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

フィアスプ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）

ヒトインスリン（速効型）

ノボリンＲ注フレックスペン

インスリン ヒト（遺伝子組換え）

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）

インスリンアナログ（混合型）/二相性

ヒューマログミックス25注ミリオペン

インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

ヒューマログミックス50注ミリオペン

インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

インスリンアナログ（配合溶解）

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/インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

ヒトインスリン（中間型）

ノボリンＮ注フレックスペン

インスリン ヒト（遺伝子組換え）

インスリンアナログ（持効型溶解）

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）

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）

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）
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糖尿病性腎症治療薬

タナトリル錠5

イミダプリル塩酸塩

ロサルタンカリウム錠25mg「NP」

ロサルタンカリウム

糖負荷試験用薬

トレ－ランＧ液75g

デンプン部分加水分解物

13 脂質異常症（高脂血症）治療薬

HMG-CoA還元酵素阻害薬

アトルバスタチン錠5mg「日医工」

アトルバスタチンカルシウム水和物

アトルバスタチン錠10mg「日医工」

アトルバスタチンカルシウム水和物

ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」

ピタバスタチンカルシウム

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

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

小腸コレステロールトランスポーター阻害薬

ゼチーア錠10mg

エゼチミブ

フィブラート系薬

ベザトールSR錠200mg

ベザフィブラート

フィブラート系（選択的PPARαﾓｼﾞｭﾚｰﾀｰ）

パルモディア錠0.1mg

ペマフィブラート

ニコチン酸系薬[脂]

ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg「ｻﾜｲ」

トコフェロールニコチン酸エステル

多価不飽和脂肪酸

ロトリガ粒状カプセル2g

オメガ‐3脂肪酸エチル

その他の脂質異常症治療薬

パントシン散20%

パンテチン

14 痛風・高尿酸血症治療薬

痛風発作寛解・予防薬

コルヒチン錠0.5mg｢タカタ｣

コルヒチン

尿酸排泄促進薬

ユリノーム錠50mg

ベンズブロマロン
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尿酸生成抑制薬

アロプリノール錠100mg「サワイ」

アロプリノール

フェブキソスタット錠10mg「DSEP」

フェブキソスタット

フェブキソスタット錠20mg「DSEP」

フェブキソスタット

尿酸分解酵素薬

ラスリテック点滴静注用1.5mg

ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）

ラスリテック点滴静注用7.5mg

ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）

05 内分泌系薬剤

15 女性ホルモン製剤・子宮用剤

卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤

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

子宮内黄体ホルモン放出システム

ミレーナ52mg

レボノルゲストレル

GnRHアゴニスト

ゾラデックス1.8mgデポ

ゴセレリン酢酸塩

リュープロレリン酢酸塩注射用ｷｯﾄ3.75「NP」

リュープロレリン酢酸塩

子宮収縮薬

アトニン-Ｏ注　 5単位

オキシトシン

プレグランディン膣坐剤1mg

ゲメプロスト

プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」

ジノプロストン

プロスタルモン･F注射液1000

ジノプロスト

メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩
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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

子宮頚管熟化薬

プロウペス膣用剤10mg

ジノプロストン

子宮収縮抑制薬

マグセント注シリンジ40mL

硫酸マグネシウム水和物/ブドウ糖

マグセント注100mL

硫酸マグネシウム水和物/ブドウ糖

リトドリン塩酸塩錠5mg「F」

リトドリン塩酸塩

リトドリン塩酸塩注50mg「F」

リトドリン塩酸塩

16 男性ホルモン製剤，視床下部・下垂体ホル

男性ホルモン

テスチノンデポー筋注用125mg

テストステロンエナント酸エステル

蛋白同化ステロイド

プリモボラン錠5mg

メテノロン酢酸エステル

甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン（TRH）

ＴＲＨ注0.5mg「タナベ」

プロチレリン

ヒルトニン0.5mg注射液

プロチレリン酒石酸塩水和物

TRH誘導体

セレジストOD錠5mg

タルチレリン水和物

視床下部向下垂体ホルモン（その他）

ＬＨ-ＲＨ注0.1mg「タナベ」

ゴナドレリン酢酸塩

サンドスタチン皮下注用100µg

オクトレオチド酢酸塩

注射用GHRP科研100

プラルモレリン塩酸塩

ヒトＣＲＨ静注用100µg「タナベ」

コルチコレリン（ヒト）

下垂体後葉ホルモン

アトニン-Ｏ注　 5単位

オキシトシン

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

ピトレシン注射液20

合成バソプレシン

V2受容体拮抗薬

サムスカOD錠7.5mg

トルバプタン
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副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）

コートロシン注射用0.25mg

テトラコサクチド酢酸塩

コートロシンＺ筋注0.5mg

テトラコサクチド酢酸塩

グルカゴン

グルカゴンＧノボ注射用1mg

グルカゴン（遺伝子組換え）

17 代謝異常症治療薬

尿素サイクル異常症治療薬

アルギニン点滴静注30g「AY」

L-アルギニン塩酸塩

18 甲状腺疾患治療薬

甲状腺ホルモン製剤

チラーヂンS散0.01% （100µg/g）

レボチロキシンナトリウム

チラーヂンS錠25µg

レボチロキシンナトリウム

チラーヂンS錠50µg

レボチロキシンナトリウム

抗甲状腺薬

チウラジール錠50mg

プロピルチオウラシル

メルカゾール錠5mg

チアマゾール

ヨウ素

ヨウ化カリウム

ヨウ化カリウム

19 骨・カルシウム代謝薬

カルシトニン製剤

エルシトニン注20S

エルカトニン

ビスホスホネート（BP）製剤

リクラスト点滴静注液5mg

ゾレドロン酸

ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」

ゾレドロン酸水和物

ベネット錠17.5mg

リセドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン錠35mg

アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン点滴静注用バッグ900µg

アレンドロン酸ナトリウム水和物

活性型ビタミンD3製剤[骨]

エルデカルシトールカプセル0.75µg「トーワ」

エルデカルシトール
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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

アルファカルシドールカプセル1.0µg「サワイ」

アルファカルシドール

アルファロール内用液0.5µg/mL

アルファカルシドール

アルファロール散1µg/g （1g/包）

アルファカルシドール

オキサロール注2.5µg

マキサカルシトール

オキサロール注5µg

マキサカルシトール

選択的ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ受容体ﾓｼﾞｭﾚｰﾀｰ（SERM）

ビビアント錠20mg

バゼドキシフェン酢酸塩

抗RANKLモノクローナル抗体

プラリア皮下注60ｍｇシリンジ

デノスマブ(遺伝子組換え)

ランマーク皮下注120mg

デノスマブ(遺伝子組換え)

抗スクレロスチンモノクローナル抗体

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）

ビタミンK2製剤

グラケーカプセル15mg

メナテトレノン

カルシウム製剤

アスパラ-CA錠200

L-アスパラギン酸カルシウム水和物

塩化Ｃａ補正液1mEq/mL （20mL）

塩化カルシウム水和物

カルチコール注射液 8.5%  5mL

グルコン酸カルシウム

乳酸カルシウム「コザカイ・M」

乳酸カルシウム水和物

副甲状腺ホルモン製剤

フォルテオ皮下注キット600µg

テリパラチド（遺伝子組換え）
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06 ビタミン製剤，輸液・栄養製剤

20 ビタミン製剤

ビタミンB1・B1誘導体

アリナミンF10注

フルスルチアミン塩酸塩注射液

アリナミンＦ50注

フルスルチアミン塩酸塩

ジセタミン錠25

セトチアミン塩酸塩水和物

ビタミンB2

ハイボン錠20mg

リボフラビン酪酸エステル

ニコチン酸

ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 （100mg/g）

ニコチン酸アミド

パントテン酸（B5）

パントシン散20% （200mg/g）

パンテチン

パントール注射液100mg

パンテノール

ビタミンB6

ピドキサール錠10mg

ピリドキサールリン酸エステル水和物

ビタミンB12

メチコバール細粒0.1% （1,000µg/g）

メコバラミン

メチコバール錠500µg

メコバラミン

メチコバール注射液500µg

メコバラミン

葉酸

フォリアミン錠

葉酸

フォリアミン注射液

葉酸

混合ビタミンB群

シグマビタン配合カプセル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

ビタメジン配合散

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

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

ビタミンC

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
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活性型ビタミンD3製剤[ﾋﾞﾀﾐﾝ]

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

アルファカルシドールカプセル1.0µg「サワイ」

アルファカルシドール

アルファロール内用液0.5µg/mL

アルファカルシドール

アルファロール散1µg/g （1g/包）

アルファカルシドール

ビタミンE

ユベラ軟膏

ビタミンＥ/Ａ

ビタミンK

ケイツーＮ静注10mg

メナテトレノン

ケイツーシロップ0.2%

メナテトレノン

ケーワン錠5mg

フィトナジオン

カルニチン

エルカルチンFF内用液10% （100mg/mL）

レボカルニチン

高カロリー輸液用総合ビタミン製剤

ビタジェクト注キット

高カロリー輸液用総合ビタミン剤

21 輸液・栄養製剤

塩化ナトリウム製剤

塩化ナトリウム「オーツカ」

塩化ナトリウム

塩化ナトリウム注10%「フソー」 （20mL）

塩化ナトリウム

カリウム製剤

アスパラカリウム散50% （500mg/2.9mEq/g）

L-アスパラギン酸カリウム

アスパラカリウム錠300mg （1.8ｍEq）

L-アスパラギン酸カリウム

塩化カリウム徐放錠600mg

塩化カリウム

ＫＣＬ注20mEqキット「テルモ」（20mL）

塩化カリウム

マグネシウム製剤

硫酸Ｍｇ補正液1mEq/mL （20mL）

硫酸マグネシウム水和物

リン製剤

リン酸Na補正液0.5mmol/mL （20mL）

リン酸二水素ナトリウム水和物/リン酸水素ナトリウム水和物
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アシドーシス補正用製剤

メイロン静注7% （20mL管）

炭酸水素ナトリウム

メイロン静注7% （250mL袋）

炭酸水素ナトリウム

ブドウ糖（グルコース）製剤

大塚糖液5％（100mL瓶）

ブドウ糖

大塚糖液5% （250mL袋）

ブドウ糖

大塚糖液5% （500mL袋）

ブドウ糖

大塚糖液50% （200mL袋）

ブドウ糖

ブドウ糖注（5%/20mL）PL

ブドウ糖

ブドウ糖注（20%/20mL）PL

ブドウ糖

ブドウ糖注（50%/20mL）PL

ブドウ糖

ブドウ糖

ブドウ糖

電解質輸液製剤

アクチット輸液（500mLバッグ）

維持液（マルトース加酢酸維持液）

ヴィーンＤ輸液 （500mLバッグ）

細胞外液補充液（ブドウ糖加酢酸リンゲル液）

生理食塩水（500mL）

塩化ナトリウム

ＫＮ１号輸液 （500mL袋）

開始液

生理食塩液（5mL）

塩化ナトリウム

生食注シリンジ「オーツカ」10mL

塩化ナトリウム

生理食塩液（20mL）

塩化ナトリウム

生理食塩液（50mL）

塩化ナトリウム

大塚生食注（100mL瓶）

塩化ナトリウム

大塚生食注２ポート100mL

塩化ナトリウム

大塚生食注（250mL袋）

塩化ナトリウム
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大塚生食注（500ｍL瓶細口）

塩化ナトリウム

大塚生食注(1000mL袋)

塩化ナトリウム

生理食塩液PL「フソー」  （2000mL）

塩化ナトリウム

ソルアセトＦ輸液 (500mL)

細胞外液補充液（酢酸リンゲル液）

ソルデム１輸液 (500mL)

開始液

ソルデム３Ａ輸液 (500mL)

維持液

ビカネイト輸液 （500mL袋）

細胞外液補充液（重炭酸リンゲル液）

ビカネイト輸液 （1000mL袋）

細胞外液補充液（重炭酸リンゲル液）

フィジオ35輸液 （500mL袋）

維持液

フィジオ140 （250mL袋）

細胞外液補充液（1%ブドウ糖加酢酸リンゲル液）

フィジオ140 （500mL袋）

細胞外液補充液（1%ブドウ糖加酢酸リンゲル液）

ポタコールＲ輸液 (500mL袋）

細胞外液補充液（5%マルトース加乳酸リンゲル液）

アミノ酸輸液製剤

アミパレン輸液（200mL袋）

総合アミノ酸製剤（10％）

腎不全用アミノ酸輸液製剤

キドミン輸液 （200mL袋）

腎不全用アミノ酸製剤

肝不全用アミノ酸輸液製剤

アミノレバン点滴静注（500mL袋）

肝性脳症改善アミノ酸製剤

脂肪乳剤

イントラリポス輸液20% （100ｍＬ袋）

精製大豆油

ビタミンB1加末梢静脈栄養用輸液製剤

ビーフリード輸液 （500mL袋）

ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸液

中心静脈栄養（TPN）用基本液

ハイカリック液-1号(700mL)

高カロリー輸液用基本液

ハイカリック液-2号(700mL)

高カロリー輸液用基本液

小児用中心静脈栄養用基本液

プレアミン-P注射液 （200mL袋）

小児TPN用総合アミノ酸製剤
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腎不全用中心静脈栄養用基本液

ハイカリックＲＦ輸液 (500mL)

高カロリー輸液用基本液

中心静脈栄養用キット製剤

エルネオパNF１号輸液 （1000mL袋）

高カロリー輸液用　糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

エルネオパNF１号輸液 （1500mL袋）

高カロリー輸液用　糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

エルネオパNF２号輸液 （1000mL袋）

高カロリー輸液用　糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

エルネオパNF２号輸液 （1500mL袋）

高カロリー輸液用　糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

フルカリック３号輸液(1103mL)

高カロリー輸液用　総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液

微量元素製剤

メドレニック注

高カロリー輸液用微量元素製剤

内服用複合電解質

ソリタ-Ｔ配合顆粒３号

内服用電解質剤

経腸栄養剤（成分栄養）

エレンタール配合内用剤 （ボトル容器）

エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤

経腸栄養剤（半消化態）

イノラス配合経腸用液　【ｺｰﾋｰ/ﾘﾝｺﾞ　ﾌﾚｰﾊﾞｰ】

エネーボ配合経腸用液（250mL缶）

ラコールNF配合経腸用液【ﾐﾙｸﾌﾚｰﾊﾞｰ】

経腸栄養剤（半消化態・半固形）

ラコールNF配合経腸用半固型剤

肝不全用経腸栄養剤

アミノレバンＥＮ配合散【ｺｰﾋｰ味、ﾌﾙｰﾂ味】

肝不全用経口栄養剤（半消化態）

血漿増量薬

ボルベン輸液6% （500mL袋）

ヒドロキシエチルデンプン130000

脳脊髄手術用洗浄灌流液

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液

心筋保護薬

ミオテクター冠血管注

ミオテクター冠血管注

－35－



共通 検索は　Ctrl＋F

その他（輸液）

アルスロマチック関節手術用灌流液

07 血液製剤，血液に作用する薬剤

22 血液製剤

ヒト免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンＩＨ10%静注2.5g/25mL

人免疫グロブリンG

献血ヴェノグロブリンＩＨ10%静注5g/50mL

人免疫グロブリンG

献血ヴェノグロブリンＩＨ10%静注10g/100mL

人免疫グロブリンG

グロブリン筋注450mg/3mL「ＪＢ」

免疫グロブリンG

献血グロベニン-Ｉ静注用5000mg

ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリンG

献血ベニロン-I静注用500mg

スルホ化人免疫グロブリンＧ

献血ベニロン-I静注用2500mg

スルホ化人免疫グロブリンＧ

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

抗破傷風グロブリン

テタノブリンＩＨ静注250単位

破傷風抗毒素

－36－



共通 検索は　Ctrl＋F

抗HBsグロブリン

ヘブスブリン筋注用200単位

抗HBs抗体

抗Dグロブリン

抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「ＪＢ」

抗D(Rho)抗体含有人免疫グロブリンG

アルブミン

献血アルブミン5%静注 12.5g/250mL「JB」

人血清アルブミン

赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL「JB」

人血清アルブミン

血液凝固第Ⅶ因子

ノボセブンHI静注用2mgシリンジ

エプタコグ アルファ（活性型）(遺伝子組換え)

血液凝固第Ⅷ因子

コンファクトＦ静注用1000単位(高濃度品)

血液凝固第Ⅷ因子/フォンビルブランド因子

プロトロンビン複合体

ケイセントラ静注用500

人プロトロンビン複合体

ケイセントラ静注用1000

人プロトロンビン複合体

血液凝固第Ⅸ因子

ベネフィクス静注用2000単位

ノナコグアルファ（遺伝子組換え）

血液凝固因子抗体迂回活性複合体

ファイバ静注用1000

乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体

血液凝固第XⅢ因子

フィブロガミンＰ静注用

人血液凝固第XIII因子

フィブリノゲン

タコシール組織接着用シート 4.8*4.8cm

ヒトフィブリノゲン/トロンビン画分

フィブリノゲンHT静注用1ｇ「JB」

凝固性たんぱく質

ベリプラストＰコンビセット組織接着用1mL

フィブリノゲン加第Ⅷ因子

ベリプラストＰコンビセット組織接着用3mL

フィブリノゲン加第Ⅷ因子

ベリプラストＰコンビセット組織接着用5mL

フィブリノゲン加第Ⅷ因子

ボルヒール組織接着用1mL

フィブリノゲン加第Ⅷ因子

ボルヒール組織接着用3mL

フィブリノゲン加第Ⅷ因子
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ボルヒール組織接着用5mL

フィブリノゲン加第Ⅷ因子

アンチトロンビン

アコアラン静注用1800

アンチトロンビン ガンマ（遺伝子組換え）

献血ノンスロン1500注射用

人アンチトロンビンIII

HAE急性発作治療薬

ベリナートP静注用500

乾燥濃縮C1-インアクチベーター

ハプトグロビン

ハプトグロビン静注2000単位「ＪＢ」

人ハプトグロビン

再生医療等製品

テムセルHS注

ヒト（同種）骨髄由来間葉系幹細胞

23 造血薬

有機酸鉄

インクレミンシロップ5%

溶性ピロリン酸第二鉄

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

フェルムカプセル100mg

フマル酸第一鉄

注射用鉄剤

フェインジェクト静注500mg

カルボキシマルトース第二鉄

フェジン静注40mg

含糖酸化鉄

エリスロポエチン

エスポー注射液750

エポエチン　アルファ（遺伝子組換え）

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）

エポジン注シリンジ1500

エポエチン　ベータ（遺伝子組換え）

エポジン注シリンジ3000

エポエチン　ベータ（遺伝子組換え）

ネスプ注射液60µgプラシリンジ

ダルベポエチン　アルファ(遺伝子組換え)

ネスプ注射液120µgプラシリンジ

ダルベポエチン　アルファ(遺伝子組換え)

ネスプ注射液180µgプラシリンジ

ダルベポエチン　アルファ(遺伝子組換え)

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）

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）
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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）

ミルセラ注シリンジ200µg

エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え）

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）

HIF-PH阻害薬

ダーブロック錠2ｍｇ

ダプロデュスタット

G-CSF

ジーラスタ皮下注用3.6mg

ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）

ジーラスタ皮下注用3.6mgボディーポッド

ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）

ノイトロジン注 100µg

レノグラスチム（遺伝子組換え）

ノイトロジン注 250µg

レノグラスチム（遺伝子組換え）

フィルグラスチムBS注75µgシリンジ｢NK｣

フィルグラスチム

フィルグラスチムBS注300µgシリンジ｢NK｣

フィルグラスチム

ウサギ免疫グロブリン

サイモグロブリン点滴静注用25mg

抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン

結核菌製剤

アンサー皮下注20µg

Z-100原液

白血球減少症治療薬

セファランチン末1%

セファランチン/イソテトランドリン/シクレアニン/ベルバミン

トロンボポエチン受容体作用薬

ムルプレタ錠3mg

ルストロンボパグ

レボレード錠12.5mg

エルトロンボパグ オラミン

ロミプレート皮下注250µg調製用

ロミプロスチム（遺伝子組換え）

24 止血薬

血管強化剤

アドナ注(静脈用)50mg

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム

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

－39－



共通 検索は　Ctrl＋F

抗プラスミン薬

トラネキサム酸錠500mg「YD」

トラネキサム酸

トランサミン散50%

トラネキサム酸

トランサミン注10%

トラネキサム酸

局所止血薬

アルト原末

アルギン酸ナトリウム

スポンゼル

ゼラチン

ゼルフィルム　【供給停止】

ゼラチン

トロンビン液モチダソフトボトル1万

トロンビン

静脈瘤硬化療法薬

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

ポリドカスクレロール1%注2mL

ポリドカノール

ダビガトラン特異的中和薬

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）

Xa阻害薬特異的中和薬

オンデキサ静注用200mg

アンデキサネット アルファ

ヘパリン拮抗薬

プロタミン硫酸塩静注100mg「ﾓﾁﾀﾞ」

プロタミン硫酸塩

25 抗血栓薬

ヘパリン

クレキサン皮下注キット2000IU

エノキサパリンナトリウム

フラグミン静注5000単位/5mL

ダルテパリンナトリウム

ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「ｻﾜｲ」

ヘパリンカルシウム

ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」

ヘパリンナトリウム

ヘパリンNaロック用10単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ｵｰﾂｶ」5mL

ヘパリンナトリウム

ヘパリンNaロック用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ｵｰﾂｶ」10mL

ヘパリンナトリウム

ヘパリンＮａ透析用250単位/mLシリンジ20mL「ﾌｿｰ」

ヘパリンナトリウム

ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL

パルナパリンナトリウム
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ヘパリノイド

オルガラン静注1250単位

ダナパロイドナトリウム

合成Xa阻害薬

アリクストラ皮下注1.5mg

フォンダパリヌクスナトリウム

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

DOAC（経口直接Xa阻害薬）

イグザレルトOD錠10mg

リバーロキサバン

イグザレルトOD錠15mg

リバーロキサバン

エリキュース錠2.5mg

アピキサバン

エリキュース錠5mg

アピキサバン

リクシアナOD錠30mg

エドキサバントシル酸塩水和物

DOAC（トロンビン直接阻害薬）

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

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

クマリン系薬（ビタミンK拮抗薬）

ワーファリン錠0.5ｍg

ワルファリンカリウム

ワーファリン錠1mg

ワルファリンカリウム

抗トロンビン薬

ノバスタンＨＩ注10mg/2mL

アルガトロバン水和物

抗血小板薬（P2Y12阻害薬）

エフィエントOD錠20mg

プラスグレル塩酸塩

エフィエント錠3.75mg

プラスグレル塩酸塩

クロピドグレル錠75mg「トーワ」

クロピドグレル硫酸塩

抗血小板薬（その他）

アンプラーグ錠100mg

サルポグレラート塩酸塩

シロスタゾールOD錠50mg「ケミファ」

シロスタゾール

バイアスピリン錠100mg

アスピリン

プロサイリン錠20

ベラプロストナトリウム
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ペルサンチン錠25mg

ジピリダモール

配合剤[抗血小板]

キャブピリン配合錠

アスピリン100mg/ボノプラザン10mg

コンプラビン配合錠

クロピドグレル硫酸塩/アスピリン

血栓溶解薬（ウロキナーゼ）

ウロナーゼ静注用6万単位　【供給停止】

ウロキナーゼ

血栓溶解薬（t-PA）

クリアクター静注用80万

モンテプラーゼ（遺伝子組換え）

グルトパ注600万

アルテプラーゼ（遺伝子組換え）

トロンボモジュリン

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）

08 循環器系に作用する薬剤

26 降圧薬

サイアザイド類似利尿薬[降圧]

ナトリックス錠１

インダパミド

K保持性利尿薬[降圧]

スピロノラクトン錠25mg「トーワ」

スピロノラクトン

セララ錠50mg

エプレレノン

β遮断薬（β1選択制ISA－）[降圧]

セロケン錠20mg

メトプロロール酒石酸塩

ビソノテープ4mg

ビソプロロール

ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」

ビソプロロールフマル酸塩

β遮断薬（β1非選択制ISA－）[降圧]

インデラル錠10mg

プロプラノロール塩酸塩

αβ遮断薬[降圧]

カルベジロール錠10mg「サワイ」

カルベジロール
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α遮断薬

エブランチルカプセル15mg

ウラピジル

ドキサゾシン錠1mg「EMEC」

ドキサゾシンメシル酸塩

レギチーン注射液5mg

フェントラミンメシル酸塩

中枢性交感神経抑制薬

アルドメット錠250

メチルドパ

カタプレス錠150µg

クロニジン塩酸塩

Ca拮抗薬（ジヒドロピリジン系）[降圧]

アテレック錠10

シルニジピン

アムロジピンOD錠2.5ｍｇ「トーワ」

アムロジピンベシル酸塩

アムロジピンOD錠5mg「トーワ」

アムロジピンベシル酸塩

カルブロック錠16mg

アゼルニジピン

コニール錠4

ベニジピン塩酸塩

セパミット-Rカプセル10

ニフェジピン

ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」

ニフェジピン

ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」

ニフェジピン

ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」

ニカルジピン塩酸塩

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拮抗薬（ベンゾチアゼピンン系）[[降圧]

ヘルベッサーRカプセル100mg

ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサー錠30

ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサー注射用10

ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサー注射用50

ジルチアゼム塩酸塩

アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬

カプトリル細粒5%

カプトプリル

タナトリル錠5

イミダプリル塩酸塩
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ペリンドプリル錠2mg「日医工」

ペリンドプリルエルブミン

レニベース錠5

エナラプリルマレイン酸塩

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ（AⅡ）受容体拮抗薬（ARB）

アジルバ錠20mg

アジルサルタン

アバプロ錠100mg

イルベサルタン

オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」

オルメサルタン メドキソミル

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

テルミサルタン錠20mg「ファイザー」

テルミサルタン

バルサルタン錠80mg「杏林」

バルサルタン

ロサルタンカリウム錠25mg「NP」

ロサルタンカリウム

ARB・利尿薬配合剤

プレミネント配合錠LD

ロサルタンカリウム50mg/ヒドロクロロチアジド12.5mg

ARB・NEP阻害薬[降圧]

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

硝酸薬[降圧]

ニトプロ持続静注液30mg

ニトロプルシドナトリウム水和物

ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ静注1mg/2mL「TE」

ニトログリセリン

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

27 狭心症治療薬

硝酸薬[狭心]

アイトロール錠20mg

一硝酸イソソルビド

ニトロール注5mgシリンジ

硝酸イソソルビド

フランドルテープ40mg

硝酸イソソルビド

ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ静注1mg/2mL「TE」

ニトログリセリン

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

ニトロペン舌下錠0.3mg

ニトログリセリン
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ミオコールスプレー0.3mg

ニトログリセリン

Ca拮抗薬[狭心]

アムロジピンOD錠2.5ｍｇ「トーワ」

アムロジピンベシル酸塩

アムロジピンOD錠5mg「トーワ」

アムロジピンベシル酸塩

ワソラン錠40mg

ベラパミル塩酸塩

その他の冠拡張薬

アデノスキャン注60mg

アデノシン注

ニコランジル錠5mg「トーワ」

ニコランジル

ニコランジル注48mg「サワイ」

ニコランジル

ペルサンチン錠25mg

ジピリダモール

28 抗不整脈薬

Naチャネル遮断薬(クラスIa群)

アミサリン注200mg

プロカインアミド塩酸塩

シベノール錠100mg

シベンゾリンコハク酸塩

Naチャネル遮断薬(クラスIb群)

アスペノンカプセル20

アプリンジン塩酸塩

リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」

リドカイン

リドカイン点滴静注液1%「タカタ」

リドカイン

Naチャネル遮断薬(クラスIc群)

サンリズムカプセル25mg

ピルシカイニド塩酸塩水和物

サンリズムカプセル50mg

ピルシカイニド塩酸塩水和物

サンリズム注射液50

ピルシカイニド塩酸塩水和物

タンボコール錠50mg

フレカイニド酢酸塩

プロノン錠150mg

プロパフェノン塩酸塩

β遮断薬[不整脈](クラスII群)

インデラル錠10mg

プロプラノロール塩酸塩

インデラル注射液2mg

プロプラノロール塩酸塩
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オノアクト点滴静注150mg

ランジオロール塩酸塩

カルベジロール錠10mg「サワイ」

カルベジロール

カルベジロール錠2.5mg「サワイ」

カルベジロール

コアベータ静注用12.5mg

ランジオロール塩酸塩

ビソノテープ4mg

ビソプロロール

ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」

ビソプロロールフマル酸塩

クラスⅢ群

アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「ＴＥ」

アミオダロン塩酸塩

アミオダロン塩酸塩静注150mg｢ＴＥ｣

アミオダロン塩酸塩

シンビット静注用50mg

ニフェカラント塩酸塩

Ca拮抗薬[不整脈](クラスIV群)

ベプリコール錠50mg

ベプリジル塩酸塩水和物

ヘルベッサー注射用10

ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサー注射用50

ジルチアゼム塩酸塩

ワソラン錠40mg

ベラパミル塩酸塩

ワソラン静注5mg

ベラパミル塩酸塩

29 心不全治療薬，昇圧薬

ジギタリス製剤

ジゴシン注0.25mg

ジゴキシン

ハーフジゴキシンKY錠0.125

ジゴキシン

カテコラミン

アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」

アドレナリン

ボスミン注1mg

アドレナリン

イノバン注0.3%シリンジ

ドパミン塩酸塩

イノバン注100mg

ドパミン塩酸塩

エピペン注射液0.15mg

アドレナリン
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エピペン注射液0.3mg

アドレナリン

ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ

ドパミン塩酸塩

ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」

ドブタミン塩酸塩

ドブトレックス注射液100mg

ドブタミン塩酸塩

ノルアドリナリン注1mg

ノルアドレナリン

プロタノールＬ注0.2mg

l-イソプレナリン塩酸塩

プロタノールS錠15mg

dl-イソプレナリン塩酸塩

カテコラミン系薬

エホチール注10mg

エチレフリン塩酸塩

ドプスOD錠100mg

ドロキシドパ

ネオシネジンコーワ注１mg

フェニレフリン塩酸塩

リズミック錠10mg

アメジニウムメチル硫酸塩

キサンチン誘導体

ネオフィリン注250mg

アミノフィリン水和物

PDEⅢ阻害薬

ピモベンダン錠1.25mg「TE」

ピモベンダン

ミルリーラ注射液10mg

ミルリノン

心房性Na利尿ペプチド製剤

ハンプ注射用1000

注射用カルペリチド(遺伝子組換え)

ARB・NEP阻害薬[心不全]

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

その他の心不全治療薬

ノイキノン錠10mg

ユビデカレノン

β遮断薬[心不全]

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

ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」

ビソプロロールフマル酸塩
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αβ遮断薬[心不全]

カルベジロール錠2.5mg「サワイ」

カルベジロール

アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬

レニベース錠5

エナラプリルマレイン酸塩

30 血管拡張薬・肺高血圧治療薬

プロスタグランジンE1製剤[拡張]

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

アルプロスタジルｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ点滴静注用500µg「ﾀｶﾀ」

アルプロスタジル アルファデクス

パルクス注5µg

アルプロスタジル

リプル注10µg

アルプロスタジル

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

ニコチン酸系薬[拡張]

ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg「ｻﾜｲ」

トコフェロールニコチン酸エステル

循環系ホルモン剤

カリジノゲナーゼ錠50単位「フジモト」

カリジノゲナーゼ

31 利尿薬

ループ利尿薬

アゾセミド錠30mg「JG」

アゾセミド

トラセミドOD錠8mg「TE」

トラセミド

フロセミド細粒4%「EMEC」

フロセミド

フロセミド錠10mg「NP」

フロセミド

フロセミド錠20mg「NP」

フロセミド

フロセミド注射液20mg「日医工」

フロセミド

サイアザイド類似利尿薬[利尿]

ナトリックス錠１

インダパミド

K保持性利尿薬[利尿]

スピロノラクトン錠25mg「トーワ」

スピロノラクトン

セララ錠50mg

エプレレノン

ソルダクトン静注用200mg

カンレノ酸カリウム
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炭酸脱水素酵素阻害薬

ダイアモックス注射用500mg

アセタゾラミドナトリウム

ダイアモックス錠250mg

アセタゾラミド

浸透圧利尿薬

イソソルビド内用液70%「CEO」

イソソルビド

グリセオール注（200mL袋）

濃グリセリン/果糖

マンニットールS注射液（300mL/袋）

D-マンニトール/D-ソルビトール

バソプレシンV2受容体拮抗薬

サムスカOD錠7.5mg

トルバプタン

サムタス点滴静注用8mg

トルバプタンリン酸エステルナトリウム

09 呼吸器系に作用する薬剤

32 気管支喘息治療薬，COPD治療薬

β刺激薬[呼]

ヱフェドリン｢ナガヰ｣注射液40mg

エフェドリン塩酸塩

プロタノールＬ注0.2mg

l-イソプレナリン塩酸塩

ボスミン外用液0.1%

アドレナリン

ボスミン注1mg

アドレナリン

β2刺激薬（SABA）

サルタノールインヘラー100µg

サルブタモール硫酸塩

ベネトリン吸入液0.5%

サルブタモール硫酸塩

ブリカニールシロップ0.5mg/mL

テルブタリン硫酸塩

β2刺激薬（SABA/LABA）

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

β2刺激薬（LABA）

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
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スピロペント錠10µg

クレンブテロール塩酸塩

ツロブテロールテープ0.5mg「久光」

ツロブテロール

ツロブテロールテープ1mg「久光」

ツロブテロール

テオフィリン薬（キサンチン誘導体）

ネオフィリン注250mg

アミノフィリン水和物

テオドール錠100mg

テオフィリン

抗コリン薬（副交感神経遮断薬）（LAMA）

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

配合剤（LAMA/LABA）

アノーロエリプタ7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

ウルティブロ吸入用カプセル

グリコピロニウム臭化物/インダカテロールマレイン酸塩

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

吸入ステロイド（ICS）

オルベスコ200µgインヘラー56吸入用

シクレソニド

パルミコート吸入液0.5mg

ブデソニド

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

配合剤（ICS/LABA）

アドエア250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

アドエア250ディスカス28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

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

フルティフォーム125エアゾール56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

レルベア200エリプタ14吸入用

ビランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル

配合剤（ICS/LAMA/LABA）

テリルジー100エリプタ14吸入用

ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ/ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳﾑ臭化物/ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸

テリルジー200エリプタ14吸入用

ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ/ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳﾑ臭化物/ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸

ビレーズトリエアロスフィア56吸入【院内のみ】

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
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抗IgE抗体

ゾレア皮下注用150mgシリンジ

オマリズマブ(遺伝子組換え)

抗IL-5抗体

ヌーカラ皮下注100mgペン

メポリズマブ（遺伝子組換え）

抗IL-5受容体α抗体

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）

抗IL-4/13受容体抗体

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）

メディエーター遊離抑制薬[呼]

インタール吸入液1%

クロモグリク酸ナトリウム

ロイコトリエン（LT）受容体拮抗薬[呼]

シングレアOD錠10mg

モンテルカストナトリウム

プランルカストDS10%「サワイ」 （100mg/g）

プランルカスト水和物

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

33 鎮咳薬，去痰薬，呼吸障害改善薬

中枢性麻薬性鎮咳薬

メジコン配合シロップ

デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物/クレゾールスルホン酸カリウム

メジコン散10% （100mg/g）

デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

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

メテバニール錠2mg

オキシメテバノール

コデインリン酸塩散1%「メタル」 （10mg/g）

コデインリン酸塩

中枢性非麻薬性鎮咳薬

アスベリンシロップ0.5% （5mg/g）

チペピジンヒベンズ酸塩

P2X3受容体拮抗薬

リフヌア錠45mg

ゲーファピキサントクエン酸塩

気道粘液溶解薬（システイン系）

ムコフィリン吸入液20%

アセチルシステイン

気道粘液溶解薬（多糖類分解）

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
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気道粘液修復薬

カルボシステインシロップ5%「タカタ」 （50mg/mL）

L-カルボシステイン

カルボシステインﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ50%「NIG」 （500mg/g）

L-カルボシステイン

カルボシステイン錠500mg「トーワ」

カルボシステイン

気道分泌細胞正常化薬

クリアナール錠200mg

フドステイン

気道潤滑薬

ムコサール錠15mg

アンブロキソール塩酸塩

ムコサールドライシロップ1.5% （15mg/g）

アンブロキソール塩酸塩

界面活性剤

アレベール吸入用溶解液0.125%

チロキサポール

塩類去痰薬

炭酸水素ナトリウム「ニッコー」

炭酸水素ナトリウム

末梢性呼吸刺激薬

ダイアモックス錠250mg

アセタゾラミド

ドプラム注射液400mg

ドキサプラム塩酸塩水和物

中枢性呼吸刺激薬

ネオフィリン注250mg

アミノフィリン水和物

フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」

フルマゼニル

レスピア静注・経口液60mg

カフェインクエン酸塩

肺サーファクタント

サーファクテン気管注入用120mg

肺サーファクタント

好中球エラスターゼ選択的阻害薬

注射用エラスポール100

シベレスタットナトリウム水和物

抗線維化薬

ピレスパ錠200mg

ピルフェニドン

－52－



共通 検索は　Ctrl＋F

10 消化器系に作用する薬剤

34 上部消化管疾患治療薬（消化性潰瘍治療

プロトンポンプ阻害薬（PPI）

エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」

エソメプラゾールマグネシウム水和物

オメプラゾール注用20mg「NP」

オメプラゾールナトリウム

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

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

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

ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」

ランソプラゾール

H2受容体拮抗薬

ガスター注射液20mg

ファモチジン

ファモチジンOD錠20mg「トーワ」

ファモチジン

四級アンモニウム塩合成抗コリン薬

セスデン注7.5mg

チメピジウム臭化物水和物

ブスコパン錠10mg

ブチルスコポラミン臭化物

ブスコパン注20mg

ブチルスコポラミン臭化物

ベラドンナアルカロイド

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

制酸薬

炭酸水素ナトリウム「ニッコー」

炭酸水素ナトリウム

炭酸水素ナトリウム錠500mg「ＶＴＲＳ」

炭酸水素ナトリウム

制酸薬・緩下剤

酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」

酸化マグネシウム

酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」

酸化マグネシウム

ヘリコバクター・ピロリ感染診断薬

ユービット錠100mg

尿素（13C）/Urea（13C）

プロスタグランジンE1製剤[消化]

サイトテック錠200

ミソプロストール
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防御因子増強薬

アルロイド内用液5%

アルギン酸ナトリウム

ガストローム顆粒66.7% （1000mg/1.5g/包）

エカベトナトリウム

スクラルファート内用液10%「日医工」 （10mL/包）

スクラルファート水和物

セルベックス細粒10% （50mg/0.5g/包）

テプレノン

プロマック顆粒15% （75mg/0.5g/包）

ポラプレジンク

レバミピド錠100mg「オーツカ」

レバミピド

防御因子配合剤

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

マーズレン-S配合顆粒

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物/L-グルタミン

ドパミン受容体拮抗薬

ドグマチール錠50mg

スルピリド

ナウゼリン錠10

ドンペリドン

ナウゼリンドライシロップ1% （10mg/g）

ドンペリドン

ナウゼリン坐剤10

ドンペリドン

ナウゼリン坐剤60

ドンペリドン

メトクロプラミド錠5mg「NIG」

メトクロプラミド

メトクロプラミド注10mg「NIG」

メトクロプラミド

オピアト作動薬

セレキノン錠100mg

トリメブチンマレイン酸塩

セロトニン（5-HT4）受容体作動薬

モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」

モサプリドクエン酸塩水和物

消化酵素

リパクレオンカプセル150mg

パンクレリパーゼ

リパクレオン顆粒300mg分包

パンクレリパーゼ

消化酵素配合剤

ベリチーム配合顆粒

濃厚パンクレアチン/ビオヂアスターゼ1000/リパーゼAP6/セルラーゼAP3
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その他（蛋白分解酵素）

プロナーゼＭＳ

プロナーゼ

35 下部消化管疾患治療薬（下剤など）

腸運動抑制薬

セレキノン錠100mg

トリメブチンマレイン酸塩

ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」

塩酸ロペラミド

収斂薬

タンニン酸アルブミン「ニッコー」

吸着薬

アドソルビン原末

天然ケイ酸アルミニウム

活性生菌製剤

ビオフェルミンＲ散

耐性乳酸菌

ミヤBM細粒

酪酸菌（宮入菌末）

ミヤBM錠

酪酸菌（宮入菌末）

消化管ガス駆除薬

ガスコンドロップ内用液2%

ジメチコン

ガスコン錠40mg

ジメチコン

バロス発泡顆粒-Ｓ 5g/瓶

炭酸水素ナトリウム

炎症性腸疾患[IBD]治療薬

インフリキシマブ点滴静注用100mg「NK」

インフリキシマブ（遺伝子組換え）

サラゾピリン錠500mg

サラゾスルファピリジン

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）

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL

アダリムマブ (遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL

アダリムマブ (遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL

アダリムマブ (遺伝子組換え)

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

ペンタサ顆粒94% （1000mg/包）（2000mg/包）

メサラジン
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ペンタサ坐剤1g

メサラジン

リアルダ錠1200mg

メサラジン

過敏性腸症候群[IBS]治療薬

イリボーOD錠5µg

ラモセトロン塩酸塩

浸透圧性下剤（糖類下剤）

ラグノスNF経口ゼリー分包12ｇ

ラクツロース

大腸刺激性下剤

アローゼン顆粒

センナ/センナジツ

ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「トーワ」

ピコスルファートナトリウム水和物

ヨーデルS糖衣錠-80

センナエキス

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

上皮機能変容薬

アミティーザカプセル24µg

ルビプロストン

オピオイド誘発性便秘症治療薬

スインプロイク錠0.2mg

ナルデメジントシル酸塩

経口腸管洗浄薬

サルプレップ配合内用剤（480ｍL/本）

電解質配合剤

ニフレック配合内用剤（プラスチックバッグ）

電解質配合剤

マグコロール散68%分包50g

クエン酸マグネシウム

ﾏｸﾞｺﾛｰﾙ内用液13.6%分包250mL　【救急専用】

クエン酸マグネシウム

モビプレップ配合内用剤（プラスチックバッグ）

電解質配合剤

浣腸剤

グリセリン「マルイシ」

グリセリン

グリセリン浣腸｢オヲタ｣小児用30

グリセリン

グリセリン浣腸｢オヲタ｣120

グリセリン

36 痔疾患治療薬
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抗炎症薬

ネリプロクト軟膏（2g）

ジフルコルトロン吉草酸エステル/リドカイン

循環改善薬[痔]

ボラザG坐剤

トリベノシド

ボラザG軟膏

トリベノシド

肉芽形成促進薬

ヘモポリゾン軟膏（2g）

大腸菌死菌/ヒドロコルチゾン

37 肝疾患治療薬

抗C型肝炎ウイルス薬（配合剤）

ハーボニー配合錠

レジパスビル/ソホスブビル

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

抗B型肝炎ウイルス薬

バラクルード錠0.5mg

エンテカビル水和物

ベムリディ錠25mg

テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

肝機能改善薬

強力ネオミノファーゲンシーＰ静注20mL

グリチルリチン酸一アンモニウム

ネオファーゲンＣ配合錠

グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン

肝臓製剤

アデラビン9号注2mL

肝臓エキス/フラビンアデニンジヌクレオチド

肝不全治療薬

アミノレバン点滴静注（500mL袋）

アミノ酸配合

ラグノスNF経口ゼリー分包12ｇ

ラクツロース

リックル配合顆粒

L-イソロイシン/L-ロイシン/L-バリン

リフキシマ錠200mg

リファキシミン

その他の肝疾患治療薬

サムスカOD錠7.5mg

トルバプタン

38 胆道疾患治療薬

催胆薬（胆汁酸利胆薬）

ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」

ウルソデオキシコール酸
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排胆薬

コスパノンカプセル40mg

フロプロピオン

パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」

パパベリン塩酸塩

39 膵疾患治療薬

蛋白分解酵素阻害薬

ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」

ガベキサートメシル酸塩

ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」

ガベキサートメシル酸塩

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

注射用フサン10

ナファモスタットメシル酸塩

注射用フサン50

ナファモスタットメシル酸塩

ミラクリッド注射液5万単位

ウリナスタチン

膵酵素補充薬

リパクレオンカプセル150mg

パンクレリパーゼ

リパクレオン顆粒300mg分包

パンクレリパーゼ

膵検査用薬

膵外分泌機能検査用PFD内服液500mg

ベンチロミド
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11 神経系に作用する薬剤

40 -1 抗精神病薬

フェノチアジン系抗精神病薬（プロピル側鎖）

コントミン筋注25mg

クロルプロマジン塩酸塩

コントミン糖衣錠12.5mg

クロルプロマジン塩酸塩

コントミン糖衣錠25mg

クロルプロマジン塩酸塩

ヒルナミン筋注25mg

レボメプロマジン塩酸塩

レボトミン錠5mg

レボメプロマジンマレイン酸塩

レボトミン錠25mg

レボメプロマジンマレイン酸塩

フェノチアジン系抗精神病薬（ピペラジン側鎖）

ノバミン錠5mg

プロクロルペラジンマレイン酸塩

ピーゼットシー糖衣錠4mg

ペルフェナジンマレイン酸塩

ブチロフェノン系抗精神病薬

セレネース錠0.75mg

ハロペリドール

セレネース錠1.5mg

ハロペリドール

セレネース錠3mg

ハロペリドール

セレネース注5mg

ハロペリドール

ベンザミド系抗精神病薬

グラマリール錠25mg

チアプリド塩酸塩

ドグマチール錠50mg

スルピリド

セロトニン・ドパミン遮断薬（SDA）

ラツーダ錠20mg

ルラシドン塩酸塩

リスパダールコンスタ筋注用50mg

リスペリドン

リスペリドン内用液1mg/mL「ﾖｼﾄﾐ」 （1mL包/2mL包）

リスペリドン

リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」

リスペリドン

リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」

リスペリドン

ルーラン錠4mg

ペロスピロン塩酸塩
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ロナセン錠4mg

ブロナンセリン

多元受容体作用抗精神病薬（MARTA）

オランザピンOD錠2.5mg「VTRS」

オランザピン

オランザピンOD錠5mg「VTRS」

オランザピン

オランザピンOD錠10mg「VTRS」

オランザピン

ジプレキサ筋注用10mg

オランザピン

クエチアピン錠25mg「日医工」

クエチアピンフマル酸塩

クエチアピン錠100mg「日医工」

クエチアピンフマル酸塩

クロザリル錠25mg

クロザピン

クロザリル錠100mg

クロザピン

シクレスト舌下錠5mg

アセナピンマレイン酸塩

シクレスト舌下錠10mg

アセナピンマレイン酸塩

ドパミン受容体部分作動薬（DPA）

エビリファイ錠6mg

アリピプラゾール

エビリファイOD錠24mg

アリピプラゾール

エビリファイ持続水懸筋注用300mgシリンジ

アリピプラゾール

エビリファイ持続水懸筋注用400mgシリンジ

アリピプラゾール

エビリファイ内用液0.1% （3mg/3mL/包）

アリピプラゾール

レキサルティ錠 1mg

ブレクスピプラゾール

その他の抗精神病薬

テグレトール細粒50% （500mg/g）

カルバマゼピン

テグレトール錠100mg

カルバマゼピン

ロドピン錠25mg

ゾテピン

40 -2 抗うつ薬，その他

三環系抗うつ薬（TCA）

アモキサンカプセル25mg【出荷停止】

アモキサピン
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トフラニール錠10mg

イミプラミン塩酸塩

トリプタノール錠10

アミトリプチリン塩酸塩

トリプタノール錠25

アミトリプチリン塩酸塩

四環系抗うつ薬

テトラミド錠10mg

ミアンセリン塩酸塩

ルジオミール錠10mg

マプロチリン塩酸塩

選択的セロトニン再取込み阻害薬（SSRI）

ジェイゾロフトOD錠25mg

塩酸セルトラリン

パキシルCR錠12.5mg

パロキセチン塩酸塩水和物

ルボックス錠25

フルボキサミンマレイン酸塩

レクサプロ錠10mg

エスシタロプラムシュウ酸塩

ｾﾛﾄﾆﾝ・ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取込み阻害薬（SNRI）

イフェクサーSRカプセル37.5mg

ベンラファキシン塩酸塩

イフェクサーSRカプセル75mg

ベンラファキシン塩酸塩

デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」

デュロキセチン塩酸塩

トレドミン錠25mg

ミルナシプラン塩酸塩

NA作動性・特異的ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗うつ薬

レメロン錠15mg

ミルタザピン

その他の抗うつ薬

トラゾドン錠25mg「アメル」

トラゾドン塩酸塩

気分安定薬

炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」

炭酸リチウム

炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」

炭酸リチウム

テグレトール細粒50% （500mg/g）

カルバマゼピン

テグレトール錠100mg

カルバマゼピン

バルプロ酸ナトリウムシロップ5% （50mg/mL）「DSP」

バルプロ酸ナトリウム
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セレニカR顆粒40% （400mg/g）

バルプロ酸ナトリウム

デパケン細粒40% （400mg/g）

バルプロ酸ナトリウム

ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ徐放錠A200mg「ﾄｰﾜ」

バルプロ酸ナトリウム

ラモトリギン錠100mg「トーワ」

ラモトリギン

ラモトリギン錠25mg「トーワ」

ラモトリギン

41 抗不安薬，睡眠薬

ベンゾジアゼピン系抗不安薬（短時間型）

エチゾラム錠0.5mg「EMEC」

エチゾラム

リーゼ錠5mg

クロチアゼパム

ベンゾジアゼピン系抗不安薬（中間型）

ソラナックス0.4mg錠

アルプラゾラム

レキソタン錠1

ブロマゼパム

レキソタン錠2

ブロマゼパム

レキソタン錠5

ブロマゼパム

ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」

ロラゼパム

ベンゾジアゼピン系抗不安薬（長時間型）

セパゾン錠2

クロキサゾラム

ホリゾン散1% （10mg/g）

ジアゼパム

ホリゾン錠2mg

ジアゼパム

ホリゾン錠5mg

ジアゼパム

ホリゾン注射液10mg

ジアゼパム

ベンゾジアゼピン系抗不安薬（超長時間型）

ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」

ロフラゼプ酸エチル

セロトニン1A部分作動薬

セディール錠10mg

タンドスピロンクエン酸塩

ベンゾジアゼピン系睡眠薬（短時間型）

ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」

ブロチゾラム
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ベンゾジアゼピン系睡眠薬（中間型）

サイレース静注2mg

フルニトラゼパム

フルニトラゼパム錠1mg「アメル」

フルニトラゼパム

ベンザリン細粒1% （10mg/g）

ニトラゼパム

ベンザリン錠5

ニトラゼパム

ユーロジン2mg錠

エスタゾラム

ベンゾジアゼピン系睡眠薬（長時間型）

ドラール錠15

クアゼパム

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬（超短時間型）

エスゾピクロン錠1mg「トーワ」

エスゾピクロン

ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」

ゾルピデム酒石酸塩

メラトニン受容体作動薬

ラメルテオン錠8mg「武田テバ」

ラメルテオン

オレキシン受容体拮抗薬

デエビゴ錠5mg

レンボレキサント

ベルソムラ錠15mg

スボレキサント

ベルソムラ錠20mg

スボレキサント

その他の抗不安薬，睡眠薬

エスクレ坐剤「250」

抱水クロラール

エスクレ坐剤「500」

抱水クロラール

トリクロリールシロップ10% （100mg/g）

トリクロホスナトリウム

42 抗てんかん薬

抗てんかん薬（バルビツール酸系）

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

フェノバールエリキシル0.4% （4mg/mL）

フェノバルビタール

フェノバール散10% （100mg/g）

フェノバルビタール

フェノバール錠30mg

フェノバルビタール
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抗てんかん薬（ベンゾジアゼピン系）

ダイアップ坐剤6

ジアゼパム

ブコラム口腔用液2.5mg

ミダゾラム

ブコラム口腔用液5.0mg

ミダゾラム

マイスタン錠5mg

クロバザム

ミダフレッサ静注0.1%

ミダゾラム

リボトリール細粒0.1％ （1mg/g）

クロナゼパム

リボトリール錠0.5mg

クロナゼパム

抗てんかん薬（主にNaチャネル阻害）

アレビアチン錠100mg

フェニトイン

アレビアチン注250mg

フェニトインナトリウム

テグレトール細粒50% （500mg/g）

カルバマゼピン

テグレトール錠100mg

カルバマゼピン

ビムパット錠50mg

ラコサミド

ビムパット点滴静注100mg

ラコサミド

ビムパットドライシロップ10% （100mg/g）

ラコサミド

ホストイン静注750mg

ホスフェニトインナトリウム

ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」

ラモトリギン

ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」

ラモトリギン

ラモトリギン錠100mg「トーワ」

ラモトリギン

ラモトリギン錠25mg「トーワ」

ラモトリギン

抗てんかん薬（主にNa/Caチャネル阻害）

ゾニサミド散20%「アメル」 （200mg/g）

ゾニサミド

トピナ細粒10% （100mg/g）

トピラマート

抗てんかん薬（複合作用）

ガバペン錠200mg

ガバペンチン
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バルプロ酸ナトリウムシロップ5% （50mg/mL）「DSP」

バルプロ酸ナトリウム

セレニカR顆粒40% （400mg/g）

バルプロ酸ナトリウム

デパケン細粒40%  （400mg/g）

バルプロ酸ナトリウム

ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ徐放錠A200mg「ﾄｰﾜ」

バルプロ酸ナトリウム

抗てんかん薬（主にSV2A結合）

イーケプラ点滴静注500mg

レベチラセタム

レベチラセタム錠500mg「明治」

レベチラセタム

ﾚﾍﾞﾁﾗｾﾀﾑﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ50% （500mg/g）「明治」

レベチラセタム

抗てんかん薬（AMPA受容体拮抗）

フィコンパ錠2mg

ペランパネル水和物

その他の抗てんかん薬

ダイアモックス注射用500mg

アセタゾラミドナトリウム

ダイアモックス錠250mg

アセタゾラミド

43 片頭痛・慢性頭痛治療薬

トリプタン系薬（5-HT1B/1D作動薬）

イミグランキット皮下注3mg

スマトリプタンコハク酸塩

マクサルトRPD錠10mg

リザトリプタン安息香酸塩

分枝脂肪酸系薬[頭痛]

バルプロ酸ナトリウムシロップ5% （50mg/mL）「DSP」

バルプロ酸ナトリウム

セレニカR顆粒40% （400mg/g）

バルプロ酸ナトリウム

デパケン細粒40% （400mg/g）

バルプロ酸ナトリウム

ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ徐放錠A200mg「ﾄｰﾜ」

バルプロ酸ナトリウム

β遮断薬[頭痛]

インデラル錠10mg

プロプラノロール塩酸塩

44 制吐薬，鎮暈薬

フェノチアジン系抗精神病薬（ピペラジン側鎖）

ノバミン錠5mg

プロクロルペラジンマレイン酸塩

中枢性制吐・鎮暈薬（抗ﾋｽﾀﾐﾝ薬および類似

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
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ピーゼットシー糖衣錠4mg

ペルフェナジンマレイン酸塩

末梢性制吐薬

ナウゼリン錠10

ドンペリドン

ナウゼリンドライシロップ1% （10mg/g）

ドンペリドン

ナウゼリン坐剤10

ドンペリドン

ナウゼリン坐剤60

ドンペリドン

メトクロプラミド錠5mg「NIG」

メトクロプラミド

メトクロプラミド注10mg「NIG」

メトクロプラミド

モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」

モサプリドクエン酸塩水和物

5-HT3受容体拮抗制吐薬

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

カイトリル錠1mg

グラニセトロン塩酸塩

グラニセトロン静注液3mg「明治」

グラニセトロン塩酸塩

グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「明治」

グラニセトロン塩酸塩

ナゼアOD錠0.1mg

ラモセトロン塩酸塩

パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸ0.75mg/50ml「ﾀｲﾎｳ」

パロノセトロン塩酸塩

ニューロキニン1（NK1）受容体拮抗薬

アロカリス点滴静注用235mg

ホスネツビタント

イメンドカプセル80mg

アプレピタント

イメンドカプセル125mg

アプレピタント

制酸中和薬

メイロン静注7% （20mL管）

炭酸水素ナトリウム

メイロン静注7% （250mL袋）

炭酸水素ナトリウム

眩暈薬（狭義）

セファドール錠25mg

ジフェニドール塩酸塩

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」

ベタヒスチンメシル酸塩
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脳循環・代謝賦活薬[眩暈]

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

ケタスカプセル10mg

イブジラスト

セロクラール錠20mg

イフェンプロジル酒石酸塩

45 パーキンソン病治療薬

レボドパ含有製剤

ドパコール配合錠L100

レボドパ/カルビドパ水和物

ドパストン静注25mg

レボドパ

マドパー配合錠

レボドパ/ベンセラジド塩酸塩

モノアミン酸化酵素（MAO-B）阻害薬

エフピーOD錠2.5

セレギリン塩酸塩

COMT阻害薬

コムタン錠100mg

エンタカポン

ドパミン受容体刺激薬（アゴニスト）

カバサール錠0.25mg

カベルゴリン

ニュープロパッチ4.5mg

ロチゴチン

ハルロピテープ8mg

ロピニロール塩酸塩

ビ・シフロール錠0.5mg

プラミペキソール塩酸塩水和物

ミラペックスLA錠0.375mg

プラミペキソール塩酸塩水和物

レキップCR錠2mg

ロピニロール塩酸塩

アデノシンA2A受容体拮抗薬

ノウリアスト錠20mg

イストラデフィリン

副交感神経遮断（抗コリン）薬

アーテン錠(2mg)

トリヘキシフェニジル塩酸塩

アキネトン錠1mg

ビペリデン塩酸塩

アキネトン注射液5mg

乳酸ビペリデン

ドパミン遊離促進薬

シンメトレル錠50mg

アマンタジン塩酸塩
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ノルアドレナリン前駆物質

ドプスOD錠100mg

ドロキシドパ

レボドパ賦活薬

トレリーフOD錠25mg

ゾニサミド

46 脳卒中治療薬

脳梗塞治療薬（抗血小板薬）

オザグレルＮａ点滴静注80mg「ケミファ」

オザグレルナトリウム

脳梗塞治療薬（脳浮腫治療薬）

グリセオール注（200mL袋）

濃グリセリン/果糖

脳梗塞治療薬（脳保護薬）

エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」

エダラボン

脳梗塞治療薬（脳循環・代謝賦活薬）

アデホス-Ｌコーワ注20mg

アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

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

ケタスカプセル10mg

イブジラスト

シンメトレル錠50mg

アマンタジン塩酸塩

セロクラール錠20mg

イフェンプロジル酒石酸塩

くも膜下出血治療薬

エリル点滴静注液30mg

ファスジル塩酸塩水和物

エンドセリン受容体拮抗薬

ピヴラッツ点滴静注液150mg

クラゾセンタンナトリウム

47 抗認知症薬

抗認知症薬（コリンエステラーゼ阻害薬）

アリセプトＤ錠3mg

ドネペジル塩酸塩

アリセプトＤ錠5mg

ドネペジル塩酸塩

イクセロンパッチ9mg

リバスチグミン

レミニールOD錠4mg

ガランタミン臭化水素酸塩

抗認知症薬（NMDA受容体アンタゴニスト）

メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」

メマンチン塩酸塩

48 神経難病治療薬，その他
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コリン類似薬

オビソート注射用0.1g

アセチルコリン塩化物

ベサコリン散5% （50mg/g）

ベタネコール塩化物

コリンエステラーゼ阻害薬（末梢性）

アトワゴリバース静注シリンジ6mL

ネオスチグミンメチル硫酸塩

ワゴスチグミン注0.5mg

ネオスチグミンメチル硫酸塩

アンチレクス静注10mg

エドロホニウム塩化物

ウブレチド錠5mg

ジスチグミン臭化物

マイテラーゼ錠10mg

アンベノニウム塩化物

メスチノン錠60mg

ピリドスチグミン臭化物

自律神経調節薬

グランダキシン錠50

トフィソパム

ALS治療薬

リルゾール錠50mg「タナベ」

リルゾール

多発性硬化症再発予防薬

イムセラカプセル0.5mg

フィンゴリモド塩酸塩

家族性アミロイドニューロパチー関連治療薬

ドプスOD錠100mg

ドロキシドパ

49 筋弛緩薬

中枢性筋弛緩薬

アロフト錠20mg

アフロクアロン

ギャバロン錠5mg

バクロフェン

チザニジン錠1mg「日医工」

チザニジン塩酸塩

テルネリン顆粒0.2% （2mg/g）

チザニジン塩酸塩

ミオナール錠50mg

エペリゾン塩酸塩

末梢性筋弛緩薬

スキサメトニウム注40「マルイシ」

スキサメトニウム塩化物

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
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ダントリウム静注用20mg

ダントロレンナトリウム水和物

ボトックス注用50単位

A型ボツリヌス毒素

ボトックス注用100単位

A型ボツリヌス毒素

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

筋弛緩回復薬

アトワゴリバース静注シリンジ6mL

ネオスチグミンメチル硫酸塩

ワゴスチグミン注0.5mg

ネオスチグミンメチル硫酸塩

ブリディオン静注200mg

スガマデクスナトリウム

50 麻薬および類似薬

モルフィナン系オピオイド（モルヒネ）【麻薬】

アンペック坐剤10mg

モルヒネ塩酸塩

ＭＳコンチン錠10mg

モルヒネ硫酸塩水和物

オプソ内服液5mg

モルヒネ塩酸塩

モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」

モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩注射液50mg｢タケダ｣

モルヒネ塩酸塩水和物

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

モルフィナン系オピオイド（ﾓﾙﾋﾈ以外）【麻薬】

オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」

オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」

オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」

オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散 2.5mg

オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散 10mg

オキシコドン塩酸塩水和物

オキファスト注10mg

オキシコドン塩酸塩水和物

オキファスト注50mg

オキシコドン塩酸塩水和物

ナルサス錠2mg

ヒドロモルフォン塩酸塩
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ナルサス錠6mg

ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルサス錠12mg

ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルベイン注2mg

ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠1mg

ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠2mg

ヒドロモルフォン塩酸塩

フェニルピペリジン系オピオイド【麻薬】

アブストラル舌下錠100μg

フェンタニルクエン酸塩

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

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54 麻薬および類似薬

フェントステープ0.5mg

フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ1mg

フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ2mg

フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ4mg

フェンタニルクエン酸塩

ペチロルファン注射液

ペチジン塩酸塩/レバロルファン酒石酸塩

ベンゾモルファン系オピオイド（非麻薬）

ソセゴン注射液15mg

ペンタゾシン

モルフィナン系オピオイド（非麻薬）

レペタン坐剤0.4mg

ブプレノルフィン塩酸塩

レペタン注0.2mg

ブプレノルフィン塩酸塩

その他のオピオイド（非麻薬）

トアラセット配合錠「杏林」

トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン

トラマールOD錠25mg

トラマドール塩酸塩

モルフィナン系麻薬拮抗薬

ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「ＡＦＰ」

ナロキソン塩酸塩

51 麻酔薬

局所麻酔薬（アミド型）

エムラクリーム （5ｇ/本）

リドカイン/プロピトカイン
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キシロカイン液 「4%」

リドカイン塩酸塩

キシロカインゼリー2%

リドカイン塩酸塩

キシロカイン点眼液4%

リドカイン塩酸塩

キシロカインビスカス2%

リドカイン塩酸塩

キシロカインポンプスプレー8%

リドカイン

キシロカイン注ポリアンプ1%

リドカイン塩酸塩水和物

キシロカイン注ポリアンプ2%

リドカイン塩酸塩水和物

キシロカイン注射液｢0.5%｣ ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ（1：100,000）含有

リドカイン塩酸塩/アドレナリン

キシロカイン注射液｢1%｣ ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ（1：100,000）含有

リドカイン塩酸塩/アドレナリン

キシロカイン注射液｢2%｣ ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ（1：80,000）含有

リドカイン塩酸塩/アドレナリン

リドカインテープ18mg「YP」

リドカイン

ポプスカイン0.25%注バッグ

レボブピバカイン塩酸塩

ポプスカイン0.5%注

レボブピバカイン塩酸塩

ポプスカイン0.75%注

レボブピバカイン塩酸塩

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

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

局所麻酔薬（エステル型）

プロカニン注1%5mL

プロカイン塩酸塩

全身麻酔薬

アネレム静注用50mg

レミマゾラムベシル酸塩

ケタラール筋注用500mg

ケタミン塩酸塩

サイレース静注2mg

フルニトラゼパム

笑気ガス（住友精化）

亜酸化窒素

スープレン吸入麻酔液

デスフルラン

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」

セボフルラン
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ドロレプタン注射液25mg

ドロペリドール

フルニトラゼパム錠1mg「アメル」

フルニトラゼパム

プロポフォール注1%20mL「マルイシ」

プロポフォール

プロポフォール注1%100mL「マルイシ」

プロポフォール

ミダゾラム注10mg「サンド」

ミダゾラム

ラボナール注射用0.3g

チオペンタールナトリウム

麻薬性鎮痛薬

アルチバ静注用2mg

レミフェンタニル塩酸塩

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

鎮静薬

ハイスコ皮下注0.5mg

スコポラミン臭化水素酸塩水和物

プレセデックス静注液200μg/50mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾌｧｲｻﾞｰ」

デクスメデトミジン塩酸塩

12 腎・泌尿器系薬

52 腎疾患用剤

腎性貧血治療薬

エスポー注射液750

エポエチン　アルファ（遺伝子組換え）

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）

エポジン注シリンジ1500

エポエチン　ベータ（遺伝子組換え）

エポジン注シリンジ3000

エポエチン　ベータ（遺伝子組換え）

ダーブロック錠2ｍｇ

ダプロデュスタット

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)

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)

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)

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)

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)

－73－



共通 検索は　Ctrl＋F

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）

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）

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）

ミルセラ注シリンジ200µg

エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え）

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）

活性型ビタミンD3製剤[腎]

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

アルファカルシドールカプセル1.0µg「サワイ」

アルファカルシドール

アルファロール内用液0.5µg/mL

アルファカルシドール

アルファロール散1µg/g （1g/包）

アルファカルシドール

Ca受容体作動薬[腎]

オルケディア錠1mg

エボカルセト

パーサビブ静注透析用2.5mg

エテルカルセチド

パーサビブ静注透析用5mg

エテルカルセチド

高リン血症治療薬

炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」

炭酸ランタン水和物

沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」

沈降炭酸カルシウム

リオナ錠250mg

クエン酸第二鉄水和物

尿毒症治療薬

クレメジン速崩錠500mg

球形吸着炭

高K血症治療薬

カリメート散 （5g/包）

ポリスチレンスルホン酸カルシウム

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Ca経口ｾﾞﾘｰ20%分包25ｇ「三和」

ポリスチレンスルホン酸カルシウム

ロケルマ懸濁用散 （5g/包）

ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

代謝性アシドーシス治療薬

炭酸水素ナトリウム「ニッコー」

炭酸水素ナトリウム

炭酸水素ナトリウム錠500mg「ＶＴＲＳ」

炭酸水素ナトリウム
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瘙痒症治療薬

レミッチOD錠2.5μg

ナルフラフィン塩酸塩

腎機能検査用薬

インジゴカルミン注20mg「AFP」

インジゴカルミン

フェノールスルホンフタレイン注0.6%「AFP」

フェノールスルホンフタレイン

透析液

キンダリー透析剤AF2号 （9L）

人工腎臓用透析液

キンダリー透析剤AF4号 （6L）

人工腎臓用透析液

サブパック血液ろ過用補充液-Bi（2020mL）

Ｄドライ透析剤2.75Ｓ

腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液UVツイン1.5L

UVツインバッグ1.5L

エクストラニール腹膜透析液UVツイン2.0L

UVツインバッグ2.0L

エクストラニール腹膜透析液機器専用2L

シングルバッグ・機器専用2.0L

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液

（シングルバッグ2.0L）

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液

（シングルバッグ5.0L）

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液

（ツインバッグ2.0L）

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液

（シングルバッグ2.0L）

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液

（シングルバッグ5.0L）

レギュニールLCa1.5腹膜透析液

（シングルバッグ・機器専用2.5Lバッグ）

レギュニールLCa1.5腹膜透析液

（シングルバッグ・機器専用5.0Lバッグ）

レギュニールLCa1.5腹膜透析液

（UVツインバッグ1.5Lバッグ）

レギュニールLCa1.5腹膜透析液

（UVツインバッグ2.0Lバッグ）

レギュニールLCa2.5腹膜透析液

（シングルバッグ・機器専用2.5Lバッグ）

レギュニールLCa2.5腹膜透析液

（シングルバッグ・機器専用5.0Lバッグ）

レギュニールLCa2.5腹膜透析液

（UVツインバッグ1.5Lバッグ）
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レギュニールLCa2.5腹膜透析液

（UVツインバッグ2.0Lバッグ）

53 泌尿器・生殖器用剤

結石排出促進薬

ウロカルン錠225ｍｇ

ウラジロガシエキス

コスパノンカプセル40mg

フロプロピオン

酸性尿改善薬

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

頻尿・過活動膀胱治療薬

スピロペント錠10μg

クレンブテロール塩酸塩

ブラダロン錠200mg

フラボキサート塩酸塩

ベシケアOD錠5mg

コハク酸ソリフェナシン

ベタニス錠50mg

ミラベグロン

排尿障害治療薬（α1遮断薬）

エブランチルカプセル15mg

ウラピジル

タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日医工」

タムスロシン塩酸塩

ユリーフOD錠4mg

シロドシン

排尿障害治療薬（ホルモン）

アボルブカプセル0.5mg

デュタステリド

プロスタール錠25

クロルマジノン酢酸エステル

排尿障害治療薬（その他）

エビプロスタット配合錠DB

オオウメガサソウ/ハコヤナギ/セイヨウオキナグサ/スギナ/精製小麦胚芽

膀胱出血治療薬

ウロミテキサン注400mg

メスナ

手術灌流液

ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%（3L）

D-ソルビトール
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13 感覚器官用剤

54 眼科用剤

網膜疾患治療薬

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）

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）

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）

硝子体手術補助薬・副腎皮質ステロイド

マキュエイド眼注用40mg

トリアムシノロンアセトニド

散瞳薬

日点アトロピン点眼液1%

アトロピン硫酸塩水和物

サイプレジン1%点眼液

シクロペントラート塩酸塩

サンドールＰ点眼液（5mL）

トロピカミド/フェニレフリン

ネオシネジンコーワ5%点眼液

フェニレフリン塩酸塩

ミドリンＭ点眼液0.4%

トロピカミド

角膜治療薬

人工涙液マイティア点眼液

NaCl/KCｌ/Na2CO3/NaHPO4/ホウ酸

ヒアレイン点眼液0.1%

精製ヒアルロン酸ナトリウム

ドライアイ改善薬

ジクアス点眼液3%

ジクアホソルナトリウム

ムコスタ点眼液ＵＤ2%

レバミピド

副腎皮質ステロイド[眼]

サンテゾーン0.05%眼軟膏

デキサメタゾン

サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%（5mL）

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

フルメトロン点眼液0.1%

フルオロメトロン

非ステロイド抗炎症薬

ネバナック懸濁性点眼液0.1%

ネパフェナク

ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」

ブロムフェナクナトリウム水和物
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緑内障治療薬（PG関連薬）

キサラタン点眼液0.005%

ラタノプロスト

緑内障治療薬（β遮断薬）

チモプトールXE点眼液0.5%

チモロールマレイン酸塩

チモプトール点眼液0.5%

チモロールマレイン酸塩

ミケランＬＡ点眼液2%

カルテオロール塩酸塩

緑内障治療薬（炭酸脱水酵素阻害薬）

エイゾプト懸濁性点眼液1%

ブリンゾラミド懸濁性

緑内障治療薬（α2刺激薬）

アイオピジンUD点眼液1%

アプラクロニジン塩酸塩

アイファガン点眼液0.1%

ブリモニジン酒石酸塩

緑内障治療薬（ROCK阻害薬）

グラナテック点眼液0.4%

リパスジル塩酸塩水和物

緑内障治療薬（副交感神経刺激薬）

サンピロ点眼液2%

ピロカルピン塩酸塩

緑内障治療薬（配合剤）

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

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

緑内障治療薬（高浸透圧薬）

イソソルビド内用液70%「CEO」

イソソルビド

抗菌薬[眼]

エコリシン眼軟膏

エリスロマイシンラクトビオン酸塩/コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム

ガチフロ点眼液0.3%

ガチフロキサシン

タリビッド眼軟膏0.3%

オフロキサシン

ピマリシン点眼液5%「センジュ」

ピマリシン

ベストロン点眼用0.5%

セフメノキシム塩酸塩

レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」

レボフロキサシン水和物

抗ウイルス薬[眼]

ゾビラックス眼軟膏3%

アシクロビル
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抗アレルギー薬[眼]

アレジオン点眼液0.05%

エピナスチン塩酸塩

リザベン点眼液0.5%

トラニラスト

眼内灌流液

ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%（ボトル）

オキシグルタチオン

粘弾性物質

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

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

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

蛍光眼底造影剤

オフサグリーン静注用25mg

インドシアニングリーン

フルオレサイト静注500mg

フルオレセイン

局所麻酔薬[眼]

ベノキシール点眼液0.4% （10mL瓶）

オキシブプロカイン塩酸塩

調節機能改善薬

サンコバ点眼液0.02%

シアノコバラミン

その他の眼科用剤

スコピゾル眼科用液

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

ボトックス注用50単位

A型ボツリヌス毒素

ボトックス注用100単位

A型ボツリヌス毒素

55 耳鼻咽喉科用剤

血管収縮薬[耳]

トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」

トラマゾリン塩酸塩

副腎皮質ステロイド[耳]

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

サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%（5mL）

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

抗菌薬[耳]

タリビッド耳科用液0.3%

オフロキサシン

－79－



共通 検索は　Ctrl＋F

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

ベストロン耳鼻科用1%

セフメノキシム塩酸塩

抗アレルギー薬[耳]

ザジテン点鼻液0.05％

ケトチフェンフマル酸塩

耳垢除去薬

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

鼓膜穿孔治療薬

リティンパ耳科用250µｇセット

トラフェルミン

56 皮膚科用剤

副腎皮質ステロイド外用剤（strongest）

デルモベートクリーム0.05%

クロベタゾールプロピオン酸エステル

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

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

副腎皮質ステロイド外用剤（very strong）

ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」

ジフルプレドナート

ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」

ジフルプレドナート

ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｸﾘｰﾑ0.05%「MYK」

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ﾛｰｼｮﾝ0.05%「MYK」

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸軟膏0.05%「MYK」

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

副腎皮質ステロイド外用剤（strong）

エクラープラスター20µg/cm2
デプロドンプロピオン酸エステル

ベトノバールＧ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

ベトノバールＧ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

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

ボアラクリーム0.12%

デキサメタゾン吉草酸エステル

ボアラ軟膏0.12%

デキサメタゾン吉草酸エステル

副腎皮質ステロイド外用剤（mild）

ロコイドクリーム0.1%

ヒドロコルチゾン酪酸エステル
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ロコイド軟膏0.1%

ヒドロコルチゾン酪酸エステル

副腎皮質ステロイド外用剤（weak）

テラ・コートリル軟膏

オキシテトラサイクリン塩酸塩/ヒドロコルチゾン

鎮痒薬

オイラックスクリーム10%

クロタミトン

特発性慢性蕁麻疹治療薬

ゾレア皮下注用150mgシリンジ

オマリズマブ(遺伝子組換え)

アトピー性皮膚炎治療薬

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）

ネオーラル10mgカプセル

シクロスポリン

ネオーラル50mgカプセル

シクロスポリン

痤瘡治療薬

ディフェリンゲル0.1%

アダパレンゲル

ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」

ナジフロキサシン

乾癬治療薬

インフリキシマブ点滴静注用100mg「NK」

インフリキシマブ（遺伝子組換え）

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）

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL

アダリムマブ (遺伝子組換え)

ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL

アダリムマブ (遺伝子組換え)

角化症・乾癬治療薬（外用剤）

オキサロール軟膏25µg/g （10g/本）

マキサカルシトール

角化症治療薬（角質軟化・溶解作用）

5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊

サリチル酸/白色ワセリン

10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊

サリチル酸/白色ワセリン

尿素クリーム10%「日医工」 （20gチューブ）

尿素

ハンセン病治療薬[皮]

レクチゾール錠25mg

ジアフェニルスルホン
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皮膚潰瘍治療薬

亜鉛華軟膏「ニッコー」

酸化亜鉛

アクトシン軟膏3%

ブクラデシンナトリウム

アズノール軟膏0.033% （20gチューブ）

ジメチルイソプロピルアズレン

イソジンシュガーパスタ軟膏

精製白糖/ポビドンヨード

エキザルベ （5g）

ヒドロコルチゾン

ゲーベンクリーム1% （50g/本　チューブ）

スルファジアジン銀

フィブラストスプレー500

トラフェルミン（遺伝子組換え）

プロスタンディン軟膏0.003% （10gチューブ）

アルプロスタジル　アルファデクス

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% （25gチューブ）

ヘパリン類似物質

ビタミン[皮]

ザーネ軟膏0.5%

ビタミンＡ

その他の皮膚科用剤

オリブ油（500mL瓶）

オリブ油（60mL瓶）【滅菌済】

フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」

液状フェノール/酸化亜鉛

プロペト　100ｇ/本〔チューブ〕

白色ワセリン
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14 その他

57 歯科・口腔用剤

含嗽薬（抗炎症作用）

ＡＺ含嗽用配合顆粒｢ニプロ｣ （2g包）

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

含嗽薬（消毒・抗菌作用）

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

ポピヨドンガーグル7%

ポビドンヨード

殺菌消毒薬含有トローチ

オラドールトローチ0.5mg

ドミフェン臭化物トローチ

口内炎等治療薬

デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」

デキサメタゾン

歯周病治療薬

ペリオフィール歯科用軟膏2%

塩酸ミノサイクリン

口腔乾燥症状改善薬

サラジェン顆粒0.5% （1g/包）

ピロカルピン塩酸塩

局所麻酔薬（アミド型）[口腔]

歯科用キシロカインカートリッジ

リドカイン・アドレナリン

歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ

プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン

その他の歯科口腔用剤

クレオドン

グアヤコール

サージカルパック口腔用

酸化亜鉛

サホライド液歯科用38%

フッ化ジアンミン銀

ネオクリーナー「セキネ」

次亜塩素酸ナトリウム

歯科用フェノール・カンフル

dl-カンフル

フルオール・ゼリー歯科用2%

リン酸酸性フッ化ナトリウム

ペリオドン

パラホルムアルデヒド/ジブカイン塩酸塩

歯科用ホルマリンクレゾール （15mL/包）

ホルマリン/クレゾール

58 中毒治療薬
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吸収阻害薬

ニフレック配合内用剤（プラスチバッグ）【適応外】

電解質配合

薬用炭「日医工」

薬用炭

三環系抗うつ薬中毒治療薬

メイロン静注7% （20mL管）【適応外】

炭酸水素ナトリウム

メイロン静注7% （250mL袋）【適応外】

炭酸水素ナトリウム

ベンゾジアゼピン系薬物中毒治療薬

フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」 【適応外】

フルマゼニル

アセトアミノフェン中毒治療薬

アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」

アセチルシステイン

イソニアジド中毒治療薬

ピドキサール錠10mg 【適応外】

ピリドキサールリン酸エステル水和物

オピオイド中毒治療薬

ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「ＡＦＰ」 【適応外】

ナロキソン塩酸塩

ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ・ﾒﾀﾉｰﾙによる急性中毒治療薬

ホメピゾール点滴静注1.5ｇ「タケダ」

ホメピゾール

ｱﾙｺｰﾙ-ｸﾞﾘｺｰﾙ類による急性中毒治療薬

フォリアミン錠 【適応外】

葉酸

フォリアミン注射液 【適応外】

葉酸

シアン化合物中毒治療薬

デトキソール静注液2g

チオ硫酸ナトリウム水和物

ｱｾﾁﾙｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害薬中毒治療薬

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

パム静注500mg

プラリドキシムヨウ化物

中毒性メトヘモグロビン血症治療薬

メチレンブルー静注50ｍｇ「第一三共」

メチルチオニニウム塩化物水和物

局所麻酔薬中毒治療薬（脂肪乳剤）

イントラリポス輸液20% （100ｍＬ袋）【適応外】

精製大豆油
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共通 検索は　Ctrl＋F

金属による急性中毒治療薬

バル筋注100mg「AFP」

ジメルカプロール

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

鉄中毒治療薬・鉄過剰症治療薬

デスフェラール注射用500mg

デフェロキサミンメシル酸塩

ニコチン依存症治療薬

チャンピックス錠0.5mg　【供給停止】

バレニクリン酒石酸塩

チャンピックス錠1mg　【供給停止】

バレニクリン酒石酸塩

59 造影剤

ガドリニウム系MRI

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL

ガドブトロール

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL

ガドブトロール

EOB・プリモビスト注シリンジ（5mL）

ガドキセト酸ナトリウム

EOB・プリモビスト注シリンジ（10mL）

ガドキセト酸ナトリウム

プロハンス静注シリンジ13mL

ガドテリドール

マグネスコープ静注38%シリンジ20mL

ガドテル酸メグルミン

非ガドリニウム系MRI

フェリセルツ散20%

クエン酸鉄アンモニウム

リゾビスト注

フェルカルボトラン

尿路・血管系（非イオン系モノマー）

イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」

イオプロミド

イオパミドール300注50mL

イオパミドール

イオパミドール300注100mL

イオパミドール

イオパミドール370注20mL

イオパミドール

イオパミドール370注50mL

イオパミドール

イオパミドール370注100mL

イオパミドール

イオパミロン注150 （50mL）

イオパミドール
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共通 検索は　Ctrl＋F

イオパミロン注300 （50mL）

イオパミドール

イオパミロン注300 （100mL）

イオパミドール

イオパミロン注300シリンジ （100mL）

イオパミドール

イオパミロン注370 （50mL）

イオパミドール

イオパミロン注370 （100mL）

イオパミドール

イオパミロン注370シリンジ (100mL)

イオパミドール

イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」

イオプロミド

イオメロン300注100mL

イオメプロール

イオメロン350注20mL

イオメプロール

イオメロン350注50ｍL

イオメプロール

イオメロン350注100mL

イオメプロール

イオメロン350注シリンジ100mL

イオメプロール

イオメロン350注シリンジ135mL

イオメプロール

イオメロン400注50mL

イオメプロール

イオメロン400注100mL

イオメプロール

オプチレイ240注シリンジ100mL（ＣＴ用）

イオベルソール

オムニパーク240注10mL

イオヘキソール

オムニパーク300注20mL

イオヘキソール

オムニパーク300注50mL

イオヘキソール

オムニパーク300注100mL

イオヘキソール

オムニパーク300注シリンジ100mL

イオヘキソール

オムニパーク350注50mL

イオヘキソール

オムニパーク350注100mL

イオヘキソール

オムニパーク350注シリンジ100mL

イオヘキソール
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共通 検索は　Ctrl＋F

プロスコープ300注20mL

イオプロミド

プロスコープ300注50mL

イオプロミド

プロスコープ300注100mL

イオプロミド

プロスコープ370注50mL

イオプロミド

プロスコープ370注100mL

イオプロミド

尿路・血管系（非イオン系ダイマー型）

ビジパーク270注50mL

イオジキサノール

ビジパーク270注100mL

イオジキサノール

消化管系

エネマスター注腸散（400g/本）

硫酸バリウム

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

バリトップＰ

硫酸バリウム

バリブライトＣＬ

硫酸バリウム

膵胆・尿路・関節・唾液腺系

ウログラフィン注60% 20ｍL

アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

胆道系

ビリスコピン点滴静注50

イオトロクス酸/メグルミン

脳・脊髄・関節・子宮卵管系

イソビスト注300

イオトロラン

リンパ・子宮卵管系調製用剤

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

エコー用

ソナゾイド注射用16μL

注射用ペルフルブタン

肝・循環機能検査用薬

ジアグノグリーン注射用25mg

インドシアニングリーン注
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共通 検索は　Ctrl＋F

15 漢方薬

60 漢方薬

漢方薬（エキス剤）

[1]ツムラ葛根湯顆粒エキス顆粒

葛根湯（カッコントウ）

［107］ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒

牛車腎気丸（ゴシャジンキガン）

［17］ツムラ五苓散エキス顆粒

五苓散（ゴレイサン）

[114]ツムラ柴苓湯エキス顆粒

柴苓湯（サイレイトウ）

［68］ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒

芍薬甘草湯（シャクヤクカンゾウトウ）

［48］ツムラ十全大補湯エキス顆粒

十全大補湯（ジュウゼンタイホトウ）

［100］ツムラ大建中湯エキス顆粒

大建中湯（ダイケンチュウトウ）

［29］ツムラ麦門冬湯エキス顆粒

麦門冬湯（バクモンドウトウ）

［16］ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒

半夏厚朴湯（ハンゲコウボクトウ）

［14］ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒

半夏瀉心湯（ハンゲシャシントウ）

［41］ツムラ補中益気湯エキス顆粒

補中益気湯（ホチュウエッキトウ）

［126］ツムラ麻子仁丸エキス顆粒

麻子仁丸（マシニンガン）

［54］ツムラ抑肝散エキス顆粒

抑肝散（ヨクカンサン）

［43］ツムラ六君子湯エキス顆粒

六君子湯（リックンシトウ）
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共通 検索は　Ctrl＋F

80 治療を目的としない医薬品

80 その他治療を目的としない医薬品

賦形剤等

乳糖水和物原末「マルイシ」（細粒）

乳糖水和物

バレイショデンプン

バレイショデンプン

溶解剤

注射用水「フソー」（5mL）

注射用蒸留水

注射用水 （20mL）

注射用蒸留水

大塚蒸留水 注射用水（500mL瓶・細口・広口）

注射用蒸留水

大塚蒸留水 注射用水（1000mL瓶・広口）

注射用蒸留水

矯味・矯臭・着色剤

単シロップ「日医工」

白糖
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別表１　電解質輸液剤

Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- H2PO4
-

Lactate- Acetate-

開始液

ＫＮ １号 500 4.0～7.5 約1 100 77 － － － 77 － － － 2.5 乳酸（無）

ソルデム１ 500 4.5～7.0 約1 104 90 － － － 70 － 20 － 2.6 乳酸（有）

維持液

アクチット 500 4.3～6.3 約1 200 45 17 － 5 37 10 － 20
ﾏﾙﾄｰｽ

5.0

ソルデム３Ａ 500 5.0～6.5 約1 172 35 20 － － 35 － 20 － 4.3

フィジオ３５ 500 4.7～5.3 約2～3 400 35 20 5 3 28 　　10＊１ － 20 10.0

細胞外液補充液

ヴィーンＤ 500 4.0～6.5 約2 200 130 4 3 － 109 － － 28 5.0
ブドウ糖加
酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ液

ソルアセトＦ 500 6.5～7.5 約0.9 － 130 4 3 － 109 － － 28 － 酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ液

生理食塩液

5,20,
100,250,

500,
1000,
2000

4.5～8.5 － － 154 － － － 154 － － － －

ビカネイト輸液
500
1000

6.8～7.8 約0.9 － 130 4 3 2 109
HCO3

-：28

Citrate3-：4
重炭酸リンゲル液

ポタコールＲ 500 3.5～6.5 約1.5 200 130 4 3 － 109 － 28 －
ﾏﾙﾄｰｽ

5.0
ﾏﾙﾄｰｽ加
    乳酸ﾘﾝｹﾞﾙ液

フィジオ140
250
500

5.9～6.2 約1 40 140 4 3 2 115 － － 25
Gluconate

-：3

Citrate
3-

：6

1%ブドウ糖加
　　酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ液

血漿増量剤

ボルベン輸液 500 4.0～5.5 約1 － 154 － － － 154 － － － ＊2H.E.S 6.0
代用血漿・体外
循環希釈液

　注　*1　リンとして10mmol/Ｌ
　     *2　H.E.S：ヒドロキシエチルデンプン130000 
　　　 *3　H.E.S：ヒドロキシエチルデンプン70000 

容量
（mL）

薬　品　名
電　解　質　濃　度（mEq/L）

備　考
ブドウ糖
（その他）
W/V（%）

熱量
（Kcal/L）

滲透圧比pH
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別表２　アミノ酸輸液剤

ビーフリード アミノレバン アミパレン キドミン プレアミンＰ

（500mL） （500mL） （200mL） （200mL） （200mL）

 Ｌ－イソロイシン （mg） 1,200 4,500 1,600 1,800 1,600
 Ｌ－ロイシン （mg） 2,100 5,500 2,800 2,800 3,200
 Ｌ－リシン （mg） 1,573 3,040 2,100   1,420

＊
  1,354

＊

 Ｌ－メチオニン （mg）   585   500   780   600   300
 Ｌ－フェニルアラニン （mg） 1,050 　500 1,400 1,000   500
 Ｌ－トレオニン （mg） 　855 2,250 1,140   700   480
 Ｌ－トリプトファン （mg）   300   350   400   500   240
 Ｌ－バリン （mg） 1,200 4,200 1,600 2,000 1,200
 Ｌ－システイン （mg）   150   140 　200   200   300
 Ｌ－チロシン （mg）     75 － 　100   100   120
 Ｌ－アルギニン （mg） 1,575 3,020 2,100   900 2,000
 Ｌ－ヒスチジン （mg）   750 1,180 1,000   700   500
 Ｌ－アラニン （mg） 1,200 3,750 1,600   500 1,040
 Ｌ－アスパラギン酸 （mg）   150 － 　200   200   160
 Ｌ－グルタミン酸 （mg）   150 － 　200   200   160
 Ｌ－プロリン （mg）   750 4,000 1,000   600 1,200
 Ｌ－セリン （mg）   450 2,500 　600   600   800
 アミノ酢酸（グリシン） （mg）   885 4,500 1,180 －   400

（mg） － － － －    40
(g) 15 39.93 20 14.41 15.2
(g) 37.5 － － － －

 1.44 1.09 1.44 2.6 1.26
(kcal) 210 160 80 60.8

   Na+ (mEq) 17.5 約7 約0.4 約0.4 約0.6

   K
+ (mEq) 10 － － － －

   Ca
2+ (mEq) 2.5 － － － －

   Mg
2+ (mEq) 2.5 － － － －

   Cl
- (mEq) 17.5  約47 － － －

   Phosphate- (mEq) － － － － －

   Acetate- (mEq) 8 －  約24 約9 約16
 約6.7 5.5～6.5 6.5～7.5 約7.0 6.5～7.5
 約3  約3  約3 約2 2.3～2.8

ビタミンB1配合

糖加電解質アミノ酸
肝性脳症改善用 総合アミノ酸 腎不全用 小児用

注　*：酢酸L-リシンとして

 滲透圧比

備　　考

電
 

解
 

質

    　　　　　　　　　　　薬品名・容量

　　　　組成・成分

総遊離アミノ酸量

Ｅ/Ｎ比
         熱   量

 p Ｈ

糖   類

必
須
ア
ミ
ノ
酸

 
非
必
須
ア
ミ
ノ
酸

アミノエチルスルホン酸
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　 　　　　　　薬品名・容量 フルカリック

 １号  ２号 ＲＦ 3号

　　組成・成分 （700mL） （700mL） （500mL） （1000mL） （1500mL） （1000mL） （1500mL） （1103ｍＬ）

(kcal) 480 700 1,000 560 840 820 1230 1160

糖
質

 ブドウ糖 (g) 120 175 250 120 180 175 262.5 250

   Na+ (mEq) － － 25 50 75 50 75 50

   K+ (mEq) 40 30 － 22 33 27 41 30

   Mg
2+ (mEq) 10 10 3 4 6 5 7.5 10

   Ca
2+ (mEq) 8.5 8.5 3 4 6 5 7.6 8.5

   Cl- (mEq) － － 15 50 75 50 75 49

   SO4
2- (mEq) 10 10 － 4 6 5 8 -

   Acetate
- (mEq) 25 25 － 39 58 48 72 11.9

   L-Lactate
- (mEq) － － 15 11 17 14 21 30

   Gluconate- (mEq) 8.5 8.5 3 － － － － 8.5

   Citrate3- (mEq) － － － 8 11 12 18 -

   Succinate2- (mEq) － － － － － － － -

   P (mg) 150 150 － 157 235 187 280 250

　 Zn  (µmol) 10 10 10 30 45 30 45 20

　 Fe  (µmol) － － － 10 15 10 15 -

　 Mn  (µmol) － － － 0.5 0.75 0.5 0.75 -

　 Cu  (µmol) － － － 2.5 3.75 2.5 3.75 -

　 I  (µmol) － － － 0.5 0.75 0.5 0.75 -

総遊離アミノ酸量 （g） － － － 20 30 30 45 40

Ｅ/Ｎ比 － － － 1.44 1.44 1.44 1.44 1.33

4.0～5.0 4.9～5.9

 約4  約6  約11 約6
    滲透圧比

（生理食塩液に対する比）

約5.2

約4

約5.4

約6

 pＨ  3.5～4.5

 １号  ２号

     ハイカリック液 エルネオパNF

 エネルギー

別表３　高カロリー輸液剤

ア
ミ
ノ
酸

電
解
質
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別表４　副腎皮質ステロイド外用剤

分類 一般名

Strongest
（最も強力）

デルモベート　0.05％ 軟膏
クリーム
スカルプローション

クロベタゾールプロピオン酸エステル

ベタメタゾン酪酸エステル
プロピオン酸エステル

軟膏
クリーム
ローション

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

ジフルプレドナート　0.05％ 軟膏
クリーム

ジフルプレドナート

エクラープラスター20µg/㎠ デプロドンプロピオン酸エステル

ベトノバールG　0.12％ 軟膏 ゲンタマイシン硫酸塩・ベタメタゾン吉草酸エステル

ボアラ　0.12％ 軟膏
クリーム

デキサメタゾン吉草酸エステル

Mild
（中等度）

ロコイド　0.1％ 軟膏
クリーム

ヒドロコルチゾン酪酸エステル

Weak
（弱い）

テラ・コートリル 軟膏 テトラオキシサイクリン塩酸塩軟膏・ヒドロコルチゾン

Very strong
（かなり強力）

Strong
（強力）

商品名
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ア．投与量等に注意が必要な医薬品

ア-1.抗てんかん薬 ☆ ブコラム口腔用液2.5mg，5mg

☆ アレビアチン錠100mg ☆ ホストイン静注750mg

☆ アレビアチン注250mg ☆ ホリゾン注射液10mg

☆ イーケプラ点滴静注500mg ☆ マイスタン錠5mg

☆ ガバペン錠200mg ☆ ミダフレッサ静注0.1%

☆ セレニカR顆粒40% （400mg/g） ☆ ラモトリギン錠小児用2mg、5mg「トーワ」

☆ ゾニサミド散20%「アメル」 （200mg/g） ☆ ラモトリギン錠25mg、100mg「トーワ」

☆ ダイアップ坐剤6 ☆ リボトリール細粒0.1％ （1mg/g）

☆ ダイアモックス錠250mg ☆ レベチラセタム錠500mg「明治」

☆ ダイアモックス注射用500mg ☆ レベチラセタムドライシロップ50％「明治」

☆ テグレトール細粒50% （500mg/g）、錠100mg

☆ デパケン細粒40%  （400mg/g） ア-2.向精神薬

☆ トピナ細粒10% エスゾピクロン錠1mg「トーワ」

☆ ノーベルバール静注用250mg ☆ エチゾラム錠0.5mg「EMEC」

☆ バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「ﾄｰﾜ」 ☆ エビリファイ錠6mg、OD錠24mg

☆ バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 （50mg/mL） ☆ エビリファイ内用液0.1% （3mg/3mL/包）

☆ ビムパット錠50mg ☆ エビリファイ持続性水懸筋注用300mg，400mgシリンジ

☆ ビムパットドライシロップ10％ ☆ オランザピンOD錠2.5mg、5mg、10mg「VTRS」 

☆ ビムパット点滴静注100mg ☆ クエチアピン錠25mg、100mg「日医工」 

☆ フィコンパ錠2mg グラマリール錠25mg

☆ フェノバールエリキシル0.4% （4mg/mL）、散10% （100mg/g）、錠30mg ☆ クロザリル錠25mg、100mg

別表５　ハイリスク薬リスト（院内採用薬）

1.目的
      医薬品の危険性を表す分類として、薬事法で規定されている「毒薬」、「劇薬」がある。
      これらは薬理作用が激しい医薬品や安全閾が狭い医薬品が該当するが、これらの分類だけでは必ずしも医薬品の危険性を十分に判断することが出来ない。
　    安心・安全・より良い医療の提供を図るため、「ハイリスク薬」という新たな分類を設け、医療従事者に周知し、医療の現場で管理・取り扱いに際して特に注意を喚起する。
      なお、薬事法で規制されている麻薬、向精神薬については除外する。

2.ハイリスク薬の定義
     誤った投与の仕方をした場合に、患者の健康状態に対し死亡を含めた深刻な影響をもたらす医薬品とする。
    　※ハイリスク薬の特性
　　    （1）成分そのものの毒性が強い医薬品
　    　（2）投与方法のミスで重篤な結果をもたらす医薬品
　　    （3）重大な結果をもたらしうる薬物相互作用をもつ医薬品

詳細についてはハイリスク薬安全使用の手順書を参照してください

備考：「特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤」は医薬品名の前に☆印を付しています
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☆ コントミン糖衣錠12.5mg、25mg ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」

☆ コントミン筋注25mg

☆ シクレスト舌下錠5mg、10mg ア-3.ジギタリス製剤

☆ ジプレキサ筋注用10mg ☆ ジゴシン注0.25mg

セパゾン錠2 ☆ ハーフジゴキシンKY錠0.125

☆ セレネース錠0.75mg、1.5mg、3mg

☆ セレネース注5mg ア-4.糖尿病治療薬　（インスリン製剤を除く）

☆ ゾテピン錠25mg「ヨシトミ」 ☆ アクトス錠15

ソラナックス0.4mg錠 ☆ アマリール1mg錠

ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 ☆ オングリザ錠2.5mg

☆ ドグマチール錠50mg ☆ カナグル錠100mg

ドラール錠15 ☆ グリミクロン錠40ｍｇ

☆ ノバミン錠5mg ☆ ジャディアンス錠10mg

☆ ピーゼットシー糖衣錠4mg ☆ ジャヌビア錠50mg

☆ ヒルナミン筋注25mg ☆ トラゼンタ錠5mg

フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 ☆ トルリシティ皮下注0.75mgアテオス

ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 ☆ ビクトーザ皮下注18mg

☆ ブロムペリドール錠3mg「サワイ」 ☆ フォシーガ錠5mg、10mg

☆ ベンザリン細粒1%、錠5 ☆ ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」

ホリゾン散1%、錠2mg、5mg ☆ ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」

ホリゾン注射液10mg ☆ メトグルコ錠250mg

ユーロジン2mg錠 ☆ リベルサス錠3mg

☆ ラツーダ錠20mg

☆ リスペリドン錠1mg、2mg「ヨシトミ」 ア-5.テオフィリン製剤

☆ リスペリドン内用液1mg/mL「ﾖｼﾄﾐ」 （1mL包/2mL包） ☆ テオドール錠100mg、ドライシロップ20% （200mg/g）

☆ リスパダールコンスタ筋注用25mg、37.5mg、50mg ☆ ネオフィリン注250mg

☆ リーゼ錠5mg

☆ ルーラン錠4mg ア-6.抗がん剤（抗悪性腫瘍剤）

☆ レキサルティ錠1mg ☆ 動注用アイエーコール50mg

レキソタン錠1、2、5 ☆ アクプラ静注用100mg

レスミット錠2 ☆ アクラシノン注射用20mg

☆ レボトミン錠5mg、25mg ☆ アザシチジン注射用100mg「サワイ」

☆ ロドピン錠25mg ☆ アバスチン点滴静注用100mg/4mL、400mg/16mL

☆ ロナセン錠4mg ☆ アービタックス注射液100mg

ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」 ☆ アブラキサン点滴静注用100mg
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☆ アリミデックス錠1mg ☆ サンドスタチン皮下注用100µg

☆ アルケラン錠2mg ☆ ジェブタナ点滴静注60mg 

☆ アルケラン静注用50mg ☆ シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」

☆ アレセンサカプセル150mg ☆ シタラビン点滴静注液400mg、1g「NIG」

☆ イダマイシン静注用5mg ☆ スプリセル錠20mg、50mg

☆ 注射用イホマイド1g ☆ ゼローダ錠300

☆ イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 ☆ ゾラデックス3.6mg、LA10.8mgデポ

☆ イミフィンジ点滴静注120mg，500mg ☆ ダウノマイシン静注用20mg

☆ イムノブラダー膀注用80mg ☆ ダカルバジン注用100

☆ イレッサ錠250 ☆ タグリッソ錠80mg

☆ エクザール注射用10mg ☆ タシグナカプセル150mg

☆ エスワンタイホウ配合OD錠T20、T25 ☆ ダラキューロ配合皮下注

☆ エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 ☆ テセントリク点滴静注1200mg

☆ エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」、50mg「NK」 ☆ テモダールカプセル20mg、100mg

☆ エルプラット点滴静注液100mg ☆ テラルビシン注射用10mg

☆ 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」 ☆ ドキシル注20mg

☆ 注射用エンドキサン100mg、500mg ☆ ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg、50mg「サンド」

☆ エンドキサン錠50mg ☆ ドセタキセル点滴静注液20mg/1mL、80mg/4mL「ケミファ」

☆ オプジーボ点滴静注120mg，240mg ☆ トラスツズマブBS点滴静注用60mg、150mg「NK」

☆ オンコビン注射用1mg ☆ トリセノックス点滴静注12mg

☆ カイプロリス点滴静注用10mg、40mg ☆ ニンラーロカプセル2.3、3、4mg

☆ ガザイバ点滴静注1000mg ☆ ネクサバール錠200mg

☆ カソデックスOD錠80mg ☆ ノバントロン注20mg

☆ カドサイラ点滴静注用100mg、160mg ☆ ノルバデックス錠10mg

☆ カボメティクス錠20mg，60mg ☆ ハイカムチン注射用1.1mg

☆ カルセド注射用20mg ☆ ハイドレアカプセル500mg

☆ カルボプラチン点滴静注液50mg、150mg「NK」 ☆ パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL、100mg/16.7mL「ﾎｽﾋﾟｰﾗ」 

☆ カンプト点滴静注40mg、100mg ☆ パージェタ点滴静注420mg/14mL

☆ キイトルーダ点滴静注100mg ☆ ハラヴェン静注1mg

☆ キロサイド注20mg、200mg ☆ ピシバニール注射用1KE

☆ ゲムシタビン点滴静注用200mg、1g「ヤクルト」 ☆ 注射用フィルデシン1mg

☆ ゴナックス皮下注用80mg、120mg ☆ フェソロデックス筋注250mg

☆ ザイティガ錠250mg ☆ フェマーラ錠2.5mg

☆ 注射用サイメリン 100mg ☆ ブスルフェクス点滴静注用60mg　

☆ サイラムザ点滴静注液100mg、500mg ☆ フルオロウラシル注250mg、1000mg「トーワ」
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☆ フルダラ静注用50mg ☆ 注射用エンドキサン100mg、500mg

☆ ブレオ注射用5mg ☆ エンドキサン錠50mg 

☆ プロスタール錠25 ☆ エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL

☆ ベクティビックス点滴静注100mg ☆ オレンシア点滴静注用250mg

☆ ベサノイドカプセル10mg ☆ オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL

☆ ベネクレクスタ錠50mg、100mg ☆ ケナコルト-Ａ筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL

☆ ベバシズマブBS点滴静注100mg，400mg「ファイザー」 ☆ ケナコルト-Ａ皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL

☆ ペメトレキセド点滴静注液500mg「トーワ」 ☆ ケブザラ皮下注150mg、200mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ

☆ ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」 ☆ コートリル錠10mg

☆ レンビマカプセル4mg，10mg ☆ コートロシンＺ筋注0.5mg

☆ ポテリジオ点滴静注20mg ☆ サンディミュン点滴静注用250mg

☆ ポマリストカプセル1mg、2mg、3mg、4mg ☆ シムジア皮下注200mgオートクリックス

☆ ボルテゾミブ注射用3mg「NK」 ☆ シンポニー皮下注50mgオートインジェクター

☆ マイトマイシン注用10ｍｇ ☆ セルセプトカプセル250

☆ ミリプラ動注用70mg ☆ ソル・コーテフ注射用100mg

☆ メソトレキセート錠2.5mg ☆ ソル・メドロール静注用40mg，125mg，500mg

☆ メソトレキセート点滴静注液200mg ☆ 注射用ソル・メルコート40、125、500（ｿﾙ・ﾒﾄﾞﾛｰﾙ）

☆ 注射用メソトレキセート5mg、50m ☆ デカドロンエリキシル0.01%、錠0.5mg

☆ ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 ☆ デキサート注射液6.6mg

☆ ラステットＳカプセルル25mg ☆ ネオーラル10mg、50mgカプセル

☆ リツキサン点滴静注100mg、500mg ☆ ヒドロコルチゾンリン酸ｴｽﾃﾙNa静注液100mg「AFP」

☆ リュープリンSR注射用ｷｯﾄ11.25、PRO注射用キット22.5mg ☆ ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL、80mgシリンジ0.8mL

☆ リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 プラケニル錠200mg

☆ レナデックス錠4mg ☆ ブレディニンOD錠50

☆ レブラミドカプセル5mg ☆ プレドニゾロン散「タケダ」1% （10mg/g）

☆ ロイケリン散10% ☆ 水溶性プレドニン20mg

☆ ロイナーゼ注5000 ☆ プレドニン錠5mg

☆ ロゼウス静注液10mg、40mg ☆ プレドネマ注腸20mg

☆ ロンサーフ配合錠T15、T20 ☆ プログラフカプセル0.5mg、顆粒0.2mg

☆ プログラフ注射液5mg

ア-7.免疫抑制剤 ☆ フロリネフ錠0.1mg

☆ アクテムラ点滴静注用80mg、200mg ☆ ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」

☆ アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター ☆ ベンリスタ点滴静注用120mg、400mg

☆ イムラン錠50mg ☆ ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター

☆ インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 ☆ メドロール錠4mg
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☆ リウマトレックスカプセル2mg ノクサフィル錠100mg

☆ リンデロン注4mg（0.4%）、懸濁注 ノクサフィル点滴静注300mg

☆ ノーベルバール静注用250mg

イ．休薬期間の設けられている医薬品や服薬期間の管理が必要な医薬品 ☆ フェノバールエリキシル0.4% （4mg/mL）、散10% （100mg/g）、錠30mg

（注射薬以外） フルコナゾールカプセル100mg「アメル」

☆ アルケラン錠2mg プロジフ静注液200

☆ エスワンタイホウ配合OD錠T20、T25 ☆ ホストイン静注750mg

☆ ゼローダ錠300 ボリコナゾール錠50mg「トーワ」

☆ テモダールカプセル20mg、100mg リファジンカプセル150mg

☆ ニンラーロカプセル2.3、3、4mg ☆ ルボックス錠25

☆ ポマリストカプセル1mg、2mg、3mg、4mg ☆ ワーファリン錠0.5mg、1mg

☆ メソトレキセート錠2.5mg

☆ ラステットＳカプセルル25mg エ．特定の疾病や妊婦等に禁忌である医薬品

☆ リウマトレックスカプセル2mg （抗がん剤以外で【警告】に催奇形性が注意喚起されている医薬品）

☆ レナデックス錠4mg シンメトレル錠50mg

☆ レブラミドカプセル5mg ☆ セルセプトカプセル250

☆ ロンサーフ配合錠T15、T20 デノシン点滴静注用500mg

バリキサ錠450mg

ウ．併用禁忌や多くの薬剤との相互作用に注意を要する医薬品 ☆ ベサノイドカプセル10mg

☆ アレビアチン錠100mg ☆ ポマリストカプセル1mg、2mg、3mg、4mg

☆ アレビアチン注250mg ☆ レブラミドカプセル5mg

アロカリス点滴静注235mg （【警告】に特定の疾病へ投与しないこととされている医薬品）
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 アデノスキャン注60mg

イトリゾールカプセル50 ☆ イダマイシン静注用5mg

イトリゾール注1%　［200mg］ ☆ インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」

イメンドカプセル80mg、125mg ☆ エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL

エリスロシン錠100mg、ドライシロップＷ20% （200mg/g） ☆ カンプト点滴静注40mg、100mg

エリスロシン点滴静注用500mg ☆ ゲムシタビン点滴静注用200mg、1g「ヤクルト」

☆ カレトラ配合錠 ☆ ジェブタナ点滴静注60mg 

クラリスロマイシンDS10%小児用「ｻﾜｲ」（100mg/g） ☆ シムジア皮下注200mgオートクリックス

クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 ☆ シンポニー皮下注50mgオートインジェクター

☆ サンディミュン点滴静注用250mg ☆ ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL、80mgシリンジ0.8mL

ジフルカンカプセル100mg

☆ ネオーラル10mg、50mgカプセル
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オ．重篤な副作用回避のために、定期的な検査が必要な医薬品 リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」

（抗がん剤以外で【警告】に検査が注意喚起されている医薬品） リドカイン点滴静注液1%「タカタ」

アセトアミノフェン「JG」原末 ☆ ワソラン静注5mg

アセリオ静注液1000ｍLバッグ

カロナール錠200、500 カ-3.その他、【警告】に心停止が注意喚起されている医薬品

☆ クロザリル錠25mg、100mg アデノスキャン注60mg

サムスカOD錠7.5mg ☆ アービタックス注射液100mg

サムタス点滴静注用8mg オビソート注射用0.1g

トアラセット配合錠「杏林」 ドブトレックス注射液100mg

ブイフェンド200mg静注用 プレセデックス静注液200μg/50mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾌｧｲｻﾞｰ」

点滴静注用ホスカビル注 24mg/mL

☆ メトグルコ錠250mg キ．呼吸抑制に注意が必要な注射薬
メルカゾール錠5mg キ-1.筋弛緩薬
ユリノーム錠50mg ギャバロン錠5mg

☆ ランマーク皮下注120mg スキサメトニウム注40「マルイシ」

☆ リクラスト点滴静注液5mg ダントリウムカプセル25mg

☆ リフヌア錠45mg ダントリウム静注用20mg

ボトックス注用50単位、100単位

〈注射薬に関する特記事項〉 ﾛｸﾛﾆｳﾑ臭化物静注液 25mg/2.5mL「ﾏﾙｲｼ」

カ．心停止等に注意が必要な注射薬

カ-1.カリウム製剤 キ-2.麻酔導入・鎮静薬、麻薬、非麻薬性鎮痛薬、抗てんかん薬 等

☆ ＫＣＬ注20mEqキット「テルモ」（20mL） （麻薬以外）
アデノスキャン注60mg

カ-2.抗不整脈薬 アネレム静注用50mg

☆ アミオダロン塩酸塩静注150mg｢ＴＥ｣ アルチバ静注用5mg

☆ アミサリン注200mg ケタラール筋注用500mg

☆ インデラル注射液2mg サイレース静注2mg

☆ オノアクト点滴静注150mg 笑気ガス（住友精化）

☆ コアベータ静注用12.5mg ソセゴン注射液15mg

☆ サンリズム注射液50 トアラセット配合錠「杏林」

シンビット静注用50mg トラマールOD錠25mg

☆ ネオシネジンコーワ注１mg ドロレプタン注射液25mg

☆ ブレビブロック注100mg プレセデックス静注液200μg/50mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾌｧｲｻﾞｰ」

☆ プロタノールＬ注0.2mg プロポフォール注1%20mL、100mL「マルイシ」

☆ ヘルベッサー注射用10、50 マグセント注100mL、シリンジ40mL
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ミダゾラム注10mg「サンド」 ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「ｻﾜｲ」

☆ ミダフレッサ静注0.1% リコモジュリン点滴静注用12800

ラボナール注射用0.3g ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL

レペタン坐剤0.4mg

レペタン注0.2mg ケ．漏出により皮膚障害を起こす注射薬
レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」 ケ-1.抗悪性腫瘍剤（特に壊死性抗悪性腫瘍薬）
スープレン吸入麻酔液 ☆ イダマイシン静注用5mg

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 ☆ エクザール注射用10mg

☆ エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」、50mg「NK」

ク．投与量が単位（Unit）で設定されている注射薬 ☆ オンコビン注射用1mg

ク-1.インスリン（100単位/mL） ☆ カルセド注射用20mg

☆ インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 ☆ ダウノマイシン静注用20mg

☆ インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 ☆ テラルビシン注射用10mg

☆ トレシーバ注フレックスタッチ ☆ ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg、50mg「サンド」

☆ ノボリンＮ注フレックスペン ☆ ドセタキセル点滴静注液20mg/1mL、80mg/4mL「ケミファ」

☆ ノボリンＲ注フレックスペン ☆ トリセノックス点滴静注12mg

☆ ヒューマリンＲ注100単位/mL ☆ パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL、100mg/16.7mL「ﾎｽﾋﾟｰﾗ」 

☆ ヒューマログミックス25注ミリオペン ☆ 注射用フィルデシン1mg

☆ ヒューマログミックス50注ミリオペン ☆ ブスルフェクス点滴静注用60mg　

☆ フィアスプ注フレックスタッチ ☆ ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」

☆ ライゾデグ配合注フレックスタッチ ☆ マイトマイシン注用10ｍｇ

☆ ランタスＸＲ注ソロスター ☆ ロゼウス静注液10mg、40mg

ク-2.ヘパリン（1000単位/mL） ケ-2.強アルカリ性製剤
ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」 アシクロビル点滴静注液250mg「ﾄｰﾜ」

☆ アレビアチン注250mg

ク-3.その他の抗血栓薬 ソルダクトン静注用200mg

アコアラン静注用1800 ダントリウム静注用20mg

ウロナーゼ静注用6万単位 デノシン点滴静注用500mg

オルガラン静注1250単位 ☆ ネオフィリン注250mg

クリアクター静注用80万 フロセミド注射液20mg「日医工」 

グルトパ注600万 メイロン静注7% （20mL管）、 （250mL袋）

クレキサン皮下注キット2000IU ラボナール注射用0.3g

献血ノンスロン1500注射用

フラグミン静注5000単位/5mL
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ケ-3.輸液補正用製剤 等 オムニパーク350注50mL、100mL、シリンジ100mL

塩化Ｃａ補正液1mEq/mL （20mL） ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL、7.5mL

カルチコール注射液 8.5%  5mL ガベキサートメシル酸塩注射用100mg、500mg「タカタ」

☆ ＫＣＬ注20mEqキット「テルモ」（20mL） セフォタックス注射用1g

フェジン静注40mg ソナゾイド注射用16μL

ブドウ糖注20%PL「フソー」 20mL ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ｢NIG｣

ブドウ糖注50%PL「フソー」 20mL ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」

大塚糖液50% （200mL袋） ドブトレックス注射液100mg

マグセント注100mL、シリンジ40mL ☆ ネオシネジンコーワ注１mg

硫酸Ｍｇ補正液1mEq/mL （20mL） ノルアドリナリン注1mg

バクトラミン注

ケ-4.その他 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」

アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 ビジパーク270注50mL、100mL

アルギニン点滴静注30g「AY」 ビーフリード輸液 （500mL袋）

イオパミドール300注50mL、100mL ビリスコピン点滴静注50

イオパミドール370注20mL、50mL、100mL 注射用フサン10、50

イオパミロン注150（50mL） プロスコープ300注20mL、50mL、100mL

イオパミロン注300 （50mL）（100mL）シリンジ （100mL） プロスコープ370注50mL、100mL

イオパミロン注370（50mL）（100mL）シリンジ (100mL) プロハンス静注シリンジ13mL

EOB・プリモビスト注シリンジ（5mL）（10mL） プロポフォール注1%20mL、100mL「マルイシ」

イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」 ボスミン注1mg

イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 マグネスコープ静注38%シリンジ20mL

イオメロン300注100mL リゾビスト注

イオメロン350注20mL、50ｍL、100mL リピオドール480注10mL

イオメロン350注シリンジ100mL、135mL

イオメロン400注50mL 〈上記以外で、特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤〉
イソビスト注300 ☆ アイセントレス錠400mg

イノバン注0.3%シリンジ ☆ アイソボリン点滴静注用25mg、100mg

イノバン注100mg ☆ アスペノンカプセル20

イントラリポス輸液10% （250ｍＬ袋） ☆ アタラックス-Ｐカプセル25mg

ウログラフィン注60% 20ｍL ☆ アタラックス-Ｐ注射液

エホチール注10mg ☆ アトロピン注0.05%シリンジ｢テルモ｣ 1mL

オプチレイ240注シリンジ100mL（ＣＴ用） ☆ アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「ＴＥ」

オムニパーク240注10mL ☆ アモキサンカプセル25mg

オムニパーク300注20mL、50mL、100mL、シリンジ100mL ☆ イグザレルトOD錠10mg、15mg
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☆ イフェクサーSRカプセル37.5mg、75mg ☆ レクサプロ錠10mg

☆ インデラル錠10mg ☆ レメロン錠15mg

☆ エフィエント錠3.75mg、OD錠20mg ☆ ワソラン錠40mg

☆ エリキュース錠2.5mg、5mg

☆ キャブピリン配合錠

☆ クロピドグレル錠75mg「トーワ」

☆ コンビビル配合錠

☆ コンプラビン配合錠

☆ サンリズムカプセル25mg、50mg

☆ ジェイゾロフトOD錠25mg

☆ シベノール錠100mg

☆ シロスタゾールOD錠50mg「ケミファ」

☆ セロケン錠20mg

☆ 炭酸リチウム錠100、200「ヨシトミ」

☆ タンボコール錠50mg

☆ ツルバダ配合錠

☆ テトラミド錠10mg

☆ デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」

☆ トフラニール錠10mg

☆
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」

☆ トリプタノール錠10、25

☆ トレドミン錠25mg

☆ バイアスピリン錠100mg

☆ パキシルCR錠12.5mg

☆ ビソノテープ4mg

☆ ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」

☆ プラザキサカプセル75mg、110mg

☆ プラリア皮下注60ｍｇシリンジ 

☆ プロタノールS錠15mg

☆ プロチアデン錠25

☆ プロノン錠150mg

☆ ベプリコール錠50mg

☆ ペルサンチン錠25mg

☆ リクシアナOD錠30mg

☆ ルジオミール錠10mg
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