
NO. 分類 薬　効 薬品名 後発薬 備考

1 抗菌薬 広範囲ペニシリン系薬 パセトシンカプセル２５０ｍｇ 院外限定

2 広範囲ペニシリン系薬 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 ●

3 広範囲ペニシリン系薬 ユナシン錠３７５ｍｇ

4 βラクタマーゼ阻害薬配合剤 オーグメンチン配合錠２５０RS

5 第一世代セフェム系薬 ケフレックスカプセル２５０ｍｇ

6 第一世代セフェム系薬 L-ケフレックス顆粒500mg　1g/包

7 第三世代セフェム系薬 セフゾンカプセル１００ｍｇ 院外限定

8 第三世代セフェム系薬 セフゾン細粒小児用１０％ 院外限定

9 第三世代セフェム系薬 メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ 院外限定

10 第三世代セフェム系薬 メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ 院外限定

11 第三世代セフェム系薬 フロモックス錠１００ｍｇ 院外限定

12
第三世代セフェム系薬
フロモックスの後発 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 ●

13  カルバペネム系薬 オラぺネム小児用細粒１０％ 院外限定

14 ペネム系薬 ファロム錠２００ｍｇ

15 グリコペプチド系薬 バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」 ●

16 ホスホマイシン ホスミシン錠５００ｍｇ

17
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

18 マクロライド系薬（14員環薬） エリスロシン錠２００ｍｇ

19 マクロライド系薬（14員環薬） エリスロシンドライシロップW２０％ 院外限定

20 マクロライド系薬（14員環薬） クラリス錠５０ｍｇ小児用 院外限定

21 マクロライド系薬（14員環薬） クラリス錠２００ｍｇ 院外限定

22 マクロライド系薬（14員環薬） クラリシッドドライシロップ１０％小児用 院外限定

マクロライド系薬（14員環薬） クラリスロマイシン錠200mg「大正」 ●

23 マクロライド系薬（14員環薬） ルリッド錠１５０ｍｇ 院外限定

24 マクロライド系薬（15員環薬） ジスロマック錠２５０ｍｇ 院外限定

マクロライド系薬（15員環薬） アジスロマイシン錠250mg「サワイ」 ●

25 マクロライド系薬（18員環薬） ダフクリア錠２００ｍｇ 用時購入

26 テトラサイクリン系薬 ミノマイシン錠５０ｍｇ 院外限定

27
テトラサイクリン系薬
ミノマイシン後発薬 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 ●

28 テトラサイクリン系薬 ミノマイシンカプセル１００ｍｇ 院外限定

29
テトラサイクリン系薬
ミノマイシン後発薬 ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 ●

30 テトラサイクリン系薬 ミノマイシン顆粒２％ 院外限定

31 リンンコマイシン系薬 ダラシンカプセル150mg

32 オキサゾリジノン系薬 ザイボックス錠６００ｍｇ 院外限定

33
オキサゾリジノン系薬
ザイボックス後発薬 リネゾリド錠600mg「サワイ」 ●

34 オキサゾリジノン系薬 シベクトロ錠２００ｍｇ 用時購入

35 ニューキノロン系薬 クラビット錠５００ｍｇ 院外限定

36
ニューキノロン系薬
クラビット後発薬 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「DSEP」 ●

37 ニューキノロン系薬 シプロキサン錠２００ｍｇ 院外限定

38 ニューキノロン系薬 アベロックス錠４００ｍｇ 院外限定

39 ニューキノロン系薬 ジェニナック錠２００ｍｇ

40 ニューキノロン系薬 グレースビット錠５０ｍｇ

41 ニューキノロン系薬 ラスビック錠75mg

42 配合剤 バクタ配合顆粒

43 抗結核薬 イスコチン錠１００ｍｇ

44 抗結核薬 ピラマイド原末

45 抗結核薬 エブトール錠２５０ｍｇ

46 抗結核薬 リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 ●

47 抗ヘルペスウイルス薬 ゾビラックス顆粒４０％ 院外限定

48
抗ヘルペスウイルス薬
ゾビラックス後発薬 アシクロビル顆粒４０％「トーワ」 ●

49 抗ヘルペスウイルス薬 バルトレックス錠５００ｍｇ 院外限定

50
抗ヘルペスウイルス薬
バルトレックス後発薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「アスペン」 ●

51 抗ヘルペスウイルス薬 ファムビル錠２５０ｍｇ 　

52 抗ヘルペスウイルス薬 アメナリーフ錠２００ｍｇ

53 抗サイトメガロウイルス薬 バリキサ錠４５０ｍｇ

54 抗インフルエンザウイルス薬 タミフルカプセル７５ｍｇ 院外限定

55
抗インフルエンザウイルス薬
タミフル後発品 オセルタミビルカプセル７５ｍｇ ●
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56 抗インフルエンザウイルス薬 タミフルドライシロップ３％ 院外限定

57 抗インフルエンザウイルス薬 ゾフルーザ錠２０ｍｇ

58 抗HIV薬 ツルバダ配合錠

59 抗HIV薬 アイセントレス錠400mg

60 抗真菌薬
深在性抗真菌薬
（ポリエンマクロライド系） ファンギゾンシロップ１００ｍｇ/ｍｌ

61
深在性・表在性抗真菌薬
（イミダゾール系） フロリードゲル経口用２％ 院外限定

62
深在性抗真菌薬
（トリアゾール系） ジフルカンカプセル１００ｍｇ 院外限定

63
深在性抗真菌薬
（トリアゾール系）ジフルカン後発薬 フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サワイ」 ●

64
深在性・表在性抗真菌薬
（トリアゾール系） イトリゾールカプセル５０ｍｇ

65
深在性・表在性抗真菌薬
（トリアゾール系） イトリゾール内用液１％ 院外限定

66
深在性・表在性抗真菌薬
（トリアゾール系） イトラコナゾール内用液１％「ファイザー」 ●

67
深在性・表在性抗真菌薬
（トリアゾール系） ブイフェンド錠５０ｍｇ 院外限定

68
深在性・表在性抗真菌薬
（トリアゾール系）ブイフェンド後発薬 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「DSEP」 ●

69
深在性・表在性抗真菌薬
（トリアゾール系） ノクサフィル錠100mg 用時購入

70
深在性・表在性抗真菌薬
（トリアゾール系） ネイリンカプセル１００ｍｇ 院外限定

71
深在性・表在性抗真菌薬（アリルアミン
系） ラミシール後発薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タカタ」 ●

72 ニューモシスチス肺炎治療薬 サムチレール内用懸濁液15% 750mg/5mL 用時購入

73  抗寄生虫薬 抗線虫薬 ストロメクトール錠３ｍｇ

74 抗原虫薬（マラリア以外） フラジール内服錠２５０ｍｇ

75
抗悪性腫瘍薬 アルキル化薬（マスタード類） マブリン散１％ 院外限定

76 アルキル化薬（マスタード類） アルケラン錠２ｍｇ

77
アルキル化薬（その他）
後発薬 塩酸プロカルバジンカプセル５０ｍｇ「TYP」 ●

78 代謝拮抗薬（葉酸代謝拮抗薬） メソトレキセート錠2.5mg 用時購入

79 代謝拮抗薬（ピリミジン拮抗薬） フルツロンカプセル２００ｍｇ 院外限定

80 代謝拮抗薬（ピリミジン拮抗薬） ゼローダ錠３００ｍｇ 院外限定

81
代謝拮抗薬（ピリミジン拮抗薬）
ゼローダ後発薬 カペシタビン錠３００ｍｇ「NK」 ●

82 代謝拮抗薬（ピリミジン拮抗薬） ユーエフティ配合カプセルＴ１００ｍｇ

83 代謝拮抗薬（ピリミジン拮抗薬） ティーエスワン配合OD錠２０ｍｇ 院外限定

84 代謝拮抗薬（ピリミジン拮抗薬） ティーエスワン配合OD錠２５ｍｇ 院外限定

85
代謝拮抗薬（ピリミジン拮抗薬）
ティーエスワン後発薬 エスワンタイホウ配合OD錠T２０ ●

86
代謝拮抗薬（ピリミジン拮抗薬）
ティーエスワン後発薬 エスワンタイホウ配合OD錠T２５ ●

87 代謝拮抗薬（ピリミジン拮抗薬） ティーエスワン配合顆粒Ｔ２０ｍｇ 院外限定

88 代謝拮抗薬（ピリミジン拮抗薬） ティーエスワン配合顆粒Ｔ２５ｍｇ 院外限定

89 代謝拮抗薬（プリン拮抗薬） ロイケリン散１０％

90 代謝拮抗薬（プリン拮抗薬） フルダラ錠１０ｍｇ 院外限定

91 代謝拮抗薬（その他） ユーゼル錠２５ｍｇ 院外限定

92
代謝拮抗薬（その他）
ユーゼル後発薬 ホリナート錠２５ｍｇ「タイホウ」 ●

93 代謝拮抗薬（その他） ハイドレアカプセル５００ｍｇ

94
ホルモン
（アロマターゼ阻害薬） アロマシン錠２５ｍｇ 院外限定

95
ホルモン
（アロマターゼ阻害薬） アリミデックス錠１ｍｇ 院外限定

96
ホルモン（アロマターゼ阻害薬）
アリミデックス後発薬 アナストロゾール錠１ｍｇ「トーワ」 ●

97
ホルモン
（アロマターゼ阻害薬） フェマーラ錠２．５ｍｇ 院外限定

98
ホルモン
（アロマターゼ阻害薬） レトロゾール錠２．５ｍｇ「サンド」 ●

99
ホルモン
（抗エストロゲン薬） タモキシフェン錠１０ｍｇ「DSEP」 ●

100
ホルモン
（抗アンドロゲン薬） オダイン錠１２５ｍｇ

101
ホルモン
（抗アンドロゲン薬） カソデックスOD錠８０ｍｇ 院外限定

102
ホルモン　カソデックスの後発
（抗アンドロゲン薬） ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＳＮ」 ● 院外限定

103
ホルモン　カソデックスの後発
（抗アンドロゲン薬） ビカルタミドOD錠８０ｍｇ「NK」 ●

104
ホルモン
（抗アンドロゲン薬） イクスタンジ錠４０ｍｇ 院外限定

105
ホルモン
（抗アンドロゲン薬） イクスタンジ錠８０ｍｇ 院外限定

106
ホルモン
（抗アンドロゲン薬） ザイティガ錠２５０ｍｇ

107
ホルモン
（抗アンドロゲン薬） アーリーダ錠６０ｍｇ 院外限定

108
ホルモン
（抗アンドロゲン薬） ニュベクオ錠３００ｍｇ 院外限定

109
ホルモン
（プロゲステロン） ヒスロンＨ錠２００ｍｇ 院外限定

110
ホルモン
（エストラジオール） エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ

111 トポイソメラーゼⅡ阻害薬 ラステットＳカプセル２５ｍｇ 院外限定

112 BCL-2蛋白阻害薬 ベネクレクスタ錠10mg 用事購入

抗悪性腫瘍薬
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113 BCL-2蛋白阻害薬 ベネクレクスタ錠50mg 用事購入

114 BCL-2蛋白阻害薬 ベネクレクスタ錠100mg 用事購入

115 DNA機能障害薬 ロンサーフ配合錠T１５

116 DNA機能障害薬 ロンサーフ配合錠T２０

117
分子標的治療薬
（小分子） イレッサ錠２５０ｍｇ

118
分子標的治療薬
（小分子） グリベック錠１００ｍｇ

119
分子標的治療薬
（小分子）  グリベックの後発 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＮＫ」 ●

120
分子標的治療薬
（小分子） タルセバ錠１００ｍｇ

121
分子標的治療薬
（小分子） タルセバ錠１５０ｍｇ

122
分子標的治療薬
（小分子） ジオトリフ錠２０ｍｇ

123
分子標的治療薬
（小分子） ジオトリフ錠３０ｍｇ

124
分子標的治療薬
（小分子） ジオトリフ錠４０ｍｇ

125
分子標的治療薬
（小分子） タグリッソ錠４０ｍｇ 用事購入

126
分子標的治療薬
（小分子） タグリッソ錠８０ｍｇ

127
分子標的治療薬
（小分子） ネクサバール錠２００ｍｇ

128
分子標的治療薬
（小分子） タシグナカプセル１５０ｍｇ

129
分子標的治療薬
（小分子） タシグナカプセル２００ｍｇ

130
分子標的治療薬
（小分子） スプリセル錠２０ｍｇ 院外限定

131
分子標的治療薬
（小分子） スプリセル錠５０ｍｇ

132
分子標的治療薬
（小分子） ボシュリフ錠100mg 用時購入

133
分子標的治療薬
（小分子） アイクルシグ錠15mg 用時購入

134
分子標的治療薬
（小分子） インライタ錠1mg 院外限定

135
分子標的治療薬
（小分子） インライタ錠5mg 院外限定

136
分子標的治療薬
（小分子） ヴォトリエント錠２００ｍｇ 院外限定

137
分子標的治療薬
（小分子） スチバーガ錠４０ｍｇ 用時購入

138
分子標的治療薬
（小分子） レンビマカプセル４ｍｇ 用時購入

139
分子標的治療薬
（小分子） レンビマカプセル１０ｍｇ 用時購入

140
分子標的治療薬
（小分子） カボメティクス錠20mg 院外限定

141
分子標的治療薬
（小分子） カボメティクス錠60mg 院外限定

142
分子標的治療薬
（小分子） ニンラーロカプセル３ｍｇ 用時購入

143
分子標的治療薬
（小分子） ニンラーロカプセル４ｍｇ 用時購入

144
分子標的治療薬
（小分子） ザーコリカプセル200mg 院外限定

145
分子標的治療薬
（小分子） ザーコリカプセル250mg 院外限定

146
分子標的治療薬
（小分子） アレセンサカプセル150mg 用時購入

147
分子標的治療薬
（小分子） ベレキシブル錠８０ｍｇ 用時購入

148
分子標的治療薬
（小分子） ジャカビ錠5mg 用時購入

149
分子標的治療薬
（小分子） タフィンラーカプセル５０ｍｇ 院外限定

150
分子標的治療薬
（小分子） タフィンラーカプセル７５ｍｇ 院外限定

151
分子標的治療薬
（小分子） メキニスト錠０．５ｍｇ 院外限定

152
分子標的治療薬
（小分子） メキニスト錠２ｍｇ 院外限定

153
分子標的治療薬
（小分子） アフィニトール錠５ｍｇ 院外限定

154
分子標的治療薬
（小分子） ベージニオ錠１００ｍｇ 用時購入

155
分子標的治療薬
（小分子） ベージニオ錠１５０ｍｇ 用時購入
分子標的治療薬
（PARP阻害薬） リムパーザ錠１００ｍｇ 用時購入

156
分子標的治療薬
（PARP阻害薬） リムパーザ錠１５０ｍｇ

157
分子標的治療薬
（PARP阻害薬） ゼジューラ 錠１００ｍｇ 院外限定

158
分子標的治療薬
（RET阻害薬） レットヴィモカプセル４０ｍｇ 用時購入

159
分子標的治療薬
（RET阻害薬） レットヴィモカプセル８０ｍｇ 用時購入

160
分子標的治療薬
（レチノイン） ベサノイドカプセル１０ｍｇ

161
分子標的治療薬
（ヒストン脱アセチル化酵素阻害薬） ハイヤスタ錠10mg 用時購入

162
分子標的治療薬
（EZH2阻害薬） タズベリク錠200mg 用時購入

163 サリドマイド関連薬 レブラミドカプセル５ｍｇ

164 サリドマイド関連薬 ポマリストカプセル2mg 用時購入

サリドマイド関連薬 ポマリストカプセル3mg 用時購入

165 ステロイド レナデックス錠４ｍｇ

166 非特異的免疫賦活薬 ベスタチンカプセル３０ｍｇ 院外限定

167 がん悪液質 エドルミズ錠50mg 用時購入

炎症、免疫、アレルギーに作用する薬剤
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168
免疫抑制剤 代謝拮抗薬（プリン拮抗薬） アザニン錠５０ｍｇ イムランより変更

169 カルシニューリン阻害薬 ネオーラル２５ｍｇカプセル 院外限定

170
カルシニューリン阻害薬
ネオーラル後発薬 シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」 ●

171 カルシニューリン阻害薬 ネオーラル５０ｍｇカプセル 院外限定

172
カルシニューリン阻害薬
ネオーラル後発薬 シクロスポリンカプセル50mg「トーワ」 ●

173 カルシニューリン阻害薬 プログラフカプセル１ｍｇ

174 JAK阻害薬 ゼルヤンツ錠５ｍｇ 院外限定

175 副腎皮質ステロイド 吸入ステロイド・β２刺激薬配合剤 コートリル錠１０ｍｇ

176
副腎皮質ステロイド
（主として全身投与用） プレドニゾロン錠1ｍｇ（旭化成） ● 用時購入

177
副腎皮質ステロイド
（主として全身投与用） プレドニン錠５ｍｇ

178
副腎皮質ステロイド
（主として全身投与用） デカドロン錠０．５ｍｇ

179
副腎皮質ステロイド
（主として全身投与用） デカドロン錠４ｍｇ

180
副腎皮質ステロイド
（主として全身投与用） リンデロン錠０．５ｍｇ

181
副腎皮質ステロイド
（主として全身投与用） セレスタミン配合錠

182 合成鉱質コルチコイド製剤 フロリネフ錠０．１ｍｇ 院外限定

183 アセトアミノフェン アセトアミノフェン「JG」原末

184 アセトアミノフェン カロナール錠３００ｍｇ ● 院外限定

185 アセトアミノフェン アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「マルイシ」 ●

186 アセトアミノフェン アセトアミノフェン錠３００ｍｇ「マルイシ」 ●

187 アセトアミノフェン配合剤 ＰＬ配合顆粒

188 NSAIDs(アントラニル酸系) ポンタール散５０％ 院外限定

189 NSAIDs(アントラニル酸系) ポンタールシロップ３．２５％ 院外限定

190 NSAIDs(アリール酢酸系) ボルタレン錠２５ｍｇ

191 　
NSAIDs(アリール酢酸系)
ボルタレン後発品 ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ

192 NSAIDs(アリール酢酸系) ハイペン錠２００ｍｇ 院外限定

193
NSAIDs(アリール酢酸系)
ハイペン後発薬 エトドラク錠200mg「トーワ」 ●

194 NSAIDs(プロピオン酸系) ナイキサン錠１００ｍｇ

195 NSAIDs(プロピオン酸系) ロキソニン錠６０ｍｇ 院外限定

196
NSAIDs(プロピオン酸系)
ロキソニン後発薬 ロキソプロフェンNa錠６０ｍｇ「トーワ」 ●

197 NSAIDs(オキシカム系) ロルカム錠４ｍｇ 院外限定

198 　 NSAIDs(オキシカム系) モービック錠１０ｍｇ 院外限定

199 NSAIDs(コキシブ系) セレコックス錠１００ｍｇ 院外限定

200
NSAIDs(コキシブ系)
セレコックス後発薬 セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 ●

201 NSAIDs(塩基性) ソランタール錠１０ｍｇ

202 神経性疼痛緩和薬 リリカOD錠２５ｍｇ 院外限定

203
神経性疼痛緩和薬
リリカ後発薬 プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 ●

204 神経性疼痛緩和薬 リリカOD錠７５ｍｇ 院外限定

205
神経性疼痛緩和薬
リリカ後発薬 プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 ●

206 神経性疼痛緩和薬 タリージェ錠５ｍｇ

207 神経性疼痛緩和薬 タリージェ錠１０ｍｇ 院外限定

208 神経性疼痛緩和薬 タリージェ錠１５ｍｇ 院外限定

209 神経性疼痛緩和薬(生物組織抽出物) ノイロトロピン錠４単位

210 ピラゾロン系(ピリン系) ＳＧ配合顆粒 院外限定

211 抗リウマチ薬 免疫調節薬 リマチル錠１００ｍｇ

212 免疫調節薬 アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ

213 免疫抑制薬 リウマトレックスカプセル２ｍｇ 院外限定

214
免疫抑制薬
リウマトレックス後発薬 メトトレキサート錠2mg「トーワ」 ●

215 JAK阻害薬 オルミエント錠２ｍｇ 院内はSARS-CoV-2による
肺炎用に用時購入

216 JAK阻害薬 オルミエント錠４ｍｇ 院外限定

217 JAK阻害薬 スマイラフ錠50mg 院外限定

218 JAK阻害薬 スマイラフ錠100mg 院外限定

219 JAK阻害薬 リンヴォック錠7.5mg 院外限定

220 JAK阻害薬 リンヴォック錠15mg 院外限定

221 抗アレルギー薬
メディエーター遊離抑制薬
ﾘｻﾞﾍﾞﾝ後発薬 トラニラストカプセル１００ｍｇ「タイヨー」 ●

222 メディエーター遊離抑制薬 ケタスカプセル１０ｍｇ

223 H1受容体拮抗薬（第二世代） ゼスラン錠３ｍｇ

224 H1受容体拮抗薬（第二世代） アレグラ錠６０ｍｇ

225 H1受容体拮抗薬（第二世代） ディレグラ配合錠 院外限定

非ステロイド抗炎症薬
鎮痛・解熱薬
総合感冒薬
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226 H1受容体拮抗薬（第二世代） アレジオンドライシロップ１％（自主回収のため2021.3月マスタ止） 院外限定

227 H1受容体拮抗薬（第二世代） アレジオン錠２０ｍｇ 院外限定

228
H1受容体拮抗薬（第二世代）
ｱﾚｼﾞｵﾝ後発薬 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 ●

229 H1受容体拮抗薬（第二世代） エバステルＯＤ錠１０ｍｇ

230  H1受容体拮抗薬（第二世代） ザイザル錠５ｍｇ 院外限定

231
H2受容体拮抗薬（第二世代）
ザイザル後発薬 レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 ●

232 H1受容体拮抗薬（第二世代） ザイザルシロップ０．０５％ 院外限定

233 H1受容体拮抗薬（第二世代） タリオン錠１０ｍｇ 院外限定

234 H1受容体拮抗薬（第二世代） アレロックＯＤ錠５ｍｇ 院外限定

235
H1受容体拮抗薬（第二世代）
アレロック後発薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＡＡ」 ●

236 H1受容体拮抗薬（第二世代） アレロック顆粒０．５％ 院外限定

237 H1受容体拮抗薬（第二世代） クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ

238 H1受容体拮抗薬（第二世代） デザレックス錠５ｍｇ

239 H1受容体拮抗薬（第二世代） ビラノアOD錠２０ｍｇ

240 H1受容体拮抗薬（第二世代） ルパフィン錠１０ｍｇ

241 H1受容体拮抗薬（第一世代） レスタミンコーワ錠１０ｍｇ

242 H1受容体拮抗薬（第一世代） クロルフェニラミンマレイン酸塩散「イセイ」 院外限定

243 H1受容体拮抗薬（第一世代） d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠２ｍｇ「武田テバ」 ●

244 H1受容体拮抗薬（第一世代） ピレチア錠２５ｍｇ 院外限定

245 H1受容体拮抗薬（第一世代） アタラックスーＰカプセル２５ｍｇ

246 H1受容体拮抗薬（第一世代） ペリアクチンシロップ０．０４％ 院外限定

247 H1受容体拮抗薬（第一世代） ペリアクチン錠４ｍｇ

248 H1受容体拮抗薬（第一世代） ペリアクチン散１％ 院外限定

249 トロンボキサンＡ２合成阻害薬 ドメナン錠２００ｍｇ 院外限定

250
ロイコトリエン受容体拮抗薬
オノン後発品 プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「トーワ」 ●

251 ロイコトリエン受容体拮抗薬 キプレス錠１０ｍｇ 院外限定

252
ロイコトリエン受容体拮抗薬
キプレス後発薬 モンテルカスト錠１０ｍｇ「KM」 ●

253 肝疾患・アレルギー薬 グリチロン配合錠

254 糖尿病治療薬 ＳＵ類（第二世代） グリミクロン錠４０ｍｇ 院外限定

255 ＳＵ類（第二世代） ダオニール錠１．２５ｍｇ 院外限定

256 　 ＳＵ類（第三世代） アマリール錠０．５ｍｇ 院外限定

257 　 ＳＵ類（第三世代） アマリール錠１ｍｇ 院外限定

258
ＳＵ類（第三世代）
アマリール後発薬 グリメピリド錠１ｍｇ「杏林」 ●

259
ＳＵ類（第三世代）
アマリール後発薬 グリメピリド錠０．５ｍｇ「三和」 ●

260 　 速効型インスリン分泌促進薬 ファステイック錠３０ｍｇ 院外限定

261 　 速効型インスリン分泌促進薬 ファステイック錠９０ｍｇ

262 　 速攻型インスリン分泌促進薬 グルファスト錠１０ｍｇ 院外限定

263 速攻型インスリン分泌促進薬 グルファストOD錠１０ｍｇ

264  速攻型インスリン分泌促進薬 シュアポスト錠０．５ｍｇ

265 　 ビグアナイド類 メトグルコ錠２５０ｍｇ 院外限定

266
ビグアナイド類
メトグルコ後発薬 メトホルミン塩酸塩錠250mg「DSPB」 ●

267 ミトコンドリア機能改善薬 ツイミーグ錠500mg

268 　 αグルコシダーゼ阻害薬 ベイスンＯＤ錠０．２ｍｇ 院外限定

269 　 αグルコシダーゼ阻害薬 ベイスンＯＤ錠０．３ｍｇ 院外限定

270 　
αグルコシダーゼ阻害薬
ﾍﾞｲｽﾝ後発薬 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「武田テバ」 ●

271 　
αグルコシダーゼ阻害薬
ﾍﾞｲｽﾝ後発薬 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「武田テバ」 ●

272 　 αグルコシダーゼ阻害薬 グルコバイＯＤ錠５０ｍｇ

273 　 αグルコシダーゼ阻害薬 セイブル錠５０ｍｇ 院外限定

274
αグルコシダーゼ阻害薬
セイブル後発薬 ミグリトールOD錠５０ｍｇ「トーワ」 ●

275 　 チアゾリジン誘導体 アクトス錠１５ｍｇ 院外限定

276 　
チアゾリジン誘導体
アクトス後発薬 ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」 ●

277 　 ＤＰＰ－４阻害薬 グラクティブ錠５０ｍｇ

278 　 ＤＰＰ－４阻害薬 グラクティブ錠１００ｍｇ

279 ＤＰＰ－４阻害薬 エクア錠５０ｍｇ 院外限定

280 　 ＤＰＰ－４阻害薬 ネシーナ錠２５ｍｇ 院外限定

281 ＤＰＰ－４阻害薬 トラゼンタ錠５ｍｇ

282 ＤＰＰ－４阻害薬 テネリアOD錠20mg 院外限定

283 ＤＰＰ－４阻害薬 スイニー錠１００ｍｇ 院外限定

代謝系に作用する薬剤
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284 ＤＰＰ－４阻害薬 オングリザ錠２．５ｍｇ 院外限定

285 ＤＰＰ－４阻害薬 マリゼブ錠25mg 院外限定

286 ＤＰＰ－４阻害薬 ザファテック錠１００ｍｇ 院外限定

287 GLP-1受容体作動薬 リベルサス錠3mg

288 GLP-1受容体作動薬 リベルサス錠7mg 院外限定

289 GLP-1受容体作動薬 リベルサス錠14mg 院外限定

290 配合剤 リオベル配合錠LD

291 配合剤 グルベス配合OD錠 院外限定

292 配合剤 エクメット配合錠HD 院外限定

293 配合剤 イニシンク配合錠 院外限定

294 配合剤 オクトレオチド酢酸塩皮下注５０μｇ「サンド」 院外限定

295 配合剤 スージャヌ配合錠 院外限定

296 配合剤 トラディアンス配合錠AP 院外限定

297 配合剤 カナリア配合錠 院外限定

298 ＳＧＬＴ-２阻害薬 スーグラ錠２５ｍｇ 院外限定

299 ＳＧＬＴ-２阻害薬 スーグラ錠５０ｍｇ 院外限定

300 ＳＧＬＴ-２阻害薬 デベルザ錠２０ｍｇ

301 ＳＧＬＴ-２阻害薬 フォシーガ錠５ｍｇ

302 ＳＧＬＴ-２阻害薬 フォシーガ錠１０ｍｇ

303 ＳＧＬＴ-２阻害薬 ルセフィ錠２．５ｍｇ 院外限定

304 ＳＧＬＴ-２阻害薬 ルセフィ錠５ｍｇ 院外限定

305 ＳＧＬＴ-２阻害薬 カナグル錠１００ｍｇ 院外限定

306 ＳＧＬＴ-２阻害薬 ジャディアンス錠１０ｍｇ

307 アルドース還元酵素阻害薬 エパルレスタット錠５０ｍｇ「サワイ」 ●

308 糖尿病性神経障害治療薬 メキシチールカプセル１００ｍｇ

309 糖尿病性腎症治療薬 タナトリル錠５ｍｇ

310
スタチン
（HMG-CoA還元酵素阻害薬） メバロチン錠１０ｍｇ 院外限定

311
スタチン（HMG-CoA還元酵素阻害薬）
メバロチン後発薬 プラバスタチンＮａ塩錠１０ｍｇ「トーワ」 ●

312
スタチン（HMG-CoA還元酵素阻害薬）
リポバス後発薬 シンバスタチン錠５ｍｇ「トーワ」 ●

313
スタチン
（HMG-CoA還元酵素阻害薬） リピトール錠５ｍｇ 院外限定

314
スタチン
（HMG-CoA還元酵素阻害薬） リピトール錠１０ｍｇ 院外限定

315
スタチン
リピトール後発薬 アトルバスタチン錠５ｍｇ「DSEP」 ●

316
スタチン
リピトール後発薬 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「DSEP」 ● 院外限定

317
スタチン
（HMG-CoA還元酵素阻害薬） リバロＯＤ錠１ｍｇ 院外限定

318
スタチン
（HMG-CoA還元酵素阻害薬） リバロＯＤ錠２ｍｇ 院外限定

319
スタチン
リバロ後発薬 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「KOG」 ●

320
スタチン
（HMG-CoA還元酵素阻害薬） クレストール錠２．５ｍｇ 院外限定

321
スタチン
（HMG-CoA還元酵素阻害薬） クレストール錠５ｍｇ 院外限定

322
スタチン
（HMG-CoA還元酵素阻害薬） クレストールOD錠２．５ｍｇ 院外限定

323
スタチン
（HMG-CoA還元酵素阻害薬） クレストールOD錠５ｍｇ 院外限定

324
スタチン（HMG-CoA還元酵素阻害薬）
クレストール後発薬 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「DSEP」 ●

325
スタチン（HMG-CoA還元酵素阻害薬）
クレストール後発薬 ロスバスタチン錠５ｍｇ「DSEP」 ● 院外限定

326 レジン（陰イオン交換樹脂） コレバイン錠５００ｍｇ 院外限定

327 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 院外限定

328
小腸コレステロールトランスポーター阻害薬
ゼチーア後発薬 エゼチミブ錠10mg「DSEP」 ●

329 プロブコール ロレルコ錠２５０ｍｇ

330 フィブラート系薬 ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ

331  
フィブラート系薬
リピディル後発品 フェノフィブラート錠８０ｍｇ「武田テバ」 ●

332 フィブラート系薬 パルモディア錠0.1mg

333 ニコチン酸系薬 ユベラＮカプセル１００ｍｇ

334 ニコチン酸系薬 ペリシット錠２５０ｍｇ 院外限定

335 多価不飽和脂肪酸 エパデールＳ９００ 院外限定

336
多価不飽和脂肪酸
エパデール後発薬 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「TC」 ●

337 多価不飽和脂肪酸 ロトリガ粒状カプセル２ｇ/包 院外限定

338 多価不飽和脂肪酸 オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル「武田テバ」 ●

339 配合剤 アトーゼット配合錠ＬＤ 院外限定

340 配合剤 ロスーゼット配合錠HD 院外限定

341 痛風・高尿酸血症治療薬 痛風発作治療薬 コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」

342 　 尿酸排泄促進薬 ユリノーム錠２５ｍｇ

脂質異常症（高脂血症）
治療薬
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343 尿酸排泄促進薬 ユリス錠1mg 院外限定

344 尿酸生成抑制薬 アロプリノール錠１００ｍｇ「タナベ」 ●

345 尿酸生成抑制薬 フェブリク錠１０ｍｇ 院外限定

346 尿酸生成抑制薬 フェブキソスタット錠10㎎「DSEP」 ●

347 尿酸生成抑制薬 フェブリク錠２０ｍｇ 院外限定

348 尿酸生成抑制薬 フェブキソスタット錠20㎎「DSEP」 ●

349 尿酸生成抑制薬 フェブリク錠４０ｍｇ 院外限定

350 尿酸生成抑制薬 ウリアデック錠２０ｍｇ 院外限定

351 卵胞ホルモン(エストロゲン） ジュリナ錠０．５ｍｇ 院外限定

352 卵胞ホルモン(エストロゲン） プロセキソール錠０．５ｍｇ 院外限定

353 卵胞ホルモン(エストロゲン） エストリール錠１ｍｇ 院外限定

354 卵胞ホルモン(エストロゲン） プレマリン錠０．６２５ｍｇ

355 黄体ホルモン エフメノカプセル100mg 院外限定

356 黄体ホルモン デュファストン錠５ｍｇ 院外限定

357 黄体ホルモン プロベラ錠２．５ｍｇ 院外限定

358 黄体ホルモン ルトラール錠２ｍｇ 院外限定

359 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 プラノバール配合錠 院外限定

360 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 ウェールナラ配合錠 院外限定

361 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 ヤーズ配合錠 院外限定

362 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 ヤーズフレックス配合錠 院外限定

363
卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤
ルナベル後発薬 フリウェル配合錠LD「モチダ」 ● 院外限定

364 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 ルナベル配合錠LD 院外限定

365 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 ルナベル配合錠ULD 院外限定

366 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 ジェミーナ配合錠 院外限定

367 低用量OC アンジュ２８ 院外限定

368 低用量OC マーベロン２１ 院外限定

369 緊急避妊薬 ノルレボ錠０．７５ｍｇ 院外限定

370 排卵誘発薬 セキソビット錠１００ｍｇ 院外限定

371 排卵誘発薬 クロミッド錠５０ｍｇ 院外限定

372 子宮内膜症治療薬 ディナゲスト錠0.5mg 院外限定

373 子宮内膜症治療薬 ディナゲスト錠1mg 院外限定

374 子宮内膜症治療薬 ジエノゲスト錠１ｍｇ「モチダ」 ● 院外限定

375 子宮収縮薬 メチルエルゴメトリン錠０．１２５ｍｇ「あすか」

376 子宮収縮抑制薬 ウテメリン錠５ｍｇ 院外限定

377 子宮筋腫治療薬 レルミナ錠４０ｍｇ 院外限定

378 男性ホルモン製剤 蛋白同化ステロイド プリモボラン錠５ｍｇ

379 その他ホルモン製剤 TRH誘導体 セレジストＯＤ錠５ｍｇ 院外限定

380 下垂体後葉ホルモン ミニリンメルトOD錠２５μｇ 院外限定

381 甲状腺疾患治療剤 甲状腺ホルモン製剤 チラーヂンＳ錠２５μｇ

382 甲状腺ホルモン製剤 チラーヂンＳ錠５０μｇ

383 抗甲状腺薬 チウラジール錠５０ｍｇ

384 抗甲状腺薬 メルカゾール錠５ｍｇ

385 ヨウ素 ヨウ化カリウム「ホエイ」

386 ヨウ素 ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」

387 骨・カルシウム代謝薬 ビスホスホネート製剤 ボナロン錠３５mg 院外限定

388
ビスホスホネート製剤
ボナロン錠の後発 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「トーワ」 ●

389 ビスホスホネート製剤 ベネット錠１７．５ｍｇ 院外限定

390 ビスホスホネート製剤 ベネット錠７５ｍｇ 院外限定

391 ビスホスホネート製剤 アクトネル錠２．５ｍｇ 院外限定

392 　 ビスホスホネート製剤 ボノテオ錠５０ｍｇ

393 活性型ビタミンＤ３製剤 ワンアルファ錠０．５μｇ 院外限定

394
活性型ビタミンＤ３製剤

ワンアルファ後発薬
カルフィーナ錠０．５μｇ ●

395 活性型ビタミンＤ３製剤 エディロールカプセル０．７５μｇ 院外限定

396
活性型ビタミンＤ３製剤

エディロール後発薬
エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 ●

397 SERM エビスタ錠６０ｍｇ 院外限定

398 　 SERM ビビアント錠２０ｍｇ

399 その他 デノタスチュアブル配合錠

400 ビタミンＫ2製剤 グラケーカプセル１５ｍｇ

内分泌系薬剤
女性ホルモン製剤

子宮用剤
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401 カルシウム製剤 乳酸カルシウム「ケンエー」　ヒート１ｇ

402
ビタミン製剤 ビタミンＢ１・B１誘導体 アリナミンＦ糖衣錠２５ｍｇ 院外限定

403
ビタミンＢ１・B１誘導体

アリナミン後発薬
フルスルチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 ●

404 パントテン酸（B5) パントシン散２０％

405 ビタミンＢ６ ピドキサール錠１０ｍｇ

406 ビタミンＢ１２ メチコバール錠５００μｇ

407 葉酸 フォリアミン錠５ｍｇ

408 混合ビタミンＢ群 ビタメジン配合カプセルＢ２５

409 混合ビタミンＢ群 ノイロビタン配合錠

410 混合ビタミンＢ群 ビタノイリンカプセル５０ｍｇ 院外限定

411 ビタミンＣ シナール配合顆粒

412 ビタミンＥ ユベラ錠５０ｍｇ

413 カルニチン製剤 エルカルチンＦＦ内用液１０％分包１０ｍＬ

414 総合ビタミン製剤 調剤用パンビタン末

415 輸液・栄養製剤 カリウム製剤 グルコンサンＫ細粒４ｍｇｑ／ｇ

416 カリウム製剤 グルコンサンＫ錠５ｍＥq 院外限定

417 カリウム製剤 アスパラカリウム錠３００ｍｇ

418 ブドウ糖製剤 ブドウ糖

419 経口アミノ酸製剤 ESポリタミン配合顆粒２ｇ

420 経腸栄養剤（成分栄養） エレンタール配合内用剤

421 経腸栄養剤（半消化態） エンシュア・Ｈ（コーヒー）

422 経腸栄養剤（半消化態） エンシュア・Ｈ（黒糖）

423 経腸栄養剤（半消化態） エンシュア・Ｈ（バナナ） 院外限定

424 経腸栄養剤（半消化態） エネーボ配合経腸用液

425 経腸栄養剤（半消化態） ラコールＮＦ配合経腸用液（ミルクフレーバー）

426 経腸栄養剤（半消化態・半固形） ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 用時購入

427 肝不全用経腸栄養剤（成分栄養） ヘパンＥＤ配合内用剤 院外限定

428 肝不全用経腸栄養剤（半消化態） アミノレバンＥＮ配合散（コーヒー味）

429 肝不全用経腸栄養剤（半消化態） アミノレバンＥＮ配合散（フルーツ味）

430 肝硬変用経口アミノ酸製剤 リーバクト配合顆粒

431 肝硬変用経口アミノ酸製剤 リーバクト配合経口ゼリー 院外限定

432
造血薬 徐放鉄剤 フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ

433 有機酸鉄 フェロミア錠５０ｍｇ 院外限定

434
有機酸鉄
フェロミア後発薬 クエン酸第一鉄Na５０ｍｇ「サワイ」 ●

435 HIF-PH阻害薬 エベレンゾ錠20mg 院外限定

436 HIF-PH阻害薬 エベレンゾ錠50mg 院外限定

437 HIF-PH阻害薬 エベレンゾ錠100mg 院外限定

438 HIF-PH阻害薬 ダーブロック錠１ｍｇ 院外限定

439 HIF-PH阻害薬 ダーブロック錠２ｍｇ 院外限定

440 HIF-PH阻害薬 ダーブロック錠４ｍｇ 院外限定

441 HIF-PH阻害薬 ダーブロック錠６ｍｇ 院外限定

442 HIF-PH阻害薬 バフセオ錠150mg 院外限定

443 白血球減少症治療薬 セファランチン錠１ｍｇ 院外限定

444 トロンボポエチン受容体作動薬 レボレード錠１２．５ｍｇ

445 トロンボポエチン受容体作動薬 ムルプレタ錠３ｍｇ 院外限定

446 止血薬 血管強化薬 アドナ錠３０ｍｇ

447 抗プラスミン薬 トランサミンカプセル２５０ｍｇ 院外限定

448
抗プラスミン薬
トランサミン後発品 トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「トーワ」 ●

449 局所止血薬 トロンビン液モチダソフトボトル５千　５ｍL

450 抗血栓薬 DOAC（経口直接Xa阻害薬） リクシアナＯＤ錠15mg 院外限定

451 DOAC（経口直接Xa阻害薬） リクシアナＯＤ錠30mg

452 DOAC（経口直接Xa阻害薬） リクシアナＯＤ錠60mg

453 DOAC（経口直接Xa阻害薬） イグザレルトOD錠10mg

454 DOAC（経口直接Xa阻害薬） イグザレルトOD錠15mg

455 DOAC（経口直接Xa阻害薬） エリキュース２．５ｍｇ

456 DOAC（経口直接Xa阻害薬） エリキュース５ｍｇ 院外限定

ビタミン製剤、輸液・栄養製剤

血液製剤、血液に作用する薬剤
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457 DOAC（トロンビン直接阻害薬） プラザキサカプセル７５ｍｇ

458 DOAC（トロンビン直接阻害薬） プラザキサカプセル１１０ｍｇ

459 クマリン系薬 ワーファリン錠１ｍｇ

460 クマリン系薬 ワーファリン顆粒０．２％（２ｍｇ）

461 抗血小板薬 パナルジン錠１００ｍｇ 院外限定

462 抗血小板薬 プラビックス錠２５ｍｇ 院外限定

463 抗血小板薬 プラビックス錠７５ｍｇ 院外限定

464
抗血小板薬
プラビックス後発薬 クロピドグレル錠75mg「トーワ」 ●

465 抗血小板薬 コンプラビン配合錠 院外限定

466 抗血小板薬 エフィエント錠３．７５ｍｇ

467 抗血小板薬 エフィエント錠５ｍｇ

468 抗血小板薬 プレタールＯＤ錠５０ｍｇ 院外限定

469 抗血小板薬 プレタールＯＤ錠１００ｍｇ 院外限定

470
抗血小板薬
プレタール後発薬 シロスタゾールOD錠１００ｍｇ「トーワ」 ●

471 抗血小板薬 エパデールＳ９００ 院外限定

472 抗血小板薬 プロサイリン錠２０μｇ

473 抗血小板薬 アンプラーグ錠１００ｍｇ

474 抗血小板薬 バイアスピリン錠１００ｍｇ

475 抗血小板薬/PPIの配合剤 タケルダ配合錠 院外限定

476 抗血小板薬/PPIの配合剤 キャブピリン配合錠 院外限定

477 降圧薬 サイアザイド系利尿薬 フルイトラン錠２ｍｇ

478 サイアザイド系類似利尿薬 ナトリックス錠１ｍｇ

479 ループ利尿薬 ラシックス錠２０ｍｇ 院外限定

480
ループ利尿薬
ラシックス後発薬 フロセミド錠２０ｍｇ「武田テバ」 ●

481 MR拮抗薬 ミネブロOD錠2.5mg

482 K保持性利尿薬 アルダクトンA錠２５ｍｇ

483 K保持性利尿薬 セララ錠５０ｍｇ

484 β遮断薬 メインテート錠０．６２５ｍｇ 院外限定

485
β遮断薬
メインテート後発薬 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「トーワ」 ●

486 β遮断薬 メインテート錠２．５ｍｇ 院外限定

487 β遮断薬 メインテート錠５ｍｇ 院外限定

488
β遮断薬
メインテート後発薬 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 ●

489 β遮断薬 ケルロング錠１０ｍｇ 院外限定

490 β遮断薬 セロケンＬ錠１２０ｍｇ

491 β遮断薬 セロケン錠２０ｍｇ

492 β遮断薬 セレクトール錠１００ｍｇ 院外限定

493 β遮断薬 ミケランＬＡ　カプセル１５ｍｇ 院外限定

494 αβ遮断薬 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」

495 αβ遮断薬 アーチスト錠１．２５ｍｇ 院外限定

496
αβ遮断薬
アーチスト後発薬 カルベジロール錠１．２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ●

497 αβ遮断薬 アーチスト錠１０ｍｇ 院外限定

498
αβ遮断薬
アーチスト後発薬 カルベジロール錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ●

499 α遮断薬 エブランチルカプセル１５ｍｇ

500 α遮断薬 カルデナリンOD錠２ｍｇ 院外限定

501
α遮断薬
カルデナリン後発薬 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ファイザー」 ●

502 α遮断薬 デタントールＲ錠３ｍｇ 院外限定

503 Ｃａ拮抗薬 アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ 院外限定

504 Ｃａ拮抗薬　アムロジンＯＤ後発薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 ●

505 Ｃａ拮抗薬 ノルバスク錠５ｍｇ 院外限定

506 Ｃａ拮抗薬　ノルバスク後発薬 アムロジピンOD錠５ｍｇ「ファイザー」 ●

507 Ｃａ拮抗薬 アテレック錠１０ｍｇ

508 Ｃａ拮抗薬 アテレック錠２０ｍｇ 院外限定

509 Ｃａ拮抗薬 ニフェジピンカプセル５ｍｇ「サワイ」 ●

510 Ｃａ拮抗薬 アダラートＣＲ錠２０ｍｇ 院外限定

511 Ｃａ拮抗薬　アダラート後発薬 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ ●

512 Ｃａ拮抗薬 ニバジール錠４ｍｇ

513 Ｃａ拮抗薬 コニール錠８ｍｇ 院外限定

Ｃａ拮抗薬 ベニジピン塩酸塩8mg「テバ」 ●

循環器系に作用する薬剤
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514 Ｃａ拮抗薬 カルブロック錠８ｍｇ

515 アムロジピン＋スタチン配合剤 カデュエット配合錠４番 院外限定

516 アムロジピン＋スタチン配合剤 アマルエット配合錠4番「サワイ」 ●

517 Ｃａ拮抗薬 ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ

518 ＡＣＥ阻害薬 レニベース錠５ｍｇ 院外限定

519 ＡＣＥ阻害薬 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 ●

520 ＡＣＥ阻害薬 タナトリル錠５ｍｇ

521 ＡＣＥ阻害薬 エースコール錠２㎎ 院外限定

522 ＡＣＥ阻害薬 コバシル錠４ｍｇ

523 ＡＲＢ ブロプレス錠４ｍｇ 院外限定

524 ＡＲＢ ブロプレス錠８ｍｇ 院外限定

525
ＡＲＢ
ブロプレス後発薬 カンデサルタン錠４ｍｇ「武田テバ」 ●

526
ＡＲＢ
ブロプレス後発薬 カンデサルタン錠８ｍｇ「武田テバ」 ●

527 ＡＲＢ ディオバン錠８０ｍｇ 院外限定

528
ＡＲＢ
ディオバン後発薬 バルサルタン錠８０ｍｇ「サンド」 ●

529 ＡＲＢ ミカルディス錠２０ｍｇ 院外限定

530
ＡＲＢ
ミカルディス後発薬 テルミサルタン錠２０ｍｇ「DSEP」 ●

531 ＡＲＢ ミカルディス錠４０ｍｇ 院外限定

532 ＡＲＢ オルメテックOD錠１０ｍｇ 院外限定

533
ＡＲＢ
オルメテック後発薬 オルメサルタンOD錠１０ｍｇ「DSEP」 ●

534 ＡＲＢ オルメテックOD錠２０ｍｇ 院外限定

535
ＡＲＢ
オルメテック後発薬 オルメサルタンOD錠２０ｍｇ「DSEP」 ●

536 ＡＲＢ オルメテックOD錠４０ｍｇ 院外限定

537
ＡＲＢ
アバプロ後発品 イルベサルタン錠１００ｍｇ「ＤＳＰＢ」 ●

538 ＡＲＢ アジルバ錠２０ｍｇ 院外限定

539 ＡＲＢ アジルバ錠４０ｍｇ

540 ＡＲＢ＋利尿薬合剤 エカード配合錠ＨＤ「タケダ」 院外限定

541 ＡＲＢ＋利尿薬合剤 ミコンビ配合錠ＡＰ 院外限定

542
ＡＲＢ＋利尿薬合剤
ミコンビ後発薬 テルチア配合錠ＡＰ「DSEP」 ●

543 ＡＲＢ＋Ｃａ拮抗薬 レザルタス配合錠LD

544 ＡＲＢ＋Ｃａ拮抗薬 レザルタス配合錠ＨＤ

545 ＡＲＢ＋Ｃａ拮抗薬 ユニシア配合錠ＨＤ 院外限定

546
ＡＲＢ＋Ｃａ拮抗薬
ユニシア後発薬 カムシア配合錠ＨＤ「あすか」 ●

547 ＡＲＢ＋Ｃａ拮抗薬 ミカムロ配合錠AP 院外限定

548
ＡＲＢ＋Ｃａ拮抗薬
ミカムロ後発薬 テラムロ配合錠ＡＰ「DSEP」 ●

549
ＡＲＢ＋Ｃａ拮抗薬
アイミクス後発品 イルアミクス配合錠HD「ＤＳＰＢ」 ●

550 ＡＲＢ＋Ｃａ拮抗薬 ザクラス配合錠HD 院外限定

551 ＡＲＢ＋ネプリライシン阻害薬 エンレスト錠５０ｍｇ 院外限定

552 ＡＲＢ＋ネプリライシン阻害薬 エンレスト錠１００ｍｇ

553 ＡＲＢ＋ネプリライシン阻害薬 エンレスト錠２００ｍｇ 院外限定

554 利尿薬 ラジレス錠１５０ｍｇ 院外限定

555 狭心症治療薬 硝酸薬 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ ●

556 硝酸薬 ニトロールＲカプセル２０ｍｇ

557 硝酸薬 アイトロール錠２０ｍｇ 院外限定

558 その他の冠拡張薬 ペルサンチン錠２５ｍｇ

559 その他の冠拡張薬 コメリアンコーワ錠５０ｍｇ 院外限定

560 その他の冠拡張薬 シグマート錠５ｍｇ 院外限定

561
その他の冠拡張薬
シグマート後発薬 ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」 ●

562 抗不整脈薬 Naチャネル遮断薬（クラスⅠa群） リスモダンＲ錠１５０ｍｇ

563 Naチャネル遮断薬（クラスⅠa群） シベノール錠１００ｍｇ

564 Naチャネル遮断薬（クラスⅠa群） ピメノールカプセル５０ｍｇ 院外限定

565 Naチャネル遮断薬（クラスⅠb群） メキシチールカプセル１００ｍｇ 院外限定

566
Naチャネル遮断薬（クラスⅠb群）
メキシチール後発薬 メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「トーワ」 ●

567 Naチャネル遮断薬（クラスⅠb群） アスペノンカプセル１０ｍｇ

568 Naチャネル遮断薬（クラスⅠｃ群） タンボコール錠５０㎎

569 Naチャネル遮断薬（クラスⅠｃ群） サンリズムカプセル２５ｍｇ 院外限定

570 Naチャネル遮断薬（クラスⅠｃ群） サンリズムカプセル５０ｍｇ 院外限定

571
Naチャネル遮断薬（クラスⅠｃ群）
サンリズム後発薬 ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ●

572 クラスⅢ群 アンカロン錠１００ｍｇ 院外限定
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573 クラスⅢ群 ソタコール錠80mg 院外限定

574
クラスⅢ群
アンカロン後発薬 アミオダロン塩酸塩速崩５０ｍｇ「TE」 ●

575 Ｃａ拮抗薬 ワソラン錠４０ｍｇ

576 Ｃａ拮抗薬 ベプリコール錠50mg

577 心不全治療薬、昇圧薬 ジギタリス製剤 ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ｍｇ

578 ジギタリス製剤 ジゴシン錠０．２５ｍｇ 院外限定

579 カテコラミン系 メトリジン錠２ｍｇ 院外限定

580 カテコラミン系 リズミック錠１０ｍｇ

581
ＰＤＥⅢ阻害薬
アカルディ後発薬 ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 ●

582 HCNチャネル阻害薬 コララン錠２．５ｍｇ 院外限定

583 可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬 ベリキューボ錠２．５ｍｇ 院外限定

584 可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬 ベリキューボ錠５ｍｇ 院外限定

585 その他 ノイキノン錠１０ｍｇ 院外限定

586 血管拡張薬
プロスタグランジン製剤　抗血栓
オパルモン後発薬 リマプロストアルファデクス錠５μｇ「SN」 ●

587 肺高血圧症治療薬　PDE-5阻害薬 アドシルカ錠２０ｍｇ 院外限定

588
肺高血圧症治療薬　PDE-6阻害薬
アドシルカ後発薬 タダラフィル錠20mgAD「TE」 ●

589 血管拡張薬 カルナクリン錠５０単位

590 利尿薬 ループ利尿薬 ダイアート錠６０ｍｇ 院外限定

591
ループ利尿薬
ダイアート後発薬 アゾセミド錠６０ｍｇ「JG」 ●

592 ループ利尿薬 ルプラック錠４ｍｇ 院外限定

593 ループ利尿薬 トラセミドOD錠４ｍｇ「TE」 ●

594 利尿薬 ダイアモックス錠２５０ｍｇ

595 脳圧降下 イソバイドシロップ７０％分包３０ｍｌ

596 バソプレシン拮抗薬 サムスカOD錠１５ｍｇ

597 バソプレシン拮抗薬 サムスカOD錠７．５ｍｇ 院外限定

598 バソプレシン拮抗薬 トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 ●

599
気管支喘息治療薬　β刺激薬 ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩散１０％「マルイシ」

600 β2刺激 スピロペント錠１０μｇ 院外限定

601 気管支喘息治療薬　β刺激薬 メプチンシロップ５μｇ/ｍｌ 院外限定

602 テオフィリン薬(キサンチン誘導体) テオロング錠１００ｍｇ

603 テオフィリン薬(キサンチン誘導体) テオロング錠２００ｍｇ 院外限定

604
テオフィリン薬(キサンチン誘導体)
ユニフィルLA錠後発品 テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」

605 呼吸障害改善薬 肺線維化抑制薬 ピレスパ２００ｍｇ 院外限定

606 肺線維化抑制薬 オフェブカプセル１００ｍｇ 用時購入

607 肺線維化抑制薬 オフェブカプセル１５０ｍｇ 用時購入

608 鎮咳薬、去痰薬 中枢性麻薬性鎮咳薬 コデインリン酸塩散１％「シオエ」

609 中枢性麻薬性鎮咳薬 コデインリン酸塩錠５ｍｇ「シオエ」

610 中枢性非麻薬性鎮咳薬 メジコン散１０％ 院外限定

611 中枢性非麻薬性鎮咳薬 メジコン錠１５ｍｇ

612 中枢性非麻薬性鎮咳薬 レスプレン錠２０ｍｇ

613 慢性咳嗽治療薬 リフヌア錠４５ｍｇ 院外限定

614 鎮咳去痰配合剤 セキコデ配合シロップ

615 刺激性去痰薬 セネガシロップ

616 気道粘液溶解薬 ビソルボンシロップ０．０８％ 院外限定

617 気道粘液溶解薬 ビソルボン細粒２％

618 気道粘液修復薬 ムコダインＤＳ５０％

619 気道粘液修復薬 ムコダイン錠５００ｍｇ 院外限定

620
気道粘液修復薬
ムコダイン後発薬 カルボシステイン錠500mg「トーワ」 ●

621 気道分泌細胞正常化薬 クリアナール錠２００ｍｇ

622
気道潤滑薬
ムコソルバンＬ後発品

アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「ニプロ」 ●

623 気道潤滑薬 ムコソルバン内用液０．７５％ 院外限定

624 気道潤滑薬 ムコソルバン錠１５ｍｇ 院外限定

625 去痰薬　ムコソルバン後発薬 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「タイヨー」 ●

626
胃腸機能調節薬 ドパミン受容体拮抗薬 プリンペラン錠５ｍｇ 院外限定

627
ドパミン受容体拮抗薬
プリンペラン後発薬 メトクロプラミド錠５ｍｇ「テバ」 ●

628  ドパミン受容体拮抗薬 ナウゼリン錠OD１０ｍｇ 院外限定

気管支拡張薬、
気管支喘息治療薬

消化器系に作用する薬剤

呼吸器系に作用する薬剤
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629
ドパミン受容体拮抗薬
ナウゼリン後発薬 ドンペリドン錠１０ｍｇ「トーワ」 ●

630 ドパミン受容体拮抗薬 ガナトン錠５０ｍｇ

631 オピアト作動薬 セレキノン錠１００ｍｇ

632 セロトニン受容体作動薬 ガスモチン錠５ｍｇ 院外限定

633
セロトニン受容体作動薬
ガスモチン後発薬 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「EE」 ●

634 消化酵素配合薬 ベリチーム配合顆粒

635 消化性潰瘍治療薬 プロトンポンプ阻害薬　ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ後発薬 オメプラゾール錠１０ｍｇ「トーワ」 ●

636 プロトンポンプ阻害薬　ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ後発薬 オメプラゾール錠２０ｍｇ「トーワ」 ●

637 プロトンポンプ阻害薬 タケプロンＯＤ錠１５ｍｇ 院外限定

638 プロトンポンプ阻害薬 タケプロンＯＤ錠３０ｍｇ 院外限定

639 プロトンポンプ阻害薬　ﾀｹﾌﾟﾛﾝ後発薬 ランソプラゾールOD錠１５ｍｇ「武田テバ」 ●

640 プロトンポンプ阻害薬　ﾀｹﾌﾟﾛﾝ後発薬 ランソプラゾールOD錠３０ｍｇ「武田テバ」 ●

641 プロトンポンプ阻害薬 パリエット錠５ｍｇ 院外限定

642 プロトンポンプ阻害薬 パリエット錠１０ｍｇ 院外限定

643 プロトンポンプ阻害薬 ネキシウムカプセル１０ｍｇ

644 プロトンポンプ阻害薬 ネキシウムカプセル２０ｍｇ

645 プロトンポンプ阻害薬 ネキシウム懸濁用顆粒分包１０ｍｇ

646 H2受容体拮抗薬 ガスターＤ錠２０ｍｇ 院外限定

647 H2受容体拮抗薬　ｶﾞｽﾀｰ後発薬 ファモチジンOD錠２０ｍｇ「Me」 ●

648 H2受容体拮抗薬 タガメット細粒２０％ 院外限定

649 H2受容体拮抗薬 タガメット錠２００ｍｇ 院外限定

650 H2受容体拮抗薬 アシノン錠１５０ｍｇ

651 H3受容体拮抗薬 プロテカジン錠１０ｍｇ 院外限定

652 選択的ムスカリン受容体拮抗薬 ガストロゼピン錠２５ｍｇ 院外限定

653 四級アンモニウム塩合成抗コリン薬 ブスコパン錠１０ｍｇ

654 制酸剤 炭酸水素ナトリウム「ケンエー」　ヒート１ｇ

655  鎮痙疼痛 ロートエキス散「ホエイ」

656 プロスタグランジン製剤 サイトテック錠１００μｇ

657 防御因子増強薬 アルサルミン内用液１０％ 院外限定

658 防御因子増強薬　ｱﾙｻﾙﾐﾝ後発薬 スクラルファート内用液１０％「NIG」 ●

659 防御因子増強薬 ガストローム顆粒６６．７％

660 防御因子増強薬 セルベックス細粒１０％ヒート１ｇ

661 防御因子増強薬 ムコスタ錠１００ｍｇ 院外限定

662
防御因子増強薬
ムコスタ後発薬 レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 ●

663 防御因子増強薬 アルロイドＧ内用液５％

664 防御因子増強薬 プロマックＤ錠７５ｍｇ 院外限定

665
防御因子増強薬
プロマックD後発薬 ポラプレジンクOD錠７５ｍｇ「サワイ」 ●

666 防御因子増強薬 ガスロンNOD錠４ｍｇ

667 防御因子増強薬 アズロキサ顆粒２．５％ 院外限定

668 配合剤 マーズレンＳ配合顆粒０．６７ｇ

669 配合剤 コランチル配合顆粒

670 ヘリコバクターピロリ除菌薬 ラベキュアパック４００ 院外限定

671 ヘリコバクターピロリ除菌薬 ラベファインパック 院外限定

672 ヘリコバクターピロリ除菌薬 ボノサップパック４００ 院外限定

673 ヘリコバクターピロリ除菌薬 ボノピオンパック 院外限定

674 酸分泌抑制薬 タケキャブ錠１０ｍｇ

675 酸分泌抑制薬 タケキャブ錠２０ｍｇ

676 腸疾患治療薬 腸運動抑制薬 ロペミンカプセル１ｍｇ

677 収斂薬 タンニン酸アルブミン原末「ニッコー」

678 吸着薬 アドソルビン原末

679 殺菌薬 フェロベリン配合錠

680 活性生菌製剤 ビオフェルミン配合散 院外限定

681 活性生菌製剤 ビオフェルミン錠剤 ●

682 活性生菌製剤 ミヤＢＭ細粒

683 活性生菌製剤 ミヤＢＭ錠 院外限定

684 活性生菌製剤 ビオスリー配合OD錠 院外限定

685 活性生菌製剤 ビオフェルミンＲ散 ●

686 消化管ガス駆除薬 ガスコン錠４０ｍｇ

687 消化管ガス駆除薬 ガスコンドロップ内用液２％ 院外限定
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688
消化管ガス駆除薬
ガスコンドロップ後発薬 ジメチコン内用液 2％「ホリイ」 ●

689 炎症性腸疾患治療薬 サラゾピリン錠５００ｍｇ

690 炎症性腸疾患治療薬 ペンタサ錠５００ｍｇ

691 炎症性腸疾患治療薬 ペンタサ錠２５０ｍｇ 院外限定

692
炎症性腸疾患治療薬
ペンタサ後発薬 メサラジン錠２５０ｍｇ「トーワ」 ●

693 炎症性腸疾患治療薬 ペンタサ顆粒９４％　１０００ｍｇ 院外限定

694 炎症性腸疾患治療薬 リアルダ錠1200mg 院外限定

695 炎症性腸疾患治療薬 アサコール錠４００ｍｇ 院外限定

炎症性腸疾患治療薬 ケアラム錠25mg 用時購入

696 炎症性腸疾患治療薬 ゼンタコートカプセル３ｍｇ 院外限定

697 過敏性腸症候群治療薬 ポリフル錠５００ｍｇ

698 過敏性腸症候群治療薬 トランコロン錠７．５ｍｇ 院外限定

699 過敏性腸症候群治療薬 イリボー錠５μｇ 院外限定

700 過敏性腸症候群治療薬 イリボー錠２．５μｇ 院外限定

701 過敏性腸症候群治療薬 イリボーOD錠５μｇ 院外限定

702 過敏性腸症候群治療薬 イリボーOD錠２．５μｇ 院外限定

703 過敏性腸症候群治療薬 リンゼス錠０．２５ｍｇ

704 下剤 塩類下剤 酸化マグネシウム細粒８３％「ケンエー」 ●

705 塩類下剤 酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」 ●

706 塩類下剤 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 ●

707 塩類下剤 酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」 ●

708 ポリエチレングリコール製剤 モビコール配合内用剤LD 6.9g/包

709 大腸刺激性下剤 プルゼニド錠１２ｍｇ 院外限定

710
大腸刺激性下剤
プルゼニド後発薬 センノシド錠１２ｍｇ「NIG」 ●

711 大腸刺激性下剤 ラキソベロン錠２．５ｍｇ

712 大腸刺激性下剤 ラキソベロン内用液０．７５％ 院外限定

713
大腸刺激性下剤
ラキソベロン内用液　後発薬

ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「タナベ」 ●

714 その他 アミティーザカプセル２４μg

715 その他 グーフィス錠５ｍｇ 院外限定

716 その他 スインプロイク錠０．２ｍｇ

717 その他 マグコロール散68％分包 50g

718 その他 マグコロール散68％分包 100g（在宅用パウチ）

719 その他 モビプレップ配合内用剤 用時購入

720 肝疾患治療薬 抗C型肝炎ウイルス薬 レベトールカプセル２００ｍｇ

721 抗C型肝炎ウイルス薬 コペガス錠２００ｍｇ

722 抗C型肝炎ウイルス薬 ハーボニー配合錠

723 抗C型肝炎ウイルス薬 ソバルディ錠４００ｍｇ

724 抗C型肝炎ウイルス薬 マヴィレット配合錠

725 抗B型肝炎ウイルス薬 ゼフィックス錠１００ｍｇ

726 抗B型肝炎ウイルス薬 ヘプセラ錠１０ｍｇ

727 抗B型肝炎ウイルス薬 バラクルード錠０．５ｍｇ 院外限定

728
抗B型肝炎ウイルス薬
バラクルード後発薬 エンテカビル錠0.5mg「トーワ」 ●

729 抗B型肝炎ウイルス薬 テノゼット錠３００ｍｇ 院外限定

730 抗B型肝炎ウイルス薬 ベムリディ錠25mg

731 肝不全治療薬 モニラック・シロップ６５％ 院外限定

732
肝不全治療薬
モニラックシロップ後発薬 ラクツロースシロップ６５％「タカタ」 ●

733
肝不全治療薬
モニラックシロップ後発薬 ラグノスNF経口ゼリー分包１２ｇ ●

734 肝不全治療薬 モニラック・シロップ６５％　１０ｍL/包 院外限定

735 肝不全治療薬 リフキシマ錠２００ｍｇ

736 金属解毒薬 ノベルジン錠５０ｍｇ

737 胆道疾患治療薬 催胆薬(胆汁酸利胆薬) ウルソ錠１００ｍｇ 院外限定

738
催胆薬(胆汁酸利胆薬)
ウルソ後発薬 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トーワ」 ●

739 排胆薬 コスパノン錠８０ｍｇ

740 膵疾患治療薬 蛋白分解酵素阻害薬 フオイパン錠１００ｍｇ 院外限定

741
蛋白分解酵素阻害薬　フオイパン後発
薬 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「ﾃﾊﾞ」 ●

742 膵酵素補充薬 リパクレオンカプセル１５０ｍｇ 院外限定

743 その他 機能性ディスペプシア治療薬 アコファイド錠１００ｍｇ

744 統合失調症 ヒルナミン錠５ｍｇ 院外限定抗精神病薬、抗うつ薬、
気分安定薬、精神刺激薬

神経系に作用する薬剤
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745 統合失調症 ラツーダ錠２０ｍｇ 院外限定

746 統合失調症 ラツーダ錠４０ｍｇ 院外限定

747 統合失調症 ラツーダ錠６０ｍｇ 院外限定

748 統合失調症 ラツーダ錠８０ｍｇ 院外限定

749 フェノチアジン系抗精神病薬 コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ

750 フェノチアジン系抗精神病薬 ヒルナミン錠50mg 院外限定

751 フェノチアジン系抗精神病薬 ノバミン錠５ｍｇ

752 フェノチアジン系抗精神病薬 ニューレプチル錠5mg 院外限定

753 フェノチアジン系抗精神病薬 ニューレプチル錠25mg 院外限定

754 ブチロフェノン系抗精神病薬 セレネース細粒１％ 院外限定

755 ブチロフェノン系抗精神病薬 セレネース錠１ｍｇ

756
ブチロフェノン系抗精神病薬
インプロメン後発品 ブロムペリドール細粒１％「アメル」 ● 院外限定

757
ベンザミド系抗精神病薬
ドグマチール後発品 スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」 ●

758 ベンザミド系抗精神病薬 グラマリール錠２５ｍｇ

759 セロトニン・ドパミン遮断薬 リスパダールＯＤ錠１ｍｇ

760 セロトニン・ドパミン遮断薬 リスパダール内服液１ｍｇ／ｍｌ

761 セロトニン・ドパミン遮断薬 インヴェガ錠６ｍｇ 院外限定

762 セロトニン・ドパミン遮断薬 ルーラン錠４ｍｇ 院外限定

763 セロトニン・ドパミン遮断薬 ロナセン錠４ｍｇ 院外限定

764
セロトニン・ドパミン遮断薬
ロナセンAG製剤 ブロナンセリン錠４ｍｇ「DSEP」 ●

765 多元受容体作用抗精神病薬 ジプレキサザイディス錠２．５ｍｇ 院外限定

766 多元受容体作用抗精神病薬 オランザピンOD錠2.5mg「アメル」 ●

767 多元受容体作用抗精神病薬 ジプレキサザイディス錠５ｍｇ 院外限定

768 多元受容体作用抗精神病薬 セロクエル錠２５ｍｇ

769 多元受容体作用抗精神病薬 ビプレッソ徐放錠50mg 院外限定

770 多元受容体作用抗精神病薬 ビプレッソ徐放錠150mg 院外限定

771 多元受容体作用抗精神病薬 シクレスト舌下錠５ｍｇ 院外限定

772 多元受容体作用抗精神病薬 シクレスト舌下錠１０ｍｇ 院外限定

773 ドパミン受容体部分作動薬 エビリファイ錠１ｍｇ 院外限定

774 ドパミン受容体部分作動薬 エビリファイ錠３ｍｇ 院外限定

775 ドパミン受容体部分作動薬 アリピプラゾール錠３㎎「サワイ」 ●

776 ドパミン受容体部分作動薬 レキサルティ錠１ｍｇ 院外限定

777 ドパミン受容体部分作動薬 レキサルティ錠２ｍｇ 院外限定

778 三環系抗うつ薬 アナフラニール錠１０ｍｇ 院外限定

779 三環系抗うつ薬 トリプタノール錠１０ｍｇ

780 三環系抗うつ薬 アモキサンカプセル２５ｍｇ 院外限定

781 三環系抗うつ薬 トフラニール錠１０ｍｇ

782 四環系抗うつ薬 テトラミド錠１０ｍｇ

783 四環系抗うつ薬 ルジオミール錠１０ｍｇ 院外限定

784 ＳＳＲＩ パキシル錠１０ｍｇ 院外限定

785 ＳＳＲＩ パキシルCR錠１2.5ｍｇ

786 ＳＳＲＩ ジェイゾロフト錠２５ｍｇ

787 ＳＳＲＩ ルボックス錠２５ｍｇ

788 ＳＳＲＩ レクサプロ錠１０ｍｇ

789  ＳＮＲＩ サインバルタカプセル２０ｍｇ 院外限定

790
ＳＮＲＩ
サインバルタ後発薬 デュロキセチン錠20mg「トーワ」 ●

791 ＳＮＲＩ トレドミン錠２５ｍｇ

792 ＳＮＲＩ イフェクサーSRカプセル３７．５ｍｇ 院外限定

793 ＳＮＲＩ イフェクサーSRカプセル７５ｍｇ 院外限定

794 ＮａＳＳＡ レメロン錠１５ｍｇ

795 ＮａＳＳＡ レメロン錠３０ｍｇ 院外限定

796 S-RIM トリンテリックス錠１０ｍｇ 院外限定

797 S-RIM トリンテリックス錠２０ｍｇ 院外限定

798 その他の抗うつ薬 レスリン錠２５ｍｇ 院外限定

799
その他の抗うつ薬
レスリン後発品 トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 ●

800 気分安定薬 リーマス錠２００ｍｇ 院外限定

801 気分安定薬 炭酸リチウム錠200mg「大正」 ●

802 精神刺激薬 リタリン錠１０ｍｇ 登録医師のみ

803 精神刺激薬 モディオダール錠１００ｍｇ 登録医師のみ

抗精神病薬、抗うつ薬、
気分安定薬、精神刺激薬
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804 抗不安薬・睡眠薬 BZ系抗不安薬　短時間型 リーゼ錠５ｍｇ

805 BZ系抗不安薬　短時間型 リーゼ顆粒１０％ 院外限定

806
BZ系抗不安薬　短時間型
デパス後発薬 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「トーワ」 ●

807 BZ系抗不安薬　短時間型 デパス錠０．５ｍｇ 院外限定

808
BZ系抗不安薬　短時間型
デパス後発薬 エチゾラム錠０．５ｍｇ「EMEC」 ●

809 BZ系抗不安薬　短時間型 デパス錠１ｍｇ 院外限定

810
BZ系抗不安薬　短時間型
デパス後発薬 エチゾラム錠１ｍｇ「日医工」 ● 院外限定

811 BZ系抗不安薬　中間型 ソラナックス錠０．４ｍｇ

812 BZ系抗不安薬　中間型 ワイパックス錠０．５ｍｇ 院外限定

813
BZ系抗不安薬　中間型
後発薬 ブロマゼパム錠２ｍｇ「サンド」 ●

814 BZ系抗不安薬　長時間型 セルシン錠２ｍｇ

815 BZ系抗不安薬　長時間型 セルシン錠５ｍｇ

816 BZ系抗不安薬　長時間型 セパゾン錠１ｍｇ

817 BZ系抗不安薬　超長時間型 メイラックス錠１ｍｇ

818 セロトニン1A部分作動薬 セディール錠１０ｍｇ

819 BZ系睡眠薬　超短時間型 ハルシオン錠０．１２５ｍｇ 院外限定

820
BZ系睡眠薬　超短時間型
ハルシオン後発薬 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ●

821 BZ系睡眠薬　短時間型 レンドルミンD錠０．２５ｍｇ 院外限定

822
BZ系睡眠薬　短時間型
レンドルミンD錠後発薬 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「テバ」 ●

823 BZ系睡眠薬　短時間型 リスミー錠１ｍｇ

824 BZ系睡眠薬　中間型 サイレース錠１ｍｇ

825
BZ系睡眠薬　中間型
サイレース後発品 フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 院外限定

826 BZ系睡眠薬　中間型 ユーロジン錠1mg錠

827 BZ系睡眠薬　中間型 ユーロジン錠2mg錠 院外限定

828 BZ系睡眠薬　長時間型 ドラール錠１５ｍｇ

829 非BZ系睡眠薬　超短時間型 マイスリー錠５ｍｇ 院外限定

830
非BZ系睡眠薬　超短時間型
マイスリー後発薬 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＫＭＰ」 ●

831 非BZ系睡眠薬　超短時間型 アモバン錠７．５ｍｇ 院外限定

832
非BZ系睡眠薬　超短時間型
アモバン錠後発薬 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「サワイ」 ●

833 非BZ系睡眠薬　超短時間型 ルネスタ錠１ｍｇ 院外限定

834
非BZ系睡眠薬　超短時間型
ルネスタ後発薬 エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」 ●

835 非BZ系睡眠薬　超短時間型 ルネスタ錠２ｍｇ 院外限定

836 非BZ系睡眠薬　超短時間型 ルネスタ錠３ｍｇ 院外限定

837 メラトニン受容体作動薬 ロゼレム錠８ｍｇ

838 オレキシン受容体拮抗薬 ベルソムラ錠１５ｍｇ

839 オレキシン受容体拮抗薬 ベルソムラ錠２０ｍｇ

840 オレキシン受容体拮抗薬 デエビゴ錠２．５ｍｇ 院外限定

841 オレキシン受容体拮抗薬 デエビゴ錠５ｍｇ

842 オレキシン受容体拮抗薬 デエビゴ錠１０ｍｇ 院外限定

843 抗てんかん薬 バルビツール酸系薬 フェノバール散１０％

844 ヒダントイン系薬 アレビアチン散１０％

845 ヒダントイン系薬 アレビアチン錠１００ｍｇ 院外限定

846 ベンゾジアゼピン系薬 リボトリール錠０．５ｍｇ

847 ベンゾジアゼピン系薬 リボトリール細粒０．５％ 院外限定

848 ベンゾジアゼピン系薬 マイスタン錠１０ｍｇ 院外限定

849 イミノスチルベン系薬 テグレトール錠１００ｍｇ

850 イミノスチルベン系薬 テグレトール錠２００ｍｇ 院外限定

851 分枝脂肪酸系薬 テパケンＲ錠２００ｍｇ

852 分枝脂肪酸系薬 デパケンシロップ５％ 院外限定

853
分枝脂肪酸系薬
デパケンシロップ後発薬 バルプロ酸Naシロップ５％「フジナガ」 ●

854 分枝脂肪酸系薬 セレニカＲ顆粒４０％

855 ベンズイソキサゾール系薬 エクセグラン錠１００ｍｇ

856 新世代薬 ガバペン錠２００ｍｇ

857 新世代薬 トピナ錠５０ｍｇ 院外限定

858 新世代薬 ラミクタール錠２５ｍｇ

859 新世代薬 ラミクタール錠100mg 院外限定

860 新世代薬 イーケプラ錠５００ｍｇ 院外限定

861 新世代薬 レベチラセタム錠５００ｍｇ「ＪＧ」 ●

862 新世代薬 フィコンパ錠２ｍｇ 院外限定
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863 新世代薬 フィコンパ錠４ｍｇ 院外限定

864 新世代薬 ビムパット錠50mg 用時購入

865 新世代薬 ビムパット錠100mg 院外限定

866 片頭痛治療薬 トリプタン系薬 イミグラン錠５０ｍｇ 院外限定

867 トリプタン系薬 マクサルト錠ＲＰＤ１０ｍｇ

868 セロトニン5-HT1F受容体作動薬 レイボ－錠50mg 院外限定

869 セロトニン5-HT1F受容体作動薬 レイボ－錠100mg 院外限定

870 Ｃａ拮抗薬 ミグシス錠５ｍｇ

871 制吐剤　鎮暈薬 中枢性制吐・鎮暈薬 トラベルミン配合錠

872 5-HT3受容体拮抗制吐薬 カイトリル細粒０．４％

873 5-HT3受容体拮抗制吐薬 カイトリル錠１ｍｇ

874 NK1受容体拮抗薬 イメンドカプセル１２５ｍｇ 院外限定

875
NK1受容体拮抗薬
イメンド後発薬 アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「NK」 ●

876 NK1受容体拮抗薬 イメンドカプセル８０ｍｇ 院外限定

877
NK1受容体拮抗薬
イメンド後発薬 アプレピタントカプセル８０ｍｇ「NK」 ●

878 抗めまい薬 メリスロン錠６ｍｇ 院外限定

879
抗めまい薬
メリスロン後発薬 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「トーワ」 ●

880 抗めまい薬 セファドール錠２５ｍｇ 院外限定

881 抗めまい薬 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「トーワ」 ●

882 パーキンソン病治療薬 レボドパ含有製剤 メネシット配合錠１００ｍｇ 院外限定

883
レボドパ含有製剤
メネシット配合錠後発薬 ドパコール配合錠Ｌ５０ ● 院外限定

884
レボドパ含有製剤
メネシット配合錠後発薬 ドパコール配合錠Ｌ１００ ●

885 レボドパ含有製剤 マドパー配合錠

886 レボドパ含有製剤 スタレボ配合錠Ｌ５０ 院外限定

887 レボドパ含有製剤 スタレボ配合錠Ｌ１００ 院外限定

888 ＭＡＯ－Ｂ阻害薬 エフピーＯＤ錠２．５ｍｇ

889 ＭＡＯ－Ｂ阻害薬 アジレクト錠０．５ｍｇ 院外限定

890 ＭＡＯ－Ｂ阻害薬 アジレクト錠１ｍｇ 院外限定

891 ＭＡＯ－Ｂ阻害薬 エクフィナ錠５０ｍｇ 院外限定

892 ＣＯＭＴ阻害剤 コムタン錠１００ｍｇ 院外限定

893 ＣＯＭＴ阻害剤 オンジェンティス錠２５ｍｇ 院外限定

894 ドパミン受容体刺激薬 パーロデル錠２．５ｍｇ 院外限定

895 ドパミン受容体刺激薬 ペルマックス錠２５０μｇ 院外限定

896 ドパミン受容体刺激薬 カバサール錠０．２５ｍｇ

897 ドパミン受容体刺激薬 カバサール錠１ｍｇ 院外限定

898 ドパミン受容体刺激薬 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ

899 ドパミン受容体刺激薬 ビ・シフロール錠０．５ｍｇ 院外限定

900 ドパミン受容体刺激薬 ミラペックスLA錠0.375mg 院外限定

901 ドパミン受容体刺激薬 ミラペックスLA錠1.5mg 院外限定

902 ドパミン受容体刺激薬 レキップCR錠２ｍｇ

903 ドパミン受容体刺激薬 レキップCR錠８ｍｇ

904 アデノシンA2A受容体拮抗薬 ノウリアスト錠２０ｍｇ 院外限定

905 副交感神経遮断（抗コリン）薬 アキネトン錠１ｍｇ

906 ドパミン遊離促進薬 シンメトレル錠５０ｍｇ

907 ノルアドレナリン前駆物質 ドプスOD錠１００ｍｇ

908 レボドパ賦活薬 トレリーフOD錠２５ｍｇ 院外限定

909 レボドパ賦活薬 トレリーフOD錠５０ｍｇ 院外限定

910 レストレスレッグス症候群治療薬 レグナイト錠３００ｍｇ 院外限定

911
脳梗塞治療薬
（脳循環・代謝賦活薬） アデホスコーワ顆粒１０％

912
脳梗塞治療薬
（脳循環・代謝賦活薬） セロクラール錠１０ｍｇ 院外限定

913
脳梗塞治療薬
（脳循環・代謝賦活薬） ケタスカプセル１０ｍｇ

914
脳梗塞治療薬
（脳循環・代謝賦活薬） サアミオン錠５ｍｇ 院外限定

915
脳梗塞治療薬
サアミオン後発薬 ニセルゴリン錠5mg「NP」 ●

916 ドパミン遊離促進薬 シンメトレル錠５０ｍｇ

917
脳出血治療薬
（血管強化薬） アドナ錠３０ｍｇ

918
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 院外限定

919
抗認知症薬
（コリンエステラーゼ阻害薬）アリセプト ドネペジル塩酸塩OD錠３ｍｇ「トーワ」 ●

920
抗認知症薬
（コリンエステラーゼ阻害薬） アリセプトＤ錠５ｍｇ 院外限定

921
抗認知症薬
（コリンエステラーゼ阻害薬）アリセプト ドネペジル塩酸塩OD錠５ｍｇ「トーワ」 ●

脳卒中治療薬
抗認知症薬
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922
抗認知症薬
（コリンエステラーゼ阻害薬） アリセプトＤ錠10ｍｇ 院外限定

923
抗認知症薬
（コリンエステラーゼ阻害薬）アリセプト ドネペジル塩酸塩OD錠１０ｍｇ「DSEP」 ● 院外限定

924
抗認知症薬
（コリンエステラーゼ阻害薬） レミニールＯＤ錠４ｍｇ 院外限定

925
抗認知症薬
（コリンエステラーゼ阻害薬） レミニールＯＤ錠８ｍｇ 院外限定

926
抗認知症薬
（コリンエステラーゼ阻害薬） レミニールＯＤ錠１２ｍｇ 院外限定

927
抗認知症薬
（コリンエステラーゼ阻害薬） ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「トーワ」 ●

928
抗認知症薬
（NMDA受容体アンタゴニスト） メマリー錠OD５ｍｇ 院外限定

929
抗認知症薬
（NMDA受容体アンタゴニスト） メマリー錠OD１０ｍｇ 院外限定

930
抗認知症薬　メマリー後発薬
（NMDA受容体アンタゴニスト） メマンチン塩酸塩OD錠10mg「トーワ」 ●

931
抗認知症薬
（NMDA受容体アンタゴニスト） メマリー錠OD２０ｍｇ 院外限定

932 自律神経作用薬その他 コリン類似薬 ベサコリン散５％ 院外限定

933 コリンエステラーゼ阻害薬（末梢性） マイテラーゼ錠１０ｍｇ 院外限定

934 コリンエステラーゼ阻害薬（末梢性） ウブレチド錠５ｍｇ

935 コリンエステラーゼ阻害薬（末梢性） メスチノン錠６０ｍｇ 院外限定

936 多発性硬化症再発予防薬 テクフィデラカプセル120mg 院外限定

937 多発性硬化症再発予防薬 テクフィデラカプセル240mg 院外限定

938 多発性硬化症再発予防薬 ジレニアカプセル0.5mg 用時購入

939 自律神経調節薬 グランダキシン錠５０ｍｇ

940 ALS治療薬 リルゾール錠50mg「タナベ」 ● 院外限定

941 筋弛緩薬 中枢性筋弛緩薬 ミオナール錠５０ｍｇ 院外限定

942
中枢性筋弛緩薬
ミオナール後発薬 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 ●

943 中枢性筋弛緩薬 テルネリン錠１ｍｇ

944 中枢性筋弛緩薬 ギャバロン錠５ｍｇ

945 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） オプソ内服液１０ｍｇ

946
モルフィナン系オピオイド
(モルヒネ)　（麻薬） モルヒネ塩酸塩錠10mg「ＤＳＰ」

947
モルフィナン系オピオイド
(モルヒネ)　（麻薬） ＭＳコンチン錠１０ｍｇ

948
モルフィナン系オピオイド
(モルヒネ)　（麻薬） ＭＳコンチン錠３０ｍｇ

949
モルフィナン系オピオイド
(モルヒネ)　（麻薬） ＭＳコンチン錠６０ｍｇ

950
モルフィナン系オピオイド
(モルヒネ以外)　（麻薬） オキノーム散０．５ｇ（２．５ｍｇ）

951
モルフィナン系オピオイド
(モルヒネ以外)　（麻薬） オキノーム散１．０ｇ（５．０ｍｇ）

952
モルフィナン系オピオイド
(モルヒネ以外)　（麻薬） オキノーム散２．０ｇ（１０ｍｇ）

953
モルフィナン系オピオイド
(モルヒネ以外)　（麻薬） オキシコンチンTR錠５ｍｇ 院外限定

954
モルフィナン系オピオイド
(モルヒネ以外)　（麻薬） オキシコンチンTR錠１０ｍｇ 院外限定

955
モルフィナン系オピオイド
(モルヒネ以外)　（麻薬） オキシコンチンTR錠４０ｍｇ 院外限定

956
モルフィナン系オピオイド
（麻薬）オキシコンチン後発薬 オキシコドン徐放カプセル５ｍｇ「テルモ」 ●

957
モルフィナン系オピオイド
（麻薬）オキシコンチン後発薬 オキシコドン徐放カプセル１０ｍｇ「テルモ」 ●

958
モルフィナン系オピオイド
（麻薬）オキシコンチン後発薬 オキシコドン徐放カプセル４０ｍｇ「テルモ」 ●

959 その他のオピオイド ナルサス錠２ｍｇ

960 その他のオピオイド ナルサス錠６ｍｇ

961 その他のオピオイド ナルサス錠１２ｍｇ

962 その他のオピオイド ナルサス錠２４ｍｇ

963 その他のオピオイド ナルラピド錠１ｍｇ

964 その他のオピオイド ナルラピド錠２ｍｇ

965 その他のオピオイド ナルラピド錠４ｍｇ

966 その他のオピオイド メサペイン錠５ｍｇ 登録医師のみ

967 その他のオピオイド メサペイン錠１０ｍｇ 登録医師のみ

968 その他のオピオイド タペンタ錠２５ｍｇ

969 その他のオピオイド タペンタ錠５０ｍｇ

970 その他のオピオイド タペンタ錠１００ｍｇ

971 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

972 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２００μｇ

973 その他（非麻薬性） トラマールOD錠２５ｍｇ 院外限定

974 その他（非麻薬性） トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 ●

975 その他（非麻薬性） ワントラム錠１００ｍｇ

976 その他（非麻薬性） トラムセット配合錠 院外限定

977 その他（非麻薬性） トアラセット配合錠「トーワ」 ●

978 麻酔薬 局所麻酔薬（アミド型） ストロカイン錠５ｍｇ 用時購入

腎・泌尿器系薬
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979 腎疾患用剤 抗リン血症治療薬 ホスレノール顆粒分包２５０ｍｇ

980 尿毒症治療薬 クレメジン細粒分包２ｇ 院外限定

981 尿毒症治療薬 クレメジン速崩錠500mg 院外限定

982 尿毒症治療薬　クレメジン後発薬 球形吸着炭細粒「ﾏｲﾗﾝ」 ●

983  高カリウム血症治療薬 カリメート経口液２０％ 院外限定

984
高カリウム血症治療薬
カリメート散後発薬

ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7％分包5.17g＜ハチ＞ ●

985  高カリウム血症治療薬 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20％分包25g「三和」 ●

986 高カリウム血症治療薬 ロケルマ懸濁用散分包５ｇ

987 代謝性アシドーシス治療薬 炭酸水素ナトリウム

988 掻痒症治療薬 レミッチカプセル２．５μｇ

989 泌尿器・生殖器用剤 結石排出促進薬 ウロカルン錠２２５ｍｇ

990 酸性尿改善薬 ウラリット配合錠

991 頻尿・過活動膀胱治療薬 ブラダロン錠２００ｍｇ

992 頻尿・過活動膀胱治療薬 デトルシトールカプセル４ｍｇ 院外限定

993 頻尿・過活動膀胱治療薬 トビエース錠４ｍｇ

994 頻尿・過活動膀胱治療薬 トビエース錠８ｍｇ 院外限定

995 頻尿・過活動膀胱治療薬 ベシケアＯＤ錠５ｍｇ 院外限定

996
頻尿・過活動膀胱治療薬
ベシケア後発薬 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」 ●

997 頻尿・過活動膀胱治療薬 ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ 院外限定

998
頻尿・過活動膀胱治療薬
ウリトス後発薬 イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 ●

999 頻尿・過活動膀胱治療薬 ベタニス錠５０ｍｇ

1000 頻尿・過活動膀胱治療薬 ベオーバ錠５０ｍｇ

1001  排尿障害治療薬 セルニルトン錠

1002 排尿障害治療薬 エビプロスタット配合錠ＤＢ

1003 排尿障害治療薬 ハルナールＤ錠０．２ｍｇ 院外限定

1004
排尿障害治療薬
ハルナール後発薬 タムスロシン塩酸塩OD錠０．２ｍｇ「トーワ」 ●

1005 排尿障害治療薬 フリバスＯＤ錠５０ｍｇ 院外限定

1006 排尿障害治療薬 フリバスＯＤ錠７５ｍｇ

1007 排尿障害治療薬 ユリーフOD錠４ｍｇ 院外限定

1008 排尿障害治療薬 シロドシンOD錠４ｍｇ「DSEP」 ●

1009 排尿障害治療薬 プロスタール錠２５ｍｇ 院外限定

1010
排尿障害治療薬
プロスタール後発薬 クロルマジノン酢酸エステル錠２５ｍｇ「タイヨー」 ●

1011 排尿障害治療薬 アボルブカプセル０．５ｍｇ 院外限定

1012
排尿障害治療薬
アボルブ後発薬 デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 ●

1013 排尿障害治療薬 ザルティア錠５ｍｇ 院外限定

1014 勃起不全改善薬 シアリス錠２０ｍｇ 院外限定

1015
眼科用剤 内服眼科用剤 アダプチノール錠５ｍｇ

1016 皮膚科用剤 角化症・乾癬治療薬 チガソンカプセル１０ｍｇ

1017 角化症・乾癬治療薬 オテズラ錠１０ｍｇ 院外限定

1018 角化症・乾癬治療薬 オテズラ錠２０ｍｇ 院外限定

1019 角化症・乾癬治療薬 オテズラ錠３０ｍｇ 院外限定

1020 脱毛治療剤 プロペシア錠１ｍｇ

1021 ハンセン病治療薬 レクチゾール錠２５ｍｇ

1022
中毒治療薬 鉄過剰症治療薬 エクジェイド懸濁用錠１２５ｍｇ 院外限定

1023 鉄過剰症治療薬 ジャドニュ顆粒９０ｍｇ 院外限定

1024 鉄過剰症治療薬 デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」 ●

1025 鉄過剰症治療薬 ジャドニュ顆粒３６０ｍｇ 院外限定

1026 ニコチン依存症治療薬 チャンピックス　スタート用パック

1027 ニコチン依存症治療薬 チャンピックス錠１ｍｇ 削除

1028 漢方薬 感冒　鼻かぜ ツムラ１　葛根湯

1029 鼻づまり、蓄膿症、慢性鼻炎 ツムラ２　葛根湯加川芎辛夷 院外限定

1030 神経性胃炎、慢性胃炎、胃アトニ― ツムラ５　安中散 院外限定

1031 化膿性皮膚疾患、蕁麻疹 ツムラ６　十味敗毒湯 院外限定

1032 胃炎　糖尿病　前立腺肥大 ツムラ７　八味地黄丸

感覚器官用剤

その他

漢方薬
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1033 胆石症　胆のう炎　黄疸 ツムラ８　大柴胡湯 院外限定

1034 感冒、熱性疾患、心下部緊張疼痛 ツムラ１０　柴胡桂枝湯 院外限定

1035 高血圧症、動脈硬化症、慢性腎臓病 ツムラ１２　柴胡加竜骨牡蛎湯 院外限定

1036 急・慢性胃腸カタル　神経症 ツムラ１４　半夏瀉心湯

1037 喀血　吐血　下血　高血圧 ツムラ１５　黄連解毒湯

1038 不安神経症　神経性胃炎 ツムラ１６　半夏厚朴湯

1039 浮腫　ネフローゼ ツムラ１７　五苓散

1040 気管支喘息　鼻炎 ツムラ１９　小青竜湯

1041 腎炎　ネフローゼ　妊娠腎 ツムラ２０　防已黄耆湯 院外限定

1042 妊娠嘔吐、諸病の嘔吐 ツムラ２１　小半夏加茯苓湯 院外限定

1043 慢性の皮膚病 ツムラ２２　消風散

1044 貧血　倦怠感 ツムラ２３　当帰芍薬散 院外限定

1045 月経不順　更年期障害 クラシエ23 当帰芍薬散料エキス細粒3g/包 院外限定

1046 冷え性　虚弱体質 ツムラ２４　加味逍遙散

1047 子宮内膜症　月経不順 ツムラ２５　桂枝茯苓丸

1048 小児夜尿症　神経衰弱 ツムラ２６　桂枝加竜骨牡蛎湯 院外限定

1049 痰の切れにくい咳　気管支喘息 ツムラ２９　麦門冬湯

1050 胃腸疾患　胃腸衰弱症　慢性腸炎 ツムラ３０　真武湯 院外限定

1051 習慣性片頭痛 ツムラ31 呉茱萸湯エキス顆粒2.5g/包 院外限定

1052 急性・慢性胃腸カタル　胃アトニー症 ツムラ３２　人参湯

1053 月経不順　月経困難　便秘 ツムラ３３　大黄牡丹皮湯 院外限定

1054 胆嚢炎　胆石症　胃炎 ツムラ３５　四逆散 院外限定

1055 しもやけ　頭痛 ツムラ３８　当帰四逆加呉茱茰生姜湯

1056 神経質　ノイローゼ　めまい ツムラ３９　苓桂朮甘湯 院外限定

1057 尿道炎　腎臓炎 クラシエ４０　猪苓湯エキス細粒

1058 夏やせ　病後の体力増強 ツムラ４１　補中益気湯

1059 夏やせ　病後の体力増強 クラシエ４１　補中益気湯エキス細粒 2.5g/包 院外限定

1060 夏やせ　病後の体力増強 クラシエ４１　補中益気湯エキス細粒 3.75g/包 院外限定

1061 胃炎　胃アトニー ツムラ４３　六君子湯

1062 頭痛 ツムラ４７　釣藤散 院外限定

1063 病後の体力低下　食欲不振 ツムラ４８　十全大補湯

1064 貧血　不眠症　精神不安 クラシエ４９　加味帰脾湯 院外限定

1065 蓄膿症、慢性鼻炎、慢性扁桃炎 ツムラ５０　荊芥連翹湯 院外限定

1066 神経症　不眠症 ツムラ５４　抑肝散エキス顆粒

1067 月経不順　月経困難症 ツムラ６１　桃核承気湯

1068 高血圧の随伴症状　肥満症 ツムラ６２　防風通聖散

1069 感冒、咳 ツムラ６６　参蘇飲 院外限定

1070 急激におこる筋肉の痙攣を伴う疼痛 ツムラ６８　芍薬甘草湯

1071 胃腸虚弱で神経質の人の風邪の初期 ツムラ７０　香蘇散 院外限定

1072 神経症　不眠症 ツムラ８３　抑肝散加陳皮半夏 院外限定

1073 排尿困難、頻尿 ツムラ８７　六味丸 院外限定

1074 五十肩 ツムラ８８　二朮湯 院外限定

1075 打撲による腫れ、痛み ツムラ８９　治打撲一方 院外限定

1076 痰の多く出る咳 ツムラ９０　清肺湯 院外限定

1077
のどにうるおいがなく痰の出なくて咳こむも
の ツムラ９３　滋陰降火湯 院外限定

1078 体力低下　疲労感　びらん発疹　　腹痛 ツムラ９８　黄耆建中湯 院外限定

1079 腹部膨満感 ツムラ１００　大建中湯

1080 腹部膨満感、腹痛 ツムラ１０２　当帰湯 院外限定

1081 心身が疲れ弱って眠れないもの ツムラ１０３　酸棗仁湯 院外限定

1082 月経不順　月経痛　更年期障害 ツムラ１０５　通導散 院外限定

1083 月経不順、月経困難 ツムラ１０６　温経湯 院外限定

1084 下肢痛　腰痛　排尿困難 ツムラ１０７　牛車腎気丸

1085 病後の体力低下　疲労倦怠 ツムラ１０８　人参養栄湯 院外限定

1086 病後の体力低下　疲労倦怠 クラシエ１０８　人参養栄湯 院外限定

1087 排尿困難、排尿痛 ツムラ１１２　猪苓湯合四物湯 院外限定

1088 水瀉性下痢、急性胃腸炎 ツムラ１１４　柴苓湯 院外限定

1089 不安神経症　神経性胃炎　つわり ツムラ１１６　茯苓飲合半夏厚朴湯 院外限定

1090 月経痛　下腹部痛　痔 ツムラ１２３　当帰建中湯 院外限定

1091 経不順　血の道症　にきび ツムラ１２５　桂枝茯苓丸加薏苡仁 院外限定
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1092 習慣性便秘（老人、病後の虚弱者に） ツムラ１２６　麻子仁丸

1093 感冒　気管支炎 ツムラ１２７　麻黄附子細辛湯 院外限定

1094 暑気あたり ツムラ１３６　清暑益気湯 院外限定

1095 黄疸　皮膚掻痒症 コタロー３１４　梔子柏皮湯 院外限定

1096 鎮痛　保温　温熱作用 日本薬局方　ブシ末「ツムラ」 院外限定

1097 青年性扁平疣贅　尋常性疣贅 ヨクイニンエキス錠「コタロー」 院外限定
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1 抗菌薬 アミノグリコシド系薬 ゲンタシン軟膏０．１％ 院外限定

2
アミノグリコシド系薬
ゲンタシン後発薬 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「タイヨー」 ●

3 　 アミノグリコシド系薬 ソフラチュール貼付剤１０．８ｍｇ

4 テトラサイクリン系薬 アクロマイシン軟膏３％

5 クロラムフェニコール系薬 クロマイ膣錠１００ｍｇ

6 　 クロラムフェニコール系薬 クロマイ－Ｐ軟膏25g

7 抗ウイルス薬 アラセナ－Ａ軟膏３％ 院外限定

8
抗ウイルス薬
アラセナ後発薬 ビダラビン軟膏3％「トーワ」5g ●

9 抗インフルエンザウイルス薬 リレンザ吸入

10 抗インフルエンザウイルス薬 イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ

11 抗真菌薬 表在性抗真菌薬 エンペシド膣錠１００ｍｇ 院外限定

12 表在性抗真菌薬 オキナゾール膣錠６００ｍｇ

13 表在性抗真菌薬 マイコスポールクリーム１％ 院外限定

14
表在性抗真菌薬
マイコスポール後発薬 ビホナゾールクリーム１％「イワキ」 ●

15 表在性抗真菌薬 ニゾラールクリーム２％

16 表在性抗真菌薬 ニゾラールローション２％

17 表在性抗真菌薬 ルコナック爪外用液５％ 院外限定

18 爪白癬治療剤 クレナフィン爪外用液１０％ 院外限定

19 表在性抗真菌薬 ゼフナート外用液２％

20 表在性抗真菌薬 メンタックススプレー１％

21 表在性抗真菌薬 ペキロンクリーム０．５％

22
深在性・表在性抗真菌薬
（イミダゾール系） オラビ錠口腔用５０ｍｇ

23 抗寄生虫薬 抗原虫薬 フラジール腟錠２５０ｍｇ

24 消毒薬 中水準 テキサント消毒液６％

25 消毒薬 ミルトン

26 　 中水準 イソジンガーグル液７％ 30mL

27 中水準 ポビドンヨードゲル１０％「マイラン」 ●

28 中水準 ポピラール消毒液１０％ ●

29 中水準 ポビドンヨードスクラブ液７．５％（ＪＪＫＫ） ●

30 中水準 ヨードホルムガーゼ

31 中水準 複方ヨード・グリセリン

32 中水準 消毒用エタノール液ＩＰ

33 中水準 クレゾール石ケン液　ＦＭ

34 低水準 ０．０５％グルコジンW水 ●

35 低水準 ０．０５W/V%マスキン水 ●

36 低水準 ステリクロンＢエタノール液０．５％ ●

37 低水準 ステリクロンＲ液０．５％ ●

38 低水準 ベンクロジド５％液 ●

39 低水準 ザルコニン液０．０２５％ ●

40 低水準 塩化ベンザルコニウム液１０％ ●

41 過酸化物製剤 オキシドール「ケンエー」

42 アルコール類 ハイポーエタノール液２％「ケンエー」

43 その他 グリセリンＢＣ液６０％「ケンエー」

44 非特異的免疫賦活薬 イムシスト膀注用８１ｍｇ

45 その他 ロゼックスゲル０．７５％

46 副腎皮質ステロイド 副腎皮質ステロイド リンデロン坐剤１．０ｍｇ

47 副腎皮質ステロイド デルモベートスカルプローション０．０５％

48 副腎皮質ステロイド デルモベート軟膏０．０５％

49 副腎皮質ステロイド ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％

50 副腎皮質ステロイド アンテベートローション０．０５％

51 副腎皮質ステロイド アンテベート軟膏０．０５％ 院外限定

52
副腎皮質ステロイド
アンテベート後発薬

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％「MYK」 ●

53 副腎皮質ステロイド フルメタクリーム０．１％

54 副腎皮質ステロイド メサデルム軟膏０．１％ 院外限定

抗悪性腫瘍薬

大阪鉄道病院　採用外用薬　薬効別 　　【2022年9月1日更新】

病原微生物に対する薬剤

抗ウイルス薬と
抗ウイルス療法薬

炎症、免疫、アレルギーに作用する薬剤
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55 副腎皮質ステロイド リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％

56 副腎皮質ステロイド リンデロン－ＶＧローション０．１２％

57 副腎皮質ステロイド リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％

58
副腎皮質ステロイド
リンデロン後発薬 デキサンＶＧ軟膏０．１２％ ●

59 副腎皮質ステロイド リンデロン坐剤１．０ｍｇ 　

60 副腎皮質ステロイド ボアラ軟膏０．１２％

61 副腎皮質ステロイド エクラープラスター　２０μｇ/ｃｍ2 院外限定

62 副腎皮質ステロイド ロコイドクリーム０．１％

63 副腎皮質ステロイド キンダベート軟膏０．０５％

64 副腎皮質ステロイド アルメタ軟膏０．１％

65 副腎皮質ステロイド テラ・コートリル軟膏

66 副腎皮質ステロイド ドレニゾンテープ４μg/ｃｍ2

67 鎮痛薬 アセトアミノフェン カロナール坐剤４００

68 NSAIDｓ ボルタレンサポ２５ｍｇ 院外限定

69
NSAIDｓ
ボルタレンサポ後発薬 ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「ゼリア」 ●

70 　 NSAIDｓ ボルタレンサポ５０ｍｇ 院外限定

71
NSAIDｓ
ボルタレンサポ後発薬 ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ゼリア」 ●

72 NSAIDｓ（がん性疼痛） ジクトルテープ75mg

73 　 経皮用剤 インテバンクリーム１％

74 　 経皮用剤 ナパゲルンローション３％

75 　 経皮用剤 セルタッチパッブ７０（シン）　６枚 院外限定

76 経皮用剤 フェルビナクスチック軟膏3％「三笠」40g

77 　 経皮用剤 フェルナビオンパップ７０　７枚 院外限定

78 経皮用剤 ロキソニンテープ１００ｍｇ　７枚 院外限定

79 　 経皮用剤 ロキソプロフェンNaテープ１００ｍｇ　７枚 ●

80 　 経皮用剤 ロキソニンパップ１００ｍｇ　７枚 院外限定

81 　 経皮用剤 ロキソニンゲル１％ 院外限定

82 　 経皮用剤 ボルタレンゲル１％ 院外限定

83
経皮用剤
ボルタレンゲル後発薬 ジクロフェナクNaゲル１％「日本臓器」 ●

84 　 経皮用剤 ボルタレンテープ１５ｍｇ　７枚 院外限定

85 　 経皮用剤 モーラステープ２０ｍｇ　７枚 院外限定

86 経皮用剤 モーラステープL４０ｍｇ　７枚 院外限定

87 経皮用剤 モーラスパップXR１２０ｍｇ　7枚 院外限定

88 経皮用剤 モーラスパップXR240mg　　７枚 院外限定

89
経皮用剤
モーラステープ後発薬 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「日医工」7枚 ●

90 　 経皮用剤 モーラスパップ３０ｍｇ　６枚 院外限定

91
経皮用剤
モーラスパップ後発薬 ケトプロフェンパップ３０ｍｇ「日医工」7枚 ●

92 　 経皮用剤 アドフィードパップ４０ｍｇ　６枚

93 　 経皮用剤 ヤクバンテープ４０ｍｇ　７枚 院外限定

94 経皮用剤 ロコアテープ４０ｍｇ　7枚

95 　 外皮用配合剤 ＭＳ冷シップ「タイホウ」２００ｇ ● 院外限定

96 外皮用配合剤 ＭＳ温シップ「タイホウ」１００ｇ ●

97 その他 ファルネゾンゲル１．４％ 25g

98 その他 ブロメライン軟膏５万単位／ｇ

99 抗アレルギー薬 H1受容体拮抗薬 アレサガテープ４ｍｇ 院外限定

100 H1受容体拮抗薬 アレサガテープ８ｍｇ 院外限定

101 H1受容体拮抗薬 ベナパスタ軟膏４％

102 女性ホルミン製剤 卵胞ホルモン エストラーナテープ　0.72ｍｇ

103 　 卵胞ホルモン エストリール膣錠０．５ｍｇ

104 　 黄体ホルモン ルティナス腟錠１００ｍｇ

105 子宮内黄体ホルモン放出システム ミレーナ52mg 用時購入

106 GｎRHアゴニスト・アンタゴニスト スプレキュア点鼻液０．１５％ 院外限定

107
GｎRHアゴニスト・アンタゴニスト
スプレキュア後発薬 ブセレリン点鼻液０．１５％「F」15.75mg10mL ●

108 その他のホルモン製剤 下垂体後葉ホルモン デスモプレシン点鼻液０．０１％協和 院外限定

109 下垂体後葉ホルモン デスモプレシン点鼻スプレー２．５μｇ「フェリング」

110 グルカゴン バクスミー点鼻粉末剤３ｍｇ 院外限定

内分泌系薬剤
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111 血液製剤 フィブリノゲン ベリプラストＰ　コンビセット　組織接着用

112 フィブリノゲン ボルヒール組織接着用

113 フィブリノゲン タコシール組織接着用シート

114 止血薬 凝固因子製剤 トロンビン液モチダソフトボトル５千

115 局所止血薬 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ニューニット２．５ｃｍ×８．９ｃｍ ●

116 局所止血薬 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット　ニューニット７．６ｃｍ×１０．２ｃｍ ●

117 　 局所止血薬 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 綿型５．１ｃｍ×２．５ｃｍ ●

118 局所止血薬 スポンゼル

119 狭心症治療薬 硝酸薬 ミオコールスプレー０．３ｍｇ

120 β遮断薬 ビソノテープ4mg

121 狭心症治療薬 ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ 院外限定

122 　 狭心症治療薬 フランドルテープ４０ｍｇ

123 心不全治療薬・昇圧薬 カテコラミン ボスミン外用液０．１％

124 気管支拡張薬　 β2刺激薬 ベネトリン吸入液０．５％

125 　 β2刺激薬 サルタノールインヘラー１００μｇ

126 β2刺激薬 ホクナリンテープ２ｍｇ

127 気管支喘息・COPD治療薬 β2刺激薬 メプチンエアー１０μg吸入１００回

128 β2刺激薬 メプチンシロップ５μg/ｍｌ 院外限定

129 　 β2刺激薬 セレベント５０ディスカス６０吸入用 院外限定

130  β2刺激薬 オンブレス吸入カプセル１５０μｇ

131 　 抗コリン薬(副交感神経遮断薬) スピリーバ２．５μgレスピマット６０吸入用

132 抗コリン薬(副交感神経遮断薬) スピリーバ吸入用カプセル１８μｇ

133 抗コリン薬(副交感神経遮断薬) シーブリ吸入用カプセル５０μg 院外限定

134 抗コリン薬(副交感神経遮断薬) エクリラ４００μｇジェヌエア３０吸入用 院外限定

135 抗コリン薬・β2刺激薬配合剤 ウルティブロ吸入用カプセル５０μｇ

136 抗コリン薬・β2刺激薬配合剤 アノーロエリプタ３０吸入用 院外限定

137 抗コリン薬・β2刺激薬配合剤 スピオルトレスピマット２８吸入 院外限定

138 抗コリン薬・β2刺激薬配合剤 スピオルトレスピマット６０吸入

139 　 吸入ステロイド フルタイド１００ディスカス６０吸入用

140 　 吸入ステロイド フルタイド５０μｇエアゾール１２０吸入用 院外限定

141 　 吸入ステロイド パルミコート２００μgタービュヘイラー５６吸入用 院外限定

142 　 吸入ステロイド オルベスコ２００μgインヘラー５６吸入用

143 吸入ステロイド アニュイティ１００μｇエリプタ３０吸入用 院外限定

144 吸入ステロイド・β２刺激薬配合剤 アドエア１００ディスカス６０吸入用

145 　 吸入ステロイド・β２刺激薬配合剤 アドエア２５０ディスカス６０吸入用

146 　 吸入ステロイド・β２刺激薬配合剤 シムビコートタービュヘーラー６０吸入用

147 吸入ステロイド・β２刺激薬配合剤 フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用

148 吸入ステロイド・β２刺激薬配合剤 レルベア１００エリプタ３０吸入用

149 吸入ステロイド・β２刺激薬配合剤 レルベア２００エリプタ３０吸入用

150 吸入ステロイド・β２刺激薬配合剤 アテキュラ吸入用カプセル低用量 院外限定

151 吸入ステロイド・β２刺激薬配合剤 アテキュラ吸入用カプセル中用量 院外限定

152 吸入ステロイド・β２刺激薬配合剤 アテキュラ吸入用カプセル高用量 院外限定

153 吸入ステロイド・β２刺激薬・抗コリン薬配合剤 テリルジー100エリプタ30吸入用

154 吸入ステロイド・β２刺激薬・抗コリン薬配合剤 テリルジー200エリプタ30吸入用 院外限定

155 吸入ステロイド・β３刺激薬・抗コリン薬配合剤 ビレーズトリエアロスフィア120吸入

156 吸入ステロイド・β３刺激薬・抗コリン薬配合剤 エナジア吸入用カプセル中用量 院外限定

157 吸入ステロイド・β３刺激薬・抗コリン薬配合剤 エナジア吸入用カプセル高用量

158 鎮咳薬・去痰薬 気道粘液溶解薬 ビソルボン吸入液０．２％ 院外限定

159
気道粘液溶解薬
ビソルボン吸入液後発薬 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「ﾀｲﾖｰ」 ●

160 胃腸機能調節薬 ドパミン受容体拮抗薬 ナウゼリン坐剤３０ｍｇ

161 　 ドパミン受容体拮抗薬 ナウゼリン坐剤６０ｍｇ

162 腸疾患治療薬 炎症性腸疾患治療薬 ペンタサ注腸１ｇ

循環器系に作用する薬剤

血液製剤、血液に作用する薬剤

呼吸器系に作用する薬剤

消化器系に作用する薬剤
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163 　 炎症性腸疾患治療薬 ステロネマ注腸３ｍｇ ● 院外限定

164 　 炎症性腸疾患治療薬 プレドネマ注腸２０ｍｇ ● 院外限定

165 炎症性腸疾患治療薬 レクタブル2mg注腸フォーム14回 院外限定

166 痔疾患治療薬 循環改善薬 ボラザＧ軟膏２．４ｇ

167 　 肉芽形成促進薬 強力ポステリザン（軟膏）２ｇ

168 下剤 下剤 新レシカルボン坐剤

169 浣腸剤 グリセリン25mL 、500mL

170 　 浣腸剤 ケンエーＧ浣腸液５０％３０ｍｌ ●

171 　 浣腸剤 ケンエーＧ浣腸液５０％６０ｍｌ ●

172 　 浣腸剤 ケンエーＧ浣腸液５０％１２０ｍｌ ●

173 抗精神病薬 セロトニン・ドパミン遮断薬（SDA） ロナセンテープ２０ｍｇ 院外限定

174 セロトニン・ドパミン遮断薬（SDA） ロナセンテープ３０ｍｇ 院外限定

175 セロトニン・ドパミン遮断薬（SDA） ロナセンテープ４０ｍｇ 院外限定

176 抗不安薬、睡眠薬
ベンゾジアゼピン系抗不安薬
後発薬 ブロマゼパム坐剤３ｍｇ「サンド」 ●

177 抗てんかん薬 バルビツール酸系薬 ワコビタール坐剤５０

178 抗てんかん薬 ベンゾジアゼピン系薬 ダイアップ坐薬１０ｍｇ 院外限定

179 パーキンソン病治療薬 ドパミン受容体刺激薬 ハルロピテープ８ｍｇ 用時購入

180 ドパミン受容体刺激薬 ハルロピテープ１６ｍｇ 院外限定

181 ドパミン受容体刺激薬 ハルロピテープ２４ｍｇ 院外限定

182 ドパミン受容体刺激薬 ハルロピテープ３２ｍｇ 用時購入

183 ドパミン受容体刺激薬 ハルロピテープ４０ｍｇ 院外限定

184 ドパミン受容体刺激薬 ニュープロパッチ２．２５ｍｇ 院外限定

185 ドパミン受容体刺激薬 ニュープロパッチ４．５ｍｇ 院外限定

186 ドパミン受容体刺激薬 ニュープロパッチ９ｍｇ 院外限定

187 ドパミン受容体刺激薬 ニュープロパッチ１３．５ｍｇ 院外限定

188 ドパミン受容体刺激薬 ニュープロパッチ１８ｍｇ 院外限定

189 麻薬および類似薬 モルフィナン系オピオイド アンペック坐薬１０ｍｇ

190 モルフィナン系オピオイド アンペック坐薬２０ｍｇ

191 フェニルピペリジン系オピオイド フェントステープ０．５ｍｇ/枚

192 フェニルピペリジン系オピオイド フェントステープ１ｍｇ/枚

193 フェニルピペリジン系オピオイド フェントステープ２ｍｇ/枚

194 フェニルピペリジン系オピオイド フェントステープ４ｍｇ/枚

195 フェニルピペリジン系オピオイド デュロテップMTパッチ２．１ｍｇ/枚

196 フェニルピペリジン系オピオイド デュロテップMTパッチ４．２ｍｇ/枚 院外限定

197 フェニルピペリジン系オピオイド デュロテップMTパッチ１２．６ｍｇ/枚 院外限定

198 フェニルピペリジン系オピオイド フェンタニル１日用テープ０．８４ｍｇ「明治」 ●

199 フェニルピペリジン系オピオイド フェンタニル１日用テープ３．４ｍｇ「明治」 ●

200 フェニルピペリジン系オピオイド フェンタニル１日用テープ６．７ｍｇ「明治」 ●

201 モルフィナン系オピオイド レペタン坐剤０．２ｍｇ

202 モルフィナン系オピオイド ノルスパンテープ５ｍｇ e-learning受講済み医師限
定

203 モルフィナン系オピオイド ノルスパンテープ１０ｍｇ e-learning受講済み医師限定
院外限定

204 麻酔薬 局所麻酔薬 キシロカインゼリー２％

205 　 局所麻酔薬 キシロカインポンプスプレー８％

206 　 局所麻酔薬 キシロカイン液「４％」

207 局所麻酔薬 キシロカインビスカス2％

208 局所麻酔薬 ペンレステープ18mg 用時購入

209
全身麻酔薬
セボフレン後発薬 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 ●

210 全身麻酔薬 スープレン吸入麻酔液

211 泌尿器・生殖器用剤 手術灌流液 ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％

212 頻尿・過活動膀胱治療薬 ネオキシテープ７３．５ｍｇ　７枚

213 眼科用剤 縮瞳薬 サンピロ点眼液１％ 院外限定

214 縮瞳薬 サンピロ点眼液２％

215 散瞳薬 ミドリンＭ点眼液０．４％

216 散瞳薬 ミドリンＰ点眼液

腎・泌尿器系薬

神経系に作用する薬剤

感覚器官用剤
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217 角膜治療薬 ヒアレイン点眼液０．１％ 院外限定

218 角膜治療薬 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「トーワ」 ●

219 角膜治療薬 ヒアレイン点眼液０．３％ 院外限定

220 ドライアイ改善薬 ジクアス点眼液３％

221 ドライアイ改善薬 ムコスタ点眼液UD２％

222 副腎皮質ステロイド プレドニン眼軟膏０．２５％

223 副腎皮質ステロイド リンデロン液０．１％

224 副腎皮質ステロイド 眼・耳科用リンデロンＡ軟膏

225 副腎皮質ステロイド フルメトロン点眼液０．０２％

226 副腎皮質ステロイド フルメトロン点眼液０．１％

227 非ステロイド抗炎症薬 ニフラン点眼液０．１％ 院外限定

228 非ステロイド抗炎症薬 ジクロード点眼液０．１％ 院外限定

229 非ステロイド抗炎症薬 ブロナック点眼液０．１％ 院外限定

230
非ステロイド抗炎症薬
ブロナック後発薬 ブロムフェナクNa点眼液０．１％「日新」 ●

231 緑内障治療薬 レスキュラ点眼液　０．１２％ 院外限定

232 緑内障治療薬 イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％「サワイ」 ●

233 緑内障治療薬 キサラタン点眼液０．００５％

234 緑内障治療薬 トラバタンズ点眼液０．００４％

235 緑内障治療薬 タプロス点眼液０．００１５％

236 緑内障治療薬 タプロスミニ点眼液０．００１５％ 院外限定

237 緑内障治療薬 ルミガン点眼液０．０３％ 院外限定

238 緑内障治療薬 ビマトプロスト点眼液０．００３％「わかもと」 ●

239 緑内障治療薬 アイファガン点眼液０．１％ 院外限定

240 緑内障治療薬 ブリモニジン酒石酸塩点眼液０．１％「わかもと」 ●

241 緑内障治療薬 チモプトール点眼液０．５％

242 緑内障治療薬 チモプトールＸＥ点眼液　０．５％ 院外限定

243 緑内障治療薬 ミケランＬＡ点眼液２％

244 緑内障治療薬 ハイパジールコーワ点眼液０．２５％

245 緑内障治療薬 グラナテック点眼液０．４％ 院外限定

246 緑内障治療薬 デタントール点眼液０．０１％ 院外限定

247 緑内障治療薬 トルソプト点眼１％

248 緑内障治療薬 エイゾプト懸濁性点眼液１％ 院外限定

249 緑内障治療薬 ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％「ｻﾝﾄﾞ」 ●

250 緑内障治療薬 ザラカム配合点眼液 院外限定

251 緑内障治療薬 ミケルナ配合点眼液 院外限定

252 緑内障治療薬 デュオトラバ配合点眼液 院外限定

253
緑内障治療薬
デュオトラバ後発薬 トラチモ配合点眼液「ニットー」2.5mL ●

254 緑内障治療薬 タプコム配合点眼液 院外限定

255 緑内障治療薬 コソプト配合点眼液 院外限定

256 緑内障治療薬 ドルモロール配合点眼液「わかもと」 ●

257 緑内障治療薬 コソプトミニ配合点眼液 院外限定

258 緑内障治療薬 アゾルガ配合懸濁性点眼液 院外限定

259 緑内障治療薬 アイベータ配合点眼液 院外限定

260 緑内障治療薬 アイラミド配合懸濁性点眼液 院外限定

261 緑内障治療薬 エイベリス点眼液０．００２％ 院外限定

262 白内障治療薬 カタリンＫ点眼用０．００５％ 院外限定

263
白内障治療薬
カタリンK後発薬 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005％「参天」5mL ● 院外限定

264 抗菌薬 トブラシン点眼液０．３％ 院外限定

265 抗菌薬 タリビット点眼液　０．３％

266 抗菌薬 タリビット眼軟膏０．３％

267 抗菌薬 クラビット点眼液１．５％ 院内は外来済み処方のみ

268
抗菌薬
クラビット後発薬 レボフロキサシン点眼液１．５％「わかもと」 ●

269 抗菌薬 オクトレオチド酢酸塩皮下注５０μｇ「サンド」 院外限定

270 抗菌薬 ベガモックス点眼液０．５％ 院外限定

271 抗菌薬 モキシフロキサシン点眼液０．５％「サンド」 ●

272 抗菌薬 ベストロン点眼用０．５％

273 抗ウイルス薬 ゾビラックス眼軟膏３％

274 抗アレルギー薬 リザベン点眼液０．５％
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275 抗アレルギー薬 アイビナール点眼液０．０１％ 院外限定

276 抗アレルギー薬 リボスチン点眼液０．０２５％

277 抗アレルギー薬 パタノール点眼液０．１％ 院外限定

278 抗アレルギー薬 オロパタジン点眼液０．１％「サンド」 ●

279 抗アレルギー薬 アレジオン点眼液０．０５％ 院外限定

280 抗アレルギー薬 アレジオンLX点眼液０．１％ 院外限定

281 眼内灌流液 ビーエスエスプラス５００眼潅流液０．０１８４％ ボトル

282 眼内灌流液 ビーエスエスプラス５００眼潅流液０．０１８４％ バッグ

283 眼内灌流液 オペガードＭＡ眼灌流液 　

284 粘弾性物質 ヒアルロン酸Na０．８５眼粘弾剤１％「生化学」 ●

285 粘弾性物質 ヒアルロン酸Na1.1眼粘弾剤1％MV「センジュ」 ●

286 粘弾性物質 ディスコビスク１．０眼粘弾剤

287 粘弾性物質 シェルガン0.5眼粘弾剤 ●

288 局所麻酔薬 ベノキシール点眼液０．４％

289 調節機能改善薬 サンコバ点眼液０．０２％

290 耳鼻咽喉科用剤 血管収縮薬 プリビナ液０．０５％

291 副腎皮質ステロイド フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻50DSP56噴霧 ● 院外限定

292 副腎皮質ステロイド ナゾネックス点鼻液　５０μｇ　５６噴霧用 院外限定

293
副腎皮質ステロイド
ナゾネックスAG製剤 モメタゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６噴霧用 ●

294 副腎皮質ステロイド アラミスト点鼻液２７．５μg５６噴霧用

295 副腎皮質ステロイド アラミスト点鼻液２７．５μg１２０噴霧用 院外限定

296 副腎皮質ステロイド エリザス点鼻粉末２００μｇ２８噴霧用 院外限定

297 抗菌薬 ベストロン耳鼻科用１％

298 抗菌薬 タリビット耳科用液０．３％

299 抗アレルギー薬 リボスチン点鼻液０．０２５ｍｇ１１２噴霧用 院外限定

300 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」１０ｍL

301 皮膚科用剤 非ステロイド性抗炎症外用剤 トパルジック軟膏１％ 院外限定

302 鎮痒薬 オイラックスクリーム１０％

303 　 鎮痒薬 オイラックスＨクリーム

304 アトピー性皮膚炎治療薬 プロトピック軟膏０．１％ 院外限定

305 アトピー性皮膚炎治療薬 デュピクセント皮下注３００ｍｇペン２ｍL

306 アトピー性皮膚炎治療薬 コレクチム軟膏０．５％ 院外限定

307 ざ瘡治療薬 アクアチムクリーム１％

308 　 ざ瘡治療薬 アクアチムローション１％

309 ざ瘡治療薬 ディフェリンゲル０．１％

310 ざ瘡治療薬 ベピオゲル２．５％ 院外限定

311 ざ瘡治療薬 ゼビアックスローション２％ 院外限定

312 にきび イオウ・カンフルローション

313 　 角化症・乾癬治療薬 ボンアルファハイ軟膏２０μｇ／ｇ

314 角化症・乾癬治療薬 ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ 院外限定

315 角化症・乾癬治療薬 ドボベット軟膏 院外限定

316 角化症・乾癬治療薬 ドボベットゲル 院外限定

317 角化症・乾癬治療薬 ドボベットフォーム 院外限定

318 角化症・乾癬治療薬 マーデュオックス軟膏 院外限定

319 　 角化症・乾癬治療薬 オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ

320 　 角化症・乾癬治療薬 オキサロールローション２５μｇ／ｇ

321 　 角化症・乾癬治療薬 ケラチナミンコーワクリーム２０％ 院外限定

322
角化症・乾癬治療薬
ケラチナミンクリーム後発薬 尿素クリーム２０％「フジナガ」２５ｇ ●

323 角化症・乾癬治療薬 ウレパールローション１０％

324 角質軟化薬 スピール膏Ｍ

325 角質軟化薬 ５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 ●

326 角質軟化薬 １０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 ●

327 血液循環改善薬 ユベラ軟膏５６ｇ／本

328 脱毛治療薬 フロジン外用液５％ ● 院外限定

329 皮膚潰瘍治療薬 アズノール軟膏０．０３３％

330 皮膚潰瘍治療薬 皮膚潰瘍治療薬 ゲーベンクリーム１％

331 皮膚潰瘍治療薬 アクトシン軟膏３％

332 皮膚潰瘍治療薬 ユーパスタコーワ軟膏
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333 皮膚潰瘍治療薬 カデックス軟膏０．９％

334 皮膚潰瘍治療薬 プロスタンディン軟膏０．００３％

335 皮膚潰瘍治療薬 エキザルベ 院外限定

336 皮膚潰瘍治療薬 亜鉛華軟膏「ニッコー」 用時購入薬

337 皮膚潰瘍治療薬 フィブラストスプレー５００μｇ

338 血行促進・皮膚保湿剤 ヒルドイドローション０．３％ 院外限定

339
血行促進・皮膚保湿剤
ヒルドイド後発薬 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」50g ● 院外限定

340 血行促進・皮膚保湿剤 ヒルドイドソフト０．３％ 院外限定

341
血行促進・皮膚保湿剤
ヒルドイド後発薬 ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％ ●

342
血行促進・皮膚保湿剤
ヒルドイド後発薬 ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％ ● 院外限定

343
血行促進・皮膚保湿剤
ヒルドイド後発薬

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日本臓器」 ●

344 皮膚保湿 プロペト

345 皮膚保湿 白色ワセリン「ケンエー」[ソフト]２５ｇ

346 その他 スミスリンローション５％

347 その他 ベセルナクリーム５％ 院外限定

348 歯科・口腔用剤 含嗽薬 アズノールうがい液４％  10mL ●

349 　 含嗽薬 含嗽用ハチアズレ顆粒

350 含嗽薬 ネオステリングリーンうがい液0.2％

351 　 含嗽薬 イソジンガーグル液７％ 30mL

352 殺菌消毒薬含有トローチ ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 ●

353 口内炎等治療薬 アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ 院外限定

354
口内炎等治療薬
後発薬 デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「NK」５ｇ ●

355 歯周組織再生薬 リグロス歯科用液キット600μg

356 歯周組織再生薬 リグロス歯科用液キット1200μg

357 口腔乾燥症状改善薬 サリベートエアゾール 院外限定

358 中毒治療薬 ニコチン依存症治療薬 ニコチネルＴＴＳ　１０ 削除予定

359 　 ニコチン依存症治療薬 ニコチネルＴＴＳ　２０ 院外限定

360 　 ニコチン依存症治療薬 ニコチネルＴＴＳ　３０ 院外限定

361 診断用剤 診断用剤 フローレス眼検査用試験紙０．７ｍｇ ●

362 診断用剤 オートディスクセンサー

363 診断用剤 アレルゲン皮内エキス対照液

364 診断用剤 治療用アレルゲンエキス「トリイ」希釈液

365 診断用剤 ヘマコンビスティックス

366 診断用剤 ヘマスティックス

367 診断用剤 マルティスティックス

368 診断用剤 エネマスター注腸散 用時購入

369 眼科診断用 スコピゾル眼科用液

370 皮膚科診断用 パッチテストパネル（Ｓ） 用時購入

371 製剤 製剤原料 オリブ油50ｍL

372 製剤原料 オリブ油（滅菌済）25ｍL

373 製剤原料 ハッカ油20ｍL

その他
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1 抗菌薬 ペニシリン系薬 注射用ペニシリンＧカリウム　　100単位（明治） １００万単位
１瓶

2 広範囲ペニシリン系薬 注射用ビクシリン1ｇ １ｇ１瓶

3
広範囲ペニシリン系薬
ペントシリン後発薬 ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「マルコ」 １ｇ１瓶 ●

4
βラクタマーゼ阻害薬配合剤
ユナシン後発薬 スルバシリン静注用３ｇ ３ｇ１瓶 ●

5
βラクタマーゼ阻害薬配合剤
ゾシン後発薬 タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」　※もしくは「明治」 （４．５ｇ）１瓶 ●

6
βラクタマーゼ阻害薬配合剤
スルペラゾン後発薬 ワイスタール配合点滴静注用１ｇバッグ

（１ｇ）１キット（生
理食塩液１００ｍＬ
付

●

7 βラクタマーゼ阻害薬配合剤 ザバクサ配合点滴静注用１．５ｇ １．５ｇ１瓶 用時購入薬

8 第一世代セフェム系薬 セファメジンα点滴用キット２ｇ 2g１キット

9
第一世代セフェム系薬
セファメジンα後発薬 セファゾリンＮａ点滴静注用1ｇバッグ「オ－ツカ」

１ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ
付）

●

10
第二世代セフェム系薬
パンスポリン後発薬 セフォチアム静注用１ｇバッグＳ

１ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ
付）

●

11
第二世代セフェム系薬
セフメタゾン後発薬 セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 １ｇ１瓶 ●

12 第二世代セフェム系薬 フルマリンキット静注用１ｇ
１ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ
付）

13
第三世代セフェム系薬
ロセフィン後発薬 セフトリアキソンNa点滴静注用１ｇバッグ

１ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ
付）

●

14
第三世代セフェム系薬
モダシン後発薬 セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 １ｇ１瓶 ●

15 第四世代セフェム系薬 ファーストシン静注用１ｇバッグＳ
１ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ
付）

16
第四世代セフェム系薬
マキシピーム後発薬 セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」 １ｇ１瓶 ●

17
カルバペネム系薬
メロペン後発薬 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ｹﾐﾌｧ」 ５００ｍｇ１瓶 ●

18 カルバペネム系薬 オメガシン点滴用0.3gバッグ
３００ｍｇ１キット
（生理食塩液１００
ｍＬ

19 カルバペネム系薬 フィニバックス点滴静注用０．５ｇ 500mg1瓶

20 グリコペプチド系薬 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 ０．５ｇ１瓶 ●

21 グリコペプチド系薬 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1.0g「明治」 1g1瓶 ●

22
グリコペプチド系薬
タゴシッド後発薬 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ「NP」 400mg1瓶 ●

23 リポペプチド系薬 キュビシン静注用３５０ｍｇ 350mg1瓶

24
ホスホマイシン
ホスミシン後発薬 ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「ＮＰ」 ２ｇ１瓶 ●

25 アミノグリコシド系薬 硫酸ストレプトマイシン注射用1ｇ「明治」 １ｇ１瓶 用時購入

26 アミノグリコシド系薬 ゲンタシン注60mg 60mg１瓶 用時購入

27 アミノグリコシド系薬 注射用パニマイシン１００ｍｇ １００ｍｇ１瓶

28 アミノグリコシド系薬 硫酸アミカシン注射液「萬有」100ｍｇ １００ｍｇ１管

29 アミノグリコシド系薬 ハベカシン注射液１００ｍｇ １００ｍｇ２ｍ
Ｌ１管

30 マクロライド系薬 ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ 500mg1瓶

31
テトラサイクリン系薬
ミノマイシン後発薬 ミノサイクリン点滴静注用100mg １００ｍｇ１瓶 ●

32
リンコマイシン系薬
ダラシン後発薬 クリンダマイシン注射液６００ｍｇ「タイヨー」 ６００ｍｇ１管 ●

33
オキサゾリジノン系薬
ザイボックス後発薬 リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」 ６００ｍｇ３０

０ｍＬ１袋

34 オキサゾリジノン系薬 シベクトロ点滴静注用２００ｍｇ　 200mg1瓶 用時購入

35
ニューキノロン系薬
クラビット後発品 レボフロキサシン点滴静注バック500ｍｇ/100ｍｌ「ＤＳＥＰ」 500ｍｇ100ｍ

ｌ1キット ●

36
ニューキノロン系薬
シプロキサン後発薬 シプロフロキサシン点滴静注液200mg/100mL｢明治｣ 200ｍｇ100ｍ

L１袋 ●

37 ニューキノロン系薬 パシル点滴静注液５００ｍｇ 500mg/100mL ５００ｍｇ１０
０ｍＬ１キット

38 配合剤 バクトラミン注 ５ｍＬ１管

39 ポリペプチド系薬 オルドレブ点滴静注用１５０ｍｇ １５０ｍｇ1瓶 用時購入

36
抗ヘルペスウイルス薬
ゾラックス後発薬 アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」 ２５０ｍｇ１管 ●

37 抗ヘルペスウイルス薬 アラセナ－Ａ点滴静注用300mg ３００ｍｇ１瓶

38
抗サイトメガロウイルス薬
デノシン後発薬 ガンシクロビル点滴静注用５００ｍｇ「ファイザー」 ５００ｍｇ１瓶 ●

39 抗インフルエンザウイルス薬 ラピアクタ点滴用バック３００ｍｇ ３００ｍｇ６０
ｍＬ１袋

40 抗新型コロナウイルス薬（RNA合成阻害） ベクルリー点滴静注用100mg 100mg1瓶 用時購入

41 抗真菌薬 深在性抗真菌薬 アムビゾ－ム点滴静注用50mg ５０ｍｇ１瓶

42 深在性抗真菌薬 プロジフ静注液２００ ８％２．５ｍＬ
１瓶

43 深在性抗真菌薬 ブイフェンド２００ｍｇ静注用 ２００ｍｇ１瓶

44 深在性抗真菌薬 ノクサフィル点滴静注300mg/16.7mL 300mg1瓶 用時購入

45 深在性抗真菌薬 ファンガード点滴用50mg ５０ｍｇ１瓶 呼吸器内科限定・用時購入

46
深在性抗真菌薬
ファンガード後発薬 ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」 ５０ｍｇ１瓶 ●

47 深在性抗真菌薬 カンサイダス点滴静注用50ｍｇ 50mg1V

48 深在性抗真菌薬 カンサイダス点滴静注用70mg 70mg1V

49 ニューモシスチス肺炎治療薬 ベナンバックス注用３００ｍｇ ３００ｍｇ１瓶

50 抗原虫薬（マラリア以外） アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ ５００ｍｇ１瓶

51 予防接種用薬 トキソイド 乾燥弱毒生麻疹ワクチン
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病原微生物に対する薬剤

抗ウイルス薬と
抗ウイルス療法薬
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52 トキソイド ＤＴビック(沈降ジフテリア破傷トキソイド) ０．５ｍｌ１Ｖ

53 トキソイド 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 ０．５ｍＬ１筒

54 弱毒生ワクチン 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 用時購入薬

55 弱毒生ワクチン ミールビック

56 弱毒生ワクチン 乾燥弱毒生おたふく

57 不活化ワクチン フルービックＨＡシリンジ（インフルエンザHAワクチン）

58 不活化ワクチン 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

59 不活化ワクチン サーバリックス

60 不活化ワクチン シングリックス筋注用 用時購入薬

61 不活化ワクチン ニューモバックスＮＰシリンジ0.5ｍL ０．５ｍＬ１瓶

62 不活化ワクチン プレベナー１３水性懸濁注 ０．５ｍＬ１瓶

63 不活化ワクチン アクトヒブ

64 不活化ワクチン ビームゲン注０．５ｍL ０．５ｍＬ１瓶

65 結核診断薬 精製ツベルクリン（PPD）一般診断用 ０．２５μｇ１
瓶

66 抗悪性腫瘍薬 アルキル化薬 注射用エンドキサン１００ｍｇ １００ｍｇ１瓶

67 アルキル化薬 注射用エンドキサン５００ｍｇ ５００ｍｇ１瓶

68 アルキル化薬 注射用イホマイド１ｇ １ｇ１瓶

アルキル化薬 ブスルフェクス点滴静注用60mg 60mg1瓶

69 アルキル化薬 アルケラン静注用50mg（溶解液付） ５０mg１瓶 用時購入薬

70 アルキル化薬 トレアキシン点滴静注液100mg/4mL １００ｍｇ1瓶

71 アルキル化薬 注射用サイメリン５０ｍｇ ５０ｍｇ１瓶

72 アルキル化薬 ダカルバジン注用１００ １００ｍｇ１瓶

73 代謝拮抗薬 メソトレキセート点滴静注液1000mg/40mL 1000ｍｇ40ｍ
Ｌ１瓶 用時購入薬

74 代謝拮抗薬 メソトレキセート点滴静注液200mg/8mL ２００ｍｇ８ｍ
Ｌ１瓶

75 代謝拮抗薬 メソトレキセート５０ｍｇ注射用 ５０ｍｇ１瓶

76 代謝拮抗薬 メソトレキセート５ｍｇ注射用 ５ｍｇ１瓶

77
代謝拮抗薬
アリムタ後発薬 ペメトレキセド点滴静注液100mg/4mL「NK」 100mg4mL1

瓶 ●

78
代謝拮抗薬
アリムタ後発薬 ペメトレキセド点滴静注液500mg/20mL「NK」 500mg20mL1

瓶 ●

79
代謝拮抗薬
アリムタ後発薬 ペメトレキセド点滴静注液800mg/32mL「NK」 800mg32mL1

瓶 ●

80
代謝拮抗薬
5-FU後発薬 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 1000ｍｇ20ｍ

ｌ1V ●

81
代謝拮抗薬
6-FU後発薬 フルオロウラシル注250mg「トーワ」 250ｍｇ/5ｍ

Ｌ/Ｖ ●

82 代謝拮抗薬 キロサイド注２０ｍｇ ２０ｍｇ１管

83 代謝拮抗薬 キロサイド注２００ｍｇ ２００ｍｇ１管

84
代謝拮抗薬
キロサイド後発薬 シタラビン点滴静注液４００ｍｇ「NIG」 ４００ｍｇ１瓶 ●

85
代謝拮抗薬
キロサイド後発薬 シタラビン点滴静注液１ｇ「NIG」 １ｇ1瓶 ●

86
代謝拮抗薬
ジェムザール後発薬 ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／５ｍL「NK」 200mg5mL1

瓶 ●

87
代謝拮抗薬
ジェムザール後発薬 ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２５ｍL「NK」 1g25mL1瓶 ●

88
代謝拮抗薬
アイソボリン後発薬 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「トーワ」 ２５ｍｇ１瓶 ●

89
代謝拮抗薬
アイソボリン後発薬 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「トーワ」 １００ｍｇ１瓶 ●

90 代謝拮抗薬 アラノンジー静注用250mg 50mL 250mg1瓶 用時購入

91 代謝拮抗薬 ロイコボリン注３ｍｇ ０．３％１ｍＬ
１管

92 代謝拮抗薬 ロイナーゼ注用5000 5000単位1瓶 用時購入

93 代謝拮抗薬 ビダーザ注射用１００ｍｇ １００ｍｇ１瓶

94
抗生物質
アドリアシン後発薬 ドキソルビシン塩酸塩注射液50ｍｇ「サンド」 50ｍｇ25ｍｌV ●

95
抗生物質
アドリアシン後発薬 ドキソルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サンド」 10mg5mL1瓶 ●

96 抗生物質 ドキシル注２０ｍｇ ２０ｍｇ１０ｍ
Ｌ１瓶

97 抗生物質 ダウノマイシン静注用20mg ２０ｍｇ１瓶 用時購入

98 抗生物質 ピノルビン注射用１０ｍｇ １０ｍｇ１瓶

99 抗生物質 ピノルビン注射用３０ｍｇ ３０ｍｇ１瓶

100
抗生物質
ファルモルビシン後発薬 エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 １０ｍｇ１瓶 ●

101
抗生物質
ファルモルビシン後発薬 エピルビシン塩酸塩注射用注５０ｍｇ「ＮＫ」 ５０ｍｇ１瓶 ●

102 抗生物質 イダマイシン静注用５ｍｇ注 ５ｍｇ１瓶

103 抗生物質 アクラシノン注射用２０ｍｇ ２０ｍｇ１瓶

104 抗生物質 カルセド注射用２０ｍｇ ２０ｍｇ１瓶

105 抗生物質 ノバントロン注２０ｍｇ ２０ｍｇ１０ｍ
Ｌ１瓶

抗悪性腫瘍薬
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106 抗生物質 ブレオ注射用５ｍｇ ５ｍｇ１瓶

107 微小管阻害薬 オンコビン注射用１ｍｇ １ｍｇ１瓶

108 微小管阻害薬 エクザール注射用１０ｍｇ １０ｍｇ１瓶

109 微小管阻害薬 注射用フィルデシン３ｍｇ ３ｍｇ１瓶

110
微小管阻害薬
ナベルビン後発薬 ロゼウス静注液40mg4mL ４０ｍｇ４ｍＬ

１瓶 ●

111
微小管阻害薬
タキソール後発薬 パクリタキセル注３０ｍｇ「NK」 30mg5ml1瓶 ●

112
微小管阻害薬
タキソール後発薬 パクリタキセル注１００ｍｇ「NK」 100mg16.7m

L1瓶 ●

113 微小管阻害薬 アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ １００ｍｇ１瓶

114
微小管阻害薬
ワンタキソテール後発薬 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍL 20mg1mL1瓶 ●

115
微小管阻害薬
ワンタキソテール後発薬 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍL 80mg4mL1瓶 ●

116 微小管阻害薬 ジェブタナ点滴静注60mg 60mg1瓶 用時購入薬

117 ホルモン フェソロデックス筋注２５０ｍｇ ２５０ｍｇ５ｍ
L1筒

118 ホルモン ゾラデックス１．８ｍｇデポ
１．８ｍｇ１筒
（ゴセレリンと
して）

119 ホルモン ゾラデックス３．６ｍｇデポ（ＳＳ）
３．６ｍｇ１筒
（ゴセレリンと
して）

120 ホルモン ゾラデックスＬＡ10.8mgデポ（ＳＳ）
１０．８ｍｇ１
筒（ゴセレリ
ンとして）

121 ホルモン リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍｇ「NP」 ３．７５ｍｇ１
筒 ●

122 ホルモン リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ １１．２５ｍｇ
１筒

123 ホルモン リュープリンPRO注射用キット２２．５ｍｇ ２２．５ｍｇ１
筒

124 ホルモン リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．８８ｍｇ「あすか」 １．８８ｍｇ１
筒 ●

125 ホルモン ゴナックス皮下注用80ｍｇ溶解液付 80ｍｇ1ｖ

126 ホルモン ゴナックス皮下注用120mg溶解液付 120ｍｇ1V

127 ホルモン ゴナックス皮下注用240mg溶解液付 240ｍｇ1V 用時購入薬

128
白金製剤
ランダ後発薬 シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」 １０ｍｇ２０ｍ

Ｌ１瓶 ●

129
白金製剤
ランダ後発薬 シスプラチン注２５ｍｇ「日医工」 ２５ｍｇ５０ｍ

Ｌ１瓶 ●

130 白金製剤 動注用アイエーコール100mg 100mg　１瓶 用時購入薬

131 白金製剤 ミリプラ動注用７０ｍｇ ７０ｍｇ１瓶

132 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 ミリプラ用懸濁用液４ｍｌ ４ｍＬ１管

133
白金製剤
パラプラチン後発薬 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＮＫ」 150mg15mL1

瓶 ●

134 白金製剤 アクプラ静注用５０ｍｇ ５０ｍｇ１瓶

135 白金製剤 アクプラ静注用１００ｍｇ １００ｍｇ１瓶

136
白金製剤
エルプラット後発薬 オキサリプラチン点滴静注用５０ｍｇ「NK」 ５０ｍｇ１０ｍ

Ｌ１瓶 ●

137
白金製剤
エルプラット後発薬 オキサリプラチン点滴静注用１００ｍｇ「NK」 １００ｍｇ２０

ｍＬ１瓶 ●

138
トポイソメラーゼⅠ阻害薬
カンプト後発薬 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「トーワ」 40mg2mL1瓶 ●

139
トポイソメラーゼⅠ阻害薬
カンプト後発薬 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「トーワ」 100mg5mL1

瓶 ●

140 トポイソメラーゼⅠ阻害薬 オニバイド点滴静注43mg 10mL 43mg1瓶

141 トポイソメラーゼⅠ阻害薬 ハイカムチン注射用1.1mg １．１ｍｇ１瓶

142 トポイソメラーゼⅡ阻害薬 ラステット注100ｍｇ／5ｍｌ １００ｍｇ５ｍ
Ｌ１瓶

143 サイトカイン イムネース注３５
３５万単位１
瓶（溶解液
付）

144
分子標的治療薬
ハーセプチンBS トラスツズマブBS点滴静注用６０ｍｇ「NK」 ６０ｍｇ１瓶

(溶解液なし) ●

145
分子標的治療薬
ハーセプチンBS トラスツズマブBS点滴静注用１５０ｍｇ「NK」 １５０ｍｇ1瓶

(溶解液なし) ●

146 分子標的治療薬 パージェタ点滴静注420ｍｇ/14ｍＬ 420ｍｇ/14ｍ
Ｌ

147 分子標的治療薬 リツキサン注１０ｍｇ／ｍＬ　１００ｍｇ １００ｍｇ１０
ｍＬ１瓶

148 分子標的治療薬 リツキサン注１０ｍｇ／ｍＬ　５００ｍｇ ５００ｍｇ５０
ｍＬ１瓶

149
分子標的治療薬
リツキサンBS リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 １００ｍｇ１０

ｍＬ１瓶 ●

150
分子標的治療薬
リツキサンBS リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 ５００ｍｇ５０

ｍＬ１瓶 ●

151 分子標的治療薬 ガザイバ点滴静注１０００ｍｇ 1000mg1瓶

152 分子標的治療薬 ダラザレックス点滴静注100mg 100mg1瓶

153 分子標的治療薬 ダラザレックス点滴静注400mg 400mg1瓶

154 分子標的治療薬 ダラキューロ配合皮下注15mL 15mL1瓶 用時購入薬

155 分子標的治療薬 サークリサ点滴静注１００ｍｇ　５ｍＬ 100mg1瓶 用時購入薬

156 分子標的治療薬 サークリサ点滴静注５００ｍｇ　２５ｍＬ 500mg1瓶 用時購入薬

157 分子標的治療薬 ビーリンサイト点滴静注用35μg 35μg1瓶 用時購入薬

158 分子標的治療薬 ポテリジオ点滴静注20mg 20ｍｇ1瓶

159 分子標的治療薬 エムプリシティ点滴静注用３００ｍｇ 300mg1瓶 用時購入薬

160 分子標的治療薬 エムプリシティ点滴静注用４００ｍｇ 400mg1瓶 用時購入薬

161 分子標的治療薬 ポライビー点滴静注用30mg 30ｍｇ1瓶 用時購入薬
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162 分子標的治療薬 ポライビー点滴静注用140mg 140ｍｇ1瓶 用時購入薬

163 分子標的治療薬 パドセブ点滴静注用30mg 30mg1瓶 用時購入薬

164 分子標的治療薬 アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ １００ｍｇ４ｍ
Ｌ１瓶

165 分子標的治療薬 アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ 400mg16mL1
瓶

166
分子標的治療薬
アバスチンBS ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」　4mL １００ｍｇ４ｍ

Ｌ１瓶 ●

167
分子標的治療薬
アバスチンBS ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」　16mL 400mg16mL1

瓶 ●

168 分子標的治療薬 アービタックス注射液１００ｍｇ １００ｍｇ２０
ｍＬ１瓶

169 分子標的治療薬 ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ １００ｍｇ５ｍ
Ｌ１瓶

170 分子標的治療薬（免疫チェックポイント阻害薬） オプジーボ点滴静注120mg 120mg12mL
１瓶

171 分子標的治療薬（免疫チェックポイント阻害薬） オプジーボ点滴静注240mg 240ｍｇ24ｍ
Ｌ１瓶

172 分子標的治療薬（免疫チェックポイント阻害薬） キイトルーダ点滴静注100mg 100mg　１瓶

173 分子標的治療薬（免疫チェックポイント阻害薬） バベンチオ点滴静注200mg 200mg1瓶 用時購入薬

174 分子標的治療薬（免疫チェックポイント阻害薬） テセントリク点滴静注840mg 840mg1瓶 用時購入薬

175 分子標的治療薬（免疫チェックポイント阻害薬） テセントリク点滴静注1200mg 1200mg1瓶

176 分子標的治療薬（免疫チェックポイント阻害薬） イミフィンジ点滴静注120mg 120mg1瓶 用時購入薬

177 分子標的治療薬（免疫チェックポイント阻害薬） イミフィンジ点滴静注500mg 500mg1瓶 用時購入薬

178 分子標的治療薬（免疫チェックポイント阻害薬） ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ 50mg1瓶 用時購入薬

179 分子標的治療薬 アドセトリス点滴静注用５０ｍｇ 50mg1瓶 用時購入薬

180 分子標的治療薬 サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ １００ｍｇ１０
ｍＬ１瓶

181 分子標的治療薬 サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ ５００ｍｇ５０
ｍＬ１瓶

182 分子標的治療薬 ベルケイド注射用３ｍｇ ３ｍｇ１瓶

183 分子標的治療薬 ボルテゾミブ注射用２ｍｇ「トーワ」 ２ｍｇ１瓶 ●

184 分子標的治療薬 ボルテゾミブ注射用３ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ３ｍｇ１瓶 ●

185 分子標的治療薬 カイプロリス点滴静注用10mg 10mg１瓶 用時購入薬

186 分子標的治療薬 カイプロリス点滴静注用40mg 40mg１瓶 用時購入薬

187 分子標的治療薬 ザルトラップ点滴静注１００ｍｇ １００ｍｇ４ｍ
Ｌ１瓶

188 分子標的治療薬 ザルトラップ点滴静注２００ｍｇ ２００ｍｇ８ｍ
Ｌ１瓶

189 分子標的治療薬 イストダックス点滴静注用10mg（溶解液付） 10mg1瓶 用時購入薬

190 非特異的免疫賦活薬 ピシバニール注射用５ＫＥ ５ＫＥ１瓶（溶
解液付）

191 その他 無水エタノール注「フソー」

192 その他 トリセノックス注１０ｍｇ 10mg1瓶 用時購入薬

193 その他 レミトロ点滴静注用300μg 300μg1瓶 用時購入薬

194 その他 ゾーフィゴ静注 6160kBq1瓶 用時購入薬

195 副腎皮質ステロイド
副腎皮質ステロイド
水溶性ハイドロコートン後発薬 クレイトン静注液５００ｍｇ ５００ｍｇ１０

ｍＬ１瓶 ●

196 副腎皮質ステロイド ソル・コーテフ注射用100ｍｇ １００ｍｇ１瓶
（溶解液付）

197 副腎皮質ステロイド ソル・コーテフ静注用５００ ５００ｍｇ１瓶
（溶解液付）

198 副腎皮質ステロイド 水溶性プレドニン１０ｍｇ １０ｍｇ１管

199 副腎皮質ステロイド 水溶性プレドニン２０ｍｇ ２０ｍｇ１管

200 副腎皮質ステロイド ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ １２５ｍｇ１瓶
（溶解液付）

201 副腎皮質ステロイド ソル・メドロール静注用５００ｍｇ ５００ｍｇ１瓶
（溶解液付）

202 副腎皮質ステロイド ケナコルト－Ａ水懸注４０ｍｇ／１ｍｌ ４０ｍｇ１瓶

203
副腎皮質ステロイド
デカドロン後発薬 デキサート注射液 1.65mg0.5mL １．６５ｍｇ０．

５ｍＬ１管 ●

204
副腎皮質ステロイド
デカドロン後発薬 デキサート注射液 6.6mg2mL ６．６ｍｇ２ｍ

Ｌ１瓶 ●

187 副腎皮質ステロイド リンデロン注２ｍｇ（０．４％）０．５ｍL ２ｍｇ１管

188 副腎皮質ステロイド リンデロン注４ｍｇ（０．４％）１ｍL ４ｍｇ１管

189 アセトアミノフェン アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ 1000mg100m
L1袋

190 ＮＳＡＩＤｓ(プロピオン酸系) ロピオン静注５０ｍｇ ５０ｍｇ５ｍＬ
１管

191 神経性疼痛緩和薬 ノイロトロピン注射液３．６単位 ３ｍＬ１管

192
その他(リウマチ性疾患治療補助薬)
アルツ後発薬 ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」1%2.5ｍL １％２．５ｍＬ

１筒 ●

193 その他(リウマチ性疾患治療補助薬) スベニールディスポ関節注25ｍｇ １％２．５ｍＬ
１筒

194 その他(リウマチ性疾患治療補助薬) サイビスクディスポ関節注２ｍＬ １６ｍｇ２ｍＬ
１筒

195 その他 ヘルニコア椎間板注用１．２５単位 1.25単位1瓶

196 抗リウマチ薬 生物学的製剤 レミケード点滴静注用１００ １００ｍｇ１瓶

197 生物学的製剤 エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ｢ﾀｹﾀﾞ｣ ２５ｍｇ０．５
ｍＬ１筒

198 生物学的製剤 エンブレル皮下注５０ｍｇシリンジ１．０ｍＬ ５０ｍｇ１ｍＬ
１筒

鎮痛薬（非ステロイド抗炎症
薬など）

炎症、免疫、アレルギーに作用する薬剤
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199 生物学的製剤 エンブレル皮下注２５ｍｇペン０．５ｍL ２５ｍｇ０．５
ｍＬ１筒 院外限定

200 生物学的製剤 エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ ５０ｍｇ１ｍＬ
１筒 院外限定

201 生物学的製剤 エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ｢ＭＡ｣ ２５ｍｇ０．５
ｍＬ１筒 ● 院外限定

202 生物学的製剤 エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇシリンジ１．０ｍＬ｢ＭＡ｣ ５０ｍｇ１ｍＬ
１筒 ● 院外限定

203 生物学的製剤 エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ｢ＭＡ｣ ５０ｍｇ１ｍＬ
１キット ● 院外限定

204 生物学的製剤 ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍL ４０ｍｇ０．４
ｍＬ１筒

205
生物学的製剤
ヒュミラのバイオシミラー製剤 アダリムマブＢＳ皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」 ４０ｍｇ０．8

ｍＬ１筒 院外限定

206 生物学的製剤 シンポニー皮下注50mgシリンジ ５０ｍｇ1瓶

207 生物学的製剤 シンポニー皮下注50mgオートインジェクター0.5ｍL 50mg1キット 院外限定

208 生物学的製剤 アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター 0.9mL 162mg1キット 院外限定

209 生物学的製剤 オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL 125mg1キット 院外限定

210 抗アレルギー薬 Ｈ１受容体拮抗薬 ポララミン注５ｍｇ ０．５％１ｍＬ
１管

211 Ｈ１受容体拮抗薬 ヒベルナ注２５ｍｇ１ｍL ２５ｍｇ１ｍL

212 Ｈ１受容体拮抗薬 アタラックス－Ｐ注射液２５ｍｇ／ｍL ２．５％１ｍＬ
１管

213 免疫（減感作）療法薬 治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉２００JAU／ｍL ２ｍL２ｍＬ１瓶 用時購入

214 免疫（減感作）療法薬 治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉２０００JAU／ｍL ２ｍL２ｍＬ１瓶 用時購入

215 糖尿病治療薬 インスリンアナログ(超速効型) ノボラピッド注１００単位／ｍＬ 100U

216 インスリンアナログ(超速効型) ノボラピッド注フレックスタッチ 用時購入

217 インスリンアナログ(超速効型) ノボラピッド注ペンフィル

218
インスリンアナログ(超速効型)
ノボラピッド後発薬

インスリンアスパルトＢＳ注ソロスターＮＲ「サノフィ」300単位/3mL ● 院外限定

219 インスリンアナログ(超速効型) フィアスプ注フレックスタッチ ３００単位 院外限定

220 インスリンアナログ(超速効型) ルムジェブ注ミリオペンＨＤ　３００単位 院外限定

221 インスリンアナログ(超速効型) ヒューマログ注１００単位／ｍｌ

222 インスリンアナログ(超速効型) ヒューマログ注ミリオペン

223
インスリンアナログ(超速効型)
ヒューマログ後発薬 インスリン リスプロBS注ソロスターHU 「サノフィ」３００単位 ● 院外限定

224 インスリンアナログ(超速効型) アピドラ注ソロスター

225 ヒトインスリン(速効型) ノボリンＲ注フレックスペン３００単位／本

226 ヒトインスリン(速効型) ヒューマリンＲ注１００単位／ｍｌ

227 ヒトインスリン(速効型) ヒューマリンＲ注ミリオペン

228 インスリンアナログ(混合型) ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン

229 インスリンアナログ(混合型) ノボラピッド５０ミックス注フレックスペン

230 インスリンアナログ(混合型) ノボラピッド７０ミックス注フレックスペン 院外限定

231 インスリンアナログ(混合型) ヒューマログミックス２５注ミリオペン

232 インスリンアナログ(混合型) ヒューマログミックス５０注ミリオペン

233 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

234 インスリンアナログ(配合溶解) ゾルトファイ配合注フレックスタッチ 院外限定

235 ヒト二相性イソフェンインスリン ヒューマリン３／７注ミリオペン 院外限定

236 ヒトインスリン(中間型) ノボリンＮ注フレックスペン３００単位／本 院外限定

237 ヒトインスリン(中間型) ヒューマリンＮ注１００単位／ｍｌ

238 ヒトインスリン(中間型) ヒューマリンＮ注ミリオペン

239 インスリンアナログ(持効型) ランタス注ソロスター 院外限定

240 インスリンアナログ(持効型) ランタスＸＲ注ソロスター

241
インスリンアナログ(持効型)
ランタスのバイオシミラー インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 ●

242 インスリンアナログ(持効型) レベミル注フレックスペン 院外限定

243 インスリンアナログ(持効型) トレシーバ注フレックスタッチ

244 インスリンアナログ(持効型) トレシーバ注ペンフィル 用時購入

245 インクレチン関連薬 ビクトーザ皮下注１８ｍｇ

246 インクレチン関連薬 ビデュリオン皮下注用２ｍｇ 院外限定

247 インクレチン関連薬 リキスミア皮下注３００μｇ 院外限定

248 インクレチン関連薬 トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス

249 インクレチン関連薬 オゼンピック皮下注０．２５ｍｇSD　０．５ｍL

250 インクレチン関連薬 オゼンピック皮下注０．５ｍｇSD　０．５ｍL 院外限定

251 インクレチン関連薬 オゼンピック皮下注１．０ｍｇSD　０．５ｍL 院外限定

252 インクレチン関連薬 オゼンピック皮下注２ｍｇ　１．５ｍＬ 用時購入

253 インスリンアナログ/インクレチン関連薬の合剤 ソリクア配合注ソロスター 院外限定

代謝系に作用する薬剤
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254 脂質異常症治療薬 PCSK9阻害薬 レパーサ皮下注140mgペン　1mL 用時購入

255 PCSK9阻害薬 レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー　3.5mL 用時購入

256 痛風・高尿酸血症治療薬 尿酸分解酵素薬 ラスリテック点滴静注用1.5mg(溶解液1.0mL付) 1.5mg1瓶 用時購入

257 尿酸分解酵素薬 ラスリテック点滴静注用7.5mg(溶解液5.0mL付) 7.5mg1瓶 用時購入

258 女性ホルモン製剤・子宮用剤 黄体ホルモン(プロゲスチン) プロゲステロン筋注50mg「F」 ５０ｍｇ１管 2023.1～販売中止

259 黄体ホルモン(プロゲスチン) プロゲデポー筋注125mg/1mL １２５ｍｇ１管 2023.3～販売中止

260 ＧｎＲＨアゴニスト・アンタゴニスト スプレキュアＭＰ皮下注用１．８ｍｇ １．８ｍｇ１筒

261 ＧｎＲＨアゴニスト・アンタゴニスト セトロタイド注射用０．２５ｍｇ ０．２５ｍｇ

262 ＧｎＲＨアゴニスト・アンタゴニスト ゾラデックス１．８ｍｇデポ
１．８ｍｇ１筒
（ゴセレリンと
して）

263
ＧｎＲＨアゴニスト・アンタゴニスト
リュープリン後発薬 リュープロレリン注射用キット１．８８ｍｇ「あすか」 １．８８ｍｇ１

筒 ●

264 子宮収縮薬 メチルエルゴメトリン注０．２ｍｇ「あすか」 0.02％1ml1
管

265 子宮収縮薬 プロスタルモンF １ｍｇ１ｍｌ

266 子宮収縮抑制薬 静注用マグネゾール２０ｍｌ ２０ｍＬ１管

267 男性ホルモン製剤 蛋白同化ステロイド プリモボラン・デポー筋注１００ｍｇ １００ｍｇ１管

268 その他ホルモン製剤 視床下部向下垂体ホルモン ＴＲＨ注0.5ｍｇ「タナベ」 ０．５ｍｇ１管

269 視床下部向下垂体ホルモン ヒルトニン２ｍｇ注射液 ２ｍｇ１ｍＬ１
管

270 視床下部向下垂体ホルモン ＬＨ－ＲＨ注0.1ｍｇ「タナベ」 ０．１ｍｇ１管

271
視床下部向下垂体ホルモン
サンドスタチン後発薬 オクトレオチド酢酸塩皮下注５０μｇ「サンド」 ５０μｇ１ｍＬ

１管 ●

272 下垂体後葉ホルモン ピトレシン注射液 ２０単位１管

273 性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン) ＨＣＧモチダ注射用５０００単位 ５，０００単位
１管

274 性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン) ゴナトロピン筋注用３０００単位 ３，０００単位
１管

275 性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン) フォリスチム注３００ＩＵカートリッジ ３００国際単
位１筒

276 性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン) ゴナールエフ皮下注ペン３００ ３００国際単
位１筒

277 性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン) ゴナールエフ皮下注ペン４５０ ４５０国際単
位１筒

278 性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン) ＨＭＧ注射用 75単位「F」 ７５単位１管
（溶解液付） ●

279 性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン) ＨＭＧ注射用150単位「F] 150U
１５０単位１
管（溶解液
付）

●

280 性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン) uFSH注用150単位「あすか」
１５０単位１
管（溶解液
付）

●

281 グルカゴン グルカゴン注射用1単位｢ＩＬＳ｣ １Ｕ．Ｓ．Ｐ．単位１
瓶（溶解液付） ●

282 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ディスポ ２０エルカトニン単
位１ｍＬ１筒

283 ビスホスホネート製剤 ボンビバ静注シリンジ１ｍｇ １ｍｇ１筒

284
ビスホスホネート製剤
ゾメタ後発薬 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「ＮＫ」 ４ｍｇ１００ｍ

Ｌ１瓶 ●

285 ビスホスホネート製剤 リクラスト点滴静注液５ｍｇ ５ｍｇ１００ｍ
L1瓶

286 抗ＲＡＮＫＬモノクロナール抗体 ランマーク皮下注１２０mg 120ｍｇ1V

287 他に分類されない代謝性医薬品 プラリア皮下注 60mg1トウ

288 カルシウム製剤 カルチコール注射液８．５％ ８．５％１０ｍ
Ｌ１管

289 副甲状腺ホルモン テリボン皮下注用５６．５μｇ 56.5μg1瓶

290 副甲状腺ホルモン テリボン皮下注用２８．２μｇオートインジェクター 28.2μg1キッ
ト 用時購入

291 副甲状腺ホルモン フォルテオ皮下注キット600μｇ 2.4ｍｌ1キット 院外限定

292
副甲状腺ホルモン
フォルテオBS テリパラチドBS皮下注キット「持田」 2.4ｍｌ1キット ●

293 骨粗鬆症薬 イベニティ皮下注１００ｍｇシリンジ 1.17mL1筒

294 ビタミン製剤 ビタミンＢ1・Ｂ1誘導体 アリナミンＦ５０注 ５０ｍｇ２０ｍ
Ｌ１管

295 ビタミンＢ1・Ｂ1誘導体 アリナミン注射液「タケダ」 １０ｍｇ１管

296
ビタミンＢ1・Ｂ1誘導体
メタボリン後発薬 チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フソー」 ５０ｍｇ１管 ●

297 ビタミンＢ2 フラビタン注射液２０ｍｇ ２０ｍｇ１管

298 パントテン酸(ビタミンＢ5) パントール注射液１００ｍｇ １００ｍｇ１管

299 ビタミンＢ12 メチコバール注射液５００μｇ ０．５ｍｇ１管

300 混合ビタミンＢ群 ビタメジン静注用 １瓶

301
ビタミンＣ
ビタシミン後発薬 アスコルビン酸注射液５００ｍｇ「トーワ」 ５００ｍｇ１管 ●

302 ビタミンＫ ケイツーＮ静注用１０ｍｇ １０ｍｇ１管

303 高カロリー輸液用総合ビタミン製剤 マルタミン注射用 １瓶

304 輸液・栄養製剤
電解質輸液製剤
ソリタT1後発薬 ＹＤソリタＴ１号輸液200mL ２００ｍＬ１瓶 ●

305
電解質輸液製剤
ソリタT1後発薬 YDソリタＴ１号輸液 500mL ５００ｍＬ１瓶 ●

306
電解質輸液製剤
ソリタT3後発薬 YDソリタＴ３号輸液200mL ２００ｍＬ１瓶 ●

ビタミン製剤、輸液・栄養製剤

内分泌系薬剤
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307
電解質輸液製剤
ソリタT3後発薬 YDソリタＴ３号輸液500mL ５００ｍＬ１瓶 ●

308 電解質輸液製剤 ＫＮ３号輸液 200mL ２００ｍＬ１袋

309 電解質輸液製剤 ＫＮ３号輸液 500mL ５００ｍＬ１袋

310 電解質輸液製剤 トリフリード輸液 ５００ｍＬ１瓶
又は１袋

311 電解質輸液製剤 生食注シリンジ「テルモ」10mL（スリップタイプ） 10mLシリン
ジ 麻酔科限定

312 電解質輸液製剤 生食注シリンジ「NP」10mL 10mLシリン
ジ

313 電解質輸液製剤 生食注シリンジ「NP」20mL 20mLシリン
ジ

314 電解質輸液製剤 生食注シリンジ50mL「ニプロ」 50mLシリン
ジ

315 電解質輸液製剤 大塚生食注　20ｍL ２０ｍＬ１管

316 電解質輸液製剤 生理食塩液「ヒカリ」50mL ５０ｍＬ１キッ
ト

317 電解質輸液製剤 大塚生食注ＴＮ100mL １００ｍＬ１
キット

318 電解質輸液製剤 大塚生食注250mL ２５０ｍＬ１袋

319 電解質輸液製剤 大塚生食注 500mL1VX20V(細口） ５００ｍＬ１瓶

320 電解質輸液製剤 大塚生食注　500ｍL ５００ｍＬ１袋

321 電解質輸液製剤 生理食塩液「ヒカリ」500ｍL ５００ｍＬ１瓶

322 電解質輸液製剤 大塚生食注1L（広口） １Ｌ１瓶

323 電解質輸液製剤 生理食塩液バッグ　1Ｌ １Ｌ１袋

324 電解質輸液製剤 生理食塩液PL「フソー」　２L ２L1袋

325 溶解剤 大塚蒸留水 20ｍL ２０ｍＬ１管

326 溶解剤 大塚蒸留水100mL １００ｍＬ１瓶

327 溶解剤 注射用水　1000ｍL(広口開栓型) １Ｌ１瓶

328 溶解剤 注射用水 500mL(広口開栓型) 500mL1瓶

329 溶解剤 注射用水 500mL(ソフトバッグ) 500mL1袋

330 電解質輸液製剤 ラクテック注 ５００ｍＬ１袋

331 電解質輸液製剤 ラクテックＧ輸液 ５００ｍＬ１袋

332 電解質輸液製剤 ポタコールＲ輸液 ５００ｍＬ１袋

333
電解質輸液製剤
ヴィーンF後発薬 ソルアセトF輸液 ５００ｍＬ１瓶 ●

334 電解質輸液製剤 ヴィーンD輸液 ５００ｍＬ１袋

335 電解質輸液製剤 フィジオ１４０輸液 ５００ｍＬ１袋

336 電解質輸液製剤 ビカーボン輸液 ５００ｍＬ１袋

337 塩化ナトリウム製剤 塩化Ｎａ補正液２．５ｍＥｑ／ｍＬ ２．５モル２０
ｍＬ１管

338 塩化ナトリウム製剤 大塚食塩注１０％（局方） １０％２０ｍＬ
１管

339 カリウム製剤 KCL注２０ｍＥｑキット「テルモ」 ２０mEq1本 ●

340 カリウム製剤 アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット「テルモ」 １０mEq1本 ●

341 アシドーシス補正用製剤 メイロン静注７％（20ml） ７％２０ｍＬ１
管

342 アシドーシス補正用製剤 メイロン静注７％　250ｍｌ ７％２５０ｍＬ
１袋

343 ブドウ糖製剤 大塚糖液５０％２０ｍｌ ５０％２０ｍＬ
１管

344 ブドウ糖製剤 大塚糖液５％　250ｍｌ ５％２５０ｍＬ
１袋

345 ブドウ糖製剤 大塚糖液５％　500ｍｌ ５％５００ｍＬ
１袋

346 ブドウ糖製剤 大塚糖液１０％20ml １０％２０ｍＬ
１管

347 ブドウ糖製剤 大塚糖液２０％20ml ２０％２０ｍＬ
１管

348 ブドウ糖製剤 大塚糖液５％　20ｍｌ ５％２０ｍＬ１
管

349 ブドウ糖製剤 大塚糖液５０％　200ｍｌ ５０％２００ｍ
Ｌ１袋

350 キシリトール製剤 キリット注５％(ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ) ５％３００ｍＬ
１袋

351 腎不全用アミノ酸輸液製剤 キドミン輸液 ２００ｍＬ１袋

352 肝不全用アミノ酸輸液製剤 アミノレバン点滴静注５００ｍL ５００ｍＬ１袋

353 肝不全用アミノ酸輸液製剤 モリヘパミン点滴静注５００ｍL ５００ｍＬ１袋

354 脂肪乳剤 イントラリポス輸液２０％ １００ｍＬ１袋

355 ビタミンＢ1加末梢静脈栄養用輸液製剤 ビーフリ－ド輸液 ５００ｍＬ１
キット

356 腎不全用中心静脈栄養用基本液 ハイカリックＲＦ　５００ｍＬ ５００ｍＬ１袋

357 中心静脈栄養用キット製剤（微量元素配合） エルネオパNF１号輸液 １０００ｍＬ１
キット

358 中心静脈栄養用キット製剤（微量元素配合） エルネオパNF２号輸液 １０００ｍＬ１
キット

359
微量元素製剤
ミネラリン後発薬 メドレニック注 ２ｍＬ１管 ●

360 血漿増量薬 低分子デキストランＬ注 ２５０ｍＬ１袋

361 血漿増量薬 ボルベン輸液６％ ５００ｍＬ１袋

血液製剤、血液に作用する薬剤
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362 血液製剤 ヒト免疫グロブリン 献血ベニロン－Ｉ静注2500ｍｇ
２．５ｇ５０ｍＬ
１瓶（溶解液
付）

363 ヒト免疫グロブリン 献血グロベニン－Ｉ静注用5000mg
5ｇ100ｍＬ１
瓶（溶解液
付）

364 ヒト免疫グロブリン 献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ 5ｇ５０ｍＬ１
瓶 用時購入

365 抗破傷風グロブリン テタノブリン－ＩＨ静注25 ２５０国際単
位１瓶

366 抗ＨＢｓグロブリン 乾燥ＨＢグロブリン筋注用－ニチヤク（1000） １，０００単位５ｍＬ
１瓶（溶解液付）

367 アルブミン 献血アルブミネート4.4％静注－ニチヤク ２５０ｍＬ１瓶

368 アルブミン 赤十字アルブミン２０ ２０％５０ｍＬ
１瓶

369 アンチトロンビンⅢ 献血ノンスロン１５００注射用1500U
１，５００単位
１瓶（溶解液
付）

370 ハプトグロビン ハプトグロビン静注２００単位ベネシス ２，０００単位
１００ｍＬ１瓶

371 造血薬 注射用鉄剤 フェジン静注40ｍｇ ４０ｍｇ２ｍＬ
１管

372 エリスロポエチン エポジン皮下注シリンジ２４０００ ２４，０００国際単
位０．５ｍＬ１筒

373
エリスロポエチン
ネスプAG製剤

ダルベポエチンアルファ注シリンジ「KMF」３０μｇ/０．５ｍLプラシリンジ 0.5ｍＬｘ1ﾄｳ

374
エリスロポエチン
ネスプAG製剤

ダルベポエチンアルファ注シリンジ「KMF」６０μｇ/０．５ｍLプラシリンジ 0.5ｍLｘ1ﾄｳ

375 エリスロポエチン ネスプ注射液１２０μｇ/０．５ｍLプラシリンジ 0.5ｍLｘ1ﾄｳ

376
エリスロポエチン
ネスプAG製剤

ダルベポエチンアルファ注シリンジ「KMF」１２０μｇ/０．５ｍLプラシリンジ 0.5ｍLｘ1ﾄｳ

377 エリスロポエチン ミルセラ注シリンジ２５μｇ 25mcg0.3mL1ﾄｳ 25μg0.3mL1
筒

378 エリスロポエチン ミルセラ注シリンジ１００μｇ 100mcg0.3mL1ﾄｳ 100μ
g0.3mL1筒

379
Ｇ－ＣＳＦ
グラン後発薬 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「ＮＫ」 ７５μｇ０．３

ｍＬ１筒 ●

380
Ｇ－ＣＳＦ
グラン後発薬 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ「ＮＫ」 １５０μｇ０．

３ｍＬ１筒 ●

381 Ｇ－ＣＳＦ ノイトロジン注２５０μｇ ２５０μｇ１瓶
（溶解液付）

382 Ｇ－ＣＳＦ ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ ３．６ｍｇ０．３
６ｍL1筒

383 幹細胞動員促進薬 モゾビル皮下注24mg 1.2mL 24mg 1.2mL1
瓶 用時購入

384 造血幹細胞移植時の血液保存（薬価未収載） ACD-A液500mL 500mL1袋 用時購入

385 血小板減少症治療薬 ロミプレート皮下注２５０μｇ調製用 250μg1瓶

386 抗補体（C5）モノクローナル抗体 ソリリス点滴静注３００ｍｇ 300mg　1瓶 用時購入

387 止血薬
血管強化薬
アドナ後発薬 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ50ｍｇ ０．５％１０ｍ

Ｌ１Ｖ ●

388
血管強化薬
アドナ後発薬 カルバゾクロムスルホン酸Na100ｍｇ ０．５％２０ｍ

Ｌ１管 ●

389
抗プラスミン薬
トランサミン後発薬 トラネキサム酸注１ｇ「ＮＰ」 １０％１０ｍＬ

１管 ●

390 食道静脈瘤硬化療法薬 オルダミン注射用 １０％１０ｇ１
瓶

391 食道静脈瘤硬化療法薬 エトキシスクレロール１％注射液 １％３０ｍＬ１
瓶

392 抗血栓薬 ヘパリン ノボ・ヘパリン注５千単位 ５，０００単位
５ｍＬ１瓶

393 ヘパリン ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ｢ｵｰﾂｶ｣10mL １，０００単位
１０ｍＬ１筒 ●

394
ヘパリン
フラグミン後発薬 ダルテパリンＮａ静注５０００単位／５ｍＬ「ＡＦＰ」

５，０００低分
子ヘパリン国
際単位１瓶

●

395 ヘパリン クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ
２，０００低分
子ヘパリン国
際単位０．２

396 合成Ⅹa阻害薬 アリクストラ皮下注１．５ｍｇ １．５ｍｇ０．３
ｍＬ１筒

397 合成Ⅹa阻害薬 アリクストラ皮下注2.5ｍｇ ２．５ｍｇ０．５
ｍＬ１筒

398 ダビガトラン特異的中和薬 プリズバインド静注液２．５ｇ ２．５ｇ1瓶

399
抗トロンビン薬
スロンノンHI後発薬 アルガトロバン注射液１０ｍｇ「サワイ」 １０ｍｇ２０ｍ

Ｌ１管 ●

400 血栓溶解薬(ウロキナーゼ) ウロナーゼ静注用６万単位 ６０，０００単
位１瓶

401 血栓溶解薬(t-PA) グルトパ注６００万
６００万国際
単位１瓶（溶
解液付）

402 血栓溶解薬(t-PA) クリアクター静注用注８０万単位 ８０万国際単
位１瓶

403 トロンボモジュリン リコモジュリン点滴静注用１２８００ １２，８００単
位１瓶

404 ヘパリン拮抗薬 ノボ・硫酸プロタミン静注用 １％１０ｍＬ
バイアル

405 降圧薬
ループ利尿薬
ラシックス後発薬 フロセミド注２０ｍｇ「武田テバ」 ２０ｍｇ１管 ●

406 Ca拮抗薬 ペルジピン注射液2mg/2mL ２ｍｇ２ｍＬ１
管

407 Ca拮抗薬 ペルジピン注射液１０mg/１０mL ２ｍｇ２ｍＬ１
管

408 Ca拮抗薬 ヘルベッサー注射用５０ ５０ｍｇ１管

409 Ca拮抗薬 ヘルベッサー注射用１０ １０ｍｇ１管

410 狭心症治療薬
硝酸薬
ミリスロール後発品 ニトログリセリン静注5mg/10mL「ＴＥ」 ５ｍｇ１０ｍＬ

１管 ●

411
硝酸薬
ミリスロール後発品 ニトログリセリン静注25mg/50mL「ＴＥ」 ２５ｍｇ５０ｍ

Ｌ１袋 ●

412 硝酸薬 ニトロール注５ｍｇ ０．０５％１０
ｍＬ１管

413 その他の冠拡張薬 シグマート注４８ｍｇ ４８ｍｇ１瓶

414 その他の冠拡張薬 アデノスキャン注６０ｍｇ ６０ｍｇ２０ｍ
Ｌ１瓶

415 抗不整脈薬 Ｎａチャネル遮断薬 アミサリン注200ｍｇ １０％２ｍＬ１
管

416 Ｎａチャネル遮断薬 リスモダンＰ静注５０ｍｇ ５０ｍｇ５ｍＬ
１管

循環器系に作用する薬剤
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417 Ｎａチャネル遮断薬 静注用キシロカイン２％ ２％５ｍＬ１
管

418 Ｎａチャネル遮断薬 オリベス点滴用１％200ｍ(2000mg) １％２００ｍＬ
１袋

419 Ｎａチャネル遮断薬 メキシチール点滴静注125ｍｇ １２５ｍｇ５ｍ
Ｌ１管

420 Ｎａチャネル遮断薬 サンリズム注射液５０ ５０ｍｇ５ｍＬ
１管

421 β遮断薬 注射用オノアクト５０ ５０ｍｇ１瓶

422 β遮断薬 コアベータ静注用１２．５ｍｇ 12.5mg1瓶

423
クラスⅢ群
アンカロン後発薬 アミオダロン塩酸塩静注150mg/3mL「TE」 150mg3mL1

管 ●

424 Ca拮抗薬 ワソラン静注5ｍｇ ０．２５％２ｍ
Ｌ１管

425 心不全治療薬、昇圧薬 ジギタリス製剤 ジゴシン注０．２５ｍｇ ０．０２５％１
ｍＬ１管

426 ジギタリス製剤 ジギラノゲン注射液０．４ｍｇ ０．０２％２ｍ
Ｌ１管

427 カテコラミン イノバン注０．３％シリンジ５０ｍｌ ０．３％５０ｍ
Ｌ１筒

428 カテコラミン イノバン注100mg/5mL １００ｍｇ５ｍ
Ｌ１管

429
カテコラミン
ドブトレックス後発薬 ドブタミン持続静注１５０ｍｇシリンジ「ＫＫＣ」０．３％５０ｍＬ １５０ｍｇ１筒 ●

430 カテコラミン プロタノール－Ｌ注0.2ｍｇ ０．０２％１ｍ
Ｌ１管

431 カテコラミン ボスミン注1ｍｇ ０．１％１ｍＬ
１管

432
カテコラミン
ボスミン後発薬 アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 ０．１％１ｍＬ

１筒 ●

433 カテコラミン エピペン注射液０．３ｍｇ ０．３ｍｇ１筒 院外限定

434 カテコラミン ノルアドリナリン注１ｍｇ ０．１％１ｍＬ
１管

435 カテコラミン系 ネオシネジンコーワ注１ｍｇ ０．１％１ｍＬ
１管

436 カテコラミン系 エホチール注射液 １％１ｍＬ１
管

437 ＰＤＥⅢ阻害薬 ミルリーラ注射液１０ｍｇ １０ｍｇ１０ｍ
Ｌ１管

438 その他 ハンプ注射用１０００ １，０００μｇ
１瓶

439 血管拡張薬
プロスタグランジン製剤
プロスタンディン後発薬 アルプロスタジルアルファデクス注射用２０μｇ「F」 ２０μｇ１管 ●

440
プロスタグランジン製剤
パルクス後発薬 プリンク注５μｇ ５μｇ１ｍＬ１

管 ●

441 利尿薬
Ｋ保持性利尿薬
ソルダクトン後発薬 カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ「サワイ」 ２００ｍｇ１管 ●

442 炭酸脱水酵素抑制薬 ダイアモックス注射用５００ｍｇ ５００ｍｇ１瓶

443
浸透圧利尿薬
マンニゲン後発薬 マンニットールＳ注射液　３００ｍL ３００ｍｌ1袋 ●

444 浸透圧利尿薬 グリセオール注５００ｍL ５００ｍＬ１袋

445
浸透圧利尿薬
グリセオール後発薬 グリマッケン注２００ｍL ２００ｍＬ１瓶 ●

446 β刺激薬 エフェドリン「ナガヰ」注射４０ｍｇ ４％１ｍＬ１
管

447 テオフィリン薬 ネオフィリン注２５０ｍｇ ２．５％１０ｍ
Ｌ１管

448 抗IgE抗体 ゾレア皮下注１５０ｍｇシリンジ 150mg 1筒

449 抗IL-5抗体 ヌーカラ皮下注１００ｍｇペン 100mg1キット
1mL

450 抗IL-5抗体 ファセンラ皮下注３０ｍｇシリンジ 1キット 用時購入薬

451 抗IL-4/13受容体抗体 デュピクセント皮下注３００ｍｇシリンジ２ｍL 300mg

452 呼吸障害改善薬 末梢性呼吸刺激薬 ドプラム注射液４００ｍｇ ２０ｍｇ１ｍＬ
バイアル

453 中枢性呼吸刺激薬 テラプチク静注 １．５％３ｍＬ
１管

454
中枢性呼吸刺激薬
アネキセート後発薬 フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「テバ」 ０．５ｍｇ５ｍ

Ｌ１管 ●

455 麻薬拮抗薬 ロルファン注射液1ｍｇ ０．１％１ｍＬ
１管

456 麻薬拮抗薬 ナロキソン塩酸塩静注0.2ｍｇ「ＡＦＰ」 ０．２ｍｇ１ｍ
Ｌ１管

457 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 １００ｍｇ１瓶

458 鎮咳薬、去痰薬 気道粘液溶解薬 ビソルボン注射液 ０．２％２ｍＬ
１管

459 胃腸機能調節薬
ドパミン受容体拮抗薬
プリンペラン後発薬 塩酸メトクロプラミド注射液１０ｍｇ「タカタ」 ０．５％２ｍＬ

１管 ●

460 消化性潰瘍治療薬
プロトンポンプ阻害薬
オメプラール後発薬 オメプラゾール注射用２０ｍｇ「NP」 ２０ｍｇ１瓶 ●

461
Ｈ2受容体拮抗薬
ガスター後発薬 ファモチジン注射液２０ｍｇ「トーワ」 20mg　1管 ●

462
Ｈ2受容体拮抗薬
タガメット後発薬 シメチジン注射液２００ｍｇ「サワイ」 １０％２ｍＬ１

管 ●

463 四級アンモニウム塩合成抗コリン薬 ブスコパン注射液 ２％１ｍＬ１
管

464 ベラドンナアルカロイド アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ ０．０５％１ｍ
Ｌ１管

465 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」１ｍＬ ０．０５％１ｍ
Ｌ１筒

466 腸疾患治療薬 炎症性腸疾患治療薬 レミケード点滴静注用１００ １００ｍｇ１瓶

467
炎症性腸疾患治療薬
レミケード後発薬 インフリキシマブBS点滴静注用１００ｍｇ「NK」 １００ｍｇ１瓶 ●

468 炎症性腸疾患治療薬 ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍL ４０ｍｇ０．４
ｍＬ１筒

469 炎症性腸疾患治療薬 エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ 300mg　1瓶 用時購入

呼吸器系に作用する薬剤

消化器系に作用する薬剤

気管支拡張薬、
気管支喘息治療薬

36 / 39 ページ



NO. 分類 薬効 薬品名 規格 後発薬 備考

大阪鉄道病院　採用注射薬　薬効別　　【2022年9月1日更新】

470 肝疾患治療薬 インターフェロン製剤 スミフェロンＤＳ３００ ３００万国際
単位１筒

471 インターフェロン製剤 スミフェロンＤＳ６００ ６００万国際
単位１筒

472 インターフェロン製剤 オーアイエフ注射用５００万ＩＵ
５００万国際
単位１瓶（溶
解液付）

473 インターフェロン製剤 フエロン注射用100万ＩＵ
１００万国際
単位１瓶（溶
解液付）

474 インターフェロン製剤 フエロン注射用３００万ＩＵ
３００万国際
単位１瓶（溶
解液付）

475 肝機能改善薬 ネオファーゲン静注20ｍL ２０ｍＬ１管

476 肝機能改善薬 タチオン注射用100ｍｇ １００ｍｇ１管

477 肝臓製剤 アデラビン９号注２ｍｌ ２ｍＬ１管

478 膵疾患治療薬 蛋白分解酵素阻害薬 注射用エフオーワイ１００ １００ｍｇ１瓶

479
蛋白分解酵素阻害薬
エフオーワイ後発薬 ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「日医工」 １００ｍｇ１瓶 ●

480
蛋白分解酵素阻害薬
エフオーワイ後発薬 ガベキサートメシル酸塩注射用５００ｍｇ「日医工」 ５００ｍｇ１瓶 ●

481
蛋白分解酵素阻害薬
フサン後発薬 ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「ＡＹ」 １０ｍｇ１瓶 ● 用時購入

482
蛋白分解酵素阻害薬
フサン後発薬 ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「ＡＹ」 ５０ｍｇ１瓶 ● 用時購入

483 蛋白分解酵素阻害薬 ミラクリッド注射液５万単位 ５０，０００単
位１ｍＬ１管

484 フェノチアジン系抗精神病薬 コントミン筋注２５ｍｇ 25ｍｇ/5
ｍｌ/A

485 フェノチアジン系抗精神病薬 ヒルナミン筋注２５ｍｇ 25ｍｇ/1
ｍｌ/A

486 フェノチアジン系抗精神病薬 ノバミン筋注5ｍｇ ０．５％１ｍＬ
１管

487 ブチロフェノン系抗精神病薬 セレネース注５ｍｇ ０．５％１ｍＬ
１管

488 ブチロフェノン系抗精神病薬 ハロマンス注５０ｍｇ ５０ｍｇ１ｍＬ
１管

489 三環系抗うつ薬 アナフラニール点滴静注２５ｍｇ ２５ｍｇ１管

490 抗不安薬・睡眠薬 ベンゾジアゼピン系抗不安薬 セルシン注射液１０ｍｇ １０ｍｇ１管

491 バルビツール酸系薬 注射用アイオナール・ナトリウム（０．２） 200ｍｇ/V

492 ベンゾジアゼピン系睡眠薬 サイレース静注２ｍｇ ２ｍｇ１管

493 抗てんかん薬 バルビツール酸系薬 フェノバール注射液100ｍｇ １０％１ｍＬ１
管

494 ヒダントイン系薬 ホストイン静注７５０ｍｇ 750mg10mL1
瓶

495 Naチャネル阻害 ビムパット点滴静注100mg 10mL 100mg10mL1
瓶 用時購入

496 SV2A結合 イーケプラ点滴静注用５００ｍｇ５ｍL 500mg5mL1
管

497 片頭痛・慢性頭痛治療薬 ヒト化抗CGRPモノクローナル抗体 エムガルティ皮下注120mg オートインジェクター 120mg1キット 用時購入

498 制吐剤　鎮暈薬
5-HT3受容体拮抗制吐薬
カイトリル後発薬 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５０ｍL「ＨＫ」 ３ｍｇ５０ｍＬ

１袋 ●

499
5-HT3受容体拮抗制吐薬
アロキシ後発薬 パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 ０．７５ｍｇ５0

ｍＬ１袋 ●

500 ニューロキニン1受容体拮抗薬 プロイメンド点滴静注用１５０ｍｇ 150mg1瓶

501 パーキンソン病治療薬 レポドパ含有製剤 ドパストン静注５０ｍｇ　０．２５％２０ｍL 50mg20mL1
管

502 ドパミン受容体刺激薬 アポカイン皮下注30mg 3mL 30mg3mL1管 院外限定

503 副交感神経遮断薬 アキネトン注射液　5ｍｇ ０．５％１ｍＬ
１管

504
脳梗塞治療薬(抗血小板薬)
キサンボン後発薬 オザグレルNa点滴静注液40mg「トーワ」 ４０ｍｇ２ｍＬ

１管 ●

505 脳梗塞治療薬(脳保護薬) エダラボン点滴静注30mg「NP」 ３０ｍｇ２０ｍ
Ｌ１管 ●

506 脳梗塞治療薬(脳循環・代謝賦活薬) アデホス-Lコーワ注10mg 1０ｍｇ１管

507 自律神経作用薬その他 コリン類似薬 オビソート注射用0.1ｇ １００ｍｇ１管
（溶解液付）

508 コリンエステラーゼ阻害薬 アンチレクス静注10ｍｇ １％１ｍＬ１
管

509 コリンエステラーゼ阻害薬 ワゴスチグミン注０．５ｍｇ ０．０５％１ｍ
Ｌ１管

510 NMOSD再発予防薬 ユプリズナ点滴静注１００ｍｇ　１０ｍＬ １００ｍｇ　10
ｍＬ 用時購入

511 筋弛緩薬 末梢性筋弛緩薬 スキサメトニウム注４０「ＡＳ」 ２％２ｍＬ１
管

512 末梢性筋弛緩薬 ダントリウム静注射用２０ｍｇ ２０ｍｇ１瓶

513 末梢性筋弛緩薬 マスキュラックス静注用１０ｍｇ １０ｍｇ１瓶

514
末梢性筋弛緩薬
マスキュラックス後発薬 マスキュレート静注用１０ｍｇ １０ｍｇ１瓶 ●

515
末梢性筋弛緩薬
エスラックス後発薬 ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ/５．０ｍL「マルイシ」 ５０ｍｇ５ｍＬ

１瓶

516 末梢性筋弛緩薬 ボトックス注用５０単位 ５０単位１瓶

517 筋弛緩回復薬 ブリディオン静注２００ｍｇ ２００ｍｇ２ｍ
Ｌ１瓶

518 麻薬および類似薬 モルフィナン系オピオイド モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「第一三共」 １０ｍｇ１ｍｌ１
Ａ

519 モルフィナン系オピオイド モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「第一三共」 ５０ｍｇ５ｍｌ１
Ａ

520 モルフィナン系オピオイド アンペック注200mg 200ｍｇ／５
ｍｌ/Ａ

521
モルフィナン系オピオイド
オキファスト後発薬 オキシコドン注射液１０ｍｇ「第一三共」 １０ｍｇ１ｍｌ１

Ａ ●

522
モルフィナン系オピオイド
オキファスト後発薬 オキシコドン注射液５０ｍｇ「第一三共」 ５０ｍｇ５ｍｌ１

Ａ ●

523 モルフィナン系オピオイド ナルベイン注２ｍｇ１ｍＬ 2mg1mL1A

524 モルフィナン系オピオイド ナルベイン注２０ｍｇ２ｍＬ 20mg2mL1A 緩和ケア内科のみ

神経系に作用する薬剤

脳卒中治療薬
抗認知症薬

抗精神病薬、抗うつ薬、
気分安定薬、精神刺激薬
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525 フェニルピペリジン系オピオイド フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」 ０．１ｍｇ２ｍｌ
１Ａ

526
フェニルピペリジン系オピオイド
オピスタン後発薬 ペチジン塩酸塩注射液３５ｍｇ「タケダ」 ３５ｍｇ１ｍｌ１

Ａ ●

527 ベンゾモルファン系オピオイド ソセゴン注射液１５ １５ｍｇ１管

528 モルフィナン系オピオイド レペタン静注0.2ｍｇ ０．２ｍｇ１管 用時購入

529 麻酔薬 局所麻酔薬 キシロカイン注射液２％ ２％１０ｍＬ
バイアル

530 局所麻酔薬 １％５ml ｷｼﾛｶｲﾝﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ5mlｘ10 １％５ｍＬ１
管

531 局所麻酔薬 ２％５ml ｷｼﾛｶｲﾝﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ5ml*10 ２％５ｍＬ１
管

532 局所麻酔薬 ｷｼﾛｶｲﾝﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ１％１０ｍｌｘ10 １％１０ｍＬ１
管

533 局所麻酔薬 キシロカイン０．５％筋注用溶解液 ０．５％３ｍＬ
１管

534 局所麻酔薬 キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１００） １％１０ｍＬ
バイアル

500 局所麻酔薬 リドカイン注射液（１％） １％１０ｍＬ
バイアル

501 局所麻酔薬 リドカイン注射液（２％） ２％１０ｍＬ
バイアル

502 局所麻酔薬 塩酸メピバカイン注シリンジ１％「ＮＰ」 1% １％１０ｍＬ１
筒

503 局所麻酔薬 ﾏ-ｶｲﾝ注脊麻0.5％等比重4ml*10 ０．５％４ｍＬ
１管

504 局所麻酔薬 高比重　ﾏ-ｶｲﾝ注脊麻0.5％4ml ０．５％４ｍＬ
１管

505 局所麻酔薬 ポプスカイン０．７５％注７５ｍｇ／１０ｍＬ ７５ｍｇ１０ｍ
Ｌ１管

506 局所麻酔薬 ポプスカイン０．５％注ｼﾘﾝｼﾞ50mg/10mL 50mg10mL1ﾄｳ 50mg10mL1
筒

507 局所麻酔薬 ポプスカイン０．２５％注バッグ２５０ｍｇ／100mL ２５０ｍｇ１０
０ｍＬ１袋

508 局所麻酔薬 アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ ０．７５％１０
ｍL1管

509 局所麻酔薬 ネオビタカイン注シリンジ５ｍL ５ｍL1筒

510 局所麻酔薬 テトカイン「杏林」２０ｍｇ ２０ｍｇ１瓶

511 全身麻酔薬 １％ディプリバン注500ｍｇ－キット ５００ｍｇ５０
ｍＬ１筒

512
全身麻酔薬
ディプリバン後発薬 プロポフォール静注１％２０ｍL「マルイシ」２００ｍｇ ２００ｍｇ２０

ｍＬ１管 ●

513 麻薬性鎮痛薬 レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」 ２ｍｇ1瓶 ●

514 全身麻酔薬 ラボナール注射用０．３ｇ ３００ｍｇ１管

515 全身麻酔薬 ドルミカム注射液１０ｍｇ １０ｍｇ２ｍＬ
１管

516
全身麻酔薬
ドルミカム後発薬 ミダゾラム注射液１０ｍｇ「タイヨー」 １０ｍｇ２ｍＬ

１管 ●

517 全身麻酔薬 アネレム静注用５０ｍｇ ５０ｍｇ　１瓶

518 全身麻酔薬 ケタラール静注用２００ｍｇ 200mg20mL1
瓶

519 全身麻酔薬 ドロレプタン注射液２５ｍｇ ２．５ｍｇ１ｍ
Ｌバイアル

520
中枢性α2アドレナリン受容体作動薬
プレセデックス後発薬 デクスメデトミジン静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「ニプロ」 ２００μｇ1筒 ●

521
鎮静薬
ベラドンナアルカロイド ハイスコ皮下注０．５ｍｇ 0.5ｍｇ/1ｍｌ

/A

522 腎疾患用剤 腎機能検査用薬 インジゴカルミン静注20ｍｇ「AFP」 ０．４％５ｍＬ
１管

523 腎機能検査用薬 フェノールスルホンフタレイン注第一 ０．６％１．３
ｍＬ１管

524 肝機能検査用薬 ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ ２５ｍｇ１瓶
（溶解液付）

525 透析液 サブラッド血液ろ過用補充液ＢＳＧ 2020mL1ｷｯﾄ 2020mL1ｷｯﾄ
ｻﾌﾞﾊﾟｯｸ採用のため

ﾏｽﾀ停止

526
透析液
サブラッド後発薬 サブパック血液ろ過用補充液-Bi 1010mL 1010mL1ｷｯﾄ ● 用時購入

527
透析液
サブラッド後発薬 サブパック血液ろ過用補充液-Bi 2020mL 2020mL1ｷｯﾄ ● 用時購入

528 頻尿・過活動膀胱治療薬 ウロミテキサン注１００ｍｇ １００ｍｇ１ｍ
Ｌ１管

529 感覚器官用剤 加齢黄斑変性治療薬 アイリーア硝子体内注射液40mg/mL ６００μｇ１
キット

530 加齢黄斑変性治療薬 ベオビュ硝子体内注射用キット１２０ｍｇ／ｍＬ　６ｍｇ０．０５ｍＬ 6mg１筒

531 硝子体手術補助薬 マキュエイド硝子体内注用４０ｍｇ 40mg1瓶

532 蛍光眼底造影剤 フルオレサイト静注500ｍｇ １０％５ｍＬ１
瓶

533 シアン化合物中毒治療薬 デトキソール静注液２ｇ １０％２０ｍＬ
１管

534 アセチルコリンエステラーゼ阻害薬中毒治療薬 パム静注５００ｍｇ ２．５％２０ｍ
Ｌ１管

535 鉄過剰症治療薬 デスフェラール注射用５００ｍｇ ５００ｍｇ１瓶

536 造影剤 プロハンス静注シリンジ13mL １３ｍＬ１筒

537 造影剤 マグネスコープ静注３８%シリンジ10mL 37.695%10mL1ﾄｳ 37.695%10mL
1筒

538 造影剤 マグネスコープ静注３８%シリンジ15mL 37.695%15mL1ﾄｳ 37.695%15mL
1筒

539 造影剤 ガドビスト静注1,0mol/Lシリンジ5mL 5mL1筒

540 造影剤 ガドビスト静注1,0mol/Lシリンジ10mL 10mL1筒

541 造影剤 ＥＯＢプリモビスト注シリンジ １８．１４３％
５ｍＬ１筒

542 造影剤 ＥＯＢプリモビスト注シリンジ １８．１４３％
１０ｍＬ１筒

感覚器官用剤

腎・泌尿器系薬
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543 造影剤 リゾビスト注 ４４．６ｍｇ１．
６ｍＬ１瓶

544 造影剤 イオメロン３００注50ml ６１．２４％５
０ｍＬ１瓶

545 造影剤 イオパミロン注３００　50ｍｌ ６１．２４％５
０ｍＬ１瓶

546 造影剤 イオパミロン注300　100mL 61.24%100mL
1瓶

547 造影剤 イオパミロン３７０注100ｍｌ ７５．５２％１
００ｍＬ１瓶

548 造影剤 イオパミロン注３７０シリンジ100ｍｌ ７５．５２％１
００ｍＬ１筒

549 造影剤 イオパミロン注300シリンジ(100ml) ６１．２４％１
００ｍＬ１筒

550 造影剤 イオパミドール300注シリンジ100mL「FF」 ６１．２４％１
００ｍＬ１筒

551 造影剤 イオパミドール370注50mL「FF」 ７５．５２％５
０ｍＬ１瓶

552 造影剤 イオパミドール370注100mL「FF」 ７５．５２％１
００ｍＬ１瓶

553 造影剤 イオパミドール370注シリンジ100mL「FF」 ７５．５２％１
００ｍＬ１筒

554 造影剤 オプチレイ３２０注シリンジ75ｍL ６７．８％７５
ｍＬ１筒

555 造影剤 オプチレイ３５０注シリンジ100mL 74.1% ７４．１％１０
０ｍＬ１筒

556 造影剤 オムニパーク２４０シリンジ100ｍｌ ５１．７７％１
００ｍＬ１筒

557 造影剤 オムニパーク３００シリンジ100ｍｌ ６４．７１％１
００ｍＬ１筒

558 造影剤 オムニパーク３５０注　50ｍｌ ７５．４９％５
０ｍＬ１瓶

559 造影剤 オムニパーク３５０注　100ｍｌ ７５．４９％１
００ｍＬ１瓶

560 造影剤 オムニパーク３００シリンジ150 ｍｌ64.71% ６４．７１％１
５０ｍＬ１筒

561 造影剤 オムニパーク２４０ 51.77% ５１．７７％１
０ｍＬ１瓶

562 造影剤 イオヘキソール注３００シリンジ「ＨＫ」 64.71%100mL ６４．７１％１
００ｍＬ１筒

563 造影剤 ウログラフイン注６０％ ６０％２０ｍＬ
１管

564 造影剤 ビリスコピン点滴静注５０ １０．５５％１
００ｍＬ１瓶

565 造影剤 イソビスト注３００ ６４．０８％１
０ｍＬ１瓶

566 造影剤 リピオドール４８０注１０ｍｌ １０ｍＬ１管

567 造影剤 ソナゾイド注射用16μl １瓶（溶解液
付）

568 造影剤 ダットスキャン静注 2.25ｍＬ１管 用時購入薬

569 造影剤 ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ 25mg1管
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