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採用医薬品集 

横浜市立大学附属市民総合医療センター  2021 年度初版（2021 年 9 月 1 日作成） 

 
一般名の昇順（数字、英字、カタカナ、漢字）で記載 

 
医薬品名 一般名 規格単位 会社名 

大塚食塩注 10% 10%塩化ナトリウム注射液 10%20mL1 管 大塚工場=大塚製

薬 
ロタテック内用液 5 価経口弱毒生ロタウイルスワクチン 2mL1 本 MSD 

ボトックス注用 100 単位 A 型ボツリヌス毒素注射用 100 単位 1 瓶 GSK 

ボトックス注用 50 単位 A 型ボツリヌス毒素注射用 50 単位 1 瓶 GSK 

ナーブロック筋注 2500 単位 B 型ボツリヌス毒素注射液 2,500 単位

0.5mL1 瓶 
エーザイ 

アスプール液(0.5%) dl-イソプレナリン塩酸塩吸入剤 0.5%1mL アルフレッサファ

ーマ 
ポララミンドライシロップ 0.2% d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロッ

プ用 
0.2%1g 高田 

ポララミン錠 2mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2mg1 錠 高田 

D-ソルビトール経口液 75%「コー

ワ」 
D-ソルビトール液 75%10mL 興和 

ウロマチック S 泌尿器科用灌流液
3% 

D-ソルビトール液 3%3L1 袋 バクスター 

20%マンニットール注射液「YD」 D-マンニトール注射液 20%300mL1 瓶 陽進堂 

ロイナーゼ注用 10000 L-アスパラギナーゼ注射用 10,000K 単位 1
瓶 

協和キリン 

ロイナーゼ注用 5000 L-アスパラギナーゼ注射用 5,000K 単位 1
瓶 

協和キリン 

アスパラギン酸カリウム注 10mEq
キット「テルモ」 

L-アスパラギン酸カリウムキット 17.12%10mL1
キット 

テルモ 

アスパラカリウム錠 300mg L-アスパラギン酸カリウム錠 300mg1 錠 ニプロ ES 

L-アスパラギン酸 Ca 錠 200mg「サ
ワイ」 

L-アスパラギン酸カルシウム水和物錠 1 錠 沢井 

アルギニン点滴静注 30g「AY」 L-アルギニン塩酸塩注射液 10%300mL1 袋 エイワイファーマ=
陽進堂 

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

カルボシステイン DS50%「タカタ」 L-カルボシステイン 50%シロップ用 50%1g 高田 

カルボシステイン錠 500mg「テバ」 L-カルボシステイン錠 500mg1 錠 武田テバファーマ

=武田 
ミンクリア内用散布液 0.8% l-メントール液 20mL1 筒 日本製薬=あすか

製薬=武田 
アカルボース錠 50mg「日医工」 アカルボース 50mg 錠 50mg1 錠 日医工 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
アクラシノン注射用 20mg アクラルビシン塩酸塩注射用 20mg1 瓶 マイクロバイオ=ア

ステラス 
アコファイド錠 100mg アコチアミド塩酸塩水和物錠 100mg1 錠 ゼリア=アステラス 

ビダーザ注射用 100mg アザシチジン注射用 100mg1 瓶 日本新薬 

イムラン錠 50mg アザチオプリン錠 50mg1 錠 アスペン 

アシクロビル錠 200mg「ファイザー」 アシクロビル 200mg 錠 200mg1 錠 マイラン=ファイザ

ー 
アシクロビル点滴静注用 250mg
「PP」 

アシクロビル 250mg 注射用 250mg1 瓶 サンファーマ 

アシクロビル顆粒 40%「サワイ」 アシクロビル 40%顆粒 40%1g 沢井 

アシクロビル軟膏 5%「トーワ」 アシクロビル 5%軟膏 5%1g 東和薬品 

ゾビラックス眼軟膏 3% アシクロビル軟膏 3%1g 日東メディック=参
天 

アジスロマイシン錠 250mg「サワ

イ」 
アジスロマイシン水和物錠 250mg1 錠 沢井 

ジスロマック点滴静注用 500mg アジスロマイシン水和物注射用 500mg1 瓶 ファイザー 

アジルバ錠 20mg アジルサルタン錠 20mg1 錠 武田 

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(1)顆粒 
1g シオノギファーマ=

塩野義 
アスコルビン酸注射液 500mg「サ
ワイ」 

アスコルビン酸注射液 500mg1 管 沢井 

アザクタム注射用 1g アズトレオナム注射用 1g1 瓶 エーザイ 

アスピリン「ヨシダ」 アスピリン 10g 吉田製薬 

バイアスピリン錠 100mg アスピリン腸溶錠 100mg1 錠 バイエル 

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-グルタミン顆粒 
1g 寿=EA ファーマ 

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 
0.1%1g ニプロ 

アズノールうがい液 4% アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

含嗽剤 
4%1mL 日本点眼薬=日本

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

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

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液 17.6%1mL あゆみ製薬 

ムコフィリン吸入液 20% アセチルシステイン吸入剤 17.62%2mL1
包 

サンノーバ=エー

ザイ 
アセトアミノフェン坐剤小児用

100mg「JG」 
アセトアミノフェン 100mg 坐剤 100mg1 個 長生堂=日本ジェ

ネリック 
アセトアミノフェン坐剤小児用

200mg「JG」 
アセトアミノフェン 200mg 坐剤 200mg1 個 長生堂=日本ジェ

ネリック 
アセトアミノフェン細粒 20%「トーワ」 アセトアミノフェン細粒 20%1g 東和薬品 

カロナール錠 200 アセトアミノフェン錠 200mg1 錠 あゆみ製薬 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
アセリオ静注液 1000mg バッグ アセトアミノフェン注射液 1,000mg100mL

1 袋 
テルモ 

シクレスト舌下錠 5mg アセナピンマレイン酸塩錠 5mg1 錠 MeijiSeika 

アゼルニジピン錠 8mg「トーワ」 アゼルニジピン錠 8mg1 錠 東和薬品 

アゾセミド錠 30mg「JG」 アゾセミド 30mg 錠 30mg1 錠 長生堂=日本ジェ

ネリック 
ヒュミラ皮下注 40mg シリンジ
0.4mL 

アダリムマブ(遺伝子組換え)キット 40mg0.4mL1
筒 

アッヴィ=エーザイ 

テセントリク点滴静注 1200mg アテゾリズマブ(遺伝子組換え)注射液 1,200mg20mL1
瓶 

中外 

アデノシン負荷用静注 60mg シリン

ジ「FRI」 
アデノシンキット 60mg20mL1 筒 富士フイルム富山

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

注射液 
40mg1 管 興和 

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

顆粒 
10%1g 興和 

アテノロール錠 25mg「サワイ」 アテノロール 25mg 錠 25mg1 錠 沢井 

アトルバスタチン OD 錠 10mg「トー
ワ」 

アトルバスタチンカルシウム水和物口

腔内崩壊錠 
10mg1 錠 東和薬品 

アドレナリン注 0.1%シリンジ「テル

モ」 
アドレナリンキット(1) 0.1%1mL1 筒 テルモ 

ボスミン外用液 0.1% アドレナリン液 0.1%1mL 第一三共 

ボスミン注 1mg アドレナリン注射液 0.1%1mL1 管 第一三共 

硫酸アトロピン「ホエイ」 アトロピン硫酸塩水和物 1g マイラン=ファイザ

ー 
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キット 0.05%1mL1 筒 テルモ 

リュウアト 1%眼軟膏 アトロピン硫酸塩水和物軟膏 1%1g 参天 

アトロピン硫酸塩注 0.5mg「タナベ」 アトロピン硫酸塩注射液 0.05%1mL1 管 ニプロ ES 

オレンシア皮下注 125mg シリンジ
1mL 

アバタセプト(遺伝子組換え)キット(1) 125mg1mL1 筒 BMS=小野 

オレンシア点滴静注用 250mg アバタセプト(遺伝子組換え)注射用 250mg1 瓶 BMS=小野 

エリキュース錠 2.5mg アピキサバン錠 2.5mg1 錠 BMS=ファイザー 

ジオトリフ錠 20mg アファチニブマレイン酸塩錠 20mg1 錠 日本ベーリンガー 

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

ザルトラップ点滴静注 100mg アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換

え)注射液 
100mg4mL1 瓶 サノフィ 

ザルトラップ点滴静注 200mg アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換

え)注射液 
200mg8mL1 瓶 サノフィ 

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)キット 2mg0.05mL1
筒 

バイエル=参天 

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

アスペノン静注用 100 アプリンジン塩酸塩注射液 100mg10mL1
管 

バイエル 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
アプレピタントカプセル 125mg
「NK」 

アプレピタントカプセル 125mg1 カプセ

ル 
日本化薬 

アプレピタントカプセル 80mg「NK」 アプレピタントカプセル 80mg1 カプセル 日本化薬 

アヘンチンキ アヘンチンキ 10%1mL 武田 

アマンタジン塩酸塩錠 50mg「日医

工」 
アマンタジン塩酸塩 50mg 錠 50mg1 錠 日医工 

アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg
「TE」 

アミオダロン塩酸塩 100mg 錠 100mg1 錠 トーアエイヨー=ア
ステラス 

アミオダロン塩酸塩静注 150mg
「TE」 

アミオダロン塩酸塩注射液 150mg3mL1 管 トーアエイヨー=ア
ステラス 

アミカシン硫酸塩注射液 100mg「サ
ワイ」 

アミカシン硫酸塩 100mg 注射液 100mg1 管 沢井 

ガストログラフイン経口・注腸用 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン液 1mL バイエル 

ウログラフイン注 60% アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注射

液 
60%20mL1 管 バイエル 

トリプタノール錠 25 アミトリプチリン塩酸塩錠 25mg1 錠 日医工 

ネオフィリン注 250mg アミノフィリン注射液 2.5%10mL1 管 エーザイ 

ジンジカインゲル 20% アミノ安息香酸エチル液 1g 白水 

ピーエヌツイン-1 号輸液 アミノ酸・糖・電解質(3-1)キット 1 キット エイワイファーマ=
陽進堂 

ピーエヌツイン-2 号輸液 アミノ酸・糖・電解質(3-2)キット 1 キット エイワイファーマ=
陽進堂 

ピーエヌツイン-3 号輸液 アミノ酸・糖・電解質(3-3)キット 1 キット エイワイファーマ=
陽進堂 

エルネオパ NF1 号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-5)キット 1000mL1 キット 大塚工場=大塚製

薬 
エルネオパ NF2 号輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-6)キット 1000mL1 キット 大塚工場=大塚製

薬 
ビーフリード輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(4)キット 500mL1 キット 大塚工場=大塚製

薬 
ファンギゾンシロップ 100mg/mL アムホテリシン B シロップ 100mg1mL クリニジェン 

アムビゾーム点滴静注用 50mg アムホテリシン B 静注用(2) 50mg1 瓶 大日本住友 

カルセド注射用 20mg アムルビシン塩酸塩注射用 20mg1 瓶 大日本住友=日本

化薬 
カルセド注射用 50mg アムルビシン塩酸塩注射用 50mg1 瓶 大日本住友=日本

化薬 
アムロジピン OD 錠 2.5mg「トーワ」 アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠 2.5mg1 錠 東和薬品 

アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg
「日医工」 

アメジニウムメチル硫酸塩 10mg 錠 10mg1 錠 日医工 

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

ワイドシリン細粒 20% アモキシシリン 200mg 細粒 200mg1g MeijiSeika 

クラバモックス小児用配合ドライシロ

ップ 
アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリ

ウムシロップ用 
(636.5mg)1g GSK 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
オーグメンチン配合錠 250RS アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリ

ウム錠 
(375mg)1 錠 GSK 

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カプセル 250mg1 カプセ

ル 
日医工ファーマ=
日医工 

アリピプラゾール錠 12mg「サワイ」 アリピプラゾール 12mg 錠 12mg1 錠 沢井 

アリピプラゾール錠 3mg「サワイ」 アリピプラゾール 3mg 錠 3mg1 錠 沢井 

アリピプラゾール錠 6mg「サワイ」 アリピプラゾール 6mg 錠 6mg1 錠 沢井 

エビリファイ錠 3mg アリピプラゾール錠 3mg1 錠 大塚製薬 

エビリファイ持続性水懸筋注用

400mg シリンジ 
アリピプラゾール水和物キット 400mg1 キット 大塚製薬 

アルガトロバン注射液 10mg「サワ

イ」 
アルガトロバン 10mg20mL 注射液 10mg20mL1 管 沢井 

ノバスタン HI 注 10mg/2mL アルガトロバン水和物注射液 10mg2mL1 管 田辺三菱 

アルキルジアミノエチルグリシン塩

酸塩消毒用液 10%「NP」 
アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩

液 
10%10mL ニプロ 

アルト原末 アルギン酸ナトリウムパウダー 500mg1 管 カイゲンファーマ 

アルロイド G 内用液 5% アルギン酸ナトリウム液 10mL カイゲンファーマ 

アルメタ軟膏 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル

軟膏 
0.1%1g シオノギファーマ=

塩野義 
グルトパ注 600 万 アルテプラーゼ(遺伝子組換え)注射用 600 万国際単位

1 瓶(溶解液付) 
田辺三菱 

アルファカルシドール錠 0.25μg「ア
メル」 

アルファカルシドール 0.25μg 錠 0.25μg1 錠 共和薬品 

アルファカルシドール錠 0.5μg「アメ

ル」 
アルファカルシドール 0.5μg 錠 0.5μg1 錠 共和薬品 

アルファロール内用液 0.5μg/mL アルファカルシドール液 0.5μg1mL 中外 

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

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 20μg
注射用 

20μg1 瓶 高田 

アルプロスタジルアルファデクス点

滴静注用 500μg「タカタ」 
アルプロスタジル アルファデクス

500μg 注射用 
500μg1 瓶 高田 

プロスタンディン軟膏 0.003% アルプロスタジル アルファデクス軟膏 0.003%1g 小野 

アルプロスタジル注 10μg シリンジ

「トーワ」 
アルプロスタジル 10μg2mL キット 10μg2mL1 筒 東和薬品 

アルプロスタジル注 5μg「サワイ」 アルプロスタジル 5μg1mL 注射液 5μg1mL1 管 沢井 

アレンドロン酸点滴静注バッグ

900μg「HK」 
アレンドロン酸ナトリウム水和物キット 900μg100mL1

袋 
光 

アレンドロン酸錠 35mg「F」 アレンドロン酸ナトリウム水和物錠 35mg1 錠 富士製薬 

ネシーナ錠 12.5mg アログリプチン安息香酸塩錠 12.5mg1 錠 武田 

アロプリノール錠 100mg「アメル」 アロプリノール 100mg 錠 100mg1 錠 共和薬品 

スルバシリン静注用 3g アンピシリンナトリウム・スルバクタムナ

トリウム 3g 静注用 
(3g)1 瓶 MeijiSeika 

ビクシリン注射用 0.5g アンピシリンナトリウム注射用 500mg1 瓶 MeijiSeika 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
ビクシリン注射用 1g アンピシリンナトリウム注射用 1g1 瓶 MeijiSeika 

ムコサールドライシロップ 1.5% アンブロキソール塩酸塩 1.5%シロップ

用 
1.5%1g サノフィ 

アンブロキソール塩酸塩錠 15mg
「サワイ」 

アンブロキソール塩酸塩 15mg 錠 15mg1 錠 沢井 

アンブロキソール塩酸塩徐放 OD
錠 45mg「ニプロ」 

アンブロキソール塩酸塩 45mg 徐放性

口腔内崩壊錠 
45mg1 錠 ニプロ 

ビジパーク 320 注 100mL イオジキサノール注射液 65.15%100mL1
瓶 

GE ヘルスケア 

ビリスコピン点滴静注 50 イオトロクス酸メグルミン注射液 10.55%100mL1
瓶 

バイエル 

イオパミドール 300 注シリンジ

100mL「FF」 
イオパミドール(300)100mL キット 61.24%100mL1

筒 
武田テバファーマ 

イオパミドール 300 注 100mL「FF」 イオパミドール(300)100mL 注射液 61.24%100mL1
瓶 

武田テバファーマ 

イオパミドール 300 注 20mL「FF」 イオパミドール(300)20mL 注射液 61.24%20mL1
瓶 

武田テバファーマ 

イオパミドール 300 注 50mL「FF」 イオパミドール(300)50mL 注射液 61.24%50mL1
瓶 

武田テバファーマ 

イオパミドール 370 注 100mL「FF」 イオパミドール(370)100mL 注射液 75.52%100mL1
瓶 

武田テバファーマ 

イオパミドール 370 注 50mL「FF」 イオパミドール(370)50mL 注射液 75.52%50mL1
瓶 

武田テバファーマ 

イオパミドール 370 注シリンジ

100mL「FF」 
イオパミドールキット 75.52%100mL1

筒 
武田テバファーマ 

ダットスキャン静注 イオフルパン(123I)キット 167MBq1 筒 メジフィジックス 

イオヘキソール 300 注シリンジ

100mL「F」 
イオヘキソール(300)100mL キット 64.71%100mL1

筒 
富士製薬 

イオヘキソール 350 注シリンジ

100mL「F」 
イオヘキソール(350)100mL キット 75.49%100mL1

筒 
富士製薬 

オムニパーク 240 注 10mL イオヘキソール注射液 51.77%10mL1
瓶 

GE ヘルスケア 

ベンゾダイン注 イオマゼニル(123I)注射液 10MBq メジフィジックス 

イオメロン 400 注 100mL イオメプロール注射液 81.65%100mL1
瓶 

ブラッコ=エーザイ 

ケアラム錠 25mg イグラチモド錠 25mg1 錠 エーザイ 

イコサペント酸エチル粒状カプセル

600mg「日医工」 
イコサペント酸エチル 600mg 粒状カプ

セル 
600mg1 包 日医工 

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

イセパマイシン硫酸塩注射液

400mg「日医工」 
イセパマイシン硫酸塩 400mg2mL 注

射液 
400mg2mL1 管 日医工 

イソソルビド内用液 70%「CEO」 イソソルビド 70%液 70%1mL セオリア=武田 

イスコチン錠 100mg イソニアジド錠 100mg1 錠 アルフレッサファ

ーマ 
イソプロパノール消毒液 70%「シオ

エ」 
イソプロパノール 70%液 70%10mL シオエ=日本新薬 

リーバクト配合顆粒 イソロイシン・ロイシン・バリン顆粒 4.15g1 包 EA ファーマ 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
プリズバインド静注液 2.5g イダルシズマブ(遺伝子組換え)注射液 2.5g50mL1 瓶 日本ベーリンガー 

イダマイシン静注用 5mg イダルビシン塩酸塩注射用 5mg1 瓶 ファイザー 

イトラコナゾール錠 50mg「科研」 イトラコナゾール 50mg 錠 50mg1 錠 科研 

イトラコナゾール内用液 1%「ファイ

ザー」 
イトラコナゾール液 1%1mL ファイザー 

イソプリノシン錠 400mg イノシンプラノベクス錠 400mg1 錠 持田 

コララン錠 2.5mg イバブラジン塩酸塩錠 2.5mg1 錠 小野 

ボンビバ静注 1mg シリンジ イバンドロン酸ナトリウム水和物キット 1mg1mL1 筒 中外=大正製薬 

アトロベントエロゾル 20μg イプラトロピウム臭化物水和物吸入剤 4.20mg10mL1
瓶 

帝人ファーマ 

ストロメクトール錠 3mg イベルメクチン錠 3mg1 錠 MSD=マルホ 

注射用イホマイド 1g イホスファミド注射用 1g1 瓶 塩野義 

イマチニブ錠 100mg「オーハラ」 イマチニブメシル酸塩 100mg 錠 100mg1 錠 大原 

トフラニール錠 25mg イミプラミン塩酸塩錠 25mg1 錠 アルフレッサファ

ーマ 
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注射液(1) 100mg5mL1 瓶 東和薬品 

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注射液(1) 40mg2mL1 瓶 東和薬品 

オニバイド点滴静注 43mg イリノテカン塩酸塩水和物注射液(2) 43mg10mL1 瓶 日本セルヴィエ=
ヤクルト 

イルベサルタン OD 錠 100mg「トー
ワ」 

イルベサルタン口腔内崩壊錠 100mg1 錠 東和薬品 

オクトレオスキャン静注用セット インジウム(111In)ペンテトレオチドキッ

ト 
1 セット 富士フイルム富山

化学 
インジゴカルミン注 20mg「AFP」 インジゴカルミン注射液 0.4%5mL1 管 アルフレッサファ

ーマ 
ノボラピッド注フレックスタッチ インスリン アスパルト(遺伝子組換え)

キット 
300 単位 1 キッ

ト 
ノボ 

ノボラピッド注ペンフィル インスリン アスパルト(遺伝子組換え)
注射液 

300 単位 1 筒 ノボ 

ランタス XR 注ソロスター インスリン グラルギン(遺伝子組換え)
キット 

450 単位 1 キッ

ト 
サノフィ 

インスリン グラルギン BS 注ミリオ

ペン「リリー」 
インスリン グラルギン(遺伝子組換え)
キット(1) 

300 単位 1 キッ

ト 
リリー 

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・
リラグルチド(遺伝子組換え)配合剤キッ

ト 

1 キット ノボ 

トレシーバ注フレックスタッチ インスリン デグルデク(遺伝子組換え)
キット 

300 単位 1 キッ

ト 
ノボ 

レベミル注フレックスペン インスリン デテミル(遺伝子組換え)キッ

ト 
300 単位 1 キッ

ト 
ノボ 

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)キット 300 単位 1 キッ

ト 
ノボ 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
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)キット 300 単位 1 キッ

ト 
ノボ 

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)注射液 100 単位 1mL
バイアル 

リリー 

ヒューマログ注ミリオペン HD インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キッ

ト 
300 単位 1 キッ

ト 
リリー 

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)キッ

ト(1) 
300 単位 1 キッ

ト 
サノフィ 

インスリン リスプロ BS 注 100 単

位/mL HU「サノフィ」 
インスリン リスプロ(遺伝子組換え)注
射液(1) 

100 単位 1mL
バイアル 

サノフィ 

スミフェロン注 DS600 万 IU インターフェロン アルファ(NAMALWA)
注射液 

600 万国際単位

1 筒 
大日本住友 

アボネックス筋注用シリンジ 30μg インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組

換え)キット 
30μg0.5mL1 筒 バイオジェン 

フエロン注射用 300 万 インターフェロン ベータ注射用 300 万国際単位

1 瓶(溶解液付) 
東レ=第一三共 

ウルティブロ吸入用カプセル インダカテロールマレイン酸塩・グリコピ

ロニウム臭化物カプセル 
1 カプセル ノバルティス

=MeijiSeika 
オンブレス吸入用カプセル 150μg インダカテロールマレイン酸塩カプセル 150μg1 カプセ

ル 
ノバルティス 

ジアグノグリーン注射用 25mg インドシアニングリーン注射用 25mg1 瓶(溶解

液付) 
第一三共 

インダシン静注用 1mg インドメタシンナトリウム水和物静注用 1mg1 瓶 ノーベル 

レミケード点滴静注用 100 インフリキシマブ(遺伝子組換え)静注用 100mg1 瓶 田辺三菱 

インフリキシマブ BS 点滴静注用

100mg「NK」 
インフリキシマブ(遺伝子組換え)静注用
(1) 

100mg1 瓶 日本化薬 

インフルエンザ HA ワクチン「生研」 インフルエンザ HA ワクチン 1mL1 瓶 デンカ=アステラス

=武田 
ステラーラ皮下注 45mg シリンジ ウステキヌマブ(遺伝子組換え)キット 45mg0.5mL1

筒 
ヤンセン=田辺三

菱 
ステラーラ点滴静注 130mg ウステキヌマブ(遺伝子組換え)注射液 130mg26mL1

瓶 
ヤンセン=田辺三

菱 
エブランチルカプセル 15mg ウラピジル徐放カプセル 15mg1 カプセル 科研=三和化学 

ミラクリッド注射液 5 万単位 ウリナスタチン注射液 50,000 単位

1mL1 管 
持田 

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錠 100mg1 錠 日本ジェネリック 

ウルソ顆粒 5% ウルソデオキシコール酸顆粒 5%1g 田辺三菱 

ウロナーゼ静注用 6 万単位 ウロキナーゼ注射用 60,000 単位 1
瓶 

持田 

ソリリス点滴静注 300mg エクリズマブ(遺伝子組換え)注射液 300mg30mL1
瓶 

アレクシオン 

ミネブロ錠 1.25mg エサキセレノン錠 1.25mg1 錠 第一三共 

レクサプロ錠 10mg エスシタロプラムシュウ酸塩錠 10mg1 錠 持田=田辺三菱 

ルネスタ錠 1mg エスゾピクロン錠 1mg1 錠 エーザイ 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
エスタゾラム錠 2mg「アメル」 エスタゾラム 2mg 錠 2mg1 錠 共和薬品=日医工 

ロコアテープ エスフルルビプロフェン・ハッカ油貼付

剤 
10cm×14cm1
枚 

大正製薬=帝人フ

ァーマ 
エゼチミブ錠 10mg「トーワ」 エゼチミブ錠 10mg1 錠 東和薬品 

ネキシウムカプセル 20mg エソメプラゾールマグネシウム水和物カ

プセル 
20mg1 カプセル アストラゼネカ=第

一三共 
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

顆粒 
20mg1 包 アストラゼネカ=第

一三共 
エタネルセプト BS 皮下注 50mg シ

リンジ 1.0mL「MA」 
エタネルセプト(遺伝子組換え)キット(1) 50mg1mL1 筒 持田=あゆみ製薬 

エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペ

ン 1.0mL「MA」 
エタネルセプト(遺伝子組換え)キット(1) 50mg1mL1 キッ

ト 
持田=あゆみ製薬 

エダラボン点滴静注液バッグ 30mg
「日医工」 

エダラボンキット 30mg100mL1
キット 

日医工 

エブトール 250mg 錠 エタンブトール塩酸塩錠 250mg1 錠 科研 

エチゾラム錠 0.5mg「NP」 エチゾラム 0.5mg 錠 0.5mg1 錠 ニプロ 

エホチール注 10mg エチレフリン塩酸塩注射液 1%1mL1 管 サノフィ 

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

注射液 
20%5mL1 管 日新製薬 

パーサビブ静注透析用 2.5mg エテルカルセチド塩酸塩注射液 2.5mg2mL1 瓶 小野 

リクシアナ OD 錠 15mg エドキサバントシル酸塩水和物口腔内

崩壊錠 
15mg1 錠 第一三共 

リクシアナ OD 錠 60mg エドキサバントシル酸塩水和物口腔内

崩壊錠 
60mg1 錠 第一三共 

エトドラク錠 100mg「トーワ」 エトドラク錠 100mg1 錠 東和薬品 

ベプシドカプセル 25mg エトポシドカプセル 25mg1 カプセル クリニジェン 

エトポシド点滴静注液 100mg「サン

ド」 
エトポシド注射液 100mg5mL1 瓶 サンド 

チガソンカプセル 10 エトレチナートカプセル 10mg1 カプセル 太陽ファルマ 

アンチレクス静注 10mg エドロホニウム塩化物注射液 1%1mL1 管 杏林 

エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg
「EMEC」 

エナラプリルマレイン酸塩 2.5mg 錠 2.5mg1 錠 サンノーバ=エルメ

ッド=日医工 
エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg
「EMEC」 

エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg1 錠 サンノーバ=エルメ

ッド=日医工 
クレキサン皮下注キット 2000IU エノキサパリンナトリウムキット 2,000 低分子ヘ

パリン国際単位

0.2mL1 筒 

サノフィ 

エバスチン錠 10mg「ファイザー」 エバスチン錠 10mg1 錠 ファイザー 

エパルレスタット錠 50mg「サワイ」 エパルレスタット錠 50mg1 錠 沢井 

エピナスチン塩酸塩錠 20mg「ファ

イザー」 
エピナスチン塩酸塩 20mg 錠 20mg1 錠 ファイザー 

エピナスチン塩酸塩 DS1%小児用

「日医工」 
エピナスチン塩酸塩シロップ用 1%1g 日医工 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
アレジオン点眼液 0.05% エピナスチン塩酸塩液(1) 0.05%1mL 参天 

エピルビシン塩酸塩注射液

10mg/5mL「NK」 
エピルビシン塩酸塩 10mg5mL 注射液 10mg5mL1 瓶 日本化薬 

エピルビシン塩酸塩注射用 50mg
「サワイ」 

エピルビシン塩酸塩 50mg 注射用 50mg1 瓶 沢井 

エピルビシン塩酸塩注射液

50mg/25mL「NK」 
エピルビシン塩酸塩注射液 50mg25mL1 瓶 日本化薬 

ヱフェドリン「ナガヰ」注射液 40mg エフェドリン塩酸塩注射液 4%1mL1 管 日医工 

セララ錠 25mg エプレレノン錠 25mg1 錠 ファイザー 

エペリゾン塩酸塩錠 50mg「日医

工」 
エペリゾン塩酸塩 50mg 錠 50mg1 錠 日医工 

サーティカン錠 0.25mg エベロリムス錠 0.25mg1 錠 ノバルティス 

エスポー注射液 750 エポエチン アルファ(遺伝子組換え)注
射液 

750 国際単位

0.5mL1 管 
協和キリン 

ミルセラ注シリンジ 100μg エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換

え)キット 
100μg0.3mL1
筒 

中外 

ミルセラ注シリンジ 150μg エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換

え)キット 
150μg0.3mL1
筒 

中外 

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)キット 
250μg0.3mL1
筒 

中外 

ミルセラ注シリンジ 25μg エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換

え)キット 
25μg0.3mL1 筒 中外 

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)キット 
50μg0.3mL1 筒 中外 

エポジン注シリンジ 3000 エポエチン ベータ(遺伝子組換え)キッ

ト 
3,000 国際単位

0.5mL1 筒 
中外 

エポジン皮下注シリンジ 24000 エポエチン ベータ(遺伝子組換え)キッ

ト 
24,000 国際単

位 0.5mL1 筒 
中外 

レパーサ皮下注 140mg ペン エボロクマブ(遺伝子組換え)キット(2) 140mg1mL1 キ

ット 
アムジェン=アステ

ラス 
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

シルフマル酸塩錠 
1 錠 ギリアド 

エリスロシンドライシロップ W20% エリスロマイシンエチルコハク酸エステ

ルシロップ用 
200mg1g マイラン EPD 

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軟膏 
1g 参天 

エリスロシン点滴静注用 500mg エリスロマイシンラクトビオン酸塩注射

用 
500mg1 瓶 マイラン EPD 

ハラヴェン静注 1mg エリブリンメシル酸塩注射液 1mg2mL1 瓶 エーザイ 

エルカトニン注 40 単位「NP」 エルカトニン 40 エルカトニン単位 1mL
注射液 

40 エルカトニン

単位 1mL1 管 
ニプロ 

エルデカルシトールカプセル

0.75μg「日医工」 
エルデカルシトールカプセル 0.75μg1 カプセ

ル 
日医工 

コムタン錠 100mg エンタカポン錠 100mg1 錠 ノバルティス 

エンテカビル OD 錠 0.5mg「サワ

イ」 
エンテカビル 0.5mg 口腔内崩壊錠 0.5mg1 錠 沢井 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
ジャディアンス錠 10mg エンパグリフロジン錠 10mg1 錠 日本ベーリンガー 

エビプロスタット配合錠 DB オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエ

キス配合剤(2)錠 
1 錠 日本新薬 

エルプラット点滴静注液 100mg オキサリプラチン注射液 100mg20mL1
瓶 

ヤクルト 

エルプラット点滴静注液 200mg オキサリプラチン注射液 200mg40mL1
瓶 

ヤクルト 

エルプラット点滴静注液 50mg オキサリプラチン注射液 50mg10mL1 瓶 ヤクルト 

ビーエスエスプラス 500 眼灌流液
0.0184% 

オキシグルタチオン液 0.46%20mL1
瓶(希釈液付) 

アルコン 

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徐放カプセ

ル 
20mg1 カプセル 帝國製薬=テルモ 

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徐放カプセ

ル 
5mg1 カプセル 帝國製薬=テルモ 

オキシコドン錠 10mgNX「第一三

共」 
オキシコドン塩酸塩水和物錠(2) 10mg1 錠 第一三共プロファ

ーマ=第一三共 
オキシコドン錠 2.5mgNX「第一三

共」 
オキシコドン塩酸塩水和物錠(2) 2.5mg1 錠 第一三共プロファ

ーマ=第一三共 
オキシコドン錠 5mgNX「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物錠(2) 5mg1 錠 第一三共プロファ

ーマ=第一三共 
オキシコドン注射液 10mg「第一三

共」 
オキシコドン塩酸塩水和物注射液 1%1mL1 管 第一三共プロファ

ーマ=第一三共 
オキシコドン注射液 50mg「第一三

共」 
オキシコドン塩酸塩水和物注射液 1%5mL1 管 第一三共プロファ

ーマ=第一三共 
オキシコナゾール硝酸塩腟錠

600mg「F」 
オキシコナゾール硝酸塩 600mg 腟錠 600mg1 錠 富士製薬 

テラマイシン軟膏(ポリミキシン B 含

有) 
オキシテトラサイクリン塩酸塩・ポリミキ

シン B 硫酸塩軟膏 
1g 陽進堂 

アトニン-O 注 5 単位 オキシトシン注射液 5 単位 1 管 あすか製薬=武田 

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

ストロカイン錠 5mg オキセサゼイン錠 5mg1 錠 サンノーバ=エー

ザイ 
サンドスタチン LAR 筋注用キット
20mg 

オクトレオチド酢酸塩キット 20mg1 キット(溶
解液付) 

ノバルティス 

サンドスタチン LAR 筋注用キット
30mg 

オクトレオチド酢酸塩キット 30mg1 キット(溶
解液付) 

ノバルティス 

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注射液 100μg1mL1 管 サンド 

オザグレルナトリウム点滴静注液

80mg「JD」 
オザグレルナトリウム 80mg4mL 注射

液 
80mg4mL1 管 ジェイドルフ 

タグリッソ錠 80mg オシメルチニブメシル酸塩錠 80mg1 錠 アストラゼネカ 

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カプセル 75mg1 カプセル 沢井 

オセルタミビル DS3%「サワイ」 オセルタミビルリン酸塩シロップ用 3%1g 沢井 

オフロキサシン眼軟膏 0.3%「ニット

ー」 
オフロキサシン 0.3%眼軟膏 0.3%1g 東亜薬品=日東メ

ディック 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
タリビッド耳科用液 0.3% オフロキサシン液 3mg1mL アルフレッサファ

ーマ 
ゾレア皮下注 150mg シリンジ オマリズマブ(遺伝子組換え)キット 150mg1mL1 筒 ノバルティス 

ロトリガ粒状カプセル 2g オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2g1 包 武田 

オメプラゾール錠 20mg「トーワ」 オメプラゾール 20mg 腸溶錠 20mg1 錠 東和薬品 

オメプラゾール注用 20mg「NP」 オメプラゾールナトリウム注射用 20mg1 瓶 ニプロ 

ジプレキサ筋注用 10mg オランザピン筋注用 10mg1 瓶 リリー 

ジプレキサザイディス錠 5mg オランザピン口腔内崩壊錠 5mg1 錠 リリー 

オランザピン錠 10mg「明治」 オランザピン錠 10mg1 錠 MeijiSeika 

オランザピン錠 2.5mg「明治」 オランザピン錠 2.5mg1 錠 MeijiSeika 

オリブ油*(丸石) オリブ油 10mL 丸石=ニプロ 

オルメサルタン OD 錠 10mg
「DSEP」 

オルメサルタン メドキソミル口腔内崩

壊錠 
10mg1 錠 第一三共エスファ 

オロパタジン塩酸塩 OD 錠 5mg「ト
ーワ」 

オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg1 錠 東和薬品 

ガチフロ点眼液 0.3% ガチフロキサシン水和物液 0.3%1mL 千寿=武田 

EOB・プリモビスト注シリンジ ガドキセト酸ナトリウムキット 18.143%10mL1
筒 

バイエル 

ガドビスト静注 1.0mol/L シリンジ
5mL 

ガドブトロールキット 60.47%5mL1
筒 

バイエル 

カナグル錠 100mg カナグリフロジン水和物錠 100mg1 錠 田辺三菱 

カナマイシンカプセル 250mg「明
治」 

カナマイシン一硫酸塩カプセル 250mg1 カプセ

ル 
MeijiSeika 

ジェブタナ点滴静注 60mg カバジタキセル アセトン付加物注射液 60mg1.5mL1
瓶(溶解液付) 

サノフィ 

ガバペン錠 200mg ガバペンチン錠 200mg1 錠 富士製薬 

カフェイン水和物「ファイザー」原末 カフェイン水和物 1g マイラン=ファイザ

ー 
カプトプリル錠 12.5mg「日医工」 カプトプリル 12.5mg 錠 12.5mg1 錠 日医工 

ガベキサートメシル酸塩注射用

100mg「サワイ」 
ガベキサートメシル酸塩 100mg 注射

用 
100mg1 瓶 沢井 

ガベキサートメシル酸塩注射用

500mg「サワイ」 
ガベキサートメシル酸塩 500mg 注射

用 
500mg1 瓶 沢井 

カペシタビン錠 300mg「サワイ」 カペシタビン錠 300mg1 錠 沢井 

カベルゴリン錠 1.0mg「サワイ」 カベルゴリン 1mg 錠 1mg1 錠 沢井 

カモスタットメシル酸塩錠 100mg
「JG」 

カモスタットメシル酸塩 100mg 錠 100mg1 錠 日本ジェネリック 

ガランタミン OD 錠 4mg「DSEP」 ガランタミン臭化水素酸塩口腔内崩壊

錠 
4mg1 錠 第一三共エスファ 

カリジノゲナーゼ錠 25 単位「トー

ワ」 
カリジノゲナーゼ錠 25 単位 1 錠 東和薬品 

ドボネックス軟膏 50μg/g カルシポトリオール軟膏 0.005%1g レオファーマ=鳥
居 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ

ム散 10%「日医工」 
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム

10%散 
10%1g 日医工 

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

和物錠 
30mg1 錠 日医工 

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ

ム静注液 100mg「日医工」 
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水

和物注射液 
0.5%20mL1 管 日医工 

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ

ム静注液 25mg「日医工」 
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水

和物注射液 
0.5%5mL1 管 日医工 

カルバマゼピン細粒 50%「アメル」 カルバマゼピン細粒 50%1g 共和薬品 

カルバマゼピン錠 100mg「アメル」 カルバマゼピン錠 100mg1 錠 共和薬品 

カルベジロール錠 1.25mg「サワイ」 カルベジロール 1.25mg 錠 1.25mg1 錠 沢井 

カルベジロール錠 10mg「サワイ」 カルベジロール 10mg 錠 10mg1 錠 沢井 

カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」 カルベジロール 2.5mg 錠 2.5mg1 錠 沢井 

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

フェインジェクト静注 500mg カルボキシマルトース第二鉄注射液 500mg10mL1
瓶 

ゼリア 

カルボプラチン点滴静注液 50mg
「NK」 

カルボプラチン 50mg5mL 注射液 50mg5mL1 瓶 マイラン=日本化

薬 
カルボプラチン点滴静注液 450mg
「NK」 

カルボプラチン注射液 450mg45mL1
瓶 

マイラン=日本化

薬 
ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg カルムスチン脳内留置用剤 7.7mg1 枚 エーザイ 

ガンシクロビル点滴静注用 500mg
「ファイザー」 

ガンシクロビル 500mg 静注用 500mg1 瓶 マイラン=ファイザ

ー 
カンデサルタン錠 4mg「あすか」 カンデサルタン シレキセチル錠 4mg1 錠 あすか製薬=武田 

カンレノ酸カリウム静注用 200mg
「サワイ」 

カンレノ酸カリウム 200mg 注射用 200mg1 瓶 沢井 

クアゼパム錠 15mg「サワイ」 クアゼパム 15mg 錠 15mg1 錠 沢井 

クエチアピン細粒 10%「アメル」 クエチアピンフマル酸塩細粒 10%1g 共和薬品 

クエチアピン錠 100mg「DSEP」 クエチアピンフマル酸塩錠 100mg1 錠 第一三共エスファ 

クエチアピン錠 12.5mg「アメル」 クエチアピンフマル酸塩錠 12.5mg1 錠 共和薬品 

クエチアピン錠 25mg「DSEP」 クエチアピンフマル酸塩錠 25mg1 錠 第一三共エスファ 

クエンメット配合錠 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム錠 1 錠 日本薬工 

クエン酸第一鉄 Na 錠 50mg「JG」 クエン酸第一鉄ナトリウム鉄 50mg 錠 鉄 50mg1 錠 日本ジェネリック 

クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒

8.3%「ツルハラ」 
クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒 1g 鶴原 

リオナ錠 250mg クエン酸第二鉄水和物錠 250mg1 錠 日本たばこ=鳥居 

トレムフィア皮下注 100mg シリンジ グセルクマブ(遺伝子組換え)キット 100mg1mL1 筒 ヤンセン=大鵬薬

品 
グラニセトロン点滴静注バッグ

1mg/50mL「HK」 
グラニセトロン塩酸塩 1mg50mL キット 1mg50mL1 袋 光 

カイトリル錠 1mg グラニセトロン塩酸塩錠 1mg1 錠 太陽ファルマ 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
クラリスロマイシン錠 200mg「サワ

イ」 
クラリスロマイシン 200mg 錠 200mg1 錠 沢井 

クラリスロマイシン DS 小児用 10%
「トーワ」 

クラリスロマイシンシロップ用 100mg1g 東和薬品 

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

グリセリン BC 液 60%「ケンエー」 グリセリン液(ベンザルコニウム塩化物

加)(1) 
10mL 健栄 

グリセリン浣腸液 50%「ケンエー」 グリセリン浣腸 50%30mL1 個 健栄 

グリセリン浣腸液 50%「ケンエー」 グリセリン浣腸 50%60mL1 個 健栄 

グリセリン浣腸液 50%「ケンエー」 グリセリン浣腸 50%120mL1 個 健栄 

ザーコリカプセル 250mg クリゾチニブカプセル 250mg1 カプセ

ル 
ファイザー 

グリチロン配合錠 グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン

配合剤錠 
1 錠 ミノファーゲン=EA

ファーマ 
強力ネオミノファーゲンシー静注
20mL 

グリチルリチン・グリシン・システイン配

合剤注射液 
20mL1 管 ミノファーゲン=EA

ファーマ 
グリメピリド錠 0.5mg「NP」 グリメピリド錠 0.5mg1 錠 ニプロ 

クリンダマイシン注射液 600mg「タ
イヨー」 

クリンダマイシンリン酸エステル 600mg
注射液 

600mg1 管 武田テバファーマ

=武田 
ダラシンカプセル 150mg クリンダマイシン塩酸塩カプセル 150mg1 カプセ

ル 
ファイザー 

グルカゴン G ノボ注射用 1mg グルカゴン(遺伝子組換え)注射用 1mg1 瓶(溶解

液付) 
ノボ=EA ファーマ 

グルコンサン K 細粒 4mEq/g グルコン酸カリウム細粒 カリウム
4mEq1g 

サンファーマ 

グルコンサン K 錠 5mEq グルコン酸カリウム錠 カリウム 5mEq1
錠 

サンファーマ 

カルチコール注射液 8.5%10mL グルコン酸カルシウム水和物注射液 8.5%10mL1 管 日医工 

スピロペント錠 10μg クレンブテロール塩酸塩錠 10μg1 錠 帝人ファーマ 

セパゾン錠 1 クロキサゾラム錠 1mg1 錠 アルフレッサファ

ーマ 
クロザリル錠 100mg クロザピン錠 100mg1 錠 ノバルティス 

クロザリル錠 25mg クロザピン錠 25mg1 錠 ノバルティス 

オイラックスクリーム 10% クロタミトンクリーム 10%10g 日新製薬 

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

リボトリール細粒 0.1% クロナゼパム細粒 0.1%1g 太陽ファルマ 

リボトリール錠 0.5mg クロナゼパム錠 0.5mg1 錠 太陽ファルマ 

マイスタン細粒 1% クロバザム細粒 1%1g 大日本住友=アル

フレッサファーマ 
マイスタン錠 5mg クロバザム錠 5mg1 錠 大日本住友=アル

フレッサファーマ 
クロピドグレル錠 75mg「SANIK」 クロピドグレル硫酸塩錠 75mg1 錠 日医工サノフィ=

日医工 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
デルモベート軟膏 0.05% クロベタゾールプロピオン酸エステル軟

膏 
0.05%1g GSK 

キンダベート軟膏 0.05% クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05%1g GSK 

アナフラニール錠 10mg クロミプラミン塩酸塩錠 10mg1 錠 アルフレッサファ

ーマ 
アナフラニール錠 25mg クロミプラミン塩酸塩錠 25mg1 錠 アルフレッサファ

ーマ 
クロモグリク酸 Na 吸入液 1%「サワ

イ」 
クロモグリク酸ナトリウム 1%2mL 吸入

液 
1%2mL1 管 沢井 

クロマイ-P 軟膏 クロラムフェニコール・フラジオマイシン

配合剤軟膏 
1g アルフレッサファ

ーマ 
クロマイ腟錠 100mg クロラムフェニコール腟錠 100mg1 錠 アルフレッサファ

ーマ 
ポララミン注 5mg クロルフェニラミンマレイン酸塩注射液 0.5%1mL1 管 高田 

コントミン糖衣錠 12.5mg クロルプロマジン塩酸塩錠 12.5mg1 錠 田辺三菱=吉富薬

品 
コントミン糖衣錠 25mg クロルプロマジン塩酸塩錠 25mg1 錠 田辺三菱=吉富薬

品 
コントミン糖衣錠 50mg クロルプロマジン塩酸塩錠 50mg1 錠 田辺三菱=吉富薬

品 
コントミン筋注 10mg クロルプロマジン塩酸塩注射液 0.5%2mL1 管 田辺三菱=吉富薬

品 
クロルヘキシジングルコン酸塩エタ

ノール液 1%綿棒 12「LT」 
クロルヘキシジングルコン酸塩・エタノ

ール 
1%1 本 リバテープ 

0.05%ヘキザック水 W クロルヘキシジングルコン酸塩液 0.05%10mL 吉田製薬 

クロルヘキシジングルコン酸塩エタ

ノール消毒液 1%「東豊」 
クロルヘキシジングルコン酸塩液 1%10mL 東豊=吉田製薬 

ヒビスコール液 A0.5% クロルヘキシジングルコン酸塩液 0.5%10mL サラヤ 

クロルマジノン酢酸エステル錠

25mg「日医工」 
クロルマジノン酢酸エステル 25mg 錠 25mg1 錠 日医工 

ケタラール静注用 200mg ケタミン塩酸塩注射液 200mg20mL1
瓶 

第一三共プロファ

ーマ=第一三共 
ケトコナゾールクリーム 2%「JG」 ケトコナゾール 2%クリーム 2%1g 日本ジェネリック 

ザジテンドライシロップ 0.1% ケトチフェンフマル酸塩シロップ用 0.1%1g サンファーマ=田
辺三菱 

ケトプロフェンテープ 40mg「東光」 ケトプロフェン(40mg)10cm×14cm 貼

付剤 
10cm×14cm1
枚 

東光=ラクール 

ゲフィチニブ錠 250mg「DSEP」 ゲフィチニブ錠 250mg1 錠 第一三共エスファ 

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注射用 1g1 瓶 高田=ヤクルト 

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注射用 200mg1 瓶 高田=ヤクルト 

マイロターグ点滴静注用 5mg ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組

換え)注射用 
5mg1 瓶 ファイザー 

プレグランディン腟坐剤 1mg ゲメプロスト腟坐剤 1mg1 個 小野 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「タ

イヨー」 
ゲンタマイシン硫酸塩 1mg 軟膏 1mg1g 武田テバファーマ

=武田 
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 60mg
「日医工」 

ゲンタマイシン硫酸塩注射液 60mg1 管 日医工 

コカイン塩酸塩「タケダ」原末 コカイン塩酸塩 1g 武田 

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

レリンとして) 
アストラゼネカ 

ゾラデックス LA10.8mg デポ ゴセレリン酢酸塩キット 10.8mg1 筒(ゴ
セレリンとして) 

アストラゼネカ 

コデインリン酸塩散 1%「メタル」 コデインリン酸塩水和物散 1% 1%1g 中北=山善=吉田

製薬=日興製薬販

売 
LH-RH 注 0.1mg「タナベ」 ゴナドレリン酢酸塩注射液 0.1mg1 管 ニプロ ES 

ベシケア OD 錠 5mg コハク酸ソリフェナシン口腔内崩壊錠 5mg1 錠 アステラス 

シンポニー皮下注 50mg シリンジ ゴリムマブ(遺伝子組換え)キット(1) 50mg0.5mL1
筒 

ヤンセン=田辺三

菱 
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)キット(2) 50mg0.5mL1 キ

ット 
ヤンセン=田辺三

菱 
ヒト CRH 静注用 100μg「タナベ」 コルチコレリン(ヒト)注射用 100μg1 瓶(溶解

液付) 
ニプロ ES 

コルヒチン錠 0.5mg「タカタ」 コルヒチン錠 0.5mg1 錠 高田 

コレバインミニ 83% コレスチミド顆粒 83%1g 田辺三菱 

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

和物錠 
100mg1 錠 ノバルティス 

サラゾスルファピリジン腸溶錠

500mg「日医工」 
サラゾスルファピリジン 500mg 腸溶錠 500mg1 錠 日医工ファーマ=

日医工 
サラゾピリン錠 500mg サラゾスルファピリジン錠 500mg1 錠 ファイザー 

10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 サリチル酸軟膏 10%10g 東豊=日医工=吉
田製薬 

スピール膏 M サリチル酸絆創膏 25cm21 枚 ニチバン 

サレドカプセル 100 サリドマイドカプセル 100mg1 カプセ

ル 
藤本 

サルタノールインヘラー100μg サルブタモール硫酸塩吸入剤 0.16%13.5mL1
瓶 

GSK 

サルポグレラート塩酸塩錠 100mg
「ファイザー」 

サルポグレラート塩酸塩錠 100mg1 錠 ファイザー 

ジアゼパム注射液 10mg「タイヨー」 ジアゼパム 10mg 注射液 10mg1 管 武田テバファーマ

=武田 
ダイアップ坐剤 4 ジアゼパム坐剤 4mg1 個 高田 

ダイアップ坐剤 6 ジアゼパム坐剤 6mg1 個 高田 

ジアゼパム散 1%「アメル」 ジアゼパム散 1%1g 共和薬品 

ジアゼパム錠 2「トーワ」 ジアゼパム錠 2mg1 錠 東和薬品 

ジアゼパム錠 5「トーワ」 ジアゼパム錠 5mg1 錠 東和薬品 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
ジアゾキシドカプセル 25mg「OP」 ジアゾキシドカプセル 25mg1 カプセル オーファンパシフィ

ック 
アロンアルフア A「三共」 シアノアクリレート液 0.5g1 管 東亞合成=第一三

共 
レクチゾール錠 25mg ジアフェニルスルホン錠 25mg1 錠 田辺三菱 

スパトニン錠 50mg ジエチルカルバマジンクエン酸塩錠 50mg1 錠 田辺三菱 

ジクアス点眼液 3% ジクアホソルナトリウム液 3%5mL1 瓶 参天 

オルベスコ 200μg インヘラー56 吸

入用 
シクレソニド吸入剤 11.2mg3.3g1 キ

ット 
帝人ファーマ 

シクロスポリンカプセル 10mg「トー
ワ」 

シクロスポリン 10mg カプセル 10mg1 カプセル 東和薬品 

シクロスポリンカプセル 25mg「トー
ワ」 

シクロスポリン 25mg カプセル 25mg1 カプセル 東和薬品 

ネオーラル内用液 10% シクロスポリン液(2) 10%1mL ノバルティス 

サンディミュン点滴静注用 250mg シクロスポリン注射液 5%5mL1 管 ノバルティス 

ジクロフェナク Na ゲル 1%「日本臓

器」 
ジクロフェナクナトリウム 1%ゲル 1%1g 東光=日本臓器 

ジクロフェナク Na 錠 25mg「サワ

イ」 
ジクロフェナクナトリウム 25mg 錠 25mg1 錠 沢井 

ジクロフェナク Na 徐放カプセル

37.5mg「トーワ」 
ジクロフェナクナトリウム 37.5mg 徐放

カプセル 
37.5mg1 カプセ

ル 
東和薬品 

ジクロフェナク Na 点眼液 0.1%「ニ

ットー」 
ジクロフェナクナトリウム液 0.1%1mL 東亜薬品=日東メ

ディック=キョーリ

ンリメディオ=杏林 
ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg
「JG」 

ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg1 個 日本ジェネリック 

ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg
「JG」 

ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg1 個 日本ジェネリック 

サイプレジン 1%点眼液 シクロペントラート塩酸塩液 1%1mL 参天 

エンドキサン錠 50mg シクロホスファミド水和物錠 50mg1 錠 塩野義 

注射用エンドキサン 500mg シクロホスファミド水和物注射用 500mg1 瓶 塩野義 

ジゴシン散 0.1% ジゴキシン散 0.1%1g 太陽ファルマ 

ジゴシン錠 0.125mg ジゴキシン錠 0.125mg1 錠 太陽ファルマ 

ジゴシン注 0.25mg ジゴキシン注射液 0.025%1mL1
管 

太陽ファルマ 

コランチル配合顆粒 ジサイクロミン塩酸塩・水酸化アルミニ

ウムゲル・酸化マグネシウム顆粒 
1g 共和薬品 

ウブレチド錠 5mg ジスチグミン臭化物錠 5mg1 錠 鳥居 

シスプラチン点滴静注 10mg「マル

コ」 
シスプラチン 10mg20mL 注射液 10mg20mL1 瓶 日医工ファーマ=

ヤクルト 
シスプラチン点滴静注 50mg「マル

コ」 
シスプラチン 50mg100mL 注射液 50mg100mL1

瓶 
日医工ファーマ=
ヤクルト 

動注用アイエーコール 100mg シスプラチン注射用 100mg1 瓶 日本化薬 



18 
 

医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
リスモダンカプセル 100mg ジソピラミドカプセル 100mg1 カプセ

ル 
サノフィ 

ジャヌビア錠 25mg シタグリプチンリン酸塩水和物錠 25mg1 錠 MSD 

キロサイド注 20mg シタラビン注射液 20mg1 管 日本新薬 

シタラビン点滴静注液 1g「テバ」 シタラビン注射液 1g1 瓶 武田テバファーマ

=武田 
シタラビン点滴静注液 400mg「テ
バ」 

シタラビン注射液 400mg1 瓶 武田テバファーマ

=武田 
レグパラ錠 25mg シナカルセト塩酸塩錠 25mg1 錠 協和キリン 

ジノプロスト注射液 1000μg「F」 ジノプロスト 1mg1mL 注射液 1mg1mL1 管 富士製薬 

プロウペス腟用剤 10mg ジノプロストン腟用剤 10mg1 個 フェリング 

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

ジピリダモール散 12.5%「JG」 ジピリダモール散 12.5%1g 長生堂=日本ジェ

ネリック 
ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「トー
ワ」 

ジフェニドール塩酸塩 25mg 錠 25mg1 錠 東和薬品 

レスタミンコーワクリーム 1% ジフェンヒドラミンクリーム 1%10g 興和 

トラベルミン配合錠 ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロ

フィリン錠 
1 錠 サンノーバ=エー

ザイ 
ネリザ坐剤 ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカ

イン坐剤 
1 個 ジェイドルフ 

ネリザ軟膏 ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカ

イン軟膏 
1g ジェイドルフ 

ネリゾナユニバーサルクリーム
0.1% 

ジフルコルトロン吉草酸エステルクリー

ム 
0.1%1g レオファーマ=LTL 

ネリゾナ軟膏 0.1% ジフルコルトロン吉草酸エステル軟膏 0.1%1g レオファーマ=LTL 

マイザー軟膏 0.05% ジフルプレドナート軟膏 0.05%1g 田辺三菱 

シプロフロキサシン錠 100mg「SW」 シプロフロキサシン塩酸塩錠 100mg1 錠 沢井 

シプロフロキサシン点滴静注

400mg/200mL「明治」 
シプロフロキサシン注射液 400mg200mL1

袋 
MeijiSeika 

ペリアクチン散 1% シプロヘプタジン塩酸塩水和物散 1%1g 日医工 

シベレスタット Na 点滴静注用

100mg「ファイザー」 
シベレスタットナトリウム水和物注射用 100mg1 瓶 マイラン=ファイザ

ー 
シベンゾリンコハク酸塩錠 50mg
「サワイ」 

シベンゾリンコハク酸塩 50mg 錠 50mg1 錠 沢井 

ジメチコン内用液 2%「FSK」 ジメチコンシロップ 2%1mL 伏見 

ジメチコン錠 40mg「YD」 ジメチコン錠 40mg1 錠 陽進堂=日本ジェ

ネリック 
アズノール軟膏 0.033% ジメチルイソプロピルアズレン軟膏 0.033%10g 日本新薬 

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

ック 
バル筋注 100mg「AFP」 ジメルカプロール注射液 10%1mL1 管 アルフレッサファ

ーマ 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
ジラゼプ塩酸塩錠 50mg「トーワ」 ジラゼプ塩酸塩 50mg 錠 50mg1 錠 東和薬品 

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 100mg 徐放カプ

セル 
100mg1 カプセ

ル 
沢井 

ジルチアゼム塩酸塩注射用 50mg
「サワイ」 

ジルチアゼム塩酸塩 50mg 注射用 50mg1 瓶 沢井 

シルニジピン錠 5mg「JG」 シルニジピン錠 5mg1 錠 日本ジェネリック 

シロスタゾール OD 錠 50mg「サワ

イ」 
シロスタゾール 50mg 口腔内崩壊錠 50mg1 錠 沢井 

シロドシン OD 錠 2mg「DSEP」 シロドシン口腔内崩壊錠 2mg1 錠 第一三共エスファ 

ブリディオン静注 200mg スガマデクスナトリウム注射液 200mg2mL1 瓶 MSD 

スキサメトニウム注 100「マルイシ」 スキサメトニウム塩化物注射液 2%5mL1 管 丸石 

スクラルファート顆粒 90%「トーワ」 スクラルファート水和物顆粒 90%1g 東和薬品 

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

硫酸ストレプトマイシン注射用 1g
「明治」 

ストレプトマイシン硫酸塩注射用 1g1 瓶 MeijiSeika 

スーテントカプセル 12.5mg スニチニブリンゴ酸塩カプセル 12.5mg1 カプセ

ル 
ファイザー 

スピロノラクトン錠 25mg「日医工」 スピロノラクトン 25mg 錠 25mg1 錠 日医工 

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

ベルソムラ錠 15mg スボレキサント錠 15mg1 錠 MSD 

ベルソムラ錠 20mg スボレキサント錠 20mg1 錠 MSD 

スマトリプタン錠 50mg「日医工」 スマトリプタンコハク酸塩錠 50mg1 錠 日医工 

イミグラン注 3 スマトリプタンコハク酸塩注射液 3mg1mL1 管 GSK 

スルピリド錠 50mg「サワイ」 スルピリド 50mg 錠 50mg1 錠 沢井 

ゲーベンクリーム 1% スルファジアジン銀クリーム 1%1g 田辺三菱 

ダイフェン配合錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠 1 錠 鶴原 

バクトラミン注 スルファメトキサゾール・トリメトプリム注

射液 
5mL1 管 太陽ファルマ 

ダイフェン配合顆粒 スルファメトキサゾール・トリメトプリム顆

粒 
1g 鶴原 

コセンティクス皮下注 150mg ペン セクキヌマブ(遺伝子組換え)キット(2) 150mg1mL1 キ

ット 
ノバルティス=マル

ホ 
アービタックス注射液 100mg セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液 100mg20mL1

瓶 
メルクバイオファ

ーマ 
セトロタイド注射用 0.25mg セトロレリクス酢酸塩注射用 0.25mg1 瓶(溶

解液付) 
日本化薬 

ケフラール細粒小児用 100mg セファクロル細粒 100mg1g 共和薬品 

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 1g 注射用 1g1 瓶 日医工 

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 500mg 注射用 500mg1 瓶 日医工 



20 
 

医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
セファランチン錠 1mg セファランチン錠 1mg1 錠 メディサ=化研生

薬 
セファレキシンカプセル 250mg「ト
ーワ」 

セファレキシンカプセル 250mg1 カプセ

ル 
東和薬品 

セフェピム塩酸塩静注用 1g「CMX」 セフェピム塩酸塩水和物注射用 1g1 瓶 ケミックス 

クラフォラン注射用 1g セフォタキシムナトリウム注射用 1g1 瓶 サノフィ 

セフタジジム静注用 1g「日医工」 セフタジジム水和物静注用 1g1 瓶 日医工 

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 1g 静注用 1g1 瓶 日医工 

ザバクサ配合点滴静注用 セフトロザン硫酸塩・タゾバクタムナトリ

ウム注射用 
(1.5g)1 瓶 MSD 

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 1g 静注用 1g1 瓶 ニプロ 

ベストロン耳鼻科用 1% セフメノキシム塩酸塩液 10mg1mL(溶解

後の液として) 
千寿=セオリア=武
田=杏林 

ベストロン点眼用 0.5% セフメノキシム塩酸塩液 5mg1mL(溶解

後の液として) 
千寿=武田 

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セボフルラン吸入液 1mL 日興製薬 

スポンゼル ゼラチン貼付剤 5cm×2.5cm1 枚 LTL 

セルトラリン錠 25mg「明治」 セルトラリン塩酸塩錠 25mg1 錠 MeijiSeika 

シムジア皮下注 200mg シリンジ セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)
キット(1) 

200mg1mL1 筒 UCB=アステラス 

エフピーOD 錠 2.5 セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠 2.5mg1 錠 エフピー 

セレコキシブ錠 100mg「日医工」 セレコキシブ錠 100mg1 錠 日医工 

センノシド錠 12mg「サワイ」 センノシド錠 12mg1 錠 沢井 

ロドピン錠 25mg ゾテピン錠 25mg1 錠 LTL 

ゾニサミド錠 100mg「アメル」 ゾニサミド 100mg 錠 100mg1 錠 共和薬品 

ゾニサミド散 20%「アメル」 ゾニサミド 20%散 20%1g 共和薬品 

ゾピクロン錠 7.5mg「トーワ」 ゾピクロン 7.5mg 錠 7.5mg1 錠 東和薬品 

ネクサバール錠 200mg ソラフェニブトシル酸塩錠 200mg1 錠 バイエル 

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「サワ

イ」 
ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg1 錠 沢井 

ゾレドロン酸点滴静注 4mg/5mL
「ヤクルト」 

ゾレドロン酸水和物注射液(1) 4mg5mL1 瓶 コーアバイオテッ

クベイ=ヤクルト 
イントラリポス輸液 10% ダイズ油注射液 250mL1 袋 大塚工場=大塚製

薬 
イントラリポス輸液 20% ダイズ油注射液 20%100mL1 袋 大塚工場=大塚製

薬 
ダウノマイシン静注用 20mg ダウノルビシン塩酸塩注射用 20mg1 瓶 MeijiSeika 

ダカルバジン注用 100 ダカルバジン注射用 100mg1 瓶 協和キリン=アス

ペン 
プログラフカプセル 0.5mg タクロリムス水和物カプセル 0.5mg1 カプセ

ル 
アステラス 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
プログラフカプセル 1mg タクロリムス水和物カプセル 1mg1 カプセル アステラス 

グラセプターカプセル 0.5mg タクロリムス水和物徐放カプセル 0.5mg1 カプセ

ル 
アステラス 

グラセプターカプセル 1mg タクロリムス水和物徐放カプセル 1mg1 カプセル アステラス 

グラセプターカプセル 5mg タクロリムス水和物徐放カプセル 5mg1 カプセル アステラス 

プログラフ注射液 2mg タクロリムス水和物注射液 2mg0.4mL1 管 アステラス 

プロトピック軟膏 0.1% タクロリムス水和物軟膏 0.1%1g マルホ 

プログラフ顆粒 0.2mg タクロリムス水和物顆粒 0.2mg1 包 アステラス 

スプリセル錠 50mg ダサチニブ水和物錠 50mg1 錠 BMS 

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

トリウム静注用 
(4.5g)1 瓶 MeijiSeika 

フォシーガ錠 5mg ダパグリフロジンプロピレングリコール

水和物錠 
5mg1 錠 アストラゼネカ=小

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

ン酸塩カプセル 
110mg1 カプセ

ル 
日本ベーリンガー 

プラザキサカプセル 75mg ダビガトランエテキシラートメタンスルホ

ン酸塩カプセル 
75mg1 カプセル 日本ベーリンガー 

キュビシン静注用 350mg ダプトマイシン注射用 350mg1 瓶 MSD 

タプロス点眼液 0.0015% タフルプロスト液 0.0015%1mL 参天 

タペンタ錠 100mg タペンタドール塩酸塩徐放錠 100mg1 錠 ヤンセン=ムンディ

ファーマ 
タペンタ錠 25mg タペンタドール塩酸塩徐放錠 25mg1 錠 ヤンセン=ムンディ

ファーマ 
タムスロシン塩酸塩 OD 錠 0.2mg
「サワイ」 

タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.2mg1 錠 沢井 

タモキシフェン錠 20mg「サワイ」 タモキシフェンクエン酸塩 20mg 錠 20mg1 錠 沢井=日本ジェネ

リック 
ダラザレックス点滴静注 100mg ダラツムマブ(遺伝子組換え)注射液 100mg5mL1 瓶 ヤンセン 

ダラザレックス点滴静注 400mg ダラツムマブ(遺伝子組換え)注射液 400mg20mL1
瓶 

ヤンセン 

タルチレリン OD 錠 5mg「日医工」 タルチレリン水和物口腔内崩壊錠 5mg1 錠 日医工 

ダルテパリン Na 静注 5000 単位

/5mL「日医工」 
ダルテパリンナトリウム 5,000 低分子

ヘパリン国際単位注射液 
5,000 低分子ヘ

パリン国際単位

1 瓶 

日医工 

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)キット 
120μg0.5mL1
筒 

協和キリンフロン

ティア=協和キリン 
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)キット 
30μg0.5mL1 筒 協和キリンフロン

ティア=協和キリン 
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)キット 
60μg0.5mL1 筒 協和キリンフロン

ティア=協和キリン 
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)キット 
120μg0.5mL1
筒 

協和キリン 

タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg
「サワイ」 

タンドスピロンクエン酸塩 10mg 錠 10mg1 錠 沢井 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
ダントリウムカプセル 25mg ダントロレンナトリウム水和物カプセル 25mg1 カプセル オーファンパシフィ

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

ック 
タンニン酸アルブミン原末「マルイ

シ」 
タンニン酸アルブミン 1g 丸石=ニプロ 

チアプリド錠 25mg「日医工」 チアプリド塩酸塩 25mg 錠 25mg1 錠 日医工ファーマ=
日医工 

メルカゾール錠 5mg チアマゾール錠 5mg1 錠 あすか製薬=武田 

チアミン塩化物塩酸塩注射液

10mg「日医工」 
チアミン塩化物塩酸塩注射液 10mg1 管 日医工 

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

ロール塩酸塩吸入剤 
28 吸入 1 キット 日本ベーリンガー 

スピリーバ 2.5μg レスピマット 60 吸

入 
チオトロピウム臭化物水和物吸入剤 150μg1 キット 日本ベーリンガー 

チオラ錠 100 チオプロニン錠 100mg1 錠 マイラン=ファイザ

ー 
デトキソール静注液 2g チオ硫酸ナトリウム注射液 10%20mL1 瓶 日医工 

ブリリンタ錠 90mg チカグレロル錠 90mg1 錠 アストラゼネカ 

チザニジン顆粒 0.2%「日医工」 チザニジン塩酸塩 0.2%顆粒 0.2%1g 日医工 

チザニジン錠 1mg「アメル」 チザニジン塩酸塩 1mg 錠 1mg1 錠 共和薬品 

アスベリンドライシロップ 2% チペピジンヒベンズ酸塩シロップ用 2%1g ニプロ ES 

チモロール点眼液 0.5%「ニットー」 チモロールマレイン酸塩 0.5%1mL 点

眼液 
0.5%1mL 東亜薬品=日東メ

ディック 
ツロブテロールテープ 0.5mg「久
光」 

ツロブテロール貼付剤 0.5mg1 枚 久光 

ツロブテロールテープ 2mg「久光」 ツロブテロール貼付剤 2mg1 枚 久光 

テイコプラニン点滴静注用 200mg
「日医工」 

テイコプラニン注射用 200mg1 瓶 日医工 

テオフィリン徐放錠 100mg「サワイ」 テオフィリン 100mg 徐放錠 100mg1 錠 沢井 

テオフィリン徐放ドライシロップ小児

用 20%「サワイ」 
テオフィリンシロップ用 20%1g 沢井 

ユーエフティ配合カプセル T100 テガフール・ウラシルカプセル 100mg1 カプセ

ル(テガフール相

当量) 

大鵬薬品 

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

ウム配合剤口腔内崩壊錠 
20mg1 錠(テガ

フール相当量) 
岡山大鵬 

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

ウム配合剤口腔内崩壊錠 
25mg1 錠(テガ

フール相当量) 
岡山大鵬 

ゴナックス皮下注用 120mg デガレリクス酢酸塩注射用 120mg1 瓶(溶
解液付) 

アステラス 

ゴナックス皮下注用 240mg デガレリクス酢酸塩注射用 240mg1 瓶(溶
解液付) 

アステラス 

リメタゾン静注 2.5mg デキサメタゾンパルミチン酸エステル注

射液 
2.5mg1mL1 管 田辺三菱 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
テイカゾン点眼・点耳・点鼻液 0.1% デキサメタゾンリン酸エステルナトリウ

ム液 
0.1%1mL テイカ製薬 

デキサート注射液 1.65mg デキサメタゾンリン酸エステルナトリウ

ム注射液 
1.65mg0.5mL1
管 

富士製薬 

デキサート注射液 3.3mg デキサメタゾンリン酸エステルナトリウ

ム注射液 
3.3mg1mL1 管 富士製薬 

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

ム注射液 
6.6mg2mL1 瓶 富士製薬 

デカドロン錠 0.5mg デキサメタゾン錠(1) 0.5mg1 錠 日医工 

デカドロン錠 4mg デキサメタゾン錠(1) 4mg1 錠 日医工 

レナデックス錠 4mg デキサメタゾン錠(2) 4mg1 錠 セルジーン 

デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1%
「NK」 

デキサメタゾン軟膏 0.1%1g 日本化薬 

デキストロメトルファン臭化水素酸

塩錠 15mg「NP」 
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水

和物錠 
15mg1 錠 ニプロ=日本ジェ

ネリック 
プレセデックス静注液 200μg「ファイ

ザー」 
デクスメデトミジン塩酸塩注射液 200μg2mL1 瓶 ファイザー 

サビーン点滴静注用 500mg デクスラゾキサン注射用 500mg1 瓶 キッセイ 

シベクトロ錠 200mg テジゾリドリン酸エステル錠 200mg1 錠 MSD 

シベクトロ点滴静注用 200mg テジゾリドリン酸エステル注射用 200mg1 瓶 MSD 

エナルモンデポー筋注 125mg テストステロンエナント酸エステル注射

液 
125mg1mL1 管 あすか製薬=武田 

スープレン吸入麻酔液 デスフルラン吸入剤 1mL バクスター 

デスモプレシン・スプレー2.5 協和 デスモプレシン酢酸塩水和物液 125μg1 瓶 フェリング=キッセ

イ 
ミニリンメルト OD 錠 60μg デスモプレシン酢酸塩水和物口腔内崩

壊錠 
60μg1 錠 フェリング=キッセ

イ 
テトカイン注用 20mg「杏林」 テトラカイン塩酸塩注射用 20mg1 瓶 杏林 

テネリア錠 20mg テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物

錠 
20mg1 錠 田辺三菱=第一三

共 
プラリア皮下注 60mg シリンジ デノスマブ(遺伝子組換え)キット 60mg1mL1 筒 第一三共 

ランマーク皮下注 120mg デノスマブ(遺伝子組換え)注射液 120mg1.7mL1
瓶 

第一三共 

テノゼット錠 300mg テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

(2)錠 
300mg1 錠 GSK 

テプレノン細粒 10%「トーワ」 テプレノン 10%細粒 10%1g 東和薬品 

テプレノンカプセル 50mg「トーワ」 テプレノンカプセル 50mg1 カプセル 東和薬品 

テモゾロミド錠 100mg「NK」 テモゾロミド錠 100mg1 錠 日本化薬 

テモゾロミド錠 20mg「NK」 テモゾロミド錠 20mg1 錠 日本化薬 

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)キット(2) 300mg2mL1 キ

ット 
サノフィ 

トルリシティ皮下注 0.75mg アテオ

ス 
デュラグルチド(遺伝子組換え)キット 0.75mg0.5mL1

キット 
リリー=大日本住

友 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
イミフィンジ点滴静注 120mg デュルバルマブ(遺伝子組換え)注射液 120mg2.4mL1

瓶 
アストラゼネカ 

イミフィンジ点滴静注 500mg デュルバルマブ(遺伝子組換え)注射液 500mg10mL1
瓶 

アストラゼネカ 

サインバルタカプセル 20mg デュロキセチン塩酸塩カプセル 20mg1 カプセル 塩野義=リリー 

テリパラチド BS 皮下注キット

600μg「モチダ」 
テリパラチド(遺伝子組換え)キット(1) 600μg1 キット 持田 

テリボン皮下注用 56.5μg テリパラチド酢酸塩注射用 56.5μg1 瓶(溶
解液付) 

旭化成ファーマ 

テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%
「タイヨー」 

テルビナフィン塩酸塩 1%クリーム 1%1g 武田テバファーマ

=武田 
テルビナフィン塩酸塩外用液 1%
「F」 

テルビナフィン塩酸塩液 1%1g 富士製薬=共創未

来ファーマ 
テルミサルタン錠 20mg「日医工」 テルミサルタン 20mg 錠 20mg1 錠 日医工 

トレーラン G 液 50g デンプン部分加水分解物液 150mL1 瓶 エイワイファーマ=
陽進堂 

トレーラン G 液 75g デンプン部分加水分解物液 225mL1 瓶 エイワイファーマ=
陽進堂 

ドキサゾシン錠 1mg「タナベ」 ドキサゾシンメシル酸塩 1mg 錠 1mg1 錠 ニプロ ES 

ドキサゾシン錠 2mg「タナベ」 ドキサゾシンメシル酸塩 2mg 錠 2mg1 錠 ニプロ ES 

ドプラム注射液 400mg ドキサプラム塩酸塩水和物注射液 20mg1mL バイ

アル 
キッセイ 

ドキシル注 20mg ドキソルビシン塩酸塩注射液 20mg10mL1 瓶 ヤンセン=持田 

ドキソルビシン塩酸塩注射液 10mg
「サンド」 

ドキソルビシン塩酸塩注射液 10mg5mL1 瓶 サンド 

ドキソルビシン塩酸塩注射液 50mg
「サンド」 

ドキソルビシン塩酸塩注射液 50mg25mL1 瓶 サンド 

トコフェロールニコチン酸エステルカ

プセル 100mg「トーワ」 
トコフェロールニコチン酸エステルカプ

セル 
100mg1 カプセ

ル 
東和薬品 

ユベラ錠 50mg トコフェロール酢酸エステル錠 50mg1 錠 サンノーバ=エー

ザイ 
アクテムラ皮下注 162mg シリンジ トシリズマブ(遺伝子組換え)キット(1) 162mg0.9mL1

筒 
中外 

アクテムラ皮下注 162mg オートイ

ンジェクター 
トシリズマブ(遺伝子組換え)キット(2) 162mg0.9mL1

キット 
中外 

アクテムラ点滴静注用 200mg トシリズマブ(遺伝子組換え)注射液 200mg10mL1
瓶 

中外 

アクテムラ点滴静注用 80mg トシリズマブ(遺伝子組換え)注射液 80mg4mL1 瓶 中外 

トスフロキサシントシル酸塩細粒小

児用 15%「タカタ」 
トスフロキサシントシル酸塩水和物細粒 150mg1g 高田 

ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL
「ヤクルト」 

ドセタキセル注射液 20mg1mL1 瓶 ヤクルト 

ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL
「ヤクルト」 

ドセタキセル注射液 80mg4mL1 瓶 ヤクルト 

ドネペジル塩酸塩 OD 錠 3mg「明
治」 

ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 3mg1 錠 MeijiSeika 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
ドネペジル塩酸塩 OD 錠 5mg「トー
ワ」 

ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg1 錠 東和薬品 

ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg
キット「KCC」 

ドパミン塩酸塩 0.1%200mL キット 0.1%200mL1
袋 

共和クリティケア 

ドパミン塩酸塩点滴静注 100mg
「NP」 

ドパミン塩酸塩 100mg5mL 注射液 100mg5mL1 管 ニプロ 

イノバン注 0.3%シリンジ ドパミン塩酸塩キット 0.3%50mL1 筒 協和キリン 

トピラマート錠 50mg「アメル」 トピラマート錠 50mg1 錠 共和薬品=日本ジ

ェネリック 
グランダキシン錠 50 トフィソパム錠 50mg1 錠 持田 

ドブポン注 0.3%シリンジ ドブタミン塩酸塩 0.3%50mL キット 0.3%50mL1 筒 テルモ=協和キリ

ン 
ドブタミン点滴静注 100mg「アイロ

ム」 
ドブタミン塩酸塩 100mg 注射液 100mg1 管 共和クリティケア 

トブラシン注 90mg トブラマイシン注射液 90mg1 管 東和薬品=ジェイ

ドルフ 
デベルザ錠 20mg トホグリフロジン水和物錠 20mg1 錠 興和 

オラドールトローチ 0.5mg ドミフェン臭化物トローチ 0.5mg1 錠 武田テバファーマ

=武田 
カドサイラ点滴静注用 100mg トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組

換え)注射用 
100mg1 瓶 中外 

カドサイラ点滴静注用 160mg トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組

換え)注射用 
160mg1 瓶 中外 

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)注射用
(1) 

150mg1 瓶 日本化薬 

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)注射用
(1) 

60mg1 瓶 日本化薬 

トラゾドン塩酸塩錠 25mg「アメル」 トラゾドン塩酸塩 25mg 錠 25mg1 錠 共和薬品=日本ジ

ェネリック 
トラニラストカプセル 100mg「CH」 トラニラスト 100mg カプセル 100mg1 カプセ

ル 
長生堂=日本ジェ

ネリック 
トラニラスト点眼液 0.5%「サワイ」 トラニラスト 25mg5mL 点眼液 25mg5mL1 瓶 沢井 

リザベン細粒 10% トラニラスト細粒 10%1g キッセイ 

トラネキサム酸錠 250mg「日医工」 トラネキサム酸錠 250mg1 錠 日医工 

トラネキサム酸注 1000mg/10mL
「日新」 

トラネキサム酸注射液 10%10mL1 管 日新製薬 

フィブラストスプレー500 トラフェルミン(遺伝子組換え)噴霧剤 500μg1 瓶(溶解

液付) 
科研 

トアラセット配合錠「DSEP」 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン

配合剤錠 
1 錠 第一三共エスファ 

トラマール OD 錠 25mg トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠 25mg1 錠 日本新薬 

トリアゾラム錠 0.125mg「EMEC」 トリアゾラム 0.125mg 錠 0.125mg1 錠 サンノーバ=エルメ

ッド=日医工 
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注射液 40mg1 瓶 BMS 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
ケナコルト-A 皮内用関節腔内用水

懸注 50mg/5mL 
トリアムシノロンアセトニド注射液 10mg1mL バイ

アル 
BMS 

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

トリクロリールシロップ 10% トリクロホスナトリウムシロップ 10%1mL アルフレッサファ

ーマ 
トリクロルメチアジド錠 1mg「NP」 トリクロルメチアジド錠 1mg1 錠 ニプロ 

アーテン散 1% トリヘキシフェニジル塩酸塩散 1%1g ファイザー 

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

フィニバックス点滴静注用 0.5g ドリペネム水和物注射用 500mg1 瓶 塩野義 

ドルモロール配合点眼液「センジュ」 ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン

酸塩液 
1mL 千寿=武田 

サムスカ OD 錠 7.5mg トルバプタン口腔内崩壊錠 7.5mg1 錠 大塚製薬 

ベサノイドカプセル 10mg トレチノインカプセル 10mg1 カプセル 富士製薬 

ドプス OD 錠 100mg ドロキシドパ口腔内崩壊錠 100mg1 錠 大日本住友 

ミドレフリン P 点眼液 トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩液 1mL 日東メディック 

ミドリン M 点眼液 0.4% トロピカミド液 0.4%1mL 参天 

ドロレプタン注射液 25mg ドロペリドール注射液 2.5mg1mL バイ

アル 
アルフレッサファ

ーマ 
トロンビン液モチダソフトボトル 1 万 トロンビン液 10,000 単位

10mL1 キット 
持田 

経口用トロンビン細粒 1 万単位「サ

ワイ」 
トロンビン細粒 10,000 単位

1g1 包 
沢井 

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

換え)注射用 
12,800 単位 1
瓶 

旭化成ファーマ 

ドンペリドンドライシロップ小児用

1%「日医工」 
ドンペリドン 1%シロップ用 1%1g 日医工 

ドンペリドン錠 10mg「EMEC」 ドンペリドン 10mg 錠 10mg1 錠 サンノーバ=エルメ

ッド=日医工 
ナウゼリン坐剤 10 ドンペリドン坐剤 10mg1 個 協和キリン 

ナウゼリン坐剤 30 ドンペリドン坐剤 30mg1 個 協和キリン 

ナウゼリン坐剤 60 ドンペリドン坐剤 60mg1 個 協和キリン 

ナジフロキサシンクリーム 1%「トー

ワ」 
ナジフロキサシン 1%クリーム 1%1g 東和薬品 

タイサブリ点滴静注 300mg ナタリズマブ(遺伝子組換え)注射液 300mg15mL1
瓶 

バイオジェン 

モビプレップ配合内用剤 ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配

合剤散 
1 袋 EA ファーマ 

ソリタ-T 配合顆粒 3 号 ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合

剤(2)顆粒 
4g1 包 エイワイファーマ=

陽進堂 
ニフレック配合内用剤 ナトリウム・カリウム配合剤散 1 袋 EA ファーマ 

プリビナ液 0.05% ナファゾリン硝酸塩液 0.05%1mL 日新製薬 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
ナファモスタットメシル酸塩注射用

10mg「AFP」 
ナファモスタットメシル酸塩 10mg 注射

用 
10mg1 瓶 共創未来ファーマ

=アルフレッサファ

ーマ 
ナファモスタットメシル酸塩注射用

50mg「AFP」 
ナファモスタットメシル酸塩 50mg 注射

用 
50mg1 瓶 共創未来ファーマ

=アルフレッサファ

ーマ 
ナフトピジル OD 錠 25mg「日医工」 ナフトピジル 25mg 口腔内崩壊錠 25mg1 錠 日医工 

ナイキサン錠 100mg ナプロキセン錠 100mg1 錠 田辺三菱=ニプロ
ES 

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

ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「第一

三共」 
ナロキソン塩酸塩注射液 0.2mg1mL1 管 第一三共=アルフ

レッサファーマ 
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 10mg10mL 注射

液 
10mg10mL1 管 沢井 

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 2mg2mL 注射液 2mg2mL1 管 沢井 

ペルジピン散 10% ニカルジピン塩酸塩散 10%1g LTL 

ニコチン酸アミド散 10%「ゾンネ」 ニコチン酸アミド散 10%1g ゾンネボード 

ニコランジル点滴静注用 12mg「サ
ワイ」 

ニコランジル 12mg 注射用 12mg1 瓶 沢井 

ニコランジル錠 5mg「トーワ」 ニコランジル 5mg 錠 5mg1 錠 東和薬品=ニプロ
ES 

ニセルゴリン錠 5mg「トーワ」 ニセルゴリン 5mg 錠 5mg1 錠 東和薬品 

ネルボン散 1% ニトラゼパム散 1%1g アルフレッサファ

ーマ 
ベンザリン錠 2 ニトラゼパム錠 2mg1 錠 共和薬品 

ベンザリン錠 5 ニトラゼパム錠 5mg1 錠 共和薬品 

ニトログリセリン点滴静注

50mg/100mL「TE」 
ニトログリセリン 50mg100mL 注射液 50mg100mL1

袋 
トーアエイヨー=ア
ステラス 

ニトログリセリン注 5mg/10mL
「HK」 

ニトログリセリン 5mg10mL 注射液 5mg10mL1 瓶 光 

ニトロペン舌下錠 0.3mg ニトログリセリン錠 0.3mg1 錠 日本化薬 

ニトロダーム TTS25mg ニトログリセリン貼付剤 (25mg)10cm21
枚 

サンファーマ=田
辺三菱 

ミリステープ 5mg ニトログリセリン貼付剤 (5mg)4.05cm×4
.50cm1 枚 

日本化薬 

ミオコールスプレー0.3mg ニトログリセリン噴霧剤 0.65%7.2g1 缶 トーアエイヨー=ア
ステラス 

シンビット静注用 50mg ニフェカラント塩酸塩注射用 50mg1 瓶 トーアエイヨー=ア
ステラス 

ニフェジピン CR 錠 10mg「サワイ」 ニフェジピン 10mg 徐放 CR 錠 10mg1 錠 沢井 

ニフェジピン L 錠 10mg「サワイ」 ニフェジピン 10mg 徐放 L 錠 10mg1 錠 沢井=日本ジェネ

リック 
ニフェジピン CR 錠 20mg「サワイ」 ニフェジピン 20mg 徐放 CR 錠 20mg1 錠 沢井 

セパミット-R 細粒 2% ニフェジピン腸溶細粒 2%1g 日本ジェネリック 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
オプジーボ点滴静注 240mg ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液 240mg24mL1

瓶 
小野 

タシグナカプセル 200mg ニロチニブ塩酸塩水和物カプセル 200mg1 カプセ

ル 
ノバルティス 

オフェブカプセル 150mg ニンテダニブエタンスルホン酸塩カプセ

ル 
150mg1 カプセ

ル 
日本ベーリンガー 

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・アトロピン

硫酸塩水和物キット 
6mL1 筒 テルモ 

アクプラ静注用 10mg ネダプラチン静注用 10mg1 瓶 日医工 

アクプラ静注用 50mg ネダプラチン静注用 50mg1 瓶 日医工 

ハイカムチン注射用 1.1mg ノギテカン塩酸塩注射用 1.1mg1 瓶 日本化薬 

ベネフィクス静注用 1000 ノナコグアルファ(遺伝子組換え)注射用 1,000 国際単位

1 瓶(溶解液付) 
ファイザー 

ノルアドリナリン注 1mg ノルアドレナリン注射液 0.1%1mL1 管 アルフレッサファ

ーマ 
ノリトレン錠 10mg ノルトリプチリン塩酸塩錠 10mg1 錠 大日本住友 

アブラキサン点滴静注用 100mg パクリタキセル(アルブミン懸濁型)注射

用 
100mg1 瓶 大鵬薬品 

パクリタキセル点滴静注液

100mg/16.7mL「ホスピーラ」 
パクリタキセル 100mg16.7mL 注射液 100mg16.7mL1

瓶 
ファイザー 

パクリタキセル点滴静注液

30mg/5mL「ホスピーラ」 
パクリタキセル 30mg5mL 注射液 30mg5mL1 瓶 ファイザー 

リオレサール錠 5mg バクロフェン錠 5mg1 錠 サンファーマ=田
辺三菱 

ギャバロン髄注 0.005% バクロフェン注射液 0.005%1mL1
管 

第一三共 

ギャバロン髄注 0.05% バクロフェン注射液 0.05%20mL1
管 

第一三共 

ギャバロン髄注 0.2% バクロフェン注射液 0.2%5mL1 管 第一三共 

バラマイシン軟膏 バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩

軟膏 
(BTRC250 単位
FRM2mg)1g 

東洋製化=小野 

シムレクト静注用 20mg バシリキシマブ(遺伝子組換え)注射用 20mg1 瓶(溶解

液付) 
ノバルティス 

ピトレシン注射液 20 バソプレシン注射液 20 単位 1 管 第一三共 

パッチテストパネル(S) パッチテスト用貼付剤 2 枚 1 組 佐藤製薬 

MS 冷シップ「タカミツ」 パップ剤(3-14) 10g タカミツ=三和化学

=日本ジェネリック 
MS 温シップ「タイホウ」 パップ剤(4-12) 10g 岡山大鵬=大鵬薬

品=三笠=帝國製

薬 
ベクティビックス点滴静注 100mg パニツムマブ(遺伝子組換え)注射液 100mg5mL1 瓶 武田 

ベクティビックス点滴静注 400mg パニツムマブ(遺伝子組換え)注射液 400mg20mL1
瓶 

武田 

パパベリン塩酸塩注 40mg「日医

工」 
パパベリン塩酸塩注射液 4%1mL1 管 日医工 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
バラシクロビル錠 500mg「アスペ

ン」 
バラシクロビル塩酸塩錠 500mg1 錠 アスペン 

ペリオドン パラホルムアルデヒド・塩酸ジブカイン

液 
 ネオ 

シナジス筋注液 100mg パリビズマブ(遺伝子組換え)注射液 100mg1mL1 瓶 アッヴィ 

シナジス筋注液 50mg パリビズマブ(遺伝子組換え)注射液 50mg0.5mL1
瓶 

アッヴィ 

ゼプリオン水懸筋注 100mg シリン

ジ 
パリペリドンパルミチン酸エステルキット 100mg1 キット ヤンセン 

ゼプリオン水懸筋注 150mg シリン

ジ 
パリペリドンパルミチン酸エステルキット 150mg1 キット ヤンセン 

ゼプリオン水懸筋注 75mg シリンジ パリペリドンパルミチン酸エステルキット 75mg1 キット ヤンセン 

インヴェガ錠 3mg パリペリドン徐放錠 3mg1 錠 ヤンセン 

バリキサ錠 450mg バルガンシクロビル塩酸塩錠 450mg1 錠 田辺三菱 

バルサルタン錠 20mg「DSEP」 バルサルタン錠 20mg1 錠 第一三共エスファ 

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キット 4,000 低分子量

ヘパリン単位

20mL1 筒 

エイワイファーマ=
陽進堂 

バルプロ酸 Na シロップ 5%「フジナ

ガ」 
バルプロ酸ナトリウムシロップ 5%1mL 藤永=第一三共 

デパケン細粒 20% バルプロ酸ナトリウム細粒 20%1g 協和キリン 

バルプロ酸ナトリウム徐放錠

A100mg「トーワ」 
バルプロ酸ナトリウム徐放錠(1) 100mg1 錠 東和薬品 

バルプロ酸ナトリウム徐放錠

A200mg「トーワ」 
バルプロ酸ナトリウム徐放錠(1) 200mg1 錠 東和薬品 

セレニカ R 顆粒 40% バルプロ酸ナトリウム徐放顆粒 40%1g 興和=田辺三菱=
吉富薬品 

バレイショデンプン原末「マルイシ」 バレイショデンプン 10g 丸石 

ゾフルーザ錠 20mg バロキサビル マルボキシル錠 20mg1 錠 塩野義 

パロキセチン OD 錠 10mg「トーワ」 パロキセチン塩酸塩水和物口腔内崩壊

錠 
10mg1 錠 東和薬品 

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

大鵬薬品 

ハロペリドール細粒 1%「ツルハラ」 ハロペリドール 1%細粒 1%1g 鶴原 

ハロマンス注 50mg ハロペリドールデカン酸エステル注射

液 
50mg1mL1 管 ヤンセン=大日本

住友 
ハロペリドール錠 0.75mg「ヨシトミ」 ハロペリドール錠 0.75mg1 錠 田辺三菱=吉富薬

品 
ハロペリドール錠 3mg「ヨシトミ」 ハロペリドール錠 3mg1 錠 田辺三菱=吉富薬

品 
ハロペリドール注 5mg「ヨシトミ」 ハロペリドール注射液 0.5%1mL1 管 田辺三菱=吉富薬

品 
リパクレオンカプセル 150mg パンクレリパーゼカプセル 150mg1 カプセ

ル 
マイラン EPD 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用

0.5g「MEEK」 
バンコマイシン塩酸塩 0.5g 静注用 0.5g1 瓶 小林化工

=MeijiSeika 
バンコマイシン塩酸塩散 0.5g
「MEEK」 

バンコマイシン塩酸塩 500mg 散 500mg1 瓶 小林化工
=MeijiSeika 

パンテチン散 20%「テバ」 パンテチン散 20%1g 武田テバ薬品=武
田テバファーマ=
武田 

パントール注射液 500mg パンテノール注射液 500mg1 管 トーアエイヨー=ア
ステラス 

サイビスクディスポ関節注 2mL ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマ

ー・ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポ

リマービニルスルホン架橋体キット 

16mg2mL1 筒 サノフィ 

ピオグリタゾン錠 15mg「ファイザ

ー」 
ピオグリタゾン塩酸塩錠 15mg1 錠 ファイザー 

ビオチン散 0.2%「ホエイ」 ビオチン散 0.2%1g 東洋製化=ファイ

ザー 
ビカルタミド錠 80mg「トーワ」 ビカルタミド錠 80mg1 錠 東和薬品 

ピコスルファートナトリウム内用液

0.75%「CHOS」 
ピコスルファートナトリウム 0.75%液 0.75%1mL CHO=ファイザー 

テレミンソフト坐薬 10mg ビサコジル坐剤 10mg1 個 EA ファーマ 

ビソプロロールフマル酸塩錠

0.625mg「トーワ」 
ビソプロロールフマル酸塩 0.625mg 錠 0.625mg1 錠 東和薬品 

ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg
「トーワ」 

ビソプロロールフマル酸塩 2.5mg 錠 2.5mg1 錠 東和薬品 

ビソノテープ 2mg ビソプロロール貼付剤 2mg1 枚 トーアエイヨー=ア
ステラス 

ビソノテープ 4mg ビソプロロール貼付剤 4mg1 枚 トーアエイヨー=ア
ステラス 

ピタバスタチン Ca・OD 錠 1mg「ト
ーワ」 

ピタバスタチンカルシウム口腔内崩壊

錠 
1mg1 錠 東和薬品 

アラセナ-A 点滴静注用 300mg ビダラビン注射用 300mg1 瓶 持田 

アラセナ-A 軟膏 3% ビダラビン軟膏 3%1g 持田 

テムセル HS 注 ヒト(同種)骨髄由来間葉系幹細胞 10.8mL1 袋 JCR 

タイロゲン筋注用 0.9mg ヒトチロトロピン アルファ(遺伝子組換

え)筋注用 
0.9mg1 瓶 サノフィ 

アプレゾリン錠 10mg ヒドララジン塩酸塩錠 10mg1 錠 サンファーマ=田
辺三菱 

ボルベン輸液 6% ヒドロキシエチルデンプン 130000 注射

液 
6%500mL1 袋 フレゼニウス K=

大塚工場=大塚製

薬 
ハイドレアカプセル 500mg ヒドロキシカルバミドカプセル 500mg1 カプセ

ル 
BMS 

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

アタラックス-P 注射液(25mg/ml) ヒドロキシジン塩酸塩注射液 2.5%1mL1 管 ファイザー 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
ルテスデポー注 ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エ

ステル・エストラジオール安息香酸エス

テル(2)注射液 

1mL1 管 持田 

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

ステル注射液 
125mg1 管 富士製薬 

ソル・コーテフ静注用 500mg ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリ

ウム注射用 
500mg1 瓶(溶
解液付) 

ファイザー 

水溶性ハイドロコートン注射液
100mg 

ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウ

ム注射液 
100mg2mL1 瓶 日医工 

水溶性ハイドロコートン注射液
500mg 

ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウ

ム注射液 
500mg10mL1
瓶 

日医工 

コートリル錠 10mg ヒドロコルチゾン錠 10mg1 錠 ファイザー 

ロコイドクリーム 0.1% ヒドロコルチゾン酪酸エステルクリーム 0.1%1g 鳥居 

ロコイド軟膏 0.1% ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟膏 0.1%1g 鳥居 

ナルサス錠 2mg ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠 2mg1 錠 第一三共プロファ

ーマ=第一三共 
ナルサス錠 6mg ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠 6mg1 錠 第一三共プロファ

ーマ=第一三共 
ナルラピド錠 1mg ヒドロモルフォン塩酸塩錠 1mg1 錠 第一三共プロファ

ーマ=第一三共 
ナルベイン注 2mg ヒドロモルフォン塩酸塩注射液 2mg1mL1 管 第一三共プロファ

ーマ=第一三共 
フィブロガミン P 静注用 ヒト血漿由来乾燥血液凝固第 XIII 因子

注射用 
240 国際単位 1
瓶(溶解液付) 

CSL ベーリング 

ロゼウス静注液 10mg ビノレルビン酒石酸塩注射液 10mg1mL1 瓶 日本化薬 

ロゼウス静注液 40mg ビノレルビン酒石酸塩注射液 40mg4mL1 瓶 日本化薬 

ラックビー微粒 N ビフィズス菌製剤散(4) 1%1g 興和 

ピペラシリンナトリウム注射用 2g
「日医工」 

ピペラシリンナトリウム 2g 注射用 2g1 瓶 日医工 

アキネトン錠 1mg ビペリデン塩酸塩錠 1mg1 錠 大日本住友 

ビホナゾールクリーム 1%「サワイ」 ビホナゾール 1%クリーム 1%1g 沢井 

ビホナゾール外用液 1%「イワキ」 ビホナゾール 1%液 1%1mL 岩城 

ピマリシン点眼液 5%「センジュ」 ピマリシン液 50mg1mL 千寿=武田 

ピモベンダン錠 1.25mg「TE」 ピモベンダン錠 1.25mg1 錠 トーアエイヨー=ア
ステラス 

ピラマイド原末 ピラジナミド 1g アルフレッサファ

ーマ 
ビラノア錠 20mg ビラスチン錠 20mg1 錠 大鵬薬品

=MeijiSeika 
ピノルビン注射用 10mg ピラルビシン塩酸塩注射用 10mg1 瓶 マイクロバイオ=日

本化薬 
ピノルビン注射用 30mg ピラルビシン塩酸塩注射用 30mg1 瓶 マイクロバイオ=日

本化薬 
コンバントリンドライシロップ 100mg ピランテルパモ酸塩シロップ用 10%1g 佐藤製薬 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
レルベア 100 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吸入

剤 

14 吸入 1 キット GSK 

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吸入

剤 

14 吸入 1 キット GSK 

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

錠 
10mg1 錠 太陽ファルマ 

ピリドキシン塩酸塩注射液 10mg
「日医工」 

ピリドキシン塩酸塩注射液 10mg1 管 日医工 

メスチノン錠 60mg ピリドスチグミン臭化物錠 60mg1 錠 共和薬品 

ピルシカイニド塩酸塩カプセル

50mg「サワイ」 
ピルシカイニド塩酸塩 50mg カプセル 50mg1 カプセル 沢井 

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

エクア錠 50mg ビルダグリプチン錠 50mg1 錠 ノバルティス=大日

本住友 
ピルフェニドン錠 200mg「日医工」 ピルフェニドン錠 200mg1 錠 日医工 

サンピロ点眼液 2% ピロカルピン塩酸塩液 2%5mL1 瓶 参天 

サラジェン錠 5mg ピロカルピン塩酸塩錠 5mg1 錠 キッセイ 

オンコビン注射用 1mg ビンクリスチン硫酸塩注射用 1mg1 瓶 日本化薬 

ファスジル塩酸塩点滴静注液

30mg「KCC」 
ファスジル塩酸塩水和物注射液 30.8mg2mL1

管 
共和クリティケア 

ファモチジン散 10%「サワイ」 ファモチジン 10%散 10%1g 沢井 

ファモチジン D 錠 20mg「サワイ」 ファモチジン 20mg 口腔内崩壊錠 20mg1 錠 沢井 

ガスター注射液 20mg ファモチジン注射液 20mg2mL1 管 LTL 

テクネフチン酸キット フィチン酸ナトリウム注射液 1 回分 富士フイルム富山

化学 
ベリプラスト P コンビセット 組織接

着用 
フィブリノゲン加第 XIII 因子(2) 3mL2 キット 1

組 
CSL ベーリング 

ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第 XIII 因子(3) 0.5mL4 瓶 1 組 KM バイオロジク

ス=帝人ファーマ=
日本血液製剤機

構 
ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第 XIII 因子(3) 1mL4 瓶 1 組 KM バイオロジク

ス=帝人ファーマ=
日本血液製剤機

構 
ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第 XIII 因子(3) 3mL4 瓶 1 組 KM バイオロジク

ス=帝人ファーマ=
日本血液製剤機

構 
ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第 XIII 因子(3) 5mL4 瓶 1 組 KM バイオロジク

ス=帝人ファーマ=
日本血液製剤機

構 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
タコシール組織接着用シート フィブリノゲン配合剤(2) 9.5cm×4.8cm1

枚 
CSL ベーリング 

フィルグラスチム BS 注 300μg シリ

ンジ「F」 
フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット
(1) 

300μg0.7mL1
筒 

富士製薬 

フィルグラスチム BS 注 75μg シリ

ンジ「NK」 
フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット
(2) 

75μg0.3mL1 筒 日本化薬 

イムセラカプセル 0.5mg フィンゴリモド塩酸塩カプセル 0.5mg1 カプセ

ル 
田辺三菱 

フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg
「ファイザー」 

フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg1 錠 ファイザー 

トビエース錠 4mg フェソテロジンフマル酸塩徐放錠 4mg1 錠 ファイザー 

アレビアチン散 10% フェニトイン散 10%1g 大日本住友 

アレビアチン錠 100mg フェニトイン錠 100mg1 錠 大日本住友 

ネオシネジンコーワ 5%点眼液 フェニレフリン塩酸塩液 5%1mL 興和 

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

ワコビタール坐剤 15 フェノバルビタールナトリウム坐剤 15mg1 個 高田 

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静注用 250mg1 瓶 ノーベル 

フェノバール散 10% フェノバルビタール散 10% 10%1g 藤永=第一三共 

フェノバール錠 30mg フェノバルビタール錠 30mg1 錠 藤永=第一三共 

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

フェブリク錠 10mg フェブキソスタット錠 10mg1 錠 帝人ファーマ 

アブストラル舌下錠 100μg フェンタニルクエン酸塩錠 100μg1 錠 協和キリン=久光 

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注射液 0.005%2mL1
管 

テルモ 

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注射液 0.005%10mL1
管 

テルモ 

フェンタニルクエン酸塩 1 日用テー

プ 1mg「第一三共」 
フェンタニルクエン酸塩貼付剤 1mg1 枚 救急=第一三共 

フェンタニルクエン酸塩 1 日用テー

プ 2mg「第一三共」 
フェンタニルクエン酸塩貼付剤 2mg1 枚 救急=第一三共 

フェンタニルクエン酸塩 1 日用テー

プ 6mg「第一三共」 
フェンタニルクエン酸塩貼付剤 6mg1 枚 救急=第一三共 

フェントステープ 1mg フェンタニルクエン酸塩貼付剤 1mg1 枚 久光=協和キリン 

レギチーン注射液 5mg フェントラミンメシル酸塩注射液 0.5%1mL1 瓶 ノバルティス 

ゴナールエフ皮下注用 150 フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)
注射用 

150 国際単位 1
瓶(溶解液付) 

メルクバイオファ

ーマ 
ゴナールエフ皮下注用 75 フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)

注射用 
75 国際単位 1
瓶(溶解液付) 

メルクバイオファ

ーマ 
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キット 2.5mg0.5mL1

筒 
アスペン 

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

アクトシン軟膏 3% ブクラデシンナトリウム軟膏 3%1g ニプロファーマ=マ
ルホ 



34 
 

医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
ブシラミン錠 100mg「トーワ」 ブシラミン 100mg 錠 100mg1 錠 東和薬品 

ブスルフェクス点滴静注用 60mg ブスルファン注射液 60mg1 瓶 大塚製薬 

スプレキュア MP 皮下注用 1.8 ブセレリン酢酸塩キット 1.8mg1 筒 サノフィ=持田 

ディスオーパ消毒液 0.55% フタラール液 0.55%1mL ASP 

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

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

ブデホル吸入粉末剤 30 吸入「JG」 ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩

水和物吸入剤 
30 吸入 1 キット 日本ジェネリック 

ブデソニド吸入液 0.25mg「武田テ

バ」 
ブデソニド吸入剤 0.25mg2mL1

管 
武田テバファーマ

=武田 
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌

流液 
ブドウ糖・無機塩類配合剤キット 500mL1 キット 大塚工場 

オペガード MA 眼灌流液 ブドウ糖・無機塩類配合剤液 20mL1 管 千寿=武田 

ソルアセト D 輸液 ブドウ糖加酢酸リンゲル 500mL 液 500mL1 袋 テルモ 

光糖液 5% ブドウ糖注射液 5%100mL1 瓶 光=共和クリティケ

ア 
光糖液 5% ブドウ糖注射液 5%50mL1 瓶 光 

大塚糖液 10% ブドウ糖注射液 10%20mL1 管 大塚工場=大塚製

薬 
大塚糖液 10% ブドウ糖注射液 10%500mL1 袋 大塚工場=大塚製

薬 
大塚糖液 20% ブドウ糖注射液 20%20mL1 管 大塚工場=大塚製

薬 
大塚糖液 5% ブドウ糖注射液 5%20mL1 管 大塚工場=大塚製

薬 
大塚糖液 5% ブドウ糖注射液 5%250mL1 袋 大塚工場=大塚製

薬 
大塚糖液 5% ブドウ糖注射液 5%500mL1 袋 大塚工場=大塚製

薬 
大塚糖液 50% ブドウ糖注射液 50%20mL1 管 大塚工場=大塚製

薬 
大塚糖液 50% ブドウ糖注射液 50%200mL1 袋 大塚工場=大塚製

薬 
マーカイン注脊麻用 0.5%高比重 ブピバカイン塩酸塩水和物注射液 0.5%4mL1 管 アスペン 

マーカイン注脊麻用 0.5%等比重 ブピバカイン塩酸塩水和物注射液 0.5%4mL1 管 アスペン 

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

ネオメドロール EE 軟膏 フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニ

ゾロン軟膏 
1g ファイザー 

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

テイカ製薬 

ビルトリシド錠 600mg プラジカンテル錠 600mg1 錠 バイエル 

エフィエント OD 錠 20mg プラスグレル塩酸塩口腔内崩壊錠 20mg1 錠 第一三共 

エフィエント錠 3.75mg プラスグレル塩酸塩錠 3.75mg1 錠 第一三共 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
プラバスタチン Na 塩錠 5mg「タナ

ベ」 
プラバスタチンナトリウム錠 5mg1 錠 ニプロ ES 

フラビタン錠 10mg フラビンアデニンジヌクレオチド腸溶錠 10mg1 錠 トーアエイヨー=ア
ステラス 

プラミペキソール塩酸塩 LA 錠

1.5mgMI「トーワ」 
プラミペキソール塩酸塩水和物徐放錠 1.5mg1 錠 東和薬品 

プラミペキソール塩酸塩錠 0.5mg
「サワイ」 

プラミペキソール塩酸塩水和物錠 0.5mg1 錠 沢井 

パム静注 500mg プラリドキシムヨウ化物注射液 2.5%20mL1 管 大日本住友 

注射用 GHRP 科研 100 プラルモレリン塩酸塩注射用 100μg1 瓶(溶解

液付) 
科研 

プランルカストドライシロップ 10%
「AFP」 

プランルカスト 10%シロップ用 10%1g アルフレッサファ

ーマ 
プランルカストカプセル 112.5mg
「サワイ」 

プランルカスト 112.5mg カプセル 112.5mg1 カプ

セル 
沢井 

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

アイファガン点眼液 0.1% ブリモニジン酒石酸塩液 0.1%1mL 千寿=武田 

ブリンゾラミド懸濁性点眼液 1%「セ

ンジュ」 
ブリンゾラミド液 1%1mL 千寿=武田 

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(2) 1 枚 あゆみ製薬 

フルオレサイト静注 500mg フルオレセイン注射液 10%5mL1 瓶 ノバルティス 

フルオロウラシル注 1000mg「トー
ワ」 

フルオロウラシル注射液 1,000mg1 瓶 東和薬品 

フルオロメトロン点眼液 0.1%「ニット

ー」 
フルオロメトロン 0.1%1mL 点眼液 0.1%1mL 日東メディック=キ

ョーリンリメディオ

=杏林 
フルコナゾールカプセル 100mg「ア
メル」 

フルコナゾール 100mg カプセル 100mg1 カプセ

ル 
共和薬品 

フルスルチアミン錠 25mg「トーワ」 フルスルチアミン錠 25mg1 錠 東和薬品 

フルダラ静注用 50mg フルダラビンリン酸エステル注射用 50mg1 瓶 サノフィ 

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

液 
3mg6g1 キット GSK 

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水和物吸入剤 
56 吸入 1 瓶 杏林 

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吸入

剤 
8.83mg10.6g1
瓶 

GSK 

ドレニゾンテープ 4μg/cm2 フルドロキシコルチド貼付剤 (0.3mg)7.5cm×
10cm 

大日本住友=帝國

製薬 
フロリネフ錠 0.1mg フルドロコルチゾン酢酸エステル錠 0.1mg1 錠 アスペン 

フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」 フルニトラゼパム 1mg 錠 1mg1 錠 共和薬品 

サイレース静注 2mg フルニトラゼパム注射液 2mg1 管 エーザイ 

フルバスタチン錠 20mg「サワイ」 フルバスタチンナトリウム錠 20mg1 錠 沢井 

フェソロデックス筋注 250mg フルベストラントキット 250mg5mL1 筒 アストラゼネカ 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
フルボキサミンマレイン酸塩錠

25mg「NP」 
フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg1 錠 ニプロ 

フルマゼニル注射液 0.5mg「F」 フルマゼニル注射液 0.5mg5mL1 管 富士製薬=丸石 

ロピオン静注 50mg フルルビプロフェン アキセチル注射液 50mg5mL1 管 科研 

アドフィードパップ 40mg フルルビプロフェン貼付剤(1) 10cm×14cm1
枚 

リードケミカル=科
研 

フロベン顆粒 8% フルルビプロフェン顆粒 8%1g 科研 

ブレオ注射用 15mg ブレオマイシン塩酸塩注射用 15mg1 瓶 日本化薬 

ブレオ注射用 5mg ブレオマイシン塩酸塩注射用 5mg1 瓶 日本化薬 

タンボコール静注 50mg フレカイニド酢酸塩注射液 50mg5mL1 管 エーザイ 

プレガバリン OD 錠 25mg「サワイ」 プレガバリン口腔内崩壊錠 25mg1 錠 沢井 

プレガバリン OD 錠 75mg「サワイ」 プレガバリン口腔内崩壊錠 75mg1 錠 沢井 

レキサルティ錠 1mg ブレクスピプラゾール錠 1mg1 錠 大塚製薬 

リドメックスコーワローション 0.3% プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エス

テル液 
0.3%1g 興和 

リドメックスコーワ軟膏 0.3% プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エス

テル軟膏 
0.3%1g 興和 

プレドニゾロン散「タケダ」1% プレドニゾロン散 1%1g 武田テバ薬品=武
田 

プレドニゾロン錠「タケダ」5mg プレドニゾロン錠 5mg1 錠 武田テバ薬品=武
田 

プレドニゾロン錠 1mg(旭化成) プレドニゾロン錠 1mg1 錠 旭化成ファーマ 

アミサリン注 100mg プロカインアミド塩酸塩注射液 10%1mL1 管 アルフレッサファ

ーマ 
メプチンエアー10μg 吸入 100 回 プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤 0.0143%5mL1

キット 
大塚製薬 

メプチン吸入液ユニット 0.3mL プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤 0.01%0.3mL1
個 

大塚製薬 

メプチン顆粒 0.01% プロカテロール塩酸塩水和物顆粒 0.01%1g 大塚製薬 

ノバミン錠 5mg プロクロルペラジンマレイン酸塩錠 5mg1 錠 共和薬品 

プロゲステロン筋注 25mg「F」 プロゲステロン注射液 25mg1 管 富士製薬 

ルテウム腟用坐剤 400mg プロゲステロン腟坐剤 400mg1 個 あすか製薬=武田 

アリナミン注射液 10mg プロスルチアミン注射液 10mg1 管 武田テバ薬品=武
田 

フロセミド細粒 4%「EMEC」 フロセミド細粒 4%1g エルメッド=日医工 

フロセミド錠 10mg「NP」 フロセミド錠 10mg1 錠 ニプロ 

フロセミド錠 20mg「武田テバ」 フロセミド錠 20mg1 錠 武田テバファーマ

=武田 
フロセミド錠 40mg「武田テバ」 フロセミド錠 40mg1 錠 武田テバファーマ

=武田 
フロセミド注 20mg「武田テバ」 フロセミド注射液 20mg1 管 武田テバファーマ

=武田 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
ラシックス注 100mg フロセミド注射液 100mg1 管 サノフィ=日医工 

プロタミン硫酸塩静注 100mg「モチ

ダ」 
プロタミン硫酸塩注射液 1%10mL バイア

ル 
持田 

ルミセフ皮下注 210mg シリンジ ブロダルマブ(遺伝子組換え)キット 210mg1.5mL1
筒 

協和キリン 

ブロチゾラム錠 0.25mg「EMEC」 ブロチゾラム 0.25mg 錠 0.25mg1 錠 サンノーバ=エルメ

ッド=日医工 
プロチレリン酒石酸塩注 0.5mg
「NP」 

プロチレリン酒石酸塩 0.5mg 注射液 0.5mg1 管 ニプロ 

TRH 注 0.5mg「タナベ」 プロチレリン注射液 0.5mg1 管 ニプロ ES 

プロナーゼ MS プロナーゼ散 20,000 単位 科研 

ブロナンセリン錠 4mg「DSPB」 ブロナンセリン錠 4mg1 錠 DSP プロモ=大日

本住友 
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・フェリプレシン注 1.8mL1 管 デンツプライ 

プロピベリン塩酸塩錠 10mg「タナ

ベ」 
プロピベリン塩酸塩 10mg 錠 10mg1 錠 ニプロ ES 

プロパジール錠 50mg プロピルチオウラシル錠 50mg1 錠 あすか製薬=武田 

インデラル錠 10mg プロプラノロール塩酸塩錠 10mg1 錠 アストラゼネカ 

インデラル注射液 2mg プロプラノロール塩酸塩注射液 0.1%2mL1 管 アストラゼネカ 

コスパノン錠 80mg フロプロピオン錠 80mg1 錠 エーザイ 

ニューレプチル錠 5mg プロペリシアジン錠 5mg1 錠 高田 

1%ディプリバン注-キット プロポフォールキット 500mg50mL1
筒 

アスペン 

プロポフォール静注 1%20mL「マル

イシ」 
プロポフォール注射液 200mg20mL1

管 
丸石 

ブロマゼパム錠 2mg「サンド」 ブロマゼパム 2mg 錠 2mg1 錠 サンド=日本ジェネ

リック 
ブロマゼパム錠 5mg「サンド」 ブロマゼパム 5mg 錠 5mg1 錠 サンド=日本ジェネ

リック 
ブロムフェナク Na 点眼液 0.1%「ニ

ットー」 
ブロムフェナクナトリウム水和物液 0.1%1mL 東亜薬品=日東メ

ディック 
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2%
「タイヨー」 

ブロムヘキシン塩酸塩 0.2%吸入液 0.2%1mL 武田テバファーマ

=武田 
ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg「日
医工」 

ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg1 錠 日医工 

ピレチア細粒 10% プロメタジンメチレンジサリチル酸塩細

粒 
10%1g 高田 

ピレチア錠(25mg) プロメタジン塩酸塩錠 25mg1 錠 高田 

ブロメライン軟膏 5 万単位/g*(ジェイ

ドルフ) 
ブロメライン軟膏 50,000 単位 1g ジェイドルフ=マル

ホ 
ブロモクリプチン錠 2.5mg「F」 ブロモクリプチンメシル酸塩 2.5mg 錠 2.5mg1 錠 富士製薬 

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)キット 6mg0.05mL1
筒 

ノバルティス 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
ペガシス皮下注 180μg ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝

子組換え)注射液 
180μg1mL1 瓶 中外 

ペガシス皮下注 90μg ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝

子組換え)注射液 
90μg1mL1 瓶 中外 

ジーラスタ皮下注 3.6mg ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)キ
ット 

3.6mg0.36mL1
筒 

協和キリン 

ベクロニウム静注用 10mg「F」 ベクロニウム臭化物静注用 10mg1 瓶 富士製薬=丸石 

ベザフィブラート徐放錠 200mg
「JG」 

ベザフィブラート 200mg 徐放錠 200mg1 錠 長生堂=日本ジェ

ネリック 
ベサコリン散 5% ベタネコール塩化物散 5%1g サンノーバ=エー

ザイ 
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 6mg 錠 6mg1 錠 ジェイドルフ=東和

薬品 
セレスタミン配合錠 ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイ

ン酸塩錠 
1 錠 高田 

リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1% ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム液 0.1%1mL シオノギファーマ=
塩野義 

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注

射液 
4mg1 管 シオノギファーマ=

塩野義 
ステロネマ注腸 3mg ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム注

腸剤 
3.95mg1 個 日医工 

リンデロン-V ローション ベタメタゾン吉草酸エステル液 0.12%1mL シオノギファーマ=
塩野義 

リンデロン-V 軟膏 0.12% ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12%1g シオノギファーマ=
塩野義 

リンデロン坐剤 1.0mg ベタメタゾン坐剤 1mg1 個 シオノギファーマ=
塩野義 

ベタメタゾン錠 0.5mg「サワイ」 ベタメタゾン錠 0.5mg1 錠 沢井 

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン

酸エステルローション 0.05%「JG」 
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸

エステル 0.05%ローション 
0.05%1g 日本ジェネリック 

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン

酸エステル軟膏 0.05%「JG」 
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸

エステル 0.05%軟膏 
0.05%1g 日本ジェネリック 

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(1)注射液 
1mL1 管 武田 

ペチジン塩酸塩注射液 35mg「タケ

ダ」 
ペチジン塩酸塩注射液 3.5%1mL1 管 武田 

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

ベニジピン塩酸塩錠 2mg「サワイ」 ベニジピン塩酸塩 2mg 錠 2mg1 錠 メディサ=沢井 

メタルカプターゼカプセル 100mg ペニシラミンカプセル 100mg1 カプセ

ル 
大正製薬 

アバスチン点滴静注用
100mg/4mL 

ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液 100mg4mL1 瓶 中外 

アバスチン点滴静注用
400mg/16mL 

ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液 400mg16mL1
瓶 

中外 

ベバシズマブ BS 点滴静注 100mg
「ファイザー」 

ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液(1) 100mg4mL1 瓶 ファイザー 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
ベバシズマブ BS 点滴静注 400mg
「ファイザー」 

ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液(1) 400mg16mL1
瓶 

ファイザー 

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キット 5,000 単位

0.2mL1 筒 
持田 

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注射液 10,000 単位 1

瓶 
沢井 

ヘパリン Na ロック用 10 単位/mL
シリンジ「オーツカ」10mL 

ヘパリンナトリウムキット 100 単位

10mL1 筒 
大塚工場=大塚製

薬 
ヘパリン Na 注 5 千単位/5mL「モチ

ダ」 
ヘパリンナトリウム注射液 5,000 単位

5mL1 瓶 
持田 

ヘパリン Na 透析用 250 単位/mL
「フソー」20mL 

ヘパリンナトリウム注射液 5,000 単位

20mL1 管 
扶桑 

ヘパリン類似物質ローション 0.3%
「日医工」 

ヘパリン類似物質液 1g 帝國製薬=日医工

=持田 
ヘパリン類似物質油性クリーム

0.3%「日医工」 
ヘパリン類似物質軟膏 1g 日医工=持田 

ベプリコール錠 50mg ベプリジル塩酸塩水和物錠 50mg1 錠 MSD=第一三共 

ベポタスチンベシル酸塩 OD 錠

10mg「タナベ」 
ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠 10mg1 錠 ニプロ ES=ニプロ 

パルモディア錠 0.1mg ペマフィブラート錠 0.1mg1 錠 興和 

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)注射

液 
100mg4mL1 瓶 MSD 

アリムタ注射用 100mg ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 100mg1 瓶 リリー 

アリムタ注射用 500mg ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500mg1 瓶 リリー 

ベラパミル塩酸塩静注 5mg「タイヨ

ー」 
ベラパミル塩酸塩 0.25%2mL 注射液 0.25%2mL1 管 武田テバファーマ

=武田 
ベラパミル塩酸塩錠 40mg「JG」 ベラパミル塩酸塩錠 40mg1 錠 大興=日本ジェネ

リック 
ベラプロスト Na 錠 20μg「オーハラ」 ベラプロストナトリウム 20μg 錠 20μg1 錠 大原 

ラピアクタ点滴静注液バイアル
150mg 

ペラミビル水和物注射液 150mg15mL1
瓶 

塩野義 

フィコンパ錠 2mg ペランパネル水和物錠 2mg1 錠 エーザイ 

パージェタ点滴静注 420mg/14mL ペルツズマブ(遺伝子組換え)注射液 420mg14mL1
瓶 

中外 

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

ピーゼットシー糖衣錠 2mg ペルフェナジンマレイン酸塩錠 2mg1 錠 田辺三菱=吉富薬

品 
ソナゾイド注射用 16μL ペルフルブタン注射用 1 瓶(溶解液付) GE ヘルスケア 

リーダイ配合錠 ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウ

コエキス錠 
1 錠 武田テバファーマ

=武田 
ペロスピロン塩酸塩錠 4mg「アメ

ル」 
ペロスピロン塩酸塩水和物錠 4mg1 錠 共和薬品 

0.025W/V%ヂアミトール水 ベンザルコニウム塩化物液 0.025%10mL 日興製薬=丸石 

ヂアミトール消毒用液 10W/V% ベンザルコニウム塩化物液 10%10mL 丸石 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
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注射用 100 万単位 1 瓶 MeijiSeika 

ベンズブロマロン錠 25mg「日医工」 ベンズブロマロン 25mg 錠 25mg1 錠 日医工 

ベンゼトニウム塩化物うがい液

0.2%「KYS」 
ベンゼトニウム塩化物液 1mL 協和新薬=昭和薬

化 
ソセゴン注射液 15mg ペンタゾシン注射液 15mg1 管 丸石 

ベナンバックス注用 300mg ペンタミジンイセチオン酸塩注射用 300mg1 瓶 サノフィ 

トレアキシン点滴静注用 100mg ベンダムスチン塩酸塩注射用 100mg1 瓶 シンバイオ=エー

ザイ 
ラボナ錠 50mg ペントバルビタールカルシウム錠 50mg1 錠 田辺三菱 

イフェクサーSR カプセル 37.5mg ベンラファキシン塩酸塩徐放カプセル 37.5mg1 カプセ

ル 
ファイザー 

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)キット 30mg1mL1 筒 アストラゼネカ 

ボグリボース OD 錠 0.2mg「トー
ワ」 

ボグリボース 0.2mg 口腔内崩壊錠 0.2mg1 錠 東和薬品 

プロイメンド点滴静注用 150mg ホスアプレピタントメグルミン注射用 150mg1 瓶 小野 

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注射液 6g250mL1 瓶 クリニジェン 

ホストイン静注 750mg ホスフェニトインナトリウム水和物注射

液 
750mg10mL1
瓶 

ノーベル=エーザ

イ 
プロジフ静注液 200 ホスフルコナゾール注射液 8%2.5mL1 瓶 ファイザー 

ホスミシン錠 500 ホスホマイシンカルシウム水和物錠 500mg1 錠 MeijiSeika 

ホスホマイシン Na 静注用 2g「NP」 ホスホマイシンナトリウム静注用 2g1 瓶 ニプロ 

タケキャブ錠 10mg ボノプラザンフマル酸塩錠 10mg1 錠 武田 

ポビドンヨード液 10%綿棒 12「LT」 ポビドンヨード 10%1 本 リバテープ 

ポビドンヨードゲル 10%「明治」 ポビドンヨードゲル 10%10g MeijiSeika 

ポピヨドンスクラブ 7.5% ポビドンヨード液 7.5%10mL 吉田製薬 

ポピヨドンフィールド 10% ポビドンヨード液 10%10mL 吉田製薬 

ポピヨドン液 10% ポビドンヨード液 10%10mL 吉田製薬 

ポビドンヨードガーグル 7%「日医

工」 
ポビドンヨード含嗽剤 7%1mL 日医工 

ポマリストカプセル 4mg ポマリドミドカプセル 4mg1 カプセル セルジーン 

ポラプレジンク顆粒 15%「ファイザ

ー」 
ポラプレジンク顆粒 15%1g マイラン=ファイザ

ー 
ヘブスブリン IH 静注 1000 単位 ポリエチレングリコール処理抗 HBs 人

免疫グロブリン 
1,000 単位

5mL1 瓶 
日本血液製剤機

構 
テタノブリン IH 静注 1500 単位 ポリエチレングリコール処理抗破傷風

人免疫グロブリン 
1,500 国際単位

1 瓶 
日本血液製剤機

構 
テタノブリン IH 静注 250 単位 ポリエチレングリコール処理抗破傷風

人免疫グロブリン 
250 国際単位 1
瓶 

日本血液製剤機

構 
献血ヴェノグロブリン IH10%静注
0.5g/5mL 

ポリエチレングリコール処理人免疫グロ

ブリン注射液 
500mg5mL1 瓶 日本血液製剤機

構 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
献血ヴェノグロブリン IH10%静注
5g/50mL 

ポリエチレングリコール処理人免疫グロ

ブリン注射液 
5g50mL1 瓶 日本血液製剤機

構 
プラスチベース ポリエチレン樹脂・流動パラフィン軟膏 10g 大正製薬 

ポリカルボフィル Ca 細粒 83.3%
「日医工」 

ポリカルボフィルカルシウム細粒 83.3%1g 日医工 

ボリコナゾール錠 50mg「トーワ」 ボリコナゾール錠 50mg1 錠 東和薬品 

ブイフェンド 200mg 静注用 ボリコナゾール静注用 200mg1 瓶 ファイザー 

カリメート散 ポリスチレンスルホン酸カルシウム 1g 興和 

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ゼリ

ー 
20%25g1 個 三和化学=アステ

ラス 
エトキシスクレロール 1%注射液 ポリドカノール注射液 1%30mL1 瓶 カイゲンファーマ 

ロイコボリン注 3mg ホリナートカルシウム注射液 0.3%1mL1 管 ファイザー 

PA・ヨード点眼・洗眼液 ポリビニルアルコールヨウ素液 0.2%1mL 日本点眼薬 

ベルケイド注射用 3mg ボルテゾミブ注射用 3mg1 瓶 ヤンセン 

歯科用ホルムクレゾール「村上」 ホルマリン・クレゾール液  アグサジャパン 

オーキシス 9μg タービュヘイラー28
吸入 

ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入

剤 
252μg1 キット
(9μg) 

アストラゼネカ
=MeijiSeika 

マイトマイシン注用 2mg マイトマイシン C 注射用 2mg1 瓶 協和キリン 

マキサカルシトール静注透析用

5μg「ニプロ」 
マキサカルシトール注射液 5μg1mL1 管 ナガセ=ニプロ 

マキサカルシトール軟膏 25μg/g「タ
カタ」 

マキサカルシトール軟膏 0.0025%1g 高田 

マクロゴール 400 マクロゴール 400 10mL 丸石 

テトラミド錠 10mg ミアンセリン塩酸塩錠 10mg1 錠 MSD=第一三共 

ミカファンギン Na 点滴静注用

50mg「サワイ」 
ミカファンギンナトリウム注射用 50mg1 瓶 沢井 

セルセプトカプセル 250 ミコフェノール酸 モフェチルカプセル 250mg1 カプセ

ル 
中外 

サイトテック錠 200 ミソプロストール錠 200μg1 錠 ファイザー 

ミゾリビン錠 50mg「サワイ」 ミゾリビン錠 50mg1 錠 沢井 

ミダゾラム注 10mg「サンド」 ミダゾラム 10mg2mL 注射液 10mg2mL1 管 サンド=富士製薬 

ブコラム口腔用液 2.5mg ミダゾラム液 2.5mg0.5mL1
筒 

武田 

ブコラム口腔用液 5mg ミダゾラム液 5mg1mL1 筒 武田 

ミダフレッサ静注 0.1% ミダゾラム注射液 10mg10mL1 瓶 アルフレッサファ

ーマ 
ノバントロン注 20mg ミトキサントロン塩酸塩注射液 20mg10mL1 瓶 あすか製薬=武田 

ミドドリン塩酸塩錠 2mg「オーハラ」 ミドドリン塩酸塩錠 2mg1 錠 大原=ニプロ ES 

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用

100mg「日医工」 
ミノサイクリン塩酸塩 100mg 静注用 100mg1 瓶 日医工 

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 10mg0.5g 軟膏 10mg0.5g1 シリ

ンジ 
昭和薬化 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
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 50mg 錠 50mg1 錠 沢井 

ミノサイクリン塩酸塩顆粒 2%「サワ

イ」 
ミノサイクリン塩酸塩顆粒 20mg1g 沢井 

ベタニス錠 25mg ミラベグロン錠 25mg1 錠 アステラス 

ミリプラ動注用 70mg ミリプラチン水和物注射用 70mg1 瓶 大日本住友 

ミルタザピン OD 錠 15mg「サワイ」 ミルタザピン口腔内崩壊錠 15mg1 錠 沢井 

ミルナシプラン塩酸塩錠 15mg「サ
ワイ」 

ミルナシプラン塩酸塩錠 15mg1 錠 沢井 

ミルリノン静注液 10mg「タイヨー」 ミルリノン 10mg10mL 注射液 10mg10mL1 管 武田テバファーマ

=武田 
タリージェ錠 5mg ミロガバリンベシル酸塩錠 5mg1 錠 第一三共 

バクトロバン鼻腔用軟膏 2% ムピロシンカルシウム水和物軟膏 2%1g GSK 

メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg
「サワイ」 

メキシレチン塩酸塩 50mg カプセル 50mg1 カプセル 沢井 

ゼスラン錠 3mg メキタジン錠 3mg1 錠 旭化成ファーマ 

メコバラミン錠 500「トーワ」 メコバラミン 0.5mg 錠 0.5mg1 錠 東和薬品 

メチコバール注射液 500μg メコバラミン注射液 0.5mg1 管 エーザイ 

メサラジン錠 250mg「日医工」 メサラジン徐放錠 250mg1 錠 日医工 

ジェニナック錠 200mg メシル酸ガレノキサシン水和物錠 200mg1 錠 富士フイルム富山

化学=アステラス 
ウロミテキサン注 100mg メスナ注射液 100mg1mL1 管 塩野義 

ウロミテキサン注 400mg メスナ注射液 400mg4mL1 管 塩野義 

パルタン M 錠 0.125mg メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠 0.125mg1 錠 持田 

パルタン M 注 0.2mg メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注射

液 
0.02%1mL1 管 持田 

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注射

液 
50mg10mL1 管 第一三共 

アルドメット錠 250 メチルドパ錠 250mg1 錠 ミノファーゲン 

コンサータ錠 18mg メチルフェニデート塩酸塩徐放錠 18mg1 錠 ヤンセン 

コンサータ錠 27mg メチルフェニデート塩酸塩徐放錠 27mg1 錠 ヤンセン 

ソル・メドロール静注用 1000mg メチルプレドニゾロンコハク酸エステル

ナトリウム注射用 
1g1 瓶(溶解液

付) 
ファイザー 

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

ナトリウム注射用 
125mg1 瓶(溶
解液付) 

ファイザー 

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

ナトリウム注射用 
40mg1 瓶(溶解

液付) 
ファイザー 

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

ナトリウム注射用 
500mg1 瓶(溶
解液付) 

ファイザー 

メドロール錠 4mg メチルプレドニゾロン錠 4mg1 錠 ファイザー 

メトクロプラミド細粒 2%「ツルハラ」 メトクロプラミド細粒 2%1g 鶴原 
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メトクロプラミド錠 5mg「テバ」 メトクロプラミド錠 5mg1 錠 武田テバファーマ

=武田 
メトトレキサートカプセル 2mg「サワ

イ」 
メトトレキサート 2mg カプセル 2mg1 カプセル 沢井 

メソトレキセート点滴静注液 200mg メトトレキサート注射液 200mg8mL1 瓶 ファイザー 

注射用メソトレキセート 50mg メトトレキサート注射用 50mg1 瓶 ファイザー 

注射用メソトレキセート 5mg メトトレキサート注射用 5mg1 瓶 ファイザー 

メトプロロール酒石酸塩錠 20mg
「サワイ」 

メトプロロール酒石酸塩 20mg 錠 20mg1 錠 沢井 

メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT
「DSEP」 

メトホルミン塩酸塩錠(2) 250mg1 錠 第一三共エスファ 

フラジール内服錠 250mg メトロニダゾール錠 250mg1 錠 シオノギファーマ=
塩野義 

アネメトロ点滴静注液 500mg メトロニダゾール注射液 500mg100mL1
瓶 

ファイザー 

フラジール腟錠 250mg メトロニダゾール腟錠 250mg1 錠 富士製薬 

グラケーカプセル 15mg メナテトレノンカプセル 15mg1 カプセル エーザイ 

ケイツーシロップ 0.2% メナテトレノンシロップ 0.2%1mL サンノーバ=エー

ザイ 
ケイツーN 静注 10mg メナテトレノン注射液(2) 10mg1 管 エーザイ 

塩酸メピバカイン注シリンジ 1%
「NP」 

メピバカイン塩酸塩キット 1%10mL1 筒 ニプロ=丸石 

カルボカインアンプル注 1% メピバカイン塩酸塩注射液 1%10mL1 管 日新製薬=アスペ

ン 
カルボカインアンプル注 2% メピバカイン塩酸塩注射液 2%10mL1 管 日新製薬=アスペ

ン 
スキャンドネストカートリッジ 3% メピバカイン塩酸塩注射液 3%1.8mL1 管 日本歯科 

ヌーカラ皮下注 100mg ペン メポリズマブ(遺伝子組換え)キット(2) 100mg1mL1 キ

ット 
GSK 

メマンチン塩酸塩 OD 錠 5mg「トー
ワ」 

メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg1 錠 東和薬品=共創未

来ファーマ 
ロイケリン散 10% メルカプトプリン水和物散 10%1g 大原 

アルケラン錠 2mg メルファラン錠 2mg1 錠 アスペン 

アルケラン静注用 50mg メルファラン静注用 50mg1 瓶(溶解

液付) 
アスペン 

メロキシカム錠 5mg「EMEC」 メロキシカム錠 5mg1 錠 ダイト=エルメッド=
日医工 

メロペネム点滴静注用 0.5g「明治」 メロペネム水和物注射用 500mg1 瓶 MeijiSeika 

モサプリドクエン酸塩散 1%「日医

工」 
モサプリドクエン酸塩水和物散 1%1g 日医工 

モサプリドクエン酸塩錠 5mg
「DSEP」 

モサプリドクエン酸塩水和物錠 5mg1 錠 第一三共エスファ 

オルダミン注射用 1g モノエタノールアミンオレイン酸塩注射

液 
10%10g1 瓶 富士化学=あすか

製薬=武田 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
モメタゾン点鼻液 50μg「杏林」56 噴

霧用 
モメタゾンフランカルボン酸エステル水

和物液 
5mg10g1 瓶 キョーリンリメディ

オ=杏林 
フルメタ軟膏 モメタゾンフランカルボン酸エステル軟

膏 
0.1%1g シオノギファーマ=

塩野義 
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原

末 
モルヒネ塩酸塩水和物 1g 武田 

オプソ内服液 10mg モルヒネ塩酸塩水和物液 10mg5mL1 包 大日本住友 

オプソ内服液 5mg モルヒネ塩酸塩水和物液 5mg2.5mL1 包 大日本住友 

アンペック坐剤 10mg モルヒネ塩酸塩水和物坐剤 10mg1 個 大日本住友 

モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「第一

三共」 
モルヒネ塩酸塩注射液 1%1mL1 管 第一三共プロファ

ーマ=第一三共 
モルヒネ塩酸塩注射液 50mg「シオ

ノギ」 
モルヒネ塩酸塩注射液 1%5mL1 管 シオノギファーマ=

塩野義 
MS コンチン錠 10mg モルヒネ硫酸塩水和物徐放錠 10mg1 錠 シオノギファーマ=

塩野義 
クリアクター静注用 80 万 モンテプラーゼ(遺伝子組換え)注射用 80 万国際単位

1 瓶 
エーザイ 

モンテルカストチュアブル錠 5mg
「サワイ」 

モンテルカストナトリウム 5mg チュアブ

ル錠 
5mg1 錠 沢井 

モンテルカスト錠 10mg「トーワ」 モンテルカストナトリウム錠 10mg1 錠 東和薬品 

ノイキノン錠 10mg ユビデカレノン錠 10mg1 錠 エーザイ 

ヨウ化カリウム「日医工」 ヨウ化カリウム 1g 日医工 

ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」 ヨウ化カリウム丸 50mg1 丸 日医工 

ヨウ化ナトリウムカプセル-30 号 ヨウ化ナトリウム(131I)カプセル 1,110MBq1 カプ

セル 
富士フイルム富山

化学 
ヨードグリコールパスタ「ネオ」 ヨウ素パスタ  ネオ 

カデックス軟膏 0.9% ヨウ素軟膏(1) 0.9%1g スミス&ネフュー 

タマガワヨードホルムガーゼ ヨードホルム貼付剤 30cm×1m 玉川 

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

注射液 
4mL1 管 大日本住友 

リピオドール 480 注 10mL ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル

注射液 
10mL1 管 ゲルベ 

ラクツロースシロップ 65%「タカタ」 ラクツロース 65%シロップ 65%1mL 高田=日本化薬 

ビオフェルミン配合散 ラクトミン散(1) 1g ビオフェルミン=大
正製薬 

ビムパット錠 50mg ラコサミド錠 50mg1 錠 UCB=第一三共 

ビムパット点滴静注 100mg ラコサミド注射液 100mg10mL1
瓶 

UCB=第一三共 

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)静注用 7.5mg1 瓶(溶解

液付) 
サノフィ 

ラタノプロスト点眼液 0.005%「トー

ワ」 
ラタノプロスト液 0.005%1mL 東和薬品 

イナビル吸入粉末剤 20mg ラニナミビルオクタン酸エステル水和物

吸入剤 
20mg1 キット 第一三共 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
ルセンティス硝子体内注射用キット
10mg/mL 

ラニビズマブ(遺伝子組換え)キット 0.5mg0.05mL1
筒 

ノバルティス 

注射用サイメリン 50mg ラニムスチン注射用 50mg1 瓶 ニプロ ES 

ユルトミリス点滴静注 300mg ラブリズマブ(遺伝子組換え)注射液 300mg30mL1
瓶 

アレクシオン 

ラベタロール塩酸塩錠 50mg「トー
ワ」 

ラベタロール塩酸塩 50mg 錠 50mg1 錠 東和薬品 

ラベプラゾール Na 塩錠 10mg「オ
ーハラ」 

ラベプラゾールナトリウム錠 10mg1 錠 大原=エッセンシャ

ル=第一三共エス

ファ=共創未来ファ

ーマ 
サイラムザ点滴静注液 100mg ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液 100mg10mL1

瓶 
リリー 

サイラムザ点滴静注液 500mg ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液 500mg50mL1
瓶 

リリー 

ロゼレム錠 8mg ラメルテオン錠 8mg1 錠 武田 

ラモトリギン錠 25mg「トーワ」 ラモトリギン錠 25mg1 錠 東和薬品 

ラモトリギン錠小児用 2mg「トーワ」 ラモトリギン錠 2mg1 錠 東和薬品 

アイセントレス錠 400mg ラルテグラビルカリウム錠 400mg1 錠 MSD 

オノアクト点滴静注用 50mg ランジオロール塩酸塩注射用(1) 50mg1 瓶 小野 

コアベータ静注用 12.5mg ランジオロール塩酸塩注射用(2) 12.5mg1 瓶 小野 

ランソプラゾール OD 錠 15mg「トー
ワ」 

ランソプラゾール 15mg 腸溶性口腔内

崩壊錠 
15mg1 錠 東和薬品=三和化

学 
ソマチュリン皮下注 120mg ランレオチド酢酸塩キット 120mg1 筒 帝人ファーマ 

ソマチュリン皮下注 90mg ランレオチド酢酸塩キット 90mg1 筒 帝人ファーマ 

リスペリドン内用液 1mg/mL「ヨシト

ミ」 
リスペリドン液 0.1%1mL 同仁=田辺三菱=

吉富薬品 
リスペリドン錠 1mg「ヨシトミ」 リスペリドン錠 1mg1 錠 全星=田辺三菱=

吉富薬品 
リセドロン酸 Na 錠 17.5mg「トーワ」 リセドロン酸ナトリウム水和物錠 17.5mg1 錠 東和薬品 

リツキサン点滴静注 100mg リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液 100mg10mL1
瓶 

全薬=中外 

リツキサン点滴静注 500mg リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液 500mg50mL1
瓶 

全薬=中外 

リツキシマブ BS 点滴静注 100mg
「KHK」 

リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液(1) 100mg10mL1
瓶 

サンド=協和キリン 

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)注射液(1) 500mg50mL1
瓶 

サンド=協和キリン 

リドカインテープ 18mg「NP」 リドカイン(18mg)30.5mm×50.0mm 貼

付剤 
(18mg)30.5mm
×50.0mm1 枚 

ニプロ 

エムラクリーム リドカイン・プロピトカイン配合剤クリー

ム 
1g 佐藤製薬 

キシロカイン注射液「0.5%」エピレナ

ミン(1:100,000)含有 
リドカイン塩酸塩・アドレナリン(1)注射

液 
0.5%10mL バイ

アル 
アスペン 
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キシロカイン注射液「1%」エピレナミ

ン(1:100,000)含有 
リドカイン塩酸塩・アドレナリン(2)注射

液 
1%10mL バイア

ル 
アスペン 

キシロカイン注射液「2%」エピレナミ

ン(1:80,000)含有 
リドカイン塩酸塩・アドレナリン(3)注射

液 
2%10mL バイア

ル 
アスペン 

キシレステシン A 注射液(カートリッ

ジ) 
リドカイン塩酸塩・アドレナリン注射液 1.8mL1 管 3M イノベーション

=3M 
キシロカイン注シリンジ 1% リドカイン塩酸塩キット 1%10mL1 筒 ニプロ=アスペン 

キシロカインゼリー2% リドカイン塩酸塩ゼリー 2%1mL アスペン 

キシロカイン液「4%」 リドカイン塩酸塩液 4%1mL アスペン 

リドカイン塩酸塩ビスカス 2%「日

新」 
リドカイン塩酸塩液 2%1mL 日新製薬 

キシロカイン注ポリアンプ 1% リドカイン塩酸塩注射液 1%10mL1 管 アスペン 

静注用キシロカイン 2% リドカイン注射液 2%5mL1 管 アスペン 

キシロカインポンプスプレー8% リドカイン噴霧剤 1g アスペン 

リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg
「F」 

リトドリン塩酸塩 1%5mL 注射液 1%5mL1 管 富士製薬 

トラゼンタ錠 5mg リナグリプチン錠 5mg1 錠 日本ベーリンガー 

リンゼス錠 0.25mg リナクロチド錠 0.25mg1 錠 アステラス 

リネゾリド錠 600mg「明治」 リネゾリド錠 600mg1 錠 MeijiSeika 

リネゾリド点滴静注 600mg/300mL
「HK」 

リネゾリド注射液 600mg300mL1
袋 

光 

イグザレルト錠 10mg リバーロキサバン錠 10mg1 錠 バイエル 

イグザレルト錠 15mg リバーロキサバン錠 15mg1 錠 バイエル 

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

リバスチグミンテープ 4.5mg「YP」 リバスチグミン貼付剤 4.5mg1 枚 祐徳=ケミファ 

リフキシマ錠 200mg リファキシミン錠 200mg1 錠 あすか製薬=武田 

リファンピシンカプセル 150mg「サ
ンド」 

リファンピシン 150mg カプセル 150mg1 カプセ

ル 
サンド=日本ジェネ

リック=ニプロ 
リボフラビン酪酸エステル錠 20mg
「ツルハラ」 

リボフラビン酪酸エステル錠 20mg1 錠 鶴原 

リマプロストアルファデクス錠 5μg
「日医工」 

リマプロスト アルファデクス 5μg 錠 5μg1 錠 日医工 

リュープリン PRO 注射用キット
22.5mg 

リュープロレリン酢酸塩キット 22.5mg1 筒 武田 

リュープリン SR 注射用キット
11.25mg 

リュープロレリン酢酸塩キット 11.25mg1 筒 武田 

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キット 1.88mg1 筒 あすか製薬=武田 

リュープロレリン酢酸塩注射用キット

3.75mg「あすか」 
リュープロレリン酢酸塩キット 3.75mg1 筒 あすか製薬=武田 

リュープリン注射用 3.75mg リュープロレリン酢酸塩注射用 3.75mg1 瓶(懸
濁用液付) 

武田 
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ビクトーザ皮下注 18mg リラグルチド(遺伝子組換え)キット 18mg3mL1 キッ

ト 
ノボ 

リルゾール錠 50mg「AA」 リルゾール錠 50mg1 錠 ダイト=あすか製

薬=武田 
リスモダン P 静注 50mg リン酸ジソピラミド注射液 50mg5mL1 管 サノフィ 

ビタメジン静注用 リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12 配

合剤静注用 
1 瓶 アルフレッサファ

ーマ 
リン酸 Na 補正液 0.5mmol/mL リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二

水素ナトリウム水和物注射液 
0.5 モル 20mL1
管 

大塚工場=大塚製

薬 
サリベートエアゾール リン酸二カリウム・無機塩類配合剤噴

霧剤 
50g1 個 帝人ファーマ 

ビジクリア配合錠 リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水

リン酸水素二ナトリウム錠 
1 錠 ゼリア 

ホスリボン配合顆粒 リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水

リン酸水素二ナトリウム顆粒 
100mg1 包(リン
として) 

ゼリア 

ルパフィン錠 10mg ルパタジンフマル酸塩錠 10mg1 錠 帝國製薬=田辺三

菱 
アミティーザカプセル 24μg ルビプロストンカプセル 24μg1 カプセル マイラン EPD 

調剤用パンビタン末 レチノール・カルシフェロール配合剤 1g 武田テバ薬品=武
田 

プレバイミス錠 240mg レテルモビル錠 240mg1 錠 MSD 

プレバイミス点滴静注 240mg レテルモビル注射液 240mg12mL1
瓶 

MSD 

レブラミドカプセル 5mg レナリドミド水和物カプセル 5mg1 カプセル セルジーン 

ノイトロジン注 100μg レノグラスチム(遺伝子組換え)注射用 100μg1 瓶(溶解

液付) 
中外 

レパグリニド錠 0.25mg「サワイ」 レパグリニド錠 0.25mg1 錠 沢井 

レバミピド錠 100mg「オーツカ」 レバミピド錠 100mg1 錠 大塚工場=大塚製

薬 
イーケプラドライシロップ 50% レベチラセタムシロップ用 50%1g UCB 

イーケプラ錠 250mg レベチラセタム錠 250mg1 錠 UCB 

イーケプラ点滴静注 500mg レベチラセタム注射液 500mg5mL1 瓶 UCB 

エルカルチン FF 内用液 10% レボカルニチン液 10%1mL 大塚製薬 

エルカルチン FF 錠 100mg レボカルニチン錠 100mg1 錠 大塚製薬 

レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「トー
ワ」 

レボセチリジン塩酸塩錠 5mg1 錠 東和薬品 

チラーヂン S 錠 12.5μg レボチロキシンナトリウム錠 12.5μg1 錠 あすか製薬=武田 

チラーヂン S 錠 50μg レボチロキシンナトリウム水和物錠 50μg1 錠 あすか製薬=武田 

ドパコール配合錠 L100 レボドパ・カルビドパ L100 錠 1 錠 ダイト=扶桑=日医

工 
ドパコール配合錠 L50 レボドパ・カルビドパ L50 錠 1 錠 ダイト=扶桑=日医

工 
デュオドーパ配合経腸用液 レボドパ・カルビドパ水和物(4)液 100mL1 カセット アッヴィ 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
ネオドパゾール配合錠 レボドパ・ベンセラジド塩酸塩錠 1 錠 アルフレッサファ

ーマ 
ドパストン静注 50mg レボドパ注射液 0.25%20mL1

管 
大原 

ミレーナ 52mg レボノルゲストレルキット 1 個 バイエル 

レボフロキサシン点滴静注バッグ

500mg/100mL「DSEP」 
レボフロキサシン水和物キット 500mg100mL1

キット 
第一三共エスファ 

レボフロキサシン点眼液 1.5%「ファ

イザー」 
レボフロキサシン水和物液 1.5%1mL ファイザー 

レボフロキサシン細粒 10%
「DSEP」 

レボフロキサシン水和物細粒(2) 100mg1g(レボ

フロキサシンとし

て) 

第一三共エスファ 

レボフロキサシン錠 500mg
「DSEP」 

レボフロキサシン水和物錠 500mg1 錠(レボ

フロキサシンとし

て) 

第一三共エスファ 

レボホリナート点滴静注用 100mg
「トーワ」 

レボホリナートカルシウム 100mg 注射

用 
100mg1 瓶 東和薬品 

レボホリナート点滴静注用 25mg「ト
ーワ」 

レボホリナートカルシウム注射用 25mg1 瓶 東和薬品 

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

ヒルナミン錠(25mg) レボメプロマジンマレイン酸塩錠 25mg1 錠 共和薬品 

ヒルナミン錠(5mg) レボメプロマジンマレイン酸塩錠 5mg1 錠 共和薬品 

ヒルナミン筋注 25mg レボメプロマジン塩酸塩注射液 2.5%1mL1 管 共和薬品 

レミフェンタニル静注用 2mg「第一

三共」 
レミフェンタニル塩酸塩注射用 2mg1 瓶 丸石=第一三共 

レンビマカプセル 10mg レンバチニブメシル酸塩カプセル 10mg1 カプセル エーザイ 

レンビマカプセル 4mg レンバチニブメシル酸塩カプセル 4mg1 カプセル エーザイ 

ロキソプロフェン Na 細粒 10%「サ

ワイ」 
ロキソプロフェンナトリウム 10%細粒 10%1g メディサ=沢井 

ロキソプロフェン Na 錠 60mg「武田

テバ」 
ロキソプロフェンナトリウム水和物錠 60mg1 錠 武田テバファーマ

=武田 
ロキソプロフェン Na テープ 50mg
「科研」 

ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付

剤(2) 
7cm×10cm1 枚 帝國製薬=科研 

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注射液 50mg5mL1 瓶 丸石 

ロサルタンカリウム錠 25mg「アメ

ル」 
ロサルタンカリウム 25mg 錠 25mg1 錠 共和薬品 

ロスバスタチン錠 2.5mg「DSEP」 ロスバスタチンカルシウム錠 2.5mg1 錠 第一三共エスファ 

ニュープロパッチ 4.5mg ロチゴチン貼付剤 4.5mg1 枚 大塚製薬 

ロピニロール徐放錠 2mg「トーワ」 ロピニロール塩酸塩徐放錠 2mg1 錠 東和薬品 

ハルロピテープ 8mg ロピニロール塩酸塩貼付剤 8mg1 枚 久光=協和キリン 

ロフラゼプ酸エチル錠 1mg「トーワ」 ロフラゼプ酸エチル 1mg 錠 1mg1 錠 東和薬品 

ロペラミド塩酸塩細粒小児用 0.05%
「タイヨー」 

ロペラミド塩酸塩 0.05%細粒 0.05%1g 武田テバファーマ

=武田 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
ロペラミド錠 1mg「EMEC」 ロペラミド塩酸塩 1mg 錠 1mg1 錠 サンノーバ=エルメ

ッド=日医工 
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)キット 105mg1.17mL1

筒 
アムジェン=アステ

ラス 
ロラゼパム錠 0.5mg「サワイ」 ロラゼパム 0.5mg 錠 0.5mg1 錠 沢井=日本ジェネ

リック 
エバミール錠 1.0 ロルメタゼパム錠 1mg1 錠 バイエル 

ノイロトロピン錠 4 単位 ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚

抽出液 
4 単位 1 錠 日本臓器 

ノイロトロピン注射液 3.6 単位 ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚

抽出液 
3mL1 管 日本臓器 

ワーファリン錠 0.5mg ワルファリンカリウム錠 0.5mg1 錠 エーザイ 

ワーファリン錠 1mg ワルファリンカリウム錠 1mg1 錠 エーザイ 

亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 亜鉛華単軟膏 10g 吉田製薬 

亜硝酸アミル「AFP」 亜硝酸アミル 0.25mL1 管 アルフレッサファ

ーマ 
安息香酸ナトリウムカフェイン原末

「マルイシ」 
安息香酸ナトリウムカフェイン 1g 丸石 

ソルデム 3A 輸液 維持液(3) 500mL1 袋 テルモ 

ソルデム 3A 輸液 維持液(3) 200mL1 袋 テルモ 

ソルデム 3AG 輸液 維持液(4) 500mL1 袋 テルモ 

ソリタックス-H 輸液 維持液(ブドウ糖加)(1) 500mL1 袋 エイワイファーマ=
陽進堂 

フィジオ 35 輸液 維持液(ブドウ糖加)(2) 500mL1 袋 大塚工場=大塚製

薬 
アイノフロー吸入用 800ppm 一酸化窒素吸入剤  エアウォーター 

一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワ

イ」 
一硝酸イソソルビド 20mg 錠 20mg1 錠 沢井 

塩化カリウム徐放錠 600mg「St」 塩化カリウム 600mg 徐放錠 600mg1 錠 佐藤薬品=アルフ

レッサファーマ 
KCL 注 20mEq キット「テルモ」 塩化カリウム注射液キット 1 モル 20mL1

キット 
テルモ 

大塚塩カル注 2% 塩化カルシウム水和物注射液 2%20mL1 管 大塚工場=大塚製

薬 
塩化ナトリウム「オーツカ」 塩化ナトリウム 10g 大塚工場=大塚製

薬 
ミオテクター冠血管注 塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤注

射液 
1 瓶 1 管 1 組 共和クリティケア 

塩化 Na 補正液 1mEq/mL 塩化ナトリウム注射液 1 モル 20mL1
管 

大塚工場=大塚製

薬 
ミネリック-5 配合点滴静注シリンジ 塩化マンガン・硫酸亜鉛配合 2mL キッ

ト 
2mL1 筒 ニプロ=沢井 

ゾーフィゴ静注 塩化ラジウム(223Ra)注射液 1 回分 バイエル 

プリンペラン注射液 10mg 塩酸メトクロプラミド注射液 0.5%2mL1 管 日医工 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
ポプスカイン 0.25%注バッグ
250mg/100mL 

塩酸レボブピバカインキット 250mg100mL1
袋 

丸石 

ポプスカイン 0.5%注 50mg/10mL 塩酸レボブピバカイン注射液 50mg10mL1 管 丸石 

ポプスカイン 0.75%注 75mg/10mL 塩酸レボブピバカイン注射液 75mg10mL1 管 丸石 

HMG 筋注用 150 単位「あすか」 下垂体性性腺刺激ホルモン注射用(1) 150 単位 1 管

(溶解液付) 
あすか製薬=武田 

HMG 筋注用 75 単位「あすか」 下垂体性性腺刺激ホルモン注射用(1) 75 単位 1 管(溶
解液付) 

あすか製薬=武田 

HMG 注射用 75IU「フェリング」 下垂体性性腺刺激ホルモン注射用(1) 75 単位 1 瓶(溶
解液付) 

フェリング 

uFSH 注用 150 単位「あすか」 下垂体性性腺刺激ホルモン注射用(2) 150 単位 1 管

(溶解液付) 
あすか製薬=武田 

uFSH 注用 75 単位「あすか」 下垂体性性腺刺激ホルモン注射用(2) 75 単位 1 管(溶
解液付) 

あすか製薬=武田 

クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 加味逍遙散エキス細粒 1g クラシエ 

ソルデム 1 輸液 開始液(1) 500mL1 袋 テルモ 

ソルデム 1 輸液 開始液(1) 200mL1 袋 テルモ 

ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 葛根湯エキス顆粒 1g ツムラ 

乾燥 BCG ワクチン(経皮用・1 人

用) 
乾燥 BCG ワクチン 一人分 1 管(溶

解液付) 
日本 BCG 

イムノブラダー膀注用 80mg 乾燥 BCG 膀胱内用(日本株) 80mg1 瓶(溶解

液付) 
日本 BCG=日本

化薬 
献血ベニロン-I 静注用 5000mg 乾燥スルホ化人免疫グロブリン注射用 5g100mL1 瓶

(溶解液付) 
KM バイオロジク

ス=帝人ファーマ 
アクトヒブ 乾燥ヘモフィルス b 型ワクチン(破傷風

トキソイド結合体) 
10μg1 瓶(溶解

液付) 
サノフィ 

献血グロベニン-I 静注用 5000mg 乾燥ポリエチレングリコール処理人免

疫グロブリン注射用 
5g100mL1 瓶

(溶解液付) 
日本製薬=武田 

乾燥まむし抗毒素″化血研″ 乾燥まむしウマ抗毒素 各 6,000 単位入

1 瓶(溶解液付) 
KM バイオロジク

ス 
抗 D 人免疫グロブリン筋注用 1000
倍「JB」 

乾燥抗 D(Rho)人免疫グロブリン 1,000 倍 1 瓶

(溶解液付) 
日本血液製剤機

構 
ジェービック V 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン 一人分 1 瓶(溶

解液付) 
阪大微研=田辺三

菱=武田 
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン

「タケダ」 
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 一人分 1 瓶(溶

解液付) 
武田 

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 乾燥弱毒生水痘ワクチン 一人分 1 瓶(溶
解液付) 

阪大微研=田辺三

菱=武田 
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 乾燥弱毒生風しんワクチン 一人分 1 瓶(溶

解液付) 
武田 

乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 乾燥弱毒生麻しんワクチン 一人分 1 瓶(溶
解液付) 

武田 

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチ

ン「タケダ」 
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン 一人分 1 瓶(溶

解液付) 
武田 

フィブリノゲン HT 静注用 1g「JB」 乾燥人フィブリノゲン 1g1 瓶(溶解液

付) 
日本血液製剤機

構 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
ベリナート P 静注用 500 乾燥濃縮人 C1-インアクチベーター注

射用 
500 国際単位 1
瓶(溶解液付) 

CSL ベーリング 

献血ノンスロン 1500 注射用 乾燥濃縮人アンチトロンビン III 1,500 単位 1 瓶

(溶解液付) 
日本製薬=武田 

献血ノンスロン 500 注射用 乾燥濃縮人アンチトロンビン III 500 単位 1 瓶

(溶解液付) 
日本製薬=武田 

ケイセントラ静注用 1000 乾燥濃縮人プロトロンビン複合体注射

用 
1,000 国際単位

1 瓶(溶解液付) 
CSL ベーリング 

ケイセントラ静注用 500 乾燥濃縮人プロトロンビン複合体注射

用 
500 国際単位 1
瓶(溶解液付) 

CSL ベーリング 

コンファクト F 注射用 1000 乾燥濃縮人血液凝固第 VIII 因子 1,000 単位 1 瓶

(溶解液付) 
KM バイオロジク

ス=日本血液製剤

機構 
フェロ・グラデュメット錠 105mg 乾燥硫酸鉄(3)徐放錠 1 錠 マイラン EPD 

アミノレバン点滴静注 肝不全用アミノ酸製剤(1)注射液 500mL1 袋 大塚工場=大塚製

薬 
アミノレバン EN 配合散 肝不全用成分栄養剤(1)散 10g 大塚製薬 

フェジン静注 40mg 含糖酸化鉄注射液 40mg2mL1 管 日医工 

クレメジン速崩錠 500mg 球形吸着炭錠 500mg1 錠 クレハ=田辺三菱 

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療

用) 
牛車腎気丸エキス顆粒 1g ツムラ 

シオゾール注 25mg 金チオリンゴ酸ナトリウム注射液 25mg1mL1 管 高田 

エネーボ配合経腸用液 経腸成分栄養剤(10)液 10mL アボット 

エレンタール配合内用剤 経腸成分栄養剤(1-1)散 10g EA ファーマ 

エンシュア・H 経腸成分栄養剤(2-2)液 10mL アボット 

ラコール NF 配合経腸用液 経腸成分栄養剤(9-2)液 10mL EN 大塚=大塚工

場=大塚製薬 
ラコール NF 配合経腸用半固形剤 経腸成分栄養剤(9-2)半固形剤 10g EN 大塚=大塚工

場=大塚製薬 
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 五苓散エキス顆粒 1g ツムラ 

抗 HBs 人免疫グロブリン筋注 200
単位/1mL「JB」 

抗 HBs 人免疫グロブリン 200 単位 1mL1
瓶 

日本血液製剤機

構 
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

静注用 
25mg1 瓶 サノフィ 

ハイカリック液-3 号 高カロリー輸液用基本液(5-3) 700mL1 袋 テルモ 

ハイカリック RF 輸液 高カロリー輸液用基本液(5-7) 500mL1 袋 テルモ 

アミパレン輸液 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤(4)
注射液 

200mL1 袋 大塚工場=大塚製

薬 
プレアミン-P 注射液 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤(6)

注射液 
200mL1 袋 扶桑 

ダイメジン・マルチ注 高カロリー輸液用総合ビタミン剤(4)注
射液 

1 瓶 日医工ファーマ=
日医工 

エキザルベ 混合死菌製剤軟膏 1g マルホ 
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トリセノックス注 10mg 三酸化二ヒ素注射液 10mg1 管 日本新薬 

サージセル・アブソーバブル・ヘモス

タット 
酸化セルロース貼付剤 ニューニット

15.2cm×22.9c
m 

ジョンソン 

サージセル・アブソーバブル・ヘモス

タット 
酸化セルロース貼付剤 5.1cm×7.6cm1

枚 
ジョンソン 

サージセル・アブソーバブル・ヘモス

タット 
酸化セルロース貼付剤 綿型

5.1cm×2.5cm1
枚 

ジョンソン 

重質酸化マグネシウム「ケンエー」 酸化マグネシウム 10g 健栄 

酸化マグネシウム錠 250mg「マイラ

ン」 
酸化マグネシウム錠 250mg1 錠 マイラン=ファイザ

ー 
酸化マグネシウム錠 330mg「マイラ

ン」 
酸化マグネシウム錠 330mg1 錠 マイラン=ファイザ

ー 
ネオクリーナー「セキネ」 次亜塩素酸ナトリウム液  ネオ 

次亜塩 0.1%液「ヨシダ」 次亜塩素酸ナトリウム液 0.1%10mL 吉田製薬 

ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) 柴苓湯エキス顆粒 1g ツムラ 

ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療

用) 
十全大補湯エキス顆粒 1g ツムラ 

ビカネイト輸液 重炭酸リンゲル液(2) 500mL1 袋 大塚工場=大塚製

薬 
ソリタ-T4 号輸液 術後回復液(2) 500mL1 袋 エイワイファーマ=

陽進堂 
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) 小青竜湯エキス顆粒 1g ツムラ 

エコ消エタ消毒液 消毒用エタノール 10mL 吉田製薬 

硝酸イソソルビドテープ 40mg
「EMEC」 

硝酸イソソルビド(40mg)貼付剤 40mg1 枚 救急=エルメッド=
日医工 

硝酸イソソルビド徐放カプセル

20mg「ZE」 
硝酸イソソルビド 20mg 徐放カプセル 20mg1 カプセル 全星=ファイザー 

ニトロール持続静注 25mg シリンジ 硝酸イソソルビドキット 25mg50mL1 筒 エーザイ 

ニトロール注 5mg 硝酸イソソルビド注射液 0.05%10mL1
管 

エーザイ 

ニトロールスプレー1.25mg 硝酸イソソルビド噴霧剤 163.5mg10g1
瓶 

エーザイ 

アレルゲンスクラッチエキス陽性対

照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩 
診断用アレルゲンエキス注射液 2mL1 瓶 日本たばこ=鳥居 

ハプトグロビン静注 2000 単位「JB」 人ハプトグロビン 2,000 単位

100mL1 瓶 
日本血液製剤機

構 
献血アルブミン 25%静注

12.5g/50mL「KMB」 
人血清アルブミン注射液 25%50mL1 瓶 KM バイオロジク

ス=日本血液製剤

機構 
献血アルブミン 5%静注

12.5g/250mL「ニチヤク」 
人血清アルブミン注射液 5%250mL1 瓶 日本製薬=武田 

キンダリー透析剤 4E 人工透析液(2-14) 2 袋 1 組 扶桑 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
キンダリー透析剤 AF4 号 人工透析液(2-15) 6L1 瓶(炭酸水

素ナトリウム液

付) 

扶桑 

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

ネオアミユー輸液 腎不全用アミノ酸製剤(1-2)注射液 200mL1 袋 エイワイファーマ=
陽進堂 

ソルアセト F 輸液 酢酸リンゲル液 500mL1 袋 テルモ 

フィジオ 140 輸液 酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)(2-2) 500mL1 袋 大塚工場=大塚製

薬 
ノベルジン錠 25mg 酢酸亜鉛水和物錠 25mg1 錠 ノーベル 

アセテート維持液 3G「HK」 酢酸維持液(ブドウ糖加) 500mL1 袋 光 

マルファ配合内服液 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグ

ネシウム液(1) 
10mL 東洋製化=小野 

カーミパック生理食塩液 L 生理食塩液 1.3L1 袋 川澄=テルモ 

テルモ生食 生理食塩液 1L1 袋 テルモ 

生理食塩液「ヒカリ」 生理食塩液 1L1 瓶 光 

生理食塩液「ヒカリ」 生理食塩液 250mL1 袋 光 

生理食塩液 PL「フソー」 生理食塩液 50mL1 瓶 扶桑 

生理食塩液バッグ「フソー」 生理食塩液 500mL1 袋 扶桑 

大塚生食注 生理食塩液 20mL1 管 大塚工場=大塚製

薬 
大塚生食注 生理食塩液 100mL1 瓶 大塚工場=大塚製

薬 
生食注シリンジ「オーツカ」10mL 生理食塩液キット(5) 10mL1 筒 大塚工場=大塚製

薬 
一般診断用精製ツベルクリン

(PPD)1 人用 
精製ツベルクリン (一般診断用・1

人用)0.25μg1
瓶(溶解液付) 

日本 BCG 

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(1)液 
0.5mL1 筒 アルコン 

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液

0.1%「トーワ」 
精製ヒアルロン酸ナトリウム 0.1%5mL
点眼液 

0.1%5mL1 瓶 東和薬品 

ヒアルロン酸 Na0.7 眼粘弾剤 1%
「アルコン」 

精製ヒアルロン酸ナトリウム 1%0.7mL
液 

1%0.7mL1 筒 アルコン 

アルツディスポ関節注 25mg 精製ヒアルロン酸ナトリウムキット 1%2.5mL1 筒 生化学=科研 

スベニールディスポ関節注 25mg 精製ヒアルロン酸ナトリウムキット 1%2.5mL1 筒 中外 

オペガン 0.6 眼粘弾剤 1% 精製ヒアルロン酸ナトリウム液 1%0.6mL1 筒 生化学=参天 

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液 1%0.85mL1 筒 生化学=参天 

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

イソジンシュガーパスタ軟膏 精製白糖・ポビドンヨード軟膏 1g ムンディファーマ=
塩野義 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 組換え沈降 4 価ヒトパピローマウイル

ス様粒子ワクチン(酵母由来) 
0.5mL1 キット MSD 

ビームゲン注 0.5mL 組換え沈降 B 型肝炎ワクチン(酵母由

来) 
0.5mL1 瓶 KM バイオロジク

ス=MeijiSeika 
ヘプタバックス-II 水性懸濁注シリン

ジ 0.25mL 
組換え沈降 B 型肝炎ワクチン(酵母由

来) 
0.25mL1 筒 MSD 

ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 大建中湯エキス顆粒 1g ツムラ 

ヘモポリゾン軟膏 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン軟膏 1g ジェイドルフ 

ソリタ-T2 号輸液 脱水補給液(4) 500mL1 袋 エイワイファーマ=
陽進堂 

単シロップ 単シロップ 10mL 丸石 

炭酸ランタン OD 錠 250mg「イセ

イ」 
炭酸ランタン水和物口腔内崩壊錠 250mg1 錠 コーアイセイ 

炭酸リチウム錠 100「ヨシトミ」 炭酸リチウム 100mg 錠 100mg1 錠 全星=田辺三菱=
吉富薬品 

炭酸リチウム錠 200「ヨシトミ」 炭酸リチウム 200mg 錠 200mg1 錠 全星=田辺三菱=
吉富薬品 

炭酸水素ナトリウム 炭酸水素ナトリウム 10g 小堺=吉田製薬 

バロス発泡顆粒 炭酸水素ナトリウム・酒石酸(6)顆粒 1g 堀井 

炭酸水素ナトリウム錠 500mg「ファ

イザー」 
炭酸水素ナトリウム錠 500mg1 錠 マイラン=ファイザ

ー 
メイロン静注 8.4% 炭酸水素ナトリウム注射液 8.4%250mL1

袋 
大塚工場=大塚製

薬 
炭酸水素 Na 静注 7%PL「フソー」 炭酸水素ナトリウム注射液 7%20mL1 管 扶桑 

オビソート注射用 0.1g 注射用アセチルコリン塩化物 100mg1 管(溶
解液付) 

第一三共 

ラボナール注射用 0.5g 注射用チオペンタールナトリウム 500mg1 管 ニプロ ES 

アプレゾリン注射用 20mg 注射用ヒドララジン塩酸塩 20mg1 管 サンファーマ=田
辺三菱 

ゴナトロピン筋注用 3000 単位 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 3,000 単位 1 管 あすか製薬=武田 

ゴナトロピン注用 5000 単位 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 5,000 単位 1 管 あすか製薬=武田 

エクザール注射用 10mg 注射用ビンブラスチン硫酸塩 10mg1 瓶 日本化薬 

水溶性プレドニン 20mg 注射用プレドニゾロンコハク酸エステル

ナトリウム 
20mg1 管 シオノギファーマ=

塩野義 
大塚蒸留水 注射用水 20mL1 管 大塚工場=大塚製

薬 
注射用水 注射用水 500mL1 瓶 光=共和クリティケ

ア 
注射用水 PL「フソー」 注射用水 100mL1 瓶 扶桑 

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

0.5mL1 キット ファイザー 

DT ビック 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド 0.1mL1 瓶 阪大微研=田辺三

菱 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
クアトロバック皮下注シリンジ 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不

活化ポリオ(セービン株)混合ワクチンキ

ット 

0.5mL1 キット KM バイオロジク

ス=MeijiSeika 

沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三
和」 

沈降炭酸カルシウム錠 500mg1 錠 三和化学 

沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 沈降破傷風トキソイドキット 0.5mL1 筒 武田 

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療

用) 
当帰芍薬散エキス顆粒 1g ツムラ 

乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末 乳酸カルシウム水和物 10g 東洋製化=丸石 

アキネトン注射液 5mg 乳酸ビペリデン注射液 0.5%1mL1 管 大日本住友 

アルスロマチック関節手術用灌流液 乳酸リンゲル液 3L1 袋 バクスター 

ラクテック注 乳酸リンゲル液 500mL1 袋 大塚工場=大塚製

薬 
ラクテック注 乳酸リンゲル液 1L1 袋 大塚工場=大塚製

薬 
低分子デキストラン L 注 乳酸リンゲル液(デキストラン 40 加)(1) 500mL1 袋 大塚工場=大塚製

薬 
乳糖水和物(結晶)「NikP」 乳糖水和物 10g 日医工=岩城 

ユービット錠 100mg 尿素(13C)錠 100mg1 錠 大塚製薬 

尿素クリーム 20%「フジナガ」 尿素 20%クリーム 20%1g 藤永=第一三共 

パスタロンローション 10% 尿素液 10%1g 佐藤製薬 

パスタロンソフト軟膏 10% 尿素軟膏 10%1g 佐藤製薬 

グリセリン・果糖配合点滴静注

「HK」 
濃グリセリン・果糖 200mL 注射液 200mL1 袋 光 

サーファクテン気管注入用 120mg 肺サーファクタント吸入剤 120mg1 瓶 田辺三菱 

ニューモバックス NP 肺炎球菌ワクチン 0.5mL1 瓶 MSD 

プロペト 白色ワセリン 10g 丸石 

白色ワセリン 白色ワセリン 10g 小堺=岩城 

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) 麦門冬湯エキス顆粒 1g ツムラ 

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療

用) 
半夏瀉心湯エキス顆粒 1g ツムラ 

PL 配合顆粒 非ピリン系感冒剤(4)顆粒 1g シオノギファーマ=
塩野義 

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) 0.5mL1 キット サノフィ 

ミッドペリック L135 腹膜透析液 腹膜透析液(5-2) 2L1 袋(排液用

バッグ付) 
テルモ 

レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液 腹膜透析液(9-4) 2L1 袋(排液用

バッグ付) 
バクスター 

ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療

用) 
補中益気湯エキス顆粒 1g ツムラ 

エスクレ坐剤「250」 抱水クロラール坐剤 250mg1 個 久光 

エスクレ坐剤「500」 抱水クロラール坐剤 500mg1 個 久光 
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医薬品名 一般名 規格単位 会社名 
クラシエ防已黄耆湯エキス細粒 防已黄耆湯エキス細粒 1g 大峰堂=クラシエ 

無水エタノール「ニッコー」 無水エタノール 10mL 日興製薬=ファイ

ザー 
無水エタノール注「フソー」 無水エタノール 5mL 扶桑 

レスピア静注・経口液 60mg 無水カフェイン注射液 60mg3mL1 瓶 ノーベル 

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤
4g 

滅菌調整タルク注射用 4g1 瓶 ノーベル 

薬用炭「日医工」 薬用炭 1g 日医工 

インクレミンシロップ 5% 溶性ピロリン酸第二鉄シロップ 1mL アルフレッサファ

ーマ 
ピシバニール注射用 1KE 溶連菌抽出物注射用 1KE1 瓶(溶解液

付) 
中外 

フォリアミン錠 葉酸錠 5mg1 錠 日本製薬=武田 

ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 抑肝散エキス顆粒 1g ツムラ 

ミヤ BM 細粒 酪酸菌製剤細粒 1g ミヤリサン 

ミヤ BM 錠 酪酸菌製剤錠 1 錠 ミヤリサン 

バリトップ HD 硫酸バリウム散 99%10g カイゲンファーマ 

バリトップ P 硫酸バリウム散 94.6%10g カイゲンファーマ 

マグセント注 100mL 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖注

射液 
100mL1 瓶 あすか製薬=武田 

静注用マグネゾール 20mL 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖注

射液 
20mL1 管 あすか製薬=武田 

硫酸 Mg 補正液 1mEq/mL 硫酸マグネシウム注射液 0.5 モル 20mL1
管 

大塚工場=大塚製

薬 
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 六君子湯エキス顆粒 1g ツムラ 

ベリチーム配合顆粒 膵臓性消化酵素配合剤(1)顆粒 1g 共和薬品 

クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 芍薬甘草湯エキス細粒 1g クラシエ 

 


