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１ 神経系及び感覚器官用医薬品
１．１ 中枢神経系用薬

イソミタール原末 （１ｇ）
院外

１．１．１ 全身麻酔剤

【一般名】アモバルビタール

１％ディプリバン注－キット （２００ｍｇ２０ｍＬ１筒）

エスクレ坐剤「２５０」 （２５０ｍｇ１個）

両

両

【一般名】プロポフォール

【一般名】抱水クロラール

１％ディプリバン注－キット （５００ｍｇ５０ｍＬ１筒）

エスクレ坐剤「５００」 （５００ｍｇ１個）

両

院外

【一般名】プロポフォール

【一般名】抱水クロラール

ドロレプタン注射液２５ｍｇ （２．５ｍｇ１ｍＬバイアル）

エスクレ注腸用キット「５００」 （５００ｍｇ１筒）

両

両

【一般名】ドロペリドール

プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」 （２００ｍｇ２０ｍＬ１
管）
両

【一般名】抱水クロラール

エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」 （２ｍｇ１錠）
限定

【一般名】プロポフォール

プロポフォール静注２％５０ｍＬ「マルイシ」 （１ｇ５０ｍＬ１瓶）
両

【一般名】エスタゾラム

エバミール錠１．０ （１ｍｇ１錠）
両

【一般名】プロポフォール

ラボナール注射用０．３ｇ （３００ｍｇ１管）
両

【一般名】ロルメタゼパム

エリスパン錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠）
両

【一般名】チオペンタールナトリウム

１．１．２ 催眠鎮静剤，抗不安剤

【一般名】フルジアゼパム

塩酸リルマザホン錠２「ＭＥＥＫ」 （２ｍｇ１錠）
両

２ｍｇセルシン錠 （２ｍｇ１錠）
両
【一般名】ジアゼパム

【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物

グランダキシン錠５０ （５０ｍｇ１錠）
院外

５ｍｇコントール錠 （５ｍｇ１錠）
院外
【一般名】クロルジアゼポキシド

【一般名】トフィソパム

コレミナール細粒１％ （１％１ｇ）
院外

５ｍｇセルシン錠 （５ｍｇ１錠）
両
【一般名】ジアゼパム

【一般名】フルタゾラム

コレミナール錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）
院外

アモバン錠１０ （１０ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ゾピクロン

【一般名】フルタゾラム

コントール散１０％ （１０％１ｇ）
院外

アモバン錠７．５ （７．５ｍｇ１錠）
両
【一般名】ゾピクロン

【一般名】クロルジアゼポキシド

サイレース錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）
院外

アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」 （０．４ｍｇ１錠）
両

【一般名】フルニトラゼパム

【一般名】アルプラゾラム

１％ディプリバン注－キット

サイレース錠１ｍｇ
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ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】フルニトラゼパム

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

サイレース静注２ｍｇ （２ｍｇ１管）

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】フルニトラゼパム

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

臭化カリウム （１０ｇ）

ダイアップ坐剤１０ （１０ｍｇ１個）

両

院外

【一般名】臭化カリウム

【一般名】ジアゼパム

セディール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

ダイアップ坐剤４ （４ｍｇ１個）

院外

両

【一般名】タンドスピロンクエン酸塩

【一般名】ジアゼパム

セディール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

ダイアップ坐剤６ （６ｍｇ１個）

院外

院外

【一般名】タンドスピロンクエン酸塩

【一般名】ジアゼパム

セパゾン錠１ （１ｍｇ１錠）

ダルメートカプセル１５ （１５ｍｇ１カプセル）

両

院外

【一般名】クロキサゾラム

【一般名】フルラゼパム塩酸塩

セパゾン錠２ （２ｍｇ１錠）

タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 （５ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】クロキサゾラム

【一般名】タンドスピロンクエン酸塩

セルシン散１％ （１％１ｇ）
両

デクスメデトミジン静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「ニプロ」
（２００μｇ５０ｍＬ１筒）
限定

【一般名】ジアゼパム
【一般名】デクスメデトミジン塩酸塩

セルシンシロップ０．１％ （０．１％１ｍＬ）
両

トフィソパム錠５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ１錠）
両

【一般名】ジアゼパム
【一般名】トフィソパム

セルシン注射液１０ｍｇ （１０ｍｇ１管）
両

ドラール錠１５ （１５ｍｇ１錠）
両

【一般名】ジアゼパム
【一般名】クアゼパム

セレナール錠１０ （１０ｍｇ１錠）
院外

ドラール錠２０ （２０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】オキサゾラム
【一般名】クアゼパム

セレナール錠５ （５ｍｇ１錠）
両

トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 （０．２５ｍｇ１錠）
両

【一般名】オキサゾラム
【一般名】トリアゾラム

ソラナックス０．４ｍｇ錠 （０．４ｍｇ１錠）
院外

トリクロリールシロップ１０％ （１０％１ｍＬ）
両

【一般名】アルプラゾラム
【一般名】トリクロホスナトリウム

ソラナックス０．８ｍｇ錠 （０．８ｍｇ１錠）
院外
【一般名】アルプラゾラム
サイレース錠２ｍｇ

トリクロリールシロップ１０％
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

ネルボン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

【一般名】ニトラゼパム

院外

マイスリー錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
【一般名】ニトラゼパム

院外

ハルシオン０．１２５ｍｇ錠 （０．１２５ｍｇ１錠）

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

院外

マイスリー錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
【一般名】トリアゾラム

院外

ハルシオン０．２５ｍｇ錠 （０．２５ｍｇ１錠）

【一般名】ゾルピデム酒石酸塩

院外

ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 （１０ｍｇ２ｍＬ１管）
【一般名】トリアゾラム

両

フェノバールエリキシル０．４％ （０．４％１ｍＬ）

【一般名】ミダゾラム

両

メイラックス細粒１％ （１％１ｇ）
【一般名】フェノバルビタール

院外

フェノバール散１０％ （１０％１ｇ）

【一般名】ロフラゼプ酸エチル

両

メイラックス錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）
【一般名】フェノバルビタール

両

フェノバール錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

【一般名】ロフラゼプ酸エチル

両

メイラックス錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）
【一般名】フェノバルビタール

院外

フェノバール注射液１００ｍｇ （１０％１ｍＬ１管）

【一般名】ロフラゼプ酸エチル

両

メレックス細粒０．１％ （０．１％１ｇ）
【一般名】フェノバルビタール

院外

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 （１ｍｇ１錠）

【一般名】メキサゾラム

両

メレックス錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）
【一般名】フルニトラゼパム

院外

プレセデックス静注液２００μｇ「マルイシ」 （２００μｇ２ｍＬ１
瓶）
両

【一般名】メキサゾラム

メレックス錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）
院外

【一般名】デクスメデトミジン塩酸塩

【一般名】メキサゾラム

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 （０．２５ｍｇ１錠）
両

メンドンカプセル７．５ｍｇ （７．５ｍｇ１カプセル）
院外

【一般名】ブロチゾラム

【一般名】クロラゼプ酸二カリウム

ブロモバレリル尿素原末「マルイシ」 （１ｇ）
院外

ユーロジン１ｍｇ錠 （１ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ブロモバレリル尿素

【一般名】エスタゾラム

ベンザリン細粒１％ （１％１ｇ）
院外

ユーロジン２ｍｇ錠 （２ｍｇ１錠）
限定

【一般名】ニトラゼパム

【一般名】エスタゾラム

ベンザリン錠１０ （１０ｍｇ１錠）
院外

ラボナ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
両

【一般名】ニトラゼパム

【一般名】ペントバルビタールカルシウム

ベンザリン錠５ （５ｍｇ１錠）
両

ネルボン錠１０ｍｇ

ラボナ錠５０ｍｇ
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

リスミー錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

ワイパックス錠１．０ （１ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物

【一般名】ロラゼパム

リスミー錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

１．１．３ 抗てんかん剤

院外
【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物

アレビアチン散１０％ （１０％１ｇ）
院外

ルネスタ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

【一般名】フェニトイン

両
【一般名】エスゾピクロン

アレビアチン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
両

ルネスタ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

【一般名】フェニトイン

両
【一般名】エスゾピクロン

アレビアチン注２５０ｍｇ （５％５ｍＬ１管）
両

ルネスタ錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）

【一般名】フェニトインナトリウム

院外
【一般名】エスゾピクロン

イーケプラ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）
両

ルピアール坐剤５０ （５０ｍｇ１個）

【一般名】レベチラセタム

院外
【一般名】フェノバルビタールナトリウム

イーケプラ錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）
両

レキソタン錠２ （２ｍｇ１錠）

【一般名】レベチラセタム

両
【一般名】ブロマゼパム

イーケプラ点滴静注５００ｍｇ （５００ｍｇ５ｍＬ１瓶）
両

レキソタン錠５ （５ｍｇ１錠）

【一般名】レベチラセタム

両
【一般名】ブロマゼパム

イーケプラドライシロップ５０％ （５０％１ｇ）
両

レスミット錠５ （５ｍｇ１錠）

【一般名】レベチラセタム

院外
【一般名】メダゼパム

イノベロン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
院外

レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠）

【一般名】ルフィナミド

院外
【一般名】ブロチゾラム

エクセグラン散２０％ （２０％１ｇ）
両

レンドルミン錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠）

【一般名】ゾニサミド

院外
【一般名】ブロチゾラム

エクセグラン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
両

ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 （０．５ｍｇ１錠）

【一般名】ゾニサミド

両
【一般名】ロラゼパム

エピレオプチマル散５０％ （５０％１ｇ）
院外

ロラメット錠１．０ （１ｍｇ１錠）

【一般名】エトスクシミド

院外
【一般名】ロルメタゼパム

オスポロット錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
院外

ワイパックス錠０．５ （０．５ｍｇ１錠）

【一般名】スルチアム

院外
【一般名】ロラゼパム
リスミー錠１ｍｇ

オスポロット錠２００ｍｇ
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

オスポロット錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

デパケン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】スルチアム

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

ガバペン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

デパケン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】ガバペンチン

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

ガバペン錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠）

デパケンシロップ５％ （５％１ｍＬ）

両

院外

【一般名】ガバペンチン

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

クランポール末 （１ｇ）

トピナ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】アセチルフェネトライド

【一般名】トピラマート

ザロンチンシロップ５％ （５％１ｍＬ）

トピナ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】エトスクシミド

【一般名】トピラマート

セレニカＲ顆粒４０％ （４０％１ｇ）

ノーベルバール静注用２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１瓶）

院外

両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

【一般名】フェノバルビタールナトリウム

セレニカＲ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

バルプロ酸Ｎａ錠１００ｍｇ「フジナガ」 （１００ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

ディアコミットドライシロップ分包２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１包）

バルプロ酸Ｎａ徐放顆粒４０％「フジナガ」 （４０％１ｇ）

院外

両

【一般名】スチリペントール

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

テグレトール細粒５０％ （５０％１ｇ）

バルプロ酸Ｎａシロップ５％「フジナガ」 （５％１ｍＬ）

両

両

【一般名】カルバマゼピン

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

テグレトール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

バルプロ酸ナトリウム錠１００ｍｇ「アメル」 （１００ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】カルバマゼピン

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

テグレトール錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

バルプロ酸ナトリウム錠２００ｍｇ「アメル」 （２００ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】カルバマゼピン

【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケンＲ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
院外

バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ２００ｍｇ「トーワ」 （２００ｍｇ１
錠）
両

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケンＲ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
限定

バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「日医工」 （５％１ｍＬ）
院外

【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【一般名】バルプロ酸ナトリウム

デパケン細粒４０％ （４０％１ｇ）
院外
【一般名】バルプロ酸ナトリウム
オスポロット錠５０ｍｇ

バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「日医工」
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

ヒダントールＤ配合錠 （１錠）

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

マイスタン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤

【一般名】クロバザム

ヒダントールＦ配合錠 （１錠）

ミダフレッサ静注０．１％ （１０ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

両

両

【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤

【一般名】ミダゾラム

ヒダントール散１０％ （１０％１ｇ）

ミノアレ散６６．７％ （６６．７％１ｇ）

両

院外

【一般名】フェニトイン

【一般名】トリメタジオン

ヒダントール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

ラミクタール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】フェニトイン

【一般名】ラモトリギン

ビムパット錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

ラミクタール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】ラコサミド

【一般名】ラモトリギン

ビムパット錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

ラミクタール錠小児用２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】ラコサミド

【一般名】ラモトリギン

ビムパット点滴静注２００ｍｇ （２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶）

ラミクタール錠小児用５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】ラコサミド

【一般名】ラモトリギン

ビムパットドライシロップ１０％ （１０％１ｇ）

ラモトリギン錠１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】ラコサミド

【一般名】ラモトリギン

フィコンパ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

ラモトリギン錠２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】ペランパネル水和物

【一般名】ラモトリギン

フィコンパ錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

ラモトリギン錠小児用２ｍｇ「トーワ」 （２ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】ペランパネル水和物

【一般名】ラモトリギン

プリミドン細粒９９．５％「日医工」 （９９．５％１ｇ）

ラモトリギン錠小児用５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】プリミドン

【一般名】ラモトリギン

ホストイン静注７５０ｍｇ （７５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

リボトリール細粒０．１％ （０．１％１ｇ）

両

両

【一般名】ホスフェニトインナトリウム水和物

【一般名】クロナゼパム

マイスタン細粒１％ （１％１ｇ）

リボトリール錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】クロバザム

【一般名】クロナゼパム

マイスタン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
院外
【一般名】クロバザム
ヒダントールＤ配合錠

リボトリール錠０．５ｍｇ
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

リボトリール錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ （２００ｍｇ１個）

院外

両

【一般名】クロナゼパム

【一般名】アセトアミノフェン

リボトリール錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

アンヒバ坐剤小児用５０ｍｇ （５０ｍｇ１個）

両

院外

【一般名】クロナゼパム

【一般名】アセトアミノフェン

１．１．４ 解熱鎮痛消炎剤

インフリーＳカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル）
院外

ＳＧ配合顆粒 （１ｇ）

【一般名】インドメタシン ファルネシル

両
【一般名】ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤

インフリーカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）
限定

アクタリット錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１錠）

【一般名】インドメタシン ファルネシル

院外
【一般名】アクタリット

エトドラク錠１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ１錠）
両

アスピリン「ホエイ」 （１０ｇ）

【一般名】エトドラク

両
【一般名】アスピリン

オークル錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
院外

アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「マルイシ」 （２００ｍｇ１錠）

【一般名】アクタリット

両
【一般名】アセトアミノフェン

オステラック錠２００ （２００ｍｇ１錠）
院外

アセトアミノフェン錠３００ｍｇ「マルイシ」 （３００ｍｇ１錠）

【一般名】エトドラク

両
【一般名】アセトアミノフェン

カルフェニール錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠）
院外

アセトアミノフェン錠５００ｍｇ「マルイシ」 （５００ｍｇ１錠）

【一般名】ロベンザリットナトリウム

両
【一般名】アセトアミノフェン

カロナール細粒２０％ （２０％１ｇ）
両

アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ （１０００ｍｇ１００ｍＬ１袋）

【一般名】アセトアミノフェン

両
【一般名】アセトアミノフェン

カロナール錠２００ （２００ｍｇ１錠）
院外

アルピニー坐剤５０ （５０ｍｇ１個）

【一般名】アセトアミノフェン

院外
【一般名】アセトアミノフェン

カロナール錠３００ （３００ｍｇ１錠）
院外

アルボ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

【一般名】アセトアミノフェン

院外
【一般名】オキサプロジン

カロナール錠５００ （５００ｍｇ１錠）
院外

アルボ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

【一般名】アセトアミノフェン

院外
【一般名】オキサプロジン

カロナールシロップ２％ （２％１ｍＬ）
両

アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ （１００ｍｇ１個）

【一般名】アセトアミノフェン

両
【一般名】アセトアミノフェン

キョーリンＡＰ２配合顆粒 （１ｇ）
院外
【一般名】シメトリド・無水カフェイン

リボトリール錠１ｍｇ

キョーリンＡＰ２配合顆粒
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

１ 神経系及び感覚器官用医薬品
【一般名】セレコキシブ

クリアミン配合錠Ａ１．０ （１錠）
院外

ソセゴン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）
院外

【一般名】エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤

【一般名】ペンタゾシン塩酸塩

クリノリル錠１００ （１００ｍｇ１錠）
院外

ソセゴン注射液１５ｍｇ （１５ｍｇ１管）
両

【一般名】スリンダク

【一般名】ペンタゾシン

クリノリル錠５０ （５０ｍｇ１錠）
院外

ソランタール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
両

【一般名】スリンダク

【一般名】チアラミド塩酸塩

ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１錠）
両

ソランタール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ「トーワ」 （３７．５ｍ
ｇ１カプセル）
両

【一般名】チアラミド塩酸塩

ソレトン錠８０ （８０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「ＪＧ」 （１２．５ｍｇ１
個）
両

【一般名】ザルトプロフェン

トアラセット配合錠「サンド」 （１錠）
両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「ＪＧ」 （２５ｍｇ１個）
両

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）
両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 （５０ｍｇ１個）
両

【一般名】トラマドール塩酸塩

トラマールＯＤ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ジソペイン錠７５ （７５ｍｇ１錠）
院外

【一般名】トラマドール塩酸塩

トラマール注１００ （１００ｍｇ１管）
両

【一般名】モフェゾラク

スルガム錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
院外

【一般名】トラマドール塩酸塩

トラムセット配合錠 （１錠）
院外

【一般名】チアプロフェン酸

スルガム錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
院外

【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤

ナイキサン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
両

【一般名】チアプロフェン酸

スルピリン水和物原末「マルイシ」 （１ｇ）
院外

【一般名】ナプロキセン

ニフラン錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）
院外

【一般名】スルピリン水和物

スルピリン注射液２５０ｍｇ「日医工」 （２５％１ｍＬ１管）
両

【一般名】プラノプロフェン

ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ （５ｍＬ１筒）
両

【一般名】スルピリン水和物

【一般名】サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤

セレコックス錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
両
キョーリンＡＰ２配合顆粒

ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

ノイロトロピン錠４単位 （４単位１錠）

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ （３７．５ｍｇ１カプセル）

両

院外

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ノイロトロピン注射液３．６単位 （３ｍＬ１管）

ボルタレンサポ１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１個）

両

院外

【一般名】ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ノルスパンテープ１０ｍｇ （１０ｍｇ１枚）

ボルタレンサポ２５ｍｇ （２５ｍｇ１個）

院外

院外

【一般名】ブプレノルフィン

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ノルスパンテープ５ｍｇ （５ｍｇ１枚）

ボルタレンサポ５０ｍｇ （５０ｍｇ１個）

両

院外

【一般名】ブプレノルフィン

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ハイペン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

ボルタレン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】エトドラク

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

ハイペン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

ポンタールカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル）

院外

限定

【一般名】エトドラク

【一般名】メフェナム酸

バファリン配合錠Ａ３３０ （３３０ｍｇ１錠）

ポンタール散５０％ （５０％１ｇ）

両

院外

【一般名】アスピリン・ダイアルミネート

【一般名】メフェナム酸

パラミヂンカプセル３００ｍｇ （３００ｍｇ１カプセル）

ポンタールシロップ３．２５％ （３．２５％１ｍＬ）

両

両

【一般名】ブコローム

【一般名】メフェナム酸

フルカムカプセル１３．５ｍｇ （１３．５ｍｇ１カプセル）

ミグリステン錠２０ （２０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】アンピロキシカム

【一般名】ジメトチアジンメシル酸塩

フルカムカプセル２７ｍｇ （２７ｍｇ１カプセル）

ミリダシン錠９０ｍｇ （９０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】アンピロキシカム

【一般名】プログルメタシンマレイン酸塩

ブルフェン錠１００ （１００ｍｇ１錠）

モーバー錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】イブプロフェン

【一般名】アクタリット

ブルフェン錠２００ （２００ｍｇ１錠）

モービック錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】イブプロフェン

【一般名】メロキシカム

フロベン錠４０ （４０ｍｇ１錠）

レペタン坐剤０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１個）

院外

両

【一般名】フルルビプロフェン

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩

ペオン錠８０ （８０ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ザルトプロフェン
ノイロトロピン錠４単位

レペタン坐剤０．２ｍｇ
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

レペタン坐剤０．４ｍｇ （０．４ｍｇ１個）

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

アキネトン注射液５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管）

院外

両

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩

【一般名】乳酸ビペリデン

レペタン注０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１管）

アジレクト錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩

【一般名】ラサギリンメシル酸塩

レリフェン錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠）

アジレクト錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】ナブメトン

【一般名】ラサギリンメシル酸塩

ロキソニン細粒１０％ （１０％１ｇ）

アーテン散１％ （１％１ｇ）

院外

両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩

ロキソニン錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠）

アーテン錠（２ｍｇ） （２ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩

ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「サワイ」 （１０％１ｇ）

アポカイン皮下注３０ｍｇ （３０ｍｇ３ｍＬ１筒）

両

限定

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

【一般名】アポモルヒネ塩酸塩水和物

ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「日医工」 （６０ｍｇ１錠）

アマンタジン塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

【一般名】アマンタジン塩酸塩

ロピオン静注５０ｍｇ （５０ｍｇ５ｍＬ１管）

アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】フルルビプロフェン アキセチル

【一般名】アマンタジン塩酸塩

ロルカム錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

エクフィナ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】ロルノキシカム

【一般名】サフィナミドメシル酸塩

ロルカム錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

エフピーＯＤ錠２．５ （２．５ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】ロルノキシカム

【一般名】セレギリン塩酸塩

ワントラム錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

エンタカポン錠１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】トラマドール塩酸塩

【一般名】エンタカポン

１．１．６ 抗パーキンソン剤

カバサール錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠）
院外

アキネトン細粒１％ （１％１ｇ）

【一般名】カベルゴリン

院外
【一般名】ビペリデン塩酸塩

カバサール錠１．０ｍｇ （１ｍｇ１錠）
両

アキネトン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

【一般名】カベルゴリン

院外
【一般名】ビペリデン塩酸塩

コムタン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
院外
【一般名】エンタカポン

レペタン坐剤０．４ｍｇ

コムタン錠１００ｍｇ
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

１ 神経系及び感覚器官用医薬品
【一般名】ゾニサミド

シンメトレル細粒１０％ （１０％１ｇ）
院外

トレリーフＯＤ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】アマンタジン塩酸塩

【一般名】ゾニサミド

シンメトレル錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
院外

トレリーフ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）
院外

【一般名】アマンタジン塩酸塩

【一般名】ゾニサミド

シンメトレル錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
院外

ニュープロパッチ１３．５ｍｇ （１３．５ｍｇ１枚）
院外

【一般名】アマンタジン塩酸塩

【一般名】ロチゴチン

スタレボ配合錠Ｌ１００ （１錠）
院外

ニュープロパッチ１８ｍｇ （１８ｍｇ１枚）
両

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン

【一般名】ロチゴチン

スタレボ配合錠Ｌ５０ （１錠）
院外

ニュープロパッチ２．２５ｍｇ （２．２５ｍｇ１枚）
限定

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン

【一般名】ロチゴチン

デュオドーパ配合経腸用液 （１００ｍＬ１カセット）
限定

ニュープロパッチ４．５ｍｇ （４．５ｍｇ１枚）
両

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

【一般名】ロチゴチン

ドパコール配合錠Ｌ１００ （１錠）
両

ニュープロパッチ９ｍｇ （９ｍｇ１枚）
両

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

【一般名】ロチゴチン

ドパコール配合錠Ｌ５０ （１錠）
両

ネオドパストン配合錠Ｌ１００ （１錠）
限定

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

ドパストン散９８．５％ （９８．５％１ｇ）
限定

ノウリアスト錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）
両

【一般名】レボドパ

【一般名】イストラデフィリン

ドパストン静注２５ｍｇ （０．２５％１０ｍＬ１管）
両

ハルロピテープ１６ｍｇ （１６ｍｇ１枚）
院外

【一般名】レボドパ

【一般名】ロピニロール塩酸塩

ドプスＯＤ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
両

ハルロピテープ２４ｍｇ （２４ｍｇ１枚）
院外

【一般名】ドロキシドパ

【一般名】ロピニロール塩酸塩

ドプス細粒２０％ （２０％１ｇ）
院外

ハルロピテープ３２ｍｇ （３２ｍｇ１枚）
院外

【一般名】ドロキシドパ

【一般名】ロピニロール塩酸塩

ドミン錠０．４ （０．４ｍｇ１錠）
院外

ハルロピテープ４０ｍｇ （４０ｍｇ１枚）
院外

【一般名】タリペキソール塩酸塩

【一般名】ロピニロール塩酸塩

トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）
両

コムタン錠１００ｍｇ

ハルロピテープ４０ｍｇ
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

ハルロピテープ８ｍｇ （８ｍｇ１枚）

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

レキップ錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】ロピニロール塩酸塩

【一般名】ロピニロール塩酸塩

パーロデル錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

レキップ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】ブロモクリプチンメシル酸塩

【一般名】ロピニロール塩酸塩

ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ （０．１２５ｍｇ１錠）

レキップ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

【一般名】ロピニロール塩酸塩

ビ・シフロール錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

１．１．７ 精神神経用剤

両
【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル）
両

ビペリデン塩酸塩細粒１％「アメル」 （１％１ｇ）

【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩

両
【一般名】ビペリデン塩酸塩

アタラックス－Ｐカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）
院外

ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ「アメル」 （１ｍｇ１錠）

【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩

両
【一般名】ビペリデン塩酸塩

アタラックス－Ｐシロップ０．５％ （０．５％１ｍＬ）
院外

ペルマックス錠２５０μｇ （２５０μｇ１錠）

【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩

限定
【一般名】ペルゴリドメシル酸塩

アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） （２．５％１ｍＬ１管）
両

ペルマックス錠５０μｇ （５０μｇ１錠）

【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩

院外
【一般名】ペルゴリドメシル酸塩

アタラックス錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
院外

マドパー配合錠 （１錠）

【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩

限定
【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩

アナフラニール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
院外

ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ （０．３７５ｍｇ１錠）

【一般名】クロミプラミン塩酸塩

両
【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

アナフラニール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）
両

ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ （１．５ｍｇ１錠）

【一般名】クロミプラミン塩酸塩

両
【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物

アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ （２５ｍｇ１管）
両

メネシット配合錠１００ （１錠）

【一般名】クロミプラミン塩酸塩

院外
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物

アモキサンカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル）
院外

レキップＣＲ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

【一般名】アモキサピン

両
【一般名】ロピニロール塩酸塩

アモキサンカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル）
両

レキップＣＲ錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠）

【一般名】アモキサピン

両
【一般名】ロピニロール塩酸塩
ハルロピテープ８ｍｇ

アモキサンカプセル２５ｍｇ
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

アンプリット錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

エビリファイ散１％ （１％１ｇ）

院外

両

【一般名】ロフェプラミン塩酸塩

【一般名】アリピプラゾール

イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ （３７．５ｍｇ１カプセル）
両

エビリファイ持続性水懸筋注用３００ｍｇシリンジ （３００ｍｇ１
キット）
限定

【一般名】ベンラファキシン塩酸塩
【一般名】アリピプラゾール水和物

イフェクサーＳＲカプセル７５ｍｇ （７５ｍｇ１カプセル）
両

エビリファイ持続性水懸筋注用４００ｍｇシリンジ （４００ｍｇ１
キット）
両

【一般名】ベンラファキシン塩酸塩

【一般名】アリピプラゾール水和物

インヴェガ錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）
両

エビリファイ錠１２ｍｇ （１２ｍｇ１錠）
両

【一般名】パリペリドン

【一般名】アリピプラゾール

インヴェガ錠６ｍｇ （６ｍｇ１錠）
両

エビリファイ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）
両

【一般名】パリペリドン

【一般名】アリピプラゾール

インチュニブ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）
限定

エビリファイ錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）
限定

【一般名】グアンファシン塩酸塩

【一般名】アリピプラゾール

インチュニブ錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）
院外

エビリファイ錠６ｍｇ （６ｍｇ１錠）
両

【一般名】グアンファシン塩酸塩

【一般名】アリピプラゾール

ウインタミン細粒（１０％） （１０％１ｇ）
両

エビリファイ内用液０．１％ （０．１％１ｍＬ）
両

【一般名】クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩

【一般名】アリピプラゾール

エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」 （０．５ｍｇ１錠）
両

エミレース錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】エチゾラム

【一般名】ネモナプリド

エチゾラム錠１ｍｇ「トーワ」 （１ｍｇ１錠）
両

エミレース錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）
院外

【一般名】エチゾラム

【一般名】ネモナプリド

エビリファイＯＤ錠１２ｍｇ （１２ｍｇ１錠）
院外

オーラップ細粒１％ （１％１ｇ）
院外

【一般名】アリピプラゾール

【一般名】ピモジド

エビリファイＯＤ錠２４ｍｇ （２４ｍｇ１錠）
両

オーラップ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）
院外

【一般名】アリピプラゾール

【一般名】ピモジド

エビリファイＯＤ錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）
院外

オーラップ錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）
院外

【一般名】アリピプラゾール

【一般名】ピモジド

エビリファイＯＤ錠６ｍｇ （６ｍｇ１錠）
院外
【一般名】アリピプラゾール
アンプリット錠１０ｍｇ

オーラップ錠３ｍｇ
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

オランザピン錠１０ｍｇ「明治」 （１０ｍｇ１錠）

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

コントミン糖衣錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】オランザピン

【一般名】クロルプロマジン塩酸塩

オランザピン錠２．５ｍｇ「明治」 （２．５ｍｇ１錠）

コントミン糖衣錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】オランザピン

【一般名】クロルプロマジン塩酸塩

クエチアピン細粒５０％「アメル」 （５０％１ｇ）

サインバルタカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセル）

両

両

【一般名】クエチアピンフマル酸塩

【一般名】デュロキセチン塩酸塩

クエチアピン錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （１００ｍｇ１錠）

サインバルタカプセル３０ｍｇ （３０ｍｇ１カプセル）

両

限定

【一般名】クエチアピンフマル酸塩

【一般名】デュロキセチン塩酸塩

クエチアピン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （２５ｍｇ１錠）

ジェイゾロフト錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】クエチアピンフマル酸塩

【一般名】セルトラリン塩酸塩

クレミン顆粒１０％ （１０％１ｇ）

ジェイゾロフト錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】モサプラミン塩酸塩

【一般名】セルトラリン塩酸塩

クレミン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

シクレスト舌下錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】モサプラミン塩酸塩

【一般名】アセナピンマレイン酸塩

クレミン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

ジプレキサザイディス錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】モサプラミン塩酸塩

【一般名】オランザピン

クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 （５ｍｇ１錠）

ジプレキサザイディス錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】クロチアゼパム

【一般名】オランザピン

クロフェクトン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

ジプレキサ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】クロカプラミン塩酸塩水和物

【一般名】オランザピン

コンサータ錠１８ｍｇ （１８ｍｇ１錠）

ジプレキサ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

【一般名】オランザピン

コンサータ錠２７ｍｇ （２７ｍｇ１錠）

ジプレキサ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

【一般名】オランザピン

コントミン筋注１０ｍｇ （０．５％２ｍＬ１管）

ストラテラカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル）

両

限定

【一般名】クロルプロマジン塩酸塩

【一般名】アトモキセチン塩酸塩

コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠）
両
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩
オランザピン錠１０ｍｇ「明治」

ストラテラカプセル１０ｍｇ
- 14 -

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

ストラテラカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル）

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

セレネース錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

限定

両

【一般名】アトモキセチン塩酸塩

【一般名】ハロペリドール

ストラテラカプセル４０ｍｇ （４０ｍｇ１カプセル）

セレネース錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）

限定

院外

【一般名】アトモキセチン塩酸塩

【一般名】ハロペリドール

ストラテラカプセル５ｍｇ （５ｍｇ１カプセル）

セレネース注５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管）

院外

両

【一般名】アトモキセチン塩酸塩

【一般名】ハロペリドール

ストラテラ内用液０．４％ （０．４％１ｍＬ）

セロクエル１００ｍｇ錠 （１００ｍｇ１錠）

限定

院外

【一般名】アトモキセチン塩酸塩

【一般名】クエチアピンフマル酸塩

スルモンチール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

セロクエル２５ｍｇ錠 （２５ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】トリミプラミンマレイン酸塩

【一般名】クエチアピンフマル酸塩

スルモンチール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

セロクエル細粒５０％ （５０％１ｇ）

院外

院外

【一般名】トリミプラミンマレイン酸塩

【一般名】クエチアピンフマル酸塩

ゼプリオン水懸筋注１００ｍｇシリンジ （１００ｍｇ１キット）

ゾテピン細粒１０％「アメル」 （１０％１ｇ）

両

院外

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

【一般名】ゾテピン

ゼプリオン水懸筋注１５０ｍｇシリンジ （１５０ｍｇ１キット）

ゾテピン錠２５ｍｇ「アメル」 （２５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

【一般名】ゾテピン

ゼプリオン水懸筋注５０ｍｇシリンジ （５０ｍｇ１キット）

テシプール錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

限定

院外

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

【一般名】セチプチリンマレイン酸塩

ゼプリオン水懸筋注７５ｍｇシリンジ （７５ｍｇ１キット）

デジレル錠２５ （２５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル

【一般名】トラゾドン塩酸塩

セルトラリン錠２５ｍｇ「明治」 （２５ｍｇ１錠）

デジレル錠５０ （５０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】セルトラリン塩酸塩

【一般名】トラゾドン塩酸塩

セレネース細粒１％ （１％１ｇ）

テトラミド錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】ハロペリドール

【一般名】ミアンセリン塩酸塩

セレネース錠０．７５ｍｇ （０．７５ｍｇ１錠）

デパス細粒１％ （１％１ｇ）

両

院外

【一般名】ハロペリドール

【一般名】エチゾラム

セレネース錠１．５ｍｇ （１．５ｍｇ１錠）
両
【一般名】ハロペリドール
ストラテラカプセル２５ｍｇ

デパス細粒１％
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

デパス錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

トレドミン錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】エチゾラム

【一般名】ミルナシプラン塩酸塩

デパス錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

トレドミン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】エチゾラム

【一般名】ミルナシプラン塩酸塩

デプロメール錠２５ （２５ｍｇ１錠）

トレドミン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

【一般名】ミルナシプラン塩酸塩

デプロメール錠５０ （５０ｍｇ１錠）

ニューレプチル細粒１０％ （１０％１ｇ）

院外

両

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

【一般名】プロペリシアジン

デプロメール錠７５ （７５ｍｇ１錠）

ニューレプチル錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

【一般名】プロペリシアジン

ドグマチール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

ニューレプチル錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】スルピリド

【一般名】プロペリシアジン

ドグマチール錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

ニューレプチル錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】スルピリド

【一般名】プロペリシアジン

トフラニール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

ノバミン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】イミプラミン塩酸塩

【一般名】プロクロルペラジンマレイン酸塩

トフラニール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】イミプラミン塩酸塩

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 （２５ｍｇ１錠）

パキシルＣＲ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

トリプタノール錠１０ （１０ｍｇ１錠）

パキシル錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】アミトリプチリン塩酸塩

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

トリプタノール錠２５ （２５ｍｇ１錠）

パキシル錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】アミトリプチリン塩酸塩

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

トリンテリックス錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

パキシル錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】ボルチオキセチン臭化水素酸塩

【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

トレドミン錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ミルナシプラン塩酸塩
デパス錠０．５ｍｇ

パキシル錠５ｍｇ
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

バルネチール細粒５０％ （５０％１ｇ）

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

ブロナンセリン錠８ｍｇ「ＤＳＰＢ」 （８ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】スルトプリド塩酸塩

【一般名】ブロナンセリン

バルネチール錠２００ （２００ｍｇ１錠）

プロピタン散１０％ （１０％１ｇ）

院外

院外

【一般名】スルトプリド塩酸塩

【一般名】ピパンペロン塩酸塩

ハロマンス注５０ｍｇ （５０ｍｇ１ｍＬ１管）

プロピタン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】ハロペリドールデカン酸エステル

【一般名】ピパンペロン塩酸塩

ピーゼットシー糖衣錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

ペロスピロン塩酸塩錠１６ｍｇ「アメル」 （１６ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】ペルフェナジンマレイン酸塩

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ビプレッソ徐放錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠）

ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ「アメル」 （４ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】クエチアピンフマル酸塩

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

ビプレッソ徐放錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

ホーリット錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】クエチアピンフマル酸塩

【一般名】オキシペルチン

ヒルナミン筋注２５ｍｇ （２．５％１ｍＬ１管）

ミルタザピン錠１５ｍｇ「明治」 （１５ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】レボメプロマジン塩酸塩

【一般名】ミルタザピン

ヒルナミン細粒１０％ （１０％１ｇ）

モディオダール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

【一般名】モダフィニル

ヒルナミン散５０％ （５０％１ｇ）

リスパダールＯＤ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

【一般名】リスペリドン

ヒルナミン錠（２５ｍｇ） （２５ｍｇ１錠）

リスパダールＯＤ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

【一般名】リスペリドン

ヒルナミン錠（５０ｍｇ） （５０ｍｇ１錠）
院外

リスパダール コンスタ筋注用２５ｍｇ （２５ｍｇ１キット（懸濁用
液付））
両

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩
【一般名】リスペリドン

ヒルナミン錠（５ｍｇ） （５ｍｇ１錠）
両

リスパダール コンスタ筋注用３７．５ｍｇ （３７．５ｍｇ１キット
（懸濁用液付））
両

【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩

【一般名】リスペリドン

プロチアデン錠２５ （２５ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ドスレピン塩酸塩

リスパダール コンスタ筋注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１キット（懸濁用
液付））
両

ブロナンセリン錠４ｍｇ「ＤＳＰＢ」 （４ｍｇ１錠）

【一般名】リスペリドン

両
【一般名】ブロナンセリン
バルネチール細粒５０％

リスパダール コンスタ筋注用５０ｍｇ
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

リスパダール細粒１％ （１％１ｇ）

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

リーマス錠１００ （１００ｍｇ１錠）

両

限定

【一般名】リスペリドン

【一般名】炭酸リチウム

リスパダール錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

リーマス錠２００ （２００ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】リスペリドン

【一般名】炭酸リチウム

リスパダール錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

ルジオミール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】リスペリドン

【一般名】マプロチリン塩酸塩

リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ （０．１％１ｍＬ）

ルジオミール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】リスペリドン

【一般名】マプロチリン塩酸塩

リスペリドン錠０．５ｍｇ「ヨシトミ」 （０．５ｍｇ１錠）

ルボックス錠２５ （２５ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】リスペリドン

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

リスペリドン錠１ｍｇ「ヨシトミ」 （１ｍｇ１錠）

ルボックス錠５０ （５０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】リスペリドン

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

リスペリドン錠２ｍｇ「ヨシトミ」 （２ｍｇ１錠）

ルボックス錠７５ （７５ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】リスペリドン

【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩

リスペリドン錠３ｍｇ「ヨシトミ」 （３ｍｇ１錠）

ルーラン錠１６ｍｇ （１６ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】リスペリドン

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ヨシトミ」 （０．１％１ｍＬ）

ルーラン錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】リスペリドン

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

リーゼ顆粒１０％ （１０％１ｇ）

ルーラン錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】クロチアゼパム

【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物

リーゼ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

レキサルティ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】クロチアゼパム

【一般名】ブレクスピプラゾール

リーゼ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

レキサルティ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】クロチアゼパム

【一般名】ブレクスピプラゾール

リタリン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

レクサプロ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】メチルフェニデート塩酸塩

【一般名】エスシタロプラムシュウ酸塩

リフレックス錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ミルタザピン
リスパダール細粒１％

レクサプロ錠１０ｍｇ
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

レスリン錠２５ （２５ｍｇ１錠）

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

ＰＬ配合顆粒 （１ｇ）

院外

両

【一般名】トラゾドン塩酸塩

【一般名】非ピリン系感冒剤

レスリン錠５０ （５０ｍｇ１錠）

ペレックス配合顆粒 （１ｇ）

院外

院外

【一般名】トラゾドン塩酸塩

【一般名】非ピリン系感冒剤

レメロン錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

幼児用ＰＬ配合顆粒 （１ｇ）

院外

院外

【一般名】ミルタザピン

【一般名】非ピリン系感冒剤

レメロン錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

１．１．９ その他の中枢神経系用薬

院外

アリセプトＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

【一般名】ミルタザピン

院外

ロドピン細粒１０％ （１０％１ｇ）

【一般名】ドネペジル塩酸塩

院外

アリセプトＤ錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）

【一般名】ゾテピン

院外

ロドピン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

【一般名】ドネペジル塩酸塩

院外

アリセプトＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

【一般名】ゾテピン

院外

ロドピン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

【一般名】ドネペジル塩酸塩

限定

アリセプト細粒０．５％ （０．５％１ｇ）

【一般名】ゾテピン

院外

ロナセン散２％ （２％１ｇ）

【一般名】ドネペジル塩酸塩

院外
【一般名】ブロナンセリン

アリセプト錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）
院外

ロナセン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

【一般名】ドネペジル塩酸塩

院外
【一般名】ブロナンセリン

アリセプト錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
院外

ロナセン錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

【一般名】ドネペジル塩酸塩

院外
【一般名】ブロナンセリン

アリセプトドライシロップ１％ （１％１ｇ）
院外

ロナセン錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠）

【一般名】ドネペジル塩酸塩

院外
【一般名】ブロナンセリン

イクセロンパッチ１３．５ｍｇ （１３．５ｍｇ１枚）
両

ロナセンテープ２０ｍｇ （２０ｍｇ１枚）

【一般名】リバスチグミン

両
【一般名】ブロナンセリン

イクセロンパッチ１８ｍｇ （１８ｍｇ１枚）
両

ロナセンテープ４０ｍｇ （４０ｍｇ１枚）

【一般名】リバスチグミン

両
【一般名】ブロナンセリン

イクセロンパッチ４．５ｍｇ （４．５ｍｇ１枚）
両

１．１．８ 総合感冒剤

【一般名】リバスチグミン

レスリン錠２５

イクセロンパッチ４．５ｍｇ
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

イクセロンパッチ９ｍｇ （９ｍｇ１枚）

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 （５ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】リバスチグミン

【一般名】タルチレリン水和物

グラマリール細粒１０％ （１０％１ｇ）

チアプリド細粒１０％「サワイ」 （１０％１ｇ）

院外

両

【一般名】チアプリド塩酸塩

【一般名】チアプリド塩酸塩

グラマリール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 （２５ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】チアプリド塩酸塩

【一般名】チアプリド塩酸塩

グラマリール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

テクフィデラカプセル１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１カプセル）

院外

院外

【一般名】チアプリド塩酸塩

【一般名】フマル酸ジメチル

コレアジン錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠）

テクフィデラカプセル２４０ｍｇ （２４０ｍｇ１カプセル）

限定

院外

【一般名】テトラベナジン

【一般名】フマル酸ジメチル

サノレックス錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠）

限定

両

【一般名】マジンドール

【一般名】ドネペジル塩酸塩

スピンラザ髄注１２ｍｇ （１２ｍｇ５ｍＬ１瓶）

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」 （３ｍｇ１錠）

限定

両

【一般名】ヌシネルセンナトリウム

【一般名】ドネペジル塩酸塩

セレジストＯＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】タルチレリン水和物

【一般名】ドネペジル塩酸塩

セレジスト錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

ベルソムラ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】タルチレリン水和物

【一般名】スボレキサント

タイサブリ点滴静注３００ｍｇ （３００ｍｇ１５ｍＬ１瓶）

ベルソムラ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】ナタリズマブ（遺伝子組換え）

【一般名】スボレキサント

タリージェ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

ミオカーム内服液３３．３％ （３３．３％１ｍＬ）

両

限定

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

【一般名】ピラセタム

タリージェ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

メマリーＯＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

【一般名】メマンチン塩酸塩

タリージェ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

メマリーＯＤ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】ミロガバリンベシル酸塩

【一般名】メマンチン塩酸塩

タリージェ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
両
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
イクセロンパッチ９ｍｇ

メマリーＯＤ錠２０ｍｇ
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

メマリーＯＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

レグテクト錠３３３ｍｇ （３３３ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】メマンチン塩酸塩

【一般名】アカンプロサートカルシウム

メマリー錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

レグナイト錠３００ｍｇ （３００ｍｇ１錠）

院外

限定

【一般名】メマンチン塩酸塩

【一般名】ガバペンチン エナカルビル

メマリー錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

レミッチＯＤ錠２．５μｇ （２．５μｇ１錠）

院外

両

【一般名】メマンチン塩酸塩

【一般名】ナルフラフィン塩酸塩

メマリー錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

レミッチカプセル２．５μｇ （２．５μｇ１カプセル）

院外

院外

【一般名】メマンチン塩酸塩

【一般名】ナルフラフィン塩酸塩

メマリードライシロップ２％ （２％１ｇ）

レミニールＯＤ錠１２ｍｇ （１２ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】メマンチン塩酸塩

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ （３０ｍｇ１００ｍＬ１キット）

レミニールＯＤ錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】エダラボン

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

リリカＯＤ錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠）

レミニールＯＤ錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】プレガバリン

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

リリカＯＤ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

レミニール内用液４ｍｇ／ｍＬ （０．４％１ｍＬ）

両

院外

【一般名】プレガバリン

【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩

リリカＯＤ錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）

ロゼレム錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】プレガバリン

【一般名】ラメルテオン

リリカカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル）

１．２ 末梢神経系用薬

院外

１．２．１ 局所麻酔剤

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル）

１％塩酸プロカイン注射液「ニッシン」 （１％５ｍＬ１管）
両

院外

【一般名】プロカイン塩酸塩

【一般名】プレガバリン

リリカカプセル７５ｍｇ （７５ｍｇ１カプセル）

カルボカインアンプル注０．５％ （０．５％１０ｍＬ１管）
両

院外

【一般名】メピバカイン塩酸塩

【一般名】プレガバリン

リルゾール錠５０ｍｇ「ＡＡ」 （５０ｍｇ１錠）

カルボカインアンプル注１％ （１％５ｍＬ１管）
両

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

【一般名】リルゾール

リルテック錠５０ （５０ｍｇ１錠）

カルボカインアンプル注１％ （１％１０ｍＬ１管）
両

院外

【一般名】メピバカイン塩酸塩

【一般名】リルゾール
メマリーＯＤ錠５ｍｇ

カルボカインアンプル注１％
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

カルボカインアンプル注２％ （２％５ｍＬ１管）

ポプスカイン０．５％注５０ｍｇ／１０ｍＬ （５０ｍｇ１０ｍＬ１管）

両

両

【一般名】メピバカイン塩酸塩

【一般名】レボブピバカイン塩酸塩

ポプスカイン０．７５％注シリンジ７５ｍｇ／１０ｍＬ （７５ｍｇ１０
ｍＬ１筒）

キシロカイン液「４％」 （４％１ｍＬ）
両

両

【一般名】リドカイン塩酸塩

【一般名】レボブピバカイン塩酸塩

キシロカイン注射液「０．５％」エピレナミン（１：１０００００）含
有 （０．５％１０ｍＬバイアル）

マーカイン注０．２５％ （０．２５％１０ｍＬバイアル）

両

両

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン

【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物

キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１０００００）含有
（１％１０ｍＬバイアル）

マーカイン注０．５％ （０．５％１０ｍＬバイアル）
両

両

【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物

【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン

マーカイン注脊麻用０．５％高比重 （０．５％４ｍＬ１管）

キシロカイン注シリンジ１％ （１％１０ｍＬ１筒）

両

両

【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物

【一般名】リドカイン塩酸塩

マーカイン注脊麻用０．５％等比重 （０．５％４ｍＬ１管）

キシロカイン注ポリアンプ０．５％ （０．５％１０ｍＬ１管）

両

両

【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物

【一般名】リドカイン塩酸塩

リドカイン点滴静注液１％「タカタ」 （１％２００ｍＬ１袋）

キシロカイン注ポリアンプ１％ （１％１０ｍＬ１管）

両

両

【一般名】リドカイン

【一般名】リドカイン塩酸塩

１．２．２ 骨格筋弛緩剤

キシロカイン注ポリアンプ２％ （２％１０ｍＬ１管）
両

クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠１２５ｍｇ「サワイ」
（１２５ｍｇ１錠）

【一般名】リドカイン塩酸塩

両

キシロカインビスカス２％ （２％１ｍＬ）

【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル

両

スキサメトニウム注４０「マルイシ」 （２％２ｍＬ１管）

【一般名】リドカイン塩酸塩

両

キシロカインポンプスプレー８％ （１ｇ）

【一般名】スキサメトニウム塩化物水和物

両

ダントリウムカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル）

【一般名】リドカイン

両

ストロカイン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物

両

ダントリウム静注用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶）

【一般名】オキセサゼイン

両

プロカイン塩酸塩注０．５％「トーワ」１ｍＬ （０．５％１ｍＬ１管）

【一般名】ダントロレンナトリウム水和物

両
【一般名】プロカイン塩酸塩

ナーブロック筋注２５００単位 （２５００単位０．５ｍＬ１瓶）
限定

ポプスカイン０．２５％注バッグ２５０ｍｇ／１００ｍＬ （２５０ｍｇ
１００ｍＬ１袋）
両

【一般名】Ｂ型ボツリヌス毒素

ボトックス注用１００単位 （１００単位１瓶）
両

【一般名】レボブピバカイン塩酸塩

【一般名】Ａ型ボツリヌス毒素

カルボカインアンプル注２％

ボトックス注用１００単位
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

ボトックス注用５０単位 （５０単位１瓶）

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

マイテラーゼ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】Ａ型ボツリヌス毒素

【一般名】アンベノニウム塩化物

リンラキサー錠１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１錠）

メスチノン錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル

【一般名】ピリドスチグミン臭化物

リンラキサー錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

ワゴスチグミン散（０．５％） （０．５％１ｇ）

院外

両

【一般名】クロルフェネシンカルバミン酸エステル

【一般名】ネオスチグミン臭化物

ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ「Ｆ」 （５０ｍｇ５
ｍＬ１瓶）

ワゴスチグミン注０．５ｍｇ （０．０５％１ｍＬ１管）
両

両

【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩

【一般名】ロクロニウム臭化物

１．２．４ 鎮けい剤

１．２．３ 自律神経剤
アボビスカプセル５０ （５０ｍｇ１カプセル）

アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 （０．０５％１ｍＬ１筒）
両

院外

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

【一般名】アクラトニウムナパジシル酸塩

ウブレチド錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ「タナベ」 （０．０５％１ｍＬ１管）
両

両

【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

【一般名】ジスチグミン臭化物

オビソート注射用０．１ｇ （１００ｍｇ１管（溶解液付））

アロフト錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）
両

両

【一般名】アフロクアロン

【一般名】アセチルコリン塩化物

チアトンカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル）

エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１錠）
両

院外

【一般名】エペリゾン塩酸塩

【一般名】チキジウム臭化物

チアトンカプセル５ｍｇ （５ｍｇ１カプセル）

ギャバロン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
両

院外

【一般名】バクロフェン

【一般名】チキジウム臭化物

チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１カプセ
ル）

ギャバロン髄注０．００５％ （０．００５％１ｍＬ１管）
両

両
【一般名】チキジウム臭化物

【一般名】バクロフェン

ギャバロン髄注０．０５％ （０．０５％２０ｍＬ１管）
両

トランコロンＰ配合錠 （１錠）
両
【一般名】メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール

【一般名】バクロフェン

ギャバロン髄注０．２％ （０．２％５ｍＬ１管）
両

トランコロン錠７．５ｍｇ （７．５ｍｇ１錠）
院外
【一般名】メペンゾラート臭化物

【一般名】バクロフェン

コスパノンカプセル４０ｍｇ （４０ｍｇ１カプセル）
両

ベサコリン散５％ （５％１ｇ）
限定

【一般名】フロプロピオン

【一般名】ベタネコール塩化物

ボトックス注用５０単位

コスパノンカプセル４０ｍｇ
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

コスパノン錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ （０．５モル２０ｍＬ１管）

院外

両

【一般名】フロプロピオン

【一般名】硫酸マグネシウム水和物

コスパノン錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠）

ロートエキス散「ニッコー」 （１ｇ）

院外

両

【一般名】フロプロピオン

【一般名】ロートエキス

コリオパンカプセル５ｍｇ （５ｍｇ１カプセル）

１．２．９ その他の末梢神経系用薬

院外
【一般名】ブトロピウム臭化物

オンパットロ点滴静注２ｍｇ／ｍＬ （８．８ｍｇ４．４ｍＬ１瓶）
限定

コリオパン顆粒２％ （２％１ｇ）

【一般名】パチシランナトリウム

院外
【一般名】ブトロピウム臭化物

ビンダケルカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセル）
院外

コリオパン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

【一般名】タファミジスメグルミン

院外

１．３ 感覚器官用薬

【一般名】ブトロピウム臭化物

１．３．１ 眼科用剤

セスデンカプセル３０ｍｇ （３０ｍｇ１カプセル）
院外

ＡＺ点眼液０．０２％ （０．０２％５ｍＬ１瓶）
両

【一般名】チメピジウム臭化物水和物

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

ダイピン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）
院外

アイオピジンＵＤ点眼液１％ （１％０．１ｍＬ１個）
両

【一般名】Ｎ－メチルスコポラミンメチル硫酸塩

【一般名】アプラクロニジン塩酸塩

チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 （１ｍｇ１錠）
両

アイファガン点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ）
両

【一般名】チザニジン塩酸塩

【一般名】ブリモニジン酒石酸塩

テルネリン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）
院外

アイベータ配合点眼液 （１ｍＬ）
院外

【一般名】チザニジン塩酸塩

【一般名】ブリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩

ハイスコ皮下注０．５ｍｇ （０．０５％１ｍＬ１管）
両
【一般名】スコポラミン臭化水素酸塩水和物

アイリーア硝子体内注射液４０ｍｇ／ｍＬ （２ｍｇ０．０５ｍＬ１
瓶）
両

パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」 （４％１ｍＬ１管）

【一般名】アフリベルセプト（遺伝子組換え）

両
【一般名】パパベリン塩酸塩

アイリーア硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ （２ｍｇ０．０５
ｍＬ１筒）
両

ブスコパン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
両
【一般名】ブチルスコポラミン臭化物

【一般名】アフリベルセプト（遺伝子組換え）

アシクロビル眼軟膏３％「ニットー」 （３％１ｇ）
両

ブスコパン注２０ｍｇ （２％１ｍＬ１管）
両
【一般名】ブチルスコポラミン臭化物

【一般名】アシクロビル

アゾルガ配合懸濁性点眼液 （１ｍＬ）
両

ミオナール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ブリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩

【一般名】エペリゾン塩酸塩
コスパノン錠４０ｍｇ

アゾルガ配合懸濁性点眼液
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

アダプチノール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩

両

キサラタン点眼液０．００５％ （０．００５％１ｍＬ）
【一般名】ヘレニエン

両

アレギサール点眼液０．１％ （５ｍｇ５ｍＬ１瓶）

【一般名】ラタノプロスト

院外

グラナテック点眼液０．４％ （０．４％１ｍＬ）
【一般名】ペミロラストカリウム

両

アレジオンＬＸ点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ）

【一般名】リパスジル塩酸塩水和物

両

クラビット点眼液０．５％ （０．５％１ｍＬ）
【一般名】エピナスチン塩酸塩

院外

アレジオン点眼液０．０５％ （０．０５％１ｍＬ）

【一般名】レボフロキサシン水和物

院外

クラビット点眼液１．５％ （１．５％１ｍＬ）
【一般名】エピナスチン塩酸塩

両

インタール点眼液２％ （１００ｍｇ５ｍＬ１瓶）

【一般名】レボフロキサシン水和物

院外

ケタス点眼液０．０１％ （０．５ｍｇ５ｍＬ１瓶）
【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

院外

インタール点眼液ＵＤ２％ （７ｍｇ０．３５ｍＬ１個）

【一般名】イブジラスト

院外

コソプト配合点眼液 （１ｍＬ）
【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

院外

ウブレチド点眼液０．５％ （０．５％１ｍＬ）

【一般名】ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩

院外

サイプレジン１％点眼液 （１％１ｍＬ）
【一般名】ジスチグミン臭化物

両

ウブレチド点眼液１％ （１％１ｍＬ）

【一般名】シクロペントラート塩酸塩

院外

ザジテン点眼液０．０５％ （３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶）
【一般名】ジスチグミン臭化物

院外

エイゾプト懸濁性点眼液１％ （１％１ｍＬ）

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

両

サンコバ点眼液０．０２％ （０．０２％５ｍＬ１瓶）
【一般名】ブリンゾラミド

院外

エイベリス点眼液０．００２％ （０．００２％１ｍＬ）

【一般名】シアノコバラミン

両

サンピロ点眼液０．５％ （０．５％５ｍＬ１瓶）
【一般名】オミデネパグ イソプロピル

院外

カタリンＫ点眼用０．００５％ （０．００５％１ｍＬ（溶解後の液と
して））
院外

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

サンピロ点眼液１％ （１％５ｍＬ１瓶）
両

【一般名】ピレノキシン

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

ガチフロ点眼液０．３％ （０．３％１ｍＬ）
院外

サンピロ点眼液２％ （２％５ｍＬ１瓶）
両

【一般名】ガチフロキサシン水和物

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

カリーユニ点眼液０．００５％ （０．００５％５ｍＬ１瓶）
両

サンピロ点眼液３％ （３％５ｍＬ１瓶）
院外

【一般名】ピレノキシン

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

眼・耳科用リンデロンＡ軟膏 （１ｇ）
院外

アダプチノール錠５ｍｇ

サンピロ点眼液３％
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

ジクアス点眼液３％ （３％５ｍＬ１瓶）

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

チモプトール点眼液０．２５％ （０．２５％１ｍＬ）

両

院外

【一般名】ジクアホソルナトリウム

【一般名】チモロールマレイン酸塩

ジクロード点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ）

チモプトール点眼液０．５％ （０．５％１ｍＬ）

院外

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

【一般名】チモロールマレイン酸塩

ジクロフェナクＮａ点眼液０．１％「ニッテン」 （０．１％１ｍＬ）

ティアバランス点眼液０．１％ （０．１％５ｍＬ１瓶）

両

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

人工涙液マイティア点眼液 （５ｍＬ１瓶）

ディスコビスク１．０眼粘弾剤 （１ｍＬ１筒）

両

両

【一般名】ホウ酸・無機塩類配合剤

【一般名】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

ゼペリン点眼液０．１％ （５ｍｇ５ｍＬ１瓶）
院外

デタントール０．０１％点眼液 （０．０１％１ｍＬ）
両

【一般名】アシタザノラスト水和物
【一般名】ブナゾシン塩酸塩

ゾビラックス眼軟膏３％ （３％１ｇ）
院外

デュオトラバ配合点眼液 （１ｍＬ）
両

【一般名】アシクロビル
【一般名】トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩

タチオン点眼用２％ （２％１ｍＬ）
両

点眼・点鼻用リンデロンＡ液 （１ｍＬ）
両

【一般名】グルタチオン
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩

タプコム配合点眼液 （１ｍＬ）
院外

トブラシン点眼液０．３％ （３ｍｇ１ｍＬ）
両

【一般名】タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩
【一般名】トブラマイシン

タプロス点眼液０．００１５％ （０．００１５％１ｍＬ）
両

トラニラスト点眼液０．５％「サワイ」 （２５ｍｇ５ｍＬ１瓶）
両

【一般名】タフルプロスト
【一般名】トラニラスト

タリビッド眼軟膏０．３％ （０．３％１ｇ）
両

トラバタンズ点眼液０．００４％ （０．００４％１ｍＬ）
両

【一般名】オフロキサシン
【一般名】トラボプロスト

タリビッド点眼液０．３％ （０．３％１ｍＬ）
院外

トルソプト点眼液０．５％ （０．５％１ｍＬ）
院外

【一般名】オフロキサシン
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩

タリムス点眼液０．１％ （０．１％５ｍＬ１瓶）
両

トルソプト点眼液１％ （１％１ｍＬ）
両

【一般名】タクロリムス水和物
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩

チモプトールＸＥ点眼液０．２５％ （０．２５％１ｍＬ）
院外

日点アトロピン点眼液１％ （１％５ｍＬ１瓶）
両

【一般名】チモロールマレイン酸塩
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

チモプトールＸＥ点眼液０．５％ （０．５％１ｍＬ）
両
【一般名】チモロールマレイン酸塩
ジクアス点眼液３％

日点アトロピン点眼液１％
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

ニフラン点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ）

【一般名】ジピベフリン塩酸塩

院外

ピバレフリン点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ）
【一般名】プラノプロフェン

院外

ネオシネジンコーワ５％点眼液 （５％１ｍＬ）

【一般名】ジピベフリン塩酸塩

両

ピマリシン点眼液５％「センジュ」 （５０ｍｇ１ｍＬ）
【一般名】フェニレフリン塩酸塩

両

ネオメドロールＥＥ軟膏 （１ｇ）

【一般名】ピマリシン

両

フラビタン眼軟膏０．１％ （０．１％１ｇ）
【一般名】フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン

両

ネバナック懸濁性点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ）

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

両

フラビタン点眼液０．０５％ （０．０５％５ｍＬ１瓶）
【一般名】ネパフェナク

両

ノフロ点眼液０．３％ （０．３％１ｍＬ）

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

院外

プリビナ点眼液０．５ｍｇ／ｍＬ （０．０５％１ｍＬ）
【一般名】ノルフロキサシン

院外

ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ （０．２５％１ｍＬ）

【一般名】ナファゾリン硝酸塩

院外

フルオロメトロン点眼液０．０２％「日点」 （０．０２％１ｍＬ）
【一般名】ニプラジロール

両

パタノール点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ）

【一般名】フルオロメトロン

両

フルオロメトロン点眼液０．１％「日点」 （０．１％１ｍＬ）
【一般名】オロパタジン塩酸塩

両

パピロックミニ点眼液０．１％ （０．１％０．４ｍＬ１個）

【一般名】フルオロメトロン

院外

フルメトロン点眼液０．０２％ （０．０２％１ｍＬ）
【一般名】シクロスポリン

院外

ヒアレイン点眼液０．１％ （０．１％５ｍＬ１瓶）

【一般名】フルオロメトロン

両

フルメトロン点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ）
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

院外

ヒアレインミニ点眼液０．１％ （０．１％０．４ｍＬ１個）

【一般名】フルオロメトロン

院外

ブロナック点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ）
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

両

ヒアレインミニ点眼液０．３％ （０．３％０．４ｍＬ１個）

【一般名】ブロムフェナクナトリウム水和物

両

プロラノン点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ）
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

両

ビーエスエスプラス５００眼灌流液０．０１８４％ （０．４６％２０
ｍＬ１瓶（希釈液付））
両

【一般名】プラノプロフェン

ベオビュ硝子体内注射用キット１２０ｍｇ／ｍＬ （６ｍｇ０．０５
ｍＬ１筒）

【一般名】オキシグルタチオン

両

ビスダイン静注用１５ｍｇ （１５ｍｇ１瓶）

【一般名】ブロルシズマブ（遺伝子組換え）

両

ベガモックス点眼液０．５％ （０．５％１ｍＬ）
【一般名】ベルテポルフィン

両

ピバレフリン点眼液０．０４％ （０．０４％１ｍＬ）

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

院外

ニフラン点眼液０．１％

ベガモックス点眼液０．５％
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

ベストロン点眼用０．５％ （５ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液として））

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

ムコスタ点眼液ＵＤ２％ （２％０．３５ｍＬ１本）

両

両

【一般名】セフメノキシム塩酸塩

【一般名】レバミピド

ベトプティック エス懸濁性点眼液０．５％ （０．５％１ｍＬ）

ムコゾーム点眼液０．５％ （０．５％１ｍＬ）

院外

院外

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

【一般名】リゾチーム塩酸塩

ベトプティック点眼液０．５％ （０．５％１ｍＬ）

ムコファジン点眼液 （５ｍＬ１瓶）

院外

院外

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム・コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム

ベノキシール点眼液０．４％ （０．４％１ｍＬ）
両

モキシフロキサシン点眼液０．５％「ニットー」 （０．５％１ｍＬ）
両

【一般名】オキシブプロカイン塩酸塩
【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

ホウ酸「ヨシダ」 （１０ｇ）
両

ラクリミン点眼液０．０５％ （０．０５％５ｍＬ１瓶）
院外

【一般名】ホウ酸
【一般名】オキシブプロカイン塩酸塩

ホウ砂「ニッコー」 （１０ｇ）
両

リザベン点眼液０．５％ （２５ｍｇ５ｍＬ１瓶）
院外

【一般名】ホウ砂
【一般名】トラニラスト

マキュエイド眼注用４０ｍｇ （４０ｍｇ１瓶）
両

リズモンＴＧ点眼液０．２５％ （０．２５％１ｍＬ）
院外

【一般名】トリアムシノロンアセトニド
【一般名】チモロールマレイン酸塩

ミオピン点眼液 （５ｍＬ１瓶）
院外

リズモンＴＧ点眼液０．５％ （０．５％１ｍＬ）
院外

【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩・無機塩類配合剤
【一般名】チモロールマレイン酸塩

ミケランＬＡ点眼液２％ （２％１ｍＬ）
両

リボスチン点眼液０．０２５％ （０．０２５％１ｍＬ）
院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩
【一般名】レボカバスチン塩酸塩

ミケラン点眼液１％ （１％１ｍＬ）
院外

リュウアト１％眼軟膏 （１％１ｇ）
両

【一般名】カルテオロール塩酸塩
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

ミケラン点眼液２％ （２％１ｍＬ）
院外

リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ （０．１％１ｍＬ）
両

【一般名】カルテオロール塩酸塩
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

ミケルナ配合点眼液 （１ｍＬ）
院外

ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ （０．５ｍｇ
０．０５ｍＬ１筒）
両

【一般名】カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト

【一般名】ラニビズマブ（遺伝子組換え）

ミドリンＭ点眼液０．４％ （０．４％１ｍＬ）
両

ルミガン点眼液０．０３％ （０．０３％１ｍＬ）
両

【一般名】トロピカミド

【一般名】ビマトプロスト

ミドリンＰ点眼液 （１ｍＬ）
両
【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩
ベストロン点眼用０．５％

ルミガン点眼液０．０３％
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

レスキュラ点眼液０．１２％ （０．１２％１ｍＬ）

ナイスピー点鼻液５０μｇ （８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶）

両

院外

【一般名】イソプロピルウノプロストン

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

ロメフロン点眼液０．３％ （０．３％１ｍＬ）

ナシビン点鼻・点眼液０．０５％ （０．０５％１ｍＬ）

院外

院外

【一般名】ロメフロキサシン塩酸塩

【一般名】オキシメタゾリン塩酸塩

ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用 （５ｍｇ１０ｇ１瓶）

１．３．２ 耳鼻科用剤

両

アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用 （３ｍｇ６ｇ１キット）

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物

両

プリビナ液０．０５％ （０．０５％１ｍＬ）

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

両

アルロイヤー点鼻液５０μｇ （８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶）

【一般名】ナファゾリン硝酸塩

院外

フルナーゼ点鼻液５０μｇ２８噴霧用 （２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶）

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

院外

インタール点鼻液２％ （１９０ｍｇ９．５ｍＬ１瓶）

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

院外

フルナーゼ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 （４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶）

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

院外

エリザス点鼻粉末２００μｇ２８噴霧用 （５．６ｍｇ１瓶）

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

院外

ベストロン耳鼻科用１％ （１０ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液として））

【一般名】デキサメタゾンシペシル酸エステル

両

オフロキサシン耳科用液０．３％「ＣＥＯ」 （３ｍｇ１ｍＬ）

【一般名】セフメノキシム塩酸塩

院外

リティンパ耳科用２５０μｇセット （１セット）

【一般名】オフロキサシン

両

ザジテン点鼻液０．０５％ （６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶）

【一般名】トラフェルミン（遺伝子組換え）

両

リノコートパウダースプレー鼻用２５μｇ （１．５０ｍｇ０．９０８７
ｇ１瓶）

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

院外

ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％「ＣＥＯ」
（５％１ｍＬ）

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

両

リボスチン点鼻液０．０２５ｍｇ１１２噴霧用 （０．０２５％１５ｍＬ
１瓶）

【一般名】ジオクチルソジウムスルホサクシネート

両

小児用フルナーゼ点鼻液２５μｇ５６噴霧用 （２．０４ｍｇ４ｍＬ
１瓶）

【一般名】レボカバスチン塩酸塩

両

１．３．３ 鎮暈剤

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

スカイロン点鼻液５０μｇ２８噴霧用 （２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶）

ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「タイヨー」 （２５ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

【一般名】ジフェニドール塩酸塩

ストミンＡ配合錠 （１錠）

セファドール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】ニコチン酸アミド・パパベリン塩酸塩

【一般名】ジフェニドール塩酸塩

タリビッド耳科用液０．３％ （３ｍｇ１ｍＬ）

トラベルミン配合錠 （１錠）

両

院外

【一般名】オフロキサシン

【一般名】ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン

レスキュラ点眼液０．１２％

トラベルミン配合錠
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１ 神経系及び感覚器官用医薬品

１ 神経系及び感覚器官用医薬品

ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＪＤ」 （６ｍｇ１錠）
両
【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

メリスロン錠１２ｍｇ （１２ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

メリスロン錠６ｍｇ （６ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩

ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＪＤ」

メリスロン錠６ｍｇ
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２ 個々の器官系用医薬品

２ 個々の器官系用医薬品

２ 個々の器官系用医薬品
２．１ 循環器官用薬
２．１．１ 強心剤
アカルディカプセル１．２５ （１．２５ｍｇ１カプセル）

【一般名】ドカルパミン

ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇバッグ「武田テバ」 （０．
１％２００ｍＬ１袋）
両

院外
【一般名】ドパミン塩酸塩
【一般名】ピモベンダン

安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」 （１ｇ）

ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇバッグ「武田テバ」 （０．
３％２００ｍＬ１袋）

両

両

【一般名】安息香酸ナトリウムカフェイン

【一般名】ドパミン塩酸塩

イノバン注０．３％シリンジ （０．３％５０ｍＬ１筒）

ドブトレックス注射液１００ｍｇ （１００ｍｇ１管）

両

両

【一般名】ドパミン塩酸塩

【一般名】ドブタミン塩酸塩

イノバン注１００ｍｇ （１００ｍｇ５ｍＬ１管）

ドブポン注０．３％シリンジ （０．３％５０ｍＬ１筒）

両

両

【一般名】ドパミン塩酸塩

【一般名】ドブタミン塩酸塩

エホチール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

ネオフィリン原末 （１ｇ）

院外

院外

【一般名】エチレフリン塩酸塩

【一般名】アミノフィリン水和物

エホチール注１０ｍｇ （１％１ｍＬ１管）

ネオフィリン注２５０ｍｇ （２．５％１０ｍＬ１管）

両

両

【一般名】エチレフリン塩酸塩

【一般名】アミノフィリン水和物

カルグート錠１０ （１０ｍｇ１錠）

ノイキノン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】デノパミン

【一般名】ユビデカレノン

コアテック注５ｍｇ （５ｍｇ５ｍＬ１管）

ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ （０．１２５ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】オルプリノン塩酸塩水和物

【一般名】ジゴキシン

ジゴキシン錠０．２５ｍｇ「ＡＦＰ」 （０．２５ｍｇ１錠）

ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 （１．２５ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】ジゴキシン

【一般名】ピモベンダン

ジゴシンエリキシル０．０５ｍｇ／ｍＬ （０．００５％１０ｍＬ）

プロタノールＬ注０．２ｍｇ （０．０２％１ｍＬ１管）

院外

両

【一般名】ジゴキシン

【一般名】ｌ－イソプレナリン塩酸塩

ジゴシン散０．１％ （０．１％１ｇ）

プロタノールＳ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】ジゴキシン

【一般名】ｄｌ－イソプレナリン塩酸塩

ジゴシン注０．２５ｍｇ （０．０２５％１ｍＬ１管）

ミルリノン注射液１０ｍｇ「Ｆ」 （１０ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

両

両

【一般名】ジゴキシン

【一般名】ミルリノン

タナドーパ顆粒７５％ （７５％１ｇ）
両

アカルディカプセル１．２５

ミルリノン注射液１０ｍｇ「Ｆ」
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２ 個々の器官系用医薬品

ユビデカレノン錠１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１錠）

２ 個々の器官系用医薬品

アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 （１０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】ユビデカレノン

【一般名】アロチノロール塩酸塩

ラニラピッド錠０．０５ｍｇ （０．０５ｍｇ１錠）

アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】メチルジゴキシン

【一般名】アロチノロール塩酸塩

ラニラピッド錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠）

アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 （１０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】メチルジゴキシン

【一般名】アロチノロール塩酸塩

レスピア静注・経口液６０ｍｇ （６０ｍｇ３ｍＬ１瓶）

アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＰ」 （５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】無水カフェイン

【一般名】アロチノロール塩酸塩

２．１．２ 不整脈用剤

アンカロン錠１００ （１００ｍｇ１錠）
院外

アスペノンカプセル２０ （２０ｍｇ１カプセル）

【一般名】アミオダロン塩酸塩

院外
【一般名】アプリンジン塩酸塩

インデラル錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
両

アスペノン静注用１００ （１００ｍｇ１０ｍＬ１管）

【一般名】プロプラノロール塩酸塩

両
【一般名】アプリンジン塩酸塩

インデラル注射液２ｍｇ （０．１％２ｍＬ１管）
両

アプリンジン塩酸塩カプセル２０ｍｇ「ＮＰ」 （２０ｍｇ１カプセ
ル）

【一般名】プロプラノロール塩酸塩

両

オノアクト点滴静注用１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１瓶）
【一般名】アプリンジン塩酸塩

両

アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 （１５０ｍｇ３ｍＬ１管）

【一般名】ランジオロール塩酸塩

両

オノアクト点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）
【一般名】アミオダロン塩酸塩

両

アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 （１００ｍｇ１錠）

【一般名】ランジオロール塩酸塩

両

カルビスケン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
【一般名】アミオダロン塩酸塩

院外

アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ「ＴＥ」 （５０ｍｇ１錠）

【一般名】ピンドロール

両

キニジン硫酸塩錠１００ｍｇ「ファイザー」 （１００ｍｇ１錠）
【一般名】アミオダロン塩酸塩

院外

アミサリン錠１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１錠）

【一般名】キニジン硫酸塩水和物

院外

コアベータ静注用１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１瓶）
【一般名】プロカインアミド塩酸塩

両

アミサリン錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

【一般名】ランジオロール塩酸塩

院外

サンリズムカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル）
【一般名】プロカインアミド塩酸塩

限定

アミサリン注１００ｍｇ （１０％１ｍＬ１管）

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

両

サンリズムカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）
【一般名】プロカインアミド塩酸塩

院外
【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

ユビデカレノン錠１０ｍｇ「サワイ」

サンリズムカプセル５０ｍｇ
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２ 個々の器官系用医薬品

２ 個々の器官系用医薬品
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

サンリズム注射液５０ （５０ｍｇ５ｍＬ１管）
両

ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 （２．５ｍｇ１錠）
両

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

シベノール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
院外

ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠）
両

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

シベノール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
院外

ピメノールカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）
院外

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物

シベノール静注７０ｍｇ （７０ｍｇ５ｍＬ１管）
両

ピメノールカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）
院外

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

【一般名】ピルメノール塩酸塩水和物

シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１錠）
両

ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「タナベ」 （２５ｍｇ１カプ
セル）

【一般名】シベンゾリンコハク酸塩

限定

シンビット静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

両

ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「タナベ」 （５０ｍｇ１カプ
セル）

【一般名】ニフェカラント塩酸塩

両

ソタコール錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）
両

【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物

【一般名】ソタロール塩酸塩

プロノン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
院外

タンボコール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
院外

【一般名】プロパフェノン塩酸塩

【一般名】フレカイニド酢酸塩

プロノン錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠）
両

タンボコール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
両

【一般名】プロパフェノン塩酸塩

【一般名】フレカイニド酢酸塩

ベプリコール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
院外

タンボコール静注５０ｍｇ （５０ｍｇ５ｍＬ１管）
両

【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物

【一般名】フレカイニド酢酸塩

ベプリコール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
両

テノーミン錠２５ （２５ｍｇ１錠）
両

【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物

【一般名】アテノロール

ミケラン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
限定

テノーミン錠５０ （５０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩

【一般名】アテノロール

メインテート錠０．６２５ｍｇ （０．６２５ｍｇ１錠）
院外

ナディック錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）
限定

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

【一般名】ナドロール

メインテート錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「トーワ」 （０．６２５ｍ
ｇ１錠）
両
サンリズムカプセル５０ｍｇ

院外
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

メインテート錠２．５ｍｇ
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２ 個々の器官系用医薬品

２ 個々の器官系用医薬品

メインテート錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

アルダクトンＡ細粒１０％ （１０％１ｇ）

院外

両

【一般名】ビソプロロールフマル酸塩

【一般名】スピロノラクトン

メキシチールカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）

アルダクトンＡ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】メキシレチン塩酸塩

【一般名】スピロノラクトン

メキシチールカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）

アルダクトンＡ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】メキシレチン塩酸塩

【一般名】スピロノラクトン

メキシチール点滴静注１２５ｍｇ （１２５ｍｇ５ｍＬ１管）

イソソルビド内用液７０％「ＣＥＯ」 （７０％１ｍＬ）

両

両

【一般名】メキシレチン塩酸塩

【一般名】イソソルビド

メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１カ
プセル）

イソソルビド内用液７０％分包３０ｍＬ「ＣＥＯ」 （７０％３０ｍＬ１
包）

両

院外

【一般名】メキシレチン塩酸塩

【一般名】イソソルビド

リスモダンＰ静注５０ｍｇ （５０ｍｇ５ｍＬ１管）
両

イソソルビド内用液７０％分包４０ｍＬ「ＣＥＯ」 （７０％４０ｍＬ１
包）
院外

【一般名】ジソピラミドリン酸塩

リスモダンＲ錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠）
両

【一般名】イソソルビド

イソバイドシロップ７０％ （７０％１ｍＬ）
院外

【一般名】ジソピラミドリン酸塩

リスモダンカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）
両

【一般名】イソソルビド

イソバイドシロップ７０％分包２０ｍＬ （７０％２０ｍＬ１包）
院外

【一般名】ジソピラミド

【一般名】イソソルビド

リスモダンカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）
院外

イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ （７０％３０ｍＬ１包）
院外

【一般名】ジソピラミド

【一般名】イソソルビド

リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 （２％５ｍＬ１筒）
両

カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ「サワイ」 （２００ｍｇ１瓶）
両

【一般名】リドカイン塩酸塩

硫酸キニジン「ホエイ」 （１ｇ）
院外

【一般名】カンレノ酸カリウム

サムスカＯＤ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）
両

【一般名】キニジン硫酸塩水和物

ワソラン静注５ｍｇ （０．２５％２ｍＬ１管）
両

【一般名】トルバプタン

サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ （７．５ｍｇ１錠）
両

【一般名】ベラパミル塩酸塩

２．１．３ 利尿剤

【一般名】トルバプタン

サムスカ顆粒１％ （１％１ｇ）
両

アゾセミド錠６０ｍｇ「ＪＧ」 （６０ｍｇ１錠）
両

【一般名】トルバプタン

【一般名】アゾセミド

メインテート錠５ｍｇ

サムスカ顆粒１％
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２ 個々の器官系用医薬品

サムスカ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

２ 個々の器官系用医薬品

フロセミド錠４０ｍｇ「武田テバ」 （４０ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】トルバプタン

【一般名】フロセミド

サムスカ錠７．５ｍｇ （７．５ｍｇ１錠）

フロセミド注射液２０ｍｇ「日医工」 （２０ｍｇ１管）

院外

両

【一般名】トルバプタン

【一般名】フロセミド

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１錠）

メニレット７０％ゼリー３０ｇ （７０％３０ｇ１個）

両

院外

【一般名】スピロノラクトン

【一般名】イソソルビド

ダイアート錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

ラシックス錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】アゾセミド

【一般名】フロセミド

ダイアート錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠）

ラシックス錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】アゾセミド

【一般名】フロセミド

ダイアモックス錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

ルプラック錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】アセタゾラミド

【一般名】トラセミド

ダイアモックス注射用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶）

ルプラック錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】アセタゾラミドナトリウム

【一般名】トラセミド

ダイアモックス末 （１ｇ）

２．１．４ 血圧降下剤

院外
【一般名】アセタゾラミド

アイミクス配合錠ＨＤ （１錠）
院外

トラセミドＯＤ錠４ｍｇ「ＴＥ」 （４ｍｇ１錠）

【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

両
【一般名】トラセミド

アイミクス配合錠ＬＤ （１錠）
院外

トリテレン・カプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）

【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

院外
【一般名】トリアムテレン

アジルバ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
両

ヒドロクロロチアジド錠２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１錠）

【一般名】アジルサルタン

院外
【一般名】ヒドロクロロチアジド

アジルバ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）
院外

フルイトラン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

【一般名】アジルサルタン

両
【一般名】トリクロルメチアジド

アジルバ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）
両

フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 （４％１ｇ）

【一般名】アジルサルタン

両
【一般名】フロセミド

アゼルニジピン錠１６ｍｇ「タナベ」 （１６ｍｇ１錠）
両

フロセミド錠２０ｍｇ「武田テバ」 （２０ｍｇ１錠）

【一般名】アゼルニジピン

両
【一般名】フロセミド
サムスカ錠１５ｍｇ

アゼルニジピン錠１６ｍｇ「タナベ」
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２ 個々の器官系用医薬品

アーチスト錠１．２５ｍｇ （１．２５ｍｇ１錠）

２ 個々の器官系用医薬品

アムバロ配合ＯＤ錠「ファイザー」 （１錠）

院外

両

【一般名】カルベジロール

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

アーチスト錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

アルドメット錠２５０ （２５０ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】カルベジロール

【一般名】メチルドパ水和物

アーチスト錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 （５ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】カルベジロール

【一般名】イミダプリル塩酸塩

アーチスト錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

イルトラ配合錠ＨＤ （１錠）

院外

院外

【一般名】カルベジロール

【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤

アデカット１５ｍｇ錠 （１５ｍｇ１錠）

イルトラ配合錠ＬＤ （１錠）

院外

院外

【一般名】デラプリル塩酸塩

【一般名】イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤

アデカット３０ｍｇ錠 （３０ｍｇ１錠）

イルベタン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】デラプリル塩酸塩

【一般名】イルベサルタン

アテディオ配合錠 （１錠）

イルベタン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】バルサルタン・シルニジピン配合剤

【一般名】イルベサルタン

アテレック錠１０ （１０ｍｇ１錠）

インヒベース錠０．２５ （０．２５ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】シルニジピン

【一般名】シラザプリル水和物

アテレック錠２０ （２０ｍｇ１錠）

インヒベース錠０．５ （０．５ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】シルニジピン

【一般名】シラザプリル水和物

アテレック錠５ （５ｍｇ１錠）

インヒベース錠１ （１ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】シルニジピン

【一般名】シラザプリル水和物

アバプロ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

エカード配合錠ＨＤ （１錠）

院外

両

【一般名】イルベサルタン

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤

アプレゾリン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

エカード配合錠ＬＤ （１錠）

両

院外

【一般名】ヒドララジン塩酸塩

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤

アプレゾリン注射用２０ｍｇ （２０ｍｇ１管）

エースコール錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】ヒドララジン塩酸塩

【一般名】テモカプリル塩酸塩

アポプロン錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠）
院外
【一般名】レセルピン
アーチスト錠１．２５ｍｇ

エースコール錠２ｍｇ
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２ 個々の器官系用医薬品

２ 個々の器官系用医薬品

エースコール錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

カルスロット錠２０ （２０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】テモカプリル塩酸塩

【一般名】マニジピン塩酸塩

エックスフォージ配合ＯＤ錠 （１錠）

カルスロット錠５ （５ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

【一般名】マニジピン塩酸塩

エックスフォージ配合錠 （１錠）

カルデナリンＯＤ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 （２．５ｍｇ１錠）

カルデナリン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠）

カルデナリン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

エブランチルカプセル１５ｍｇ （１５ｍｇ１カプセル）

カルブロック錠１６ｍｇ （１６ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】ウラピジル

【一般名】アゼルニジピン

エブランチルカプセル３０ｍｇ （３０ｍｇ１カプセル）

カルブロック錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】ウラピジル

【一般名】アゼルニジピン

オドリック錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

カルベジロール錠１．２５ｍｇ「サワイ」 （１．２５ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】トランドラプリル

【一般名】カルベジロール

オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （２０ｍｇ１錠）

カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】オルメサルタン メドキソミル

【一般名】カルベジロール

オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 （２．５ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】オルメサルタン メドキソミル

【一般名】カルベジロール

オルメテックＯＤ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

カンデサルタン錠４ｍｇ「あすか」 （４ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】オルメサルタン メドキソミル

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

カタプレス錠７５μｇ （０．０７５ｍｇ１錠）

ケルロング錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

限定

院外

【一般名】クロニジン塩酸塩

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

カプトリル錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠）

ケルロング錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】カプトプリル

【一般名】ベタキソロール塩酸塩

カルスロット錠１０ （１０ｍｇ１錠）
院外
【一般名】マニジピン塩酸塩
エースコール錠４ｍｇ

ケルロング錠５ｍｇ
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２ 個々の器官系用医薬品

コディオ配合錠ＥＸ （１錠）

２ 個々の器官系用医薬品

タナトリル錠２．５ （２．５ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤

【一般名】イミダプリル塩酸塩

コバシル錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

タナトリル錠５ （５ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】ペリンドプリルエルブミン

【一般名】イミダプリル塩酸塩

コバシル錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

チバセン錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】ペリンドプリルエルブミン

【一般名】ベナゼプリル塩酸塩

ザクラス配合錠ＨＤ （１錠）

チバセン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

【一般名】ベナゼプリル塩酸塩

シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１錠）

ディオバンＯＤ錠１６０ｍｇ （１６０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】シルニジピン

【一般名】バルサルタン

シルニジピン錠５ｍｇ「サワイ」 （５ｍｇ１錠）

ディオバンＯＤ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】シルニジピン

【一般名】バルサルタン

セタプリル錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠）

ディオバンＯＤ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】アラセプリル

【一般名】バルサルタン

セタプリル錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

ディオバンＯＤ錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】アラセプリル

【一般名】バルサルタン

セララ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

ディオバン錠１６０ｍｇ （１６０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】エプレレノン

【一般名】バルサルタン

セララ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

ディオバン錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】エプレレノン

【一般名】バルサルタン

セレクトール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

ディオバン錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】セリプロロール塩酸塩

【一般名】バルサルタン

セレクトール錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

ディオバン錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】セリプロロール塩酸塩

【一般名】バルサルタン

セロケンＬ錠１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１錠）

デタントールＲ錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】メトプロロール酒石酸塩

【一般名】ブナゾシン塩酸塩

セロケン錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）
両
【一般名】メトプロロール酒石酸塩
コディオ配合錠ＥＸ

デタントールＲ錠３ｍｇ
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２ 個々の器官系用医薬品

２ 個々の器官系用医薬品

デタントール錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

【一般名】ロサルタンカリウム

院外

ハイパジールコーワ錠３ （３ｍｇ１錠）
【一般名】ブナゾシン塩酸塩

院外

テラムロ配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」 （１錠）

【一般名】ニプラジロール

両

バソメット錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠）
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

院外

テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （４０ｍｇ１錠）

【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物

両

バソメット錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）
【一般名】テルミサルタン

院外

ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （１ｍｇ１錠）

【一般名】テラゾシン塩酸塩水和物

両

バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「トーワ」 （４０ｍｇ１錠）
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩

両

トランデート錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

【一般名】バルサルタン

院外

バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「トーワ」 （８０ｍｇ１錠）
【一般名】ラベタロール塩酸塩

両

ナトリックス錠１ （１ｍｇ１錠）

【一般名】バルサルタン

両

ビソノテープ２ｍｇ （２ｍｇ１枚）
【一般名】インダパミド

両

ニカルジピン塩酸塩注射液２５ｍｇ「サワイ」 （２５ｍｇ２５ｍＬ１
管）
両

【一般名】ビソプロロール

ビソノテープ４ｍｇ （４ｍｇ１枚）
両

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

【一般名】ビソプロロール

ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「サワイ」 （２ｍｇ２ｍＬ１管）
両

ビソノテープ８ｍｇ （８ｍｇ１枚）
院外

【一般名】ニカルジピン塩酸塩

【一般名】ビソプロロール

ニトプロ持続静注液６ｍｇ （６ｍｇ２ｍＬ１管）
両

ヒポカ１０ｍｇカプセル （１０ｍｇ１カプセル）
院外

【一般名】ニトロプルシドナトリウム水和物

【一般名】バルニジピン塩酸塩

ニバジール錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）
院外

ヒポカ１５ｍｇカプセル （１５ｍｇ１カプセル）
院外

【一般名】ニルバジピン

【一般名】バルニジピン塩酸塩

ニバジール錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）
院外

プレミネント配合錠ＨＤ （１錠）
院外

【一般名】ニルバジピン

【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤

ニューロタン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
院外

プレミネント配合錠ＬＤ （１錠）
両

【一般名】ロサルタンカリウム

【一般名】ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤

ニューロタン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）
院外

ブロプレス錠１２ （１２ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ロサルタンカリウム

【一般名】カンデサルタン シレキセチル

ニューロタン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
院外

デタントール錠０．５ｍｇ

ブロプレス錠１２
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２ 個々の器官系用医薬品

２ 個々の器官系用医薬品

ブロプレス錠４ （４ｍｇ１錠）

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤

院外

ミニプレス錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）
【一般名】カンデサルタン シレキセチル

両

ブロプレス錠８ （８ｍｇ１錠）

【一般名】プラゾシン塩酸塩

院外

ミニプレス錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）
【一般名】カンデサルタン シレキセチル

院外

ペルジピンＬＡカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセル）

【一般名】プラゾシン塩酸塩

院外

ミネブロ錠１．２５ｍｇ （１．２５ｍｇ１錠）
【一般名】ニカルジピン塩酸塩

両

ペルジピンＬＡカプセル４０ｍｇ （４０ｍｇ１カプセル）

【一般名】エサキセレノン

院外

ミネブロ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）
【一般名】ニカルジピン塩酸塩

両

ペルジピン錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

【一般名】エサキセレノン

院外

ミネブロ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
【一般名】ニカルジピン塩酸塩

両

ミカトリオ配合錠 （１錠）

【一般名】エサキセレノン

院外

ユニシア配合錠ＨＤ （１錠）
【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロロチアジド配
合剤

院外
【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤

ミカムロ配合錠ＡＰ （１錠）
院外

ユニシア配合錠ＬＤ （１錠）
院外

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

【一般名】カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤

ミカムロ配合錠ＢＰ （１錠）
院外

ラジレス錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠）
両

【一般名】テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

【一般名】アリスキレンフマル酸塩

ミカルディス錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）
院外

ランデル錠１０ （１０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】テルミサルタン

【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物

ミカルディス錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）
院外

ランデル錠２０ （２０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】テルミサルタン

【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物

ミカルディス錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠）
院外

ランデル錠４０ （４０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】テルミサルタン

【一般名】エホニジピン塩酸塩エタノール付加物

ミケランＬＡカプセル１５ｍｇ （１５ｍｇ１カプセル）
院外

レザルタス配合錠ＨＤ （１錠）
院外

【一般名】カルテオロール塩酸塩

【一般名】オルメサルタン メドキソミル・アゼルニジピン配合剤

ミコンビ配合錠ＡＰ （１錠）
両

レザルタス配合錠ＬＤ （１錠）
院外

【一般名】テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤

【一般名】オルメサルタン メドキソミル・アゼルニジピン配合剤

ミコンビ配合錠ＢＰ （１錠）
院外

ブロプレス錠４

レザルタス配合錠ＬＤ
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２ 個々の器官系用医薬品

レニベース錠２．５ （２．５ｍｇ１錠）

２ 個々の器官系用医薬品

ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

院外

限定

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

【一般名】ゾルミトリプタン

レニベース錠５ （５ｍｇ１錠）

ゾーミッグ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

院外

限定

【一般名】エナラプリルマレイン酸塩

【一般名】ゾルミトリプタン

ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「アメル」 （５０ｍｇ１錠）

ネオシネジンコーワ注１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管）

両

両

【一般名】ロサルタンカリウム

【一般名】フェニレフリン塩酸塩

ロンゲス錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】リシノプリル水和物

【一般名】リザトリプタン安息香酸塩

ロンゲス錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

マクサルト錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】リシノプリル水和物

【一般名】リザトリプタン安息香酸塩

ロンゲス錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

メトリジン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】リシノプリル水和物

【一般名】ミドドリン塩酸塩

ワイテンス錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

レルパックス錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

両

限定

【一般名】グアナベンズ酢酸塩

【一般名】エレトリプタン臭化水素酸塩

２．１．６ 血管収縮剤
アマージ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

２．１．７ 血管拡張剤
アイトロール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】ナラトリプタン塩酸塩

【一般名】一硝酸イソソルビド

イミグランキット皮下注３ｍｇ （３ｍｇ０．５ｍＬ１筒）

アイトロール錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

【一般名】一硝酸イソソルビド

イミグラン錠５０ （５０ｍｇ１錠）

アダラートＣＲ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

【一般名】ニフェジピン

イミグラン注３ （３ｍｇ１ｍＬ１管）

アダラートＣＲ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

【一般名】ニフェジピン

イミグラン点鼻液２０ （２０ｍｇ０．１ｍＬ１個）

アダラートＣＲ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】スマトリプタン

【一般名】ニフェジピン

スマトリプタン錠５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ１錠）

アダラートＬ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】スマトリプタンコハク酸塩

【一般名】ニフェジピン

レニベース錠２．５

アダラートＬ錠１０ｍｇ
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２ 個々の器官系用医薬品

アダラートＬ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

２ 個々の器官系用医薬品

コメリアンコーワ錠１００ （１００ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】ニフェジピン

【一般名】ジラゼプ塩酸塩水和物

アダラートカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル）

コメリアンコーワ錠５０ （５０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】ニフェジピン

【一般名】ジラゼプ塩酸塩水和物

アダラートカプセル５ｍｇ （５ｍｇ１カプセル）

シグマート錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】ニフェジピン

【一般名】ニコランジル

アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （２．５ｍｇ１錠）

ジピリダモール散１２．５％「ＪＧ」 （１２．５％１ｇ）

両

両

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

【一般名】ジピリダモール

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （５ｍｇ１錠）

ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

【一般名】ジラゼプ塩酸塩水和物

アムロジンＯＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
院外

ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１
カプセル）
両

【一般名】アムロジピンベシル酸塩
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）
院外

ジルチアゼム塩酸塩注射用１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１瓶）
両

【一般名】アムロジピンベシル酸塩
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

アムロジンＯＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
院外

ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１瓶）
両

【一般名】アムロジピンベシル酸塩
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

アムロジン錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）
院外

ズファジラン筋注５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管）
両

【一般名】アムロジピンベシル酸塩
【一般名】イソクスプリン塩酸塩

アムロジン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
院外

ズファジラン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
両

【一般名】アムロジピンベシル酸塩
【一般名】イソクスプリン塩酸塩

一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠）
両

セパミット－Ｒカプセル１０ （１０ｍｇ１カプセル）
院外

【一般名】一硝酸イソソルビド
【一般名】ニフェジピン

コニール錠２ （２ｍｇ１錠）
院外

セパミット－Ｒカプセル２０ （２０ｍｇ１カプセル）
院外

【一般名】ベニジピン塩酸塩
【一般名】ニフェジピン

コニール錠４ （４ｍｇ１錠）
院外

セパミット－Ｒ細粒２％ （２％１ｇ）
両

【一般名】ベニジピン塩酸塩
【一般名】ニフェジピン

コニール錠８ （８ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ベニジピン塩酸塩
アダラートＬ錠２０ｍｇ

セパミット－Ｒ細粒２％
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２ 個々の器官系用医薬品

２ 個々の器官系用医薬品

ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠）

【一般名】ニフェジピン

両

ノルバスク錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）
【一般名】ニコランジル

院外

ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「日医工」 （１２ｍｇ１瓶）

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

両

ノルバスク錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
【一般名】ニコランジル

院外

ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「日医工」 （４８ｍｇ１瓶）

【一般名】アムロジピンベシル酸塩

両

バイロテンシン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
【一般名】ニコランジル

院外

ニトログリセリン静注２５ｍｇ／５０ｍＬシリンジ「ＴＥ」 （２５ｍｇ５
０ｍＬ１筒）
両

【一般名】ニトレンジピン

バイロテンシン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ニトログリセリン

【一般名】ニトレンジピン

ニトログリセリン静注５ｍｇ／１０ｍＬ「ＴＥ」 （５ｍｇ１０ｍＬ１管）
両

ハンプ注射用１０００ （１０００μｇ１瓶）
両

【一般名】ニトログリセリン

【一般名】カルペリチド（遺伝子組換え）

ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ （（２５ｍｇ）１０平方ｃｍ１枚）
院外

フランドル錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ニトログリセリン

【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ （０．３ｍｇ１錠）
両

フランドルテープ４０ｍｇ （４０ｍｇ１枚）
両

【一般名】ニトログリセリン

【一般名】硝酸イソソルビド

ニトロールＲカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセル）
両

ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「タナベ」 （４ｍｇ１錠）
両

【一般名】硝酸イソソルビド

【一般名】ベニジピン塩酸塩

ニトロール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
院外

ペルサンチン－Ｌカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル）
両

【一般名】硝酸イソソルビド

【一般名】ジピリダモール

ニトロールスプレー１．２５ｍｇ （１６３．５ｍｇ１０ｇ１瓶）
両

ペルサンチン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
院外

【一般名】硝酸イソソルビド

【一般名】ジピリダモール

ニトロール注５ｍｇ （０．０５％１０ｍＬ１管）
両

ペルサンチン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）
両

【一般名】硝酸イソソルビド

【一般名】ジピリダモール

ニトロール点滴静注１００ｍｇバッグ （０．０５％２００ｍＬ１袋）
両

ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）
院外

【一般名】硝酸イソソルビド

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「日医工」 （２０ｍｇ１錠）
両

ヘルベッサーＲカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル）
院外

【一般名】ニフェジピン

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「日医工」 （２０ｍｇ１錠）
両

ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」

ヘルベッサーＲカプセル２００ｍｇ
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２ 個々の器官系用医薬品

ヘルベッサー錠３０ （３０ｍｇ１錠）

２ 個々の器官系用医薬品

クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

ヘルベッサー錠６０ （６０ｍｇ１錠）

クレストールＯＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】ジルチアゼム塩酸塩

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

ミオコールスプレー０．３ｍｇ （０．６５％７．２ｇ１缶）

クレストール錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】ニトログリセリン

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

ミリステープ５ｍｇ （（５ｍｇ）４．０５ｃｍ×４．５０ｃｍ１枚）

クレストール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】ニトログリセリン

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

ロコルナール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

コレキサミン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】トラピジル

【一般名】ニコモール

ワソラン錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

コレバイン錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】ベラパミル塩酸塩

【一般名】コレスチミド

２．１．８ 高脂血症用剤

コレバインミニ８３％ （８３％１ｇ）
院外

ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル）

【一般名】コレスチミド

両
【一般名】ポリエンホスファチジルコリン

シンバスタチン錠５ｍｇ「オーハラ」 （５ｍｇ１錠）
両

ＭＤＳコーワ錠３００ （３００ｍｇ１錠）

【一般名】シンバスタチン

院外
【一般名】デキストラン硫酸エステルナトリウム イオウ１８

シンレスタール錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）
院外

アトーゼット配合錠ＨＤ （１錠）

【一般名】プロブコール

院外
【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤

ゼチーア錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
両

アトーゼット配合錠ＬＤ （１錠）

【一般名】エゼチミブ

両
【一般名】エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤

トライコア錠５３．３ｍｇ （５３．３ｍｇ１錠）
院外

アトルバスタチン錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠）

【一般名】フェノフィブラート

両
【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

トライコア錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠）
院外

エラスチーム錠１８００ （１８００単位１錠）

【一般名】フェノフィブラート

院外
【一般名】エラスターゼ

パルモディア錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠）
両

クエストラン粉末４４．４％ （４４．４％１ｇ）

【一般名】ペマフィブラート

院外
【一般名】コレスチラミン

ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠２ｍｇ「ＫＯＧ」 （２ｍｇ１錠）
両
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

ヘルベッサー錠３０

ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠２ｍｇ「ＫＯＧ」
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【一般名】シンバスタチン

プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠）
両

リポバス錠２０ （２０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】プラバスタチンナトリウム

【一般名】シンバスタチン

ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
院外

リポバス錠５ （５ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ベザフィブラート

【一般名】シンバスタチン

ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」 （２００ｍｇ１錠）
両

レパーサ皮下注１４０ｍｇペン （１４０ｍｇ１ｍＬ１キット）
両

【一般名】ベザフィブラート

【一般名】エボロクマブ（遺伝子組換え）

ペリシット錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ニセリトロール

レパーサ皮下注４２０ｍｇオートミニドーザー （４２０ｍｇ３．５ｍ
Ｌ１キット）
限定

メバロチン錠１０ （１０ｍｇ１錠）

【一般名】エボロクマブ（遺伝子組換え）

院外
【一般名】プラバスタチンナトリウム

ローコール錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）
両

メバロチン錠５ （５ｍｇ１錠）

【一般名】フルバスタチンナトリウム

院外
【一般名】プラバスタチンナトリウム

ローコール錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）
院外

リバロＯＤ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

【一般名】フルバスタチンナトリウム

院外
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

ロスーゼット配合錠ＨＤ （１錠）
院外

リバロ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤

院外
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

ロスーゼット配合錠ＬＤ （１錠）
院外

リバロ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

【一般名】エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤

院外
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物

ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （２．５ｍｇ１錠）
両

リピディル錠５３．３ｍｇ （５３．３ｍｇ１錠）

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

院外
【一般名】フェノフィブラート

ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （５ｍｇ１錠）
両

リピディル錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠）

【一般名】ロスバスタチンカルシウム

両
【一般名】フェノフィブラート

ロトリガ粒状カプセル２ｇ （２ｇ１包）
両

リピトール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

【一般名】オメガ－３脂肪酸エチル

院外
【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

ロレルコ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）
院外

リピトール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

【一般名】プロブコール

院外

２．１．９ その他の循環器官用薬

【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物

リポバス錠１０ （１０ｍｇ１錠）

２０％マンニットール注射液「ＹＤ」 （２０％３００ｍＬ１瓶）
両

院外

【一般名】Ｄ－マンニトール
ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠２ｍｇ「ＫＯＧ」

２０％マンニットール注射液「ＹＤ」
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【一般名】マシテンタン

アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ （２０％２５ｇ１個）
両

カデュエット配合錠３番 （１錠）
院外

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物

アーガメイト８９．２９％顆粒５．６ｇ （８９．２９％１ｇ）
院外

カデュエット配合錠４番 （１錠）
両

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

【一般名】アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物

アデムパス錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）
両

カリメート経口液２０％ （２０％２５ｇ１包）
両

【一般名】リオシグアト

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

アデムパス錠１．０ｍｇ （１ｍｇ１錠）
院外

カリメート散 （１ｇ）
両

【一般名】リオシグアト

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

アドシルカ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）
両

カリメートドライシロップ９２．５９％ （９２．５９％１ｇ）
院外

【一般名】タダラフィル

【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム

アルプロスタジル注１０μｇ「サワイ」 （１０μｇ２ｍＬ１管）
両

キックリンカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル）
両

【一般名】アルプロスタジル

【一般名】ビキサロマー

アルプロスタジル注５μｇ「サワイ」 （５μｇ１ｍＬ１管）
両

グリセレブ配合点滴静注 （２００ｍＬ１袋）
両

【一般名】アルプロスタジル

【一般名】濃グリセリン・果糖

イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠）
両

ケイキサレート散 （１ｇ）
両

【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩

【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

インダシン静注用１ｍｇ （１ｍｇ１瓶）
両

ケイキサレートドライシロップ７６％ （７６％１ｇ）
両

【一般名】インドメタシンナトリウム水和物

【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

ヴォリブリス錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）
両

コララン錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）
限定

【一般名】アンブリセンタン

【一般名】イバブラジン塩酸塩

ウプトラビ錠０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１錠）
限定

サアミオン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
院外

【一般名】セレキシパグ

【一般名】ニセルゴリン

エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ＡＣＴ」 （０．５ｍｇ１瓶）
院外

静注用フローラン０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１瓶）
両

【一般名】エポプロステノールナトリウム

【一般名】エポプロステノールナトリウム

エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「ＡＣＴ」 （１．５ｍｇ１瓶）
院外

静注用フローラン１．５ｍｇ （１．５ｍｇ１瓶）
両

【一般名】エポプロステノールナトリウム

【一般名】エポプロステノールナトリウム

オプスミット錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
両

２０％マンニットール注射液「ＹＤ」

静注用フローラン１．５ｍｇ
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静注用フローラン専用溶解液 （５０ｍＬ１瓶）

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス

両

プロスタンディン点滴静注用５００μｇ （５００μｇ１瓶）
【一般名】エポプロステノールナトリウム専用溶解液

両

セロクラール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス

院外

ベラサスＬＡ錠６０μｇ （６０μｇ１錠）
【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩

両

セロクラール錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

【一般名】ベラプロストナトリウム

院外

ベンテイビス吸入液１０μｇ （１０μｇ１ｍＬ１管）
【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩

院外

炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「フソー」 （２５０ｍｇ１錠）

【一般名】イロプロスト

両

ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）
【一般名】炭酸ランタン水和物

院外

沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」 （５００ｍｇ１錠）

【一般名】炭酸ランタン水和物

両

ホスレノールチュアブル錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）
【一般名】沈降炭酸カルシウム

院外

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ「ＮＰ」 （１
００ｍｇ１カプセル）
院外

【一般名】炭酸ランタン水和物

ミグシス錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
両

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ「トーワ」
（１００ｍｇ１カプセル）
両

【一般名】ロメリジン塩酸塩

ユベラＮカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）
院外

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

トラクリア錠６２．５ｍｇ （６２．５ｍｇ１錠）
両

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

ユベラＮ細粒４０％ （４０％１ｇ）
両

【一般名】ボセンタン水和物

ニコリン注射液２５０ｍｇ （１２．５％２ｍＬ１管）
両

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル）
院外

【一般名】シチコリン

ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠）
両

【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル

リオナ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）
両

【一般名】ニセルゴリン

ノバスタンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ （１０ｍｇ２ｍＬ１管）
両

【一般名】クエン酸第二鉄水和物

リズミック錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
両

【一般名】アルガトロバン水和物

ピートル顆粒分包２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１包）
両

【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩

レナジェル錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】スクロオキシ水酸化鉄

ピートルチュアブル錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】セベラマー塩酸塩

レバチオ懸濁用ドライシロップ９００ｍｇ （１０ｍｇ１ｍＬ（懸濁後
の内用液として））
院外

【一般名】スクロオキシ水酸化鉄

【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

プロスタンディン注射用２０μｇ （２０μｇ１瓶）
両
静注用フローラン専用溶解液

レバチオ懸濁用ドライシロップ９００ｍｇ
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レバチオ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

フスタゾール糖衣錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

【一般名】クロペラスチン塩酸塩

ロケルマ懸濁用散分包１０ｇ （１０ｇ１包）

フラベリック錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

【一般名】ベンプロペリンリン酸塩

ロケルマ懸濁用散分包５ｇ （５ｇ１包）

メジコン散１０％ （１０％１ｇ）

両

院外

【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

メジコン錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

２．２ 呼吸器官用薬

院外

２．２．１ 呼吸促進剤

【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

テラプチク静注４５ｍｇ （１．５％３ｍＬ１管）

２．２．３ 去たん剤

両

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」 （１５ｍｇ１錠）

【一般名】ジモルホラミン

両

ドプラム注射液４００ｍｇ （２０ｍｇ１ｍＬバイアル）

【一般名】アンブロキソール塩酸塩

両

アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「サワイ」 （４５ｍｇ
１錠）

【一般名】ドキサプラム塩酸塩水和物

両

ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第一三共」 （０．２ｍｇ１ｍＬ１
管）

【一般名】アンブロキソール塩酸塩

両
【一般名】ナロキソン塩酸塩

アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．３％「タイヨー」
（０．３％１ｍＬ）
両

フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「Ｆ」 （０．５ｍｇ５ｍＬ１管）
両

【一般名】アンブロキソール塩酸塩

【一般名】フルマゼニル

カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 （５０％１ｇ）
両

２．２．２ 鎮咳剤

【一般名】Ｌ－カルボシステイン

アストフィリン配合錠 （１錠）
院外

カルボシステイン錠２５０ｍｇ「トーワ」 （２５０ｍｇ１錠）
両

【一般名】ジプロフィリン・ノスカピン配合剤

【一般名】Ｌ－カルボシステイン

アストミン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
院外

カルボシステインシロップ５％「タカタ」 （５％１ｍＬ）
両

【一般名】ジメモルファンリン酸塩

【一般名】Ｌ－カルボシステイン

ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ （４％１ｍＬ１管）
両

クリアナール錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
両

【一般名】エフェドリン塩酸塩

【一般名】フドステイン

コルドリン錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠）
両

小児用ムコソルバンＤＳ１．５％ （１．５％１ｇ）
院外

【一般名】クロフェダノール塩酸塩

デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ「ＮＰ」 （１５ｍｇ
１錠）
両

【一般名】アンブロキソール塩酸塩

小児用ムコソルバンシロップ０．３％ （０．３％１ｍＬ）
院外

【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

【一般名】アンブロキソール塩酸塩

レバチオ錠２０ｍｇ

小児用ムコソルバンシロップ０．３％
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２ 個々の器官系用医薬品

２ 個々の器官系用医薬品

チスタニン糖衣錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

ムコフィリン吸入液２０％ （１７．６２％２ｍＬ１包）

院外

両

【一般名】Ｌ－エチルシステイン塩酸塩

【一般名】アセチルシステイン

ビソルボン吸入液０．２％ （０．２％１ｍＬ）

２．２．４ 鎮咳去たん剤

院外

アスベリン散１０％ （１０％１ｇ）

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

院外

ビソルボン錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

院外

アスベリン錠１０ （１０ｍｇ１錠）

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

両

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 （０．２％１ｍ
Ｌ）

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

両

アスベリン錠２０ （２０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 （４ｍｇ１錠）
両

アスベリンシロップ０．５％ （０．５％１０ｍＬ）
両

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．０８％「トーワ」 （０．０８％１
ｍＬ）
両

【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩

キョウニン水「マルイシ」 （１０ｍＬ）
院外

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン塩酸塩注射液４ｍｇ「タイヨー」 （０．２％２ｍＬ
１管）

【一般名】キョウニン水

コデインリン酸塩散１％〈ハチ〉 （１％１ｇ）

両

両

【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

【一般名】コデインリン酸塩水和物

ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ （４５ｍｇ１錠）

レスプレン錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】アンブロキソール塩酸塩

【一般名】エプラジノン塩酸塩

ムコソルバン錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

２．２．５ 気管支拡張剤

院外

アノーロエリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット）
【一般名】アンブロキソール塩酸塩

両

ムコダインＤＳ５０％ （５０％１ｇ）

【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩

院外

アノーロエリプタ７吸入用 （７吸入１キット）
【一般名】Ｌ－カルボシステイン

院外

ムコダイン錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩

院外

アレベール吸入用溶解液０．１２５％ （０．１２５％１ｍＬ）
【一般名】Ｌ－カルボシステイン

院外

ムコダイン錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）

【一般名】チロキサポール

院外

インタールエアロゾル１ｍｇ （２％１０ｍＬ１瓶）
【一般名】Ｌ－カルボシステイン

院外

ムコダインシロップ５％ （５％１ｍＬ）

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

院外

インタール吸入液１％ （１％２ｍＬ１管）
【一般名】Ｌ－カルボシステイン

両
【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

チスタニン糖衣錠１００ｍｇ

インタール吸入液１％
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２ 個々の器官系用医薬品

２ 個々の器官系用医薬品

ウルティブロ吸入用カプセル （１カプセル）

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物

両

スピリーバ吸入用カプセル１８μｇ （１８μｇ１カプセル）
【一般名】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

両

エクリラ４００μｇジェヌエア３０吸入用 （３０吸入１キット）

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物

院外

スピロペント錠１０μｇ （１０μｇ１錠）
【一般名】アクリジニウム臭化物

院外

エクリラ４００μｇジェヌエア６０吸入用 （６０吸入１キット）

【一般名】クレンブテロール塩酸塩

院外

スロービッドカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）
【一般名】アクリジニウム臭化物

院外

エンクラッセ６２．５μｇエリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット）

【一般名】テオフィリン

院外

スロービッドカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル）
【一般名】ウメクリジニウム臭化物

院外

オーキシス９μｇタービュヘイラー２８吸入 （２５２μｇ１キット
（９μｇ））
院外

【一般名】テオフィリン

セレベント２５ロタディスク （２５μｇ１ブリスター）
院外

【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物

オーキシス９μｇタービュヘイラー６０吸入 （５４０μｇ１キット
（９μｇ））
両

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩

セレベント５０ディスカス （５０μｇ６０ブリスター１キット）
院外

【一般名】ホルモテロールフマル酸塩水和物

オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ （１５０μｇ１カプセル）
両

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩

セレベント５０ロタディスク （５０μｇ１ブリスター）
院外

【一般名】インダカテロールマレイン酸塩

キュバール１００エアゾール （１５ｍｇ８．７ｇ１瓶）
両

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩

テオドール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

キュバール５０エアゾール （７ｍｇ８．７ｇ１瓶）
両

【一般名】テオフィリン

テオドール錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

サルタノールインヘラー１００μｇ （０．１６％１３．５ｍＬ１瓶）
両

【一般名】テオフィリン

テオドール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】サルブタモール硫酸塩

シーブリ吸入用カプセル５０μｇ （５０μｇ１カプセル）
両

【一般名】テオフィリン

テオドールドライシロップ２０％ （２０％１ｇ）
院外

【一般名】グリコピロニウム臭化物

スピオルトレスピマット２８吸入 （２８吸入１キット）
院外

【一般名】テオフィリン

テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１錠）
両

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩

スピオルトレスピマット６０吸入 （６０吸入１キット）
両

【一般名】テオフィリン

テオロング錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
院外

【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩

【一般名】テオフィリン

スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 （１５０μｇ１キット）
両
ウルティブロ吸入用カプセル

テオロング錠１００ｍｇ
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２ 個々の器官系用医薬品

２ 個々の器官系用医薬品

テオロング錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

院外

メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ （０．０１％０．３ｍＬ１個）
【一般名】テオフィリン

両

テルバンスＤＳ２０％ （２０％１ｇ）

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

両

メプチン錠５０μｇ （０．０５ｍｇ１錠）
【一般名】テオフィリン

院外

ベネトリン吸入液０．５％ （０．５％１ｍＬ）

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

両

メプチンシロップ５μｇ／ｍＬ （０．０００５％１ｍＬ）
【一般名】サルブタモール硫酸塩

両

ベネトリン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

院外

メプチンスイングヘラー１０μｇ吸入１００回 （１ｍｇ１キット）
【一般名】サルブタモール硫酸塩

両

ベラチンドライシロップ小児用０．１％ （０．１％１ｇ）

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

院外

メプチンドライシロップ０．００５％ （０．００５％１ｇ）
【一般名】ツロブテロール塩酸塩

院外

ベロテックエロゾル１００ （２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

院外

メプチンミニ錠２５μｇ （０．０２５ｍｇ１錠）
【一般名】フェノテロール臭化水素酸塩

両

ホクナリン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

院外

ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
【一般名】ツロブテロール塩酸塩

両

ホクナリンテープ０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１枚）

【一般名】テオフィリン

両

ユニフィルＬＡ錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠）
【一般名】ツロブテロール

院外

ホクナリンテープ１ｍｇ （１ｍｇ１枚）

【一般名】テオフィリン

両

２．２．６ 含嗽剤

【一般名】ツロブテロール

ＡＺ含嗽用配合細粒「ＮＰ」 （０．１％１ｇ）

ホクナリンテープ２ｍｇ （２ｍｇ１枚）

両

両
【一般名】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
【一般名】ツロブテロール

アズノールうがい液４％ （４％１ｍＬ）

メプチンエアー１０μｇ吸入１００回 （０．０１４３％５ｍＬ１キッ
ト）

院外

院外

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

アズレンうがい液４％「ケンエー」 （４％１ｍＬ）
両

メプチン顆粒０．０１％ （０．０１％１ｇ）
院外

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

イソジンガーグル液７％ （７％１ｍＬ）
院外

メプチンキッドエアー５μｇ吸入１００回 （０．０１４３％２．５ｍＬ
１キット）

【一般名】ポビドンヨード

院外
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

含嗽用ハチアズレ顆粒 （０．１％１ｇ）
院外

メプチン吸入液０．０１％ （０．０１％１ｍＬ）

【一般名】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

両
テオロング錠２００ｍｇ

含嗽用ハチアズレ顆粒
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２ 個々の器官系用医薬品

２ 個々の器官系用医薬品

オルベスコ１００μｇインヘラー１１２吸入用 （１１．２ｍｇ６．６ｇ
１キット）

ポピヨドンガーグル７％ （７％１ｍＬ）
両

院外

【一般名】ポビドンヨード

【一般名】シクレソニド

２．２．９ その他の呼吸器官用薬

オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用 （１１．２ｍｇ３．３ｇ１
キット）

アズマネックスツイストヘラー１００μｇ６０吸入 （６ｍｇ１キット
（１００μｇ））

限定

院外

【一般名】シクレソニド

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

オルベスコ５０μｇインヘラー１１２吸入用 （５．６ｍｇ６．６ｇ１
キット）

アズマネックスツイストヘラー２００μｇ６０吸入 （１２ｍｇ１キッ
ト（２００μｇ））

院外

院外

【一般名】シクレソニド

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

シムビコートタービュヘイラー６０吸入 （６０吸入１キット）
両

アドエア１００ディスカス２８吸入用 （２８ブリスター１キット）
院外

【一般名】ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

ゾレア皮下注１５０ｍｇシリンジ （１５０ｍｇ１ｍＬ１筒）
両

アドエア１００ディスカス６０吸入用 （６０ブリスター１キット）
院外

【一般名】オマリズマブ（遺伝子組換え）

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

テリルジー１００エリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット）
限定

アドエア１２５エアゾール１２０吸入用 （１２．０ｇ１瓶）
両

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・
ビランテロールトリフェニル酢酸塩

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

ヌーカラ皮下注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）

アドエア２５０ディスカス２８吸入用 （２８ブリスター１キット）

両

院外

【一般名】メポリズマブ（遺伝子組換え）

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

パルミコート１００μｇタービュヘイラー１１２吸入 （１１．２ｍｇ１
瓶（１００μｇ））

アドエア２５０ディスカス６０吸入用 （６０ブリスター１キット）
両

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

【一般名】ブデソニド

パルミコート２００μｇタービュヘイラー１１２吸入 （２２．４ｍｇ１
瓶（２００μｇ））

アドエア５００ディスカス２８吸入用 （２８ブリスター１キット）
院外

両
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
【一般名】ブデソニド

アドエア５００ディスカス６０吸入用 （６０ブリスター１キット）

パルミコート２００μｇタービュヘイラー５６吸入 （１１．２ｍｇ１
瓶（２００μｇ））

院外

院外

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

【一般名】ブデソニド

アドエア５０エアゾール１２０吸入用 （１２．０ｇ１瓶）
院外

パルミコート吸入液０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ２ｍＬ１管）
両

【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル

【一般名】ブデソニド

アニュイティ１００μｇエリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット）
両

パルミコート吸入液０．５ｍｇ （０．５ｍｇ２ｍＬ１管）
院外

【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

【一般名】ブデソニド

アニュイティ２００μｇエリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット）
両
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル

ポピヨドンガーグル７％

パルミコート吸入液０．５ｍｇ
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２ 個々の器官系用医薬品

２ 個々の器官系用医薬品

ビレーズトリエアロスフィア５６吸入 （５６吸入１キット）

【一般名】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

院外

レルベア２００エリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット）

【一般名】ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩
水和物

両

ファセンラ皮下注３０ｍｇシリンジ （３０ｍｇ１ｍＬ１筒）

【一般名】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

限定
【一般名】ベンラリズマブ（遺伝子組換え）

２．３ 消化器官用薬

フルタイド１００ディスカス （１００μｇ６０ブリスター１個）

２．３．１ 止しゃ剤，整腸剤

院外

エンテロノン－Ｒ散 （１ｇ）

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

院外

フルタイド１００μｇエアゾール６０吸入用 （１１．６７ｍｇ７．０ｇ
１瓶）

【一般名】耐性乳酸菌製剤

院外

ガスコン散１０％ （１０％１ｇ）
院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

【一般名】ジメチコン

フルタイド１００ロタディスク （１００μｇ１ブリスター）
院外

ガスコン錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

【一般名】ジメチコン

フルタイド２００ディスカス （２００μｇ６０ブリスター１個）
院外

ガスコン錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

【一般名】ジメチコン

フルタイド２００ロタディスク （２００μｇ１ブリスター）
院外

ガスコンドロップ内用液２％ （２％１ｍＬ）
院外

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

【一般名】ジメチコン

フルタイド５０μｇエアゾール１２０吸入用 （８．８３ｍｇ１０．６ｇ
１瓶）

ジメチコン錠４０ｍｇ「ＹＤ」 （４０ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル

【一般名】ジメチコン

フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用 （１２０吸入１
瓶）

耐性乳酸菌散１０％「トーワ」 （１ｇ）

院外

両

【一般名】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

【一般名】耐性乳酸菌製剤

タンニン酸アルブミン「ニッコー」 （１ｇ）

フルティフォーム１２５エアゾール５６吸入用 （５６吸入１瓶）

両

両
【一般名】タンニン酸アルブミン
【一般名】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

バロス消泡内用液２％ （２％１ｍＬ）
両

レルベア１００エリプタ１４吸入用 （１４吸入１キット）
院外

【一般名】ジメチコン

【一般名】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

ビオスリー配合散 （１ｇ）
両

レルベア１００エリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット）

【一般名】酪酸菌配合剤

両
【一般名】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

ビオスリー配合錠 （１錠）
院外
【一般名】酪酸菌配合剤

レルベア２００エリプタ１４吸入用 （１４吸入１キット）
院外
ビレーズトリエアロスフィア５６吸入

ビオスリー配合錠
- 53 -

２ 個々の器官系用医薬品

ビオフェルミンＲ散 （１ｇ）

２ 個々の器官系用医薬品

アシノン錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】耐性乳酸菌製剤

【一般名】ニザチジン

ビオフェルミンＲ錠 （１錠）

アシノン錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】耐性乳酸菌製剤

【一般名】ニザチジン

ビオフェルミン配合散 （１ｇ）

アズノール錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】ラクトミン

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

フェロベリン配合錠 （１錠）

アズロキサ顆粒２．５％ （２．５％１ｇ）

院外

院外

【一般名】ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス

【一般名】エグアレンナトリウム水和物

ミヤＢＭ細粒 （１ｇ）

アズロキサ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】酪酸菌製剤

【一般名】エグアレンナトリウム水和物

ミヤＢＭ錠 （１錠）

アプレース細粒２０％ （２０％１ｇ）

院外

院外

【一般名】酪酸菌製剤

【一般名】トロキシピド

薬用炭「日医工」 （１ｇ）

アプレース錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】薬用炭

【一般名】トロキシピド

ラックビーＲ散 （１ｇ）

アルサルミン細粒９０％ （９０％１ｇ）

院外

院外

【一般名】耐性乳酸菌製剤

【一般名】スクラルファート水和物

ラックビー錠 （１錠）

アルサルミン内用液１０％ （１０％１ｍＬ）

院外

院外

【一般名】ビフィズス菌製剤

【一般名】スクラルファート水和物

ラックビー微粒Ｎ （１％１ｇ）

アルタットカプセル３７．５ｍｇ （３７．５ｍｇ１カプセル）

両

院外

【一般名】ビフィズス菌製剤

【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

ロペミンカプセル１ｍｇ （１ｍｇ１カプセル）

アルタットカプセル７５ｍｇ （７５ｍｇ１カプセル）

院外

院外

【一般名】ロペラミド塩酸塩

【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

ロペミン細粒０．１％ （０．１％１ｇ）

アルタット細粒２０％ （２０％１ｇ）

院外

院外

【一般名】ロペラミド塩酸塩

【一般名】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「サワイ」 （１ｍｇ１カプセル）

アルロイドＧ顆粒溶解用６７％ （１ｇ）

両

院外

【一般名】ロペラミド塩酸塩

【一般名】アルギン酸ナトリウム

２．３．２ 消化性潰瘍用剤

アルロイドＧ内用液５％ （１０ｍＬ）
両
【一般名】アルギン酸ナトリウム

ビオフェルミンＲ散

アルロイドＧ内用液５％
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２ 個々の器官系用医薬品

２ 個々の器官系用医薬品
【一般名】ファモチジン

イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「日医工」 （２ｍｇ１錠）
両

ガストローム顆粒６６．７％ （６６．７％１ｇ）
院外

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

【一般名】エカベトナトリウム水和物

ウルグートカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル）
院外

ガスロンＮ・ＯＤ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ベネキサート塩酸塩 ベータデクス

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 （２０ｍｇ１瓶）
両

ガスロンＮ・ＯＤ錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）
院外

【一般名】オメプラゾールナトリウム

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

オメプラゾン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
院外

ガスロンＮ細粒０．８％ （０．８％１ｇ）
院外

【一般名】オメプラゾール

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

オメプラゾン錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）
院外

ガスロンＮ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）
院外

【一般名】オメプラゾール

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

オメプラール錠１０ （１０ｍｇ１錠）
院外

ガスロンＮ錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）
院外

【一般名】オメプラゾール

【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩

オメプラール錠２０ （２０ｍｇ１錠）
院外

コランチル配合顆粒 （１ｇ）
院外

【一般名】オメプラゾール

【一般名】ジサイクロミン塩酸塩・乾燥水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネ
シウム

ガスターＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ファモチジン

サイトテック錠１００ （１００μｇ１錠）
院外

ガスターＤ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

【一般名】ミソプロストール

院外
【一般名】ファモチジン

サイトテック錠２００ （２００μｇ１錠）
両

ガスター散１０％ （１０％１ｇ）

【一般名】ミソプロストール

院外
【一般名】ファモチジン

シメチジン錠２００ｍｇ「サワイ」 （２００ｍｇ１錠）
院外

ガスター散２％ （２％１ｇ）

【一般名】シメチジン

院外
【一般名】ファモチジン

シメチジン注射液２００ｍｇ「サワイ」 （１０％２ｍＬ１管）
両

ガスター錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

【一般名】シメチジン

院外
【一般名】ファモチジン

スクラルファート顆粒９０％「トーワ」 （９０％１ｇ）
両

ガスター錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

【一般名】スクラルファート水和物

院外
【一般名】ファモチジン

スクラルファート内用液１０％「タイヨー」 （１０％１ｍＬ）
両

ガスター注射液２０ｍｇ （２０ｍｇ２ｍＬ１管）

【一般名】スクラルファート水和物

両

アルロイドＧ内用液５％

スクラルファート内用液１０％「タイヨー」
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２ 個々の器官系用医薬品

セルベックスカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）

２ 個々の器官系用医薬品

テプレノンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１カプセル）

院外

両

【一般名】テプレノン

【一般名】テプレノン

セルベックス細粒１０％ （１０％１ｇ）

テプレノン細粒１０％「トーワ」 （１０％１ｇ）

院外

両

【一般名】テプレノン

【一般名】テプレノン

ソロンカプセル１００ （１００ｍｇ１カプセル）

ドグマチールカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）

院外

両

【一般名】ソファルコン

【一般名】スルピリド

ソロン細粒２０％ （２０％１ｇ）

ドグマチール細粒１０％ （１０％１ｇ）

院外

院外

【一般名】ソファルコン

【一般名】スルピリド

タガメット細粒２０％ （２０％１ｇ）

ドグマチール細粒５０％ （５０％１ｇ）

院外

両

【一般名】シメチジン

【一般名】スルピリド

タガメット錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

ドグマチール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】シメチジン

【一般名】スルピリド

タガメット錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠）

ネキシウムカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル）

院外

両

【一般名】シメチジン

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

タケキャブ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

ネキシウムカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセル）

両

両

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

タケキャブ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

ネキシウム懸濁用顆粒分包１０ｍｇ （１０ｍｇ１包）

両

両

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

タケプロンＯＤ錠１５ （１５ｍｇ１錠）

ネキシウム懸濁用顆粒分包２０ｍｇ （２０ｍｇ１包）

院外

両

【一般名】ランソプラゾール

【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物

タケプロンＯＤ錠３０ （３０ｍｇ１錠）

ノイエルカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル）

院外

院外

【一般名】ランソプラゾール

【一般名】セトラキサート塩酸塩

タケプロンカプセル１５ （１５ｍｇ１カプセル）

パリエット錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】ランソプラゾール

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

タケプロンカプセル３０ （３０ｍｇ１カプセル）

パリエット錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】ランソプラゾール

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

タケプロン静注用３０ｍｇ （３０ｍｇ１瓶）
両
【一般名】ランソプラゾール
セルベックスカプセル５０ｍｇ

パリエット錠２０ｍｇ
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２ 個々の器官系用医薬品

パリエット錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

２ 個々の器官系用医薬品

ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「サワイ」 （３０ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】ラベプラゾールナトリウム

【一般名】ランソプラゾール

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠）

レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （１００ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】ファモチジン

【一般名】レバミピド

ファモチジン細粒２％「サワイ」 （２％１ｇ）

レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 （１００ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】ファモチジン

【一般名】レバミピド

プロテカジンＯＤ錠１０ （１０ｍｇ１錠）

２．３．３ 健胃消化剤

院外
【一般名】ラフチジン

Ｓ・Ｍ配合散 （１ｇ）
両

プロテカジン錠１０ （１０ｍｇ１錠）

【一般名】タカヂアスターゼ・生薬配合剤

院外
【一般名】ラフチジン

ガランターゼ散５０％ （５０％１ｇ）
院外

プロマックＤ錠７５ （７５ｍｇ１錠）

【一般名】β－ガラクトシダーゼ（アスペルギルス）

院外
【一般名】ポラプレジンク

希塩酸「マルイシ」 （１０ｍＬ）
院外

プロマック顆粒１５％ （１５％１ｇ）

【一般名】希塩酸

院外
【一般名】ポラプレジンク

苦味チンキ「マルイシ」 （１０ｍＬ）
院外

ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 （７５ｍｇ１錠）

【一般名】苦味チンキ

両
【一般名】ポラプレジンク

タフマックＥ配合カプセル （１カプセル）
両

マーズレンＳ配合顆粒 （１ｇ）

【一般名】ジアスターゼ配合剤

両
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・Ｌ－グルタミン

タフマックＥ配合顆粒 （１ｇ）
両

マーズレン配合錠１．０ＥＳ （１錠）

【一般名】ジアスターゼ配合剤

院外
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・Ｌ－グルタミン

つくしＡ・Ｍ配合散 （１ｇ）
院外

ムコスタ顆粒２０％ （２０％１ｇ）

【一般名】カンゾウ配合剤

院外
【一般名】レバミピド

パンクレアチン〈ハチ〉 （１ｇ）
限定

ムコスタ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

【一般名】パンクレアチン

院外
【一般名】レバミピド

ベリチーム配合顆粒 （１ｇ）
両

ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ「明治」 （１０ｍｇ１錠）

【一般名】膵臓性消化酵素配合剤

両
【一般名】ラベプラゾールナトリウム

ミルラクト細粒５０％ （５０％１ｇ）
両

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 （１５ｍｇ１錠）

【一般名】β－ガラクトシダーゼ（ペニシリウム）

両
【一般名】ランソプラゾール
パリエット錠５ｍｇ

ミルラクト細粒５０％
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リパクレオンカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル）

アミティーザカプセル１２μｇ （１２μｇ１カプセル）

両

院外

【一般名】パンクレリパーゼ

【一般名】ルビプロストン

リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包 （３００ｍｇ１包）

アミティーザカプセル２４μｇ （２４μｇ１カプセル）

院外

両

【一般名】パンクレリパーゼ

【一般名】ルビプロストン

２．３．４ 制酸剤

アローゼン顆粒 （１ｇ）
両

アドソルビン原末 （１０ｇ）

【一般名】センナ・センナ実

両
【一般名】天然ケイ酸アルミニウム

カルメロースナトリウム原末「マルイシ」 （１ｇ）
院外

酸化マグネシウム原末「マルイシ」 （１０ｇ）

【一般名】カルメロースナトリウム

両
【一般名】酸化マグネシウム

グーフィス錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
両

酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ケンエー」 （３３０ｍｇ１錠）

【一般名】エロビキシバット水和物

院外
【一般名】酸化マグネシウム

グリセリン浣腸「オヲタ」１２０ （５０％１２０ｍＬ１個）
両

酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ケンエー」 （５００ｍｇ１錠）

【一般名】グリセリン

院外
【一般名】酸化マグネシウム

グリセリン浣腸「オヲタ」６０ （５０％６０ｍＬ１個）
両

炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 （１０ｇ）

【一般名】グリセリン

両
【一般名】炭酸水素ナトリウム

グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０ （５０％３０ｍＬ１個）
両

沈降炭酸カルシウム「コザカイ・Ｍ」 （１０ｇ）

【一般名】グリセリン

両
【一般名】沈降炭酸カルシウム

グリセリン「ニッコー」 （１０ｍＬ）
両

マグミット細粒８３％ （８３％１ｇ）

【一般名】グリセリン

両
【一般名】酸化マグネシウム

新レシカルボン坐剤 （１個）
両

マグミット錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

【一般名】炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム

院外
【一般名】酸化マグネシウム

スインプロイク錠０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１錠）
両

マグミット錠３３０ｍｇ （３３０ｍｇ１錠）

【一般名】ナルデメジントシル酸塩

両
【一般名】酸化マグネシウム

センノシド錠１２ｍｇ「武田テバ」 （１２ｍｇ１錠）
両

マグミット錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）

【一般名】センノシド

両
【一般名】酸化マグネシウム

テレミンソフト坐薬１０ｍｇ （１０ｍｇ１個）
両

マーロックス懸濁用配合顆粒 （１ｇ）

【一般名】ビサコジル

院外
【一般名】乾燥水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム

テレミンソフト坐薬２ｍｇ （２ｍｇ１個）
両

２．３．５ 下剤，浣腸剤

【一般名】ビサコジル

リパクレオンカプセル１５０ｍｇ

テレミンソフト坐薬２ｍｇ
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ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１錠）

ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「日医工」 （２．５ｍｇ１
錠）

両

両
【一般名】ウルソデオキシコール酸
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

チノカプセル１２５ （１２５ｍｇ１カプセル）

ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＣＨＯＳ」 （０．７
５％１ｍＬ）

院外

両

【一般名】ケノデオキシコール酸

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

２．３．９ その他の消化器官用薬

ヒマシ油「マルイシ」 （１０ｍＬ）

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 （０．２５ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】ヒマシ油

【一般名】デカリニウム塩化物

プルゼニド錠１２ｍｇ （１２ｍｇ１錠）

アコファイド錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】センノシド

【一般名】アコチアミド塩酸塩水和物

モビコール配合内用剤 （６．８５２３ｇ１包）

アサコール錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】マクロゴール４０００・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カ
リウム

ラキソベロン錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

【一般名】メサラジン

アズノールＳＴ錠口腔用５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

ラキソベロン内用液０．７５％ （０．７５％１ｍＬ）

アフタゾロン口腔用軟膏０．１％ （０．１％１ｇ）

院外

院外

【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物

【一般名】デキサメタゾン

硫酸マグネシウム「ＮｉｋＰ」 （１０ｇ）

アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ （２５μｇ１錠）

院外

両

【一般名】硫酸マグネシウム水和物

【一般名】トリアムシノロンアセトニド

硫酸マグネシウム＊（山善） （１０ｇ）
院外

アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「サワイ」 （１２５ｍｇ１カプセ
ル）
両

【一般名】硫酸マグネシウム水和物

２．３．６ 利胆剤

【一般名】アプレピタント

アプレピタントカプセル８０ｍｇ「サワイ」 （８０ｍｇ１カプセル）
両

ウルソ顆粒５％ （５％１ｇ）
両
【一般名】ウルソデオキシコール酸

【一般名】アプレピタント

アロキシ点滴静注バッグ０．７５ｍｇ （０．７５ｍｇ５０ｍＬ１袋）
両

ウルソ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ウルソデオキシコール酸

【一般名】パロノセトロン塩酸塩

イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１錠）
両

ウルソ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ウルソデオキシコール酸

【一般名】イトプリド塩酸塩

イメンドカプセル１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１カプセル）
院外

ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ１錠）
両

【一般名】アプレピタント

【一般名】ウルソデオキシコール酸
テレミンソフト坐薬２ｍｇ

イメンドカプセル１２５ｍｇ
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イメンドカプセル８０ｍｇ （８０ｍｇ１カプセル）
院外
【一般名】アプレピタント

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍＬ「ＮＫ」 （３ｍｇ
１００ｍＬ１袋）
両

イリボーＯＤ錠２．５μｇ （２．５μｇ１錠）

【一般名】グラニセトロン塩酸塩

両
【一般名】ラモセトロン塩酸塩

コロネル細粒８３．３％ （８３．３％１ｇ）
両

イリボーＯＤ錠５μｇ （５μｇ１錠）

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

院外
【一般名】ラモセトロン塩酸塩

コロネル錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）
院外

イリボー錠２．５μｇ （２．５μｇ１錠）

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

院外
【一般名】ラモセトロン塩酸塩

サラジェン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
両

イリボー錠５μｇ （５μｇ１錠）

【一般名】ピロカルピン塩酸塩

院外
【一般名】ラモセトロン塩酸塩

サリグレンカプセル３０ｍｇ （３０ｍｇ１カプセル）
院外

インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「ＮＫ」 （１００ｍｇ１
瓶）

【一般名】セビメリン塩酸塩水和物

両

サリベートエアゾール （５０ｇ１個）
【一般名】インフリキシマブ（遺伝子組換え）

両

エボザックカプセル３０ｍｇ （３０ｍｇ１カプセル）

【一般名】リン酸二カリウム・無機塩類配合剤

両

サルコートカプセル外用５０μｇ （５０μｇ１カプセル）
【一般名】セビメリン塩酸塩水和物

両

エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ （３００ｍｇ１瓶）

【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

両

セレキノン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
【一般名】ベドリズマブ（遺伝子組換え）

院外

カイトリル錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

【一般名】トリメブチンマレイン酸塩

院外

ゼンタコートカプセル３ｍｇ （３ｍｇ１カプセル）
【一般名】グラニセトロン塩酸塩

両

カイトリル錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

【一般名】ブデソニド

両

デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」 （０．１％１ｇ）
【一般名】グラニセトロン塩酸塩

両

ガスモチン散１％ （１％１ｇ）

【一般名】デキサメタゾン

院外

デスパコーワ口腔用クリーム （１ｇ）
【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物

両

ガスモチン錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

【一般名】クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミン配合剤

院外

トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１錠）
【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物

両

ガナトン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

【一般名】トリメブチンマレイン酸塩

院外

ドンペリドンＤＳ小児用１％「サワイ」 （１％１ｇ）
【一般名】イトプリド塩酸塩

両

グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＮＫ」 （３ｍｇ３ｍＬ１管）

【一般名】ドンペリドン

両

イメンドカプセル８０ｍｇ

ドンペリドンＤＳ小児用１％「サワイ」
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プロイメンド点滴静注用１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１瓶）

両

両

【一般名】ドンペリドン

【一般名】ホスアプレピタントメグルミン

ナウゼリンＯＤ錠１０ （１０ｍｇ１錠）

ペンタサ顆粒９４％ （９４％１ｇ）

院外

両

【一般名】ドンペリドン

【一般名】メサラジン

ナウゼリン細粒１％ （１％１ｇ）

ペンタサ坐剤１ｇ （１ｇ１個）

院外

両

【一般名】ドンペリドン

【一般名】メサラジン

ナウゼリン坐剤１０ （１０ｍｇ１個）

ペンタサ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】ドンペリドン

【一般名】メサラジン

ナウゼリン坐剤３０ （３０ｍｇ１個）

ペンタサ錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】ドンペリドン

【一般名】メサラジン

ナウゼリン坐剤６０ （６０ｍｇ１個）

ペンタサ注腸１ｇ （１ｇ１個）

両

両

【一般名】ドンペリドン

【一般名】メサラジン

ナウゼリン錠１０ （１０ｍｇ１錠）

ポリフル細粒８３．３％ （８３．３％１ｇ）

院外

院外

【一般名】ドンペリドン

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

ナウゼリン錠５ （５ｍｇ１錠）

ポリフル錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】ドンペリドン

【一般名】ポリカルボフィルカルシウム

ナウゼリンドライシロップ１％ （１％１ｇ）

メサラジン顆粒５０％「ＡＫＰ」 （５０％１ｇ）

院外

院外

【一般名】ドンペリドン

【一般名】メサラジン

ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠）

メトクロプラミド錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

【一般名】メトクロプラミド

ナゼア注射液０．３ｍｇ （０．３ｍｇ２ｍＬ１管）

メトクロプラミド注１０ｍｇ「テバ」 （０．５％２ｍＬ１管）

両

両

【一般名】ラモセトロン塩酸塩

【一般名】塩酸メトクロプラミド

プリンペラン細粒２％ （２％１ｇ）

モサプリドクエン酸塩散１％「日医工」 （１％１ｇ）

院外

両

【一般名】メトクロプラミド

【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物

プリンペラン錠５ （５ｍｇ１錠）

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 （５ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】メトクロプラミド

【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物

プリンペランシロップ０．１％ （０．１％１０ｍＬ）
院外
【一般名】メトクロプラミド
ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」
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リアルダ錠１２００ｍｇ （１２００ｍｇ１錠）

２ 個々の器官系用医薬品

ゴナトロピン注用５０００単位 （５０００単位１管）

両

限定

【一般名】メサラジン

【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

リンゼス錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠）

ゴナールエフ皮下注ペン３００ （３００国際単位０．５ｍＬ１筒）

両

両

【一般名】リナクロチド

【一般名】フォリトロピン アルファ（遺伝子組換え）

レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回 （４８ｍｇ３０．８ｇ１瓶）
両

ゴナールエフ皮下注ペン４５０ （４５０国際単位０．７５ｍＬ１
筒）
両

【一般名】ブデソニド

レミケード点滴静注用１００ （１００ｍｇ１瓶）
両

【一般名】フォリトロピン アルファ（遺伝子組換え）

ゴナールエフ皮下注ペン９００ （９００国際単位１．５ｍＬ１筒）
両

【一般名】インフリキシマブ（遺伝子組換え）

２．４ ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

【一般名】フォリトロピン アルファ（遺伝子組換え）

ゴナールエフ皮下注用７５ （７５国際単位１瓶（溶解液付））
両

２．４．１ 脳下垂体ホルモン剤

【一般名】フォリトロピン アルファ（遺伝子組換え）

ＨＣＧモチダ筋注用３千単位 （３０００単位１管）
両

ジェノトロピンＴＣ注用１２ｍｇ （１２ｍｇ１筒（溶解液付））
院外

【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

ＨＣＧモチダ筋注用５千単位 （５０００単位１管）
両

ジェノトロピンＴＣ注用５．３ｍｇ （５．３３ｍｇ１筒（溶解液付））
院外

【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

ＨＭＧ筋注用１５０単位「Ｆ」 （１５０単位１管（溶解液付））
両

ジェノトロピンゴークイック注用１２ｍｇ （１２ｍｇ１キット）
両

【一般名】ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

アトニン－Ｏ注５単位 （５単位１管）
両

ジェノトロピンゴークイック注用５．３ｍｇ （５．３３ｍｇ１キット）
限定

【一般名】オキシトシン

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

オビドレル皮下注シリンジ２５０μｇ （２５０μｇ０．５ｍＬ１筒）
両

デスモプレシン・スプレー２．５協和 （１２５μｇ１瓶）
両

【一般名】コリオゴナドトロピン アルファ（遺伝子組換え）

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物

グロウジェクトＢＣ注射用８ｍｇ （８ｍｇ１筒（溶解液付））
院外

デスモプレシン注４協和 （４μｇ１管）
両

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物

グロウジェクト皮下注１２ｍｇ （１２ｍｇ１筒）
両

デスモプレシン点鼻液０．０１％協和 （２５０μｇ１瓶）
両

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物

コートロシンＺ筋注０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１管）
両

ノルディトロピン フレックスプロ注１０ｍｇ （１０ｍｇ１キット）
両

【一般名】テトラコサクチド酢酸塩

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

コートロシン注射用０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１管）
両
【一般名】テトラコサクチド酢酸塩
リアルダ錠１２００ｍｇ

ノルディトロピン フレックスプロ注１０ｍｇ
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２ 個々の器官系用医薬品

ノルディトロピン フレックスプロ注１５ｍｇ （１５ｍｇ１キット）

２ 個々の器官系用医薬品

チラーヂンＳ錠５０μｇ （５０μｇ１錠）

限定

両

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

ノルディトロピン フレックスプロ注５ｍｇ （５ｍｇ１キット）
院外

テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェクター （２８．２μｇ１
キット）
両

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

ピトレシン注射液２０ （２０単位１管）
両

【一般名】テリパラチド酢酸塩

フォルテオ皮下注キット６００μｇ （６００μｇ１キット）
両

【一般名】バソプレシン

ヒューマトロープ注射用１２ｍｇ （１２ｍｇ１筒（溶解液付））
両

【一般名】テリパラチド（遺伝子組換え）

プロパジール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
両

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

ヒューマトロープ注射用６ｍｇ （６ｍｇ１筒（溶解液付））
院外

【一般名】プロピルチオウラシル

メルカゾール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
両

【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ （１２０μｇ１錠）
両

【一般名】チアマゾール

レボチロキシンＮａ錠２５μｇ「サンド」 （２５μｇ１錠）
院外

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトＯＤ錠２４０μｇ （２４０μｇ１錠）
院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

レボチロキシンＮａ錠５０μｇ「サンド」 （５０μｇ１錠）
院外

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトＯＤ錠５０μｇ （５０μｇ１錠）
院外

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

レボチロキシンナトリウム錠 （１２．５μｇ１錠）
院外

【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物

【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ （６０μｇ１錠）
２．４．４ たん白同化ステロイド剤

両
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物

プリモボラン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
両

２．４．３ 甲状腺，副甲状腺ホルモン剤

【一般名】メテノロン酢酸エステル

５ｍｃｇチロナミン錠 （５μｇ１錠）
２．４．５ 副腎ホルモン剤

院外
【一般名】リオチロニンナトリウム

アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 （０．１％１ｍＬ１筒）
両

チラーヂンＳ散０．０１％ （０．０１％１ｇ）
【一般名】アドレナリン

院外
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

エピペン注射液０．１５ｍｇ （０．１５ｍｇ１筒）
両

チラーヂンＳ錠１００μｇ （１００μｇ１錠）
【一般名】アドレナリン

院外
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

エピペン注射液０．３ｍｇ （０．３ｍｇ１筒）
両

チラーヂンＳ錠２５μｇ （２５μｇ１錠）
【一般名】アドレナリン

両
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物

ノルディトロピン フレックスプロ注１５ｍｇ

エピペン注射液０．３ｍｇ
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２ 個々の器官系用医薬品

２ 個々の器官系用医薬品

ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ （４０
ｍｇ１瓶）
両

【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

デカドロンエリキシル０．０１％ （０．０１％１ｍＬ）
両

【一般名】トリアムシノロンアセトニド

ケナコルト－Ａ皮内用関節腔内用水懸注５０ｍｇ／５ｍＬ （１０
ｍｇ１ｍＬバイアル）
両

【一般名】デキサメタゾン

デカドロン錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）
両

【一般名】トリアムシノロンアセトニド

コートリル錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
両

【一般名】デキサメタゾン

デカドロン錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）
両

【一般名】ヒドロコルチゾン

コートン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）
院外

【一般名】デキサメタゾン

デキサート注射液１．６５ｍｇ （１．６５ｍｇ０．５ｍＬ１管）
両

【一般名】コルチゾン酢酸エステル

水溶性プレドニン１０ｍｇ （１０ｍｇ１管）
両

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

デキサート注射液３．３ｍｇ （３．３ｍｇ１ｍＬ１管）
両

【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

水溶性プレドニン２０ｍｇ （２０ｍｇ１管）
両

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

デキサート注射液６．６ｍｇ （６．６ｍｇ２ｍＬ１瓶）
両

【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ステロネマ注腸３ｍｇ （３．９５ｍｇ１個）
院外

【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

ノルアドリナリン注１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管）
両

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

セレスタミン配合錠 （１錠）
両

【一般名】ノルアドレナリン

プレドニゾロン散「タケダ」１％ （１％１ｇ）
両

【一般名】ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩

セレスタミン配合シロップ （１ｍＬ）
両

【一般名】プレドニゾロン

プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） （１ｍｇ１錠）
両

【一般名】ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩

ソル・コーテフ静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶（溶解液付））
両

【一般名】プレドニゾロン

プレドニン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
両

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶（溶解液付））
両

【一般名】プレドニゾロン

プレドネマ注腸２０ｍｇ （２０ｍｇ１個）
両

【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用１０００ｍｇ （１ｇ１瓶（溶解液付））
両

【一般名】プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム

フロリネフ錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠）
両

【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ソル・メドロール静注用４０ｍｇ （４０ｍｇ１瓶（溶解液付））
両

【一般名】フルドロコルチゾン酢酸エステル

ボスミン外用液０．１％ （０．１％１ｍＬ）
両

【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

【一般名】アドレナリン

ソル・メドロール静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶（溶解液付））
両
ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ

ボスミン外用液０．１％
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２ 個々の器官系用医薬品

ボスミン注１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管）
両

２ 個々の器官系用医薬品

エストラーナテープ０．０９ｍｇ （（０．０９ｍｇ）１．１２５平方ｃｍ
１枚）
院外

【一般名】アドレナリン

メドロール錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）
院外

【一般名】エストラジオール

エストラーナテープ０．７２ｍｇ （（０．７２ｍｇ）９平方ｃｍ１枚）
両

【一般名】メチルプレドニゾロン

メドロール錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）
両

【一般名】エストラジオール

エストリール錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）
院外

【一般名】メチルプレドニゾロン

リメタゾン静注２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１ｍＬ１管）
両

【一般名】エストリオール

エストリール錠１００γ （０．１ｍｇ１錠）
院外

【一般名】デキサメタゾンパルミチン酸エステル

リンデロン坐剤１．０ｍｇ （１ｍｇ１個）
両

【一般名】エストリオール

エストリール錠１ｍｇ＊（持田） （１ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ベタメタゾン

リンデロン錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）
両

【一般名】エストリオール

クロルマジノン酢酸エステル錠２５ｍｇ「タイヨー」 （２５ｍｇ１
錠）
院外

【一般名】ベタメタゾン

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

リンデロンシロップ０．０１％ （０．０１％１ｍＬ）
院外

ディビゲル１ｍｇ （１ｍｇ１包）
院外

【一般名】ベタメタゾン

【一般名】エストラジオール

リンデロン注２ｍｇ（０．４％） （２ｍｇ１管）
両

デュファストン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
両

【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

【一般名】ジドロゲステロン

レダコート錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）
院外

ヒスロンＨ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
両

【一般名】トリアムシノロン

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

レナデックス錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）
両

ヒスロン錠５ （５ｍｇ１錠）
両

【一般名】デキサメタゾン

【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

２．４．６ 男性ホルモン剤
エナルモン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

プレマリン錠０．６２５ｍｇ （０．６２５ｍｇ１錠）
両

院外

【一般名】結合型エストロゲン

【一般名】メチルテストステロン

テスチノンデポー筋注用１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１ｍＬ１管）

プロゲデポー筋注１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１管）
両

両

【一般名】ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル

【一般名】テストステロンエナント酸エステル

テスチノンデポー筋注用２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１ｍＬ１管）

プロスタールＬ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
院外

限定

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

【一般名】テストステロンエナント酸エステル

２．４．７ 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
ボスミン注１ｍｇ

プロスタールＬ錠５０ｍｇ
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２ 個々の器官系用医薬品

プロスタール錠２５ （２５ｍｇ１錠）

２ 個々の器官系用医薬品

ルナベル配合錠ＬＤ （１錠）

院外

両

【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

プロセキソール錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

ルナベル配合錠ＵＬＤ （１錠）

院外

院外

【一般名】エチニルエストラジオール

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

プロベラ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

２．４．９ その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

院外
【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

アピドラ注１００単位／ｍＬ （１００単位１ｍＬバイアル）
両

ホーリン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

【一般名】インスリン グルリジン（遺伝子組換え）

院外
【一般名】エストリオール

アピドラ注カート （３００単位１筒）
院外

ルティナス腟錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

【一般名】インスリン グルリジン（遺伝子組換え）

両
【一般名】プロゲステロン

アピドラ注ソロスター （３００単位１キット）
両

ルテウム腟用坐剤４００ｍｇ （４００ｍｇ１個）

【一般名】インスリン グルリジン（遺伝子組換え）

院外
【一般名】プロゲステロン

アボルブカプセル０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１カプセル）
両

２．４．８ 混合ホルモン剤
ジェミーナ配合錠 （１錠）

【一般名】デュタステリド

イノレット３０Ｒ注 （３００単位１キット）

両

両

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）

プラノバール配合錠 （１錠）

インスリン グラルギンＢＳ注キット「ＦＦＰ」 （３００単位１キット）

両

院外

【一般名】ノルゲストレル・エチニルエストラジオール

【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）

フリウェル配合錠ＬＤ「モチダ」 （１錠）
院外

インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 （３００単位１
キット）
両

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

フリウェル配合錠ＵＬＤ「モチダ」 （１錠）
院外

【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）

インスリン リスプロＢＳ注ソロスター ＨＵ「サノフィ」 （３００単位
１キット）
両

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

メノエイドコンビパッチ （１枚）
院外
【一般名】エストラジオール・酢酸ノルエチステロン

オゼンピック皮下注０．２５ｍｇＳＤ （０．２５ｍｇ０．５ｍＬ１キッ
ト）
両

ヤーズ配合錠 （１錠）

【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）

院外
【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス

オゼンピック皮下注０．５ｍｇＳＤ （０．５ｍｇ０．５ｍＬ１キット）
院外

ヤーズフレックス配合錠 （１錠）

【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）

限定
【一般名】ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス

オゼンピック皮下注１．０ｍｇＳＤ （１ｍｇ０．５ｍＬ１キット）
院外
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）

プロスタール錠２５

オゼンピック皮下注１．０ｍｇＳＤ
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オペプリム （５００ｍｇ１カプセル）

【一般名】オクトレオチド酢酸塩

院外

ジエノゲスト錠１ｍｇ「モチダ」 （１ｍｇ１錠）
【一般名】ミトタン

院外

カリジノゲナーゼ錠２５単位「トーワ」 （２５単位１錠）

【一般名】ジエノゲスト

両

シグニフォーＬＡＲ筋注用キット２０ｍｇ （２０ｍｇ１キット（溶解
液付））

【一般名】カリジノゲナーゼ

両

カルナクリンカプセル２５ （２５単位１カプセル）

【一般名】パシレオチドパモ酸塩

院外

シグニフォーＬＡＲ筋注用キット４０ｍｇ （４０ｍｇ１キット（溶解
液付））

【一般名】カリジノゲナーゼ

両

カルナクリン錠２５ （２５単位１錠）
院外

【一般名】パシレオチドパモ酸塩

【一般名】カリジノゲナーゼ

スプレキュアＭＰ皮下注用１．８ （１．８ｍｇ１筒）
両

カルナクリン錠５０ （５０単位１錠）
院外

【一般名】ブセレリン酢酸塩

【一般名】カリジノゲナーゼ

スプレキュア点鼻液０．１５％ （１５．７５ｍｇ１０ｍＬ１瓶）
院外

クロミッド錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ブセレリン酢酸塩

【一般名】クロミフェンクエン酸塩

セキソビット錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
院外

ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１瓶（溶解液付））
両

【一般名】シクロフェニル

【一般名】デガレリクス酢酸塩

ソマチュリン皮下注１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１筒）
両

ゴナックス皮下注用２４０ｍｇ （２４０ｍｇ１瓶（溶解液付））
両

【一般名】ランレオチド酢酸塩

【一般名】デガレリクス酢酸塩

ソマチュリン皮下注６０ｍｇ （６０ｍｇ１筒）
限定

ゴナックス皮下注用８０ｍｇ （８０ｍｇ１瓶（溶解液付））
両

【一般名】ランレオチド酢酸塩

【一般名】デガレリクス酢酸塩

ソマチュリン皮下注９０ｍｇ （９０ｍｇ１筒）
両

サムスカＯＤ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ランレオチド酢酸塩

【一般名】トルバプタン

ソマバート皮下注用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶（溶解液付））
限定

サムスカ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ペグビソマント（遺伝子組換え）

【一般名】トルバプタン

ゾラデックス３．６ｍｇデポ （３．６ｍｇ１筒（ゴセレリンとして））
両

サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット２０ｍｇ （２０ｍｇ１キット（溶解
液付））

【一般名】ゴセレリン酢酸塩

両

ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ （１０．８ｍｇ１筒（ゴセレリンと
して））

【一般名】オクトレオチド酢酸塩

両

サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット３０ｍｇ （３０ｍｇ１キット（溶解
液付））

【一般名】ゴセレリン酢酸塩

両
【一般名】オクトレオチド酢酸塩

ディナゲスト錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）
院外

サンドスタチン皮下注用１００μｇ （１００μｇ１ｍＬ１管）

【一般名】ジエノゲスト

両
オペプリム

ディナゲスト錠０．５ｍｇ
- 67 -

２ 個々の器官系用医薬品

２ 個々の器官系用医薬品

ディナゲスト錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）

両

ノボリンＮ注フレックスペン （３００単位１キット）
【一般名】ジエノゲスト

両

トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス （０．７５ｍｇ０．５ｍＬ１
キット）
両

【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）

ノボリンＲ注フレックスペン （３００単位１キット）
両

【一般名】デュラグルチド（遺伝子組換え）

【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）

トレシーバ注フレックスタッチ （３００単位１キット）
両

バイエッタ皮下注１０μｇペン３００ （３００μｇ１キット（１０μ
ｇ））

【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）

院外

トレシーバ注ペンフィル （３００単位１筒）

【一般名】エキセナチド

院外

バイエッタ皮下注５μｇペン３００ （３００μｇ１キット（５μｇ））
【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）

両

ナサニール点鼻液０．２％ （１０ｍｇ５ｍＬ１瓶）

【一般名】エキセナチド

院外

ビクトーザ皮下注１８ｍｇ （１８ｍｇ３ｍＬ１キット）
【一般名】ナファレリン酢酸塩水和物

両

ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン （３００単位１キット）

【一般名】リラグルチド（遺伝子組換え）

両

ビデュリオン皮下注用２ｍｇペン （２ｍｇ１キット）
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

院外

ノボラピッド５０ミックス注フレックスペン （３００単位１キット）

【一般名】エキセナチド

両

ヒューマリン３／７注カート （３００単位１筒）
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

院外

ノボラピッド７０ミックス注フレックスペン （３００単位１キット）

【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）

院外

ヒューマリン３／７注ミリオペン （３００単位１キット）
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

院外

ノボラピッド注１００単位／ｍＬ （１００単位１ｍＬバイアル）

【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）

両

ヒューマリンＮ注１００単位／ｍＬ （１００単位１ｍＬバイアル）
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

院外

ノボラピッド注イノレット （３００単位１キット）

【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）

両

ヒューマリンＮ注ミリオペン （３００単位１キット）
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

院外

ノボラピッド注フレックスタッチ （３００単位１キット）

【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）

両

ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ （１００単位１ｍＬバイアル）
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

両

ノボラピッド注フレックスペン （３００単位１キット）

【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）

院外

ヒューマリンＲ注ミリオペン （３００単位１キット）
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

院外

ノボラピッド注ペンフィル （３００単位１筒）

【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）

院外

ヒューマログ注１００単位／ｍＬ （１００単位１ｍＬバイアル）
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

両

ノボリン３０Ｒ注フレックスペン （３００単位１キット）

【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

院外

ディナゲスト錠１ｍｇ

ヒューマログ注１００単位／ｍＬ
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（遺伝子組換え）配合剤

ヒューマログ注カート （３００単位１筒）
院外

ランタスＸＲ注ソロスター （４５０単位１キット）
両

【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）

ヒューマログ注ミリオペン （３００単位１キット）
院外

ランタス注ソロスター （３００単位１キット）
限定

【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）

ヒューマログ注ミリオペンＨＤ （３００単位１キット）
限定

リキスミア皮下注３００μｇ （３００μｇ３ｍＬ１キット）
両

【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

【一般名】リキシセナチド

ヒューマログミックス２５注ミリオペン （３００単位１キット）
両

リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ （２２．５ｍｇ１筒）
両

【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

【一般名】リュープロレリン酢酸塩

ヒューマログミックス５０注ミリオペン （３００単位１キット）
両

リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ （１１．２５ｍｇ１筒）
限定

【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

【一般名】リュープロレリン酢酸塩

フィアスプ注フレックスタッチ （３００単位１キット）
両

リュープリン注射用１．８８ｍｇ （１．８８ｍｇ１瓶（懸濁用液付））
両

【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

【一般名】リュープロレリン酢酸塩

フィアスプ注ペンフィル （３００単位１筒）
限定

リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍｇ「ＮＰ」 （３．７５
ｍｇ１筒）

【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

両

ブセレキュア点鼻液０．１５％ （１５．７５ｍｇ１０ｍＬ１瓶）
院外

【一般名】リュープロレリン酢酸塩

ルムジェブ注１００単位／ｍＬ （１００単位１ｍＬバイアル）

【一般名】ブセレリン酢酸塩

院外

ブセレリン点鼻液０．１５％「Ｆ」 （１５．７５ｍｇ１０ｍＬ１瓶）
両

【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

ルムジェブ注ミリオペン （３００単位１キット）

【一般名】ブセレリン酢酸塩

限定

プロスタルモン・Ｆ注射液１０００ （１ｍｇ１ｍＬ１管）
両

【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

ルムジェブ注ミリオペンＨＤ （３００単位１キット）

【一般名】ジノプロスト

院外

プロペシア錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）
院外

【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

レベミル注イノレット （３００単位１キット）

【一般名】フィナステリド

両

ボンゾール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
両

【一般名】インスリン デテミル（遺伝子組換え）

レベミル注フレックスペン （３００単位１キット）

【一般名】ダナゾール

両

ボンゾール錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
院外

【一般名】インスリン デテミル（遺伝子組換え）

レルミナ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

【一般名】ダナゾール

両

ライゾデグ配合注フレックスタッチ （３００単位１キット）

【一般名】レルゴリクス

両
【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・インスリン アスパルト
（遺伝子組換え）配合剤
ヒューマログ注カート

レルミナ錠４０ｍｇ
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２．５ 泌尿生殖器官及び肛門用薬

シンフェーズＴ２８錠 （（２８日分）１組）
院外

２．５．１ 泌尿器官用剤

【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％ （３％３Ｌ１袋）

トライディオール２１錠 （（２１日分）１組）

両

院外

【一般名】Ｄ－ソルビトール

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

２．５．２ 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

トライディオール２８錠 （（２８日分）１組）

アデスタン腟錠３００ｍｇ （３００ｍｇ１個）

院外

院外
【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール
【一般名】イソコナゾール硝酸塩

トリキュラー錠２１ （（２１日分）１組）
エストリール腟錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

院外

両
【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール
【一般名】エストリオール

トリキュラー錠２８ （（２８日分）１組）
エンペシド腟錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

院外

院外
【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール
【一般名】クロトリマゾール

リビアン２８ （（２８日分）１組）
オキナゾール腟錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

院外

院外
【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール
【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

２．５．５ 痔疾用剤

オキナゾール腟錠６００ｍｇ （６００ｍｇ１錠）

強力ポステリザン（軟膏） （１ｇ）

両

両

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン

クロマイ腟錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

タカベンス錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】クロラムフェニコール

【一般名】メリロートエキス

フラジール腟錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

ネリザ坐剤 （１個）

両

院外

【一般名】メトロニダゾール

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

２．５．３ 子宮収縮剤

ネリザ軟膏 （１ｇ）

メチルエルゴメトリン注０．２ｍｇ「あすか」 （０．０２％１ｍＬ１
管）

両

両

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

ネリプロクト坐剤 （１個）
院外

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠０．１２５ｍｇ「Ｆ」 （０．１２５
ｍｇ１錠）

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

両
【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

ネリプロクト軟膏 （１ｇ）
院外

２．５．４ 避妊剤
アンジュ２８錠 （（２８日分）１組）
院外

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

ヘモクロンカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル）
院外

【一般名】レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

【一般名】トリベノシド

ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％

ヘモクロンカプセル２００ｍｇ
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ポステリザンＦ坐薬 （１個）

２ 個々の器官系用医薬品

セルニルトン錠 （１錠）

院外

両

【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン

【一般名】セルニチンポーレンエキス

ボラザＧ軟膏 （１ｇ）

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「明治」 （０．１ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】トリベノシド・リドカイン

【一般名】タムスロシン塩酸塩

２．５．９ その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

デトルシトールカプセル４ｍｇ （４ｍｇ１カプセル）
院外

ウテメリン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

【一般名】トルテロジン酒石酸塩

院外
【一般名】リトドリン塩酸塩

トビエース錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）
院外

ウテメリン注５０ｍｇ （１％５ｍＬ１管）

【一般名】フェソテロジンフマル酸塩

両
【一般名】リトドリン塩酸塩

トビエース錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠）
院外

ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠）

【一般名】フェソテロジンフマル酸塩

院外
【一般名】イミダフェナシン

ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＥＥ」 （２５ｍｇ１錠）
両

ウリトス錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠）

【一般名】ナフトピジル

院外
【一般名】イミダフェナシン

ネオキシテープ７３．５ｍｇ （７３．５ｍｇ１枚）
限定

ウロカルン錠２２５ｍｇ （２２５ｍｇ１錠）

【一般名】オキシブチニン塩酸塩

両
【一般名】ウラジロガシエキス

バイアグラ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）
院外

エビプロスタット配合錠ＤＢ （１錠）

【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

両
【一般名】オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤

バイアグラ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
院外

ザルティア錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

【一般名】シルデナフィルクエン酸塩

院外
【一般名】タダラフィル

バップフォー錠１０ （１０ｍｇ１錠）
院外

ザルティア錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

【一般名】プロピベリン塩酸塩

限定
【一般名】タダラフィル

バップフォー錠２０ （２０ｍｇ１錠）
院外

シアリス錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

【一般名】プロピベリン塩酸塩

院外
【一般名】タダラフィル

ハルナールＤ錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠）
院外

シアリス錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

【一般名】タムスロシン塩酸塩

院外
【一般名】タダラフィル

ハルナールＤ錠０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１錠）
院外

シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （４ｍｇ１錠）

【一般名】タムスロシン塩酸塩

両
【一般名】シロドシン

ブラダロン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
院外
【一般名】フラボキサート塩酸塩

ポステリザンＦ坐薬

ブラダロン錠２００ｍｇ
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２ 個々の器官系用医薬品
【一般名】オキシブチニン塩酸塩

フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ「日医工」 （２００ｍｇ１錠）
両

マグセント注１００ｍＬ （１００ｍＬ１瓶）
両

【一般名】フラボキサート塩酸塩

【一般名】硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖

フリバスＯＤ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
院外

ユリーフＯＤ錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ナフトピジル

【一般名】シロドシン

フリバスＯＤ錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）
院外

ユリーフ錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ナフトピジル

【一般名】シロドシン

フリバス錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）
院外

リトドリン錠５ｍｇ「ＰＰ」 （５ｍｇ１錠）
両

【一般名】ナフトピジル

【一般名】リトドリン塩酸塩

フリバス錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
院外

レビトラ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ナフトピジル

【一般名】バルデナフィル塩酸塩水和物

フリバス錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）
院外

２．６ 外皮用薬

【一般名】ナフトピジル

２．６．１ 外皮用殺菌消毒剤

プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 （１０ｍｇ１錠）
両

０．０２ｗ／ｖ％マスキン水 （０．０２％１０ｍＬ）
両

【一般名】プロピベリン塩酸塩

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

ベオーバ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
両

０．１ｗ／ｖ％マスキン水 （０．１％１０ｍＬ）
両

【一般名】ビベグロン

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

ベシケアＯＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
両

５％ヒビテン液 （５％１０ｍＬ）
院外

【一般名】コハク酸ソリフェナシン

【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

ベシケア錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
院外

７０％消毒用イソプロパノール「ニッコー」 （７０％１０ｍＬ）
院外

【一般名】コハク酸ソリフェナシン

【一般名】イソプロパノール

ベタニス錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）
両

イソジン液１０％ （１０％１０ｍＬ）
院外

【一般名】ミラベグロン

【一般名】ポビドンヨード

ベタニス錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
両

イソジンゲル１０％ （１０％１０ｇ）
両

【一般名】ミラベグロン

【一般名】ポビドンヨード

ポラキス錠２ （２ｍｇ１錠）
両

イソジンスクラブ液７．５％ （７．５％１０ｍＬ）
院外

【一般名】オキシブチニン塩酸塩

【一般名】ポビドンヨード

ポラキス錠３ （３ｍｇ１錠）
院外

ブラダロン錠２００ｍｇ

イソジンスクラブ液７．５％
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液状フェノール「タイセイ」 （１０ｍＬ）

【一般名】無水エタノール

両

ヨウ素「コザカイ・Ｍ」 （１ｇ）
【一般名】フェノール

両

液状フェノール「東豊」 （１０ｍＬ）

【一般名】ヨウ素

両

２．６．３ 化膿性疾患用剤

【一般名】フェノール

エタノール「マルイシ」 （１０ｍＬ）

アクアチムクリーム１％ （１％１ｇ）
両

両
【一般名】ナジフロキサシン
【一般名】エタノール

塩化ベンザルコニウム液１０ｗ／ｖ％「日医工」 （１０％１０ｍ
Ｌ）

アクアチム軟膏１％ （１％１ｇ）
両

院外
【一般名】ベンザルコニウム塩化物

【一般名】ナジフロキサシン

アクアチムローション１％ （１％１ｍＬ）
院外

逆性石ケン液０．０１「ヨシダ」 （０．０１％１０ｍＬ）
両
【一般名】ベンザルコニウム塩化物

【一般名】ナジフロキサシン

アクロマイシン軟膏３％ （３０ｍｇ１ｇ）
院外

希ヨードチンキ「ケンエー」 （１０ｍＬ）
両
【一般名】希ヨードチンキ

【一般名】テトラサイクリン塩酸塩

アクロマイシン末 （１ｇ）
両

クレゾール石ケン液「司生堂」 （１０ｍＬ）
院外
【一般名】クレゾール石ケン

【一般名】テトラサイクリン塩酸塩

クロマイ－Ｐ軟膏 （１ｇ）
両

産婦人科用イソジンクリーム５％ （５％１０ｇ）
院外
【一般名】ポビドンヨード

【一般名】クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤

ゲーベンクリーム１％ （１％１ｇ）
両

消毒用エタノール「マルイシ」 （１０ｍＬ）
両
【一般名】エタノール

【一般名】スルファジアジン銀

ゲンタシンクリーム０．１％ （１ｍｇ１ｇ）
院外

ハイポライト消毒液１０％ （１０％１０ｇ）
両
【一般名】次亜塩素酸ナトリウム

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタシン軟膏０．１％ （１ｍｇ１ｇ）
院外

ポピヨドン液１０％ （１０％１０ｍＬ）
両
【一般名】ポビドンヨード

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「イワキ」 （１ｍｇ１ｇ）
両

ホルマリン （１０ｍＬ）
両
【一般名】ホルマリン

マスキンＷ・エタノール液（０．５ｗ／ｖ％） （０．５％１０ｍＬ）

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ （（１０．８ｍｇ）１０ｃｍ×１０ｃｍ１
枚）
両

両
【一般名】フラジオマイシン硫酸塩
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩

無水エタノール「マルイシ」 （１０ｍＬ）

ダラシンＴゲル１％ （１％１ｇ）
院外

両
【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル
液状フェノール「タイセイ」

ダラシンＴゲル１％
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２ 個々の器官系用医薬品

ダラシンＴローション１％ （１％１ｍＬ）

２ 個々の器官系用医薬品

アドフィードパップ４０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

両

両

【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

【一般名】フルルビプロフェン

テラマイシン軟膏（ポリミキシンＢ含有） （１ｇ）

アルメタ軟膏 （０．１％１ｇ）

院外

院外

【一般名】オキシテトラサイクリン塩酸塩・ポリミキシンＢ硫酸塩

【一般名】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル

バラマイシン軟膏 （（ＢＴＲＣ２５０単位ＦＲＭ２ｍｇ）１ｇ）

アンテベートクリーム０．０５％ （０．０５％１ｇ）

両

院外

【一般名】バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

フシジンレオ軟膏２％ （２０ｍｇ１ｇ）

アンテベート軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ）

院外

両

【一般名】フシジン酸ナトリウム

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

フランセチン・Ｔ・パウダー （１ｇ）

アンテベートローション０．０５％ （０．０５％１ｇ）

両

院外

【一般名】フラジオマイシン硫酸塩・結晶トリプシン

【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル

硫酸ポリミキシンＢ散３００万単位「ファイザー」 （３００万単位
１瓶）

インテバン外用液１％ （１％１ｍＬ）
院外

院外
【一般名】インドメタシン
【一般名】ポリミキシンＢ硫酸塩

硫酸ポリミキシンＢ散５０万単位「ファイザー」 （５０万単位１
瓶）

インテバンクリーム１％ （１％１ｇ）
両

院外

【一般名】インドメタシン

【一般名】ポリミキシンＢ硫酸塩

インテバン軟膏１％ （１％１ｇ）
院外

２．６．４ 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

【一般名】インドメタシン

ＭＳ温シップ「タカミツ」 （１０ｇ）
両

エキザルベ （１ｇ）
両

【一般名】パップ剤

【一般名】混合死菌製剤

ＭＳ冷シップ「タカミツ」 （１０ｇ）
両

エクラープラスター２０μｇ／ｃｍ２ （（１．５ｍｇ）７．５ｃｍ×１０
ｃｍ）

【一般名】パップ剤

院外
【一般名】デプロドンプロピオン酸エステル

亜鉛華（１０％）単軟膏「ヨシダ」 （１０ｇ）
院外

エクラーローション０．３％ （０．３％１ｇ）

【一般名】亜鉛華

院外
【一般名】デプロドンプロピオン酸エステル

亜鉛華デンプン「コザカイ・Ｍ」 （１０ｇ）
両

オイラックスＨクリーム （１ｇ）

【一般名】亜鉛華デンプン

院外
【一般名】ヒドロコルチゾン・クロタミトン

亜鉛華軟膏「ニッコー」 （１０ｇ）
両

オイラックスクリーム１０％ （１０％１０ｇ）

【一般名】亜鉛華

両
【一般名】クロタミトン

アズノール軟膏０．０３３％ （０．０３３％１０ｇ）
両
【一般名】ジメチルイソプロピルアズレン

ダラシンＴゲル１％

オイラックスクリーム１０％
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カチリ「ホエイ」 （１０ｇ）

２ 個々の器官系用医薬品

スミルスチック３％ （３％１ｇ）

両

両

【一般名】フェノール・亜鉛華リニメント

【一般名】フェルビナク

カトレップテープ３５ｍｇ （７ｃｍ×１０ｃｍ１枚）

スミルテープ３５ｍｇ （７ｃｍ×１０ｃｍ１枚）

院外

院外

【一般名】インドメタシン

【一般名】フェルビナク

カトレップパップ７０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

スレンダム軟膏１％ （１％１ｇ）

院外

院外

【一般名】インドメタシン

【一般名】スプロフェン

カラミンローション＊（丸石） （１０ｍＬ）

セクターゲル３％ （３％１ｇ）

両

院外

【一般名】カラミン

【一般名】ケトプロフェン

キンダベート軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ）

セクターローション３％ （３％１ｍＬ）

両

両

【一般名】クロベタゾン酪酸エステル

【一般名】ケトプロフェン

グリメサゾン軟膏 （１ｇ）

ゼスタッククリーム （１ｇ）

院外

院外

【一般名】デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール

【一般名】副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤

コムクロシャンプー０．０５％ （０．０５％１ｇ）

石灰水＊（司生堂） （１０ｍＬ）

院外

両

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

【一般名】水酸化カルシウム

ザーネ軟膏０．５％ （５０００単位１ｇ）

ゼポラスパップ４０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

院外

院外

【一般名】ビタミンＡ油

【一般名】フルルビプロフェン

ジクロフェナクＮａゲル１％「ラクール」 （１％１ｇ）

セルタッチテープ７０ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

両

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

【一般名】フェルビナク

ジクロフェナクナトリウムクリーム１％「ユートク」 （１％１ｇ）

セルタッチパップ１４０ （２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

院外

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

【一般名】フェルビナク

スタデルムクリーム５％ （５％１ｇ）

セルタッチパップ７０ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

院外

院外

【一般名】イブプロフェンピコノール

【一般名】フェルビナク

スタデルム軟膏５％ （５％１ｇ）

ツムラ紫雲膏 （１ｇ）

院外

院外

【一般名】イブプロフェンピコノール

【一般名】紫雲膏

スチックゼノールＡ （１０ｇ）

デルモベートクリーム０．０５％ （０．０５％１ｇ）

院外

両

【一般名】サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤

【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

スピラゾンローション０．３％ （０．３％１ｇ）
院外
【一般名】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル
カチリ「ホエイ」

デルモベートクリーム０．０５％
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デルモベートスカルプローション０．０５％ （０．０５％１ｇ）

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル

両

ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％ （０．１％１ｇ）
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

両

デルモベート軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ）

【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル

両

パルデスクリーム０．０５％ （０．０５％１ｇ）
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル

院外

トプシムＥクリーム０．０５％ （０．０５％１ｇ）

【一般名】クロベタゾン酪酸エステル

院外

パンデルクリーム０．１％ （０．１％１ｇ）
【一般名】フルオシノニド

院外

トプシムクリーム０．０５％ （０．０５％１ｇ）

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

院外

パンデル軟膏０．１％ （０．１％１ｇ）
【一般名】フルオシノニド

院外

トプシム軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ）

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

院外

パンデルローション０．１％ （０．１％１ｍＬ）
【一般名】フルオシノニド

院外

トプシムローション０．０５％ （０．０５％１ｇ）

【一般名】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン

両

フエナゾールクリーム５％ （５％１ｇ）
【一般名】フルオシノニド

院外

ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２ （（０．３ｍｇ）７．５ｃｍ×１０ｃ
ｍ）
両

【一般名】ウフェナマート

フエナゾール軟膏５％ （５％１ｇ）
両

【一般名】フルドロキシコルチド

【一般名】ウフェナマート

ナパゲルンクリーム３％ （３％１ｇ）
院外

フェルビナクテープ７０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）
院外

【一般名】フェルビナク

【一般名】フェルビナク

ナパゲルン軟膏３％ （３％１ｇ）
院外

フェルビナクパップ７０ｍｇ「ＮＰ」 （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）
両

【一般名】フェルビナク

【一般名】フェルビナク

ナパゲルンローション３％ （３％１ｍＬ）
院外

フルメタクリーム （０．１％１ｇ）
院外

【一般名】フェルビナク

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

ナボールテープ１５ｍｇ （７ｃｍ×１０ｃｍ１枚）
院外

フルメタ軟膏 （０．１％１ｇ）
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル

ナボールテープＬ３０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）
院外

フルルバンパップ４０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

【一般名】フルルビプロフェン

ナボールパップ１４０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）
院外

ベシカムクリーム５％ （５％１ｇ）
院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

【一般名】イブプロフェンピコノール

ネリゾナ軟膏０．１％ （０．１％１ｇ）
院外

デルモベートスカルプローション０．０５％

ベシカムクリーム５％
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ボアラクリーム０．１２％ （０．１２％１ｇ）

２ 個々の器官系用医薬品

モーラスパップ３０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

院外

院外

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル

【一般名】ケトプロフェン

ボアラ軟膏０．１２％ （０．１２％１ｇ）

モーラスパップ６０ｍｇ （２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

院外

院外

【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル

【一般名】ケトプロフェン

ボルタレンゲル１％ （１％１ｇ）

モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

院外

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

【一般名】ケトプロフェン

ボルタレンテープ１５ｍｇ （７ｃｍ×１０ｃｍ１枚）

モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ （２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

院外

両

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

【一般名】ケトプロフェン

ボルタレンテープ３０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

ヤクバンテープ２０ｍｇ （７ｃｍ×１０ｃｍ１枚）

院外

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

【一般名】フルルビプロフェン

ボルタレンローション１％ （１％１ｇ）

ヤクバンテープ４０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

院外

院外

【一般名】ジクロフェナクナトリウム

【一般名】フルルビプロフェン

マイザークリーム０．０５％ （０．０５％１ｇ）

ユベラ軟膏 （１ｇ）

両

両

【一般名】ジフルプレドナート

【一般名】トコフェロール・ビタミンＡ油

マイザー軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ）

ラクティオンパップ７０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

両

院外

【一般名】ジフルプレドナート

【一般名】インドメタシン

ミルタックスパップ３０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

リドメックスコーワローション０．３％ （０．３％１ｇ）

院外

両

【一般名】ケトプロフェン

【一般名】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル

メサデルムクリーム０．１％ （０．１％１ｇ）

リンデロン－ＤＰクリーム （０．０６４％１ｇ）

院外

院外

【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

メサデルム軟膏０．１％ （０．１％１ｇ）

リンデロン－ＤＰ軟膏 （０．０６４％１ｇ）

両

院外

【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

メサデルムローション０．１％ （０．１％１ｇ）

リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％ （１ｇ）

院外

院外

【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

モーラステープ２０ｍｇ （７ｃｍ×１０ｃｍ１枚）

リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ （１ｇ）

両

院外

【一般名】ケトプロフェン

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

モーラステープＬ４０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）
両
【一般名】ケトプロフェン
ボアラクリーム０．１２％

リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％
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ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ユートク」 （７ｃｍ×１０ｃｍ
１枚）

リンデロン－ＶＧローション （１ｍＬ）
院外

院外

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

リンデロン－Ｖクリーム０．１２％ （０．１２％１ｇ）

ロコアテープ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

両

両

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

【一般名】エスフルルビプロフェン・ハッカ油

リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％ （０．１２％１ｇ）

ロコイドクリーム０．１％ （０．１％１ｇ）

両

両

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル

リンデロン－Ｖローション （０．１２％１ｍＬ）

ロコイド軟膏０．１％ （０．１％１ｇ）

両

両

【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル

レスタミンコーワクリーム１％ （１％１０ｇ）
２．６．５ 寄生性皮ふ疾患用剤

両

１０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 （１０％１０ｇ）

【一般名】ジフェンヒドラミン

両

ロキソニンゲル１％ （１％１ｇ）
【一般名】サリチル酸

院外

５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 （５％１０ｇ）

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

両

ロキソニンテープ１００ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）
【一般名】サリチル酸

院外

アスタット外用液１％ （１％１ｍＬ）

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

院外

ロキソニンテープ５０ｍｇ （７ｃｍ×１０ｃｍ１枚）
【一般名】ラノコナゾール

院外

アスタットクリーム１％ （１％１ｇ）

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

院外

ロキソニンパップ１００ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）
【一般名】ラノコナゾール

院外

アスタット軟膏１％ （１％１ｇ）

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

両

ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＮＰ」 （１％１ｇ）
【一般名】ラノコナゾール

両

アデスタンクリーム１％ （１％１ｇ）

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

院外

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「科研」 （１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚）

【一般名】イソコナゾール硝酸塩

院外

アトラント外用液１％ （１％１ｍＬ）

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

院外

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ユートク」 （１０ｃｍ×１４ｃ
ｍ１枚）
両

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

アトラントクリーム１％ （１％１ｇ）
院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「科研」 （７ｃｍ×１０ｃｍ１
枚）
院外

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

アトラント軟膏１％ （１％１ｇ）
院外

【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物

【一般名】ネチコナゾール塩酸塩

リンデロン－ＶＧローション

アトラント軟膏１％
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イオウ （１０ｇ）

２ 個々の器官系用医薬品

メンタックススプレー１％ （１％１ｍＬ）

院外

院外

【一般名】イオウ

【一般名】ブテナフィン塩酸塩

塩酸テルビナフィンクリーム１％「ＭＥＥＫ」 （１％１ｇ）

ラミシール外用液１％ （１％１ｇ）

両

院外

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

エンペシドクリーム１％ （１％１ｇ）

ラミシール外用スプレー１％ （１％１ｇ）

両

院外

【一般名】クロトリマゾール

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

オキナゾールクリーム１％ （１％１ｇ）

ラミシールクリーム１％ （１％１ｇ）

院外

院外

【一般名】オキシコナゾール硝酸塩

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

サリチル酸「ケンエー」 （１０ｇ）

ルリコン液１％ （１％１ｍＬ）

両

院外

【一般名】サリチル酸

【一般名】ルリコナゾール

ゼフナート外用液２％ （２％１ｍＬ）

ルリコンクリーム１％ （１％１ｇ）

院外

両

【一般名】リラナフタート

【一般名】ルリコナゾール

ゼフナートクリーム２％ （２％１ｇ）

２．６．６ 皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。）

院外
【一般名】リラナフタート

イオウ・カンフルローション （１０ｍＬ）
院外

ニゾラールクリーム２％ （２％１ｇ）

【一般名】イオウ・カンフルローション

両
【一般名】ケトコナゾール

イオウ・カンフルローション「東豊」 （１０ｍＬ）
両

ニゾラールローション２％ （２％１ｇ）

【一般名】イオウ・カンフルローション

院外
【一般名】ケトコナゾール

ウレパールクリーム１０％ （１０％１ｇ）
両

ビホナゾールクリーム１％「Ｆ」 （１％１ｇ）

【一般名】尿素

院外
【一般名】ビホナゾール

ウレパールローション１０％ （１０％１ｇ）
両

マイコスポール外用液１％ （１％１ｍＬ）

【一般名】尿素

院外
【一般名】ビホナゾール

酢酸「ニッコー」 （１０ｍＬ）
両

マイコスポールクリーム１％ （１％１ｇ）

【一般名】酢酸

院外
【一般名】ビホナゾール

硝酸銀「ホエイ」 （１ｇ）
両

メンタックス外用液１％ （１％１ｍＬ）

【一般名】硝酸銀

両
【一般名】ブテナフィン塩酸塩

スピール膏Ｍ （２５平方ｃｍ１枚）
院外

メンタックスクリーム１％ （１％１ｇ）

【一般名】サリチル酸

院外
【一般名】ブテナフィン塩酸塩
イオウ

スピール膏Ｍ
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パスタロンソフト軟膏２０％ （２０％１ｇ）

２ 個々の器官系用医薬品

コレクチム軟膏０．５％ （０．５％１ｇ）

院外

限定

【一般名】尿素

【一般名】デルゴシチニブ

ベギンクリーム２０％ （２０％１ｇ）

ディフェリンゲル０．１％ （０．１％１ｇ）

院外

院外

【一般名】尿素

【一般名】アダパレン

２．６．７ 毛髪用剤（発毛剤，脱毛剤，染毛剤，養毛剤）

ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ （０．００５％１ｇ）
院外

フロジン外用液５％ （５％１ｍＬ）

【一般名】カルシポトリオール

両
【一般名】カルプロニウム塩化物水和物

ドボベットゲル （１ｇ）
院外

２．６．９ その他の外皮用薬
アクトシン軟膏３％ （３％１ｇ）
両

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

ドボベット軟膏 （１ｇ）
両

【一般名】ブクラデシンナトリウム

イソジンシュガーパスタ軟膏 （１ｇ）
両

【一般名】カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

フィブラストスプレー２５０ （２５０μｇ１瓶（溶解液付））
院外

【一般名】精製白糖・ポビドンヨード

エピデュオゲル （１ｇ）
院外

【一般名】トラフェルミン（遺伝子組換え）

フィブラストスプレー５００ （５００μｇ１瓶（溶解液付））
両

【一般名】アダパレン・過酸化ベンゾイル

オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ （０．００２５％１ｇ）
両

【一般名】トラフェルミン（遺伝子組換え）

プロスタンディン軟膏０．００３％ （０．００３％１ｇ）
両

【一般名】マキサカルシトール

オキサロールローション２５μｇ／ｇ （０．００２５％１ｇ）
両

【一般名】アルプロスタジル アルファデクス

プロトピック軟膏０．０３％小児用 （０．０３％１ｇ）
両

【一般名】マキサカルシトール

オクソラレン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】タクロリムス水和物

プロトピック軟膏０．１％ （０．１％１ｇ）
両

【一般名】メトキサレン

オクソラレン軟膏０．３％ （０．３％１ｇ）
両

【一般名】タクロリムス水和物

ベピオゲル２．５％ （２．５％１ｇ）
院外

【一般名】メトキサレン

オルセノン軟膏０．２５％ （０．２５％１ｇ）
限定

【一般名】過酸化ベンゾイル

ボンアルファクリーム２μｇ／ｇ （０．０００２％１ｇ）
院外

【一般名】トレチノイン トコフェリル

カデックス外用散０．９％ （０．９％１ｇ）
両

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファ軟膏２μｇ／ｇ （０．０００２％１ｇ）
院外

【一般名】ヨウ素

カデックス軟膏０．９％ （０．９％１ｇ）
両

【一般名】タカルシトール水和物

ボンアルファハイ軟膏２０μｇ／ｇ （０．００２％１ｇ）
院外

【一般名】ヨウ素

【一般名】タカルシトール水和物

パスタロンソフト軟膏２０％

ボンアルファハイ軟膏２０μｇ／ｇ
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２ 個々の器官系用医薬品

２ 個々の器官系用医薬品

２．９ その他の個々の器官系用医薬品

ボンアルファハイローション２０μｇ／ｇ （０．００２％１ｇ）
院外

２．９．０ その他の個々の器官系用医薬品

【一般名】タカルシトール水和物

ザイヤフレックス注射用 （０．５８ｍｇ１瓶（溶解液付））
両

ボンアルファローション２μｇ／ｇ （０．０００２％１ｇ）
院外

【一般名】コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）

【一般名】タカルシトール水和物

セファランチン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）
院外

マーデュオックス軟膏 （１ｇ）
院外

【一般名】セファランチン

【一般名】マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス
テル

セファランチン末１％ （１％１ｇ）
両

ユーパスタコーワ軟膏 （１ｇ）

【一般名】セファランチン

院外

ハイゼット細粒２０％ （２０％１ｇ）

【一般名】精製白糖・ポビドンヨード

院外

レクチゾール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

【一般名】ガンマオリザノール

両

ヘマンジオルシロップ小児用０．３７５％ （０．３７５％１ｍＬ）

【一般名】ジアフェニルスルホン

両

ロゼックスゲル０．７５％ （０．７５％１ｇ）

【一般名】プロプラノロール塩酸塩

両
【一般名】メトロニダゾール

２．７ 歯科口腔用薬
２．７．１ 歯科用局所麻酔剤
オーラ注歯科用カートリッジ１．０ｍＬ （１ｍＬ１管）
両
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩

オーラ注歯科用カートリッジ１．８ｍＬ （１．８ｍＬ１管）
両
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩

歯科用シタネスト－オクタプレシンカートリッジ （１．８ｍＬ１管）
両
【一般名】プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン

スキャンドネストカートリッジ３％ （３％１．８ｍＬ１管）
両
【一般名】メピバカイン塩酸塩

２．７．９ その他の歯科口腔用薬
ネオステリングリーンうがい液０．２％ （１ｍＬ）
両
【一般名】ベンゼトニウム塩化物

ヒノポロン口腔用軟膏 （１ｇ）
院外
【一般名】ヒドロコルチゾン酢酸エステル・ヒノキチオール配合剤

ボンアルファハイ軟膏２０μｇ／ｇ

ヘマンジオルシロップ小児用０．３７５％
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３ 代謝性医薬品

３ 代謝性医薬品

３ 代謝性医薬品
３．１ ビタミン剤

【一般名】ファレカルシトリオール

３．１．１ ビタミンＡ及びＤ剤

ロカルトロールカプセル０．２５ （０．２５μｇ１カプセル）
院外

アルファロールカプセル０．２５μｇ （０．２５μｇ１カプセル）
両

【一般名】カルシトリオール

【一般名】アルファカルシドール

ロカルトロールカプセル０．５ （０．５μｇ１カプセル）
院外

アルファロールカプセル０．５μｇ （０．５μｇ１カプセル）
院外

【一般名】カルシトリオール

【一般名】アルファカルシドール

ワンアルファ錠０．２５μｇ （０．２５μｇ１錠）
院外

アルファロールカプセル１μｇ （１μｇ１カプセル）
両

【一般名】アルファカルシドール

【一般名】アルファカルシドール

ワンアルファ錠０．５μｇ （０．５μｇ１錠）
院外

アルファロール散１μｇ／ｇ （１μｇ１ｇ）
院外

【一般名】アルファカルシドール

【一般名】アルファカルシドール

ワンアルファ錠１．０μｇ （１μｇ１錠）
院外

アルファロール内用液０．５μｇ／ｍＬ （０．５μｇ１ｍＬ）
両

【一般名】アルファカルシドール

【一般名】アルファカルシドール

３．１．２ ビタミンＢ１剤

エディロールカプセル０．５μｇ （０．５μｇ１カプセル）

２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 （２５ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】エルデカルシトール

【一般名】フルスルチアミン

エディロールカプセル０．７５μｇ （０．７５μｇ１カプセル）

アリナミンＦ１００注 （１００ｍｇ２０ｍＬ１管）

両

限定

【一般名】エルデカルシトール

【一般名】フルスルチアミン塩酸塩

オキサロール注２．５μｇ （２．５μｇ１ｍＬ１管）

塩酸チアミン注１０ｍｇ「フソー」 （１０ｍｇ１管）

両

両

【一般名】マキサカルシトール

【一般名】チアミン塩化物塩酸塩

オキサロール注５μｇ （５μｇ１ｍＬ１管）

３．１．３ ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）

両

ナイクリン注射液５０ｍｇ （５０ｍｇ１管）

【一般名】マキサカルシトール

両

カルシトリオールカプセル０．２５μｇ「テバ」 （０．２５μｇ１カプ
セル）
両

【一般名】ニコチン酸

ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」 （１０％１ｇ）
両

【一般名】カルシトリオール

【一般名】ニコチン酸アミド

チガソンカプセル１０ （１０ｍｇ１カプセル）
両

ハイボン細粒１０％ （１０％１ｇ）
院外

【一般名】エトレチナート

【一般名】リボフラビン酪酸エステル

チョコラＡ錠１万単位 （１００００単位１錠）
両

ハイボン錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）
両

【一般名】ビタミンＡ

【一般名】リボフラビン酪酸エステル

ホーネル錠０．１５ （０．１５μｇ１錠）
院外
アルファロールカプセル０．２５μｇ

ハイボン錠２０ｍｇ
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３ 代謝性医薬品

パンテチン散２０％「テバ」 （２０％１ｇ）

３ 代謝性医薬品

フラビタン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】パンテチン

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

パントシン散２０％ （２０％１ｇ）

フラビタンシロップ０．３％ （０．３％１ｍＬ）

院外

院外

【一般名】パンテチン

【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド

パントシン錠１００ （１００ｍｇ１錠）

メチコバール細粒０．１％ （０．１％５００ｍｇ１包）

院外

両

【一般名】パンテチン

【一般名】メコバラミン

パントシン錠２００ （２００ｍｇ１錠）

メチコバール錠２５０μｇ （０．２５ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】パンテチン

【一般名】メコバラミン

パントシン錠３０ （３０ｍｇ１錠）

メチコバール錠５００μｇ （０．５ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】パンテチン

【一般名】メコバラミン

パントシン注１０％ （２００ｍｇ１管）

メチコバール注射液５００μｇ （０．５ｍｇ１管）

両

両

【一般名】パンテチン

【一般名】メコバラミン

パントシン注５％ （１００ｍｇ１管）

３．１．４ ビタミンＣ剤

両
【一般名】パンテチン

ハイシー顆粒２５％ （２５％１ｇ）
院外

ピドキサール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

【一般名】アスコルビン酸

両
【一般名】ピリドキサールリン酸エステル水和物

ビタミンＣ注「フソー」－５００ｍｇ （５００ｍｇ１管）
両

ピドキサール錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

【一般名】アスコルビン酸

院外

３．１．５ ビタミンＥ剤

【一般名】ピリドキサールリン酸エステル水和物

ピドキサール注３０ｍｇ （３０ｍｇ１管）

ユベラ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
両

両

【一般名】トコフェロール酢酸エステル

【一般名】ピリドキサールリン酸エステル水和物

３．１．６ ビタミンＫ剤

ピリドキサール錠１０ｍｇ「イセイ」 （１０ｍｇ１錠）
院外

グラケーカプセル１５ｍｇ （１５ｍｇ１カプセル）
院外

【一般名】ピリドキサールリン酸エステル水和物

【一般名】メナテトレノン

フォリアミン錠 （５ｍｇ１錠）
両

ケイツーＮ静注１０ｍｇ （１０ｍｇ１管）
両

【一般名】葉酸

【一般名】メナテトレノン

フォリアミン注射液 （１５ｍｇ１管）
両

ケイツーシロップ０．２％ （０．２％１ｍＬ）
両

【一般名】葉酸

【一般名】メナテトレノン

フラビタン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
両
【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチド
パンテチン散２０％「テバ」

ケイツーシロップ０．２％
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３ 代謝性医薬品

３ 代謝性医薬品

ケーワン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

ビオチン注１ｍｇ「フソー」 （１ｍｇ１管）

両

両

【一般名】フィトナジオン

【一般名】ビオチン

メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「トーワ」 （１５ｍｇ１カプセル）

３．２ 滋養強壮薬

両

３．２．１ カルシウム剤

【一般名】メナテトレノン

３．１．７ 混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）

アスパラ－ＣＡ錠２００ （１錠）
両

オーツカＭＶ注 （１瓶１管１組）

【一般名】Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物

両
【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

大塚塩カル注２％ （２％２０ｍＬ１管）
両

シナール配合顆粒 （１ｇ）

【一般名】塩化カルシウム水和物

両
【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム

カルチコール注射液８．５％５ｍＬ （８．５％５ｍＬ１管）
両

シナール配合錠 （１錠）

【一般名】グルコン酸カルシウム水和物

院外
【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム

デノタスチュアブル配合錠 （１錠）
両

調剤用パンビタン末 （１ｇ）

【一般名】沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム

両
【一般名】レチノール・カルシフェロール配合剤

乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 （１０ｇ）
両

ネオラミン・スリービー液（静注用） （１０ｍＬ１管）

【一般名】乳酸カルシウム水和物

両

３．２．２ 無機質製剤

【一般名】チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

ノイロビタン配合錠 （１錠）

アスパラカリウム散５０％ （５０％１ｇ）
両

院外

【一般名】Ｌ－アスパラギン酸カリウム

【一般名】オクトチアミン・Ｂ２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

ビタジェクト注キット （２筒１キット）

アスパラカリウム錠３００ｍｇ （３００ｍｇ１錠）
両

両

【一般名】Ｌ－アスパラギン酸カリウム

【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

ビタメジン配合カプセルＢ２５ （１カプセル）

アスパラカリウム注１０ｍＥｑ （１７．１２％１０ｍＬ１管）
両

両

【一般名】Ｌ－アスパラギン酸カリウム

【一般名】ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

ビタメジン配合カプセルＢ５０ （１カプセル）

アセレンド注１００μｇ （１００μｇ２ｍＬ１瓶）
両

院外

【一般名】亜セレン酸ナトリウム

【一般名】ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

プレビタＳ注射液 （５ｍＬ１管）

インクレミンシロップ５％ （１ｍＬ）
両

両

【一般名】溶性ピロリン酸第二鉄

【一般名】チアミン・アスコルビン酸配合剤

３．１．９ その他のビタミン剤

塩化カリウム （１０ｇ）
両

ビオチン散０．２％「フソー」 （０．２％１ｇ）

【一般名】塩化カリウム

両
【一般名】ビオチン
ケーワン錠５ｍｇ

塩化カリウム
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３ 代謝性医薬品

３ 代謝性医薬品

クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 （鉄５０ｍｇ１錠）

大塚糖液１０％ （１０％５００ｍＬ１袋）

両

両

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

【一般名】精製ブドウ糖

グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ （カリウム４ｍＥｑ１ｇ）

大塚糖液２０％ （２０％２０ｍＬ１管）

両

両

【一般名】グルコン酸カリウム

【一般名】精製ブドウ糖

スローケー錠６００ｍｇ （６００ｍｇ１錠）

大塚糖液５％ （５％２０ｍＬ１管）

院外

両

【一般名】塩化カリウム

【一般名】精製ブドウ糖

ソリタ－Ｔ配合顆粒２号 （４ｇ１包）

大塚糖液５％ （５％１００ｍＬ１瓶）

両

両

【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤

【一般名】精製ブドウ糖

ソリタ－Ｔ配合顆粒３号 （４ｇ１包）

大塚糖液５％ （５％５００ｍＬ１袋）

両

両

【一般名】ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤

【一般名】精製ブドウ糖

フェジン静注４０ｍｇ （４０ｍｇ２ｍＬ１管）

大塚糖液５０％ （５０％２０ｍＬ１管）

両

両

【一般名】含糖酸化鉄

【一般名】精製ブドウ糖

フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ （１錠）

大塚糖液５０％ （５０％２００ｍＬ１袋）

両

両

【一般名】乾燥硫酸鉄

【一般名】精製ブドウ糖

フェロミア顆粒８．３％ （１ｇ）

キリット注５％ （５％５００ｍＬ１袋）

院外

両

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

【一般名】キシリトール

フェロミア錠５０ｍｇ （鉄５０ｍｇ１錠）

ハイカリックＮＣ－Ｈ輸液 （７００ｍＬ１袋）

院外

両

【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム

【一般名】高カロリー輸液用基本液

ホスリボン配合顆粒 （１００ｍｇ１包（リンとして））

ハイカリックＮＣ－Ｌ輸液 （７００ｍＬ１袋）

限定

両

【一般名】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

【一般名】高カロリー輸液用基本液

ボルビックス注 （２ｍＬ１管）

ハイカリックＮＣ－Ｎ輸液 （７００ｍＬ１袋）

両

両

【一般名】塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤

【一般名】高カロリー輸液用基本液

ヨウ化カリウム「ホエイ」 （１ｇ）

ハイカリックＲＦ輸液 （５００ｍＬ１袋）

両

両

【一般名】ヨウ化カリウム

【一般名】高カロリー輸液用基本液

３．２．３ 糖類剤

ブドウ糖注５％バッグ「フソー」 （５％２５０ｍＬ１袋）
両

大塚糖液１０％ （１０％２０ｍＬ１管）

【一般名】精製ブドウ糖

両
【一般名】精製ブドウ糖

ブドウ糖＊（扶桑） （１０ｇ）
両
【一般名】ブドウ糖

クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」

ブドウ糖＊（扶桑）
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３ 代謝性医薬品

３ 代謝性医薬品

３．２．５ たん白アミノ酸製剤

ネオアミユー輸液 （２００ｍＬ１袋）
両

アミノレバンＥＮ配合散 （１０ｇ）

【一般名】腎不全用アミノ酸製剤

両
【一般名】肝不全用成分栄養剤

パレプラス輸液 （５００ｍＬ１キット）
両

アミノレバン点滴静注 （２００ｍＬ１袋）

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

両
【一般名】肝不全用アミノ酸製剤

ピーエヌツイン－１号輸液 （１キット）
両

アミパレン輸液 （２００ｍＬ１袋）

【一般名】アミノ酸・糖・電解質

両
【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

ピーエヌツイン－２号輸液 （１キット）
両

アミユー配合顆粒 （２．５ｇ１包）

【一般名】アミノ酸・糖・電解質

両
【一般名】総合アミノ酸製剤

ビーフリード輸液 （５００ｍＬ１キット）
両

イノラス配合経腸用液 （１０ｍＬ）

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

両
【一般名】経腸成分栄養剤

フルカリック１号輸液 （９０３ｍＬ１キット）
両

エネーボ配合経腸用液 （１０ｍＬ）

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

両
【一般名】経腸成分栄養剤

フルカリック２号輸液 （１００３ｍＬ１キット）
両

エルネオパＮＦ１号輸液 （１０００ｍＬ１キット）

【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

両
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

プレアミン－Ｐ注射液 （２００ｍＬ１袋）
両

エルネオパＮＦ２号輸液 （１０００ｍＬ１キット）

【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

両
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

ヘパンＥＤ配合内用剤 （１０ｇ）
院外

エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤 （１０ｇ）

【一般名】肝不全用成分栄養剤

両
【一般名】経腸成分栄養剤

ミキシッドＨ輸液 （９００ｍＬ１キット）
両

エレンタール配合内用剤 （１０ｇ）

【一般名】アミノ酸・糖・脂肪・電解質

両
【一般名】経腸成分栄養剤

ミキシッドＬ輸液 （９００ｍＬ１キット）
両

エンシュア・Ｈ （１０ｍＬ）

【一般名】アミノ酸・糖・脂肪・電解質

両
【一般名】経腸成分栄養剤

ラコールＮＦ配合経腸用液 （１０ｍＬ）
限定

エンシュア・リキッド （１０ｍＬ）

【一般名】経腸成分栄養剤

両
【一般名】経腸成分栄養剤

ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 （１０ｇ）
両

ツインラインＮＦ配合経腸用液 （１０ｍＬ（混合調製後の内用
液として））
限定

【一般名】経腸成分栄養剤

リーバクト配合顆粒 （４．１５ｇ１包）
両

【一般名】経腸成分栄養剤

【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン
ブドウ糖＊（扶桑）

リーバクト配合顆粒
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３ 代謝性医薬品

３ 代謝性医薬品
【一般名】生理食塩液

３．２．６ 臓器製剤
アデラビン９号注１ｍＬ （１ｍＬ１管）

大塚生食注 （２５０ｍＬ１袋）

両

両

【一般名】肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド

【一般名】生理食塩液

３．２．７ 乳幼児用剤

生食注シリンジ５０ｍＬ「ニプロ」 （５０ｍＬ１筒）
両

フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」 （１ｇ）

【一般名】生理食塩液

限定
【一般名】フェニルアラニン除去ミルク

生食注シリンジ「ＮＰ」 （２０ｍＬ１筒）
両

ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」 （１ｇ）

【一般名】生理食塩液

院外
【一般名】ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク

生食溶解液キットＨ （１００ｍＬ１キット）
両

３．２．９ その他の滋養強壮薬
イントラリポス輸液２０％ （２０％１００ｍＬ１袋）
両

【一般名】生理食塩液

生理食塩液 （２０ｍＬ１管）
両

【一般名】ダイズ油

【一般名】生理食塩液

３．３ 血液・体液用薬

生理食塩液 （１００ｍＬ１瓶）
両

３．３．１ 血液代用剤
【一般名】生理食塩液

ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 （１モル２０ｍＬ１キット）
両

生理食塩液 （５０ｍＬ１瓶）
院外

【一般名】塩化カリウム
【一般名】生理食塩液

アクチット輸液 （５００ｍＬ１袋）
両

生理食塩液ＰＬ「フソー」 （２０ｍＬ１管）
両

【一般名】酢酸維持液
【一般名】生理食塩液

アセトキープ３Ｇ注 （５００ｍＬ１瓶）
両

生理食塩液ＰＬ「フソー」 （１００ｍＬ１瓶）
両

【一般名】酢酸維持液（ブドウ糖加）
【一般名】生理食塩液

ヴィーンＤ輸液 （５００ｍＬ１袋）
両

生理食塩液ＰＬ「フソー」 （２００ｍＬ１瓶）
両

【一般名】ブドウ糖加酢酸リンゲル液
【一般名】生理食塩液

塩化ナトリウム注１０％シリンジ「テルモ」 （１０％２０ｍＬ１筒）
両

生理食塩液ＰＬ「フソー」 （５００ｍＬ１瓶）
両

【一般名】塩化ナトリウム
【一般名】生理食塩液

大塚食塩注１０％ （１０％２０ｍＬ１管）
両

生理食塩液ＰＬ「フソー」 （１Ｌ１瓶）
両

【一般名】塩化ナトリウム
【一般名】生理食塩液

大塚生食注 （２５０ｍＬ１瓶）
院外

生理食塩液ＰＬ「フソー」 （２Ｌ１袋）
両

【一般名】生理食塩液
【一般名】生理食塩液

大塚生食注 （５０ｍＬ１瓶）
両
リーバクト配合顆粒

生理食塩液ＰＬ「フソー」
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３ 代謝性医薬品

生理食塩液バッグ「フソー」 （１Ｌ１袋）

３ 代謝性医薬品

ヘスパンダー輸液 （５００ｍＬ１袋）

両

両

【一般名】生理食塩液

【一般名】ヒドロキシエチルデンプン７００００配合剤

ソリタ－Ｔ２号輸液 （２００ｍＬ１袋）

ボルベン輸液６％ （６％５００ｍＬ１袋）

両

両

【一般名】脱水補給液

【一般名】ヒドロキシエチルデンプン１３００００

ソルアセトＦ輸液 （５００ｍＬ１袋）

リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ （０．５モル２０ｍＬ１管）

両

両

【一般名】酢酸リンゲル液

【一般名】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

ソルデム１輸液 （５００ｍＬ１袋）

３．３．２ 止血剤

両
【一般名】開始液

アドナ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
院外

ソルデム１輸液 （２００ｍＬ１袋）

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

両
【一般名】開始液

アドナ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）
院外

ソルデム３ＡＧ輸液 （５００ｍＬ１袋）

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

両
【一般名】維持液

オルダミン注射用１ｇ （１０％１０ｇ１瓶）
両

ソルデム３Ａ輸液 （５００ｍＬ１袋）

【一般名】モノエタノールアミンオレイン酸塩

両
【一般名】維持液

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠１０ｍｇ「日医工」 （１０
ｍｇ１錠）
両

ソルデム３Ａ輸液 （２００ｍＬ１袋）
両
【一般名】維持液

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３０ｍｇ「日医工」 （３０
ｍｇ１錠）

ソルラクト輸液 （５００ｍＬ１袋）

両

両
【一般名】乳酸リンゲル液

低分子デキストランＬ注 （２５０ｍＬ１袋）

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液１００ｍｇ「日医
工」 （０．５％２０ｍＬ１管）

両

両

【一般名】乳酸リンゲル液（デキストラン４０加）

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

ビカネイト輸液 （５００ｍＬ１袋）
両

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液５０ｍｇ「日医工」
（０．５％１０ｍＬ１管）
両

【一般名】重炭酸リンゲル液

ビカネイト輸液 （１Ｌ１袋）
両

【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

経口用トロンビン細粒１万単位 （１００００単位１ｇ１包）
両

【一般名】重炭酸リンゲル液

フィジオ１４０輸液 （５００ｍＬ１袋）
両

【一般名】トロンビン

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット （ニューニット７．６ｃ
ｍ×１０．２ｃｍ）
両

【一般名】酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）

【一般名】酸化セルロース

フィジオ３５輸液 （５００ｍＬ１袋）
両
【一般名】維持液（ブドウ糖加）
生理食塩液バッグ「フソー」

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット
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３ 代謝性医薬品

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット （ニューニット１５．２
ｃｍ×２２．９ｃｍ）

トランサミン注５％ （５％５ｍＬ１管）
両

両

【一般名】トラネキサム酸

【一般名】酸化セルロース

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット （５．１ｃｍ×３５．６
ｃｍ１枚）

トロンビン液モチダソフトボトル１万 （１００００単位１０ｍＬ１
キット）
両

両

【一般名】トロンビン

【一般名】酸化セルロース

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット （綿型５．１ｃｍ×
２．５ｃｍ１枚）

プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」 （１％１０ｍＬバイア
ル）
両

両

【一般名】プロタミン硫酸塩

【一般名】酸化セルロース

スポンゼル （５ｃｍ×２．５ｃｍ１枚）

ポリドカスクレロール３％注２ｍＬ （３％２ｍＬ１管）
両

両

【一般名】ポリドカノール

【一般名】ゼラチン

スポンゼル （１０ｃｍ×７ｃｍ１枚）

レプチラーゼ注１単位 （１単位１ｍＬ１管）
限定

両

【一般名】ヘモコアグラーゼ

【一般名】ゼラチン

３．３．３ 血液凝固阻止剤

ゼルフォーム （２ｃｍ×６ｃｍ×０．７ｃｍ１枚）
院外

アリクストラ皮下注１．５ｍｇ （１．５ｍｇ０．３ｍＬ１筒）
両

【一般名】ゼラチン

【一般名】フォンダパリヌクスナトリウム

トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「日医工」 （２５０ｍｇ１錠）
両

アリクストラ皮下注２．５ｍｇ （２．５ｍｇ０．５ｍＬ１筒）
両

【一般名】トラネキサム酸

【一般名】フォンダパリヌクスナトリウム

トランサミンカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル）
院外

イグザレルト細粒分包１０ｍｇ （１０ｍｇ１包）
両

【一般名】トラネキサム酸

【一般名】リバーロキサバン

トランサミン散５０％ （５０％１ｇ）
両

イグザレルト細粒分包１５ｍｇ （１５ｍｇ１包）
両

【一般名】トラネキサム酸

【一般名】リバーロキサバン

トランサミン錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）
院外

イグザレルト錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
両

【一般名】トラネキサム酸

【一般名】リバーロキサバン

トランサミン錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）
院外

イグザレルト錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）
両

【一般名】トラネキサム酸

【一般名】リバーロキサバン

トランサミンシロップ５％ （５％１ｍＬ）
両

エリキュース錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）
両

【一般名】トラネキサム酸

【一般名】アピキサバン

トランサミン注１０％ （１０％１０ｍＬ１管）
両

エリキュース錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
両

【一般名】トラネキサム酸

【一般名】アピキサバン

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット

エリキュース錠５ｍｇ
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３ 代謝性医薬品

３ 代謝性医薬品

オルガラン静注１２５０単位 （１２５０抗第Ｘａ因子活性単位１
ｍＬ１管）

ヘパリンナトリウム注Ｎ５千単位／５ｍＬ「ＡＹ」 （５０００単位５
ｍＬ１管）

両

両

【一般名】ダナパロイドナトリウム

【一般名】ヘパリンナトリウム

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日本臓器」 （１
ｇ）

クエン酸ナトリウム水和物原末「ニッコー」 （１０ｇ）
両

両

【一般名】クエン酸ナトリウム水和物

【一般名】ヘパリン類似物質

クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ （２０００低分子ヘパリン国
際単位０．２ｍＬ１筒）

ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「ＰＰ」 （１ｇ）

両

院外

【一般名】エノキサパリンナトリウム

【一般名】ヘパリン類似物質

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／５ｍＬ「サワイ」 （５０００低
分子ヘパリン国際単位１瓶）

ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」 （１ｇ）
院外

両

【一般名】ヘパリン類似物質

【一般名】ダルテパリンナトリウム

ヘパリン類似物質ローション０．３％「ＹＤ」 （１ｇ）

ヒルドイドクリーム０．３％ （１ｇ）

院外

院外

【一般名】ヘパリン類似物質

【一般名】ヘパリン類似物質

リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

ヒルドイドソフト軟膏０．３％ （１ｇ）

両

両

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

【一般名】ヘパリン類似物質

リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

ヒルドイドフォーム０．３％ （１ｇ）

両

院外

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

【一般名】ヘパリン類似物質

リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠）

ヒルドイドローション０．３％ （１ｇ）

両

両

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

【一般名】ヘパリン類似物質

リクシアナ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

プラザキサカプセル１１０ｍｇ （１１０ｍｇ１カプセル）

院外

両

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩

リクシアナ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

プラザキサカプセル７５ｍｇ （７５ｍｇ１カプセル）

院外

両

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩

ヘパリンＮａ透析用５００単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ「ＮＰ」 （５０
００単位１０ｍＬ１筒）

リクシアナ錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠）
院外

両
【一般名】ヘパリンナトリウム

【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物

リコモジュリン点滴静注用１２８００ （１２８００単位１瓶）
両

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」１０ｍ
Ｌ （１０００単位１０ｍＬ１筒）

【一般名】トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）

両
【一般名】ヘパリンナトリウム

ローヘパ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ （４０００低分
子量ヘパリン単位２０ｍＬ１筒）
両

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」 （５０００単位０．２ｍＬ１筒）

【一般名】パルナパリンナトリウム

両
【一般名】ヘパリンカルシウム
オルガラン静注１２５０単位

ローヘパ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ
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３ 代謝性医薬品

ワーファリン顆粒０．２％ （０．２％１ｇ）

３ 代謝性医薬品

エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】ワルファリンカリウム

【一般名】プラスグレル塩酸塩

ワーファリン錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

エフィエント錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】ワルファリンカリウム

【一般名】プラスグレル塩酸塩

ワーファリン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

エフィエント錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】ワルファリンカリウム

【一般名】プラスグレル塩酸塩

ワーファリン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

エフィエント錠３．７５ｍｇ （３．７５ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】ワルファリンカリウム

【一般名】プラスグレル塩酸塩

ワルファリンＫ細粒０．２％「ＮＳ」 （０．２％１ｇ）

エフィエント錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】ワルファリンカリウム

【一般名】プラスグレル塩酸塩

３．３．９ その他の血液・体液用薬

オパルモン錠５μｇ （５μｇ１錠）
院外

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 （５００ｍＬ１キット）

【一般名】リマプロスト アルファデクス

両
【一般名】ブドウ糖・無機塩類配合剤

グランシリンジ１５０ （１５０μｇ０．６ｍＬ１筒）
院外

アルスロマチック関節手術用灌流液 （３Ｌ１袋）

【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）

両
【一般名】乳酸リンゲル液

グランシリンジ７５ （７５μｇ０．３ｍＬ１筒）
院外

アンサー皮下注２０μｇ （２０μｇ１ｍＬ１管（Ｄ－アラビノース
換算量として））

【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）

両

グランシリンジＭ３００ （３００μｇ０．７ｍＬ１筒）
【一般名】結核菌熱水抽出物

院外

アンプラーグ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）

院外

クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 （２５ｍｇ１錠）
【一般名】サルポグレラート塩酸塩

両

アンプラーグ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

院外

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 （７５ｍｇ１錠）
【一般名】サルポグレラート塩酸塩

両

エパデールＳ６００ （６００ｍｇ１包）

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

院外

コンプラビン配合錠 （１錠）
【一般名】イコサペント酸エチル

両

エパデールＳ９００ （９００ｍｇ１包）
両
【一般名】イコサペント酸エチル

【一般名】クロピドグレル硫酸塩・アスピリン

サム点滴静注セット （３６．３％５０ｍＬ１管（希釈液・補正液
付））
両

エパデールカプセル３００ （３００ｍｇ１カプセル）

【一般名】トロメタモール

院外
【一般名】イコサペント酸エチル

ワーファリン顆粒０．２％

サム点滴静注セット
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３ 代謝性医薬品

３ 代謝性医薬品

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１錠）

プラビックス錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】サルポグレラート塩酸塩

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ （３．６ｍｇ０．３６ｍＬ１筒）

プラビックス錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）

両

限定

【一般名】ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）

【一般名】クロピドグレル硫酸塩

タケルダ配合錠 （１錠）

プリズバインド静注液２．５ｇ （２．５ｇ５０ｍＬ１瓶）

院外

両

【一般名】アスピリン・ランソプラゾール配合剤

【一般名】イダルシズマブ（遺伝子組換え）

ドルナー錠２０μｇ （２０μｇ１錠）

ブリリンタ錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】ベラプロストナトリウム

【一般名】チカグレロル

ノイトロジン注１００μｇ （１００μｇ１瓶（溶解液付））

プレタールＯＤ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】レノグラスチム（遺伝子組換え）

【一般名】シロスタゾール

ノイトロジン注２５０μｇ （２５０μｇ１瓶（溶解液付））

プレタールＯＤ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】レノグラスチム（遺伝子組換え）

【一般名】シロスタゾール

ノイトロジン注５０μｇ （５０μｇ１瓶（溶解液付））

プレタール散２０％ （２０％１ｇ）

両

院外

【一般名】レノグラスチム（遺伝子組換え）

【一般名】シロスタゾール

バイアスピリン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

プロサイリン錠２０ （２０μｇ１錠）

両

院外

【一般名】アスピリン

【一般名】ベラプロストナトリウム

パナルジン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

プロレナール錠５μｇ （５μｇ１錠）

院外

院外

【一般名】チクロピジン塩酸塩

【一般名】リマプロスト アルファデクス

バファリン配合錠Ａ８１ （８１ｍｇ１錠）

ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」 （２０μｇ１錠）

両

両

【一般名】アスピリン・ダイアルミネート

【一般名】ベラプロストナトリウム

フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ「Ｆ」 （１５０μｇ０．６ｍ
Ｌ１筒）

ムルプレタ錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）
両

両

【一般名】ルストロンボパグ

【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）

フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ「Ｆ」 （３００μｇ０．７ｍ
Ｌ１筒）

モゾビル皮下注２４ｍｇ （２４ｍｇ１．２ｍＬ１瓶）
限定

両

【一般名】プレリキサホル

【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）

リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」 （５μｇ１錠）

フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「Ｆ」 （７５μｇ０．３ｍＬ１
筒）
両

両
【一般名】リマプロスト アルファデクス

【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」

リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」
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３ 代謝性医薬品

３ 代謝性医薬品

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ １．５腹膜透析液 （１Ｌ１袋（排液用
バッグ付））

３．４ 人工透析用薬
３．４．１ 人工腎臓透析用剤

両

キンダリー透析剤４Ｅ （２袋１組）

【一般名】腹膜透析液

両

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ １．５腹膜透析液 （１．５Ｌ１袋（排
液用バッグ付））

【一般名】人工透析液

両

キンダリー透析剤ＡＦ１号 （９Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液
付））

【一般名】腹膜透析液

両

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ １．５腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液用
バッグ付））

【一般名】人工透析液

院外

キンダリー透析剤ＡＦ２号 （９Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液
付））

【一般名】腹膜透析液

両

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ １．５腹膜透析液 （５Ｌ１袋）

【一般名】人工透析液

限定

キンダリー透析剤ＡＦ３号 （９Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液
付））

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ ２．５腹膜透析液 （２Ｌ１袋）

両

両

【一般名】人工透析液

【一般名】腹膜透析液

キンダリー透析剤ＡＦ４号 （９Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液
付））

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ ２．５腹膜透析液 （１Ｌ１袋（排液用
バッグ付））

両

限定

【一般名】人工透析液

【一般名】腹膜透析液

サブパック血液ろ過用補充液－Ｂｉ （２０２０ｍＬ１キット）

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ ２．５腹膜透析液 （１．５Ｌ１袋（排
液用バッグ付））

両
【一般名】人工透析液

両
【一般名】腹膜透析液

３．４．２ 腹膜透析用剤

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ ２．５腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液用
バッグ付））

エクストラニール腹膜透析液 （１．５Ｌ１袋）
両

院外

【一般名】腹膜透析液

【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液 （１．５Ｌ１袋（排液用バッグ付））
両

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ ２．５腹膜透析液 （５Ｌ１袋）
院外

【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液 （２Ｌ１袋）
限定

【一般名】腹膜透析液

ダイアニールＰＤ－４ ４．２５腹膜透析液 （２Ｌ１袋）
両

【一般名】腹膜透析液

エクストラニール腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液用バッグ付））
両

【一般名】腹膜透析液

ダイアニールＰＤ－４ ４．２５腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液用
バッグ付））
限定

【一般名】腹膜透析液

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ １．５腹膜透析液 （２Ｌ１袋）
両

ペリセート３６０Ｎ腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液用バッグ付））
院外

【一般名】腹膜透析液

【一般名】腹膜透析液

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ １．５腹膜透析液 （２．５Ｌ１袋）
院外
【一般名】腹膜透析液

キンダリー透析剤４Ｅ

ペリセート３６０Ｎ腹膜透析液
- 93 -

３ 代謝性医薬品

３ 代謝性医薬品

ペリセート４００Ｎ腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液用バッグ付））

チオラ錠１００ （１００ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】腹膜透析液

【一般名】チオプロニン

レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 （１Ｌ１袋（排液用バッグ
付））

デファイテリオ静注２００ｍｇ （２００ｍｇ２．５ｍＬ１瓶）
限定

両

【一般名】デフィブロチドナトリウム

【一般名】腹膜透析液

レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 （１．５Ｌ１袋（排液用バッ
グ付））

ニチファーゲン配合錠 （１錠）
院外

両

【一般名】グリチルリチン・グリシン・ＤＬ－メチオニン配合剤

【一般名】腹膜透析液

ヒシファーゲン配合静注シリンジ２０ｍＬ （２０ｍＬ１筒）
両

レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液用バッグ
付））

【一般名】グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤

両

３．９．２ 解毒剤

【一般名】腹膜透析液

アセチルシステイン内用液１７．６％「あゆみ」 （１７．６％１ｍ
Ｌ）

レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 （２．５Ｌ１袋）
両

両

【一般名】腹膜透析液

【一般名】アセチルシステイン

レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液 （１．５Ｌ１袋（排液用バッ
グ付））

ウロミテキサン注４００ｍｇ （４００ｍｇ４ｍＬ１管）

両

両

【一般名】腹膜透析液

【一般名】メスナ

レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液用バッグ
付））

球形吸着炭細粒分包２ｇ「日医工」 （１ｇ）
両

両
【一般名】球形吸着炭
【一般名】腹膜透析液

レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液 （２．５Ｌ１袋）

クレメジンカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル）
院外

両
【一般名】球形吸着炭
【一般名】腹膜透析液

レギュニール ＬＣａ ４．２５腹膜透析液 （２Ｌ１袋）

クレメジン細粒分包２ｇ （１ｇ）
院外

両
【一般名】球形吸着炭
【一般名】腹膜透析液

クレメジン速崩錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）
院外

３．９ その他の代謝性医薬品

【一般名】球形吸着炭

３．９．１ 肝臓疾患用剤
グリチロン配合錠 （１錠）

シアノキット注射用５ｇセット （５ｇ１瓶（溶解液付））

両

両

【一般名】グリチルリチン・グリシン・ＤＬ－メチオニン配合剤

【一般名】ヒドロキソコバラミン

セロシオンカプセル１０ （１０ｍｇ１カプセル）

ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ （３６０ｍｇ１包）

院外

両

【一般名】プロパゲルマニウム

【一般名】デフェラシロクス

タウリン散９８％「大正」 （９８％１ｇ）

ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ （９０ｍｇ１包）

両

両

【一般名】タウリン

【一般名】デフェラシロクス

ペリセート４００Ｎ腹膜透析液

ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ
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３ 代謝性医薬品

タチオン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

３ 代謝性医薬品

メタルカプターゼカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）

院外

院外

【一般名】グルタチオン

【一般名】ペニシラミン

タチオン注射用１００ｍｇ （１００ｍｇ１管）

メタルカプターゼカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル）

両

院外

【一般名】グルタチオン

【一般名】ペニシラミン

デスフェラール注射用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶）

メタルカプターゼカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）

両

院外

【一般名】デフェロキサミンメシル酸塩

【一般名】ペニシラミン

デトキソール静注液２ｇ （１０％２０ｍＬ１瓶）

メチレンブルー静注５０ｍｇ「第一三共」 （５０ｍｇ１０ｍＬ１管）

両

両

【一般名】チオ硫酸ナトリウム水和物

【一般名】メチルチオニニウム塩化物水和物

ノベルジン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

ユーゼル錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】酢酸亜鉛水和物

【一般名】ホリナートカルシウム

ノベルジン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ＮＰ」 （１００ｍｇ１瓶）

両

両

【一般名】酢酸亜鉛水和物

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物

パム静注５００ｍｇ （２．５％２０ｍＬ１管）

レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ＮＰ」 （２５ｍｇ１瓶）

両

両

【一般名】プラリドキシムヨウ化物

【一般名】レボホリナートカルシウム水和物

バル筋注１００ｍｇ「ＡＦＰ」 （１０％１ｍＬ１管）

ロイコボリン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】ジメルカプロール

【一般名】ホリナートカルシウム

ブリディオン静注２００ｍｇ （２００ｍｇ２ｍＬ１瓶）

ロイコボリン注３ｍｇ （０．３％１ｍＬ１管）

両

両

【一般名】スガマデクスナトリウム

【一般名】ホリナートカルシウム

ホメピゾール点滴静注１．５ｇ「タケダ」 （１．５ｇ１瓶）

３．９．３ 習慣性中毒用剤

両
【一般名】ホメピゾール

シアナマイド内用液１％「タナベ」 （１％１ｍＬ）
両

ホリナート錠２５ｍｇ「タイホウ」 （２５ｍｇ１錠）

【一般名】シアナミド

両
【一般名】ホリナートカルシウム

ノックビン原末 （１ｇ）
院外

メイロン静注７％ （７％２０ｍＬ１管）

【一般名】ジスルフィラム

限定

３．９．４ 痛風治療剤

【一般名】炭酸水素ナトリウム

メイロン静注７％ （７％２５０ｍＬ１袋）

アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１錠）
両

両

【一般名】アロプリノール

【一般名】炭酸水素ナトリウム

メタライト２５０カプセル （２５０ｍｇ１カプセル）

ウラリット－Ｕ配合散 （１ｇ）
院外

院外

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物

【一般名】トリエンチン塩酸塩
タチオン錠５０ｍｇ

ウラリット－Ｕ配合散
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３ 代謝性医薬品

ウラリット配合錠 （１錠）

３ 代謝性医薬品

ユリノーム錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物

【一般名】ベンズブロマロン

ウリアデック錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

ユリノーム錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】トピロキソスタット

【一般名】ベンズブロマロン

コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 （０．５ｍｇ１錠）

３．９．５ 酵素製剤

両
【一般名】コルヒチン

ウロナーゼ静注用６万単位 （６００００単位１瓶）
両

ザイロリック錠１００ （１００ｍｇ１錠）

【一般名】ウロキナーゼ

院外
【一般名】アロプリノール

エラプレース点滴静注液６ｍｇ （６ｍｇ３ｍＬ１瓶）
限定

サロベール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

【一般名】イデュルスルファーゼ（遺伝子組換え）

院外
【一般名】アロプリノール

クリアクター静注用８０万 （８０万国際単位１瓶）
両

フェブリク錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

【一般名】モンテプラーゼ（遺伝子組換え）

両
【一般名】フェブキソスタット

グルトパ注６００万 （６００万国際単位１瓶（溶解液付））
両

フェブリク錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

【一般名】アルテプラーゼ（遺伝子組換え）

両
【一般名】フェブキソスタット

ファブラザイム点滴静注用３５ｍｇ （３５ｍｇ１瓶）
限定

フェブリク錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

【一般名】アガルシダーゼ ベータ（遺伝子組換え）

両
【一般名】フェブキソスタット

ファブラザイム点滴静注用５ｍｇ （５ｍｇ１瓶）
限定

ベネシッド錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

【一般名】アガルシダーゼ ベータ（遺伝子組換え）

院外
【一般名】プロベネシド

ブロメライン軟膏５万単位／ｇ＊（ジェイドルフ） （５００００単位
１ｇ）
両

ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「アメル」 （５０ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ベンズブロマロン

【一般名】ブロメライン

マイオザイム点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）
限定

ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１錠）
両
【一般名】ベンズブロマロン

【一般名】アルグルコシダーゼ アルファ（遺伝子組換え）

ラスリテック点滴静注用７．５ｍｇ （７．５ｍｇ１瓶（溶解液付））
両

ユリス錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ドチヌラド

【一般名】ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）

リフラップ軟膏５％ （５％１ｇ）
院外

ユリス錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）
院外

【一般名】リゾチーム塩酸塩

【一般名】ドチヌラド

ユリス錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ドチヌラド
ウラリット配合錠

リフラップ軟膏５％
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３ 代謝性医薬品

３ 代謝性医薬品

３．９．６ 糖尿病用剤

カナグル錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
院外

アクトス錠１５ （１５ｍｇ１錠）

【一般名】カナグリフロジン水和物

院外
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

カナリア配合錠 （１錠）
院外

アクトス錠３０ （３０ｍｇ１錠）

【一般名】テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物
配合剤

院外
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

グラクティブ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

アマリール０．５ｍｇ錠 （０．５ｍｇ１錠）

院外

院外
【一般名】グリメピリド

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物

グラクティブ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

アマリール１ｍｇ錠 （１ｍｇ１錠）

院外

院外
【一般名】グリメピリド

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物

グラクティブ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

アマリール３ｍｇ錠 （３ｍｇ１錠）

院外

院外
【一般名】グリメピリド

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物

グリミクロンＨＡ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

イニシンク配合錠 （１錠）

院外

院外
【一般名】アログリプチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤

【一般名】グリクラジド

グリミクロン錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

エクア錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

両

院外
【一般名】ビルダグリプチン

【一般名】グリクラジド

グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （０．５ｍｇ１錠）

エクメット配合錠ＨＤ （１錠）

両

院外
【一般名】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

【一般名】グリメピリド

グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （１ｍｇ１錠）

エクメット配合錠ＬＤ （１錠）

両

院外
【一般名】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

【一般名】グリメピリド

グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （３ｍｇ１錠）

オイグルコン錠１．２５ｍｇ （１．２５ｍｇ１錠）

院外

院外
【一般名】グリベンクラミド

【一般名】グリメピリド

グルコバイＯＤ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

オイグルコン錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

院外

両
【一般名】グリベンクラミド

【一般名】アカルボース

グルコバイＯＤ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

オングリザ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

院外

院外
【一般名】サキサグリプチン水和物

【一般名】アカルボース

グルコバイ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

オングリザ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】アカルボース

【一般名】サキサグリプチン水和物

アクトス錠１５

グルコバイ錠１００ｍｇ
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３ 代謝性医薬品

グルコバイ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

３ 代謝性医薬品

スーグラ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】アカルボース

【一般名】イプラグリフロジン Ｌ－プロリン

グルファスト錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

スージャヌ配合錠 （１錠）

両

院外

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物・イプラグリフロジン Ｌ－プロリン
配合剤

グルベス配合ＯＤ錠 （１錠）
院外

スターシス錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤
【一般名】ナテグリニド

グルベス配合錠 （１錠）
院外

スターシス錠９０ｍｇ （９０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤
【一般名】ナテグリニド

ザファテック錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
院外

セイブルＯＤ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】トレラグリプチンコハク酸塩
【一般名】ミグリトール

ザファテック錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
院外

セイブルＯＤ錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）
院外

【一般名】トレラグリプチンコハク酸塩
【一般名】ミグリトール

ジベトス錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
院外

セイブル錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ブホルミン塩酸塩
【一般名】ミグリトール

ジャディアンス錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
両

セイブル錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】エンパグリフロジン
【一般名】ミグリトール

ジャディアンス錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）
院外

ソニアス配合錠ＨＤ （１錠）
院外

【一般名】エンパグリフロジン
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤

ジャヌビア錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
両

ソニアス配合錠ＬＤ （１錠）
院外

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤

ジャヌビア錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）
両

ソリクア配合注ソロスター （１キット）
限定

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物
【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）・リキシセナチド配合剤

ジャヌビア錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
両

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ （１キット）
両

【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物
【一般名】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

シュアポスト錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）
両

ダオニール錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）
院外

【一般名】レパグリニド

【一般名】グリベンクラミド

スイニー錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
院外
【一般名】アナグリプチン
グルコバイ錠５０ｍｇ

ダオニール錠２．５ｍｇ
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３ 代謝性医薬品

テネリア錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

３ 代謝性医薬品

ベイスンＯＤ錠０．２ （０．２ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物

【一般名】ボグリボース

テネリア錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

ベイスンＯＤ錠０．３ （０．３ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物

【一般名】ボグリボース

デベルザ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

ベイスン錠０．２ （０．２ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】トホグリフロジン水和物

【一般名】ボグリボース

トラゼンタ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

ベイスン錠０．３ （０．３ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】リナグリプチン

【一般名】ボグリボース

トラディアンス配合錠ＡＰ （１錠）

ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「トーワ」 （０．２ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤

【一般名】ボグリボース

トラディアンス配合錠ＢＰ （１錠）

ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「トーワ」 （０．３ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤

【一般名】ボグリボース

ネシーナ錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠）

マリゼブ錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠）

両

限定

【一般名】アログリプチン安息香酸塩

【一般名】オマリグリプチン

ネシーナ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

マリゼブ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】アログリプチン安息香酸塩

【一般名】オマリグリプチン

ネシーナ錠６．２５ｍｇ （６．２５ｍｇ１錠）

ミグリトール錠５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】アログリプチン安息香酸塩

【一般名】ミグリトール

ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 （１５ｍｇ１錠）

メタクト配合錠ＨＤ （１錠）

両

院外

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤

ファスティック錠３０ （３０ｍｇ１錠）

メタクト配合錠ＬＤ （１錠）

両

院外

【一般名】ナテグリニド

【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤

ファスティック錠９０ （９０ｍｇ１錠）

メトアナ配合錠ＨＤ （１錠）

両

院外

【一般名】ナテグリニド

【一般名】アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

フォシーガ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

メトアナ配合錠ＬＤ （１錠）

院外

院外

【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

【一般名】アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤

フォシーガ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
両
【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物
テネリア錠２０ｍｇ

メトアナ配合錠ＬＤ
- 99 -

３ 代謝性医薬品

メトグルコ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

３ 代謝性医薬品

アデホスコーワ腸溶錠２０ （２０ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】メトホルミン塩酸塩

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

メトグルコ錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）

アラバ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】メトホルミン塩酸塩

【一般名】レフルノミド

メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＤＳＥＰ」 （２５０ｍｇ１錠）

アラバ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】メトホルミン塩酸塩

【一般名】レフルノミド

リオベル配合錠ＨＤ （１錠）

アラバ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤

【一般名】レフルノミド

リオベル配合錠ＬＤ （１錠）

アルギＵ配合顆粒 （１ｇ）

院外

限定

【一般名】アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤

【一般名】Ｌ－アルギニン・Ｌ－アルギニン塩酸塩

ルセフィ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

アルツディスポ関節注２５ｍｇ （１％２．５ｍＬ１筒）

院外

両

【一般名】ルセオグリフロジン水和物

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

３．９．９ 他に分類されない代謝性医薬品

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「トーワ」 （３５ｍｇ１錠）
両

アクトネル錠１７．５ｍｇ （１７．５ｍｇ１錠）
院外
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

アレンドロン酸錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠）
院外

アクトネル錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）
院外
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

イソプリノシン錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠）
院外

アクトネル錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）
院外
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

【一般名】イノシンプラノベクス

イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ （１０５ｍｇ１．１７ｍＬ１筒）
両

アザニン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
両
【一般名】アザチオプリン

【一般名】ロモソズマブ（遺伝子組換え）

イムセラカプセル０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１カプセル）
両

アデホス－Ｌコーワ注２０ｍｇ （２０ｍｇ１管）
両
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

【一般名】フィンゴリモド塩酸塩

イムラン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
院外

アデホス－Ｌコーワ注４０ｍｇ （４０ｍｇ１管）
両
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

アデホスコーワ顆粒１０％ （１０％１ｇ）
両

【一般名】アザチオプリン

エスポー皮下用２４０００シリンジ （２４０００国際単位０．５ｍＬ
１筒）
両
【一般名】エポエチン アルファ（遺伝子組換え）

【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

メトグルコ錠２５０ｍｇ

エスポー皮下用２４０００シリンジ
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３ 代謝性医薬品

３ 代謝性医薬品

エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ「ＴＹ」 （５０ｍｇ１
ｍＬ１キット）
両

エルカルチンＦＦ内用液１０％ （１０％１ｍＬ）
両
【一般名】レボカルニチン

【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）

エルカルチンＦＦ内用液１０％分包１０ｍＬ （１０％１０ｍＬ１包）

エパルレスタット錠５０ｍｇ「ファイザー」 （５０ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】レボカルニチン

【一般名】エパルレスタット

エルカルチンＦＦ内用液１０％分包５ｍＬ （１０％５ｍＬ１包）

エビスタ錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】レボカルニチン

【一般名】ラロキシフェン塩酸塩

エルシトニン注２０Ｓディスポ （２０エルカトニン単位１ｍＬ１筒）

エベレンゾ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】エルカトニン

【一般名】ロキサデュスタット

エルシトニン注４０単位 （４０エルカトニン単位１ｍＬ１管）

エベレンゾ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】エルカトニン

【一般名】ロキサデュスタット

エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ （２５ｍｇ０．５ｍＬ１
筒）

エベレンゾ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
両

両

【一般名】ロキサデュスタット

【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）

エポエチンアルファＢＳ注７５０「ＪＣＲ」 （７５０国際単位０．５ｍ
Ｌ１瓶）

エンブレル皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ （２５ｍｇ０．５ｍＬ１キッ
ト）

両

両

【一般名】エポエチン カッパ（遺伝子組換え）

【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）

エポジン注シリンジ１５００ （１５００国際単位０．５ｍＬ１筒）

エンブレル皮下注５０ｍｇシリンジ１．０ｍＬ （５０ｍｇ１ｍＬ１筒）

両

院外

【一般名】エポエチン ベータ（遺伝子組換え）

【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）

エポジン注シリンジ３０００ （３０００国際単位０．５ｍＬ１筒）

エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ （５０ｍｇ１ｍＬ１キット）

両

院外

【一般名】エポエチン ベータ（遺伝子組換え）

【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）

エポジン皮下注シリンジ２４０００ （２４０００国際単位０．５ｍＬ
１筒）
両
【一般名】エポエチン ベータ（遺伝子組換え）

エルカルチンＦＦ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
両
【一般名】レボカルニチン

エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）
両
【一般名】レボカルニチン

エルカルチンＦＦ静注１０００ｍｇシリンジ （１０００ｍｇ５ｍＬ１
筒）
両

エンブレル皮下注用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶）
限定
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）

エンブレル皮下注用２５ｍｇ （２５ｍｇ１瓶）
院外
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）

オザグレルＮａ点滴静注４０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 （４０ｍｇ４ｍＬ１管）
両
【一般名】オザグレルナトリウム

オステン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
院外
【一般名】イプリフラボン

【一般名】レボカルニチン

エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ「ＴＹ」

オステン錠２００ｍｇ
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３ 代謝性医薬品

３ 代謝性医薬品

オテズラ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

【一般名】カモスタットメシル酸塩

限定

キネダック錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
【一般名】アプレミラスト

院外

オテズラ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

【一般名】エパルレスタット

限定

グラセプターカプセル０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１カプセル）
【一般名】アプレミラスト

両

オテズラ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

【一般名】タクロリムス水和物

限定

グラセプターカプセル１ｍｇ （１ｍｇ１カプセル）
【一般名】アプレミラスト

両

オフェブカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）

【一般名】タクロリムス水和物

両

クリースビータ皮下注３０ｍｇ （３０ｍｇ１ｍＬ１瓶）
【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩

限定

オフェブカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル）

【一般名】ブロスマブ（遺伝子組換え）

両

ケアラム錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）
【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩

両

オルケディア錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

【一般名】イグラチモド

両

ケブザラ皮下注１５０ｍｇオートインジェクター （１５０ｍｇ１．１
４ｍＬ１キット）

【一般名】エボカルセト

両

オルケディア錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）

両

ケブザラ皮下注１５０ｍｇシリンジ （１５０ｍｇ１．１４ｍＬ１筒）

【一般名】エボカルセト

両

オルミエント錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）

院外

ケブザラ皮下注２００ｍｇオートインジェクター （２００ｍｇ１．１
４ｍＬ１キット）

【一般名】バリシチニブ

両

オルミエント錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）
限定

【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）

【一般名】バリシチニブ

ケブザラ皮下注２００ｍｇシリンジ （２００ｍｇ１．１４ｍＬ１筒）
限定

オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１瓶）
両

【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）

【一般名】アバタセプト（遺伝子組換え）

コセンティクス皮下注１５０ｍｇシリンジ （１５０ｍｇ１ｍＬ１筒）

オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター１ｍＬ （１２５ｍ
ｇ１ｍＬ１キット）
限定

院外
【一般名】セクキヌマブ（遺伝子組換え）

コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン （１５０ｍｇ１ｍＬ１キット）

【一般名】アバタセプト（遺伝子組換え）

両

オレンシア皮下注１２５ｍｇシリンジ１ｍＬ （１２５ｍｇ１ｍＬ１筒）
院外
【一般名】アバタセプト（遺伝子組換え）

【一般名】セクキヌマブ（遺伝子組換え）

コパキソン皮下注２０ｍｇシリンジ （２０ｍｇ１ｍＬ１筒）
両

カーバグル分散錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
限定
【一般名】カルグルミン酸

【一般名】グラチラマー酢酸塩

サイビスクディスポ関節注２ｍＬ （１６ｍｇ２ｍＬ１筒）
両

カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１錠）
両

【一般名】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

オテズラ錠１０ｍｇ

サイビスクディスポ関節注２ｍＬ
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３ 代謝性医薬品

３ 代謝性医薬品

サーティカン錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠）

ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ （４５ｍｇ０．５ｍＬ１筒）

限定

両

【一般名】エベロリムス

【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）

サーティカン錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

スベニールディスポ関節注２５ｍｇ （１％２．５ｍＬ１筒）

限定

両

【一般名】エベロリムス

【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム

サーティカン錠０．７５ｍｇ （０．７５ｍｇ１錠）

スマイラフ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

限定

院外

【一般名】エベロリムス

【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩

サンディミュン点滴静注用２５０ｍｇ （５％５ｍＬ１管）

スマイラフ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】シクロスポリン

【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩

ジアゾキシドカプセル２５ｍｇ「ＭＳＤ」 （２５ｍｇ１カプセル）

セルセプトカプセル２５０ （２５０ｍｇ１カプセル）

院外

両

【一般名】ジアゾキシド

【一般名】ミコフェノール酸 モフェチル

ジアゾキシドカプセル２５ｍｇ「ＯＰ」 （２５ｍｇ１カプセル）

ゼルヤンツ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

両

限定

【一般名】ジアゾキシド

【一般名】トファシチニブクエン酸塩

シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス （２００ｍｇ１ｍＬ１
キット）

ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「トーワ」 （４ｍｇ
１００ｍＬ１袋）

両

両

【一般名】セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）

【一般名】ゾレドロン酸水和物

シムジア皮下注２００ｍｇシリンジ （２００ｍｇ１ｍＬ１筒）

ダイドロネル錠２００ （２００ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）

【一般名】エチドロン酸二ナトリウム

ジレニアカプセル０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１カプセル）

タクロリムス錠３ｍｇ「あゆみ」 （３ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】フィンゴリモド塩酸塩

【一般名】タクロリムス水和物

シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクター （５０ｍｇ０．５ｍ
Ｌ１キット）

ダルベポエチン アルファ注１０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （１０μｇ
０．５ｍＬ１筒）

院外

両

【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）

【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

ダルベポエチン アルファ注１２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （１２０μ
ｇ０．５ｍＬ１筒）

シンポニー皮下注５０ｍｇシリンジ （５０ｍｇ０．５ｍＬ１筒）
両

両

【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）

【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

スキリージ皮下注７５ｍｇシリンジ０．８３ｍＬ （７５ｍｇ０．８３ｍ
Ｌ１筒）
限定
【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）

ステラーラ点滴静注１３０ｍｇ （１３０ｍｇ２６ｍＬ１瓶）
両
【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）

ダルベポエチン アルファ注１８０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （１８０μ
ｇ０．５ｍＬ１筒）
両
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

ダルベポエチン アルファ注２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （２０μｇ
０．５ｍＬ１筒）
両
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

サーティカン錠０．２５ｍｇ

ダルベポエチン アルファ注２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」
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３ 代謝性医薬品

３ 代謝性医薬品

ダルベポエチン アルファ注３０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （３０μｇ
０．５ｍＬ１筒）

ネオーラル内用液１０％ （１０％１ｍＬ）
両

両

【一般名】シクロスポリン

【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

ネスプ注射液１０μｇプラシリンジ （１０μｇ０．５ｍＬ１筒）

ダルベポエチン アルファ注４０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （４０μｇ
０．５ｍＬ１筒）

院外

両

【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ （１２０μｇ０．５ｍＬ１筒）
両

ダルベポエチン アルファ注６０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （６０μｇ
０．５ｍＬ１筒）

【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

両

ネスプ注射液１８０μｇプラシリンジ （１８０μｇ０．５ｍＬ１筒）

【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

両

注射用エフオーワイ１００ （１００ｍｇ１瓶）

【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

両

ハイチオール錠８０ （８０ｍｇ１錠）

【一般名】ガベキサートメシル酸塩

両

注射用エフオーワイ５００ （５００ｍｇ１瓶）

【一般名】Ｌ－システイン

両

パーサビブ静注透析用２．５ｍｇ （２．５ｍｇ２ｍＬ１瓶）

【一般名】ガベキサートメシル酸塩

両

注射用エラスポール１００ （１００ｍｇ１瓶）

【一般名】エテルカルセチド塩酸塩

両

パーサビブ静注透析用５ｍｇ （５ｍｇ２ｍＬ１瓶）

【一般名】シベレスタットナトリウム水和物

両

注射用ナファモスタット１０「ＭＥＥＫ」 （１０ｍｇ１瓶）

【一般名】エテルカルセチド塩酸塩

両

パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用１５ｍｇ「サワイ」 （１５ｍｇ１瓶）

【一般名】ナファモスタットメシル酸塩

限定

注射用ナファモスタット５０「ＭＥＥＫ」 （５０ｍｇ１瓶）

【一般名】パミドロン酸二ナトリウム水和物

両

ピアーレシロップ６５％ （６５％１ｍＬ）

【一般名】ナファモスタットメシル酸塩

両

トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェクター （８０ｍｇ１ｍＬ１キッ
ト）
限定
【一般名】イキセキズマブ（遺伝子組換え）

トレムフィア皮下注１００ｍｇシリンジ （１００ｍｇ１ｍＬ１筒）
限定
【一般名】グセルクマブ（遺伝子組換え）

ネオーラル１０ｍｇカプセル （１０ｍｇ１カプセル）
両
【一般名】シクロスポリン

ネオーラル２５ｍｇカプセル （２５ｍｇ１カプセル）
両
【一般名】シクロスポリン

ネオーラル５０ｍｇカプセル （５０ｍｇ１カプセル）
両
【一般名】シクロスポリン

【一般名】ラクツロース

ビオプテン顆粒１０％ （１０％１ｇ１包）
院外
【一般名】サプロプテリン塩酸塩

ビオプテン顆粒２．５％ （２．５％０．４ｇ１包）
限定
【一般名】サプロプテリン塩酸塩

ビビアント錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）
院外
【一般名】バゼドキシフェン酢酸塩

ヒュミラ皮下注２０ｍｇシリンジ０．２ｍＬ （２０ｍｇ０．２ｍＬ１筒）
両
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）

ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．４ｍＬ （４０ｍｇ０．４ｍＬ１筒）
院外
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）

ダルベポエチン アルファ注３０μｇシリンジ「ＫＫＦ」

ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．４ｍＬ
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３ 代謝性医薬品

３ 代謝性医薬品

ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ （４０ｍｇ０．４ｍＬ１キット）
両

プログラフカプセル０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１カプセル）
両

【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）

ヒュミラ皮下注８０ｍｇシリンジ０．８ｍＬ （８０ｍｇ０．８ｍＬ１筒）
院外

両

ヒュミラ皮下注８０ｍｇペン０．８ｍＬ （８０ｍｇ０．８ｍＬ１キット）
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）

ピレスパ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
両
【一般名】ピルフェニドン

フオイパン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
院外
【一般名】カモスタットメシル酸塩

フォサマック錠３５ｍｇ （３５ｍｇ１錠）
院外
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

フォサマック錠５ （５ｍｇ１錠）
院外
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ブフェニール顆粒９４％ （９４％１ｇ）
限定
【一般名】フェニル酪酸ナトリウム

プラケニル錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
両
【一般名】ヒドロキシクロロキン硫酸塩

プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ （６０ｍｇ１ｍＬ１筒）
両
【一般名】デノスマブ（遺伝子組換え）

ブレディニンＯＤ錠２５ （２５ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ミゾリビン

ブレディニンＯＤ錠５０ （５０ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ミゾリビン

ブレディニン錠２５ （２５ｍｇ１錠）
両
【一般名】ミゾリビン

ブレディニン錠５０ （５０ｍｇ１錠）
両

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフカプセル１ｍｇ （１ｍｇ１カプセル）

【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）

両

【一般名】ミゾリビン

【一般名】タクロリムス水和物

プログラフ顆粒０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１包）
両
【一般名】タクロリムス水和物

プログラフ顆粒１ｍｇ （１ｍｇ１包）
院外
【一般名】タクロリムス水和物

プログラフ注射液２ｍｇ （２ｍｇ０．４ｍＬ１管）
両
【一般名】タクロリムス水和物

ベネット錠１７．５ｍｇ （１７．５ｍｇ１錠）
両
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

ベネット錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）
院外
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

ベネット錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）
両
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物

ヘルニコア椎間板注用１．２５単位 （１．２５単位１瓶）
限定
【一般名】コンドリアーゼ

ベンリスタ皮下注２００ｍｇオートインジェクター （２００ｍｇ１ｍ
Ｌ１キット）
院外
【一般名】ベリムマブ（遺伝子組換え）

ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ （３５ｍｇ１包）
両
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン錠３５ｍｇ （３５ｍｇ１錠）
院外
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
院外
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．４ｍＬ

ボナロン錠５ｍｇ
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３ 代謝性医薬品

ボナロン点滴静注バッグ９００μｇ （９００μｇ１００ｍＬ１袋）

３ 代謝性医薬品

ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ （５４．１６７％１２ｇ１包）

両

院外

【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物

【一般名】ラクツロース

ボノテオ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

ランマーク皮下注１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１．７ｍＬ１瓶）

院外

両

【一般名】ミノドロン酸水和物

【一般名】デノスマブ（遺伝子組換え）

ボノテオ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

リウマトレックスカプセル２ｍｇ （２ｍｇ１カプセル）

両

両

【一般名】ミノドロン酸水和物

【一般名】メトトレキサート

ポルトラック原末 （１ｇ）

リクラスト点滴静注液５ｍｇ （５ｍｇ１００ｍＬ１瓶）

両

両

【一般名】ラクチトール水和物

【一般名】ゾレドロン酸水和物

ボンビバ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

ルミセフ皮下注２１０ｍｇシリンジ （２１０ｍｇ１．５ｍＬ１筒）

院外

限定

【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物

【一般名】ブロダルマブ（遺伝子組換え）

ボンビバ静注１ｍｇシリンジ （１ｍｇ１ｍＬ１筒）

レグパラ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物

【一般名】シナカルセト塩酸塩

ミラクリッド注射液５万単位 （５００００単位１ｍＬ１管）

レボレード錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】ウリナスタチン

【一般名】エルトロンボパグ オラミン

ミルセラ注シリンジ１００μｇ （１００μｇ０．３ｍＬ１筒）

ロミプレート皮下注２５０μｇ調製用 （２５０μｇ１瓶）

両

限定

【一般名】エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

【一般名】ロミプロスチム（遺伝子組換え）

ミルセラ注シリンジ１５０μｇ （１５０μｇ０．３ｍＬ１筒）
両
【一般名】エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

ミルセラ注シリンジ２５０μｇ （２５０μｇ０．３ｍＬ１筒）
限定
【一般名】エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

ミルセラ注シリンジ２５μｇ （２５μｇ０．３ｍＬ１筒）
両
【一般名】エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

ミルセラ注シリンジ５０μｇ （５０μｇ０．３ｍＬ１筒）
両
【一般名】エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」 （２ｍｇ１錠）
院外
【一般名】メトトレキサート

ラクツロース・シロップ６０％「コーワ」 （６０％１ｍＬ）
院外
【一般名】ラクツロース
ボナロン点滴静注バッグ９００μｇ

ロミプレート皮下注２５０μｇ調製用
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４ 組織細胞機能用医薬品

４ 組織細胞機能用医薬品

４ 組織細胞機能用医薬品
４．１ 細胞賦活用薬
４．１．９ その他の細胞賦活用薬
ロイコン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
両

テモゾロミド錠１００ｍｇ「ＮＫ」 （１００ｍｇ１錠）
両
【一般名】テモゾロミド

テモゾロミド錠２０ｍｇ「ＮＫ」 （２０ｍｇ１錠）
両

【一般名】アデニン

【一般名】テモゾロミド

４．２ 腫瘍用薬
４．２．１ アルキル化剤
アルケラン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

テモダールカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）
両
【一般名】テモゾロミド

両
【一般名】メルファラン

アルケラン静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶（溶解液付））

テモダールカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセル）
両
【一般名】テモゾロミド

両
【一般名】メルファラン

エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ （１５６．７ｍｇ１カプセル）

テモダール点滴静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）
両
【一般名】テモゾロミド

院外
【一般名】エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物

エンドキサン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

トレアキシン点滴静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）
両
【一般名】ベンダムスチン塩酸塩

両
【一般名】シクロホスファミド水和物

経口用エンドキサン原末１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）

ニドラン注射用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）
両
【一般名】ニムスチン塩酸塩

院外
【一般名】シクロホスファミド水和物

ザノサー点滴静注用１ｇ （１ｇ１瓶）

ブスルフェクス点滴静注用６０ｍｇ （６０ｍｇ１瓶）
限定
【一般名】ブスルファン

限定
【一般名】ストレプトゾシン

ダカルバジン注用１００ （１００ｍｇ１瓶）

マブリン散１％ （１％１ｇ）
院外
【一般名】ブスルファン

両

４．２．２ 代謝拮抗剤

【一般名】ダカルバジン

注射用イホマイド１ｇ （１ｇ１瓶）
両
【一般名】イホスファミド

注射用エンドキサン１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）
両
【一般名】シクロホスファミド水和物

注射用エンドキサン５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶）
両
【一般名】シクロホスファミド水和物

注射用サイメリン５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）
両
【一般名】ラニムスチン

５－ＦＵ錠１００協和 （１００ｍｇ１錠）
院外
【一般名】フルオロウラシル

５－ＦＵ錠５０協和 （５０ｍｇ１錠）
院外
【一般名】フルオロウラシル

５－ＦＵ軟膏５％協和 （５％１ｇ）
院外
【一般名】フルオロウラシル

アラノンジー静注用２５０ｍｇ （２５０ｍｇ５０ｍＬ１瓶）
限定
【一般名】ネララビン

ロイコン錠１０ｍｇ

アラノンジー静注用２５０ｍｇ
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４ 組織細胞機能用医薬品

アリムタ注射用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）

【一般名】メトトレキサート

両

注射用メソトレキセート５ｍｇ （５ｍｇ１瓶）
【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物

両

アリムタ注射用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶）

【一般名】メトトレキサート

両

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ （２０ｍｇ１錠（テガフール相当
量））

【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物

院外

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０ （２０ｍｇ１錠（テガフール相
当量））
両

【一般名】テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ （２５ｍｇ１錠（テガフール相当
量））

【一般名】テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

院外

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５ （２５ｍｇ１錠（テガフール相
当量））
両
【一般名】テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

【一般名】テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合カプセルＴ２０ （２０ｍｇ１カプセル（テガ
フール相当量））
院外

エボルトラ点滴静注２０ｍｇ （２０ｍｇ２０ｍＬ１瓶）
両
【一般名】クロファラビン

カペシタビン錠３００ｍｇ「サワイ」 （３００ｍｇ１錠）
両
【一般名】カペシタビン

キロサイド注２０ｍｇ （２０ｍｇ１管）
両
【一般名】シタラビン

ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクルト」 （１ｇ１瓶）

【一般名】テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合カプセルＴ２５ （２５ｍｇ１カプセル（テガ
フール相当量））
院外
【一般名】テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合顆粒Ｔ２０ （２０ｍｇ１包（テガフール相当
量））
院外
【一般名】テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ティーエスワン配合顆粒Ｔ２５ （２５ｍｇ１包（テガフール相当
量））

両

院外

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩

【一般名】テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ヤクルト」 （２００ｍｇ１瓶）

ハイドレアカプセル５００ｍｇ （５００ｍｇ１カプセル）

両

両

【一般名】ゲムシタビン塩酸塩

【一般名】ヒドロキシカルバミド

シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」 （１ｇ１瓶）

フトラフール坐剤７５０ｍｇ （７５０ｍｇ１個）

両

院外

【一般名】シタラビン

【一般名】テガフール

シタラビン点滴静注液４００ｍｇ「テバ」 （４００ｍｇ１瓶）

フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」 （１０００ｍｇ１瓶）

両

両

【一般名】シタラビン

【一般名】フルオロウラシル

スタラシドカプセル５０ （５０ｍｇ１カプセル）

フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トーワ」 （２５０ｍｇ１瓶）

院外

両

【一般名】シタラビン オクホスファート水和物

【一般名】フルオロウラシル

ゼローダ錠３００ （３００ｍｇ１錠）

フルダラ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】カペシタビン

【一般名】フルダラビンリン酸エステル

注射用メソトレキセート５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）
両
アリムタ注射用１００ｍｇ

フルダラ錠１０ｍｇ
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フルダラ静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

【一般名】エピルビシン塩酸塩

両

エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／２５ｍＬ「ＮＫ」 （５０ｍｇ２
５ｍＬ１瓶）

【一般名】フルダラビンリン酸エステル

両

フルツロンカプセル２００ （２００ｍｇ１カプセル）

【一般名】エピルビシン塩酸塩

院外

エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 （５０ｍｇ１瓶）

【一般名】ドキシフルリジン

両

メソトレキセート錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

【一般名】エピルビシン塩酸塩

両

カルセド注射用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶）

【一般名】メトトレキサート

両

メソトレキセート点滴静注液１０００ｍｇ （１０００ｍｇ４０ｍＬ１
瓶）

【一般名】アムルビシン塩酸塩

両

コスメゲン静注用０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１瓶）
【一般名】メトトレキサート

両

メソトレキセート点滴静注液２００ｍｇ （２００ｍｇ８ｍＬ１瓶）

【一般名】アクチノマイシン Ｄ

両

ダウノマイシン静注用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶）
【一般名】メトトレキサート

両

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００ （１００ｍｇ１包（テガフール相
当量））

【一般名】ダウノルビシン塩酸塩

院外

テラルビシン注射用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶）
両

【一般名】テガフール・ウラシル

【一般名】ピラルビシン塩酸塩

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１５０ （１５０ｍｇ１包（テガフール相
当量））

ドキシル注２０ｍｇ （２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

両

両

【一般名】テガフール・ウラシル

【一般名】ドキソルビシン塩酸塩

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ２００ （２００ｍｇ１包（テガフール相
当量））

ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 （１０ｍｇ１瓶）

両

両

【一般名】テガフール・ウラシル

【一般名】ドキソルビシン塩酸塩

ブレオＳ軟膏５ｍｇ／ｇ （５ｍｇ１ｇ）

ユーエフティ配合カプセルＴ１００ （１００ｍｇ１カプセル（テガ
フール相当量））

院外

両
【一般名】ブレオマイシン硫酸塩
【一般名】テガフール・ウラシル

ブレオ注射用５ｍｇ （５ｍｇ１瓶）
ロイケリン散１０％ （１０％１ｇ）

両

両
【一般名】ブレオマイシン塩酸塩
【一般名】メルカプトプリン水和物

ペプレオ注射用５ｍｇ （５ｍｇ１瓶）
４．２．３ 抗腫瘍性抗生物質製剤

両
【一般名】ペプロマイシン硫酸塩

アクラシノン注射用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶）
両

マイトマイシン注用２ｍｇ （２ｍｇ１瓶）
両

【一般名】アクラルビシン塩酸塩

【一般名】マイトマイシンＣ

イダマイシン静注用５ｍｇ （５ｍｇ１瓶）
両

４．２．４ 抗腫瘍性植物成分製剤
【一般名】イダルビシン塩酸塩

エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 （１０ｍｇ５ｍ
Ｌ１瓶）
両

アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）
両
【一般名】パクリタキセル（アルブミン懸濁型）

フルダラ静注用５０ｍｇ

アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ
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イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「タイホウ」 （１００ｍｇ
５ｍＬ１瓶）

ベプシドカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル）
院外

両
【一般名】エトポシド
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「タイホウ」 （４０ｍｇ２ｍ
Ｌ１瓶）
両

ラステットＳカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル）
両
【一般名】エトポシド

【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

ラステットＳカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）
院外

エクザール注射用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶）
両

【一般名】エトポシド

【一般名】ビンブラスチン硫酸塩

ロゼウス静注液１０ｍｇ （１０ｍｇ１ｍＬ１瓶）

エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 （１００ｍｇ５ｍＬ１瓶）
両

両
【一般名】ビノレルビン酒石酸塩

【一般名】エトポシド

４．２．９ その他の腫瘍用薬

オニバイド点滴静注４３ｍｇ （４３ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

アイクルシグ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

限定

限定

【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物

【一般名】ポナチニブ塩酸塩

オンコビン注射用１ｍｇ （１ｍｇ１瓶）

アクプラ静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

両

両

【一般名】ビンクリスチン硫酸塩

【一般名】ネダプラチン

ジェブタナ点滴静注６０ｍｇ （６０ｍｇ１．５ｍＬ１瓶（溶解液付））
両
【一般名】カバジタキセル アセトン付加物

注射用フィルデシン１ｍｇ （１ｍｇ１瓶）
限定
【一般名】ビンデシン硫酸塩

ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ＥＥ」 （２０ｍｇ１ｍＬ１
瓶）

アグリリンカプセル０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１カプセル）
限定
【一般名】アナグレリド塩酸塩水和物

アドセトリス点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）
限定
【一般名】ブレンツキシマブ ベドチン（遺伝子組換え）

アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ （１００ｍｇ４ｍＬ１瓶）

両

両

【一般名】ドセタキセル水和物

【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）

ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ＥＥ」 （８０ｍｇ４ｍＬ１
瓶）

アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ （４００ｍｇ１６ｍＬ１
瓶）

両

両

【一般名】ドセタキセル水和物

【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）

ハイカムチン注射用１．１ｍｇ （１．１ｍｇ１瓶）

アービタックス注射液１００ｍｇ （１００ｍｇ２０ｍＬ１瓶）

両

両

【一般名】ノギテカン塩酸塩

【一般名】セツキシマブ（遺伝子組換え）

パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ＮＫ」 （１００ｍｇ１６．
７ｍＬ１瓶）

アフィニトール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
両

両
【一般名】エベロリムス
【一般名】パクリタキセル

アムノレイク錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）
パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 （３０ｍｇ５ｍＬ１瓶）

院外

両
【一般名】タミバロテン
【一般名】パクリタキセル

アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ

アムノレイク錠２ｍｇ
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アリミデックス錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

４ 組織細胞機能用医薬品

エムプリシティ点滴静注用３００ｍｇ （３００ｍｇ１瓶）

両

限定

【一般名】アナストロゾール

【一般名】エロツズマブ（遺伝子組換え）

アレセンサカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル）

エムプリシティ点滴静注用４００ｍｇ （４００ｍｇ１瓶）

限定

限定

【一般名】アレクチニブ塩酸塩

【一般名】エロツズマブ（遺伝子組換え）

アロマシン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）
院外

塩酸プロカルバジンカプセル５０ｍｇ「ＴＹＰ」 （５０ｍｇ１カプセ
ル）
限定

【一般名】エキセメスタン
【一般名】プロカルバジン塩酸塩

イクスタンジ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）
両

エンハーツ点滴静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）
限定

【一般名】エンザルタミド
【一般名】トラスツズマブ デルクステカン（遺伝子組換え）

イクスタンジ錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠）
両
【一般名】エンザルタミド

イブランスカプセル１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１カプセル）
両
【一般名】パルボシクリブ

イブランスカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル）
両
【一般名】パルボシクリブ

イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ （１２０ｍｇ２．４ｍＬ１瓶）
限定
【一般名】デュルバルマブ（遺伝子組換え）

イミフィンジ点滴静注５００ｍｇ （５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶）
両
【一般名】デュルバルマブ（遺伝子組換え）

イレッサ錠２５０ （２５０ｍｇ１錠）
限定
【一般名】ゲフィチニブ

インライタ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）
両
【一般名】アキシチニブ

インライタ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
両
【一般名】アキシチニブ

ヴォトリエント錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
両
【一般名】パゾパニブ塩酸塩

エキセメスタン錠２５ｍｇ「ＮＫ」 （２５ｍｇ１錠）
両

オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」 （１００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶）
両
【一般名】オキサリプラチン

オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」 （５０ｍｇ１０ｍＬ１
瓶）
両
【一般名】オキサリプラチン

オダイン錠１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１錠）
限定
【一般名】フルタミド

オプジーボ点滴静注２０ｍｇ （２０ｍｇ２ｍＬ１瓶）
両
【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）

オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ （２４０ｍｇ２４ｍＬ１瓶）
両
【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）

カイプロリス点滴静注用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶）
限定
【一般名】カルフィルゾミブ

カイプロリス点滴静注用４０ｍｇ （４０ｍｇ１瓶）
限定
【一般名】カルフィルゾミブ

ガザイバ点滴静注１０００ｍｇ （１０００ｍｇ４０ｍＬ１瓶）
両
【一般名】オビヌツズマブ（遺伝子組換え）

カソデックス錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ビカルタミド

【一般名】エキセメスタン
アリミデックス錠１ｍｇ

カソデックス錠８０ｍｇ
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４ 組織細胞機能用医薬品

４ 組織細胞機能用医薬品

カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）

【一般名】アフリベルセプト ベータ（遺伝子組換え）

両

ジオトリフ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）
【一般名】トラスツズマブ エムタンシン（遺伝子組換え）

院外

カドサイラ点滴静注用１６０ｍｇ （１６０ｍｇ１瓶）

【一般名】アファチニブマレイン酸塩

両

ジオトリフ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）
【一般名】トラスツズマブ エムタンシン（遺伝子組換え）

両

カボメティクス錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

【一般名】アファチニブマレイン酸塩

両

ジオトリフ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）
【一般名】カボザンチニブリンゴ酸塩

両

カボメティクス錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠）

【一般名】アファチニブマレイン酸塩

両

ジカディアカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル）
【一般名】カボザンチニブリンゴ酸塩

院外

カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＮＫ」 （１５０ｍｇ１５ｍＬ１
瓶）
両
【一般名】カルボプラチン

キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ４ｍＬ１瓶）
両
【一般名】ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）

グリベック錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
両
【一般名】イマチニブメシル酸塩

ザイティガ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）
両
【一般名】アビラテロン酢酸エステル

サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ （１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶）
両
【一般名】ラムシルマブ（遺伝子組換え）

サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ （５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶）
両
【一般名】ラムシルマブ（遺伝子組換え）

ザーコリカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル）
院外
【一般名】クリゾチニブ

ザーコリカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル）
院外
【一般名】クリゾチニブ

ザルトラップ点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ４ｍＬ１瓶）
両
【一般名】アフリベルセプト ベータ（遺伝子組換え）

ザルトラップ点滴静注２００ｍｇ （２００ｍｇ８ｍＬ１瓶）

【一般名】セリチニブ

シスプラチン点滴静注１０ｍｇ「マルコ」 （１０ｍｇ２０ｍＬ１瓶）
両
【一般名】シスプラチン

シスプラチン点滴静注２５ｍｇ「マルコ」 （２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶）
両
【一般名】シスプラチン

シスプラチン点滴静注５０ｍｇ「マルコ」 （５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶）
両
【一般名】シスプラチン

ジャカビ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
限定
【一般名】ルキソリチニブリン酸塩

スチバーガ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）
両
【一般名】レゴラフェニブ水和物

スーテントカプセル１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１カプセル）
両
【一般名】スニチニブリンゴ酸塩

スプリセル錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）
両
【一般名】ダサチニブ水和物

スプリセル錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
両
【一般名】ダサチニブ水和物

ゼルボラフ錠２４０ｍｇ （２４０ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ベムラフェニブ

両

カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ

ゼルボラフ錠２４０ｍｇ
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４ 組織細胞機能用医薬品

ゾスパタ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

４ 組織細胞機能用医薬品

タルセバ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

限定

両

【一般名】ギルテリチニブフマル酸塩

【一般名】エルロチニブ塩酸塩

ゾリンザカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）

タルセバ錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】ボリノスタット

【一般名】エルロチニブ塩酸塩

タイケルブ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

タルセバ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】ラパチニブトシル酸塩水和物

【一般名】エルロチニブ塩酸塩

タグリッソ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

テセントリク点滴静注１２００ｍｇ （１２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶）

限定

両

【一般名】オシメルチニブメシル酸塩

【一般名】アテゾリズマブ（遺伝子組換え）

タグリッソ錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠）

テセントリク点滴静注８４０ｍｇ （８４０ｍｇ１４ｍＬ１瓶）

両

両

【一般名】オシメルチニブメシル酸塩

【一般名】アテゾリズマブ（遺伝子組換え）

タシグナカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル）

動注用アイエーコール５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

院外

両

【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

【一般名】シスプラチン

タシグナカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル）

トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「ＮＫ」 （１５０ｍｇ１瓶）

両

両

【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）

タシグナカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）

トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「ＮＫ」 （６０ｍｇ１瓶）

限定

両

【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物

【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）

タフィンラーカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）

トリセノックス注１０ｍｇ （１０ｍｇ１管）

限定

限定

【一般名】ダブラフェニブメシル酸塩

【一般名】三酸化二ヒ素

タフィンラーカプセル７５ｍｇ （７５ｍｇ１カプセル）

トーリセル点滴静注液２５ｍｇ （２５ｍｇ１ｍＬ１瓶（希釈液付））

限定

両

【一般名】ダブラフェニブメシル酸塩

【一般名】テムシロリムス

タモキシフェン錠２０ｍｇ「ＭＹＬ」 （２０ｍｇ１錠）

ニンラーロカプセル２．３ｍｇ （２．３ｍｇ１カプセル）

両

限定

【一般名】タモキシフェンクエン酸塩

【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル

ダラザレックス点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ５ｍＬ１瓶）

ニンラーロカプセル３ｍｇ （３ｍｇ１カプセル）

限定

限定

【一般名】ダラツムマブ（遺伝子組換え）

【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル

ダラザレックス点滴静注４００ｍｇ （４００ｍｇ２０ｍＬ１瓶）

ニンラーロカプセル４ｍｇ （４ｍｇ１カプセル）

限定

限定

【一般名】ダラツムマブ（遺伝子組換え）

【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル

タルグレチンカプセル７５ｍｇ （７５ｍｇ１カプセル）
限定
【一般名】ベキサロテン
ゾスパタ錠４０ｍｇ

ニンラーロカプセル４ｍｇ
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４ 組織細胞機能用医薬品

４ 組織細胞機能用医薬品

ネクサバール錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

【一般名】ブリナツモマブ（遺伝子組換え）

両

ファリーダックカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル）
【一般名】ソラフェニブトシル酸塩

院外

ノバントロン注２０ｍｇ （２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

【一般名】パノビノスタット乳酸塩

両

フェアストン錠４０ （４０ｍｇ１錠）
【一般名】ミトキサントロン塩酸塩

院外

ノルバデックス錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

【一般名】トレミフェンクエン酸塩

院外

フェソロデックス筋注２５０ｍｇ （２５０ｍｇ５ｍＬ１筒）
【一般名】タモキシフェンクエン酸塩

両

パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ （４２０ｍｇ１４ｍＬ１瓶）

【一般名】フルベストラント

両

フェマーラ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）
【一般名】ペルツズマブ（遺伝子組換え）

バベンチオ点滴静注２００ｍｇ （２００ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

院外
【一般名】レトロゾール

限定

ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ５ｍＬ１瓶）
【一般名】アベルマブ（遺伝子組換え）

ハラヴェン静注１ｍｇ （１ｍｇ２ｍＬ１瓶）

両
【一般名】パニツムマブ（遺伝子組換え）

両

ベサノイドカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル）
【一般名】エリブリンメシル酸塩

ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＮＫ」 （８０ｍｇ１錠）

両
【一般名】トレチノイン

両

ベージニオ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
【一般名】ビカルタミド

ビカルタミド錠８０ｍｇ「サンド」 （８０ｍｇ１錠）

院外
【一般名】アベマシクリブ

院外

ベージニオ錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠）
【一般名】ビカルタミド

ピシバニール注射用１ＫＥ （１ＫＥ１瓶（溶解液付））

院外
【一般名】アベマシクリブ

両

ベージニオ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
【一般名】溶連菌抽出物

ピシバニール注射用５ＫＥ （５ＫＥ１瓶（溶解液付））

院外
【一般名】アベマシクリブ

両

ベスタチンカプセル３０ｍｇ （３０ｍｇ１カプセル）
【一般名】溶連菌抽出物

ビジンプロ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

両
【一般名】ウベニメクス

限定

ベルケイド注射用３ｍｇ （３ｍｇ１瓶）
【一般名】ダコミチニブ水和物

ビダーザ注射用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）

両
【一般名】ボルテゾミブ

両

ベレキシブル錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠）
【一般名】アザシチジン

ビラフトビカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）

限定
【一般名】チラブルチニブ塩酸塩

限定

ボシュリフ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
【一般名】エンコラフェニブ

ビーリンサイト点滴静注用３５μｇ （３５μｇ１瓶（輸液安定化
液付））

院外
【一般名】ボスチニブ水和物

限定

ネクサバール錠２００ｍｇ

ボシュリフ錠１００ｍｇ
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４ 組織細胞機能用医薬品

ポテリジオ点滴静注２０ｍｇ （２０ｍｇ５ｍＬ１瓶）

４ 組織細胞機能用医薬品

リツキサン点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

限定

両

【一般名】モガムリズマブ（遺伝子組換え）

【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）

ポートラーザ点滴静注液８００ｍｇ （８００ｍｇ５０ｍＬ１瓶）

リツキサン点滴静注５００ｍｇ （５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶）

限定

両

【一般名】ネシツムマブ（遺伝子組換え）

【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）

ポマリストカプセル２ｍｇ （２ｍｇ１カプセル）
限定

リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＫＨＫ」 （１００ｍｇ１０ｍＬ
１瓶）
両

【一般名】ポマリドミド
【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）

ポマリストカプセル３ｍｇ （３ｍｇ１カプセル）
限定
【一般名】ポマリドミド

ポマリストカプセル４ｍｇ （４ｍｇ１カプセル）
限定
【一般名】ポマリドミド

ミリプラ動注用７０ｍｇ （７０ｍｇ１瓶）
両
【一般名】ミリプラチン水和物

メキニスト錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）
限定
【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物

メキニスト錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）
限定
【一般名】トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物

メクトビ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）
限定
【一般名】ビニメチニブ

ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ （５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶）
両
【一般名】イピリムマブ（遺伝子組換え）

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ （４ｇ１瓶）
両
【一般名】滅菌調整タルク

ヨンデリス点滴静注用０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１瓶）
両
【一般名】トラベクテジン

ヨンデリス点滴静注用１ｍｇ （１ｍｇ１瓶）
両
【一般名】トラベクテジン

ラパリムス錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ＫＨＫ」 （５００ｍｇ５０ｍＬ
１瓶）
両
【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）

リムパーザ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
院外
【一般名】オラパリブ

リムパーザ錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠）
院外
【一般名】オラパリブ

レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＮＫ」 （２．５ｍｇ１錠）
両
【一般名】レトロゾール

レンビマカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル）
両
【一般名】レンバチニブメシル酸塩

レンビマカプセル４ｍｇ （４ｍｇ１カプセル）
両
【一般名】レンバチニブメシル酸塩

ロイナーゼ注用５０００ （５０００Ｋ単位１瓶）
両
【一般名】Ｌ－アスパラギナーゼ

ローブレナ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
限定
【一般名】ロルラチニブ

ローブレナ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）
限定
【一般名】ロルラチニブ

ロンサーフ配合錠Ｔ１５ （１５ｍｇ１錠（トリフルリジン相当量））
両
【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤

限定
【一般名】シロリムス
ポテリジオ点滴静注２０ｍｇ

ロンサーフ配合錠Ｔ１５
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４ 組織細胞機能用医薬品

ロンサーフ配合錠Ｔ２０ （２０ｍｇ１錠（トリフルリジン相当量））
両

ポララミンシロップ０．０４％ （０．０４％１０ｍＬ）
院外

【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤

４．４ アレルギー用薬

【一般名】ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩

ポララミン注５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管）
両

４．４．１ 抗ヒスタミン剤
ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠６ｍｇ「武田テバ」
（６ｍｇ１錠）

【一般名】ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩

４．４．２ 刺激療法剤

両
【一般名】ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩

ゼスラン錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）
院外
【一般名】メキタジン

ゼスラン小児用シロップ０．０３％ （０．０３％１ｍＬ）
院外
【一般名】メキタジン

タベジール錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）
院外

シオゾール注１０ｍｇ （１０ｍｇ１ｍＬ１管）
両
【一般名】金チオリンゴ酸ナトリウム

リマチル錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ブシラミン

リマチル錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
両
【一般名】ブシラミン

４．４．９ その他のアレルギー用薬

【一般名】クレマスチンフマル酸塩

ニポラジン小児用シロップ０．０３％ （０．０３％１ｍＬ）
院外
【一般名】メキタジン

ピレチア細粒１０％ （１０％１ｇ）
両
【一般名】プロメタジンメチレンジサリチル酸塩

ピレチア錠（２５ｍｇ） （２５ｍｇ１錠）
両
【一般名】プロメタジン塩酸塩

ピレチア錠（５ｍｇ） （５ｍｇ１錠）
両
【一般名】プロメタジン塩酸塩

ペリアクチン散１％ （１％１ｇ）
院外
【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物

ペリアクチン錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）
両
【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物

ペリアクチンシロップ０．０４％ （０．０４％１０ｍＬ）
両
【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物

ポララミン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩

アイピーディカプセル１００ （１００ｍｇ１カプセル）
両
【一般名】スプラタストトシル酸塩

アイピーディドライシロップ５％ （５％１ｇ）
院外
【一般名】スプラタストトシル酸塩

アシテアダニ舌下錠１００単位（ＩＲ） （１００ＩＲ１錠）
院外
【一般名】アレルゲンエキス

アシテアダニ舌下錠３００単位（ＩＲ） （３００ＩＲ１錠）
院外
【一般名】アレルゲンエキス

アゼプチン錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）
院外
【一般名】アゼラスチン塩酸塩

アゼプチン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）
院外
【一般名】アゼラスチン塩酸塩

アレギサール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ペミロラストカリウム

アレギサール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ペミロラストカリウム

ロンサーフ配合錠Ｔ２０

アレギサール錠５ｍｇ
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アレギサールドライシロップ０．５％ （０．５％１ｇ）

４ 組織細胞機能用医薬品

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ファイザー」 （２０ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】ペミロラストカリウム

【一般名】エピナスチン塩酸塩

アレグラ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

オノンカプセル１１２．５ｍｇ （１１２．５ｍｇ１カプセル）

院外

院外

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

【一般名】プランルカスト水和物

アレグラ錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠）

オノンドライシロップ１０％ （１０％１ｇ）

院外

院外

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

【一般名】プランルカスト水和物

アレサガテープ４ｍｇ （４ｍｇ１枚）

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】エメダスチンフマル酸塩

【一般名】オロパタジン塩酸塩

アレサガテープ８ｍｇ （８ｍｇ１枚）

オロパタジン塩酸塩顆粒０．５％「トーワ」 （０．５％１ｇ）

院外

両

【一般名】エメダスチンフマル酸塩

【一般名】オロパタジン塩酸塩

アレジオン錠１０ （１０ｍｇ１錠）

キプレスＯＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】エピナスチン塩酸塩

【一般名】モンテルカストナトリウム

アレジオン錠２０ （２０ｍｇ１錠）

キプレス錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】エピナスチン塩酸塩

【一般名】モンテルカストナトリウム

アレジオンドライシロップ１％ （１％１ｇ）

キプレスチュアブル錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】エピナスチン塩酸塩

【一般名】モンテルカストナトリウム

アレロックＯＤ錠５ （５ｍｇ１錠）

クラリチン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】オロパタジン塩酸塩

【一般名】ロラタジン

アレロック顆粒０．５％ （０．５％１ｇ）

クラリチンドライシロップ１％ （１％１ｇ）

院外

院外

【一般名】オロパタジン塩酸塩

【一般名】ロラタジン

アレロック錠５ （５ｍｇ１錠）

クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】オロパタジン塩酸塩

【一般名】ロラタジン

インタール細粒１０％ （１０％１ｇ）

ケタスカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル）

両

両

【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

【一般名】イブジラスト

エバステルＯＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

ザイザル錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】エバスチン

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

エバステルＯＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
院外
【一般名】エバスチン
アレギサールドライシロップ０．５％

ザイザル錠５ｍｇ
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ザイザルシロップ０．０５％ （０．０５％１ｍＬ）

シングレアチュアブル錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】レボセチリジン塩酸塩

【一般名】モンテルカストナトリウム

ザジテンカプセル１ｍｇ （１ｍｇ１カプセル）

タリオンＯＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

【一般名】ベポタスチンベシル酸塩

ザジテンシロップ０．０２％ （０．０２％１ｍＬ）

タリオン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

【一般名】ベポタスチンベシル酸塩

ザジテンドライシロップ０．１％ （０．１％１ｇ）

ディレグラ配合錠 （１錠）

院外

院外

【一般名】ケトチフェンフマル酸塩

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン配合剤

シダトレンスギ花粉舌下液２０００ＪＡＵ／ｍＬパック （１ｍＬ１
包）

デザレックス錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
両

院外

【一般名】デスロラタジン

【一般名】標準化スギ花粉エキス

シダトレンスギ花粉舌下液２０００ＪＡＵ／ｍＬボトル （１０ｍＬ１
瓶）
院外
【一般名】標準化スギ花粉エキス

シダトレンスギ花粉舌下液２００ＪＡＵ／ｍＬボトル （１０ｍＬ１
瓶）
院外
【一般名】標準化スギ花粉エキス

デュピクセント皮下注３００ｍｇシリンジ （３００ｍｇ２ｍＬ１筒）
両
【一般名】デュピルマブ（遺伝子組換え）

ドメナン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
院外
【一般名】オザグレル塩酸塩水和物

トラニラストＤＳ５％「ＣＨ」 （５％１ｇ）
両

ジルテック錠１０ （１０ｍｇ１錠）
院外
【一般名】セチリジン塩酸塩

【一般名】トラニラスト

トラニラストカプセル１００ｍｇ「ＣＨ」 （１００ｍｇ１カプセル）
両

ジルテック錠５ （５ｍｇ１錠）
院外
【一般名】セチリジン塩酸塩

【一般名】トラニラスト

バイナス錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）
院外

ジルテックドライシロップ１．２５％ （１．２５％１ｇ）
院外
【一般名】セチリジン塩酸塩

【一般名】ラマトロバン

ビラノア錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）
両

シングレアＯＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
院外
【一般名】モンテルカストナトリウム

【一般名】ビラスチン

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 （３０ｍｇ１錠）
両

シングレア細粒４ｍｇ （４ｍｇ１包）
両
【一般名】モンテルカストナトリウム

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 （６０ｍｇ１錠）
両

シングレア錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
両
【一般名】モンテルカストナトリウム

【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩

プランルカストＤＳ１０％「日医工」 （１０％１ｇ）
両
【一般名】プランルカスト水和物

ザイザルシロップ０．０５％

プランルカストＤＳ１０％「日医工」
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プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「日医工」 （１１２．５ｍｇ１
カプセル）
両
【一般名】プランルカスト水和物

ブロニカ錠８０ （８０ｍｇ１錠）
院外
【一般名】セラトロダスト

ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 （１０ｍｇ１錠）
両
【一般名】ベポタスチンベシル酸塩

ミティキュアダニ舌下錠１００００ＪＡＵ （１００００ＪＡＵ１錠）
院外
【一般名】アレルゲンエキス

ミティキュアダニ舌下錠３３００ＪＡＵ （３３００ＪＡＵ１錠）
院外
【一般名】アレルゲンエキス

リザベンカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）
院外
【一般名】トラニラスト

リザベンドライシロップ５％ （５％１ｇ）
院外
【一般名】トラニラスト

ルパフィン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
両
【一般名】ルパタジンフマル酸塩

レミカットカプセル１ｍｇ （１ｍｇ１カプセル）
院外
【一般名】エメダスチンフマル酸塩

プランルカストＤＳ１０％「日医工」

レミカットカプセル１ｍｇ
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５．１ 生薬
５．１．０ 生薬
ウチダのゴマＭ （１０ｇ）
院外
【一般名】ゴマ

ウチダの附子 （１０ｇ）
院外
【一般名】ブシ

トチモトのアキョウ （１０ｇ）
院外
【一般名】アキョウ

トチモトのイレイセン （１０ｇ）
院外
【一般名】イレイセン

トチモトのインチンコウ （１０ｇ）
院外
【一般名】インチンコウ

トチモトのウイキョウ （１０ｇ）
院外
【一般名】ウイキョウ

トチモトのウズ （１０ｇ）
院外
【一般名】ウズ

トチモトのウバイ （１０ｇ）
院外
【一般名】ウバイ

トチモトのウヤク （１０ｇ）
院外
【一般名】ウヤク

トチモトのエンゴサク （１０ｇ）
院外
【一般名】エンゴサク

トチモトのオウギ （１０ｇ）
院外
【一般名】オウギ

トチモトのオウゴン （１０ｇ）
院外
【一般名】オウゴン

トチモトのオウバク （１０ｇ）
院外

【一般名】オウバク

トチモトのオウレン （１０ｇ）
院外
【一般名】オウレン

トチモトのオンジ （１０ｇ）
院外
【一般名】オンジ

トチモトのガイヨウ （１０ｇ）
院外
【一般名】ガイヨウ

トチモトのカシ （１０ｇ）
院外
【一般名】カシ

トチモトのカシュウ （１０ｇ）
院外
【一般名】カシュウ

トチモトのガジュツ （１０ｇ）
院外
【一般名】ガジュツ

トチモトのカッコウ （１０ｇ）
院外
【一般名】カッコウ

トチモトのカッコン （１０ｇ）
院外
【一般名】カッコン

トチモトのカッセキ （１０ｇ）
院外
【一般名】カッセキ

トチモトのカロコン （１０ｇ）
院外
【一般名】カロコン

トチモトのカロニン （１０ｇ）
院外
【一般名】カロニン

トチモトの乾姜 （１０ｇ）
院外
【一般名】カンキョウ

トチモトのカンゾウ （１０ｇ）
院外
【一般名】カンゾウ

ウチダのゴマＭ

トチモトのカンゾウ
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トチモトのキキョウ （１０ｇ）

５ 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

トチモトのコウブシ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】キキョウ

【一般名】コウブシ

トチモトのキクカ （１０ｇ）

トチモトのコウベイ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】キクカ

【一般名】コウベイ

トチモトのキジツ （１０ｇ）

トチモトのコウボク （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】キジツ

【一般名】コウボク

トチモトのキョウカツ （１０ｇ）

トチモトのコウホン （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】キョウカツ

【一般名】コウホン

トチモトのキョウニン （１０ｇ）

トチモトのゴシツ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】キョウニン

【一般名】ゴシツ

トチモトのキンギンカ （１０ｇ）

トチモトのゴシュユ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】キンギンカ

【一般名】ゴシュユ

トチモトのクコシ （１０ｇ）

トチモトのゴボウシ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】クコシ

【一般名】ゴボウシ

トチモトのクジン （１０ｇ）

トチモトのゴミシ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】クジン

【一般名】ゴミシ

トチモトのケイガイ （１０ｇ）

トチモトのサイコ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】ケイガイ

【一般名】サイコ

トチモトのケイヒ （１０ｇ）

トチモトのサイシン （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】ケイヒ

【一般名】サイシン

トチモトのケツメイシ （１０ｇ）

トチモトのサイチャ（細茶） （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】ケツメイシ

【一般名】チャヨウ

トチモトのゲンジン （１０ｇ）

トチモトのサンキライ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】ゲンジン

【一般名】サンキライ

トチモトのコウイ（膠飴） （１０ｇ）

トチモトのサンザシ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】コウイ

【一般名】サンザシ

トチモトのコウカ （１０ｇ）
院外
【一般名】コウカ
トチモトのキキョウ

トチモトのサンザシ
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５ 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

トチモトのサンシシ （１０ｇ）

５ 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

トチモトのシュクシャ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】サンシシ

【一般名】シュクシャ

トチモトのサンシュユ （１０ｇ）

トチモトのショウキョウ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】サンシュユ

【一般名】ショウキョウ

トチモトのサンショウ （１０ｇ）

トチモトのショウバク （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】サンショウ

【一般名】ショウバク

トチモトのサンソウニン （１０ｇ）

トチモトのショウマ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】サンソウニン

【一般名】ショウマ

トチモトのサンヤク （１０ｇ）

トチモトのシンイ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】サンヤク

【一般名】シンイ

トチモトのジオウ （１０ｇ）

トチモトのセッコウ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】ジオウ

【一般名】セッコウ

トチモトのシオン （１０ｇ）

トチモトのセンキュウ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】シオン

【一般名】センキュウ

トチモトのジコッピ （１０ｇ）

トチモトのゼンコ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】ジコッピ

【一般名】ゼンコ

トチモトのシコン （１０ｇ）

トチモトのセンコツ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】シコン

【一般名】センコツ

トチモトのシソシ （１０ｇ）

トチモトのセンタイ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】シソシ

【一般名】センタイ

トチモトのシツリシ （１０ｇ）

トチモトのソウジュツ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】シツリシ

【一般名】ソウジュツ

トチモトのシテイ （１０ｇ）

トチモトのソウハクヒ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】シテイ

【一般名】ソウハクヒ

トチモトのシャクヤク （１０ｇ）

トチモトのソボク （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】シャクヤク

【一般名】ソボク

トチモトのシャゼンシ （１０ｇ）
院外
【一般名】シャゼンシ
トチモトのサンシシ

トチモトのソボク
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５ 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

トチモトのソヨウ （１０ｇ）

５ 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

トチモトのテンモンドウ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】ソヨウ

【一般名】テンモンドウ

トチモトのダイオウ （１０ｇ）

トチモトのトウガシ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】ダイオウ

【一般名】トウガシ

トチモトのダイオウ末 （１０ｇ）

トチモトのトウキ （１０ｇ）

両

院外

【一般名】ダイオウ

【一般名】トウキ

トチモトのタイソウ （１０ｇ）

トチモトのトウニン （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】タイソウ

【一般名】トウニン

トチモトのダイフクヒ （１０ｇ）

トチモトのドクカツ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】ダイフクヒ

【一般名】ドクカツ

トチモトのタクシャ （１０ｇ）

トチモトのトチュウ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】タクシャ

【一般名】トチュウ

トチモトのチクジョ （１０ｇ）

トチモトのニンジン （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】チクジョ

【一般名】ニンジン

トチモトのチモ （１０ｇ）

トチモトのニンドウ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】チモ

【一般名】ニンドウ

トチモトのチョウジ （１０ｇ）

トチモトのバイモ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】チョウジ

【一般名】バイモ

トチモトのチョウトウコウ （１０ｇ）

トチモトのバクモンドウ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】チョウトウコウ

【一般名】バクモンドウ

トチモトのチョレイ （１０ｇ）

トチモトのハッカ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】チョレイ

【一般名】ハッカ

トチモトのチンピ （１０ｇ）

トチモトのハンゲ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】チンピ

【一般名】ハンゲ

トチモトのテンナンショウ （１０ｇ）

トチモトのビャクゴウ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】テンナンショウ

【一般名】ビャクゴウ

トチモトのテンマ （１ｇ）
院外
【一般名】テンマ
トチモトのソヨウ

トチモトのビャクゴウ
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５ 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

トチモトのビャクシ （１０ｇ）

５ 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

トチモトのモクツウ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】ビャクシ

【一般名】モクツウ

トチモトのビャクジュツ （１０ｇ）

トチモトのモッカ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】ビャクジュツ

【一般名】モッカ

トチモトのビワヨウ （１０ｇ）

トチモトのモッコウ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】ビワヨウ

【一般名】モッコウ

トチモトのビンロウジ （１０ｇ）

トチモトのヤクチ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】ビンロウジ

【一般名】ヤクチ

トチモトのブクリョウ （１０ｇ）

トチモトのヤクモソウ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】ブクリョウ

【一般名】ヤクモソウ

トチモトのベッコウ （１０ｇ）

トチモトのヨクイニン （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】ドベッコウ

【一般名】ヨクイニン

トチモトのボウイ （１０ｇ）

トチモトのリュウガンニク （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】ボウイ

【一般名】リュウガンニク

トチモトのボウフウ （１０ｇ）

トチモトのリュウコツ （１０ｇ）

院外

両

【一般名】ボウフウ

【一般名】リュウコツ

トチモトのボクソク （１０ｇ）

トチモトのリュウタン （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】ボクソク

【一般名】リュウタン

トチモトのボタンピ （１０ｇ）

トチモトのリョウキョウ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】ボタンピ

【一般名】リョウキョウ

トチモトのボレイ （１０ｇ）

トチモトのレンギョウ （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】ボレイ

【一般名】レンギョウ

トチモトのマオウ （１０ｇ）

トチモトのレンニク （１０ｇ）

院外

院外

【一般名】マオウ

【一般名】レンニク

トチモトのマシニン （１０ｇ）

５．２ 漢方製剤

院外

５．２．０ 漢方製剤

【一般名】マシニン

トチモトのマンケイシ （１０ｇ）
院外
【一般名】マンケイシ

ウチダの八味丸Ｍ （１０丸）
院外
【一般名】八味丸

トチモトのビャクシ

ウチダの八味丸Ｍ
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５ 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

オースギ大黄甘草湯エキスＴ錠 （１錠）

５ 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

ジュンコウ柴胡加龍骨牡蠣湯ＦＣエキス細粒医療用 （１ｇ）

院外

院外

【一般名】大黄甘草湯エキス

【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス

クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒 （１ｇ）

ツムラ安中散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

院外

【一般名】茵ちん蒿湯エキス

【一般名】安中散エキス

クラシエ乙字湯エキス細粒 （１ｇ）

ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

両

【一般名】乙字湯エキス

【一般名】茵ちん蒿湯エキス

クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 （１錠）

ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

限定

院外

【一般名】桂枝加芍薬湯エキス

【一般名】茵ちん五苓散エキス

クラシエ柴苓湯エキス細粒 （１ｇ）

ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

両

【一般名】柴苓湯エキス

【一般名】温経湯エキス

クラシエ四物湯エキス錠 （１錠）

ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

限定

両

【一般名】四物湯エキス

【一般名】温清飲エキス

クラシエ人参養栄湯エキス細粒 （１ｇ）

ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

限定

【一般名】人参養栄湯エキス

【一般名】越婢加朮湯エキス

クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 （１ｇ）

ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

両

【一般名】八味地黄丸エキス

【一般名】黄耆建中湯エキス

クラシエ補中益気湯エキス細粒 （１ｇ）

ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

両

【一般名】補中益気湯エキス

【一般名】黄連解毒湯エキス

コタロー黄連解毒湯エキスカプセル （１カプセル）

ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

院外

【一般名】黄連解毒湯エキス

【一般名】乙字湯エキス

コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 （１ｇ）

ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

両

【一般名】甘麦大棗湯エキス

【一般名】葛根湯エキス

コタロー桔梗石膏エキス細粒 （１ｇ）

ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

院外

【一般名】桔梗石膏エキス

【一般名】葛根湯加川きゅう辛夷エキス

コタロー梔子柏皮湯エキス細粒 （１ｇ）

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

院外

【一般名】梔子柏皮湯エキス

【一般名】加味帰脾湯エキス

ジュンコウ桂枝茯苓丸料ＦＣエキス細粒医療用 （１ｇ）
院外
【一般名】桂枝茯苓丸エキス
オースギ大黄甘草湯エキスＴ錠

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）
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５ 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

５ 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

ツムラ五積散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

両

院外

【一般名】加味逍遙散エキス

【一般名】五積散エキス

ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

両

【一般名】甘麦大棗湯エキス

【一般名】牛車腎気丸エキス

ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

両

【一般名】桔梗湯エキス

【一般名】呉茱萸湯エキス

ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

両

【一般名】帰脾湯エキス

【一般名】五苓散エキス

ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ柴陥湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

院外

【一般名】きゅう帰膠艾湯エキス

【一般名】柴陥湯エキス

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

両

【一般名】荊芥連翹湯エキス

【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯エキス

ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

両

【一般名】桂枝加芍薬大黄湯エキス

【一般名】柴胡桂枝乾姜湯エキス

ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

院外

【一般名】桂枝加芍薬湯エキス

【一般名】柴胡桂枝湯エキス

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

両

院外

【一般名】桂枝加朮附湯エキス

【一般名】柴朴湯エキス

ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

両

【一般名】桂枝加竜骨牡蛎湯エキス

【一般名】柴苓湯エキス

ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

院外

【一般名】桂枝湯エキス

【一般名】三黄瀉心湯エキス

ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

両

院外

【一般名】桂枝茯苓丸エキス

【一般名】酸棗仁湯エキス

ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

限定

【一般名】桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス

【一般名】三物黄ごん湯エキス

ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）
限定
【一般名】香蘇散エキス
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）

ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒（医療用）
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５ 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

５ 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

院外

【一般名】四逆散エキス

【一般名】清上防風湯エキス

ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

院外

【一般名】四物湯エキス

【一般名】清暑益気湯エキス

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

両

両

【一般名】芍薬甘草湯エキス

【一般名】清肺湯エキス

ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

両

院外

【一般名】十全大補湯エキス

【一般名】川きゅう茶調散エキス

ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

両

【一般名】十味敗毒湯エキス

【一般名】疎経活血湯エキス

ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

限定

両

【一般名】小建中湯エキス

【一般名】大黄甘草湯エキス

ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

両

院外

【一般名】小柴胡湯エキス

【一般名】大黄牡丹皮湯エキス

ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

両

【一般名】小柴胡湯加桔梗石膏エキス

【一般名】大建中湯エキス

ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

両

院外

【一般名】小青竜湯エキス

【一般名】大柴胡湯エキス

ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

院外

【一般名】小半夏加茯苓湯エキス

【一般名】大防風湯エキス

ツムラ消風散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

両

【一般名】消風散エキス

【一般名】治打撲一方エキス

ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

院外

【一般名】辛夷清肺湯エキス

【一般名】釣藤散エキス

ツムラ神秘湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

両

【一般名】神秘湯エキス

【一般名】猪苓湯エキス

ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）
両
【一般名】真武湯エキス
ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）

ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）
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ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

５ 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

限定

【一般名】猪苓湯合四物湯エキス

【一般名】半夏厚朴湯エキス

ツムラ通導散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

限定

両

【一般名】通導散エキス

【一般名】半夏瀉心湯エキス

ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

両

院外

【一般名】桃核承気湯エキス

【一般名】半夏白朮天麻湯エキス

ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

両

【一般名】当帰飲子エキス

【一般名】白虎加人参湯エキス

ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

両

【一般名】当帰建中湯エキス

【一般名】防已黄耆湯エキス

ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

両

院外

【一般名】当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス

【一般名】防風通聖散エキス

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

両

両

【一般名】当帰芍薬散エキス

【一般名】補中益気湯エキス

ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

院外

【一般名】二朮湯エキス

【一般名】麻黄湯エキス

ツムラ女神散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

院外

【一般名】女神散エキス

【一般名】麻黄附子細辛湯エキス

ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

両

院外

【一般名】人参湯エキス

【一般名】麻杏甘石湯エキス

ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

両

院外

【一般名】人参養栄湯エキス

【一般名】麻杏よく甘湯エキス

ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

院外

両

【一般名】排膿散及湯エキス

【一般名】麻子仁丸エキス

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

両

院外

【一般名】麦門冬湯エキス

【一般名】よく苡仁湯エキス

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ）
両
【一般名】八味地黄丸エキス
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用）

ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療用）
- 128 -
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５ 生薬及び漢方処方に基づく医薬品

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）
両
【一般名】抑肝散エキス

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用） （１ｇ）
両
【一般名】抑肝散加陳皮半夏エキス

ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）
両
【一般名】六君子湯エキス

ツムラ立効散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）
院外
【一般名】立効散エキス

ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）
院外
【一般名】竜胆瀉肝湯エキス

ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）
院外
【一般名】苓姜朮甘湯エキス

ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）
院外
【一般名】苓桂朮甘湯エキス

ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ）
院外
【一般名】六味丸エキス

〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒 （１ｇ）
院外
【一般名】桂枝加黄耆湯エキス

５．９ その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品
５．９．０ その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品
アコニンサン錠 （１６６．６７ｍｇ１錠）
両
【一般名】ブシ

ブシ末（調剤用）「ツムラ」 （１ｇ）
両
【一般名】ブシ

ヨクイニンエキス散「コタロー」 （１ｇ）
院外
【一般名】ヨクイニンエキス

ヨクイニンエキス錠「コタロー」 （１錠）
限定
【一般名】ヨクイニンエキス
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）

ヨクイニンエキス錠「コタロー」
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６ 病原生物に対する医薬品

６ 病原生物に対する医薬品

６ 病原生物に対する医薬品
６．１ 抗生物質製剤
６．１．１ 主としてグラム陽性菌に作用するもの
塩酸バンコマイシン散０．５ｇ＊（シオノギ） （５００ｍｇ１瓶）

バンコマイシン眼軟膏１％ （１％１ｇ）
院外
【一般名】バンコマイシン塩酸塩

院外
【一般名】バンコマイシン塩酸塩

キュビシン静注用３５０ｍｇ （３５０ｍｇ１瓶）
両
【一般名】ダプトマイシン

クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ「ＮＰ」 （６００
ｍｇ１管）
両
【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル

ダフクリア錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
限定
【一般名】フィダキソマイシン

ダラシンカプセル７５ｍｇ （７５ｍｇ１カプセル）
両
【一般名】クリンダマイシン塩酸塩

注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位 （１００万単位１瓶）
両
【一般名】ベンジルペニシリンカリウム

テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「明治」 （２００ｍｇ１瓶）
両
【一般名】テイコプラニン

バイシリンＧ顆粒４０万単位 （４０万単位１ｇ）
院外
【一般名】ベンジルペニシリンベンザチン水和物

バクトロバン鼻腔用軟膏２％ （２％１ｇ）
両
【一般名】ムピロシンカルシウム水和物

ハベカシン注射液１００ｍｇ （１００ｍｇ２ｍＬ１管）

６．１．２ 主としてグラム陰性菌に作用するもの
アザクタム注射用１ｇ （１ｇ１瓶）
両
【一般名】アズトレオナム

アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１管）
両
【一般名】アミカシン硫酸塩

アミカシン硫酸塩注射用２００ｍｇ「日医工」 （２００ｍｇ１瓶）
両
【一般名】アミカシン硫酸塩

カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 （２５０ｍｇ１カプセル）
両
【一般名】カナマイシン一硫酸塩

セフテムカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）
院外
【一般名】セフチブテン水和物

タイガシル点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）
限定
【一般名】チゲサイクリン

トブラシン注６０ｍｇ （６０ｍｇ１管）
両
【一般名】トブラマイシン

メタコリマイシンカプセル３００万単位 （３００万単位１カプセ
ル）
院外
【一般名】コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム

硫酸ポリミキシンＢ錠１００万単位「ファイザー」 （１００万単位
１錠）
両

両
【一般名】ポリミキシンＢ硫酸塩
【一般名】アルベカシン硫酸塩

６．１．３ 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 （５００ｍｇ１瓶）
両
【一般名】バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 （０．５ｇ１
瓶）
両
【一般名】バンコマイシン塩酸塩

オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ （（３７５ｍｇ）１錠）
両
【一般名】アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム

オメガシン点滴用０．３ｇ （３００ｍｇ１瓶）
両
【一般名】ビアペネム

塩酸バンコマイシン散０．５ｇ＊（シオノギ）

オメガシン点滴用０．３ｇ
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６ 病原生物に対する医薬品

６ 病原生物に対する医薬品

オラセフ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

【一般名】セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム

院外

セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「オーツカ」 （１ｇ１キット
（生理食塩液１００ｍＬ付））

【一般名】セフロキシム アキセチル

両

オラペネム小児用細粒１０％ （１００ｍｇ１ｇ）

【一般名】セファゾリンナトリウム

院外

セファゾリンナトリウム注射用０．２５ｇ「日医工」 （２５０ｍｇ１
瓶）

【一般名】テビペネム ピボキシル

クラバモックス小児用配合ドライシロップ （（６３６．５ｍｇ）１ｇ）
両
【一般名】アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム

クラフォラン注射用０．５ｇ （５００ｍｇ１瓶）
両
【一般名】セフォタキシムナトリウム

ケフラールカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル）
両
【一般名】セファクロル

ケフラール細粒小児用１００ｍｇ （１００ｍｇ１ｇ）
両
【一般名】セファクロル

ゲンタマイシン硫酸塩注射液１０ｍｇ「日医工」 （１０ｍｇ１管）
両
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０ｍｇ「日医工」 （６０ｍｇ１管）

両
【一般名】セファゾリンナトリウム

セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 （１ｇ１瓶）
両
【一般名】セファゾリンナトリウム

セフォチアム塩酸塩静注用０．２５ｇ「ＮＰ」 （２５０ｍｇ１瓶）
両
【一般名】セフォチアム塩酸塩

セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「ＮＰ」 （１ｇ１瓶）
両
【一般名】セフォチアム塩酸塩

セフォチアム塩酸塩点滴静注用１ｇバッグ「ＮＰ」 （１ｇ１キット
（生理食塩液１００ｍＬ付））
両
【一般名】セフォチアム塩酸塩

セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１
錠）

両

両

【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

ザバクサ配合点滴静注用 （（１．５ｇ）１瓶）
限定

セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒１０％「サワイ」 （１０
０ｍｇ１ｇ）
両

【一般名】セフトロザン硫酸塩・タゾバクタムナトリウム
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

サワシリンカプセル２５０ （２５０ｍｇ１カプセル）
両

セフジニルカプセル１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１カプセル）
両

【一般名】アモキシシリン水和物
【一般名】セフジニル

サワシリン細粒１０％ （１００ｍｇ１ｇ）
両

セフジニル細粒小児用１０％「サワイ」 （１００ｍｇ１ｇ）
両

【一般名】アモキシシリン水和物
【一般名】セフジニル

サワシリン錠２５０ （２５０ｍｇ１錠）
院外

セフゾンカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）
院外

【一般名】アモキシシリン水和物
【一般名】セフジニル

スルペラゾンキット静注用１ｇ （（１ｇ）１キット（生理食塩液１０
０ｍＬ付））

セフゾンカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）

両

院外

【一般名】セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム

【一般名】セフジニル

スルペラゾン静注用１ｇ （（１ｇ）１瓶）
両

オラセフ錠２５０ｍｇ

セフゾンカプセル５０ｍｇ
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ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「サワイ」 （１ｇ１瓶）

院外

両

【一般名】セフジニル

【一般名】ピペラシリンナトリウム

セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 （１ｇ１瓶）
両

ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ２ｇ「ＮＰ」 （２ｇ１キッ
ト（生理食塩液１００ｍＬ付））
両

【一般名】セフタジジム水和物
【一般名】ピペラシリンナトリウム

セフメタゾールＮａ静注用０．２５ｇ「ＮＰ」 （２５０ｍｇ１瓶）
両

ファーストシン静注用１ｇ （１ｇ１瓶）
両

【一般名】セフメタゾールナトリウム
【一般名】セフォゾプラン塩酸塩

セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 （１ｇ１瓶）
両

ファロム錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠）
両

【一般名】セフメタゾールナトリウム
【一般名】ファロペネムナトリウム水和物

タゾピペ配合静注用４．５「明治」 （（４．５ｇ）１瓶）
両

ファロムドライシロップ小児用１０％ （１００ｍｇ１ｇ）
院外

【一般名】タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム
【一般名】ファロペネムナトリウム水和物

チエペネム点滴静注用０．５ｇ （５００ｍｇ１瓶）
両

フィニバックス点滴静注用０．２５ｇ （２５０ｍｇ１瓶）
両

【一般名】イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム
【一般名】ドリペネム水和物

注射用マキシピーム１ｇ （１ｇ１瓶）
両

フィニバックス点滴静注用０．５ｇ （５００ｍｇ１瓶）
両

【一般名】セフェピム塩酸塩水和物
【一般名】ドリペネム水和物

トミロン錠１００ （１００ｍｇ１錠）
院外
【一般名】セフテラム ピボキシル

トミロン錠５０ （５０ｍｇ１錠）
院外
【一般名】セフテラム ピボキシル

パセトシンカプセル２５０ （２５０ｍｇ１カプセル）
院外
【一般名】アモキシシリン水和物

バナン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
院外
【一般名】セフポドキシム プロキセチル

バナンドライシロップ５％ （５０ｍｇ１ｇ）
院外
【一般名】セフポドキシム プロキセチル

ビクシリン注射用０．２５ｇ （２５０ｍｇ１瓶）
両
【一般名】アンピシリンナトリウム

ビクシリン注射用１ｇ （１ｇ１瓶）
両

フルマリンキット静注用１ｇ （１ｇ１キット（生理食塩液１００ｍＬ
付））
両
【一般名】フロモキセフナトリウム

フロモックス錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
院外
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

フロモックス錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）
院外
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

フロモックス小児用細粒１００ｍｇ （１００ｍｇ１ｇ）
院外
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

ホスミシンＳ静注用０．５ｇ （５００ｍｇ１瓶）
両
【一般名】ホスホマイシンナトリウム

ホスミシンＳバッグ２ｇ点滴静注用 （２ｇ１キット（５％ブドウ糖
注射液１００ｍＬ付））
両
【一般名】ホスホマイシンナトリウム

【一般名】アンピシリンナトリウム
セフゾン細粒小児用１０％

ホスミシンＳバッグ２ｇ点滴静注用
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ホスミシン錠５００ （５００ｍｇ１錠）

エリスロシンドライシロップＷ２０％ （２００ｍｇ１ｇ）

両

両

【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物

【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

ホスミシンドライシロップ４００ （４００ｍｇ１ｇ）

エリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」 （２００ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物

【一般名】エリスロマイシン

メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

クラリシッド錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】セフジトレン ピボキシル

【一般名】クラリスロマイシン

メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ （１００ｍｇ１ｇ）

クラリシッド錠５０ｍｇ小児用 （５０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】セフジトレン ピボキシル

【一般名】クラリスロマイシン

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」 （５００ｍｇ１瓶）

クラリシッド・ドライシロップ１０％小児用 （１００ｍｇ１ｇ）

両

院外

【一般名】メロペネム水和物

【一般名】クラリスロマイシン

ユナシン錠３７５ｍｇ （３７５ｍｇ１錠）

クラリス錠２００ （２００ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】スルタミシリントシル酸塩水和物

【一般名】クラリスロマイシン

ロセフィン静注用１ｇ （１ｇ１瓶）

クラリス錠５０小児用 （５０ｍｇ１錠）

両

院外

【一般名】セフトリアキソンナトリウム水和物

【一般名】クラリスロマイシン

ワイドシリン細粒２０％ （２００ｍｇ１ｇ）

クラリスドライシロップ１０％小児用 （１００ｍｇ１ｇ）

院外

院外

【一般名】アモキシシリン水和物

【一般名】クラリスロマイシン

６．１．４ 主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するも
の
アセチルスピラマイシン錠２００ （２００ｍｇ１錠）

クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「サワイ」 （１００ｍｇ１ｇ）
両
【一般名】クラリスロマイシン

院外

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」 （２００ｍｇ１錠）
【一般名】スピラマイシン酢酸エステル

エリスロシン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

両
【一般名】クラリスロマイシン

院外

ジスロマックＳＲ成人用ドライシロップ２ｇ （２ｇ１瓶）
【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩

エリスロシン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

院外
【一般名】アジスロマイシン水和物

両

ジスロマック細粒小児用１０％ （１００ｍｇ１ｇ）
【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩

エリスロシン点滴静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶）

両
【一般名】アジスロマイシン水和物

両

ジスロマック錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）
【一般名】エリスロマイシンラクトビオン酸塩

エリスロシンドライシロップ１０％ （１００ｍｇ１ｇ）

両
【一般名】アジスロマイシン水和物

院外

ジスロマック錠６００ｍｇ （６００ｍｇ１錠）
【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

院外
【一般名】アジスロマイシン水和物

ホスミシン錠５００

ジスロマック錠６００ｍｇ
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【一般名】リファンピシン

ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶）
両

硫酸ストレプトマイシン注射用１ｇ「明治」 （１ｇ１瓶）
両

【一般名】アジスロマイシン水和物

【一般名】ストレプトマイシン硫酸塩

ルリッド錠１５０ （１５０ｍｇ１錠）
両

６．１．７ 主としてカビに作用するもの
【一般名】ロキシスロマイシン

アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）
６．１．５ 主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジア
に作用するもの

両
【一般名】アムホテリシンＢ

クロロマイセチン錠２５０ （２５０ｍｇ１錠）
カンサイダス点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

院外

両
【一般名】クロラムフェニコール
【一般名】カスポファンギン酢酸塩

ビブラマイシン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
カンサイダス点滴静注用７０ｍｇ （７０ｍｇ１瓶）

院外

両
【一般名】ドキシサイクリン塩酸塩水和物
【一般名】カスポファンギン酢酸塩

ミノサイクリン塩酸塩顆粒２％「サワイ」 （２０ｍｇ１ｇ）
ファンガード点滴用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

両

両
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
【一般名】ミカファンギンナトリウム

ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１錠）
ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ （１００ｍｇ１ｍＬ）

両

両
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ
１瓶）
両

【一般名】アムホテリシンＢ

ファンギゾン注射用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）
院外

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシンカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）
院外

【一般名】アムホテリシンＢ

ブイフェンド２００ｍｇ静注用 （２００ｍｇ１瓶）
両

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシン顆粒２％ （２０ｍｇ１ｇ）
院外

【一般名】ボリコナゾール

ブイフェンド錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

ミノマイシン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ボリコナゾール

ブイフェンド錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

６．１．６ 主として抗酸菌に作用するもの
ミコブティンカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル）

【一般名】ボリコナゾール

ブイフェンドドライシロップ２８００ｍｇ （４０ｍｇ１ｍＬ（懸濁後の
内用液として））
限定

院外
【一般名】ボリコナゾール
【一般名】リファブチン

ボリコナゾール錠２００ｍｇ「トーワ」 （２００ｍｇ１錠）
リファジンカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル）

両

院外
【一般名】ボリコナゾール
【一般名】リファンピシン

ボリコナゾール錠５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１錠）
リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 （１５０ｍｇ１カプセ
ル）
両

両
【一般名】ボリコナゾール

ジスロマック錠６００ｍｇ

ボリコナゾール錠５０ｍｇ「トーワ」
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ネオイスコチン原末 （１ｇ）

６．１．９ その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含
む。）

両
【一般名】イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム水和物

ボノサップパック４００ （１シート）
院外

ヒドラ錠「オーツカ」５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシ
ン

両
【一般名】イソニアジド

ボノピオンパック （１シート）
ピラマイド原末 （１ｇ）

院外
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール

両
【一般名】ピラジナミド

ラベキュアパック４００ （１シート）
院外

６．２．４ 合成抗菌剤

【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイ
シン

アベロックス錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠）
両

ラベファインパック （１シート）

【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩

院外
【一般名】ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メトロニダゾー
ル

リフキシマ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
両

オゼックス細粒小児用１５％ （１５０ｍｇ１ｇ）
両
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

オゼックス錠１５０ （１５０ｍｇ１錠）
院外

【一般名】リファキシミン

６．２ 化学療法剤
６．２．１ サルファ剤
アザルフィジンＥＮ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）
両
【一般名】サラゾスルファピリジン

アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）
両

【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

オゼックス錠７５ （７５ｍｇ１錠）
院外
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

クラビット錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠（レボフロキサシンとし
て））
院外
【一般名】レボフロキサシン水和物

【一般名】サラゾスルファピリジン

サラゾピリン坐剤５００ｍｇ （５００ｍｇ１個）
院外

クラビット錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠（レボフロキサシンとし
て））
院外
【一般名】レボフロキサシン水和物

【一般名】サラゾスルファピリジン

グレースビット錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
サラゾピリン錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）
両

院外
【一般名】シタフロキサシン水和物

【一般名】サラゾスルファピリジン

ザイボックス錠６００ｍｇ （６００ｍｇ１錠）
６．２．２ 抗結核剤
イスコチン原末 （１ｇ）
院外
【一般名】イソニアジド

エサンブトール錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）
両
【一般名】エタンブトール塩酸塩

院外
【一般名】リネゾリド

ジェニナック錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
両
【一般名】メシル酸ガレノキサシン水和物

シタフロキサシン錠５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１錠）
両
【一般名】シタフロキサシン水和物

ボリコナゾール錠５０ｍｇ「トーワ」

シタフロキサシン錠５０ｍｇ「サワイ」
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レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ「ＤＳＥ
Ｐ」 （５００ｍｇ１００ｍＬ１キット）

シプロキサン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
院外

両

【一般名】シプロフロキサシン塩酸塩水和物

【一般名】レボフロキサシン水和物

シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「日医工」 （２００ｍｇ１錠）
６．２．５ 抗ウイルス剤

両

アイセントレス錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠）

【一般名】シプロフロキサシン塩酸塩水和物

シプロフロキサシン点滴静注３００ｍｇ／１５０ｍＬ「明治」 （３０
０ｍｇ１５０ｍＬ１袋）

両
【一般名】ラルテグラビルカリウム

両
【一般名】シプロフロキサシン

シベクトロ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

アシクロビル軟膏５％「トーワ」 （５％１ｇ）
両
【一般名】アシクロビル

限定
【一般名】テジゾリドリン酸エステル

シベクトロ点滴静注用２００ｍｇ （２００ｍｇ１瓶）

アビガン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
限定
【一般名】ファビピラビル

限定
【一般名】テジゾリドリン酸エステル

スオード錠１００ （１００ｍｇ１錠（活性本体として））

アメナリーフ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
両
【一般名】アメナメビル

院外
【一般名】プルリフロキサシン

タリビッド錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

アラセナ－Ａ点滴静注用３００ｍｇ （３００ｍｇ１瓶）
限定
【一般名】ビダラビン

院外
【一般名】オフロキサシン

トスキサシン錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠）

アラセナ－Ａ軟膏３％ （３％１ｇ）
両
【一般名】ビダラビン

院外
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

トスキサシン錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）

イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ （２０ｍｇ１キット）
両
【一般名】ラニナミビルオクタン酸エステル水和物

院外
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物

パズクロス点滴静注液５００ｍｇ （５００ｍｇ１００ｍＬ１キット）

エピビル錠１５０ （１５０ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ラミブジン

両
【一般名】パズフロキサシンメシル酸塩

リネゾリド錠６００ｍｇ「明治」 （６００ｍｇ１錠）

エプクルーサ配合錠 （１錠）
限定
【一般名】ソホスブビル・ベルパタスビル

両
【一般名】リネゾリド

リネゾリド点滴静注液６００ｍｇ「明治」 （６００ｍｇ３００ｍＬ１
袋）
両
【一般名】リネゾリド

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （５００ｍｇ１錠（レボフ
ロキサシンとして））
両
【一般名】レボフロキサシン水和物

エプジコム配合錠 （１錠）
両
【一般名】ラミブジン・アバカビル硫酸塩

エレルサ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
両
【一般名】エルバスビル

エンテカビルＯＤ錠０．５ｍｇ「サワイ」 （０．５ｍｇ１錠）
両
【一般名】エンテカビル水和物

シプロキサン錠２００ｍｇ

エンテカビルＯＤ錠０．５ｍｇ「サワイ」
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エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＥＥ」 （０．５ｍｇ１錠）

ストックリン錠６００ｍｇ （６００ｍｇ１錠）

院外

両

【一般名】エンテカビル水和物

【一般名】エファビレンツ

オセルタミビルＤＳ３％「サワイ」 （３％１ｇ）

スンベプラカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）

両

院外

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

【一般名】アスナプレビル

オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」 （７５ｍｇ１カプセル）

ゼフィックス錠１００ （１００ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

【一般名】ラミブジン

オデフシィ配合錠 （１錠）

ソバルディ錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠）

限定

両

【一般名】リルピビリン塩酸塩・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフ
マル酸塩

【一般名】ソホスブビル

ゾビラックス顆粒４０％ （４０％１ｇ）

カレトラ配合錠 （１錠）

院外

院外
【一般名】アシクロビル
【一般名】ロピナビル・リトナビル

ガンシクロビル点滴静注用５００ｍｇ「ファイザー」 （５００ｍｇ１
瓶）
両

ゾビラックス錠２００ （２００ｍｇ１錠）
院外
【一般名】アシクロビル

【一般名】ガンシクロビル

ゾビラックス錠４００ （４００ｍｇ１錠）
院外

グラジナ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
両

【一般名】アシクロビル

【一般名】グラゾプレビル水和物

ゾビラックス軟膏５％ （５％１ｇ）
院外

ゲンボイヤ配合錠 （１錠）
限定

【一般名】アシクロビル

【一般名】エルビテグラビル・コビシスタット・エムトリシタビン・テノホビル ア
ラフェナミドフマル酸塩

ゾフルーザ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
両

コペガス錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

【一般名】バロキサビル マルボキシル

院外

ゾフルーザ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

【一般名】リバビリン

両

コンビビル配合錠 （１錠）

【一般名】バロキサビル マルボキシル

限定

ダクルインザ錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠）

【一般名】ジドブジン・ラミブジン

院外

シナジス筋注液１００ｍｇ （１００ｍｇ１ｍＬ１瓶）

【一般名】ダクラタスビル塩酸塩

両

タミフルカプセル７５ （７５ｍｇ１カプセル）

【一般名】パリビズマブ（遺伝子組換え）

院外

シナジス筋注液５０ｍｇ （５０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶）

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

両

タミフルドライシロップ３％ （３％１ｇ）

【一般名】パリビズマブ（遺伝子組換え）

院外

スタリビルド配合錠 （１錠）

【一般名】オセルタミビルリン酸塩

両
【一般名】エルビテグラビル・コビシスタット・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

ツルバダ配合錠 （１錠）
両
【一般名】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

エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＥＥ」

ツルバダ配合錠
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デシコビ配合錠ＨＴ （１錠）
限定
【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

デシコビ配合錠ＬＴ （１錠）
限定
【一般名】エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

テノゼット錠３００ｍｇ （３００ｍｇ１錠）
院外
【一般名】テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

テビケイ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
限定
【一般名】ドルテグラビルナトリウム

点滴静注用ホスカビル注２４ｍｇ／ｍＬ （６ｇ２５０ｍＬ１瓶）
両
【一般名】ホスカルネットナトリウム水和物

トリーメク配合錠 （１錠）
限定
【一般名】ドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン

ノービア錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
両
【一般名】リトナビル

ハーボニー配合錠 （１錠）
両
【一般名】レジパスビル アセトン付加物・ソホスブビル

バラクルード錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）
院外
【一般名】エンテカビル水和物

バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ「モチダ」 （５００ｍｇ１包）
院外
【一般名】バラシクロビル塩酸塩

バリキサ錠４５０ｍｇ （４５０ｍｇ１錠）
両
【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩

バルトレックス顆粒５０％ （５０％１ｇ）
院外
【一般名】バラシクロビル塩酸塩

バルトレックス錠５００ （５００ｍｇ１錠）
両
【一般名】バラシクロビル塩酸塩

ビクタルビ配合錠 （１錠）
限定

６ 病原生物に対する医薬品
【一般名】ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタビン・テノホビル アラフェ
ナミドフマル酸塩

ビクロックス顆粒４０％ （４０％１ｇ）
両
【一般名】アシクロビル

ビクロックス錠２００ （２００ｍｇ１錠）
両
【一般名】アシクロビル

ビクロックスシロップ８％ （８％１ｍＬ）
院外
【一般名】アシクロビル

ビクロックス点滴静注２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１管）
両
【一般名】アシクロビル

ビラミューン錠２００ （２００ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ネビラピン

ファムビル錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ファムシクロビル

プリジスタナイーブ錠８００ｍｇ （８００ｍｇ１錠）
限定
【一般名】ダルナビル エタノール付加物

プレバイミス錠２４０ｍｇ （２４０ｍｇ１錠）
両
【一般名】レテルモビル

プレバイミス点滴静注２４０ｍｇ （２４０ｍｇ１２ｍＬ１瓶）
両
【一般名】レテルモビル

ヘプセラ錠１０ （１０ｍｇ１錠）
両
【一般名】アデホビル ピボキシル

ベムリディ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）
両
【一般名】テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

マヴィレット配合錠 （１錠）
両
【一般名】グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル

ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ （３００ｍｇ６０ｍＬ１袋）
両
【一般名】ペラミビル水和物

ツルバダ配合錠

ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ
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ジフルカンカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）

両

両

【一般名】ザナミビル水和物

【一般名】フルコナゾール

レイアタッツカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル）

ジフルカンカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）

両

院外

【一般名】アタザナビル硫酸塩

【一般名】フルコナゾール

レクシヴァ錠７００ （７００ｍｇ１錠）
院外

ジフルカンドライシロップ１４００ｍｇ （４０ｍｇ１ｍＬ（懸濁後の
内用液として））
両

【一般名】ホスアンプレナビルカルシウム水和物

レトロビルカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）
院外
【一般名】ジドブジン

レベトールカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル）
両

【一般名】フルコナゾール

ジフルカンドライシロップ３５０ｍｇ （１０ｍｇ１ｍＬ（懸濁後の内
用液として））
両
【一般名】フルコナゾール

ダイフェン配合顆粒 （１ｇ）

【一般名】リバビリン

６．２．９ その他の化学療法剤
アンコチル錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）
院外
【一般名】フルシトシン

イトラコナゾールカプセル５０ｍｇ「ＳＷ」 （５０ｍｇ１カプセル）
両
【一般名】イトラコナゾール

イトラコナゾール内用液１％「ファイザー」 （１％１ｍＬ）
両
【一般名】イトラコナゾール

イトリゾールカプセル５０ （５０ｍｇ１カプセル）
院外
【一般名】イトラコナゾール

イトリゾール内用液１％ （１％１ｍＬ）
院外
【一般名】イトラコナゾール

オラビ錠口腔用５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
院外
【一般名】ミコナゾール

クレナフィン爪外用液１０％ （１０％１ｇ）
両
【一般名】エフィナコナゾール

サムチレール内用懸濁液１５％ （７５０ｍｇ５ｍＬ１包）
両
【一般名】アトバコン

両
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

ダイフェン配合錠 （１錠）
両
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

テルビナフィン錠１２５「ＭＥＥＫ」 （１２５ｍｇ１錠）
両
【一般名】テルビナフィン塩酸塩

ネイリンカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）
両
【一般名】ホスラブコナゾール Ｌ－リシンエタノール付加物

バクタ配合顆粒 （１ｇ）
院外
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

バクタ配合錠 （１錠）
院外
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

プロジフ静注液１００ （８％１．２５ｍＬ１瓶）
両
【一般名】ホスフルコナゾール

プロジフ静注液４００ （８％５ｍＬ１瓶）
両
【一般名】ホスフルコナゾール

フロリードＦ注２００ｍｇ （１％２０ｍＬ１管）
両
【一般名】ミコナゾール

リレンザ

フロリードＦ注２００ｍｇ
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乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 （一人分１瓶（溶解液
付））

フロリードゲル経口用２％ （２％１ｇ）
両

両

【一般名】ミコナゾール

【一般名】乾燥弱毒生麻しんワクチン

ベセルナクリーム５％ （５％２５０ｍｇ１包）

サーバリックス （０．５ｍＬ１筒）

両

両

【一般名】イミキモド

【一般名】組換え沈降２価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサ
ギンウワバ細胞由来）

ラミシール錠１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１錠）
院外

ジェービックＶ （一人分１瓶（溶解液付））
両

【一般名】テルビナフィン塩酸塩

【一般名】乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

ルコナック爪外用液５％ （５％１ｇ）
院外

ニューモバックスＮＰ （０．５ｍＬ１瓶）
両

【一般名】ルリコナゾール

【一般名】肺炎球菌ワクチン

６．３ 生物学的製剤
ビケンＨＡ （１ｍＬ１瓶）

６．３．１ ワクチン類

両

アクトヒブ （１０μｇ１瓶（溶解液付））

【一般名】インフルエンザＨＡワクチン

両

ビームゲン注０．５ｍＬ （０．５ｍＬ１瓶）

【一般名】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）

両

イモバックスポリオ皮下注 （０．５ｍＬ１筒）

【一般名】組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来）

両

プレベナー１３水性懸濁注 （０．５ｍＬ１筒）

【一般名】不活化ポリオワクチン

両

エイムゲン （一人分１瓶（溶解液付））

【一般名】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）

限定

ヘプタバックス－２水性懸濁注シリンジ０．５ｍＬ （０．５ｍＬ１
筒）

【一般名】乾燥組織培養不活化Ａ型肝炎ワクチン

おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」 （一人分１瓶（溶解液
付））

両
【一般名】組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来）

両

メナクトラ筋注 （０．５ｍＬ１瓶）

【一般名】乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン

限定

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ （０．５ｍＬ１筒）
【一般名】４価髄膜炎菌ワクチン（ジフテリアトキソイド結合体）

両

ラビピュール筋注用 （１瓶（溶解液付））

【一般名】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）

両

乾燥ＢＣＧワクチン（経皮用・１人用） （一人分１管（溶解液
付））

【一般名】乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン

両

ロタリックス内用液 （１．５ｍＬ１本）
両

【一般名】乾燥ＢＣＧワクチン

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 （一人分１瓶（溶解液付））

【一般名】経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン

両
【一般名】乾燥弱毒生水痘ワクチン

乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 （一人分１瓶（溶解液
付））
両

６．３．２ 毒素及びトキソイド類
沈降破傷風トキソイド「生研」 （０．５ｍＬ１瓶）
両
【一般名】沈降破傷風トキソイド

【一般名】乾燥弱毒生風しんワクチン

フロリードゲル経口用２％

沈降破傷風トキソイド「生研」
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６．３．３ 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類

アドベイト静注用２０００ （２０００国際単位１瓶（溶解液付））

乾燥Ｅ型ボツリヌス抗毒素注射用１００００単位「ＫＭＢ」 （Ｅ型
１００００単位１瓶（溶解液付））

両
【一般名】ルリオクトコグ アルファ（遺伝子組換え）

両

アドベイト静注用２５０ （２５０国際単位１瓶（溶解液付））

【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

両

乾燥ガスえそ抗毒素「ＫＭＢ」 （各５０００単位入１瓶（溶解液
付））

【一般名】ルリオクトコグ アルファ（遺伝子組換え）

両

アドベイト静注用５００ （５００国際単位１瓶（溶解液付））
両

【一般名】乾燥ガスえそウマ抗毒素

乾燥ジフテリア抗毒素「ＫＭＢ」 （５０００単位１瓶（溶解液付））
両

【一般名】ルリオクトコグ アルファ（遺伝子組換え）

アルブミナー５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ （５％２５０ｍＬ１瓶）
両

【一般名】乾燥ジフテリアウマ抗毒素

乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「ＫＭＢ」 （（Ａ．Ｂ．Ｅ型各１万単
位Ｆ型４千単位）１瓶（溶解液付））
両

【一般名】人血清アルブミン

アンスロビンＰ５００注射用 （５００単位１瓶（溶解液付））
両

【一般名】乾燥ボツリヌスウマ抗毒素
【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビン３

乾燥まむし抗毒素「ＫＭＢ」 （各６０００単位入１瓶（溶解液
付））

イデルビオン静注用２０００ （２０００国際単位１瓶（溶解液
付））

両

限定
【一般名】乾燥まむしウマ抗毒素
【一般名】アルブトレペノナコグ アルファ（遺伝子組換え）

６．３．４ 血液製剤類

イデルビオン静注用５００ （５００国際単位１瓶（溶解液付））

ＰＰＳＢ－ＨＴ静注用５００単位「ニチヤク」 （５００国際単位１瓶
（溶解液付））
両
【一般名】乾燥人血液凝固第９因子複合体

限定
【一般名】アルブトレペノナコグ アルファ（遺伝子組換え）

イロクテイト静注用２０００ （２０００国際単位１瓶（溶解液付））
院外

アコアラン静注用１８００ （１８００国際単位１瓶（溶解液付））
両
【一般名】アンチトロンビン ガンマ（遺伝子組換え）

【一般名】エフラロクトコグ アルファ（遺伝子組換え）

イロクテイト静注用３０００ （３０００国際単位１瓶（溶解液付））
限定

アコアラン静注用６００ （６００国際単位１瓶（溶解液付））
両
【一般名】アンチトロンビン ガンマ（遺伝子組換え）

アディノベイト静注用キット２０００ （２０００国際単位１キット
（溶解液付））
両
【一般名】ルリオクトコグ アルファ ペゴル（遺伝子組換え）

アディノベイト静注用キット３０００ （３０００国際単位１キット
（溶解液付））

【一般名】エフラロクトコグ アルファ（遺伝子組換え）

オルプロリクス静注用３０００ （３０００国際単位１瓶（溶解液
付））
院外
【一般名】エフトレノナコグ アルファ（遺伝子組換え）

クロスエイトＭ５００ （５００単位１瓶（溶解液付））
院外
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第８因子

限定

ケイセントラ静注用１０００ （１０００国際単位１瓶（溶解液付））
【一般名】ルリオクトコグ アルファ ペゴル（遺伝子組換え）

アドベイト静注用１０００ （１０００国際単位１瓶（溶解液付））

両
【一般名】乾燥濃縮人プロトロンビン複合体

院外

ケイセントラ静注用５００ （５００国際単位１瓶（溶解液付））
【一般名】ルリオクトコグ アルファ（遺伝子組換え）

アドベイト静注用１５００ （１５００国際単位１瓶（溶解液付））

両
【一般名】乾燥濃縮人プロトロンビン複合体

院外
【一般名】ルリオクトコグ アルファ（遺伝子組換え）
乾燥Ｅ型ボツリヌス抗毒素注射用１００００単位「ＫＭＢ」

ケイセントラ静注用５００
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献血アルブミネート４．４％静注４．４ｇ／１００ｍＬ （１００ｍＬ１
瓶）

献血ベニロン－Ｉ静注用５０００ｍｇ （５ｇ１００ｍＬ１瓶（溶解液
付））

両

両

【一般名】加熱人血漿たん白

【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン

献血アルブミン２０％静注１０ｇ／５０ｍＬ「ニチヤク」 （２０％５
０ｍＬ１瓶）

献血ポリグロビンＮ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ （５ｇ５０ｍＬ１瓶）
限定

両

【一般名】ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン

【一般名】人血清アルブミン

抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１０００倍「ＪＢ」 （１０００倍１瓶
（溶解液付））

献血アルブミン２０％静注４ｇ／２０ｍＬ「ニチヤク」 （２０％２０
ｍＬ１瓶）

両

両

【一般名】乾燥抗Ｄ（Ｒｈｏ）人免疫グロブリン

【一般名】人血清アルブミン

コバールトリイ静注用２０００ （２０００国際単位１瓶（溶解液
付））

献血アルブミン２５「ＫＭＢ」 （２５％５０ｍＬ１瓶）
両

両

【一般名】人血清アルブミン

【一般名】オクトコグ ベータ（遺伝子組換え）

献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注０．５ｇ／５ｍＬ （５００ｍｇ５
ｍＬ１瓶）

コバールトリイ静注用３０００ （３０００国際単位１瓶（溶解液
付））

両

限定

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

【一般名】オクトコグ ベータ（遺伝子組換え）

献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注１０ｇ／１００ｍＬ （１０ｇ１００
ｍＬ１瓶）
両

コンファクトＦ注射用２５０ （２５０単位１瓶（溶解液付））
院外
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第８因子

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注２．５ｇ／２５ｍＬ （２．５ｇ２５
ｍＬ１瓶）
両

コンファクトＦ注射用５００ （５００単位１瓶（溶解液付））
院外
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第８因子

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

テタノブリンＩＨ静注１５００単位 （１５００国際単位１瓶）
両

献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ （５ｇ５０ｍＬ１
瓶）

【一般名】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

両

テタノブリンＩＨ静注２５０単位 （２５０国際単位１瓶）

【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

両

献血グロベニン－Ｉ静注用２５００ｍｇ （２．５ｇ５０ｍＬ１瓶（溶解
液付））
両
【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血グロベニン－Ｉ静注用５０００ｍｇ （５ｇ１００ｍＬ１瓶（溶解
液付））
両
【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

献血ノンスロン１５００注射用 （１５００単位１瓶（溶解液付））
両
【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビン３

献血ベニロン－Ｉ静注用２５００ｍｇ （２．５ｇ５０ｍＬ１瓶（溶解
液付））
両
【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン

【一般名】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

ノイアート静注用１５００単位 （１５００単位１瓶（溶解液付））
両
【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビン３

ノバクトＭ静注用１０００単位 （１０００単位１瓶（溶解液付））
両
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第９因子

ノボセブンＨＩ静注用５ｍｇシリンジ （５ｍｇ５ｍＬ１瓶（溶解液
付））
限定
【一般名】エプタコグ アルファ（活性型）（遺伝子組換え）

ハイゼントラ２０％皮下注１ｇ／５ｍＬ （１ｇ５ｍＬ１瓶）
限定
【一般名】ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン

献血アルブミネート４．４％静注４．４ｇ／１００ｍＬ

ハイゼントラ２０％皮下注１ｇ／５ｍＬ
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ハイゼントラ２０％皮下注４ｇ／２０ｍＬ （４ｇ２０ｍＬ１瓶）

【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）

限定

ヘムライブラ皮下注６０ｍｇ （６０ｍｇ０．４ｍＬ１瓶）
【一般名】ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン

限定

ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」 （２０００単位１００ｍＬ１
瓶）

【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）

両

ヘムライブラ皮下注９０ｍｇ （９０ｍｇ０．６ｍＬ１瓶）
限定

【一般名】人ハプトグロビン

【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）

ピリヴィジェン１０％点滴静注５ｇ／５０ｍＬ （５ｇ５０ｍＬ１瓶）
限定

ベリナートＰ静注用５００ （５００国際単位１瓶（溶解液付））
限定

【一般名】ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン

【一般名】乾燥濃縮人Ｃ１－インアクチベーター

ファイバ静注用１０００ （１０００単位２０ｍＬ１瓶（溶解液付））
限定

レフィキシア静注用２０００ （２０００国際単位１瓶（溶解液付））
限定

【一般名】乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体

【一般名】ノナコグ ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

フィブリノゲンＨＴ静注用１ｇ「ＪＢ」 （１ｇ１瓶（溶解液付））
限定

６．３．６ 混合生物学的製剤

【一般名】乾燥人フィブリノゲン

ＤＴビック （０．１ｍＬ１瓶）
両

フィブロガミンＰ静注用 （２４０国際単位１瓶（溶解液付））
両

【一般名】沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド

【一般名】ヒト血漿由来乾燥血液凝固第１３因子

テトラビック皮下注シリンジ （０．５ｍＬ１キット）

ベネフィクス静注用１０００ （１０００国際単位１瓶（溶解液付））
限定

両
【一般名】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

【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）

ベネフィクス静注用２０００ （２０００国際単位１瓶（溶解液付））
院外

ミールビック （一人分１瓶（溶解液付））
両
【一般名】乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）

６．３．９ その他の生物学的製剤

ベネフィクス静注用３０００ （３０００国際単位１瓶（溶解液付））
両
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）

ベネフィクス静注用５００ （５００国際単位１瓶（溶解液付））
限定
【一般名】ノナコグアルファ（遺伝子組換え）

ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位 （１０００単位５ｍＬ１瓶）
両
【一般名】ポリエチレングリコール処理抗ＨＢｓ人免疫グロブリン

ヘブスブリン筋注用２００単位 （２００単位１ｍＬ１瓶（溶解液
付））
両
【一般名】乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン

ヘムライブラ皮下注１０５ｍｇ （１０５ｍｇ０．７ｍＬ１瓶）
限定
【一般名】エミシズマブ（遺伝子組換え）

ヘムライブラ皮下注１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１ｍＬ１瓶）

アクテムラ点滴静注用２００ｍｇ （２００ｍｇ１０ｍＬ１瓶）
両
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ点滴静注用４００ｍｇ （４００ｍｇ２０ｍＬ１瓶）
両
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ （８０ｍｇ４ｍＬ１瓶）
両
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター （１６２ｍｇ０．
９ｍＬ１キット）
両
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

アクテムラ皮下注１６２ｍｇシリンジ （１６２ｍｇ０．９ｍＬ１筒）
院外
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）

限定
ハイゼントラ２０％皮下注４ｇ／２０ｍＬ

アクテムラ皮下注１６２ｍｇシリンジ
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ベタフェロン皮下注用９６０万国際単位 （９６０万国際単位１瓶
（溶解液付））

アボネックス筋注３０μｇペン （３０μｇ０．５ｍＬ１キット）
限定

両

【一般名】インターフェロン ベータ－１ａ（遺伝子組換え）

【一般名】インターフェロン ベータ－１ｂ（遺伝子組換え）

アボネックス筋注用シリンジ３０μｇ （３０μｇ０．５ｍＬ１筒）

ユルトミリス点滴静注３００ｍｇ （３００ｍｇ３０ｍＬ１瓶）

両

限定

【一般名】インターフェロン ベータ－１ａ（遺伝子組換え）

【一般名】ラブリズマブ（遺伝子組換え）

一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用 （（一般診断用・１
人用）０．２５μｇ１瓶（溶解液付））

６．４ 寄生動物用薬

両

６．４．１ 抗原虫剤

【一般名】精製ツベルクリン

アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ （５００ｍｇ１００ｍＬ１瓶）

イムノブラダー膀注用４０ｍｇ （４０ｍｇ１瓶（溶解液付））

両

両

【一般名】メトロニダゾール

【一般名】乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日本株）

塩酸キニーネ「ホエイ」 （１ｇ）

イムノブラダー膀注用８０ｍｇ （８０ｍｇ１瓶（溶解液付））

院外

両

【一般名】キニーネ塩酸塩水和物

【一般名】乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日本株）

スピラマイシン錠１５０万単位「サノフィ」 （１５０万国際単位１
錠）

サイモグロブリン点滴静注用２５ｍｇ （２５ｍｇ１瓶）
両

院外

【一般名】抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン

【一般名】スピラマイシン

シムレクト静注用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶（溶解液付））

バクトラミン注 （５ｍＬ１管）

両

両

【一般名】バシリキシマブ（遺伝子組換え）

【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム

スミフェロン注ＤＳ３００万ＩＵ （３００万国際単位１筒）

フラジール内服錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

両

両

【一般名】インターフェロン アルファ（ＮＡＭＡＬＷＡ）

【一般名】メトロニダゾール

スミフェロン注ＤＳ６００万ＩＵ （６００万国際単位１筒）

ベナンバックス注用３００ｍｇ （３００ｍｇ１瓶）

院外

両

【一般名】インターフェロン アルファ（ＮＡＭＡＬＷＡ）

【一般名】ペンタミジンイセチオン酸塩

ソリリス点滴静注３００ｍｇ （３００ｍｇ３０ｍＬ１瓶）

マラロン配合錠 （１錠）

限定

院外

【一般名】エクリズマブ（遺伝子組換え）

【一般名】アトバコン・プログアニル塩酸塩

フエロン注射用１００万 （１００万国際単位１瓶（溶解液付））

メファキン「ヒサミツ」錠２７５ （２７５ｍｇ１錠）

院外

院外

【一般名】インターフェロン ベータ

【一般名】メフロキン塩酸塩

フエロン注射用３００万 （３００万国際単位１瓶（溶解液付））

６．４．２ 駆虫剤

両

エスカゾール錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

【一般名】インターフェロン ベータ

院外

ペグイントロン皮下注用１００μｇ／０．５ｍＬ用 （１００μｇ１瓶
（溶解液付））
両
【一般名】ペグインターフェロン アルファ－２ｂ（遺伝子組換え）

【一般名】アルベンダゾール

コンバントリン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
両
【一般名】ピランテルパモ酸塩

アボネックス筋注３０μｇペン

コンバントリン錠１００ｍｇ
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６ 病原生物に対する医薬品

ストロメクトール錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）
両
【一般名】イベルメクチン

スミスリンローション５％ （５％１ｇ）
院外
【一般名】フェノトリン

ビルトリシド錠６００ｍｇ （６００ｍｇ１錠）
院外
【一般名】プラジカンテル

ストロメクトール錠３ｍｇ

ビルトリシド錠６００ｍｇ
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７ 治療を主目的としない医薬品

７ 治療を主目的としない医薬品
７．１ 調剤用薬
７．１．１ 賦形剤
アラビアゴム末 （１０ｇ）

ミツロウ （１０ｇ）
両
【一般名】ミツロウ

流動パラフィン「マルイシ」 （１０ｍＬ）

両

両

【一般名】アラビアゴム

乳糖「ホエイ」 （１０ｇ）

【一般名】流動パラフィン

両

７．１．３ 溶解剤

【一般名】乳糖水和物

大塚蒸留水 （２０ｍＬ１管）

バレイショデンプン原末「マルイシ」 （１０ｇ）
両

両
【一般名】注射用水

【一般名】バレイショデンプン

７．１．２ 軟膏基剤
オリブ油＊（日興製薬） （１０ｍＬ）
両
【一般名】オリブ油

サラシミツロウ「ホエイ」 （１０ｇ）
両
【一般名】サラシミツロウ

親水クリーム「ニッコー」 （１０ｇ）
両
【一般名】親水クリーム

親水ワセリン （１０ｇ）
院外
【一般名】親水ワセリン

精製ラノリン （１０ｇ）

大塚蒸留水 （１００ｍＬ１瓶）
両
【一般名】注射用水

大塚蒸留水 （５００ｍＬ１瓶）
両
【一般名】注射用水

大塚蒸留水 （１Ｌ１瓶）
両
【一般名】注射用水

注射用水バッグ「フソー」 （１Ｌ１袋）
両
【一般名】注射用水

プロピレングリコール （１０ｍＬ）
両
【一般名】プロピレングリコール

両
【一般名】精製ラノリン

単軟膏 （１０ｇ）
両
【一般名】単軟膏

白色ワセリン （１０ｇ）
両
【一般名】白色ワセリン

プラスチベース （１０ｇ）
両
【一般名】ポリエチレン樹脂・流動パラフィン

プロペト （１０ｇ）
両

７．１．４ 矯味，矯臭，着色剤
クエン酸水和物「ヨシダ」 （１０ｇ）
両
【一般名】クエン酸水和物

酒石酸「ニッコー」 （１０ｇ）
両
【一般名】酒石酸

単シロップ （１０ｍＬ）
両
【一般名】単シロップ

ハッカ油「ニッコー」 （１ｍＬ）
両
【一般名】ハッカ油

【一般名】白色ワセリン

アラビアゴム末

ハッカ油「ニッコー」
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７．１．９ その他の調剤用薬
塩化ナトリウム「日医工」 （１０ｇ）

７ 治療を主目的としない医薬品
【一般名】イオメプロール

イオメロン３５０注シリンジ１３５ｍＬ （７１．４４％１３５ｍＬ１筒）

両

両

【一般名】塩化ナトリウム

【一般名】イオメプロール

ホスコＥ－７５ （１０ｇ）

イソビスト注２４０ （５１．２６％１０ｍＬ１瓶）

両

両

【一般名】ウイテプゾール

【一般名】イオトロラン

ホスコＨ－１５ （１０ｇ）

ウログラフイン注６０％ （６０％２０ｍＬ１管）

両

両

【一般名】ウイテプゾール

【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

ホスコＳ－５５ （１０ｇ）

ウログラフイン注７６％ （７６％２０ｍＬ１管）

両

両

【一般名】ウイテプゾール

【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

７．２ 診断用薬（体外診断用医薬品を除く）
７．２．１ Ｘ線造影剤
イオパミロン注３００ （６１．２４％１００ｍＬ１瓶）
両
【一般名】イオパミドール

イオパミロン注３００ （６１．２４％２０ｍＬ１瓶）
両
【一般名】イオパミドール

イオパミロン注３００シリンジ （６１．２４％１００ｍＬ１筒）
両
【一般名】イオパミドール

イオパミロン注３７０ （７５．５２％１００ｍＬ１瓶）

オイパロミン３００注シリンジ１００ｍＬ （６１．２４％１００ｍＬ１
筒）
両
【一般名】イオパミドール

オプチレイ２４０注シリンジ１００ｍＬ （５０．９％１００ｍＬ１筒）
両
【一般名】イオベルソール

オムニパーク２４０注１０ｍＬ （５１．７７％１０ｍＬ１瓶）
両
【一般名】イオヘキソール

オムニパーク３００注シリンジ１００ｍＬ （６４．７１％１００ｍＬ１
筒）
両
【一般名】イオヘキソール

両
【一般名】イオパミドール

イオパミロン注３７０ （７５．５２％２０ｍＬ１瓶）
両
【一般名】イオパミドール

イオパミロン注３７０シリンジ （７５．５２％１００ｍＬ１筒）
両
【一般名】イオパミドール

イオパミロン注３７０シリンジ （７５．５２％５０ｍＬ１筒）
両
【一般名】イオパミドール

イオメロン３５０注１００ｍＬ （７１．４４％１００ｍＬ１瓶）
両
【一般名】イオメプロール

イオメロン３５０注２０ｍＬ （７１．４４％２０ｍＬ１瓶）
両

オムニパーク３００注シリンジ１５０ｍＬ （６４．７１％１５０ｍＬ１
筒）
両
【一般名】イオヘキソール

オムニパーク３５０注２０ｍＬ （７５．４９％２０ｍＬ１瓶）
両
【一般名】イオヘキソール

オムニパーク３５０注シリンジ７０ｍＬ （７５．４９％７０ｍＬ１筒）
両
【一般名】イオヘキソール

ビリスコピン点滴静注５０ （１０．５５％１００ｍＬ１瓶）
両
【一般名】イオトロクス酸メグルミン

リピオドール４８０注１０ｍＬ （１０ｍＬ１管）
両
【一般名】ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル

塩化ナトリウム「日医工」

リピオドール４８０注１０ｍＬ
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７ 治療を主目的としない医薬品

７ 治療を主目的としない医薬品

７．２．２ 機能検査用試薬

ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ （１８．１４３％１０ｍＬ１筒）
両

ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「タナベ」 （０．１ｍｇ１管）

【一般名】ガドキセト酸ナトリウム

両

オフサグリーン静注用２５ｍｇ （２５ｍｇ１瓶（溶解液付））

【一般名】ゴナドレリン酢酸塩

両

ＴＲＨ注０．５ｍｇ「タナベ」 （０．５ｍｇ１管）

【一般名】インドシアニングリーン

両

ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ５ｍＬ （６０．４７％５ｍＬ１
筒）

【一般名】プロチレリン

アルギニン点滴静注３０ｇ「ＡＹ」 （１０％３００ｍＬ１袋）

両

両

【一般名】ガドブトロール

【一般名】Ｌ－アルギニン塩酸塩

ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ７．５ｍＬ （６０．４７％７．
５ｍＬ１筒）

アンチレクス静注１０ｍｇ （１％１ｍＬ１管）

両

両

【一般名】ガドブトロール

【一般名】エドロホニウム塩化物

ソナゾイド注射用１６μＬ （１瓶（溶解液付））

インジゴカルミン注２０ｍｇ「ＡＦＰ」 （０．４％５ｍＬ１管）

両

両

【一般名】ペルフルブタン

【一般名】インジゴカルミン

フルオレサイト静注５００ｍｇ （１０％５ｍＬ１瓶）

グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ （１ｍｇ１瓶（溶解液付））

両

両

【一般名】フルオレセイン

【一般名】グルカゴン（遺伝子組換え）

プロハンス静注シリンジ１３ｍＬ （１３ｍＬ１筒）

ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ （２５ｍｇ１瓶（溶解液付））

両

両

【一般名】ガドテリドール

【一般名】インドシアニングリーン

膵外分泌機能検査用ＰＦＤ内服液５００ｍｇ （５％１０ｍＬ１瓶）
限定

リゾビスト注 （４４．６ｍｇ１．６ｍＬ１瓶）

注射用ＧＨＲＰ科研１００ （１００μｇ１瓶（溶解液付））

両

両

【一般名】フェルカルボトラン

【一般名】プラルモレリン塩酸塩

ヒトＣＲＨ静注用１００μｇ「タナベ」 （１００μｇ１瓶（溶解液付））
【一般名】コルチコレリン（ヒト）

両
【一般名】ガドテリドール

【一般名】ベンチロミド

両

プロハンス静注シリンジ１７ｍＬ （１７ｍＬ１筒）

レギチーン注射液５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１瓶）
両
【一般名】フェントラミンメシル酸塩

ヒルトニン０．５ｍｇ注射液 （０．５ｍｇ１管）

７．９ その他の治療を主目的としない医薬品

両

７．９．９ 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
【一般名】プロチレリン酒石酸塩水和物

Ｄ－ソルビトール原末「マルイシ」 （１０ｇ）
メトピロンカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル）

院外

限定
【一般名】Ｄ－ソルビトール
【一般名】メチラポン

アデノスキャン注６０ｍｇ （６０ｍｇ２０ｍＬ１瓶）
７．２．９ その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ （１８．１４３％５ｍＬ１筒）

両
【一般名】アデノシン

両
【一般名】ガドキセト酸ナトリウム
ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「タナベ」

アデノスキャン注６０ｍｇ
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アロンアルフアＡ「三共」 （０．５ｇ１管）
両
【一般名】シアノアクリレート

タイロゲン筋注用０．９ｍｇ （０．９ｍｇ１瓶）
限定
【一般名】ヒトチロトロピン アルファ（遺伝子組換え）

チャンピックス錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）
院外
【一般名】バレニクリン酒石酸塩

チャンピックス錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）
院外
【一般名】バレニクリン酒石酸塩

ニコチネルＴＴＳ１０ （（１７．５ｍｇ）１０平方ｃｍ１枚）
院外
【一般名】ニコチン

ニコチネルＴＴＳ２０ （（３５ｍｇ）２０平方ｃｍ１枚）
院外
【一般名】ニコチン

ニコチネルＴＴＳ３０ （（５２．５ｍｇ）３０平方ｃｍ１枚）
院外
【一般名】ニコチン

ミオテクター冠血管注 （１瓶１管１組）
両
【一般名】塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤

ミリプラ用懸濁用液４ｍＬ （４ｍＬ１管）
両
【一般名】ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル

アロンアルフアＡ「三共」

ミリプラ用懸濁用液４ｍＬ
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８ 麻薬

８ 麻薬

８ 麻薬
８．１ アルカロイド系麻薬（天然麻薬）
８．１．１ あへんアルカロイド系麻薬
ＭＳコンチン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
両
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

ＭＳコンチン錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）
両
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

アヘンチンキ「第一三共」 （１０％１ｍＬ）
両
【一般名】アヘンチンキ

アンペック坐剤１０ｍｇ （１０ｍｇ１個）
両
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

アンペック坐剤２０ｍｇ （２０ｍｇ１個）
両
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

オキシコドン注射液１０ｍｇ「第一三共」 （１％１ｍＬ１管）
両
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコドン注射液５０ｍｇ「第一三共」 （１％５ｍＬ１管）
両
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンＴＲ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
両
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンＴＲ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）
両
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）
両
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
両
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散１０ｍｇ （１０ｍｇ１包）
両
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１包）
両

【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散２０ｍｇ （２０ｍｇ１包）
両
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散５ｍｇ （５ｍｇ１包）
両
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物

オプソ内服液１０ｍｇ （１０ｍｇ５ｍＬ１包）
両
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

オプソ内服液５ｍｇ （５ｍｇ２．５ｍＬ１包）
両
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

コデインリン酸塩散１０％「第一三共」 （１０％１ｇ）
両
【一般名】コデインリン酸塩水和物

ナルサス錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）
両
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルサス錠６ｍｇ （６ｍｇ１錠）
両
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）
両
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）
両
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

パシーフカプセル３０ｍｇ （３０ｍｇ１カプセル）
院外
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

パシーフカプセル６０ｍｇ （６０ｍｇ１カプセル）
両
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 （１０ｍｇ１錠）
両
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 （１ｇ）
両
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

ＭＳコンチン錠１０ｍｇ

モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末
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８ 麻薬

８ 麻薬

モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「シオノギ」 （１％１ｍＬ１管）

【一般名】フェンタニル

両

デュロテップＭＴパッチ４．２ｍｇ （４．２ｍｇ１枚）
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩注射液２００ｍｇ「シオノギ」 （４％５ｍＬ１管）

院外
【一般名】フェンタニル

両

デュロテップＭＴパッチ８．４ｍｇ （８．４ｍｇ１枚）
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物

モルペス細粒２％ （２％１ｇ）

院外
【一般名】フェンタニル

両

フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」 （０．００５％２ｍＬ１管）
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

モルペス細粒６％ （６％１ｇ）

両
【一般名】フェンタニルクエン酸塩

両

フェントステープ０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１枚）
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物

８．１．２ コカアルカロイド系製剤
コカイン塩酸塩「タケダ」原末 （１ｇ）

両
【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ１ｍｇ （１ｍｇ１枚）

両

両

【一般名】コカイン塩酸塩

【一般名】フェンタニルクエン酸塩

８．２ 非アルカロイド系麻薬
８．２．１ 合成麻薬
アブストラル舌下錠１００μｇ （１００μｇ１錠）
両
【一般名】フェンタニルクエン酸塩

アブストラル舌下錠２００μｇ （２００μｇ１錠）
両
【一般名】フェンタニルクエン酸塩

アブストラル舌下錠４００μｇ （４００μｇ１錠）
両
【一般名】フェンタニルクエン酸塩

タペンタ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）
両
【一般名】タペンタドール塩酸塩

タペンタ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
両
【一般名】タペンタドール塩酸塩

フェントステープ２ｍｇ （２ｍｇ１枚）
両
【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ４ｍｇ （４ｍｇ１枚）
両
【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ６ｍｇ （６ｍｇ１枚）
両
【一般名】フェンタニルクエン酸塩

フェントステープ８ｍｇ （８ｍｇ１枚）
両
【一般名】フェンタニルクエン酸塩

メサペイン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
院外
【一般名】メサドン塩酸塩

メサペイン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
限定
【一般名】メサドン塩酸塩

デュロテップＭＴパッチ１２．６ｍｇ （１２．６ｍｇ１枚）
院外
【一般名】フェンタニル

デュロテップＭＴパッチ１６．８ｍｇ （１６．８ｍｇ１枚）
院外
【一般名】フェンタニル

デュロテップＭＴパッチ２．１ｍｇ （２．１ｍｇ１枚）
院外
モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「シオノギ」

メサペイン錠５ｍｇ
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五 十 音 順 索 引

五十音順索引
０

Ｍ

０．０２ｗ／ｖ％マスキン水 （０．０２％１０ｍＬ）

72

ＭＤＳコーワ錠３００ （３００ｍｇ１錠）

44

０．１ｗ／ｖ％マスキン水 （０．１％１０ｍＬ）

72

ＭＳ温シップ「タカミツ」 （１０ｇ）

74

１
１％塩酸プロカイン注射液「ニッシン」 （１％５ｍＬ１管）

21

１％ディプリバン注－キット （２００ｍｇ２０ｍＬ１筒）

1

１％ディプリバン注－キット （５００ｍｇ５０ｍＬ１筒）

1

１０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 （１０％１０ｇ）

78

２０％マンニットール注射液「ＹＤ」 （２０％３００ｍＬ１瓶）

45

２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 （２５ｍｇ１錠）

82
1

５
５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 （５％１０ｇ）

78

５％ヒビテン液 （５％１０ｍＬ）

72

５－ＦＵ錠１００協和 （１００ｍｇ１錠）

107

５－ＦＵ錠５０協和 （５０ｍｇ１錠）

107

５－ＦＵ軟膏５％協和 （５％１ｇ）

107

５ｍｃｇチロナミン錠 （５μｇ１錠）

63

５ｍｇコントール錠 （５ｍｇ１錠）
５ｍｇセルシン錠 （５ｍｇ１錠）

150

ＭＳ冷シップ「タカミツ」 （１０ｇ）

74

Ｐ
ＰＬ配合顆粒 （１ｇ）

19
141

Ｓ
ＳＧ配合顆粒 （１ｇ）

7

Ｓ・Ｍ配合散 （１ｇ）

57

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 （０．２５ｍｇ１錠）

59

Ｔ
ＴＲＨ注０．５ｍｇ「タナベ」 （０．５ｍｇ１管）

148

あ
アイオピジンＵＤ点眼液１％ （１％０．１ｍＬ１個）

24

アイクルシグ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

110

1

アイセントレス錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠）

136

1

アイトロール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
アイトロール錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

７
７０％消毒用イソプロパノール「ニッコー」 （７０％１０ｍＬ）

150

ＭＳコンチン錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

ＰＰＳＢ－ＨＴ静注用５００単位「ニチヤク」 （５００国際単位１
瓶（溶解液付））

２

２ｍｇセルシン錠 （２ｍｇ１錠）

ＭＳコンチン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

72

Ａ

41
41

アイピーディカプセル１００ （１００ｍｇ１カプセル）

116

アイピーディドライシロップ５％ （５％１ｇ）

116

アイファガン点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ）

24
24

ＡＺ含嗽用配合細粒「ＮＰ」 （０．１％１ｇ）

51

アイベータ配合点眼液 （１ｍＬ）

ＡＺ点眼液０．０２％ （０．０２％５ｍＬ１瓶）

24

アイミクス配合錠ＨＤ （１錠）

35

アイミクス配合錠ＬＤ （１錠）

35

143

アイリーア硝子体内注射液４０ｍｇ／ｍＬ （２ｍｇ０．０５ｍＬ
１瓶）

24

116

アイリーア硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ （２ｍｇ０．０
５ｍＬ１筒）

24

亜鉛華（１０％）単軟膏「ヨシダ」 （１０ｇ）

74

亜鉛華デンプン「コザカイ・Ｍ」 （１０ｇ）

74

亜鉛華軟膏「ニッコー」 （１０ｇ）

74

Ｄ
ＤＴビック （０．１ｍＬ１瓶）
ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠６ｍｇ「武田テ
バ」 （６ｍｇ１錠）
Ｄ－ソルビトール原末「マルイシ」 （１０ｇ）

148

Ｅ
ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ （１８．１４３％１０ｍＬ１筒）

148

アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ （２０％２５ｇ１個）

46

ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ （１８．１４３％５ｍＬ１筒）

148

アーガメイト８９．２９％顆粒５．６ｇ （８９．２９％１ｇ）

46

44

アカルディカプセル１．２５ （１．２５ｍｇ１カプセル）

31

アキネトン細粒１％ （１％１ｇ）

10

アキネトン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

10

アキネトン注射液５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管）

10

アクアチムクリーム１％ （１％１ｇ）

73

アクアチム軟膏１％ （１％１ｇ）

73

アクアチムローション１％ （１％１ｍＬ）

73

ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル）
Ｈ
ＨＣＧモチダ筋注用３千単位 （３０００単位１管）

62

ＨＣＧモチダ筋注用５千単位 （５０００単位１管）

62

ＨＭＧ筋注用１５０単位「Ｆ」 （１５０単位１管（溶解液付））

62

Ｋ
ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 （１モル２０ｍＬ１キット）

87

アクチット輸液 （５００ｍＬ１袋）

Ｌ
ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「タナベ」 （０．１ｍｇ１管）

アクタリット錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１錠）

148

7
87

アクテムラ点滴静注用２００ｍｇ （２００ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

143

アクテムラ点滴静注用４００ｍｇ （４００ｍｇ２０ｍＬ１瓶）

143

(3)

五十音順索引
アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ （８０ｍｇ４ｍＬ１瓶）

143

アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター （１６２ｍｇ
０．９ｍＬ１キット）

143

アクテムラ皮下注１６２ｍｇシリンジ （１６２ｍｇ０．９ｍＬ１筒）

143

アクトシン軟膏３％ （３％１ｇ）

80

アクトス錠１５ （１５ｍｇ１錠）

97

アクトス錠３０ （３０ｍｇ１錠）

97

アスピリン「ホエイ」 （１０ｇ）

7

アスペノンカプセル２０ （２０ｍｇ１カプセル）

32

アスペノン静注用１００ （１００ｍｇ１０ｍＬ１管）

32

アスベリン散１０％ （１０％１ｇ）

49

アスベリン錠１０ （１０ｍｇ１錠）

49

アスベリン錠２０ （２０ｍｇ１錠）

49

アスベリンシロップ０．５％ （０．５％１０ｍＬ）

49
52

アクトネル錠１７．５ｍｇ （１７．５ｍｇ１錠）

100

アクトネル錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

100

アズマネックスツイストヘラー１００μｇ６０吸入 （６ｍｇ１キッ
ト（１００μｇ））

アクトネル錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）

100

アクトヒブ （１０μｇ１瓶（溶解液付））

140

アズマネックスツイストヘラー２００μｇ６０吸入 （１２ｍｇ１
キット（２００μｇ））

52

アクプラ静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

アズレンうがい液４％「ケンエー」 （４％１ｍＬ）

110

51

アクラシノン注射用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶）

アズロキサ顆粒２．５％ （２．５％１ｇ）

109

54

アグリリンカプセル０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１カプセル）

アズロキサ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

110

54

73

アセチルシステイン内用液１７．６％「あゆみ」 （１７．６％１
ｍＬ）

94

73

アセチルスピラマイシン錠２００ （２００ｍｇ１錠）

アクロマイシン軟膏３％ （３０ｍｇ１ｇ）
アクロマイシン末 （１ｇ）
アコアラン静注用１８００ （１８００国際単位１瓶（溶解液
付））

141

アコアラン静注用６００ （６００国際単位１瓶（溶解液付））

141

アコニンサン錠 （１６６．６７ｍｇ１錠）

129

アコファイド錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
アザクタム注射用１ｇ （１ｇ１瓶）
アサコール錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠）

59
130
59

アザニン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

100

アザルフィジンＥＮ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

135

アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）

135

アシクロビル眼軟膏３％「ニットー」 （３％１ｇ）

24

アシクロビル軟膏５％「トーワ」 （５％１ｇ）

136

アシテアダニ舌下錠１００単位（ＩＲ） （１００ＩＲ１錠）

116

アシテアダニ舌下錠３００単位（ＩＲ） （３００ＩＲ１錠）

116

アシノン錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠）

54

アシノン錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）

54

アジルバ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

35

アジルバ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

35

アジルバ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

35

アジレクト錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

10

アジレクト錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

10

アスタット外用液１％ （１％１ｍＬ）

78

アスタットクリーム１％ （１％１ｇ）

78

アスタット軟膏１％ （１％１ｇ）

78

アストフィリン配合錠 （１錠）

48

アストミン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

48

アズノールＳＴ錠口腔用５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

59

アズノールうがい液４％ （４％１ｍＬ）

51

アズノール錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

54

アズノール軟膏０．０３３％ （０．０３３％１０ｇ）

74

アスパラ－ＣＡ錠２００ （１錠）

84

アスパラカリウム散５０％ （５０％１ｇ）

84

アスパラカリウム錠３００ｍｇ （３００ｍｇ１錠）

84

アスパラカリウム注１０ｍＥｑ （１７．１２％１０ｍＬ１管）

84

133

アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「マルイシ」 （２００ｍｇ１錠）

7

アセトアミノフェン錠３００ｍｇ「マルイシ」 （３００ｍｇ１錠）

7

アセトアミノフェン錠５００ｍｇ「マルイシ」 （５００ｍｇ１錠）
アセトキープ３Ｇ注 （５００ｍＬ１瓶）

7
87

アゼプチン錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

116

アゼプチン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

116

アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ （１０００ｍｇ１００ｍＬ１袋）

7

アゼルニジピン錠１６ｍｇ「タナベ」 （１６ｍｇ１錠）

35

アセレンド注１００μｇ （１００μｇ２ｍＬ１瓶）

84

アゾセミド錠６０ｍｇ「ＪＧ」 （６０ｍｇ１錠）

34

アゾルガ配合懸濁性点眼液 （１ｍＬ）

24

アダプチノール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

25

アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル）

12

アタラックス－Ｐカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）

12

アタラックス－Ｐシロップ０．５％ （０．５％１ｍＬ）

12

アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） （２．５％１ｍＬ１管）

12

アタラックス錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

12

アダラートＣＲ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

41

アダラートＣＲ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

41

アダラートＣＲ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

41

アダラートＬ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

41

アダラートＬ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

42

アダラートカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル）

42

アダラートカプセル５ｍｇ （５ｍｇ１カプセル）

42

アーチスト錠１．２５ｍｇ （１．２５ｍｇ１錠）

36

アーチスト錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

36

アーチスト錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

36

アーチスト錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

36

アディノベイト静注用キット２０００ （２０００国際単位１キット
（溶解液付））

141

アディノベイト静注用キット３０００ （３０００国際単位１キット
（溶解液付））

141

アデカット１５ｍｇ錠 （１５ｍｇ１錠）

36

アデカット３０ｍｇ錠 （３０ｍｇ１錠）

36

アデスタンクリーム１％ （１％１ｇ）

78

(4)

五十音順索引
アデスタン腟錠３００ｍｇ （３００ｍｇ１個）

70

アニュイティ２００μｇエリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット）

アテディオ配合錠 （１錠）

36

アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ （５００ｍｇ１００ｍＬ１瓶）

アデノスキャン注６０ｍｇ （６０ｍｇ２０ｍＬ１瓶）

52
144

148

アノーロエリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット）

49

アデホス－Ｌコーワ注２０ｍｇ （２０ｍｇ１管）

100

アノーロエリプタ７吸入用 （７吸入１キット）

49

アデホス－Ｌコーワ注４０ｍｇ （４０ｍｇ１管）

100

アデホスコーワ顆粒１０％ （１０％１ｇ）

100

アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ （１００ｍｇ４ｍＬ１
瓶）

110

アデホスコーワ腸溶錠２０ （２０ｍｇ１錠）

100

アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ （４００ｍｇ１６ｍＬ
１瓶）

110

46

アバプロ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

アデムパス錠１．０ｍｇ （１ｍｇ１錠）

46

アビガン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

136

アデラビン９号注１ｍＬ （１ｍＬ１管）

87

アービタックス注射液１００ｍｇ （１００ｍｇ２０ｍＬ１瓶）

110
66
66

アデムパス錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

36

アピドラ注１００単位／ｍＬ （１００単位１ｍＬバイアル）

アテレック錠２０ （２０ｍｇ１錠）

36

アピドラ注カート （３００単位１筒）

アテレック錠５ （５ｍｇ１錠）

アテレック錠１０ （１０ｍｇ１錠）

36

36

アピドラ注ソロスター （３００単位１キット）

アーテン散１％ （１％１ｇ）

10

アフィニトール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

110

アーテン錠（２ｍｇ） （２ｍｇ１錠）

10

アブストラル舌下錠１００μｇ （１００μｇ１錠）

151
151

66

52

アブストラル舌下錠２００μｇ （２００μｇ１錠）

アドエア１００ディスカス６０吸入用 （６０ブリスター１キット）

52

アブストラル舌下錠４００μｇ （４００μｇ１錠）

151

アドエア１２５エアゾール１２０吸入用 （１２．０ｇ１瓶）

アドエア１００ディスカス２８吸入用 （２８ブリスター１キット）

52

アフタゾロン口腔用軟膏０．１％ （０．１％１ｇ）

59

アドエア２５０ディスカス２８吸入用 （２８ブリスター１キット）

52

アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ （２５μｇ１錠）

59

アドエア２５０ディスカス６０吸入用 （６０ブリスター１キット）

52

アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）

アドエア５００ディスカス２８吸入用 （２８ブリスター１キット）

52

アドエア５００ディスカス６０吸入用 （６０ブリスター１キット）

アプリンジン塩酸塩カプセル２０ｍｇ「ＮＰ」 （２０ｍｇ１カプセ
ル）

32

52

アプレース細粒２０％ （２０％１ｇ）

アドエア５０エアゾール１２０吸入用 （１２．０ｇ１瓶）

54

52

アプレース錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

アドシルカ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

54

46

アプレゾリン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

アトーゼット配合錠ＨＤ （１錠）

36

44

アプレゾリン注射用２０ｍｇ （２０ｍｇ１管）

アトーゼット配合錠ＬＤ （１錠）

36

44
110

アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「サワイ」 （１２５ｍｇ１カプセ
ル）

59

アドセトリス点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

109

91

アプレピタントカプセル８０ｍｇ「サワイ」 （８０ｍｇ１カプセル）

アドソルビン原末 （１０ｇ）

58

アベロックス錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠）

135

アドナ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

88

アヘンチンキ「第一三共」 （１０％１ｍＬ）

150

アドナ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

88

アポカイン皮下注３０ｍｇ （３０ｍｇ３ｍＬ１筒）

アトニン－Ｏ注５単位 （５単位１管）

62

アボネックス筋注３０μｇペン （３０μｇ０．５ｍＬ１キット）

144

74

アボネックス筋注用シリンジ３０μｇ （３０μｇ０．５ｍＬ１筒）

144

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 （５００ｍＬ１キット）

アドフィードパップ４０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

59

10

アドベイト静注用１０００ （１０００国際単位１瓶（溶解液付））

141

アボビスカプセル５０ （５０ｍｇ１カプセル）

アドベイト静注用１５００ （１５００国際単位１瓶（溶解液付））

141

アポプロン錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠）

36

141

アボルブカプセル０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１カプセル）

66

141

アマージ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

41

141

アマリール０．５ｍｇ錠 （０．５ｍｇ１錠）

97
97

アドベイト静注用２０００ （２０００国際単位１瓶（溶解液付））
アドベイト静注用２５０ （２５０国際単位１瓶（溶解液付））
アドベイト静注用５００ （５００国際単位１瓶（溶解液付））

23

アトラント外用液１％ （１％１ｍＬ）

78

アマリール１ｍｇ錠 （１ｍｇ１錠）

アトラントクリーム１％ （１％１ｇ）

78

アマリール３ｍｇ錠 （３ｍｇ１錠）

97

78

アマンタジン塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１錠）

10

44

アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ１錠）

10

アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 （０．１％１ｍＬ１筒）

63

アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 （１５０ｍｇ３ｍＬ１
管）

32

アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 （０．０５％１ｍＬ１
筒）

23

アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 （１００ｍｇ１錠）

32

アトラント軟膏１％ （１％１ｇ）
アトルバスタチン錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠）

23

アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ「ＴＥ」 （５０ｍｇ１錠）

アナフラニール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

12

アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１管）

130

アナフラニール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

12

アミカシン硫酸塩注射用２００ｍｇ「日医工」 （２００ｍｇ１瓶）

130

アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ （２５ｍｇ１管）

12

アミサリン錠１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１錠）

32

アニュイティ１００μｇエリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット）

52

アミサリン錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

32

アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ「タナベ」 （０．０５％１ｍＬ１管）

(5)

32

五十音順索引
アミサリン注１００ｍｇ （１０％１ｍＬ１管）

32

アルスロマチック関節手術用灌流液 （３Ｌ１袋）

91

アミティーザカプセル１２μｇ （１２μｇ１カプセル）

58

アルダクトンＡ細粒１０％ （１０％１ｇ）

34

アミティーザカプセル２４μｇ （２４μｇ１カプセル）

58

アルダクトンＡ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

34

アミノレバンＥＮ配合散 （１０ｇ）

86

アルダクトンＡ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

34

アミノレバン点滴静注 （２００ｍＬ１袋）

86

アルタットカプセル３７．５ｍｇ （３７．５ｍｇ１カプセル）

54

アミパレン輸液 （２００ｍＬ１袋）

54

86

アルタットカプセル７５ｍｇ （７５ｍｇ１カプセル）

アミユー配合顆粒 （２．５ｇ１包）

86

アルタット細粒２０％ （２０％１ｇ）

アムノレイク錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

110

アムバロ配合ＯＤ錠「ファイザー」 （１錠）
アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）
アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （２．５ｍｇ１錠）

アルツディスポ関節注２５ｍｇ （１％２．５ｍＬ１筒）

54
100

36

アルドメット錠２５０ （２５０ｍｇ１錠）

36

134

アルピニー坐剤５０ （５０ｍｇ１個）

7

42

アルファロールカプセル０．２５μｇ （０．２５μｇ１カプセル）

82

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （５ｍｇ１錠）

42

アルファロールカプセル０．５μｇ （０．５μｇ１カプセル）

82

アムロジンＯＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

42

アルファロールカプセル１μｇ （１μｇ１カプセル）

82

アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

42

アルファロール散１μｇ／ｇ （１μｇ１ｇ）

82

アムロジンＯＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

42

アルファロール内用液０．５μｇ／ｍＬ （０．５μｇ１ｍＬ）

82

アムロジン錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

42

アムロジン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

42

アルブミナー５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ （５％２５０ｍＬ１
瓶）

アメナリーフ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

136

アモキサンカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル）

12

アモキサンカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル）

12

アモバン錠１０ （１０ｍｇ１錠）

1

アモバン錠７．５ （７．５ｍｇ１錠）

1

アラセナ－Ａ点滴静注用３００ｍｇ （３００ｍｇ１瓶）

136

アラセナ－Ａ軟膏３％ （３％１ｇ）

136

アラノンジー静注用２５０ｍｇ （２５０ｍｇ５０ｍＬ１瓶）

107

アラバ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

100

アラバ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

100

アラバ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

100

アラビアゴム末 （１０ｇ）

146

アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用 （３ｍｇ６ｇ１キット）

29

アリクストラ皮下注１．５ｍｇ （１．５ｍｇ０．３ｍＬ１筒）

89

アリクストラ皮下注２．５ｍｇ （２．５ｍｇ０．５ｍＬ１筒）

89

アリセプトＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

19

アリセプトＤ錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）

19

アリセプトＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

19

アリセプト細粒０．５％ （０．５％１ｇ）

19

アリセプト錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）

19

アリセプト錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

19

アリセプトドライシロップ１％ （１％１ｇ）

19

アリナミンＦ１００注 （１００ｍｇ２０ｍＬ１管）

82

アリミデックス錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

111

アリムタ注射用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）

108

アリムタ注射用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶）

108

アルギＵ配合顆粒 （１ｇ）

100

アルギニン点滴静注３０ｇ「ＡＹ」 （１０％３００ｍＬ１袋）

148

アルケラン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

107

アルケラン静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶（溶解液付））

107

アルサルミン細粒９０％ （９０％１ｇ）

54

アルサルミン内用液１０％ （１０％１ｍＬ）

54

アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」 （０．４ｍｇ１錠）

141
1

アルプロスタジル注１０μｇ「サワイ」 （１０μｇ２ｍＬ１管）

46

アルプロスタジル注５μｇ「サワイ」 （５μｇ１ｍＬ１管）

46

アルボ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
アルボ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

7
7

アルメタ軟膏 （０．１％１ｇ）

74

アルロイドＧ顆粒溶解用６７％ （１ｇ）

54

アルロイドＧ内用液５％ （１０ｍＬ）

54

アルロイヤー点鼻液５０μｇ （８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶）

29

アレギサール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

116

アレギサール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

116

アレギサール点眼液０．１％ （５ｍｇ５ｍＬ１瓶）

25

アレギサールドライシロップ０．５％ （０．５％１ｇ）

117

アレグラ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

117

アレグラ錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠）

117

アレサガテープ４ｍｇ （４ｍｇ１枚）

117

アレサガテープ８ｍｇ （８ｍｇ１枚）

117

アレジオンＬＸ点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ）

25

アレジオン錠１０ （１０ｍｇ１錠）

117

アレジオン錠２０ （２０ｍｇ１錠）

117

アレジオン点眼液０．０５％ （０．０５％１ｍＬ）

25

アレジオンドライシロップ１％ （１％１ｇ）

117

アレセンサカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル）

111

アレビアチン散１０％ （１０％１ｇ）

4

アレビアチン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

4

アレビアチン注２５０ｍｇ （５％５ｍＬ１管）

4

アレベール吸入用溶解液０．１２５％ （０．１２５％１ｍＬ）

49

アレロックＯＤ錠５ （５ｍｇ１錠）

117

アレロック顆粒０．５％ （０．５％１ｇ）

117

アレロック錠５ （５ｍｇ１錠）

117

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「トーワ」 （３５ｍｇ１錠）

100

アレンドロン酸錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠）

100

(6)

五十音順索引
アロキシ点滴静注バッグ０．７５ｍｇ （０．７５ｍｇ５０ｍＬ１
袋）

59

アローゼン顆粒 （１ｇ）

58

アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 （１０ｍｇ１錠）

32

アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１錠）

32

アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 （１０ｍｇ１錠）

32

アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＰ」 （５ｍｇ１錠）

32

アロフト錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

23

アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１錠）

95

アロマシン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

111

アロンアルフアＡ「三共」 （０．５ｇ１管）

149

アンカロン錠１００ （１００ｍｇ１錠）
アンコチル錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）

32
139

イグザレルト錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

89

イグザレルト錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

89

イクスタンジ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

111

イクスタンジ錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠）

111

イクセロンパッチ１３．５ｍｇ （１３．５ｍｇ１枚）

19

イクセロンパッチ１８ｍｇ （１８ｍｇ１枚）

19

イクセロンパッチ４．５ｍｇ （４．５ｍｇ１枚）

19

イクセロンパッチ９ｍｇ （９ｍｇ１枚）

20

イーケプラ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

4

イーケプラ錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）

4

イーケプラ点滴静注５００ｍｇ （５００ｍｇ５ｍＬ１瓶）

4

イーケプラドライシロップ５０％ （５０％１ｇ）
イスコチン原末 （１ｇ）

4
135

アンサー皮下注２０μｇ （２０μｇ１ｍＬ１管（Ｄ－アラビノー
ス換算量として））

91

イソジン液１０％ （１０％１０ｍＬ）

72

アンジュ２８錠 （（２８日分）１組）

70

イソジンガーグル液７％ （７％１ｍＬ）

51

イソジンゲル１０％ （１０％１０ｇ）

72

イソジンシュガーパスタ軟膏 （１ｇ）

80

イソジンスクラブ液７．５％ （７．５％１０ｍＬ）

72

アンスロビンＰ５００注射用 （５００単位１瓶（溶解液付））
安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」 （１ｇ）
アンチレクス静注１０ｍｇ （１％１ｍＬ１管）

141
31
148

アンテベートクリーム０．０５％ （０．０５％１ｇ）

74

イソソルビド内用液７０％「ＣＥＯ」 （７０％１ｍＬ）

34

アンテベート軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ）

74

アンテベートローション０．０５％ （０．０５％１ｇ）

74

イソソルビド内用液７０％分包３０ｍＬ「ＣＥＯ」 （７０％３０ｍ
Ｌ１包）

34
34

アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ （１００ｍｇ１個）

7

イソソルビド内用液７０％分包４０ｍＬ「ＣＥＯ」 （７０％４０ｍ
Ｌ１包）

アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ （２００ｍｇ１個）

7

イソバイドシロップ７０％ （７０％１ｍＬ）

34

7

イソバイドシロップ７０％分包２０ｍＬ （７０％２０ｍＬ１包）

34

91

イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ （７０％３０ｍＬ１包）

34

アンプラーグ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

91

イソビスト注２４０ （５１．２６％１０ｍＬ１瓶）

147

アンプリット錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

13

イソプリノシン錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠）

100

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」 （１５ｍｇ１錠）

48

イソミタール原末 （１ｇ）

アンヒバ坐剤小児用５０ｍｇ （５０ｍｇ１個）
アンプラーグ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「サワイ」 （４５
ｍｇ１錠）

イダマイシン静注用５ｍｇ （５ｍｇ１瓶）
48

アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．３％「タイヨー」
（０．３％１ｍＬ）

48

アンペック坐剤１０ｍｇ （１０ｍｇ１個）

150

アンペック坐剤２０ｍｇ （２０ｍｇ１個）

150

い

一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠）

79

イオウ・カンフルローション （１０ｍＬ）
イオウ・カンフルローション「東豊」 （１０ｍＬ）

109
42

一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用 （（一般診断
用・１人用）０．２５μｇ１瓶（溶解液付））

144

イデルビオン静注用２０００ （２０００国際単位１瓶（溶解液
付））

141

イデルビオン静注用５００ （５００国際単位１瓶（溶解液付））

141

イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１錠）
イオウ （１０ｇ）

1

59

79

イトラコナゾールカプセル５０ｍｇ「ＳＷ」 （５０ｍｇ１カプセ
ル）

139

79

イトラコナゾール内用液１％「ファイザー」 （１％１ｍＬ）

139
139

イオパミロン注３００ （６１．２４％１００ｍＬ１瓶）

147

イトリゾールカプセル５０ （５０ｍｇ１カプセル）

イオパミロン注３００ （６１．２４％２０ｍＬ１瓶）

147

イトリゾール内用液１％ （１％１ｍＬ）

139

147

イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ （２０ｍｇ１キット）

136

147

イニシンク配合錠 （１錠）

97
31
31

イオパミロン注３００シリンジ （６１．２４％１００ｍＬ１筒）
イオパミロン注３７０ （７５．５２％１００ｍＬ１瓶）

147

イノバン注０．３％シリンジ （０．３％５０ｍＬ１筒）

イオパミロン注３７０シリンジ （７５．５２％１００ｍＬ１筒）

147

イノバン注１００ｍｇ （１００ｍｇ５ｍＬ１管）

イオパミロン注３７０シリンジ （７５．５２％５０ｍＬ１筒）

147

イノベロン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

86

イオパミロン注３７０ （７５．５２％２０ｍＬ１瓶）

4

147

イノラス配合経腸用液 （１０ｍＬ）

イオメロン３５０注２０ｍＬ （７１．４４％２０ｍＬ１瓶）

147

イノレット３０Ｒ注 （３００単位１キット）

66

イオメロン３５０注シリンジ１３５ｍＬ （７１．４４％１３５ｍＬ１
筒）

イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ （３７．５ｍｇ１カプセル）

13

147

イフェクサーＳＲカプセル７５ｍｇ （７５ｍｇ１カプセル）

13

イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠）

46

イオメロン３５０注１００ｍＬ （７１．４４％１００ｍＬ１瓶）

イグザレルト細粒分包１０ｍｇ （１０ｍｇ１包）

89

イグザレルト細粒分包１５ｍｇ （１５ｍｇ１包）

89

(7)

五十音順索引
イブランスカプセル１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１カプセル）

111

インチュニブ錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）

13

イブランスカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル）

111

インテバン外用液１％ （１％１ｍＬ）

74

イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ （１０５ｍｇ１．１７ｍＬ１
筒）

インテバンクリーム１％ （１％１ｇ）
100

74

インテバン軟膏１％ （１％１ｇ）

74

インデラル錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

32

インデラル注射液２ｍｇ （０．１％２ｍＬ１管）

32

イントラリポス輸液２０％ （２０％１００ｍＬ１袋）

87

インヒベース錠０．２５ （０．２５ｍｇ１錠）

36

インヒベース錠０．５ （０．５ｍｇ１錠）

36

インヒベース錠１ （１ｍｇ１錠）

36

イミグランキット皮下注３ｍｇ （３ｍｇ０．５ｍＬ１筒）

41

イミグラン錠５０ （５０ｍｇ１錠）

41

イミグラン注３ （３ｍｇ１ｍＬ１管）

41

イミグラン点鼻液２０ （２０ｍｇ０．１ｍＬ１個）

41

イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 （５ｍｇ１錠）

36

イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ （１２０ｍｇ２．４ｍＬ１瓶）

111

イミフィンジ点滴静注５００ｍｇ （５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

111

イムセラカプセル０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１カプセル）

100

イムノブラダー膀注用４０ｍｇ （４０ｍｇ１瓶（溶解液付））

144

イムノブラダー膀注用８０ｍｇ （８０ｍｇ１瓶（溶解液付））

144

インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「ＮＫ」 （１００ｍｇ１
瓶）

イムラン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

100

インライタ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

111

59

インライタ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

111

イメンドカプセル１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１カプセル）
イメンドカプセル８０ｍｇ （８０ｍｇ１カプセル）

140

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「タイホウ」 （１００
ｍｇ５ｍＬ１瓶）

110

イリボーＯＤ錠２．５μｇ （２．５μｇ１錠）
イリボーＯＤ錠５μｇ （５μｇ１錠）

7

インフリーカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）

7

60

イモバックスポリオ皮下注 （０．５ｍＬ１筒）

イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「タイホウ」 （４０ｍｇ
２ｍＬ１瓶）

インフリーＳカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル）

110
60
60

イリボー錠２．５μｇ （２．５μｇ１錠）

60

イリボー錠５μｇ （５μｇ１錠）

60

60

う
ヴィーンＤ輸液 （５００ｍＬ１袋）
ウインタミン細粒（１０％） （１０％１ｇ）

87
13

ヴォトリエント錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

111

ヴォリブリス錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

46

ウチダのゴマＭ （１０ｇ）

120

ウチダの八味丸Ｍ （１０丸）

124

ウチダの附子 （１０ｇ）

120

ウテメリン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

71

ウテメリン注５０ｍｇ （１％５ｍＬ１管）

71

ウプトラビ錠０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１錠）

46

ウブレチド錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

23

ウブレチド点眼液０．５％ （０．５％１ｍＬ）

25

ウブレチド点眼液１％ （１％１ｍＬ）

25

ウラリット－Ｕ配合散 （１ｇ）

95

ウラリット配合錠 （１錠）

96

ウリアデック錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

96

ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠）

71

ウリトス錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠）

71

ウルグートカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル）

55

ウルソ顆粒５％ （５％１ｇ）

59

ウルソ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

59

66

ウルソ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

59

インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 （３００単位
１キット）

66

ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ１
錠）

59

インスリン リスプロＢＳ注ソロスター ＨＵ「サノフィ」 （３００
単位１キット）

66

ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１錠）

59

ウルティブロ吸入用カプセル （１カプセル）

50

ウレパールクリーム１０％ （１０％１ｇ）

79

ウレパールローション１０％ （１０％１ｇ）

79

ウロカルン錠２２５ｍｇ （２２５ｍｇ１錠）

71

イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「日医工」 （２ｍｇ１錠）

55

イルトラ配合錠ＨＤ （１錠）

36

イルトラ配合錠ＬＤ （１錠）

36

イルベタン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

36

イルベタン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

36

イレッサ錠２５０ （２５０ｍｇ１錠）
イロクテイト静注用２０００ （２０００国際単位１瓶（溶解液
付））
イロクテイト静注用３０００ （３０００国際単位１瓶（溶解液
付））
インヴェガ錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）
インヴェガ錠６ｍｇ （６ｍｇ１錠）
インクレミンシロップ５％ （１ｍＬ）
インジゴカルミン注２０ｍｇ「ＡＦＰ」 （０．４％５ｍＬ１管）
インスリン グラルギンＢＳ注キット「ＦＦＰ」 （３００単位１キッ
ト）

111
141
141
13
13
84
148

インダシン静注用１ｍｇ （１ｍｇ１瓶）

46

インタールエアロゾル１ｍｇ （２％１０ｍＬ１瓶）

49

インタール吸入液１％ （１％２ｍＬ１管）
インタール細粒１０％ （１０％１ｇ）
インタール点眼液２％ （１００ｍｇ５ｍＬ１瓶）

49
117
25

インタール点眼液ＵＤ２％ （７ｍｇ０．３５ｍＬ１個）

25

インタール点鼻液２％ （１９０ｍｇ９．５ｍＬ１瓶）

29

インチュニブ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

13

ウログラフイン注６０％ （６０％２０ｍＬ１管）

147

ウログラフイン注７６％ （７６％２０ｍＬ１管）

147

ウロナーゼ静注用６万単位 （６００００単位１瓶）

96

ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％ （３％３Ｌ１袋）

70

(8)

五十音順索引
ウロミテキサン注４００ｍｇ （４００ｍｇ４ｍＬ１管）

94

え
エイゾプト懸濁性点眼液１％ （１％１ｍＬ）

25

エイベリス点眼液０．００２％ （０．００２％１ｍＬ）

25

エイムゲン （一人分１瓶（溶解液付））

140

エカード配合錠ＨＤ （１錠）

36

エカード配合錠ＬＤ （１錠）

36

エキザルベ （１ｇ）

74

液状フェノール「タイセイ」 （１０ｍＬ）

73

液状フェノール「東豊」 （１０ｍＬ）

73

エキセメスタン錠２５ｍｇ「ＮＫ」 （２５ｍｇ１錠）
エクア錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
エクザール注射用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶）
エクストラニール腹膜透析液 （１．５Ｌ１袋（排液用バッグ
付））

エタノール「マルイシ」 （１０ｍＬ）

73

エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」 （０．５ｍｇ１錠）

13

エチゾラム錠１ｍｇ「トーワ」 （１ｍｇ１錠）

13

エックスフォージ配合ＯＤ錠 （１錠）

37

エックスフォージ配合錠 （１錠）

37

エディロールカプセル０．５μｇ （０．５μｇ１カプセル）

82

エディロールカプセル０．７５μｇ （０．７５μｇ１カプセル）

82

エトドラク錠１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ１錠）

7

エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 （１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶）

110

エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 （２．５ｍｇ１
錠）

37

エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠）

37

97

エナルモン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

65

110

エネーボ配合経腸用液 （１０ｍＬ）

86

111

93

エバステルＯＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

117
117

93

エバステルＯＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

エクストラニール腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液用バッグ付））

93

エパデールＳ６００ （６００ｍｇ１包）

91

エクストラニール腹膜透析液 （２Ｌ１袋）

93

エパデールＳ９００ （９００ｍｇ１包）

91
91

エクストラニール腹膜透析液 （１．５Ｌ１袋）

エクセグラン散２０％ （２０％１ｇ）

4

エパデールカプセル３００ （３００ｍｇ１カプセル）

エクセグラン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

4

エバミール錠１．０ （１ｍｇ１錠）

10

エパルレスタット錠５０ｍｇ「ファイザー」 （５０ｍｇ１錠）

エクメット配合錠ＨＤ （１錠）

97

エビスタ錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠）

エクメット配合錠ＬＤ （１錠）

97

エピデュオゲル （１ｇ）

エクフィナ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

エクラープラスター２０μｇ／ｃｍ２ （（１．５ｍｇ）７．５ｃｍ×１
０ｃｍ）

74

エクラーローション０．３％ （０．３％１ｇ）

74

エクリラ４００μｇジェヌエア３０吸入用 （３０吸入１キット）

50

エクリラ４００μｇジェヌエア６０吸入用 （６０吸入１キット）

50

エサンブトール錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

135

エスカゾール錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

144

エスクレ坐剤「２５０」 （２５０ｍｇ１個）

1

エスクレ坐剤「５００」 （５００ｍｇ１個）

1

エスクレ注腸用キット「５００」 （５００ｍｇ１筒）

1

エースコール錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

36

エースコール錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

37

エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」 （２ｍｇ１錠）
エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ （１５６．７ｍｇ１カプセ
ル）

1
107

エストラーナテープ０．０９ｍｇ （（０．０９ｍｇ）１．１２５平方ｃ
ｍ１枚）

65

エストラーナテープ０．７２ｍｇ （（０．７２ｍｇ）９平方ｃｍ１枚）

65

エストリール錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

65

エストリール錠１００γ （０．１ｍｇ１錠）

65

エストリール錠１ｍｇ＊（持田） （１ｍｇ１錠）

65

エストリール腟錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）
エスポー皮下用２４０００シリンジ （２４０００国際単位０．５
ｍＬ１筒）
エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０ （２０ｍｇ１錠（テガフール
相当量））
エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５ （２５ｍｇ１錠（テガフール
相当量））
エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ「ＴＹ」 （５０ｍ
ｇ１ｍＬ１キット）

70
100
108
108
101

1
101
101
80

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ファイザー」 （２０ｍｇ１錠）

117

エピビル錠１５０ （１５０ｍｇ１錠）

136

エビプロスタット配合錠ＤＢ （１錠）

71

エピペン注射液０．１５ｍｇ （０．１５ｍｇ１筒）

63

エピペン注射液０．３ｍｇ （０．３ｍｇ１筒）

63

エビリファイＯＤ錠１２ｍｇ （１２ｍｇ１錠）

13

エビリファイＯＤ錠２４ｍｇ （２４ｍｇ１錠）

13

エビリファイＯＤ錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）

13

エビリファイＯＤ錠６ｍｇ （６ｍｇ１錠）

13

エビリファイ散１％ （１％１ｇ）

13

エビリファイ持続性水懸筋注用３００ｍｇシリンジ （３００ｍｇ
１キット）

13

エビリファイ持続性水懸筋注用４００ｍｇシリンジ （４００ｍｇ
１キット）

13

エビリファイ錠１２ｍｇ （１２ｍｇ１錠）

13

エビリファイ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

13

エビリファイ錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）

13

エビリファイ錠６ｍｇ （６ｍｇ１錠）

13

エビリファイ内用液０．１％ （０．１％１ｍＬ）

13

エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 （１０ｍｇ５
ｍＬ１瓶）

109

エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／２５ｍＬ「ＮＫ」 （５０ｍｇ
２５ｍＬ１瓶）

109

エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 （５０ｍｇ１瓶）

109

エピレオプチマル散５０％ （５０％１ｇ）

4

エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

91

エフィエント錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

91

エフィエント錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

91

エフィエント錠３．７５ｍｇ （３．７５ｍｇ１錠）

91

(9)

五十音順索引
エフィエント錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

91

エレルサ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ （４％１ｍＬ１管）

48

エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤 （１０ｇ）

86

136

エレンタール配合内用剤 （１０ｇ）

86

136

塩化カリウム （１０ｇ）

84

塩化ナトリウム注１０％シリンジ「テルモ」 （１０％２０ｍＬ１
筒）

87

エプクルーサ配合錠 （１錠）
エプジコム配合錠 （１錠）
エフピーＯＤ錠２．５ （２．５ｍｇ１錠）

10

エブランチルカプセル１５ｍｇ （１５ｍｇ１カプセル）

37

エブランチルカプセル３０ｍｇ （３０ｍｇ１カプセル）

37

エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１錠）

23

エベレンゾ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

101

エベレンゾ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

101

エベレンゾ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

101

エポエチンアルファＢＳ注７５０「ＪＣＲ」 （７５０国際単位０．５
ｍＬ１瓶）

101

塩化ナトリウム「日医工」 （１０ｇ）

147

塩化ベンザルコニウム液１０ｗ／ｖ％「日医工」 （１０％１０
ｍＬ）

73

エンクラッセ６２．５μｇエリプタ３０吸入用 （３０吸入１キッ
ト）

50

塩酸キニーネ「ホエイ」 （１ｇ）

144

塩酸チアミン注１０ｍｇ「フソー」 （１０ｍｇ１管）

82

塩酸テルビナフィンクリーム１％「ＭＥＥＫ」 （１％１ｇ）

79

60

塩酸バンコマイシン散０．５ｇ＊（シオノギ） （５００ｍｇ１瓶）

エポジン注シリンジ１５００ （１５００国際単位０．５ｍＬ１筒）

101

エポジン注シリンジ３０００ （３０００国際単位０．５ｍＬ１筒）

塩酸プロカルバジンカプセル５０ｍｇ「ＴＹＰ」 （５０ｍｇ１カプ
セル）

101

エポジン皮下注シリンジ２４０００ （２４０００国際単位０．５
ｍＬ１筒）

101

エボザックカプセル３０ｍｇ （３０ｍｇ１カプセル）

136

塩酸リルマザホン錠２「ＭＥＥＫ」 （２ｍｇ１錠）

130
111
1

エンシュア・Ｈ （１０ｍＬ）

86
86
60

エホチール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

31

エンシュア・リキッド （１０ｍＬ）

エホチール注１０ｍｇ （１％１ｍＬ１管）

31

エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ （３００ｍｇ１瓶）

46

エンタカポン錠１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ１錠）

46

エンテカビルＯＤ錠０．５ｍｇ「サワイ」 （０．５ｍｇ１錠）

136

エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＥＥ」 （０．５ｍｇ１錠）

137

エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ＡＣＴ」 （０．５ｍｇ１瓶）
エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「ＡＣＴ」 （１．５ｍｇ１瓶）
エボルトラ点滴静注２０ｍｇ （２０ｍｇ２０ｍＬ１瓶）
エミレース錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
エミレース錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）
エムプリシティ点滴静注用３００ｍｇ （３００ｍｇ１瓶）
エムプリシティ点滴静注用４００ｍｇ （４００ｍｇ１瓶）

108

10

13

エンテロノン－Ｒ散 （１ｇ）

13

エンドキサン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

107

111

エンハーツ点滴静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）

111

111

エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ （２５ｍｇ０．５ｍ
Ｌ１筒）

101

エンブレル皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ （２５ｍｇ０．５ｍＬ１
キット）

101

53

エラスチーム錠１８００ （１８００単位１錠）

44

エラプレース点滴静注液６ｍｇ （６ｍｇ３ｍＬ１瓶）

96

エリキュース錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

89

エンブレル皮下注５０ｍｇシリンジ１．０ｍＬ （５０ｍｇ１ｍＬ１
筒）

101

エリキュース錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

89

エリザス点鼻粉末２００μｇ２８噴霧用 （５．６ｍｇ１瓶）

29

エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ （５０ｍｇ１ｍＬ１キッ
ト）

101

エンブレル皮下注用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶）

101

エンブレル皮下注用２５ｍｇ （２５ｍｇ１瓶）

101

エリスパン錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠）
エリスロシン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
エリスロシン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

1
133
133

エンペシドクリーム１％ （１％１ｇ）

79

エンペシド腟錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

70

エリスロシン点滴静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶）

133

エリスロシンドライシロップ１０％ （１００ｍｇ１ｇ）

133

お

エリスロシンドライシロップＷ２０％ （２００ｍｇ１ｇ）

133

オイグルコン錠１．２５ｍｇ （１．２５ｍｇ１錠）

97

エリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」 （２００ｍｇ１錠）

133

オイグルコン錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

97

エルカルチンＦＦ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

101

エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

101

オイパロミン３００注シリンジ１００ｍＬ （６１．２４％１００ｍＬ
１筒）

エルカルチンＦＦ静注１０００ｍｇシリンジ （１０００ｍｇ５ｍＬ１
筒）

オイラックスＨクリーム （１ｇ）

74

101

オイラックスクリーム１０％ （１０％１０ｇ）

74

エルカルチンＦＦ内用液１０％ （１０％１ｍＬ）

101

大塚塩カル注２％ （２％２０ｍＬ１管）

84

エルカルチンＦＦ内用液１０％分包１０ｍＬ （１０％１０ｍＬ１
包）

101

大塚蒸留水 （１００ｍＬ１瓶）

146

101

大塚蒸留水 （１Ｌ１瓶）

146

大塚蒸留水 （２０ｍＬ１管）

146

大塚蒸留水 （５００ｍＬ１瓶）

146

エルカルチンＦＦ内用液１０％分包５ｍＬ （１０％５ｍＬ１包）
エルシトニン注２０Ｓディスポ （２０エルカトニン単位１ｍＬ１
筒）

101

エルシトニン注４０単位 （４０エルカトニン単位１ｍＬ１管）

101

エルネオパＮＦ１号輸液 （１０００ｍＬ１キット）

86

エルネオパＮＦ２号輸液 （１０００ｍＬ１キット）

86

147

大塚食塩注１０％ （１０％２０ｍＬ１管）

87

大塚生食注 （２５０ｍＬ１袋）

87

大塚生食注 （２５０ｍＬ１瓶）

87

( 10 )

五十音順索引
大塚生食注 （５０ｍＬ１瓶）

87

大塚糖液１０％ （１０％２０ｍＬ１管）

85

大塚糖液１０％ （１０％５００ｍＬ１袋）

85

大塚糖液２０％ （２０％２０ｍＬ１管）

85

大塚糖液５％ （５％１００ｍＬ１瓶）

オゼンピック皮下注０．５ｍｇＳＤ （０．５ｍｇ０．５ｍＬ１キッ
ト）

66

オゼンピック皮下注１．０ｍｇＳＤ （１ｍｇ０．５ｍＬ１キット）

66

オダイン錠１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１錠）

111

85

おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」 （一人分１瓶（溶解液
付））

140

85

オーツカＭＶ注 （１瓶１管１組）

大塚糖液５％ （５％５００ｍＬ１袋）

85

オテズラ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

102

大塚糖液５０％ （５０％２００ｍＬ１袋）

85

オテズラ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

102

85

オテズラ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

102

オデフシィ配合錠 （１錠）

137

大塚糖液５％ （５％２０ｍＬ１管）

大塚糖液５０％ （５０％２０ｍＬ１管）
オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」 （１００ｍｇ２０
ｍＬ１瓶）

111

オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」 （５０ｍｇ１０ｍＬ
１瓶）

111

オドリック錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）
オニバイド点滴静注４３ｍｇ （４３ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

84

37
110

オキサロール注２．５μｇ （２．５μｇ１ｍＬ１管）

82

オノアクト点滴静注用１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１瓶）

32

オキサロール注５μｇ （５μｇ１ｍＬ１管）

82

オノアクト点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

32

オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ （０．００２５％１ｇ）

80

オノンカプセル１１２．５ｍｇ （１１２．５ｍｇ１カプセル）

117

80

オノンドライシロップ１０％ （１０％１ｇ）

117

オキサロールローション２５μｇ／ｇ （０．００２５％１ｇ）
オキシコドン注射液１０ｍｇ「第一三共」 （１％１ｍＬ１管）

150

オパルモン錠５μｇ （５μｇ１錠）

91

オキシコドン注射液５０ｍｇ「第一三共」 （１％５ｍＬ１管）

150

オビソート注射用０．１ｇ （１００ｍｇ１管（溶解液付））

23

オキシコンチンＴＲ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

150

オキシコンチンＴＲ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

150

オビドレル皮下注シリンジ２５０μｇ （２５０μｇ０．５ｍＬ１
筒）

62

オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

150

オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

150

オーキシス９μｇタービュヘイラー２８吸入 （２５２μｇ１キッ
ト（９μｇ））

50

オーキシス９μｇタービュヘイラー６０吸入 （５４０μｇ１キッ
ト（９μｇ））

50

オキナゾールクリーム１％ （１％１ｇ）

79

オキナゾール腟錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

70

オキナゾール腟錠６００ｍｇ （６００ｍｇ１錠）

70

オフェブカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）

102

オフェブカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル）

102

オフサグリーン静注用２５ｍｇ （２５ｍｇ１瓶（溶解液付））

148

オプジーボ点滴静注２０ｍｇ （２０ｍｇ２ｍＬ１瓶）

111

オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ （２４０ｍｇ２４ｍＬ１瓶）

111

オプスミット錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

46

オプソ内服液１０ｍｇ （１０ｍｇ５ｍＬ１包）

150

オプソ内服液５ｍｇ （５ｍｇ２．５ｍＬ１包）

150
147

オキノーム散１０ｍｇ （１０ｍｇ１包）

150

オプチレイ２４０注シリンジ１００ｍＬ （５０．９％１００ｍＬ１
筒）

オキノーム散２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１包）

150

オフロキサシン耳科用液０．３％「ＣＥＯ」 （３ｍｇ１ｍＬ）

29

オキノーム散２０ｍｇ （２０ｍｇ１包）

150

オペプリム （５００ｍｇ１カプセル）

67

オキノーム散５ｍｇ （５ｍｇ１包）

150

オムニパーク２４０注１０ｍＬ （５１．７７％１０ｍＬ１瓶）

147

オムニパーク３００注シリンジ１００ｍＬ （６４．７１％１００ｍＬ
１筒）

147

オムニパーク３００注シリンジ１５０ｍＬ （６４．７１％１５０ｍＬ
１筒）

147

オムニパーク３５０注２０ｍＬ （７５．４９％２０ｍＬ１瓶）

147

オクソラレン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

80

オクソラレン軟膏０．３％ （０．３％１ｇ）

80

オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ （（３７５ｍｇ）１錠）
オークル錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

130
7

オザグレルＮａ点滴静注４０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 （４０ｍｇ４ｍＬ１
管）

101

オムニパーク３５０注シリンジ７０ｍＬ （７５．４９％７０ｍＬ１
筒）

147

オースギ大黄甘草湯エキスＴ錠 （１錠）

125

オメガシン点滴用０．３ｇ （３００ｍｇ１瓶）

130

オステラック錠２００ （２００ｍｇ１錠）
オステン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
オスポロット錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
オスポロット錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
オゼックス細粒小児用１５％ （１５０ｍｇ１ｇ）

オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 （２０ｍｇ１瓶）

55

101

オメプラゾン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

55

4

オメプラゾン錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

55

5

オメプラール錠１０ （１０ｍｇ１錠）

55

135

オメプラール錠２０ （２０ｍｇ１錠）

55

7

135

オラセフ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

オゼックス錠７５ （７５ｍｇ１錠）

135

オーラ注歯科用カートリッジ１．０ｍＬ （１ｍＬ１管）

81

オセルタミビルＤＳ３％「サワイ」 （３％１ｇ）

137

オーラ注歯科用カートリッジ１．８ｍＬ （１．８ｍＬ１管）

81

オーラップ細粒１％ （１％１ｇ）

13

オーラップ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

13

オーラップ錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）

13

オゼックス錠１５０ （１５０ｍｇ１錠）

オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」 （７５ｍｇ１カプセ
ル）
オゼンピック皮下注０．２５ｍｇＳＤ （０．２５ｍｇ０．５ｍＬ１
キット）

137
66

( 11 )

131

五十音順索引
オラビ錠口腔用５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

139

ガストローム顆粒６６．７％ （６６．７％１ｇ）

55

オラペネム小児用細粒１０％ （１００ｍｇ１ｇ）

131

ガスモチン散１％ （１％１ｇ）

60

オランザピン錠１０ｍｇ「明治」 （１０ｍｇ１錠）

14

ガスモチン錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

60

14

ガスロンＮ・ＯＤ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

55

146

ガスロンＮ・ＯＤ錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

55

ガスロンＮ細粒０．８％ （０．８％１ｇ）

55

ガスロンＮ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

55

ガスロンＮ錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

55

オランザピン錠２．５ｍｇ「明治」 （２．５ｍｇ１錠）
オリブ油＊（日興製薬） （１０ｍＬ）
オルガラン静注１２５０単位 （１２５０抗第Ｘａ因子活性単位
１ｍＬ１管）

90

オルケディア錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

102

オルケディア錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

102

オルセノン軟膏０．２５％ （０．２５％１ｇ）

80

オルダミン注射用１ｇ （１０％１０ｇ１瓶）

88

オルプロリクス静注用３０００ （３０００国際単位１瓶（溶解
液付））
オルベスコ１００μｇインヘラー１１２吸入用 （１１．２ｍｇ６．
６ｇ１キット）

141
52

オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用 （１１．２ｍｇ３．３
ｇ１キット）

52

オルベスコ５０μｇインヘラー１１２吸入用 （５．６ｍｇ６．６ｇ
１キット）

52

カソデックス錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠）

111

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ （０．５ｍＬ１筒）

140

カタプレス錠７５μｇ （０．０７５ｍｇ１錠）

37

カタリンＫ点眼用０．００５％ （０．００５％１ｍＬ（溶解後の液
として））

25

ガチフロ点眼液０．３％ （０．３％１ｍＬ）

25

カチリ「ホエイ」 （１０ｇ）

75

カデックス外用散０．９％ （０．９％１ｇ）

80

カデックス軟膏０．９％ （０．９％１ｇ）

80
46

オルミエント錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

102

カデュエット配合錠３番 （１錠）

オルミエント錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

102

カデュエット配合錠４番 （１錠）

46

オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （２０ｍｇ１錠）

37

カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）

112

オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

37

カドサイラ点滴静注用１６０ｍｇ （１６０ｍｇ１瓶）

112

オルメテックＯＤ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

37

ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ５ｍＬ （６０．４７％５ｍ
Ｌ１筒）

148

ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ７．５ｍＬ （６０．４７％
７．５ｍＬ１筒）

148

オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１瓶）

102

オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター１ｍＬ （１２５
ｍｇ１ｍＬ１キット）

102

オレンシア皮下注１２５ｍｇシリンジ１ｍＬ （１２５ｍｇ１ｍＬ１
筒）

カトレップテープ３５ｍｇ （７ｃｍ×１０ｃｍ１枚）

75

102

カトレップパップ７０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

75

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠）

117

カナグル錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

97

オロパタジン塩酸塩顆粒０．５％「トーワ」 （０．５％１ｇ）

117

ガナトン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

60

オングリザ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

97

オングリザ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

97

オンコビン注射用１ｍｇ （１ｍｇ１瓶）

110

オンパットロ点滴静注２ｍｇ／ｍＬ （８．８ｍｇ４．４ｍＬ１瓶）

24

オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ （１５０μｇ１カプセル）

50

か

カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 （２５０ｍｇ１カプセ
ル）
カナリア配合錠 （１錠）
カーバグル分散錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

130
97
102

カバサール錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠）

10

カバサール錠１．０ｍｇ （１ｍｇ１錠）

10

ガバペン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

5
5

カイトリル錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

60

ガバペン錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠）

カイトリル錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

60

カプトリル錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠）

37

カイプロリス点滴静注用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶）

111

カペシタビン錠３００ｍｇ「サワイ」 （３００ｍｇ１錠）

108

カイプロリス点滴静注用４０ｍｇ （４０ｍｇ１瓶）

111

カボメティクス錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

112

ガザイバ点滴静注１０００ｍｇ （１０００ｍｇ４０ｍＬ１瓶）

111

カボメティクス錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠）

112
102

ガスコン散１０％ （１０％１ｇ）

53

カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１錠）

ガスコン錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

53

カラミンローション＊（丸石） （１０ｍＬ）

75

ガスコン錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠）

53

ガランターゼ散５０％ （５０％１ｇ）

57

ガスコンドロップ内用液２％ （２％１ｍＬ）

53

カリジノゲナーゼ錠２５単位「トーワ」 （２５単位１錠）

67

ガスターＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

55

カリメート経口液２０％ （２０％２５ｇ１包）

46

ガスターＤ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

55

カリメート散 （１ｇ）

46

ガスター散１０％ （１０％１ｇ）

55

カリメートドライシロップ９２．５９％ （９２．５９％１ｇ）

46

ガスター散２％ （２％１ｇ）

55

カリーユニ点眼液０．００５％ （０．００５％５ｍＬ１瓶）

25

ガスター錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

55

カルグート錠１０ （１０ｍｇ１錠）

31

ガスター錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

55

ガスター注射液２０ｍｇ （２０ｍｇ２ｍＬ１管）

55

カルシトリオールカプセル０．２５μｇ「テバ」 （０．２５μｇ１カ
プセル）

82

( 12 )

五十音順索引
カルスロット錠１０ （１０ｍｇ１錠）

37

カルスロット錠２０ （２０ｍｇ１錠）

37

カルスロット錠５ （５ｍｇ１錠）

37

カルセド注射用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶）

109

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 （一人分１瓶（溶解液
付））

140

乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 （一人分１瓶（溶解液
付））

140

乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 （一人分１瓶（溶解液
付））

140

乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「ＫＭＢ」 （（Ａ．Ｂ．Ｅ型各１万
単位Ｆ型４千単位）１瓶（溶解液付））

141
141

カルチコール注射液８．５％５ｍＬ （８．５％５ｍＬ１管）

84

カルデナリンＯＤ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

37

カルデナリン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

37

乾燥まむし抗毒素「ＫＭＢ」 （各６０００単位入１瓶（溶解液
付））

カルデナリン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

37

含嗽用ハチアズレ顆粒 （０．１％１ｇ）

51

カルナクリンカプセル２５ （２５単位１カプセル）

67

カンデサルタン錠４ｍｇ「あすか」 （４ｍｇ１錠）

37

カルナクリン錠２５ （２５単位１錠）

67

カルナクリン錠５０ （５０単位１錠）

67

カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ「サワイ」 （２００ｍｇ１
瓶）

34

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠１０ｍｇ「日医工」
（１０ｍｇ１錠）

88

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３０ｍｇ「日医工」
（３０ｍｇ１錠）

88

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液１００ｍｇ「日医
工」 （０．５％２０ｍＬ１管）

キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ４ｍＬ１瓶）

88

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液５０ｍｇ「日医
工」 （０．５％１０ｍＬ１管）

88

カルビスケン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

32

カルフェニール錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠）

7

カルブロック錠１６ｍｇ （１６ｍｇ１錠）

37

カルブロック錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠）

37

カルベジロール錠１．２５ｍｇ「サワイ」 （１．２５ｍｇ１錠）

37

カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１錠）

37

カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 （２．５ｍｇ１錠）

37

カルボカインアンプル注０．５％ （０．５％１０ｍＬ１管）

21

カルボカインアンプル注１％ （１％１０ｍＬ１管）

21

カルボカインアンプル注１％ （１％５ｍＬ１管）

21

カルボカインアンプル注２％ （２％５ｍＬ１管）

22

カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 （５０％１ｇ）

48

カルボシステイン錠２５０ｍｇ「トーワ」 （２５０ｍｇ１錠）

48

カルボシステインシロップ５％「タカタ」 （５％１ｍＬ）

48

カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＮＫ」 （１５０ｍｇ１５ｍ
Ｌ１瓶）
カルメロースナトリウム原末「マルイシ」 （１ｇ）
カレトラ配合錠 （１錠）

き

112
58
137

112

希塩酸「マルイシ」 （１０ｍＬ）

57

キサラタン点眼液０．００５％ （０．００５％１ｍＬ）

25

キシロカイン液「４％」 （４％１ｍＬ）

22

キシロカイン注射液「０．５％」エピレナミン（１：１０００００）
含有 （０．５％１０ｍＬバイアル）

22

キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１０００００）含有
（１％１０ｍＬバイアル）

22

キシロカイン注シリンジ１％ （１％１０ｍＬ１筒）

22

キシロカイン注ポリアンプ０．５％ （０．５％１０ｍＬ１管）

22

キシロカイン注ポリアンプ１％ （１％１０ｍＬ１管）

22

キシロカイン注ポリアンプ２％ （２％１０ｍＬ１管）

22

キシロカインビスカス２％ （２％１ｍＬ）

22

キシロカインポンプスプレー８％ （１ｇ）

22

キックリンカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル）

46

キニジン硫酸塩錠１００ｍｇ「ファイザー」 （１００ｍｇ１錠）

32

キネダック錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

102

キプレスＯＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

117

キプレス錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

117

キプレスチュアブル錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

117

逆性石ケン液０．０１「ヨシダ」 （０．０１％１０ｍＬ）

73

ギャバロン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

23

ギャバロン髄注０．００５％ （０．００５％１ｍＬ１管）

23
23

カロナール細粒２０％ （２０％１ｇ）

7

ギャバロン髄注０．０５％ （０．０５％２０ｍＬ１管）

カロナール錠２００ （２００ｍｇ１錠）

7

ギャバロン髄注０．２％ （０．２％５ｍＬ１管）

23

カロナール錠３００ （３００ｍｇ１錠）

7

球形吸着炭細粒分包２ｇ「日医工」 （１ｇ）

94

カロナール錠５００ （５００ｍｇ１錠）

7

キュバール１００エアゾール （１５ｍｇ８．７ｇ１瓶）

50

7

キュバール５０エアゾール （７ｍｇ８．７ｇ１瓶）

カロナールシロップ２％ （２％１ｍＬ）

50

カンサイダス点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

134

キュビシン静注用３５０ｍｇ （３５０ｍｇ１瓶）

カンサイダス点滴静注用７０ｍｇ （７０ｍｇ１瓶）

134

キョウニン水「マルイシ」 （１０ｍＬ）

49

強力ポステリザン（軟膏） （１ｇ）

70

希ヨードチンキ「ケンエー」 （１０ｍＬ）

73

眼・耳科用リンデロンＡ軟膏 （１ｇ）

25

ガンシクロビル点滴静注用５００ｍｇ「ファイザー」 （５００ｍｇ
１瓶）

137

乾燥ＢＣＧワクチン（経皮用・１人用） （一人分１管（溶解液
付））

140

乾燥Ｅ型ボツリヌス抗毒素注射用１００００単位「ＫＭＢ」 （Ｅ
型１００００単位１瓶（溶解液付））

141

乾燥ガスえそ抗毒素「ＫＭＢ」 （各５０００単位入１瓶（溶解
液付））
乾燥ジフテリア抗毒素「ＫＭＢ」 （５０００単位１瓶（溶解液
付））

キョーリンＡＰ２配合顆粒 （１ｇ）

130

7

キリット注５％ （５％５００ｍＬ１袋）

85

キロサイド注２０ｍｇ （２０ｍｇ１管）

108

キンダベート軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ）

75

141

キンダリー透析剤４Ｅ （２袋１組）

93

141

キンダリー透析剤ＡＦ１号 （９Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液
付））

93

( 13 )

五十音順索引
キンダリー透析剤ＡＦ２号 （９Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液
付））

93

キンダリー透析剤ＡＦ３号 （９Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液
付））

93

キンダリー透析剤ＡＦ４号 （９Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液
付））

93

く

クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「サワイ」 （１００ｍｇ１ｇ）

133

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」 （２００ｍｇ１錠）

133

クラリチン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

117

クラリチンドライシロップ１％ （１％１ｇ）

117

クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

117

グランシリンジ１５０ （１５０μｇ０．６ｍＬ１筒）

91

クエストラン粉末４４．４％ （４４．４％１ｇ）

44

グランシリンジ７５ （７５μｇ０．３ｍＬ１筒）

91

クエチアピン細粒５０％「アメル」 （５０％１ｇ）

14

グランシリンジＭ３００ （３００μｇ０．７ｍＬ１筒）

91

クエチアピン錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （１００ｍｇ１錠）

14

グランダキシン錠５０ （５０ｍｇ１錠）

1

クエチアピン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （２５ｍｇ１錠）

14

クランポール末 （１ｇ）

5

クエン酸水和物「ヨシダ」 （１０ｇ）

クリアクター静注用８０万 （８０万国際単位１瓶）

96

クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 （鉄５０ｍｇ１錠）

85

クリアナール錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

48

クエン酸ナトリウム水和物原末「ニッコー」 （１０ｇ）

90

クリアミン配合錠Ａ１．０ （１錠）

グーフィス錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

58

クリースビータ皮下注３０ｍｇ （３０ｍｇ１ｍＬ１瓶）

苦味チンキ「マルイシ」 （１０ｍＬ）

57

グリセリン浣腸「オヲタ」１２０ （５０％１２０ｍＬ１個）

58

グラクティブ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

97

グリセリン浣腸「オヲタ」６０ （５０％６０ｍＬ１個）

58

グラクティブ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

97

グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０ （５０％３０ｍＬ１個）

58

グラクティブ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

97

グリセリン「ニッコー」 （１０ｍＬ）

58

83

グリセレブ配合点滴静注 （２００ｍＬ１袋）

46
94

グラケーカプセル１５ｍｇ （１５ｍｇ１カプセル）

146

8
102

クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒 （１ｇ）

125

グリチロン配合錠 （１錠）

クラシエ乙字湯エキス細粒 （１ｇ）

125

クリノリル錠１００ （１００ｍｇ１錠）

クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 （１錠）

125

クリノリル錠５０ （５０ｍｇ１錠）

クラシエ柴苓湯エキス細粒 （１ｇ）

125

グリベック錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

クラシエ四物湯エキス錠 （１錠）

125

グリミクロンＨＡ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

97

クラシエ人参養栄湯エキス細粒 （１ｇ）

125

グリミクロン錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

97

クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 （１ｇ）

125

グリメサゾン軟膏 （１ｇ）

75

クラシエ補中益気湯エキス細粒 （１ｇ）

125

グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （０．５ｍｇ１錠）

97

グラジナ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

137

グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （１ｍｇ１錠）

97

グラセプターカプセル０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１カプセル）

102

グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （３ｍｇ１錠）

97

グラセプターカプセル１ｍｇ （１ｍｇ１カプセル）

102

クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ「ＮＰ」 （６０
０ｍｇ１管）

130

グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ （１ｍｇ１瓶（溶解液付））

148

グラナテック点眼液０．４％ （０．４％１ｍＬ）

25

グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＮＫ」 （３ｍｇ３ｍＬ１管）

60

グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍＬ「ＮＫ」 （３ｍ
ｇ１００ｍＬ１袋）

60

クラバモックス小児用配合ドライシロップ （（６３６．５ｍｇ）１
ｇ）

131

クラビット錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠（レボフロキサシンとし
て））

135

クラビット錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠（レボフロキサシンとし
て））
クラビット点眼液０．５％ （０．５％１ｍＬ）
クラビット点眼液１．５％ （１．５％１ｍＬ）
クラフォラン注射用０．５ｇ （５００ｍｇ１瓶）

135
25
25
131

8
8
112

グルコバイＯＤ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

97

グルコバイＯＤ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

97

グルコバイ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

97

グルコバイ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

98

グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ （カリウム４ｍＥｑ１ｇ）

85

グルトパ注６００万 （６００万国際単位１瓶（溶解液付））

96

グルファスト錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

98

グルベス配合ＯＤ錠 （１錠）

98

グルベス配合錠 （１錠）

98
90

グラマリール細粒１０％ （１０％１ｇ）

20

クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ （２０００低分子ヘパリン
国際単位０．２ｍＬ１筒）

グラマリール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

20

クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

44

グラマリール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

20

クレストールＯＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

44
44

クラリシッド錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

133

クレストール錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

クラリシッド錠５０ｍｇ小児用 （５０ｍｇ１錠）

133

クレストール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

クラリシッド・ドライシロップ１０％小児用 （１００ｍｇ１ｇ）

133

グレースビット錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

クラリス錠２００ （２００ｍｇ１錠）

133

クレゾール石ケン液「司生堂」 （１０ｍＬ）

73

クラリス錠５０小児用 （５０ｍｇ１錠）

133

クレナフィン爪外用液１０％ （１０％１ｇ）

139

クラリスドライシロップ１０％小児用 （１００ｍｇ１ｇ）

133

( 14 )

44
135

五十音順索引
クレミン顆粒１０％ （１０％１ｇ）

14

クレミン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

14

献血アルブミネート４．４％静注４．４ｇ／１００ｍＬ （１００ｍ
Ｌ１瓶）

142

献血アルブミン２０％静注１０ｇ／５０ｍＬ「ニチヤク」 （２０％
５０ｍＬ１瓶）

クレミン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

14

142

献血アルブミン２０％静注４ｇ／２０ｍＬ「ニチヤク」 （２０％２
０ｍＬ１瓶）

142

献血アルブミン２５「ＫＭＢ」 （２５％５０ｍＬ１瓶）

142

献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注０．５ｇ／５ｍＬ （５００ｍｇ
５ｍＬ１瓶）

142

62

献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注１０ｇ／１００ｍＬ （１０ｇ１
００ｍＬ１瓶）

142

141

142

クレメジンカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル）

94

クレメジン細粒分包２ｇ （１ｇ）

94

クレメジン速崩錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）

94

グロウジェクトＢＣ注射用８ｍｇ （８ｍｇ１筒（溶解液付））

62

グロウジェクト皮下注１２ｍｇ （１２ｍｇ１筒）
クロスエイトＭ５００ （５００単位１瓶（溶解液付））
クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 （５ｍｇ１錠）

14

献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注２．５ｇ／２５ｍＬ （２．５ｇ
２５ｍＬ１瓶）

クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 （２５ｍｇ１錠）

91

献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ （５ｇ５０ｍＬ
１瓶）

142

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 （７５ｍｇ１錠）

91

クロフェクトン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

14

献血グロベニン－Ｉ静注用２５００ｍｇ （２．５ｇ５０ｍＬ１瓶
（溶解液付））

142

献血グロベニン－Ｉ静注用５０００ｍｇ （５ｇ１００ｍＬ１瓶（溶
解液付））

142

献血ノンスロン１５００注射用 （１５００単位１瓶（溶解液
付））

142

献血ベニロン－Ｉ静注用２５００ｍｇ （２．５ｇ５０ｍＬ１瓶（溶
解液付））

142

献血ベニロン－Ｉ静注用５０００ｍｇ （５ｇ１００ｍＬ１瓶（溶解
液付））

142

献血ポリグロビンＮ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ （５ｇ５０ｍＬ１
瓶）

142

クロマイ－Ｐ軟膏 （１ｇ）

73

クロマイ腟錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

70

クロミッド錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

67

クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠１２５ｍｇ「サワイ」
（１２５ｍｇ１錠）

22

クロルマジノン酢酸エステル錠２５ｍｇ「タイヨー」 （２５ｍｇ１
錠）

65

クロロマイセチン錠２５０ （２５０ｍｇ１錠）

134

け
ケアラム錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）
ケイキサレート散 （１ｇ）
ケイキサレートドライシロップ７６％ （７６％１ｇ）
経口用エンドキサン原末１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）
経口用トロンビン細粒１万単位 （１００００単位１ｇ１包）

102
46
46
107
88

ケイセントラ静注用１０００ （１０００国際単位１瓶（溶解液
付））

141

ケイセントラ静注用５００ （５００国際単位１瓶（溶解液付））

141

ケイツーＮ静注１０ｍｇ （１０ｍｇ１管）

83

ケイツーシロップ０．２％ （０．２％１ｍＬ）

83

ケタスカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル）

117

ケタス点眼液０．０１％ （０．５ｍｇ５ｍＬ１瓶）

25

ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ
（４０ｍｇ１瓶）

64

ケナコルト－Ａ皮内用関節腔内用水懸注５０ｍｇ／５ｍＬ
（１０ｍｇ１ｍＬバイアル）

64

ケブザラ皮下注１５０ｍｇオートインジェクター （１５０ｍｇ１．
１４ｍＬ１キット）

102

ケブザラ皮下注１５０ｍｇシリンジ （１５０ｍｇ１．１４ｍＬ１筒）

102

ケブザラ皮下注２００ｍｇオートインジェクター （２００ｍｇ１．
１４ｍＬ１キット）

102

ケブザラ皮下注２００ｍｇシリンジ （２００ｍｇ１．１４ｍＬ１筒）

102

ケフラールカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル）
ケフラール細粒小児用１００ｍｇ （１００ｍｇ１ｇ）
ゲーベンクリーム１％ （１％１ｇ）

131
131
73

ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクルト」 （１ｇ１瓶）

108

ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ヤクルト」 （２００ｍｇ１
瓶）

108

ゲンタシンクリーム０．１％ （１ｍｇ１ｇ）

73

ゲンタシン軟膏０．１％ （１ｍｇ１ｇ）

73

ゲンタマイシン硫酸塩注射液１０ｍｇ「日医工」 （１０ｍｇ１
管）

131

ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０ｍｇ「日医工」 （６０ｍｇ１
管）

131

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「イワキ」 （１ｍｇ１ｇ）
ゲンボイヤ配合錠 （１錠）

73
137

こ
コアテック注５ｍｇ （５ｍｇ５ｍＬ１管）

31

コアベータ静注用１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１瓶）

32

抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１０００倍「ＪＢ」 （１０００倍１瓶
（溶解液付））

142

コカイン塩酸塩「タケダ」原末 （１ｇ）

151

コスパノンカプセル４０ｍｇ （４０ｍｇ１カプセル）

23

コスパノン錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

24

コスパノン錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠）

24

コスメゲン静注用０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１瓶）

109

コセンティクス皮下注１５０ｍｇシリンジ （１５０ｍｇ１ｍＬ１
筒）

102

コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン （１５０ｍｇ１ｍＬ１キット）

102

コソプト配合点眼液 （１ｍＬ）

25

コタロー黄連解毒湯エキスカプセル （１カプセル）

125

コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 （１ｇ）

125

コタロー桔梗石膏エキス細粒 （１ｇ）

125

コタロー梔子柏皮湯エキス細粒 （１ｇ）

125

コディオ配合錠ＥＸ （１錠）
コデインリン酸塩散１％〈ハチ〉 （１％１ｇ）

38
49

ケルロング錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

37

コデインリン酸塩散１０％「第一三共」 （１０％１ｇ）

ケルロング錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

37

コートリル錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

64

ケーワン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

84

コートロシンＺ筋注０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１管）

62

( 15 )

150

五十音順索引
コートロシン注射用０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１管）

62

コンビビル配合錠 （１錠）

137

コートン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

64

コンファクトＦ注射用２５０ （２５０単位１瓶（溶解液付））

142

ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１瓶（溶解液付））

142

67

コンファクトＦ注射用５００ （５００単位１瓶（溶解液付））

ゴナックス皮下注用２４０ｍｇ （２４０ｍｇ１瓶（溶解液付））

67

コンプラビン配合錠 （１錠）

ゴナックス皮下注用８０ｍｇ （８０ｍｇ１瓶（溶解液付））

67

ゴナトロピン注用５０００単位 （５０００単位１管）

62

ゴナールエフ皮下注ペン３００ （３００国際単位０．５ｍＬ１
筒）

62

91

さ
サアミオン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

46

ザイザル錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

117

ザイザルシロップ０．０５％ （０．０５％１ｍＬ）

118

ザイティガ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

112

ゴナールエフ皮下注ペン４５０ （４５０国際単位０．７５ｍＬ１
筒）

62

ゴナールエフ皮下注ペン９００ （９００国際単位１．５ｍＬ１
筒）

62

サイトテック錠１００ （１００μｇ１錠）

55

ゴナールエフ皮下注用７５ （７５国際単位１瓶（溶解液付））

62

サイトテック錠２００ （２００μｇ１錠）

55

コニール錠２ （２ｍｇ１錠）

42

サイビスクディスポ関節注２ｍＬ （１６ｍｇ２ｍＬ１筒）

コニール錠４ （４ｍｇ１錠）

42

サイプレジン１％点眼液 （１％１ｍＬ）

コニール錠８ （８ｍｇ１錠）

42

ザイボックス錠６００ｍｇ （６００ｍｇ１錠）

135

サイモグロブリン点滴静注用２５ｍｇ （２５ｍｇ１瓶）

144

コパキソン皮下注２０ｍｇシリンジ （２０ｍｇ１ｍＬ１筒）

102

102
25

コバシル錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

38

ザイヤフレックス注射用 （０．５８ｍｇ１瓶（溶解液付））

81

コバシル錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

38

サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ （１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

112

サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ （５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶）

112

コバールトリイ静注用２０００ （２０００国際単位１瓶（溶解液
付））

142

サイレース錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

1

コバールトリイ静注用３０００ （３０００国際単位１瓶（溶解液
付））

142

サイレース錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

2

コペガス錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

137

サイレース静注２ｍｇ （２ｍｇ１管）

2

コムクロシャンプー０．０５％ （０．０５％１ｇ）

75

ザイロリック錠１００ （１００ｍｇ１錠）

96

コムタン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

10

サインバルタカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセル）

14

コメリアンコーワ錠１００ （１００ｍｇ１錠）

42

サインバルタカプセル３０ｍｇ （３０ｍｇ１カプセル）

14

コメリアンコーワ錠５０ （５０ｍｇ１錠）

42

酢酸「ニッコー」 （１０ｍＬ）

79

コララン錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

46

ザクラス配合錠ＨＤ （１錠）

38

コランチル配合顆粒 （１ｇ）

55

ザーコリカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル）

112

コリオパンカプセル５ｍｇ （５ｍｇ１カプセル）

24

ザーコリカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル）

112

コリオパン顆粒２％ （２％１ｇ）

24

コリオパン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

24

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット （５．１ｃｍ×３５．
６ｃｍ１枚）

89

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット （ニューニット１
５．２ｃｍ×２２．９ｃｍ）

89

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）

88
89

コルドリン錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠）

48

コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 （０．５ｍｇ１錠）

96

コレアジン錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠）

20

コレキサミン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

44

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット （綿型５．１ｃｍ×
２．５ｃｍ１枚）

コレクチム軟膏０．５％ （０．５％１ｇ）

80

ザジテンカプセル１ｍｇ （１ｍｇ１カプセル）

118

コレバイン錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）

44

ザジテンシロップ０．０２％ （０．０２％１ｍＬ）

118

コレバインミニ８３％ （８３％１ｇ）

44

ザジテン点眼液０．０５％ （３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶）

コレミナール細粒１％ （１％１ｇ）

1

ザジテン点鼻液０．０５％ （６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶）

コレミナール錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

1

ザジテンドライシロップ０．１％ （０．１％１ｇ）

118

コロネル細粒８３．３％ （８３．３％１ｇ）

60

サーティカン錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠）

103

コロネル錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）

60

サーティカン錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

103

コンサータ錠１８ｍｇ （１８ｍｇ１錠）

14

サーティカン錠０．７５ｍｇ （０．７５ｍｇ１錠）

103

コンサータ錠２７ｍｇ （２７ｍｇ１錠）

14

ザーネ軟膏０．５％ （５０００単位１ｇ）

コントミン筋注１０ｍｇ （０．５％２ｍＬ１管）

14

ザノサー点滴静注用１ｇ （１ｇ１瓶）

コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠）

14

サノレックス錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

コントミン糖衣錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

14

ザバクサ配合点滴静注用 （（１．５ｇ）１瓶）

131

コントミン糖衣錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

14

サーバリックス （０．５ｍＬ１筒）

140

コントール散１０％ （１０％１ｇ）
コンバントリン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

1
144

25
29

75
107
20

ザファテック錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

98

ザファテック錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

98

( 16 )

五十音順索引
サブパック血液ろ過用補充液－Ｂｉ （２０２０ｍＬ１キット）

93

ジアゾキシドカプセル２５ｍｇ「ＭＳＤ」 （２５ｍｇ１カプセル）

103

サムスカＯＤ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

34

ジアゾキシドカプセル２５ｍｇ「ＯＰ」 （２５ｍｇ１カプセル）

103

サムスカＯＤ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

67

シアナマイド内用液１％「タナベ」 （１％１ｍＬ）

95

サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ （７．５ｍｇ１錠）

34

シアノキット注射用５ｇセット （５ｇ１瓶（溶解液付））

94

サムスカ顆粒１％ （１％１ｇ）

34

シアリス錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

71

サムスカ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

35

シアリス錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

71

サムスカ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

67

ジェイゾロフト錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

14

サムスカ錠７．５ｍｇ （７．５ｍｇ１錠）

35

ジェイゾロフト錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

14

サムチレール内用懸濁液１５％ （７５０ｍｇ５ｍＬ１包）

139

サム点滴静注セット （３６．３％５０ｍＬ１管（希釈液・補正液
付））

91

サラジェン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

60

サラシミツロウ「ホエイ」 （１０ｇ）

ジェニナック錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

135

ジエノゲスト錠１ｍｇ「モチダ」 （１ｍｇ１錠）

67

ジェノトロピンＴＣ注用１２ｍｇ （１２ｍｇ１筒（溶解液付））

62
62

146

ジェノトロピンＴＣ注用５．３ｍｇ （５．３３ｍｇ１筒（溶解液
付））

サラゾピリン坐剤５００ｍｇ （５００ｍｇ１個）

135

ジェノトロピンゴークイック注用１２ｍｇ （１２ｍｇ１キット）

62

サラゾピリン錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）

135

ジェノトロピンゴークイック注用５．３ｍｇ （５．３３ｍｇ１キッ
ト）

62

サリグレンカプセル３０ｍｇ （３０ｍｇ１カプセル）

60

サリチル酸「ケンエー」 （１０ｇ）

79

サリベートエアゾール （５０ｇ１個）

ジェービックＶ （一人分１瓶（溶解液付））

140
110

60

ジェブタナ点滴静注６０ｍｇ （６０ｍｇ１．５ｍＬ１瓶（溶解液
付））

サルコートカプセル外用５０μｇ （５０μｇ１カプセル）

60

ジェミーナ配合錠 （１錠）

サルタノールインヘラー１００μｇ （０．１６％１３．５ｍＬ１瓶）

50

ザルティア錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％「ＣＥ
Ｏ」 （５％１ｍＬ）

71

ザルティア錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

116

ジオトリフ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

112

ジオトリフ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

112

ジオトリフ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

112

92

ジカディアカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル）

112

96

歯科用シタネスト－オクタプレシンカートリッジ （１．８ｍＬ１
管）

81

ジクアス点眼液３％ （３％５ｍＬ１瓶）

26

シグニフォーＬＡＲ筋注用キット２０ｍｇ （２０ｍｇ１キット（溶
解液付））

67

シグニフォーＬＡＲ筋注用キット４０ｍｇ （４０ｍｇ１キット（溶
解液付））

67

71
112

ザルトラップ点滴静注２００ｍｇ （２００ｍｇ８ｍＬ１瓶）

112

サロベール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
ザロンチンシロップ５％ （５％１ｍＬ）

5

サワシリンカプセル２５０ （２５０ｍｇ１カプセル）

131

サワシリン細粒１０％ （１００ｍｇ１ｇ）

131

サワシリン錠２５０ （２５０ｍｇ１錠）

29

シオゾール注１０ｍｇ （１０ｍｇ１ｍＬ１管）

ザルトラップ点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ４ｍＬ１瓶）

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１
錠）

66

131

酸化マグネシウム原末「マルイシ」 （１０ｇ）

58

シグマート錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

42

酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ケンエー」 （３３０ｍｇ１錠）

58

シクレスト舌下錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

14

酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ケンエー」 （５００ｍｇ１錠）

58

ジクロード点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ）

26

サンコバ点眼液０．０２％ （０．０２％５ｍＬ１瓶）

25

ジクロフェナクＮａゲル１％「ラクール」 （１％１ｇ）

75

サンディミュン点滴静注用２５０ｍｇ （５％５ｍＬ１管）
サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット２０ｍｇ （２０ｍｇ１キット
（溶解液付））

103

ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１錠）

8

67

ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ「トーワ」 （３７．５
ｍｇ１カプセル）

8

サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット３０ｍｇ （３０ｍｇ１キット
（溶解液付））

67

ジクロフェナクＮａ点眼液０．１％「ニッテン」 （０．１％１ｍＬ）

26

サンドスタチン皮下注用１００μｇ （１００μｇ１ｍＬ１管）

67

ジクロフェナクナトリウムクリーム１％「ユートク」 （１％１ｇ）

75

サンピロ点眼液０．５％ （０．５％５ｍＬ１瓶）

25

ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「ＪＧ」 （１２．５ｍｇ１
個）

8

サンピロ点眼液１％ （１％５ｍＬ１瓶）

25

ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「ＪＧ」 （２５ｍｇ１個）

8

サンピロ点眼液２％ （２％５ｍＬ１瓶）

25

ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 （５０ｍｇ１個）

8

サンピロ点眼液３％ （３％５ｍＬ１瓶）

25

ジゴキシン錠０．２５ｍｇ「ＡＦＰ」 （０．２５ｍｇ１錠）

31

産婦人科用イソジンクリーム５％ （５％１０ｇ）

73

ジゴシンエリキシル０．０５ｍｇ／ｍＬ （０．００５％１０ｍＬ）

31

サンリズムカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル）

32

ジゴシン散０．１％ （０．１％１ｇ）

31

サンリズムカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）

32

ジゴシン注０．２５ｍｇ （０．０２５％１ｍＬ１管）

31

サンリズム注射液５０ （５０ｍｇ５ｍＬ１管）

33

シスプラチン点滴静注１０ｍｇ「マルコ」 （１０ｍｇ２０ｍＬ１
瓶）

112

シスプラチン点滴静注２５ｍｇ「マルコ」 （２５ｍｇ５０ｍＬ１
瓶）

112

し
ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ （２５ｍｇ１瓶（溶解液付））

148

( 17 )

五十音順索引
シスプラチン点滴静注５０ｍｇ「マルコ」 （５０ｍｇ１００ｍＬ１
瓶）

112

ジスロマックＳＲ成人用ドライシロップ２ｇ （２ｇ１瓶）

133

ジスロマック細粒小児用１０％ （１００ｍｇ１ｇ）

133

ジスロマック錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

133

ジスロマック錠６００ｍｇ （６００ｍｇ１錠）

133

ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶）

134

ジソペイン錠７５ （７５ｍｇ１錠）
シダトレンスギ花粉舌下液２０００ＪＡＵ／ｍＬパック （１ｍＬ
１包）

シメチジン注射液２００ｍｇ「サワイ」 （１０％２ｍＬ１管）

8
118

ジャカビ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

55
112

ジャディアンス錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

98

ジャディアンス錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

98

ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ （３６０ｍｇ１包）

94

ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ （９０ｍｇ１包）

94

ジャヌビア錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

98

ジャヌビア錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

98

ジャヌビア錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

98

シュアポスト錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

98

シダトレンスギ花粉舌下液２０００ＪＡＵ／ｍＬボトル （１０ｍ
Ｌ１瓶）

118

シダトレンスギ花粉舌下液２００ＪＡＵ／ｍＬボトル （１０ｍＬ
１瓶）

118

酒石酸「ニッコー」 （１０ｇ）

146

シタフロキサシン錠５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１錠）

135

ジュンコウ桂枝茯苓丸料ＦＣエキス細粒医療用 （１ｇ）

125

シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」 （１ｇ１瓶）

108

ジュンコウ柴胡加龍骨牡蠣湯ＦＣエキス細粒医療用 （１ｇ）

125

シタラビン点滴静注液４００ｍｇ「テバ」 （４００ｍｇ１瓶）

108

硝酸銀「ホエイ」 （１ｇ）

79

シナジス筋注液１００ｍｇ （１００ｍｇ１ｍＬ１瓶）

137

静注用フローラン０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１瓶）

46

シナジス筋注液５０ｍｇ （５０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶）

137

静注用フローラン１．５ｍｇ （１．５ｍｇ１瓶）

46

臭化カリウム （１０ｇ）

2

シナール配合顆粒 （１ｇ）

84

静注用フローラン専用溶解液 （５０ｍＬ１瓶）

47

シナール配合錠 （１錠）

84

消毒用エタノール「マルイシ」 （１０ｍＬ）

73

ジピリダモール散１２．５％「ＪＧ」 （１２．５％１ｇ）

42

ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「タイヨー」 （２５ｍｇ１錠）

29

小児用フルナーゼ点鼻液２５μｇ５６噴霧用 （２．０４ｍｇ４
ｍＬ１瓶）

29

小児用ムコソルバンＤＳ１．５％ （１．５％１ｇ）

48

小児用ムコソルバンシロップ０．３％ （０．３％１ｍＬ）

48

ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ （３．６ｍｇ０．３６ｍＬ１筒）

92

ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ１錠）

42

シーブリ吸入用カプセル５０μｇ （５０μｇ１カプセル）

50

ジフルカンカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）

139

ジフルカンカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）

139

ジフルカンドライシロップ１４００ｍｇ （４０ｍｇ１ｍＬ（懸濁後
の内用液として））

139

ジフルカンドライシロップ３５０ｍｇ （１０ｍｇ１ｍＬ（懸濁後の
内用液として））

ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍ
ｇ１カプセル）

42

139

ジルチアゼム塩酸塩注射用１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１瓶）

42

ジプレキサザイディス錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

14

ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１瓶）

42

ジプレキサザイディス錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

14

ジルテック錠１０ （１０ｍｇ１錠）

118

ジプレキサ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

14

ジルテック錠５ （５ｍｇ１錠）

118

ジプレキサ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

14

ジルテックドライシロップ１．２５％ （１．２５％１ｇ）

118

ジプレキサ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

14

シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１錠）

38
38

シプロキサン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

136

シルニジピン錠５ｍｇ「サワイ」 （５ｍｇ１錠）

シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「日医工」 （２００ｍｇ１錠）

136

ジレニアカプセル０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１カプセル）

シプロフロキサシン点滴静注３００ｍｇ／１５０ｍＬ「明治」
（３００ｍｇ１５０ｍＬ１袋）
シベクトロ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
シベクトロ点滴静注用２００ｍｇ （２００ｍｇ１瓶）
ジベトス錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
シベノール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
シベノール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
シベノール静注７０ｍｇ （７０ｍｇ５ｍＬ１管）
シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１
錠）
シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス （２００ｍｇ１ｍＬ１
キット）
シムジア皮下注２００ｍｇシリンジ （２００ｍｇ１ｍＬ１筒）
シムビコートタービュヘイラー６０吸入 （６０吸入１キット）
シムレクト静注用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶（溶解液付））

136
136
136
98
33
33
33
33
103
103

シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （４ｍｇ１錠）

103
71

シングレアＯＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

118

シングレア細粒４ｍｇ （４ｍｇ１包）

118

シングレア錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

118

シングレアチュアブル錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

118

人工涙液マイティア点眼液 （５ｍＬ１瓶）

26

親水クリーム「ニッコー」 （１０ｇ）

146

親水ワセリン （１０ｇ）

146

シンバスタチン錠５ｍｇ「オーハラ」 （５ｍｇ１錠）

44

シンビット静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

33

シンフェーズＴ２８錠 （（２８日分）１組）

70

52

シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクター （５０ｍｇ０．
５ｍＬ１キット）

103

144

シンポニー皮下注５０ｍｇシリンジ （５０ｍｇ０．５ｍＬ１筒）

103

ジメチコン錠４０ｍｇ「ＹＤ」 （４０ｍｇ１錠）

53

シンメトレル細粒１０％ （１０％１ｇ）

11

シメチジン錠２００ｍｇ「サワイ」 （２００ｍｇ１錠）

55

シンメトレル錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

11

( 18 )

五十音順索引
シンメトレル錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

11

スピール膏Ｍ （２５平方ｃｍ１枚）

79

新レシカルボン坐剤 （１個）

58

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１錠）

35

シンレスタール錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

44

スピロペント錠１０μｇ （１０μｇ１錠）

50

スピンラザ髄注１２ｍｇ （１２ｍｇ５ｍＬ１瓶）

20

ズファジラン筋注５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管）

42

ズファジラン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

42

す
膵外分泌機能検査用ＰＦＤ内服液５００ｍｇ （５％１０ｍＬ１
瓶）

148
98

スプリセル錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

112

64

スプリセル錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

112

水溶性プレドニン２０ｍｇ （２０ｍｇ１管）

64

スプレキュアＭＰ皮下注用１．８ （１．８ｍｇ１筒）

67

スインプロイク錠０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１錠）

58

スプレキュア点鼻液０．１５％ （１５．７５ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

67

136

スベニールディスポ関節注２５ｍｇ （１％２．５ｍＬ１筒）

103

スイニー錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
水溶性プレドニン１０ｍｇ （１０ｍｇ１管）

スオード錠１００ （１００ｍｇ１錠（活性本体として））
スカイロン点鼻液５０μｇ２８噴霧用 （２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶）
スキサメトニウム注４０「マルイシ」 （２％２ｍＬ１管）
スキャンドネストカートリッジ３％ （３％１．８ｍＬ１管）
スキリージ皮下注７５ｍｇシリンジ０．８３ｍＬ （７５ｍｇ０．８３
ｍＬ１筒）

29

スポンゼル （１０ｃｍ×７ｃｍ１枚）

89

22

スポンゼル （５ｃｍ×２．５ｃｍ１枚）

89

81

スマイラフ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

103

スマイラフ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

103

103

スーグラ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

98

スクラルファート顆粒９０％「トーワ」 （９０％１ｇ）

55

スクラルファート内用液１０％「タイヨー」 （１０％１ｍＬ）

55

スージャヌ配合錠 （１錠）

98

スターシス錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

98

スターシス錠９０ｍｇ （９０ｍｇ１錠）

98

スタデルムクリーム５％ （５％１ｇ）

75

スタデルム軟膏５％ （５％１ｇ）

75

スタラシドカプセル５０ （５０ｍｇ１カプセル）

108

スタリビルド配合錠 （１錠）

137

スマトリプタン錠５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ１錠）

41

スミスリンローション５％ （５％１ｇ）

145

スミフェロン注ＤＳ３００万ＩＵ （３００万国際単位１筒）

144

スミフェロン注ＤＳ６００万ＩＵ （６００万国際単位１筒）

144

スミルスチック３％ （３％１ｇ）

75

スミルテープ３５ｍｇ （７ｃｍ×１０ｃｍ１枚）

75

スルガム錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

8

スルガム錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

8

スルピリン水和物原末「マルイシ」 （１ｇ）

8

スルピリン注射液２５０ｍｇ「日医工」 （２５％１ｍＬ１管）

8

スタレボ配合錠Ｌ１００ （１錠）

11

スルペラゾンキット静注用１ｇ （（１ｇ）１キット（生理食塩液１
００ｍＬ付））

131

スタレボ配合錠Ｌ５０ （１錠）

11

スルペラゾン静注用１ｇ （（１ｇ）１瓶）

131

スチックゼノールＡ （１０ｇ）

75

スルモンチール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

15

スチバーガ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

112

スルモンチール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

15

ステラーラ点滴静注１３０ｍｇ （１３０ｍｇ２６ｍＬ１瓶）

103

スレンダム軟膏１％ （１％１ｇ）

75

103

スローケー錠６００ｍｇ （６００ｍｇ１錠）

85

64

スロービッドカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）

50

112

スロービッドカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル）

50

137

スンベプラカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）

ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ （４５ｍｇ０．５ｍＬ１筒）
ステロネマ注腸３ｍｇ （３．９５ｍｇ１個）
スーテントカプセル１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１カプセル）
ストックリン錠６００ｍｇ （６００ｍｇ１錠）
ストミンＡ配合錠 （１錠）

29

ストラテラカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル）

14

ストラテラカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル）

15

ストラテラカプセル４０ｍｇ （４０ｍｇ１カプセル）

15

ストラテラカプセル５ｍｇ （５ｍｇ１カプセル）

15

ストラテラ内用液０．４％ （０．４％１ｍＬ）

15

ストロカイン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

22

ストロメクトール錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）

145

スピオルトレスピマット２８吸入 （２８吸入１キット）

50

スピオルトレスピマット６０吸入 （６０吸入１キット）

50

スピラゾンローション０．３％ （０．３％１ｇ）

75

137

せ
生食注シリンジ５０ｍＬ「ニプロ」 （５０ｍＬ１筒）

87

生食注シリンジ「ＮＰ」 （２０ｍＬ１筒）

87

生食溶解液キットＨ （１００ｍＬ１キット）

87

精製ラノリン （１０ｇ）

146

セイブルＯＤ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

98

セイブルＯＤ錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）

98

セイブル錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

98

セイブル錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

98

生理食塩液 （１００ｍＬ１瓶）

87

生理食塩液 （２０ｍＬ１管）

87

生理食塩液 （５０ｍＬ１瓶）

87

スピラマイシン錠１５０万単位「サノフィ」 （１５０万国際単位
１錠）

144

スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 （１５０μｇ１キット）

50

生理食塩液ＰＬ「フソー」 （１００ｍＬ１瓶）

87

スピリーバ吸入用カプセル１８μｇ （１８μｇ１カプセル）

50

生理食塩液ＰＬ「フソー」 （１Ｌ１瓶）

87

( 19 )

五十音順索引
生理食塩液ＰＬ「フソー」 （２００ｍＬ１瓶）

87

ゼプリオン水懸筋注１５０ｍｇシリンジ （１５０ｍｇ１キット）

15

生理食塩液ＰＬ「フソー」 （２０ｍＬ１管）

87

ゼプリオン水懸筋注５０ｍｇシリンジ （５０ｍｇ１キット）

15

生理食塩液ＰＬ「フソー」 （２Ｌ１袋）

87

ゼプリオン水懸筋注７５ｍｇシリンジ （７５ｍｇ１キット）

15

生理食塩液ＰＬ「フソー」 （５００ｍＬ１瓶）

87

ゼペリン点眼液０．１％ （５ｍｇ５ｍＬ１瓶）

26

生理食塩液バッグ「フソー」 （１Ｌ１袋）

88

ゼポラスパップ４０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

75

セキソビット錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

67

セララ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

38

セクターゲル３％ （３％１ｇ）

75

セララ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

38

セクターローション３％ （３％１ｍＬ）

75

セルシン散１％ （１％１ｇ）

2

ゼスタッククリーム （１ｇ）

75

セルシンシロップ０．１％ （０．１％１ｍＬ）

2

セスデンカプセル３０ｍｇ （３０ｍｇ１カプセル）

24

セルシン注射液１０ｍｇ （１０ｍｇ１管）

2

ゼスラン錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）

116

セルセプトカプセル２５０ （２５０ｍｇ１カプセル）

116

セルタッチテープ７０ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

75

38

セルタッチパップ１４０ （２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

75

セタプリル錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

38

セルタッチパップ７０ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

75

ゼチーア錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

44

セルトラリン錠２５ｍｇ「明治」 （２５ｍｇ１錠）

15

石灰水＊（司生堂） （１０ｍＬ）

75

セルニルトン錠 （１錠）

71
89
56

ゼスラン小児用シロップ０．０３％ （０．０３％１ｍＬ）
セタプリル錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠）

103

セディール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

2

ゼルフォーム （２ｃｍ×６ｃｍ×０．７ｃｍ１枚）

セディール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

2

セルベックスカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）

セパゾン錠１ （１ｍｇ１錠）

2

セルベックス細粒１０％ （１０％１ｇ）

セパゾン錠２ （２ｍｇ１錠）

2

ゼルボラフ錠２４０ｍｇ （２４０ｍｇ１錠）

112
103

セパミット－Ｒカプセル１０ （１０ｍｇ１カプセル）

56

42

ゼルヤンツ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

セパミット－Ｒカプセル２０ （２０ｍｇ１カプセル）

42

セレキノン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

60

セパミット－Ｒ細粒２％ （２％１ｇ）

42

セレクトール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

38

セレクトール錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

38

セレコックス錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

8

セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「オーツカ」 （１ｇ１キッ
ト（生理食塩液１００ｍＬ付））

131

セファゾリンナトリウム注射用０．２５ｇ「日医工」 （２５０ｍｇ
１瓶）

131

セレジストＯＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

20

セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 （１ｇ１瓶）

131

セレジスト錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

20

29

セレスタミン配合錠 （１錠）

64

セファランチン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

81

セレスタミン配合シロップ （１ｍＬ）

64

セファランチン末１％ （１％１ｇ）

81

セレナール錠１０ （１０ｍｇ１錠）

2

セファドール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

ゼフィックス錠１００ （１００ｍｇ１錠）

137

セレナール錠５ （５ｍｇ１錠）

2

セフォチアム塩酸塩静注用０．２５ｇ「ＮＰ」 （２５０ｍｇ１瓶）

131

セレニカＲ顆粒４０％ （４０％１ｇ）

5

セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「ＮＰ」 （１ｇ１瓶）

131

セレニカＲ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

5

セフォチアム塩酸塩点滴静注用１ｇバッグ「ＮＰ」 （１ｇ１キッ
ト（生理食塩液１００ｍＬ付））

131

セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍ
ｇ１錠）
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒１０％「サワイ」
（１００ｍｇ１ｇ）

131
131

セレネース細粒１％ （１％１ｇ）

15

セレネース錠０．７５ｍｇ （０．７５ｍｇ１錠）

15

セレネース錠１．５ｍｇ （１．５ｍｇ１錠）

15

セレネース錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

15

セレネース錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）

15

セフジニルカプセル１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１カプセ
ル）

131

セレネース注５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管）

15

セフジニル細粒小児用１０％「サワイ」 （１００ｍｇ１ｇ）

131

セレベント２５ロタディスク （２５μｇ１ブリスター）

50

セフゾンカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）

131

セレベント５０ディスカス （５０μｇ６０ブリスター１キット）

50

セフゾンカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）

131

セレベント５０ロタディスク （５０μｇ１ブリスター）

50

セフゾン細粒小児用１０％ （１００ｍｇ１ｇ）

132

セロクエル１００ｍｇ錠 （１００ｍｇ１錠）

15

セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 （１ｇ１瓶）

132

セロクエル２５ｍｇ錠 （２５ｍｇ１錠）

15

セフテムカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）

130

セロクエル細粒５０％ （５０％１ｇ）

15

ゼフナート外用液２％ （２％１ｍＬ）

79

セロクラール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

47

ゼフナートクリーム２％ （２％１ｇ）

79

セロクラール錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

47

セフメタゾールＮａ静注用０．２５ｇ「ＮＰ」 （２５０ｍｇ１瓶）

132

セロケンＬ錠１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１錠）

38

セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 （１ｇ１瓶）

132

セロケン錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

38

ゼプリオン水懸筋注１００ｍｇシリンジ （１００ｍｇ１キット）

15

( 20 )

五十音順索引
セロシオンカプセル１０ （１０ｍｇ１カプセル）
ゼローダ錠３００ （３００ｍｇ１錠）
ゼンタコートカプセル３ｍｇ （３ｍｇ１カプセル）
センノシド錠１２ｍｇ「武田テバ」 （１２ｍｇ１錠）

94

ソルデム３Ａ輸液 （２００ｍＬ１袋）

88

108

ソルデム３Ａ輸液 （５００ｍＬ１袋）

88

60

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ （１キット）

98

58

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠）

2

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠）

2

そ
ゾスパタ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

113

ソセゴン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

8

ソセゴン注射液１５ｍｇ （１５ｍｇ１管）

8

ソル・メドロール静注用１０００ｍｇ （１ｇ１瓶（溶解液付））

64

ソル・メドロール静注用４０ｍｇ （４０ｍｇ１瓶（溶解液付））

64

ソル・メドロール静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶（溶解液
付））

64
88
52

ソタコール錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

33

ソルラクト輸液 （５００ｍＬ１袋）

ゾテピン細粒１０％「アメル」 （１０％１ｇ）

15

ゾレア皮下注１５０ｍｇシリンジ （１５０ｍｇ１ｍＬ１筒）

15

ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「トーワ」 （４
ｍｇ１００ｍＬ１袋）

ゾテピン錠２５ｍｇ「アメル」 （２５ｍｇ１錠）
ソナゾイド注射用１６μＬ （１瓶（溶解液付））
ソニアス配合錠ＨＤ （１錠）
ソニアス配合錠ＬＤ （１錠）

148

ソレトン錠８０ （８０ｍｇ１錠）

103
8

98

ソロンカプセル１００ （１００ｍｇ１カプセル）

56

98

ソロン細粒２０％ （２０％１ｇ）

56

ソバルディ錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠）

137

ゾビラックス顆粒４０％ （４０％１ｇ）

137

ゾビラックス眼軟膏３％ （３％１ｇ）

26

た
ダイアップ坐剤１０ （１０ｍｇ１個）

2
2

137

ダイアップ坐剤４ （４ｍｇ１個）

ゾビラックス錠４００ （４００ｍｇ１錠）

137

ダイアップ坐剤６ （６ｍｇ１個）

ゾビラックス軟膏５％ （５％１ｇ）

137

ダイアート錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

35

ダイアート錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠）

35

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ １．５腹膜透析液 （１．５Ｌ１袋
（排液用バッグ付））

93

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ １．５腹膜透析液 （１Ｌ１袋（排液
用バッグ付））

93

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ １．５腹膜透析液 （２．５Ｌ１袋）

93
93

ゾビラックス錠２００ （２００ｍｇ１錠）

ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ （（１０．８ｍｇ）１０ｃｍ×１０ｃ
ｍ１枚）
ゾフルーザ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
ゾフルーザ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

73
137
137

2

ソマチュリン皮下注１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１筒）

67

ソマチュリン皮下注６０ｍｇ （６０ｍｇ１筒）

67

ソマチュリン皮下注９０ｍｇ （９０ｍｇ１筒）

67

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ １．５腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液
用バッグ付））

67

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ １．５腹膜透析液 （２Ｌ１袋）

93

ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

41

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ １．５腹膜透析液 （５Ｌ１袋）

93

ゾーミッグ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

41

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ ２．５腹膜透析液 （１．５Ｌ１袋
（排液用バッグ付））

93

67

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ ２．５腹膜透析液 （１Ｌ１袋（排液
用バッグ付））

93

67

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ ２．５腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液
用バッグ付））

93

ソマバート皮下注用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶（溶解液付））

ゾラデックス３．６ｍｇデポ （３．６ｍｇ１筒（ゴセレリンとし
て））
ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ （１０．８ｍｇ１筒（ゴセレリン
として））
ソラナックス０．４ｍｇ錠 （０．４ｍｇ１錠）

2

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ ２．５腹膜透析液 （２Ｌ１袋）

93

ソラナックス０．８ｍｇ錠 （０．８ｍｇ１錠）

2

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４ ２．５腹膜透析液 （５Ｌ１袋）

93

ソランタール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

8

ソランタール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

8

ダイアニールＰＤ－４ ４．２５腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液用
バッグ付））

93

ダイアニールＰＤ－４ ４．２５腹膜透析液 （２Ｌ１袋）

93

ダイアモックス錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

35

ダイアモックス注射用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶）

35

ダイアモックス末 （１ｇ）

35

ソリクア配合注ソロスター （１キット）

98

ソリタ－Ｔ２号輸液 （２００ｍＬ１袋）

88

ソリタ－Ｔ配合顆粒２号 （４ｇ１包）

85

ソリタ－Ｔ配合顆粒３号 （４ｇ１包）

85

ソリリス点滴静注３００ｍｇ （３００ｍｇ３０ｍＬ１瓶）
ゾリンザカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）
ソルアセトＦ輸液 （５００ｍＬ１袋）
ソル・コーテフ静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶（溶解液付））

144
113
88
64

ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶（溶解液付））

64

ソルデム１輸液 （２００ｍＬ１袋）

88

ソルデム１輸液 （５００ｍＬ１袋）

88

ソルデム３ＡＧ輸液 （５００ｍＬ１袋）

88

タイガシル点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

130

タイケルブ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

113

タイサブリ点滴静注３００ｍｇ （３００ｍｇ１５ｍＬ１瓶）

20

耐性乳酸菌散１０％「トーワ」 （１ｇ）

53

ダイドロネル錠２００ （２００ｍｇ１錠）

103

ダイピン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

24

ダイフェン配合顆粒 （１ｇ）

139

ダイフェン配合錠 （１錠）

139

タイロゲン筋注用０．９ｍｇ （０．９ｍｇ１瓶）

149

( 21 )

五十音順索引
ダウノマイシン静注用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶）

タリオンＯＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

118

タウリン散９８％「大正」 （９８％１ｇ）

94

タリオン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

118

ダオニール錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

109

98

タリージェ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

20

タカベンス錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

70

タリージェ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

20

タガメット細粒２０％ （２０％１ｇ）

56

タリージェ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

20

タガメット錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

56

タリージェ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

20

56

タリビッド眼軟膏０．３％ （０．３％１ｇ）

26

107

タリビッド耳科用液０．３％ （３ｍｇ１ｍＬ）

29

タグリッソ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

113

タリビッド錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

タグリッソ錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠）

113

タリビッド点眼液０．３％ （０．３％１ｍＬ）

26

ダクルインザ錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠）

137

タリムス点眼液０．１％ （０．１％５ｍＬ１瓶）

26

103

タルグレチンカプセル７５ｍｇ （７５ｍｇ１カプセル）

113

56

タルセバ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

113

タケキャブ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

56

タルセバ錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠）

113

タケプロンＯＤ錠１５ （１５ｍｇ１錠）

56

タルセバ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

113

タケプロンＯＤ錠３０ （３０ｍｇ１錠）

タガメット錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠）
ダカルバジン注用１００ （１００ｍｇ１瓶）

タクロリムス錠３ｍｇ「あゆみ」 （３ｍｇ１錠）
タケキャブ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

136

56

タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 （５ｍｇ１錠）

20

タケプロンカプセル１５ （１５ｍｇ１カプセル）

56

タケプロンカプセル３０ （３０ｍｇ１カプセル）

56

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／５ｍＬ「サワイ」 （５０００
低分子ヘパリン国際単位１瓶）

90

タケプロン静注用３０ｍｇ （３０ｍｇ１瓶）

56

ダルベポエチン アルファ注１０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （１０μｇ
０．５ｍＬ１筒）

103

タケルダ配合錠 （１錠）

92

ダルベポエチン アルファ注１２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （１２０
μｇ０．５ｍＬ１筒）

103

ダルベポエチン アルファ注１８０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （１８０
μｇ０．５ｍＬ１筒）

103
103

タシグナカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル）

113

タシグナカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル）

113

タシグナカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）

113

ダルベポエチン アルファ注２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （２０μｇ
０．５ｍＬ１筒）

タゾピペ配合静注用４．５「明治」 （（４．５ｇ）１瓶）

132
95

ダルベポエチン アルファ注３０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （３０μｇ
０．５ｍＬ１筒）

104

タチオン注射用１００ｍｇ （１００ｍｇ１管）

95

ダルベポエチン アルファ注４０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （４０μｇ
０．５ｍＬ１筒）

104

タチオン点眼用２％ （２％１ｍＬ）

26

タナドーパ顆粒７５％ （７５％１ｇ）

31

ダルベポエチン アルファ注６０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （６０μｇ
０．５ｍＬ１筒）

104

タチオン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

タナトリル錠２．５ （２．５ｍｇ１錠）
タナトリル錠５ （５ｍｇ１錠）
タフィンラーカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）
タフィンラーカプセル７５ｍｇ （７５ｍｇ１カプセル）
ダフクリア錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
タプコム配合点眼液 （１ｍＬ）

38
38
113
113
130
26

タフマックＥ配合カプセル （１カプセル）

57

タフマックＥ配合顆粒 （１ｇ）

57

タプロス点眼液０．００１５％ （０．００１５％１ｍＬ）
タベジール錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）
タペンタ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

26
116
151

タペンタ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

151

タミフルカプセル７５ （７５ｍｇ１カプセル）

137

タミフルドライシロップ３％ （３％１ｇ）

137

ダルメートカプセル１５ （１５ｍｇ１カプセル）

2

炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 （１０ｇ）

58

炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「フソー」 （２５０ｍｇ１錠）

47

単シロップ （１０ｍＬ）
タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 （５ｍｇ１錠）

146
2

ダントリウムカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル）

22

ダントリウム静注用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶）

22

単軟膏 （１０ｇ）

146

タンニン酸アルブミン「ニッコー」 （１ｇ）

53

タンボコール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

33

タンボコール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

33

タンボコール静注５０ｍｇ （５０ｍｇ５ｍＬ１管）

33

ち
チアトンカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル）

23

71

チアトンカプセル５ｍｇ （５ｍｇ１カプセル）

23

タモキシフェン錠２０ｍｇ「ＭＹＬ」 （２０ｍｇ１錠）

113

チアプリド細粒１０％「サワイ」 （１０％１ｇ）

20

ダラザレックス点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ５ｍＬ１瓶）

113

チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 （２５ｍｇ１錠）

20

ダラザレックス点滴静注４００ｍｇ （４００ｍｇ２０ｍＬ１瓶）

113

チエペネム点滴静注用０．５ｇ （５００ｍｇ１瓶）

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「明治」 （０．１ｍｇ１錠）

132

ダラシンＴゲル１％ （１％１ｇ）

73

チオラ錠１００ （１００ｍｇ１錠）

94

ダラシンＴローション１％ （１％１ｍＬ）

74

チガソンカプセル１０ （１０ｍｇ１カプセル）

82

チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１カプ
セル）

23

ダラシンカプセル７５ｍｇ （７５ｍｇ１カプセル）

130

( 22 )

五十音順索引
チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 （１ｍｇ１錠）

24

ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

125

チスタニン糖衣錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

49

ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

125

チノカプセル１２５ （１２５ｍｇ１カプセル）

59

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

125

チバセン錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

38

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

チバセン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

38

ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

チモプトールＸＥ点眼液０．２５％ （０．２５％１ｍＬ）

26

ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

チモプトールＸＥ点眼液０．５％ （０．５％１ｍＬ）

26

ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

チモプトール点眼液０．２５％ （０．２５％１ｍＬ）

26

ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

26

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

チモプトール点眼液０．５％ （０．５％１ｍＬ）
チャンピックス錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

149

ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

チャンピックス錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

149

ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

注射用ＧＨＲＰ科研１００ （１００μｇ１瓶（溶解液付））

148

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

注射用イホマイド１ｇ （１ｇ１瓶）

107

ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

注射用エフオーワイ１００ （１００ｍｇ１瓶）

104

ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

注射用エフオーワイ５００ （５００ｍｇ１瓶）

104

ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

注射用エラスポール１００ （１００ｍｇ１瓶）

104

ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

注射用エンドキサン１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）

107

ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

注射用エンドキサン５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶）

107

ツムラ五積散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

注射用サイメリン５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

107

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

注射用水バッグ「フソー」 （１Ｌ１袋）

146

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

注射用ナファモスタット１０「ＭＥＥＫ」 （１０ｍｇ１瓶）

104

ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

注射用ナファモスタット５０「ＭＥＥＫ」 （５０ｍｇ１瓶）

104

ツムラ柴陥湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

注射用フィルデシン１ｍｇ （１ｍｇ１瓶）

110

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

126

注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位 （１００万単位１
瓶）

130

注射用マキシピーム１ｇ （１ｇ１瓶）

132

注射用メソトレキセート５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

108

注射用メソトレキセート５ｍｇ （５ｍｇ１瓶）

108

調剤用パンビタン末 （１ｇ）

84

チョコラＡ錠１万単位 （１００００単位１錠）

82

チラーヂンＳ散０．０１％ （０．０１％１ｇ）

63

チラーヂンＳ錠１００μｇ （１００μｇ１錠）

63

チラーヂンＳ錠２５μｇ （２５μｇ１錠）

63

チラーヂンＳ錠５０μｇ （５０μｇ１錠）

63

沈降炭酸カルシウム「コザカイ・Ｍ」 （１０ｇ）

58

沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」 （５００ｍｇ１錠）

47

沈降破傷風トキソイド「生研」 （０．５ｍＬ１瓶）

140

つ
ツインラインＮＦ配合経腸用液 （１０ｍＬ（混合調製後の内
用液として））

86

つくしＡ・Ｍ配合散 （１ｇ）

57

ツムラ安中散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

125

ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

125

ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

125

ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

125

ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

125

ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

125

ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

125

ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

125

ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

125

ツムラ紫雲膏 （１ｇ）

75

ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ツムラ消風散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ツムラ神秘湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

( 23 )

五十音順索引
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ （２０ｍｇ１錠（テガフール相
当量））

108

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ （２５ｍｇ１錠（テガフール相
当量））

108

ティーエスワン配合カプセルＴ２０ （２０ｍｇ１カプセル（テガ
フール相当量））

108

ティーエスワン配合カプセルＴ２５ （２５ｍｇ１カプセル（テガ
フール相当量））

108

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ティーエスワン配合顆粒Ｔ２０ （２０ｍｇ１包（テガフール相当
量））

108

ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

127

ティーエスワン配合顆粒Ｔ２５ （２５ｍｇ１包（テガフール相当
量））

108

ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

ツムラ通導散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

ディオバンＯＤ錠１６０ｍｇ （１６０ｍｇ１錠）

38

ディオバンＯＤ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

38

ディオバンＯＤ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

38

ディオバンＯＤ錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠）

38

ディオバン錠１６０ｍｇ （１６０ｍｇ１錠）

38

ディオバン錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

38
38

ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用） （１
ｇ）

128

ディオバン錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

ディオバン錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠）

ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「明治」 （２００ｍｇ１瓶）

ツムラ女神散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

ディスコビスク１．０眼粘弾剤 （１ｍＬ１筒）

26

ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

ディナゲスト錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

67

ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

ディナゲスト錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

68

ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

ディビゲル１ｍｇ （１ｍｇ１包）

65

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

ディフェリンゲル０．１％ （０．１％１ｇ）

80

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

低分子デキストランＬ注 （２５０ｍＬ１袋）

88

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

ディレグラ配合錠 （１錠）

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

テオドール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

50

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

テオドール錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

50

ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

テオドール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

50

ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

テオドールドライシロップ２０％ （２０％１ｇ）

50

ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１錠）

50

ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

テオロング錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

50

ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

テオロング錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

51

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

デカドロンエリキシル０．０１％ （０．０１％１ｍＬ）

64

ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

デカドロン錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

64

ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

デカドロン錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

64

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

デキサート注射液１．６５ｍｇ （１．６５ｍｇ０．５ｍＬ１管）

64

ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

128

デキサート注射液３．３ｍｇ （３．３ｍｇ１ｍＬ１管）

64

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

129

デキサート注射液６．６ｍｇ （６．６ｍｇ２ｍＬ１瓶）

64

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

129

デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」 （０．１％１ｇ）

60

ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

129

ツムラ立効散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

129

デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ「ＮＰ」 （１５
ｍｇ１錠）

48

ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

129

デクスメデトミジン静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「ニプ
ロ」 （２００μｇ５０ｍＬ１筒）

ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

129

テクフィデラカプセル１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１カプセル）

20

ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

129

テクフィデラカプセル２４０ｍｇ （２４０ｍｇ１カプセル）

20

ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

129

テグレトール細粒５０％ （５０％１ｇ）

5

ツルバダ配合錠 （１錠）

137

テグレトール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

5

テグレトール錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

て
ディアコミットドライシロップ分包２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１包）
ティアバランス点眼液０．１％ （０．１％５ｍＬ１瓶）

5
26

38
130

118

2

5

デザレックス錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

118

デシコビ配合錠ＨＴ （１錠）

138

デシコビ配合錠ＬＴ （１錠）

138

( 24 )

五十音順索引
テシプール錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

15

デュオドーパ配合経腸用液 （１００ｍＬ１カセット）

11

デジレル錠２５ （２５ｍｇ１錠）

15

デュオトラバ配合点眼液 （１ｍＬ）

26

デジレル錠５０ （５０ｍｇ１錠）

15

テスチノンデポー筋注用１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１ｍＬ１管）

65

デュピクセント皮下注３００ｍｇシリンジ （３００ｍｇ２ｍＬ１
筒）

テスチノンデポー筋注用２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１ｍＬ１管）

65

デスパコーワ口腔用クリーム （１ｇ）

60

デスフェラール注射用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶）

95

デスモプレシン・スプレー２．５協和 （１２５μｇ１瓶）

62

デスモプレシン注４協和 （４μｇ１管）

62

デスモプレシン点鼻液０．０１％協和 （２５０μｇ１瓶）

62

テセントリク点滴静注１２００ｍｇ （１２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶）

113

テセントリク点滴静注８４０ｍｇ （８４０ｍｇ１４ｍＬ１瓶）

113

テタノブリンＩＨ静注１５００単位 （１５００国際単位１瓶）

142

テタノブリンＩＨ静注２５０単位 （２５０国際単位１瓶）

142

デタントール０．０１％点眼液 （０．０１％１ｍＬ）

デュファストン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

151

デュロテップＭＴパッチ１６．８ｍｇ （１６．８ｍｇ１枚）

151

デュロテップＭＴパッチ２．１ｍｇ （２．１ｍｇ１枚）

151

デュロテップＭＴパッチ４．２ｍｇ （４．２ｍｇ１枚）

151

デュロテップＭＴパッチ８．４ｍｇ （８．４ｍｇ１枚）

151

テラプチク静注４５ｍｇ （１．５％３ｍＬ１管）

48

テラマイシン軟膏（ポリミキシンＢ含有） （１ｇ）

74

テラムロ配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」 （１錠）

39

テラルビシン注射用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶）

26

63
52
24

38
39

テルネリン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

デトキソール静注液２ｇ （１０％２０ｍＬ１瓶）

95

テルバンスＤＳ２０％ （２０％１ｇ）

テトラミド錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

109

テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェクター （２８．２μｇ
１キット）

デタントール錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

テトラビック皮下注シリンジ （０．５ｍＬ１キット）

65

デュロテップＭＴパッチ１２．６ｍｇ （１２．６ｍｇ１枚）

テリルジー１００エリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット）

デタントールＲ錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）

118

51

143

テルビナフィン錠１２５「ＭＥＥＫ」 （１２５ｍｇ１錠）

139

15

テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （４０ｍｇ１錠）

39
75

71

デルモベートクリーム０．０５％ （０．０５％１ｇ）

テネリア錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

99

デルモベートスカルプローション０．０５％ （０．０５％１ｇ）

76

テネリア錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

99

デルモベート軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ）

76

テレミンソフト坐薬１０ｍｇ （１０ｍｇ１個）

58

84

テレミンソフト坐薬２ｍｇ （２ｍｇ１個）

58

33

点眼・点鼻用リンデロンＡ液 （１ｍＬ）

33

点滴静注用ホスカビル注２４ｍｇ／ｍＬ （６ｇ２５０ｍＬ１瓶）

デトルシトールカプセル４ｍｇ （４ｍｇ１カプセル）

テノゼット錠３００ｍｇ （３００ｍｇ１錠）
デノタスチュアブル配合錠 （１錠）
テノーミン錠２５ （２５ｍｇ１錠）
テノーミン錠５０ （５０ｍｇ１錠）

138

デパケンＲ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

5

デパケンＲ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

5

デパケン細粒４０％ （４０％１ｇ）

5

デパケン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

5

デパケン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

5

デパケンシロップ５％ （５％１ｍＬ）

5

デパス細粒１％ （１％１ｇ）

15

デパス錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

16

デパス錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

16

テビケイ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

138

デファイテリオ静注２００ｍｇ （２００ｍｇ２．５ｍＬ１瓶）

94

テプレノンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１カプセル）

56

テプレノン細粒１０％「トーワ」 （１０％１ｇ）

56

デプロメール錠２５ （２５ｍｇ１錠）

16

デプロメール錠５０ （５０ｍｇ１錠）

16

デプロメール錠７５ （７５ｍｇ１錠）

16

デベルザ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

99

26
138

と
トアラセット配合錠「サンド」 （１錠）

8

動注用アイエーコール５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

113

〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒 （１ｇ）

129

ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （１ｍｇ１錠）

39

ドキシル注２０ｍｇ （２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

109

ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 （１０ｍｇ１瓶）

109

ドグマチールカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）

56

ドグマチール細粒１０％ （１０％１ｇ）

56

ドグマチール細粒５０％ （５０％１ｇ）

56

ドグマチール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

16

ドグマチール錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

16

ドグマチール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

56

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ「ＮＰ」
（１００ｍｇ１カプセル）

47

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ「トー
ワ」 （１００ｍｇ１カプセル）

47

トスキサシン錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠）

136

トスキサシン錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）

136

ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ＥＥ」 （２０ｍｇ１ｍＬ１
瓶）

110

テモゾロミド錠１００ｍｇ「ＮＫ」 （１００ｍｇ１錠）

107

テモゾロミド錠２０ｍｇ「ＮＫ」 （２０ｍｇ１錠）

107

テモダールカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）

107

テモダールカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセル）

107

ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ＥＥ」 （８０ｍｇ４ｍＬ１
瓶）

110

テモダール点滴静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）

107

トチモトのアキョウ （１０ｇ）

120

( 25 )

五十音順索引
トチモトのイレイセン （１０ｇ）

120

トチモトのサンザシ （１０ｇ）

121

トチモトのインチンコウ （１０ｇ）

120

トチモトのサンシシ （１０ｇ）

122

トチモトのウイキョウ （１０ｇ）

120

トチモトのサンシュユ （１０ｇ）

122

トチモトのウズ （１０ｇ）

120

トチモトのサンショウ （１０ｇ）

122

トチモトのウバイ （１０ｇ）

120

トチモトのサンソウニン （１０ｇ）

122

トチモトのウヤク （１０ｇ）

120

トチモトのサンヤク （１０ｇ）

122

トチモトのエンゴサク （１０ｇ）

120

トチモトのジオウ （１０ｇ）

122

トチモトのオウギ （１０ｇ）

120

トチモトのシオン （１０ｇ）

122

トチモトのオウゴン （１０ｇ）

120

トチモトのジコッピ （１０ｇ）

122

トチモトのオウバク （１０ｇ）

120

トチモトのシコン （１０ｇ）

122

トチモトのオウレン （１０ｇ）

120

トチモトのシソシ （１０ｇ）

122

トチモトのオンジ （１０ｇ）

120

トチモトのシツリシ （１０ｇ）

122

トチモトのガイヨウ （１０ｇ）

120

トチモトのシテイ （１０ｇ）

122

トチモトのカシ （１０ｇ）

120

トチモトのシャクヤク （１０ｇ）

122

トチモトのカシュウ （１０ｇ）

120

トチモトのシャゼンシ （１０ｇ）

122

トチモトのガジュツ （１０ｇ）

120

トチモトのシュクシャ （１０ｇ）

122

トチモトのカッコウ （１０ｇ）

120

トチモトのショウキョウ （１０ｇ）

122

トチモトのカッコン （１０ｇ）

120

トチモトのショウバク （１０ｇ）

122

トチモトのカッセキ （１０ｇ）

120

トチモトのショウマ （１０ｇ）

122

トチモトのカロコン （１０ｇ）

120

トチモトのシンイ （１０ｇ）

122

トチモトのカロニン （１０ｇ）

120

トチモトのセッコウ （１０ｇ）

122

トチモトの乾姜 （１０ｇ）

120

トチモトのセンキュウ （１０ｇ）

122

トチモトのカンゾウ （１０ｇ）

120

トチモトのゼンコ （１０ｇ）

122

トチモトのキキョウ （１０ｇ）

121

トチモトのセンコツ （１０ｇ）

122

トチモトのキクカ （１０ｇ）

121

トチモトのセンタイ （１０ｇ）

122

トチモトのキジツ （１０ｇ）

121

トチモトのソウジュツ （１０ｇ）

122

トチモトのキョウカツ （１０ｇ）

121

トチモトのソウハクヒ （１０ｇ）

122

トチモトのキョウニン （１０ｇ）

121

トチモトのソボク （１０ｇ）

122

トチモトのキンギンカ （１０ｇ）

121

トチモトのソヨウ （１０ｇ）

123

トチモトのクコシ （１０ｇ）

121

トチモトのダイオウ （１０ｇ）

123

トチモトのクジン （１０ｇ）

121

トチモトのダイオウ末 （１０ｇ）

123

トチモトのケイガイ （１０ｇ）

121

トチモトのタイソウ （１０ｇ）

123

トチモトのケイヒ （１０ｇ）

121

トチモトのダイフクヒ （１０ｇ）

123

トチモトのケツメイシ （１０ｇ）

121

トチモトのタクシャ （１０ｇ）

123

トチモトのゲンジン （１０ｇ）

121

トチモトのチクジョ （１０ｇ）

123

トチモトのコウイ（膠飴） （１０ｇ）

121

トチモトのチモ （１０ｇ）

123

トチモトのコウカ （１０ｇ）

121

トチモトのチョウジ （１０ｇ）

123

トチモトのコウブシ （１０ｇ）

121

トチモトのチョウトウコウ （１０ｇ）

123

トチモトのコウベイ （１０ｇ）

121

トチモトのチョレイ （１０ｇ）

123

トチモトのコウボク （１０ｇ）

121

トチモトのチンピ （１０ｇ）

123

トチモトのコウホン （１０ｇ）

121

トチモトのテンナンショウ （１０ｇ）

123

トチモトのゴシツ （１０ｇ）

121

トチモトのテンマ （１ｇ）

123

トチモトのゴシュユ （１０ｇ）

121

トチモトのテンモンドウ （１０ｇ）

123

トチモトのゴボウシ （１０ｇ）

121

トチモトのトウガシ （１０ｇ）

123

トチモトのゴミシ （１０ｇ）

121

トチモトのトウキ （１０ｇ）

123

トチモトのサイコ （１０ｇ）

121

トチモトのトウニン （１０ｇ）

123

トチモトのサイシン （１０ｇ）

121

トチモトのドクカツ （１０ｇ）

123

トチモトのサイチャ（細茶） （１０ｇ）

121

トチモトのトチュウ （１０ｇ）

123

トチモトのサンキライ （１０ｇ）

121

トチモトのニンジン （１０ｇ）

123

( 26 )

五十音順索引
トチモトのニンドウ （１０ｇ）

123

トプシム軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ）

76

トチモトのバイモ （１０ｇ）

123

トプシムローション０．０５％ （０．０５％１ｇ）

76

トチモトのバクモンドウ （１０ｇ）

123

ドプスＯＤ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

11

トチモトのハッカ （１０ｇ）

123

ドプス細粒２０％ （２０％１ｇ）

11

トチモトのハンゲ （１０ｇ）

123

ドブトレックス注射液１００ｍｇ （１００ｍｇ１管）

31

トチモトのビャクゴウ （１０ｇ）

31

123

ドブポン注０．３％シリンジ （０．３％５０ｍＬ１筒）

トチモトのビャクシ （１０ｇ）

124

トブラシン注６０ｍｇ （６０ｍｇ１管）

トチモトのビャクジュツ （１０ｇ）

124

トブラシン点眼液０．３％ （３ｍｇ１ｍＬ）

26

トチモトのビワヨウ （１０ｇ）

124

トフラニール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

16

トチモトのビンロウジ （１０ｇ）

124

トフラニール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

16

トチモトのブクリョウ （１０ｇ）

130

124

ドプラム注射液４００ｍｇ （２０ｍｇ１ｍＬバイアル）

48

トチモトのベッコウ （１０ｇ）

124

ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ （０．００５％１ｇ）

80

トチモトのボウイ （１０ｇ）

124

ドボベットゲル （１ｇ）

80

トチモトのボウフウ （１０ｇ）

124

ドボベット軟膏 （１ｇ）

トチモトのボクソク （１０ｇ）

124

トミロン錠１００ （１００ｍｇ１錠）

132

トチモトのボタンピ （１０ｇ）

132

80

124

トミロン錠５０ （５０ｍｇ１錠）

トチモトのボレイ （１０ｇ）

124

ドミン錠０．４ （０．４ｍｇ１錠）

トチモトのマオウ （１０ｇ）

124

ドメナン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

トチモトのマシニン （１０ｇ）

124

トライコア錠５３．３ｍｇ （５３．３ｍｇ１錠）

44

トチモトのマンケイシ （１０ｇ）

124

トライコア錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠）

44

トチモトのモクツウ （１０ｇ）

11
118

124

トライディオール２１錠 （（２１日分）１組）

70

トチモトのモッカ （１０ｇ）

124

トライディオール２８錠 （（２８日分）１組）

70

トチモトのモッコウ （１０ｇ）

124

トラクリア錠６２．５ｍｇ （６２．５ｍｇ１錠）

47

トチモトのヤクチ （１０ｇ）

124

トチモトのヤクモソウ （１０ｇ）

124

トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「ＮＫ」 （１５０ｍｇ１
瓶）

113

トチモトのヨクイニン （１０ｇ）

トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「ＮＫ」 （６０ｍｇ１瓶）

124

113

トチモトのリュウガンニク （１０ｇ）

124

トチモトのリュウコツ （１０ｇ）

124

トチモトのリュウタン （１０ｇ）

124

トチモトのリョウキョウ （１０ｇ）

124

トチモトのレンギョウ （１０ｇ）

124

トチモトのレンニク （１０ｇ）

124

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠）

20

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」 （３ｍｇ１錠）

20

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠）

20

ドパコール配合錠Ｌ１００ （１錠）

11

ドパコール配合錠Ｌ５０ （１錠）

11

ドパストン散９８．５％ （９８．５％１ｇ）

11

ドパストン静注２５ｍｇ （０．２５％１０ｍＬ１管）

11

ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇバッグ「武田テバ」 （０．
１％２００ｍＬ１袋）

31

ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇバッグ「武田テバ」 （０．
３％２００ｍＬ１袋）

31

トビエース錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

71

トビエース錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠）

71

トピナ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

5

トピナ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

5

トフィソパム錠５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ１錠）

2

トプシムＥクリーム０．０５％ （０．０５％１ｇ）

76

トプシムクリーム０．０５％ （０．０５％１ｇ）

76

トラセミドＯＤ錠４ｍｇ「ＴＥ」 （４ｍｇ１錠）

35

トラゼンタ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

99

トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 （２５ｍｇ１錠）

16

トラディアンス配合錠ＡＰ （１錠）

99

トラディアンス配合錠ＢＰ （１錠）

99

トラニラストＤＳ５％「ＣＨ」 （５％１ｇ）

118

トラニラストカプセル１００ｍｇ「ＣＨ」 （１００ｍｇ１カプセル）

118

トラニラスト点眼液０．５％「サワイ」 （２５ｍｇ５ｍＬ１瓶）

26

トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「日医工」 （２５０ｍｇ１錠）

89

トラバタンズ点眼液０．００４％ （０．００４％１ｍＬ）

26

トラベルミン配合錠 （１錠）

29

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

8

トラマールＯＤ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

8

トラマール注１００ （１００ｍｇ１管）

8

トラムセット配合錠 （１錠）

8

ドラール錠１５ （１５ｍｇ１錠）

2

ドラール錠２０ （２０ｍｇ１錠）

2

トランコロンＰ配合錠 （１錠）

23

トランコロン錠７．５ｍｇ （７．５ｍｇ１錠）

23

トランサミンカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル）

89

トランサミン散５０％ （５０％１ｇ）

89

トランサミン錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

89

トランサミン錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）

89

トランサミンシロップ５％ （５％１ｍＬ）

89

( 27 )

五十音順索引
トランサミン注１０％ （１０％１０ｍＬ１管）

89

ナウゼリン錠５ （５ｍｇ１錠）

61

トランサミン注５％ （５％５ｍＬ１管）

89

ナウゼリンドライシロップ１％ （１％１ｇ）

61

トランデート錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

39

ナサニール点鼻液０．２％ （１０ｍｇ５ｍＬ１瓶）

68

ナシビン点鼻・点眼液０．０５％ （０．０５％１ｍＬ）

29

トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 （０．２５ｍｇ１錠）

2

トリキュラー錠２１ （（２１日分）１組）

70

ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠）

61

トリキュラー錠２８ （（２８日分）１組）

70

ナゼア注射液０．３ｍｇ （０．３ｍｇ２ｍＬ１管）

61

ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用 （５ｍｇ１０ｇ１瓶）

29

ナディック錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

33

ナトリックス錠１ （１ｍｇ１錠）

39

ナパゲルンクリーム３％ （３％１ｇ）

76

ナパゲルン軟膏３％ （３％１ｇ）

76

ナパゲルンローション３％ （３％１ｍＬ）

76

ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＥＥ」 （２５ｍｇ１錠）

71

ナーブロック筋注２５００単位 （２５００単位０．５ｍＬ１瓶）

22

トリクロリールシロップ１０％ （１０％１ｍＬ）
トリセノックス注１０ｍｇ （１０ｍｇ１管）
トーリセル点滴静注液２５ｍｇ （２５ｍｇ１ｍＬ１瓶（希釈液
付））

2
113
113

トリテレン・カプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）

35

トリプタノール錠１０ （１０ｍｇ１錠）

16

トリプタノール錠２５ （２５ｍｇ１錠）

16

トリーメク配合錠 （１錠）

138

トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１
錠）

60

ナボールテープ１５ｍｇ （７ｃｍ×１０ｃｍ１枚）

76

トリンテリックス錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

16

ナボールテープＬ３０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

76

トルソプト点眼液０．５％ （０．５％１ｍＬ）

26

ナボールパップ１４０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

トルソプト点眼液１％ （１％１ｍＬ）

26

ナルサス錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

150

ナルサス錠６ｍｇ （６ｍｇ１錠）

150

ナルラピド錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

150

ナルラピド錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

150

トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェクター （８０ｍｇ１ｍＬ１
キット）

104

ドルナー錠２０μｇ （２０μｇ１錠）

92

トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス （０．７５ｍｇ０．５ｍＬ
１キット）

68

ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第一三共」 （０．２ｍｇ１ｍ
Ｌ１管）

76

48

トレアキシン点滴静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）

107

トレシーバ注フレックスタッチ （３００単位１キット）

68

に

トレシーバ注ペンフィル （３００単位１筒）

68

トレドミン錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠）

16

ニカルジピン塩酸塩注射液２５ｍｇ「サワイ」 （２５ｍｇ２５ｍ
Ｌ１管）

39
39

トレドミン錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

16

ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「サワイ」 （２ｍｇ２ｍＬ１
管）

トレドミン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

16

ニコチネルＴＴＳ１０ （（１７．５ｍｇ）１０平方ｃｍ１枚）

149

トレドミン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

16

ニコチネルＴＴＳ２０ （（３５ｍｇ）２０平方ｃｍ１枚）

149

ニコチネルＴＴＳ３０ （（５２．５ｍｇ）３０平方ｃｍ１枚）

149

ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２ （（０．３ｍｇ）７．５ｃｍ×１０ｃ
ｍ）

76

トレムフィア皮下注１００ｍｇシリンジ （１００ｍｇ１ｍＬ１筒）

104

トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

11

トレリーフＯＤ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

11

トレリーフ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）
ドロレプタン注射液２５ｍｇ （２．５ｍｇ１ｍＬバイアル）

11
1

ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」 （１０％１ｇ）

82

ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠）

43

ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「日医工」 （１２ｍｇ１瓶）

43

ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「日医工」 （４８ｍｇ１瓶）

43

ニコリン注射液２５０ｍｇ （１２．５％２ｍＬ１管）

47

トロンビン液モチダソフトボトル１万 （１００００単位１０ｍＬ１
キット）

ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠）

47

89

ニゾラールクリーム２％ （２％１ｇ）

79

ドンペリドンＤＳ小児用１％「サワイ」 （１％１ｇ）

60

ニゾラールローション２％ （２％１ｇ）

79

ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （１０ｍｇ１錠）

61

ニチファーゲン配合錠 （１錠）

94

日点アトロピン点眼液１％ （１％５ｍＬ１瓶）

26

ニトプロ持続静注液６ｍｇ （６ｍｇ２ｍＬ１管）

39

な
ナイキサン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
ナイクリン注射液５０ｍｇ （５０ｍｇ１管）

8
82

ニドラン注射用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

107

ナイスピー点鼻液５０μｇ （８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶）

29

ニトログリセリン静注２５ｍｇ／５０ｍＬシリンジ「ＴＥ」 （２５ｍ
ｇ５０ｍＬ１筒）

ナウゼリンＯＤ錠１０ （１０ｍｇ１錠）

61

ナウゼリン細粒１％ （１％１ｇ）

61

ニトログリセリン静注５ｍｇ／１０ｍＬ「ＴＥ」 （５ｍｇ１０ｍＬ１
管）

43

ナウゼリン坐剤１０ （１０ｍｇ１個）

ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ （（２５ｍｇ）１０平方ｃｍ１枚）

61

43

ナウゼリン坐剤３０ （３０ｍｇ１個）

ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ （０．３ｍｇ１錠）

61

43

ナウゼリン坐剤６０ （６０ｍｇ１個）

ニトロールＲカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセル）

61

43

ナウゼリン錠１０ （１０ｍｇ１錠）

ニトロール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

61

43

ニトロールスプレー１．２５ｍｇ （１６３．５ｍｇ１０ｇ１瓶）

43

( 28 )

43

五十音順索引
ニトロール注５ｍｇ （０．０５％１０ｍＬ１管）

43

ニトロール点滴静注１００ｍｇバッグ （０．０５％２００ｍＬ１
袋）

43

ニバジール錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

39

ニバジール錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

39

ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「日医工」 （２０ｍｇ１錠）

43

ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「日医工」 （２０ｍｇ１錠）

43

ニフラン錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）
ニフラン点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ）
ニポラジン小児用シロップ０．０３％ （０．０３％１ｍＬ）
乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 （１０ｇ）
乳糖「ホエイ」 （１０ｇ）

8

ネキシウムカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセル）

56

ネキシウム懸濁用顆粒分包１０ｍｇ （１０ｍｇ１包）

56

ネキシウム懸濁用顆粒分包２０ｍｇ （２０ｍｇ１包）

56

ネクサバール錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

114

ネシーナ錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠）

99

ネシーナ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

99

ネシーナ錠６．２５ｍｇ （６．２５ｍｇ１錠）

99

ネスプ注射液１０μｇプラシリンジ （１０μｇ０．５ｍＬ１筒）

104

116

ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ （１２０μｇ０．５ｍＬ１
筒）

104

84

ネスプ注射液１８０μｇプラシリンジ （１８０μｇ０．５ｍＬ１
筒）

104

27

146

ニュープロパッチ１３．５ｍｇ （１３．５ｍｇ１枚）

11

ニュープロパッチ１８ｍｇ （１８ｍｇ１枚）

11

ニュープロパッチ２．２５ｍｇ （２．２５ｍｇ１枚）

11

ニュープロパッチ４．５ｍｇ （４．５ｍｇ１枚）

11

ニュープロパッチ９ｍｇ （９ｍｇ１枚）

11

ネバナック懸濁性点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ）

27

ネリザ坐剤 （１個）

70

ネリザ軟膏 （１ｇ）

70

ネリゾナ軟膏０．１％ （０．１％１ｇ）

76

ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％ （０．１％１ｇ）

76

ネリプロクト坐剤 （１個）

70

ネリプロクト軟膏 （１ｇ）

70

ニューモバックスＮＰ （０．５ｍＬ１瓶）

140

ニューレプチル細粒１０％ （１０％１ｇ）

16

ニューレプチル錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

16

ニューレプチル錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

16

ニューレプチル錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

16

ノイアート静注用１５００単位 （１５００単位１瓶（溶解液付））

ニューロタン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

39

ノイエルカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル）

56

ニューロタン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

39

ノイキノン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

31

ニューロタン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

39

ノイトロジン注１００μｇ （１００μｇ１瓶（溶解液付））

92

113

ノイトロジン注２５０μｇ （２５０μｇ１瓶（溶解液付））

92

ニンラーロカプセル３ｍｇ （３ｍｇ１カプセル）

113

ノイトロジン注５０μｇ （５０μｇ１瓶（溶解液付））

92

ニンラーロカプセル４ｍｇ （４ｍｇ１カプセル）

113

ノイロトロピン錠４単位 （４単位１錠）

9

ノイロトロピン注射液３．６単位 （３ｍＬ１管）

9

ニンラーロカプセル２．３ｍｇ （２．３ｍｇ１カプセル）

ぬ
ヌーカラ皮下注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）

52

ネルボン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
の

84

ノウリアスト錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

11

ノックビン原末 （１ｇ）

ネイリンカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）

ノバクトＭ静注用１０００単位 （１０００単位１瓶（溶解液付））

ネオイスコチン原末 （１ｇ）

139
86
135

142

ノイロビタン配合錠 （１錠）

ね

ネオアミユー輸液 （２００ｍＬ１袋）

3

ノバスタンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ （１０ｍｇ２ｍＬ１管）
ノバミン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

95
142
47
16

71

ノバントロン注２０ｍｇ （２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

114

27

ノービア錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

138

ネオシネジンコーワ注１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管）

41

ノフロ点眼液０．３％ （０．３％１ｍＬ）

27

ネオステリングリーンうがい液０．２％ （１ｍＬ）

81

ノベルジン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

95

11

ノベルジン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

95

ネオキシテープ７３．５ｍｇ （７３．５ｍｇ１枚）
ネオシネジンコーワ５％点眼液 （５％１ｍＬ）

ネオドパストン配合錠Ｌ１００ （１錠）
ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ （５ｍＬ１筒）

8

ノーベルバール静注用２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１瓶）

5

ネオフィリン原末 （１ｇ）

31

ネオフィリン注２５０ｍｇ （２．５％１０ｍＬ１管）

ノボセブンＨＩ静注用５ｍｇシリンジ （５ｍｇ５ｍＬ１瓶（溶解液
付））

142

31

ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン （３００単位１キット）

ネオメドロールＥＥ軟膏 （１ｇ）

68

27

ノボラピッド５０ミックス注フレックスペン （３００単位１キット）

ネオラミン・スリービー液（静注用） （１０ｍＬ１管）

68

84

ノボラピッド７０ミックス注フレックスペン （３００単位１キット）

ネオーラル１０ｍｇカプセル （１０ｍｇ１カプセル）

68

104

ノボラピッド注１００単位／ｍＬ （１００単位１ｍＬバイアル）

ネオーラル２５ｍｇカプセル （２５ｍｇ１カプセル）

68

104

ノボラピッド注イノレット （３００単位１キット）

ネオーラル５０ｍｇカプセル （５０ｍｇ１カプセル）

68

104

ノボラピッド注フレックスタッチ （３００単位１キット）

ネオーラル内用液１０％ （１０％１ｍＬ）

68

104

ノボラピッド注フレックスペン （３００単位１キット）

68

ネキシウムカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル）

56

( 29 )

五十音順索引
ノボラピッド注ペンフィル （３００単位１筒）

68

バクタ配合顆粒 （１ｇ）

139

ノボリン３０Ｒ注フレックスペン （３００単位１キット）

68

バクタ配合錠 （１錠）

139

ノボリンＮ注フレックスペン （３００単位１キット）

68

バクトラミン注 （５ｍＬ１管）

144

ノボリンＲ注フレックスペン （３００単位１キット）

68

バクトロバン鼻腔用軟膏２％ （２％１ｇ）

130

ノルアドリナリン注１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管）

64

パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ＮＫ」 （１００ｍｇ１
６．７ｍＬ１瓶）

110

パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 （３０ｍｇ５ｍＬ１瓶）

110

パーサビブ静注透析用２．５ｍｇ （２．５ｍｇ２ｍＬ１瓶）

104

パーサビブ静注透析用５ｍｇ （５ｍｇ２ｍＬ１瓶）

104
114

ノルスパンテープ１０ｍｇ （１０ｍｇ１枚）

9

ノルスパンテープ５ｍｇ （５ｍｇ１枚）

9

ノルディトロピン フレックスプロ注１０ｍｇ （１０ｍｇ１キット）

62

ノルディトロピン フレックスプロ注１５ｍｇ （１５ｍｇ１キット）

63

ノルディトロピン フレックスプロ注５ｍｇ （５ｍｇ１キット）

63

パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ （４２０ｍｇ１４ｍＬ１
瓶）

43

パシーフカプセル３０ｍｇ （３０ｍｇ１カプセル）

150

43

パシーフカプセル６０ｍｇ （６０ｍｇ１カプセル）

150

パズクロス点滴静注液５００ｍｇ （５００ｍｇ１００ｍＬ１キッ
ト）

136

ノルバスク錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）
ノルバスク錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
ノルバデックス錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

114

は

パスタロンソフト軟膏２０％ （２０％１ｇ）

バイアグラ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

71

パセトシンカプセル２５０ （２５０ｍｇ１カプセル）

バイアグラ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

71

バソメット錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠）

39

バイアスピリン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

92

バソメット錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

39

パタノール点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ）

80
132

27

バイエッタ皮下注１０μｇペン３００ （３００μｇ１キット（１０μ
ｇ））

68

ハッカ油「ニッコー」 （１ｍＬ）

バイエッタ皮下注５μｇペン３００ （３００μｇ１キット（５μ
ｇ））

68

バップフォー錠１０ （１０ｍｇ１錠）

71

110

バップフォー錠２０ （２０ｍｇ１錠）

71

85

パナルジン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

92

85

バナン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

132

85

バナンドライシロップ５％ （５０ｍｇ１ｇ）

132

85

パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」 （４％１ｍＬ１管）

24

83

パピロックミニ点眼液０．１％ （０．１％０．４ｍＬ１個）

27

ハイカムチン注射用１．１ｍｇ （１．１ｍｇ１瓶）
ハイカリックＮＣ－Ｈ輸液 （７００ｍＬ１袋）
ハイカリックＮＣ－Ｌ輸液 （７００ｍＬ１袋）
ハイカリックＮＣ－Ｎ輸液 （７００ｍＬ１袋）
ハイカリックＲＦ輸液 （５００ｍＬ１袋）
ハイシー顆粒２５％ （２５％１ｇ）
バイシリンＧ顆粒４０万単位 （４０万単位１ｇ）
ハイスコ皮下注０．５ｍｇ （０．０５％１ｍＬ１管）
ハイゼット細粒２０％ （２０％１ｇ）

130

バファリン配合錠Ａ３３０ （３３０ｍｇ１錠）

146

9

24

バファリン配合錠Ａ８１ （８１ｍｇ１錠）

92

81

ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ （０．１２５ｍｇ１錠）

31

ハイゼントラ２０％皮下注１ｇ／５ｍＬ （１ｇ５ｍＬ１瓶）

142

ハイゼントラ２０％皮下注４ｇ／２０ｍＬ （４ｇ２０ｍＬ１瓶）

ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」 （２０００単位１００ｍＬ
１瓶）

143

ハベカシン注射液１００ｍｇ （１００ｍｇ２ｍＬ１管）

ハイチオール錠８０ （８０ｍｇ１錠）

130

104

バベンチオ点滴静注２００ｍｇ （２００ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

ハイドレアカプセル５００ｍｇ （５００ｍｇ１カプセル）

114

108

ハーボニー配合錠 （１錠）

バイナス錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）

138

118
39

パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用１５ｍｇ「サワイ」 （１５ｍｇ１
瓶）

104

27

パム静注５００ｍｇ （２．５％２０ｍＬ１管）

95

9

ハラヴェン静注１ｍｇ （１ｍｇ２ｍＬ１瓶）

114

9

バラクルード錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

138

73

バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ「モチダ」 （５００ｍｇ１包）

138

82

バラマイシン軟膏 （（ＢＴＲＣ２５０単位ＦＲＭ２ｍｇ）１ｇ）

82

パラミヂンカプセル３００ｍｇ （３００ｍｇ１カプセル）

43

パリエット錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

56

バイロテンシン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

43

パリエット錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

56

パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠）

16

パリエット錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

57

16

バリキサ錠４５０ｍｇ （４５０ｍｇ１錠）

パキシル錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

16

バル筋注１００ｍｇ「ＡＦＰ」 （１０％１ｍＬ１管）

95

パキシル錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

16

バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「トーワ」 （４０ｍｇ１錠）

39

16

バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「トーワ」 （８０ｍｇ１錠）

39

ハイパジールコーワ錠３ （３ｍｇ１錠）
ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ （０．２５％１ｍＬ）
ハイペン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
ハイペン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
ハイポライト消毒液１０％ （１０％１０ｇ）
ハイボン細粒１０％ （１０％１ｇ）
ハイボン錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）
バイロテンシン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

パキシルＣＲ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

パキシル錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
白色ワセリン （１０ｇ）

146

ハルシオン０．１２５ｍｇ錠 （０．１２５ｍｇ１錠）

( 30 )

143

74
9

138

3

五十音順索引
ハルシオン０．２５ｍｇ錠 （０．２５ｍｇ１錠）

3

ヒアレイン点眼液０．１％ （０．１％５ｍＬ１瓶）

27

パルデスクリーム０．０５％ （０．０５％１ｇ）

76

ヒアレインミニ点眼液０．１％ （０．１％０．４ｍＬ１個）

27

138

ヒアレインミニ点眼液０．３％ （０．３％０．４ｍＬ１個）

27

138

ピアーレシロップ６５％ （６５％１ｍＬ）

バルトレックス顆粒５０％ （５０％１ｇ）
バルトレックス錠５００ （５００ｍｇ１錠）
ハルナールＤ錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠）

71

ハルナールＤ錠０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１錠）

71

バルネチール細粒５０％ （５０％１ｇ）

17

バルネチール錠２００ （２００ｍｇ１錠）

17

104

ビーエスエスプラス５００眼灌流液０．０１８４％ （０．４６％２
０ｍＬ１瓶（希釈液付））

27

ピーエヌツイン－１号輸液 （１キット）

86

ピーエヌツイン－２号輸液 （１キット）

86

ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 （１５ｍｇ１錠）

99

ビオスリー配合散 （１ｇ）

53

ビオスリー配合錠 （１錠）

53

ビオチン散０．２％「フソー」 （０．２％１ｇ）

84

ビオチン注１ｍｇ「フソー」 （１ｍｇ１管）

84

ビオフェルミンＲ散 （１ｇ）

54

バルプロ酸Ｎａ錠１００ｍｇ「フジナガ」 （１００ｍｇ１錠）

5

バルプロ酸Ｎａ徐放顆粒４０％「フジナガ」 （４０％１ｇ）

5

バルプロ酸Ｎａシロップ５％「フジナガ」 （５％１ｍＬ）

5

バルプロ酸ナトリウム錠１００ｍｇ「アメル」 （１００ｍｇ１錠）

5

バルプロ酸ナトリウム錠２００ｍｇ「アメル」 （２００ｍｇ１錠）

5

バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ２００ｍｇ「トーワ」 （２００ｍｇ
１錠）

5

ビオフェルミンＲ錠 （１錠）

54

バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「日医工」 （５％１ｍＬ）

5

ビオフェルミン配合散 （１ｇ）

54

パルミコート１００μｇタービュヘイラー１１２吸入 （１１．２ｍ
ｇ１瓶（１００μｇ））
パルミコート２００μｇタービュヘイラー１１２吸入 （２２．４ｍ
ｇ１瓶（２００μｇ））

52
52

パルミコート２００μｇタービュヘイラー５６吸入 （１１．２ｍｇ
１瓶（２００μｇ））

52

パルミコート吸入液０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ２ｍＬ１管）

52

パルミコート吸入液０．５ｍｇ （０．５ｍｇ２ｍＬ１管）

52

パルモディア錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠）

44

ハルロピテープ１６ｍｇ （１６ｍｇ１枚）

11

ハルロピテープ２４ｍｇ （２４ｍｇ１枚）

11

ハルロピテープ３２ｍｇ （３２ｍｇ１枚）

11

ハルロピテープ４０ｍｇ （４０ｍｇ１枚）
ハルロピテープ８ｍｇ （８ｍｇ１枚）
バレイショデンプン原末「マルイシ」 （１０ｇ）

11
12
146

パレプラス輸液 （５００ｍＬ１キット）

86

バロス消泡内用液２％ （２％１ｍＬ）

53

ビオプテン顆粒１０％ （１０％１ｇ１包）

104

ビオプテン顆粒２．５％ （２．５％０．４ｇ１包）

104

ビカネイト輸液 （１Ｌ１袋）

88

ビカネイト輸液 （５００ｍＬ１袋）

88

ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＮＫ」 （８０ｍｇ１錠）

114

ビカルタミド錠８０ｍｇ「サンド」 （８０ｍｇ１錠）

114

ビクシリン注射用０．２５ｇ （２５０ｍｇ１瓶）

132

ビクシリン注射用１ｇ （１ｇ１瓶）

132

ビクタルビ配合錠 （１錠）

138

ビクトーザ皮下注１８ｍｇ （１８ｍｇ３ｍＬ１キット）

68

ビクロックス顆粒４０％ （４０％１ｇ）

138

ビクロックス錠２００ （２００ｍｇ１錠）

138

ビクロックスシロップ８％ （８％１ｍＬ）

138

ビクロックス点滴静注２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１管）

138

ビケンＨＡ （１ｍＬ１瓶）

140

パーロデル錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

12

ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「日医工」 （２．５ｍｇ
１錠）

ハロマンス注５０ｍｇ （５０ｍｇ１ｍＬ１管）

17

パンクレアチン〈ハチ〉 （１ｇ）

57

ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＣＨＯＳ」 （０．
７５％１ｍＬ）

59
59

ピシバニール注射用１ＫＥ （１ＫＥ１瓶（溶解液付））

114

ピシバニール注射用５ＫＥ （５ＫＥ１瓶（溶解液付））

114

バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 （５００ｍｇ１瓶）

130

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 （０．５ｇ
１瓶）

130

ヒシファーゲン配合静注シリンジ２０ｍＬ （２０ｍＬ１筒）

94

バンコマイシン眼軟膏１％ （１％１ｇ）

130

ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ （０．１２５ｍｇ１錠）

12

パンテチン散２０％「テバ」 （２０％１ｇ）

83

ビ・シフロール錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

パンデルクリーム０．１％ （０．１％１ｇ）

76

ビジンプロ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

パンデル軟膏０．１％ （０．１％１ｇ）

76

ビスダイン静注用１５ｍｇ （１５ｍｇ１瓶）

27

パンデルローション０．１％ （０．１％１ｍＬ）

76

ヒスロンＨ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

65

パントシン散２０％ （２０％１ｇ）

83

ヒスロン錠５ （５ｍｇ１錠）

65

パントシン錠１００ （１００ｍｇ１錠）

83

ピーゼットシー糖衣錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

17

パントシン錠２００ （２００ｍｇ１錠）

83

ビソノテープ２ｍｇ （２ｍｇ１枚）

39

パントシン錠３０ （３０ｍｇ１錠）

83

ビソノテープ４ｍｇ （４ｍｇ１枚）

39

パントシン注１０％ （２００ｍｇ１管）

83

ビソノテープ８ｍｇ （８ｍｇ１枚）

39

パントシン注５％ （１００ｍｇ１管）

83

ハンプ注射用１０００ （１０００μｇ１瓶）

43

ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「トーワ」 （０．６２
５ｍｇ１錠）

33

ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 （２．５ｍｇ１
錠）

33

ひ

( 31 )

12
114

五十音順索引
ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠）

33

ヒューマトロープ注射用１２ｍｇ （１２ｍｇ１筒（溶解液付））

63

ビソルボン吸入液０．２％ （０．２％１ｍＬ）

49

ヒューマトロープ注射用６ｍｇ （６ｍｇ１筒（溶解液付））

63

ビソルボン錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

49

ヒューマリン３／７注カート （３００単位１筒）

68

ヒューマリン３／７注ミリオペン （３００単位１キット）

68

ヒューマリンＮ注１００単位／ｍＬ （１００単位１ｍＬバイア
ル）

68

ヒューマリンＮ注ミリオペン （３００単位１キット）

68
68

ビダーザ注射用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）

114

ビタジェクト注キット （２筒１キット）

84

ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠２ｍｇ「ＫＯＧ」 （２ｍｇ１錠）

44

ビタミンＣ注「フソー」－５００ｍｇ （５００ｍｇ１管）

83

ビタメジン配合カプセルＢ２５ （１カプセル）

84

ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ （１００単位１ｍＬバイア
ル）

84

ヒューマリンＲ注ミリオペン （３００単位１キット）

68

6

ヒューマログ注１００単位／ｍＬ （１００単位１ｍＬバイアル）

68
69

ビタメジン配合カプセルＢ５０ （１カプセル）
ヒダントールＤ配合錠 （１錠）

6

ヒューマログ注カート （３００単位１筒）

ヒダントール散１０％ （１０％１ｇ）

6

ヒューマログ注ミリオペン （３００単位１キット）

69

ヒダントール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

6

ヒューマログ注ミリオペンＨＤ （３００単位１キット）

69

ヒューマログミックス２５注ミリオペン （３００単位１キット）

69

ヒューマログミックス５０注ミリオペン （３００単位１キット）

69

ヒダントールＦ配合錠 （１錠）

ビデュリオン皮下注用２ｍｇペン （２ｍｇ１キット）
ヒトＣＲＨ静注用１００μｇ「タナベ」 （１００μｇ１瓶（溶解液
付））

68
148

ピドキサール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

83

ピドキサール錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

83

ピドキサール注３０ｍｇ （３０ｍｇ１管）

83

ヒドラ錠「オーツカ」５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

135

ヒュミラ皮下注２０ｍｇシリンジ０．２ｍＬ （２０ｍｇ０．２ｍＬ１
筒）

104

ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．４ｍＬ （４０ｍｇ０．４ｍＬ１
筒）

104

ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ （４０ｍｇ０．４ｍＬ１キッ
ト）

105
105

ピートル顆粒分包２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１包）

47

ヒュミラ皮下注８０ｍｇシリンジ０．８ｍＬ （８０ｍｇ０．８ｍＬ１
筒）

ピートルチュアブル錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

47

ピトレシン注射液２０ （２０単位１管）

63

ヒュミラ皮下注８０ｍｇペン０．８ｍＬ （８０ｍｇ０．８ｍＬ１キッ
ト）

105

ヒドロクロロチアジド錠２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１錠）

35

ビラノア錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

118

ビラフトビカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）

114

ピラマイド原末 （１ｇ）

135

ビラミューン錠２００ （２００ｍｇ１錠）

138

ピリヴィジェン１０％点滴静注５ｇ／５０ｍＬ （５ｇ５０ｍＬ１瓶）

143

ビリスコピン点滴静注５０ （１０．５５％１００ｍＬ１瓶）

147

ヒノポロン口腔用軟膏 （１ｇ）

81

ピバレフリン点眼液０．０４％ （０．０４％１ｍＬ）

27

ピバレフリン点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ）

27

ビビアント錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

104

ビブラマイシン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

134

ビーフリード輸液 （５００ｍＬ１キット）

86

ビプレッソ徐放錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠）

17

ビプレッソ徐放錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

17

ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「サワイ」 （１ｇ１瓶）
ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ２ｇ「ＮＰ」 （２ｇ１
キット（生理食塩液１００ｍＬ付））
ビペリデン塩酸塩細粒１％「アメル」 （１％１ｇ）
ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ「アメル」 （１ｍｇ１錠）

132
132
12
12

ヒポカ１０ｍｇカプセル （１０ｍｇ１カプセル）

39

ヒポカ１５ｍｇカプセル （１５ｍｇ１カプセル）

39

ビホナゾールクリーム１％「Ｆ」 （１％１ｇ）
ヒマシ油「マルイシ」 （１０ｍＬ）
ピマリシン点眼液５％「センジュ」 （５０ｍｇ１ｍＬ）
ビームゲン注０．５ｍＬ （０．５ｍＬ１瓶）
ビムパット錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
ビムパット錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
ビムパット点滴静注２００ｍｇ （２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶）
ビムパットドライシロップ１０％ （１０％１ｇ）

79
59
27
140
6
6
6
6

ピメノールカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）

33

ピメノールカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）

33

ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 （１．２５ｍｇ１錠）

31

ピリドキサール錠１０ｍｇ「イセイ」 （１０ｍｇ１錠）

83

ビーリンサイト点滴静注用３５μｇ （３５μｇ１瓶（輸液安定
化液付））

114

ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「タナベ」 （２５ｍｇ１カ
プセル）

33

ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「タナベ」 （５０ｍｇ１カ
プセル）

33

ヒルドイドクリーム０．３％ （１ｇ）

90

ヒルドイドソフト軟膏０．３％ （１ｇ）

90

ヒルドイドフォーム０．３％ （１ｇ）

90

ヒルドイドローション０．３％ （１ｇ）

90

ヒルトニン０．５ｍｇ注射液 （０．５ｍｇ１管）

148

ビルトリシド錠６００ｍｇ （６００ｍｇ１錠）

145

ヒルナミン筋注２５ｍｇ （２．５％１ｍＬ１管）

17

ヒルナミン細粒１０％ （１０％１ｇ）

17

ヒルナミン散５０％ （５０％１ｇ）

17

ヒルナミン錠（２５ｍｇ） （２５ｍｇ１錠）

17

ヒルナミン錠（５０ｍｇ） （５０ｍｇ１錠）

17

ヒルナミン錠（５ｍｇ） （５ｍｇ１錠）

17

ビレーズトリエアロスフィア５６吸入 （５６吸入１キット）

53

ピレスパ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

105

ピレチア細粒１０％ （１０％１ｇ）

116

ピレチア錠（２５ｍｇ） （２５ｍｇ１錠）

116

( 32 )

五十音順索引
ピレチア錠（５ｍｇ） （５ｍｇ１錠）
ビンダケルカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセル）

116
24

ふ

フェノバールエリキシル０．４％ （０．４％１ｍＬ）

3

フェノバール散１０％ （１０％１ｇ）

3

フェノバール錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

3

フェノバール注射液１００ｍｇ （１０％１ｍＬ１管）
ファイバ静注用１０００ （１０００単位２０ｍＬ１瓶（溶解液
付））

フェブリク錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

96
96

99

フェブリク錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

ファスティック錠９０ （９０ｍｇ１錠）

99

フェブリク錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

ファーストシン静注用１ｇ （１ｇ１瓶）

132

ファスティック錠３０ （３０ｍｇ１錠）

ファセンラ皮下注３０ｍｇシリンジ （３０ｍｇ１ｍＬ１筒）

53

ファブラザイム点滴静注用３５ｍｇ （３５ｍｇ１瓶）

96

ファブラザイム点滴静注用５ｍｇ （５ｍｇ１瓶）

96

ファムビル錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

3

143

138

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠）

57

ファモチジン細粒２％「サワイ」 （２％１ｇ）

57

ファリーダックカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル）

114

ファロム錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠）

132

ファロムドライシロップ小児用１０％ （１００ｍｇ１ｇ）

132

ファンガード点滴用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

フェマーラ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

96
114

フェルビナクテープ７０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚）

76

フェルビナクパップ７０ｍｇ「ＮＰ」 （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

76

フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ （１錠）

85

フェロベリン配合錠 （１錠）

54

フェロミア顆粒８．３％ （１ｇ）

85

フェロミア錠５０ｍｇ （鉄５０ｍｇ１錠）

85

フエロン注射用１００万 （１００万国際単位１瓶（溶解液付））

144

フエロン注射用３００万 （３００万国際単位１瓶（溶解液付））

144

134

フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」 （０．００５％２ｍＬ１
管）

151

ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ （１００ｍｇ１ｍＬ）

134

フェントステープ０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１枚）

151

ファンギゾン注射用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

134

フェントステープ１ｍｇ （１ｍｇ１枚）

151

69

フェントステープ２ｍｇ （２ｍｇ１枚）

151

69

フェントステープ４ｍｇ （４ｍｇ１枚）

151

6

フェントステープ６ｍｇ （６ｍｇ１枚）

151

6

フェントステープ８ｍｇ （８ｍｇ１枚）

151

88

フオイパン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

105

88

フォサマック錠３５ｍｇ （３５ｍｇ１錠）

105
105

フィアスプ注フレックスタッチ （３００単位１キット）
フィアスプ注ペンフィル （３００単位１筒）
フィコンパ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）
フィコンパ錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）
フィジオ１４０輸液 （５００ｍＬ１袋）
フィジオ３５輸液 （５００ｍＬ１袋）
フィニバックス点滴静注用０．２５ｇ （２５０ｍｇ１瓶）

132

フォサマック錠５ （５ｍｇ１錠）

フィニバックス点滴静注用０．５ｇ （５００ｍｇ１瓶）

132

フォシーガ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

99

134

フォシーガ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

99

134

フォリアミン錠 （５ｍｇ１錠）

83

134

フォリアミン注射液 （１５ｍｇ１管）

83

フォルテオ皮下注キット６００μｇ （６００μｇ１キット）

63

フシジンレオ軟膏２％ （２０ｍｇ１ｇ）

74

ブイフェンド２００ｍｇ静注用 （２００ｍｇ１瓶）
ブイフェンド錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
ブイフェンド錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
ブイフェンドドライシロップ２８００ｍｇ （４０ｍｇ１ｍＬ（懸濁後
の内用液として））

134

フィブラストスプレー２５０ （２５０μｇ１瓶（溶解液付））

80

フィブラストスプレー５００ （５００μｇ１瓶（溶解液付））

80

フィブリノゲンＨＴ静注用１ｇ「ＪＢ」 （１ｇ１瓶（溶解液付））

143

フィブロガミンＰ静注用 （２４０国際単位１瓶（溶解液付））

143

フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ「Ｆ」 （１５０μｇ０．
６ｍＬ１筒）

92

フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ「Ｆ」 （３００μｇ０．
７ｍＬ１筒）
フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「Ｆ」 （７５μｇ０．３ｍ
Ｌ１筒）

92
92

フェアストン錠４０ （４０ｍｇ１錠）

114

フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 （３０ｍｇ１
錠）

118

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 （６０ｍｇ１
錠）

118

フェジン静注４０ｍｇ （４０ｍｇ２ｍＬ１管）
フェソロデックス筋注２５０ｍｇ （２５０ｍｇ５ｍＬ１筒）

85
114

ブシ末（調剤用）「ツムラ」 （１ｇ）

129

ブスコパン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

24

ブスコパン注２０ｍｇ （２％１ｍＬ１管）

24

フスタゾール糖衣錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

48

ブスルフェクス点滴静注用６０ｍｇ （６０ｍｇ１瓶）

107

ブセレキュア点鼻液０．１５％ （１５．７５ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

69

ブセレリン点鼻液０．１５％「Ｆ」 （１５．７５ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

69

ブドウ糖注５％バッグ「フソー」 （５％２５０ｍＬ１袋）

85

ブドウ糖＊（扶桑） （１０ｇ）

85

フトラフール坐剤７５０ｍｇ （７５０ｍｇ１個）

108

ブフェニール顆粒９４％ （９４％１ｇ）

105

プラケニル錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

105

プラザキサカプセル１１０ｍｇ （１１０ｍｇ１カプセル）

90

プラザキサカプセル７５ｍｇ （７５ｍｇ１カプセル）

90
70

フエナゾールクリーム５％ （５％１ｇ）

76

フラジール腟錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

フエナゾール軟膏５％ （５％１ｇ）

76

フラジール内服錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」 （１ｇ）

87

( 33 )

144

五十音順索引
プラスチベース （１０ｇ）

146

フルタイド１００μｇエアゾール６０吸入用 （１１．６７ｍｇ７．０
ｇ１瓶）

53

フルタイド１００ロタディスク （１００μｇ１ブリスター）

53

フルタイド２００ディスカス （２００μｇ６０ブリスター１個）

53

フルタイド２００ロタディスク （２００μｇ１ブリスター）

53

ブラダロン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

71

プラノバール配合錠 （１錠）

66

プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠）

45

フラビタン眼軟膏０．１％ （０．１％１ｇ）

27

フラビタン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

83

フルタイド５０μｇエアゾール１２０吸入用 （８．８３ｍｇ１０．６
ｇ１瓶）

フラビタン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

83

フルダラ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

108

フラビタンシロップ０．３％ （０．３％１ｍＬ）

83

フルダラ静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

109

フラビタン点眼液０．０５％ （０．０５％５ｍＬ１瓶）

27

フルツロンカプセル２００ （２００ｍｇ１カプセル）

109

プラビックス錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

92

プラビックス錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）

フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用 （１２０吸入１
瓶）

53

92

フルティフォーム１２５エアゾール５６吸入用 （５６吸入１瓶）

フラベリック錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

53

48

フルナーゼ点鼻液５０μｇ２８噴霧用 （２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶）

フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ「日医工」 （２００ｍｇ１錠）

29

72

フルナーゼ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 （４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶）

29

プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ （６０ｍｇ１ｍＬ１筒）

105

フランセチン・Ｔ・パウダー （１ｇ）

74

フランドル錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

43

フランドルテープ４０ｍｇ （４０ｍｇ１枚）

43

プランルカストＤＳ１０％「日医工」 （１０％１ｇ）

118

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「日医工」 （１１２．５ｍｇ
１カプセル）

119

フリウェル配合錠ＬＤ「モチダ」 （１錠）

66

フリウェル配合錠ＵＬＤ「モチダ」 （１錠）

66

プリジスタナイーブ錠８００ｍｇ （８００ｍｇ１錠）

138

53

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 （１ｍｇ１錠）

3

ブルフェン錠１００ （１００ｍｇ１錠）

9

ブルフェン錠２００ （２００ｍｇ１錠）

9

フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「Ｆ」 （０．５ｍｇ５ｍＬ１管）
フルマリンキット静注用１ｇ （１ｇ１キット（生理食塩液１００ｍ
Ｌ付））

48
132

フルメタクリーム （０．１％１ｇ）

76

フルメタ軟膏 （０．１％１ｇ）

76

フルメトロン点眼液０．０２％ （０．０２％１ｍＬ）

27

フルメトロン点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ）

27

フルルバンパップ４０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

76

プリズバインド静注液２．５ｇ （２．５ｇ５０ｍＬ１瓶）

92

ブリディオン静注２００ｍｇ （２００ｍｇ２ｍＬ１瓶）

95

フリバスＯＤ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

72

フリバスＯＤ錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）

72

フリバス錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

72

フリバス錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

72

プレセデックス静注液２００μｇ「マルイシ」 （２００μｇ２ｍＬ
１瓶）

フリバス錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）

72

プレタールＯＤ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

92

29

プレタールＯＤ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

92

27

プレタール散２０％ （２０％１ｇ）

92

プリビナ液０．０５％ （０．０５％１ｍＬ）
プリビナ点眼液０．５ｍｇ／ｍＬ （０．０５％１ｍＬ）

プレアミン－Ｐ注射液 （２００ｍＬ１袋）

86

ブレオＳ軟膏５ｍｇ／ｇ （５ｍｇ１ｇ）

109

ブレオ注射用５ｍｇ （５ｍｇ１瓶）

109
3

6

ブレディニンＯＤ錠２５ （２５ｍｇ１錠）

105

プリモボラン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

63

ブレディニンＯＤ錠５０ （５０ｍｇ１錠）

105

ブリリンタ錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠）

92

ブレディニン錠２５ （２５ｍｇ１錠）

105

61

ブレディニン錠５０ （５０ｍｇ１錠）

105

61

プレドニゾロン散「タケダ」１％ （１％１ｇ）

64

61

プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） （１ｍｇ１錠）

64

35

プレドニン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

64

148

プレドネマ注腸２０ｍｇ （２０ｍｇ１個）

64

108

プレバイミス錠２４０ｍｇ （２４０ｍｇ１錠）

138

108

プレバイミス点滴静注２４０ｍｇ （２４０ｍｇ１２ｍＬ１瓶）

138

プリミドン細粒９９．５％「日医工」 （９９．５％１ｇ）

プリンペラン細粒２％ （２％１ｇ）
プリンペラン錠５ （５ｍｇ１錠）
プリンペランシロップ０．１％ （０．１％１０ｍＬ）
フルイトラン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）
フルオレサイト静注５００ｍｇ （１０％５ｍＬ１瓶）
フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」 （１０００ｍｇ１瓶）
フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トーワ」 （２５０ｍｇ１瓶）
フルオロメトロン点眼液０．０２％「日点」 （０．０２％１ｍＬ）
フルオロメトロン点眼液０．１％「日点」 （０．１％１ｍＬ）
フルカムカプセル１３．５ｍｇ （１３．５ｍｇ１カプセル）

27

プレビタＳ注射液 （５ｍＬ１管）

27

プレベナー１３水性懸濁注 （０．５ｍＬ１筒）

140

9

プレマリン錠０．６２５ｍｇ （０．６２５ｍｇ１錠）

65
39

84

9

プレミネント配合錠ＨＤ （１錠）

フルカリック１号輸液 （９０３ｍＬ１キット）

86

プレミネント配合錠ＬＤ （１錠）

39

フルカリック２号輸液 （１００３ｍＬ１キット）

86

プロイメンド点滴静注用１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１瓶）

61

プルゼニド錠１２ｍｇ （１２ｍｇ１錠）

59

プロカイン塩酸塩注０．５％「トーワ」１ｍＬ （０．５％１ｍＬ１
管）

22

フルタイド１００ディスカス （１００μｇ６０ブリスター１個）

53

プログラフカプセル０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１カプセル）

フルカムカプセル２７ｍｇ （２７ｍｇ１カプセル）

( 34 )

105

五十音順索引
プログラフカプセル１ｍｇ （１ｍｇ１カプセル）

105

プログラフ顆粒０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１包）

105

プログラフ顆粒１ｍｇ （１ｍｇ１包）

プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」 （２００ｍｇ２０ｍ
Ｌ１管）

1

105

プロポフォール静注２％５０ｍＬ「マルイシ」 （１ｇ５０ｍＬ１
瓶）

プログラフ注射液２ｍｇ （２ｍｇ０．４ｍＬ１管）

105

プロマックＤ錠７５ （７５ｍｇ１錠）

57

プロゲデポー筋注１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１管）

65

プロマック顆粒１５％ （１５％１ｇ）

57

92

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 （０．２％１
ｍＬ）

49

ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 （４ｍｇ１錠）

49

ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．０８％「トーワ」 （０．０
８％１ｍＬ）

49
49

プロサイリン錠２０ （２０μｇ１錠）
プロジフ静注液１００ （８％１．２５ｍＬ１瓶）

139

プロジフ静注液４００ （８％５ｍＬ１瓶）

139

フロジン外用液５％ （５％１ｍＬ）

80

プロスタールＬ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

65

ブロムヘキシン塩酸塩注射液４ｍｇ「タイヨー」 （０．２％２ｍ
Ｌ１管）

プロスタール錠２５ （２５ｍｇ１錠）

66

プロスタルモン・Ｆ注射液１０００ （１ｍｇ１ｍＬ１管）

69

ブロメライン軟膏５万単位／ｇ＊（ジェイドルフ） （５００００単
位１ｇ）

プロスタンディン注射用２０μｇ （２０μｇ１瓶）

47

プロスタンディン点滴静注用５００μｇ （５００μｇ１瓶）

47

プロスタンディン軟膏０．００３％ （０．００３％１ｇ）
プロセキソール錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）
フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 （４％１ｇ）

80
66
35

フロセミド錠２０ｍｇ「武田テバ」 （２０ｍｇ１錠）

35

フロセミド錠４０ｍｇ「武田テバ」 （４０ｍｇ１錠）

35

フロセミド注射液２０ｍｇ「日医工」 （２０ｍｇ１管）

35

1

96

フロモックス錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

132

フロモックス錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）

132

フロモックス小児用細粒１００ｍｇ （１００ｍｇ１ｇ）

132

ブロモバレリル尿素原末「マルイシ」 （１ｇ）

3

プロラノン点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ）

27

フロリードＦ注２００ｍｇ （１％２０ｍＬ１管）

139

フロリードゲル経口用２％ （２％１ｇ）

140

フロリネフ錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠）

64

プロレナール錠５μｇ （５μｇ１錠）

92

プロタノールＬ注０．２ｍｇ （０．０２％１ｍＬ１管）

31

プロタノールＳ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

31

へ

プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」 （１％１０ｍＬバイア
ル）

89

ベイスンＯＤ錠０．２ （０．２ｍｇ１錠）

99

プロチアデン錠２５ （２５ｍｇ１錠）

17

ベイスンＯＤ錠０．３ （０．３ｍｇ１錠）

99

3

ベイスン錠０．２ （０．２ｍｇ１錠）

99

57

ベイスン錠０．３ （０．３ｍｇ１錠）

99

57

ベオーバ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

72

プロトピック軟膏０．０３％小児用 （０．０３％１ｇ）

80

ベオビュ硝子体内注射用キット１２０ｍｇ／ｍＬ （６ｍｇ０．０
５ｍＬ１筒）

27

プロトピック軟膏０．１％ （０．１％１ｇ）

80

ペオン錠８０ （８０ｍｇ１錠）

ブロナック点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ）

27

ベガモックス点眼液０．５％ （０．５％１ｍＬ）

27

ブロナンセリン錠４ｍｇ「ＤＳＰＢ」 （４ｍｇ１錠）

17

ベギンクリーム２０％ （２０％１ｇ）

80

ブロナンセリン錠８ｍｇ「ＤＳＰＢ」 （８ｍｇ１錠）

17

ペグイントロン皮下注用１００μｇ／０．５ｍＬ用 （１００μｇ１
瓶（溶解液付））

144

ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ５ｍＬ１瓶）

114

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 （０．２５ｍｇ１錠）
プロテカジンＯＤ錠１０ （１０ｍｇ１錠）
プロテカジン錠１０ （１０ｍｇ１錠）

ブロニカ錠８０ （８０ｍｇ１錠）
プロノン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

119
33

プロノン錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠）

33

プロパジール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

63

プロハンス静注シリンジ１３ｍＬ （１３ｍＬ１筒）
プロハンス静注シリンジ１７ｍＬ （１７ｍＬ１筒）
プロピタン散１０％ （１０％１ｇ）

148
148
17

プロピタン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

17

プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 （１０ｍｇ１錠）

72

プロピレングリコール （１０ｍＬ）

146

ブロプレス錠１２ （１２ｍｇ１錠）

39

ブロプレス錠４ （４ｍｇ１錠）

40

ブロプレス錠８ （８ｍｇ１錠）

40

プロペシア錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

69

プロペト （１０ｇ）
プロベラ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）
フロベン錠４０ （４０ｍｇ１錠）

146
66
9

9

ベサコリン散５％ （５％１ｇ）

23

ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

45

ベサノイドカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル）

114

ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」 （２００ｍｇ１錠）

45

ベシカムクリーム５％ （５％１ｇ）

76

ベシケアＯＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

72

ベシケア錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

72

ベージニオ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

114

ベージニオ錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠）

114

ベージニオ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

114

ベスタチンカプセル３０ｍｇ （３０ｍｇ１カプセル）

114

ベストロン耳鼻科用１％ （１０ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液とし
て））

29

ベストロン点眼用０．５％ （５ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液として））

28

ヘスパンダー輸液 （５００ｍＬ１袋）

88

ベセルナクリーム５％ （５％２５０ｍｇ１包）

( 35 )

140

五十音順索引
ベタニス錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

72

ヘモクロンカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル）

70

ベタニス錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

72

ベラサスＬＡ錠６０μｇ （６０μｇ１錠）

47

ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＪＤ」 （６ｍｇ１錠）

30

ベラチンドライシロップ小児用０．１％ （０．１％１ｇ）

51

ベタフェロン皮下注用９６０万国際単位 （９６０万国際単位
１瓶（溶解液付））

ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」 （２０μｇ１錠）
144

ベトプティック エス懸濁性点眼液０．５％ （０．５％１ｍＬ）

28

ベトプティック点眼液０．５％ （０．５％１ｍＬ）

28

ベナンバックス注用３００ｍｇ （３００ｍｇ１瓶）

144

ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「タナベ」 （４ｍｇ１錠）

43

ベネシッド錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

96

ベネット錠１７．５ｍｇ （１７．５ｍｇ１錠）

105

ベネット錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

105

ベネット錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）

105

ベネトリン吸入液０．５％ （０．５％１ｍＬ）

51

ベネトリン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

51

ベネフィクス静注用１０００ （１０００国際単位１瓶（溶解液
付））

143

92

ペリアクチン散１％ （１％１ｇ）

116

ペリアクチン錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

116

ペリアクチンシロップ０．０４％ （０．０４％１０ｍＬ）

116

ペリシット錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

45

ペリセート３６０Ｎ腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液用バッグ付））

93

ペリセート４００Ｎ腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液用バッグ付））

94

ベリチーム配合顆粒 （１ｇ）

57

ベリナートＰ静注用５００ （５００国際単位１瓶（溶解液付））

143

ベルケイド注射用３ｍｇ （３ｍｇ１瓶）

114

ペルサンチン－Ｌカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル）

43

ペルサンチン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

43

ペルサンチン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

43

ペルジピンＬＡカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセル）

40

ペルジピンＬＡカプセル４０ｍｇ （４０ｍｇ１カプセル）

40

ベネフィクス静注用２０００ （２０００国際単位１瓶（溶解液
付））

143

ベネフィクス静注用３０００ （３０００国際単位１瓶（溶解液
付））

143

ペルジピン錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

40

ベネフィクス静注用５００ （５００国際単位１瓶（溶解液付））

143

ベルソムラ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

20

28

ベルソムラ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

20

ベノキシール点眼液０．４％ （０．４％１ｍＬ）
ヘパリンＮａ透析用５００単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ「ＮＰ」
（５０００単位１０ｍＬ１筒）
ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」１０
ｍＬ （１０００単位１０ｍＬ１筒）

90
90

ヘルニコア椎間板注用１．２５単位 （１．２５単位１瓶）

105

ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）

43

ヘルベッサーＲカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル）

43

ヘルベッサー錠３０ （３０ｍｇ１錠）

44

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」 （５０００単位０．２ｍＬ１筒）

90

ヘパリンナトリウム注Ｎ５千単位／５ｍＬ「ＡＹ」 （５０００単位
５ｍＬ１管）

ヘルベッサー錠６０ （６０ｍｇ１錠）

44

90

ペルマックス錠２５０μｇ （２５０μｇ１錠）

12

90

ペルマックス錠５０μｇ （５０μｇ１錠）

12

90

ベレキシブル錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠）

114

ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」 （１ｇ）

90

ペレックス配合顆粒 （１ｇ）

19

ヘパリン類似物質ローション０．３％「ＹＤ」 （１ｇ）

90

ペロスピロン塩酸塩錠１６ｍｇ「アメル」 （１６ｍｇ１錠）

17

86

ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ「アメル」 （４ｍｇ１錠）

17

80

ベロテックエロゾル１００ （２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

51

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日本臓器」
（１ｇ）
ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「ＰＰ」 （１ｇ）

ヘパンＥＤ配合内用剤 （１０ｇ）
ベピオゲル２．５％ （２．５％１ｇ）

110

ベンザリン細粒１％ （１％１ｇ）

3

ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位 （１０００単位５ｍＬ１瓶）

143

ベンザリン錠１０ （１０ｍｇ１錠）

3

ヘブスブリン筋注用２００単位 （２００単位１ｍＬ１瓶（溶解
液付））

ベンザリン錠５ （５ｍｇ１錠）

3

143

ヘプセラ錠１０ （１０ｍｇ１錠）

138

ヘプタバックス－２水性懸濁注シリンジ０．５ｍＬ （０．５ｍＬ
１筒）

140

ベプシドカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル）

ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「アメル」 （５０ｍｇ１錠）

96

ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１錠）

96

ペンタサ顆粒９４％ （９４％１ｇ）

61
61

ベプリコール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

33

ペンタサ坐剤１ｇ （１ｇ１個）

ベプリコール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

33

ペンタサ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

61

109

ペンタサ錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）

61

119

ペンタサ注腸１ｇ （１ｇ１個）

61

ベンテイビス吸入液１０μｇ （１０μｇ１ｍＬ１管）

47

ペプレオ注射用５ｍｇ （５ｍｇ１瓶）
ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 （１０ｍｇ１錠）
ヘマンジオルシロップ小児用０．３７５％ （０．３７５％１ｍＬ）

81

ベンリスタ皮下注２００ｍｇオートインジェクター （２００ｍｇ１
ｍＬ１キット）

ヘムライブラ皮下注１０５ｍｇ （１０５ｍｇ０．７ｍＬ１瓶）

143

ヘムライブラ皮下注１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１ｍＬ１瓶）

143

ヘムライブラ皮下注６０ｍｇ （６０ｍｇ０．４ｍＬ１瓶）

143

ヘムライブラ皮下注９０ｍｇ （９０ｍｇ０．６ｍＬ１瓶）

143

ボアラクリーム０．１２％ （０．１２％１ｇ）

77

ベムリディ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

138

ボアラ軟膏０．１２％ （０．１２％１ｇ）

77

105

ほ

( 36 )

五十音順索引
ホウ酸「ヨシダ」 （１０ｇ）

28

ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 （７５ｍｇ１錠）

ホウ砂「ニッコー」 （１０ｇ）

28

ポララミン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

116

ホクナリン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

57

51

ポララミンシロップ０．０４％ （０．０４％１０ｍＬ）

116

ホクナリンテープ０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１枚）

51

ポララミン注５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管）

116

ホクナリンテープ１ｍｇ （１ｍｇ１枚）

51

ボリコナゾール錠２００ｍｇ「トーワ」 （２００ｍｇ１錠）

134

ホクナリンテープ２ｍｇ （２ｍｇ１枚）

134

51

ボリコナゾール錠５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１錠）

ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「トーワ」 （０．２ｍｇ１錠）

99

ホーリット錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

17

ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「トーワ」 （０．３ｍｇ１錠）

99

ポリドカスクレロール３％注２ｍＬ （３％２ｍＬ１管）

89
95

ボシュリフ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

114

ホリナート錠２５ｍｇ「タイホウ」 （２５ｍｇ１錠）

ホスコＥ－７５ （１０ｇ）

147

ポリフル細粒８３．３％ （８３．３％１ｇ）

61

ホスコＨ－１５ （１０ｇ）

147

ポリフル錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）

61

147

ホーリン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

66

ホスコＳ－５５ （１０ｇ）
ポステリザンＦ坐薬 （１個）
ホストイン静注７５０ｍｇ （７５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

71
6

ホスミシンＳ静注用０．５ｇ （５００ｍｇ１瓶）

132

ホスミシンＳバッグ２ｇ点滴静注用 （２ｇ１キット（５％ブドウ
糖注射液１００ｍＬ付））

132

ホスミシン錠５００ （５００ｍｇ１錠）

133

ホスミシンドライシロップ４００ （４００ｍｇ１ｇ）

133

ボスミン外用液０．１％ （０．１％１ｍＬ）

64

ボスミン注１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管）

65

ホスリボン配合顆粒 （１００ｍｇ１包（リンとして））

85

ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

47

ホスレノールチュアブル錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

47

ポテリジオ点滴静注２０ｍｇ （２０ｍｇ５ｍＬ１瓶）

115

ボトックス注用１００単位 （１００単位１瓶）

22

ボトックス注用５０単位 （５０単位１瓶）

23

ポートラーザ点滴静注液８００ｍｇ （８００ｍｇ５０ｍＬ１瓶）

115

ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ （３５ｍｇ１包）

105

ボナロン錠３５ｍｇ （３５ｍｇ１錠）

105

ボナロン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

105

ボナロン点滴静注バッグ９００μｇ （９００μｇ１００ｍＬ１袋）

106

ホーネル錠０．１５ （０．１５μｇ１錠）

82

ボノサップパック４００ （１シート）

135

ボノテオ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

106

ボノテオ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

106

ボノピオンパック （１シート）

135

ポピヨドン液１０％ （１０％１０ｍＬ）

73

ポピヨドンガーグル７％ （７％１ｍＬ）

52

ポプスカイン０．２５％注バッグ２５０ｍｇ／１００ｍＬ （２５０
ｍｇ１００ｍＬ１袋）

22

ポプスカイン０．５％注５０ｍｇ／１０ｍＬ （５０ｍｇ１０ｍＬ１
管）

22

ポプスカイン０．７５％注シリンジ７５ｍｇ／１０ｍＬ （７５ｍｇ
１０ｍＬ１筒）

22

ポマリストカプセル２ｍｇ （２ｍｇ１カプセル）

115

ポマリストカプセル３ｍｇ （３ｍｇ１カプセル）

115

ポマリストカプセル４ｍｇ （４ｍｇ１カプセル）
ホメピゾール点滴静注１．５ｇ「タケダ」 （１．５ｇ１瓶）
ポラキス錠２ （２ｍｇ１錠）

115
95
72

ポラキス錠３ （３ｍｇ１錠）

72

ボラザＧ軟膏 （１ｇ）

71

ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ （３７．５ｍｇ１カプセル）
ボルタレンゲル１％ （１％１ｇ）

9
77

ボルタレンサポ１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１個）

9

ボルタレンサポ２５ｍｇ （２５ｍｇ１個）

9

ボルタレンサポ５０ｍｇ （５０ｍｇ１個）

9

ボルタレン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

9

ボルタレンテープ１５ｍｇ （７ｃｍ×１０ｃｍ１枚）

77

ボルタレンテープ３０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

77

ボルタレンローション１％ （１％１ｇ）

77

ポルトラック原末 （１ｇ）

106

ボルビックス注 （２ｍＬ１管）

85

ボルベン輸液６％ （６％５００ｍＬ１袋）

88

ホルマリン （１０ｍＬ）

73

ボンアルファクリーム２μｇ／ｇ （０．０００２％１ｇ）

80

ボンアルファ軟膏２μｇ／ｇ （０．０００２％１ｇ）

80

ボンアルファハイ軟膏２０μｇ／ｇ （０．００２％１ｇ）

80

ボンアルファハイローション２０μｇ／ｇ （０．００２％１ｇ）

81

ボンアルファローション２μｇ／ｇ （０．０００２％１ｇ）

81

ボンゾール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

69

ボンゾール錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

69

ポンタールカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル）

9

ポンタール散５０％ （５０％１ｇ）

9

ポンタールシロップ３．２５％ （３．２５％１ｍＬ）

9

ボンビバ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

106

ボンビバ静注１ｍｇシリンジ （１ｍｇ１ｍＬ１筒）

106

ま
マイオザイム点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

96

マイコスポール外用液１％ （１％１ｍＬ）

79

マイコスポールクリーム１％ （１％１ｇ）

79

マイザークリーム０．０５％ （０．０５％１ｇ）

77

マイザー軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ）

77

マイスタン細粒１％ （１％１ｇ）

6

マイスタン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

6

マイスタン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

6

マイスリー錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

3

マイスリー錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

3

マイテラーゼ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

( 37 )

23

五十音順索引
マイトマイシン注用２ｍｇ （２ｍｇ１瓶）

109

ミコンビ配合錠ＢＰ （１錠）

マヴィレット配合錠 （１錠）

138

ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 （１０ｍｇ２ｍＬ１管）

3
6

マーカイン注０．２５％ （０．２５％１０ｍＬバイアル）

40

22

ミダフレッサ静注０．１％ （１０ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

マーカイン注０．５％ （０．５％１０ｍＬバイアル）

22

ミツロウ （１０ｇ）

146

マーカイン注脊麻用０．５％高比重 （０．５％４ｍＬ１管）

22

ミティキュアダニ舌下錠１００００ＪＡＵ （１００００ＪＡＵ１錠）

119

マーカイン注脊麻用０．５％等比重 （０．５％４ｍＬ１管）

119

22

ミティキュアダニ舌下錠３３００ＪＡＵ （３３００ＪＡＵ１錠）

マキュエイド眼注用４０ｍｇ （４０ｍｇ１瓶）

28

ミドリンＭ点眼液０．４％ （０．４％１ｍＬ）

28

マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

41

ミドリンＰ点眼液 （１ｍＬ）

28

マクサルト錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

41

ミニプレス錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

40

マグセント注１００ｍＬ （１００ｍＬ１瓶）

72

ミニプレス錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

40

マグミット細粒８３％ （８３％１ｇ）

58

ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ （１２０μｇ１錠）

63

マグミット錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

58

ミニリンメルトＯＤ錠２４０μｇ （２４０μｇ１錠）

63

マグミット錠３３０ｍｇ （３３０ｍｇ１錠）

58

ミニリンメルトＯＤ錠５０μｇ （５０μｇ１錠）

63

マグミット錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）

58

ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ （６０μｇ１錠）

63

マスキンＷ・エタノール液（０．５ｗ／ｖ％） （０．５％１０ｍＬ）

73

ミネブロ錠１．２５ｍｇ （１．２５ｍｇ１錠）

40

マーズレンＳ配合顆粒 （１ｇ）

57

ミネブロ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

40

マーズレン配合錠１．０ＥＳ （１錠）

57

ミネブロ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

40

マーデュオックス軟膏 （１ｇ）

81

ミノアレ散６６．７％ （６６．７％１ｇ）

12

ミノサイクリン塩酸塩顆粒２％「サワイ」 （２０ｍｇ１ｇ）

134

マドパー配合錠 （１錠）

6

マブリン散１％ （１％１ｇ）

107

ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１錠）

134

マラロン配合錠 （１錠）

144

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「日医工」 （１００
ｍｇ１瓶）

134

ミノマイシンカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）

134

ミノマイシン顆粒２％ （２０ｍｇ１ｇ）

134

ミノマイシン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

134

マリゼブ錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠）

99

マリゼブ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

99

マーロックス懸濁用配合顆粒 （１ｇ）

58

み

ミヤＢＭ細粒 （１ｇ）

ミオカーム内服液３３．３％ （３３．３％１ｍＬ）

20

ミヤＢＭ錠 （１錠）

44

ミラクリッド注射液５万単位 （５００００単位１ｍＬ１管）

ミオコールスプレー０．３ｍｇ （０．６５％７．２ｇ１缶）
ミオテクター冠血管注 （１瓶１管１組）

149

54
54
106

ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ （０．３７５ｍｇ１錠）

12
12
44

ミオナール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

24

ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ （１．５ｍｇ１錠）

ミオピン点眼液 （５ｍＬ１瓶）

28

ミリステープ５ｍｇ （（５ｍｇ）４．０５ｃｍ×４．５０ｃｍ１枚）

40

ミリダシン錠９０ｍｇ （９０ｍｇ１錠）

ミカムロ配合錠ＡＰ （１錠）

40

ミリプラ動注用７０ｍｇ （７０ｍｇ１瓶）

115

ミカムロ配合錠ＢＰ （１錠）

40

ミリプラ用懸濁用液４ｍＬ （４ｍＬ１管）

149

ミカルディス錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

40

ミルセラ注シリンジ１００μｇ （１００μｇ０．３ｍＬ１筒）

106

ミカルディス錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

40

ミルセラ注シリンジ１５０μｇ （１５０μｇ０．３ｍＬ１筒）

106
106

ミカトリオ配合錠 （１錠）

9

40

ミルセラ注シリンジ２５０μｇ （２５０μｇ０．３ｍＬ１筒）

ミキシッドＨ輸液 （９００ｍＬ１キット）

86

ミルセラ注シリンジ２５μｇ （２５μｇ０．３ｍＬ１筒）

106

ミキシッドＬ輸液 （９００ｍＬ１キット）

86

ミルセラ注シリンジ５０μｇ （５０μｇ０．３ｍＬ１筒）

106

47

ミルタザピン錠１５ｍｇ「明治」 （１５ｍｇ１錠）

17

ミルタックスパップ３０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

77

ミカルディス錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠）

ミグシス錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
ミグリステン錠２０ （２０ｍｇ１錠）

9
99

ミールビック （一人分１瓶（溶解液付））

ミケランＬＡカプセル１５ｍｇ （１５ｍｇ１カプセル）

40

ミルラクト細粒５０％ （５０％１ｇ）

57

ミケランＬＡ点眼液２％ （２％１ｍＬ）

28

ミルリノン注射液１０ｍｇ「Ｆ」 （１０ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

31

ミケラン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

33

む

ミケラン点眼液１％ （１％１ｍＬ）

28

ミケラン点眼液２％ （２％１ｍＬ）

28

ミケルナ配合点眼液 （１ｍＬ）

28

ミグリトール錠５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１錠）

ミコブティンカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル）
ミコンビ配合錠ＡＰ （１錠）

134

143

ムコスタ顆粒２０％ （２０％１ｇ）

57

ムコスタ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

57

ムコスタ点眼液ＵＤ２％ （２％０．３５ｍＬ１本）

28

ムコゾーム点眼液０．５％ （０．５％１ｍＬ）

28

40

( 38 )

五十音順索引
ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ （４５ｍｇ１錠）

49

メチコバール細粒０．１％ （０．１％５００ｍｇ１包）

83

ムコソルバン錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

49

メチコバール錠２５０μｇ （０．２５ｍｇ１錠）

83

ムコダインＤＳ５０％ （５０％１ｇ）

49

メチコバール錠５００μｇ （０．５ｍｇ１錠）

83

ムコダイン錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

49

メチコバール注射液５００μｇ （０．５ｍｇ１管）

83

ムコダイン錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）

49

ムコダインシロップ５％ （５％１ｍＬ）

49

メチルエルゴメトリン注０．２ｍｇ「あすか」 （０．０２％１ｍＬ１
管）

70

ムコファジン点眼液 （５ｍＬ１瓶）

28

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠０．１２５ｍｇ「Ｆ」 （０．１
２５ｍｇ１錠）

70

メチレンブルー静注５０ｍｇ「第一三共」 （５０ｍｇ１０ｍＬ１
管）

95

メトアナ配合錠ＨＤ （１錠）

99

ムコフィリン吸入液２０％ （１７．６２％２ｍＬ１包）

49

無水エタノール「マルイシ」 （１０ｍＬ）

73

ムルプレタ錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）

92

め

メトアナ配合錠ＬＤ （１錠）

99

メトグルコ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

100

133

メトグルコ錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）

100

133

メトクロプラミド錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠）

61

3

メトクロプラミド注１０ｍｇ「テバ」 （０．５％２ｍＬ１管）

61

3

メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」 （２ｍｇ１錠）

106

3

メトピロンカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル）

148

95

メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＤＳＥＰ」 （２５０ｍｇ１錠）

100

95

メトリジン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

41

33

メドロール錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

65

33

メドロール錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

65

メインテート錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

34

メナクトラ筋注 （０．５ｍＬ１瓶）

140

メキシチールカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）

34

メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「トーワ」 （１５ｍｇ１カプセル）

84

34

メニレット７０％ゼリー３０ｇ （７０％３０ｇ１個）

35

34

メネシット配合錠１００ （１錠）

12

メノエイドコンビパッチ （１枚）

66

メバロチン錠１０ （１０ｍｇ１錠）

45
45

メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ （１００ｍｇ１ｇ）
メイラックス細粒１％ （１％１ｇ）
メイラックス錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）
メイラックス錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）
メイロン静注７％ （７％２０ｍＬ１管）
メイロン静注７％ （７％２５０ｍＬ１袋）
メインテート錠０．６２５ｍｇ （０．６２５ｍｇ１錠）
メインテート錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

メキシチールカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）
メキシチール点滴静注１２５ｍｇ （１２５ｍｇ５ｍＬ１管）
メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１
カプセル）

34

メキニスト錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

115

メバロチン錠５ （５ｍｇ１錠）

メキニスト錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

115

メファキン「ヒサミツ」錠２７５ （２７５ｍｇ１錠）

メクトビ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

115
77

メプチンエアー１０μｇ吸入１００回 （０．０１４３％５ｍＬ１
キット）

51

メサデルム軟膏０．１％ （０．１％１ｇ）

77

メプチン顆粒０．０１％ （０．０１％１ｇ）

51

メサデルムローション０．１％ （０．１％１ｇ）

77

メプチンキッドエアー５μｇ吸入１００回 （０．０１４３％２．５
ｍＬ１キット）

51

メサデルムクリーム０．１％ （０．１％１ｇ）

144

メサペイン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

151

メプチン吸入液０．０１％ （０．０１％１ｍＬ）

51

メサペイン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

151

メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ （０．０１％０．３ｍＬ１個）

51

メサラジン顆粒５０％「ＡＫＰ」 （５０％１ｇ）

61

メプチン錠５０μｇ （０．０５ｍｇ１錠）

51

メジコン散１０％ （１０％１ｇ）

48

メプチンシロップ５μｇ／ｍＬ （０．０００５％１ｍＬ）

51

メジコン錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

48

メプチンスイングヘラー１０μｇ吸入１００回 （１ｍｇ１キット）

51

メスチノン錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠）

23

メプチンドライシロップ０．００５％ （０．００５％１ｇ）

51

109

メプチンミニ錠２５μｇ （０．０２５ｍｇ１錠）

51

109

メマリーＯＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

20

109

メマリーＯＤ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

20

99

メマリーＯＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

21

99

メマリー錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

21

メマリー錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

21

メマリー錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

21

メソトレキセート錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）
メソトレキセート点滴静注液１０００ｍｇ （１０００ｍｇ４０ｍＬ１
瓶）
メソトレキセート点滴静注液２００ｍｇ （２００ｍｇ８ｍＬ１瓶）
メタクト配合錠ＨＤ （１錠）
メタクト配合錠ＬＤ （１錠）
メタコリマイシンカプセル３００万単位 （３００万単位１カプセ
ル）

130

メタライト２５０カプセル （２５０ｍｇ１カプセル）

95

メマリードライシロップ２％ （２％１ｇ）

メタルカプターゼカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）

21

95

メリスロン錠１２ｍｇ （１２ｍｇ１錠）

メタルカプターゼカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル）

30

95

メリスロン錠６ｍｇ （６ｍｇ１錠）

メタルカプターゼカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）

30

95

メルカゾール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

63

( 39 )

五十音順索引
メレックス細粒０．１％ （０．１％１ｇ）

3

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ （４ｇ１瓶）

メレックス錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

3

ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

51

メレックス錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

3

ユニフィルＬＡ錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠）

51

ユーパスタコーワ軟膏 （１ｇ）

81

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」 （５００ｍｇ１瓶）

133

115

メンタックス外用液１％ （１％１ｍＬ）

79

ユビデカレノン錠１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１錠）

32

メンタックスクリーム１％ （１％１ｇ）

79

ユベラＮカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）

47

79

ユベラＮ細粒４０％ （４０％１ｇ）

47

ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル）

47

ユベラ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

83

ユベラ軟膏 （１ｇ）

77

メンタックススプレー１％ （１％１ｍＬ）
メンドンカプセル７．５ｍｇ （７．５ｍｇ１カプセル）

3

も
モキシフロキサシン点眼液０．５％「ニットー」 （０．５％１ｍ
Ｌ）

28

ユリス錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

96

モサプリドクエン酸塩散１％「日医工」 （１％１ｇ）

61

ユリス錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

96

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 （５ｍｇ１錠）

61

ユリス錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

96

モゾビル皮下注２４ｍｇ （２４ｍｇ１．２ｍＬ１瓶）

92

ユリノーム錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

96

モディオダール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

17

ユリノーム錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

96

ユリーフＯＤ錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

72

モーバー錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
モビコール配合内用剤 （６．８５２３ｇ１包）
モービック錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

9
59
9

ユリーフ錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）
ユルトミリス点滴静注３００ｍｇ （３００ｍｇ３０ｍＬ１瓶）

72
144

モーラステープ２０ｍｇ （７ｃｍ×１０ｃｍ１枚）

77

ユーロジン１ｍｇ錠 （１ｍｇ１錠）

3

モーラステープＬ４０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

77

ユーロジン２ｍｇ錠 （２ｍｇ１錠）

3

モーラスパップ３０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

77

モーラスパップ６０ｍｇ （２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

77

モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

77

モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ （２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

77

モルヒネ塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 （１０ｍｇ１錠）

150

モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 （１ｇ）

150

モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「シオノギ」 （１％１ｍＬ１管）

151

モルヒネ塩酸塩注射液２００ｍｇ「シオノギ」 （４％５ｍＬ１
管）

151

モルペス細粒２％ （２％１ｇ）

151

モルペス細粒６％ （６％１ｇ）

151

や

よ
ヨウ化カリウム「ホエイ」 （１ｇ）

85

幼児用ＰＬ配合顆粒 （１ｇ）

19

ヨウ素「コザカイ・Ｍ」 （１ｇ）

73

ヨクイニンエキス散「コタロー」 （１ｇ）

129

ヨクイニンエキス錠「コタロー」 （１錠）

129

ヨンデリス点滴静注用０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１瓶）

115

ヨンデリス点滴静注用１ｍｇ （１ｍｇ１瓶）

115

ら
ライゾデグ配合注フレックスタッチ （３００単位１キット）

69

ラキソベロン錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

59

ヤクバンテープ２０ｍｇ （７ｃｍ×１０ｃｍ１枚）

77

ラキソベロン内用液０．７５％ （０．７５％１ｍＬ）

ヤクバンテープ４０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

77

ラクツロース・シロップ６０％「コーワ」 （６０％１ｍＬ）

薬用炭「日医工」 （１ｇ）

54

ラクティオンパップ７０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

ヤーズ配合錠 （１錠）

66

ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ （５４．１６７％１２ｇ１包）

ヤーズフレックス配合錠 （１錠）

66

ラクリミン点眼液０．０５％ （０．０５％５ｍＬ１瓶）

28

ラコールＮＦ配合経腸用液 （１０ｍＬ）

86

ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 （１０ｇ）

86

ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ （３０ｍｇ１００ｍＬ１キット）

21

ラシックス錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

35

ラシックス錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

35

ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ （５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

115

ゆ
ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００ （１００ｍｇ１包（テガフール
相当量））

109

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１５０ （１５０ｍｇ１包（テガフール
相当量））

109

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ２００ （２００ｍｇ１包（テガフール
相当量））

109

ユーエフティ配合カプセルＴ１００ （１００ｍｇ１カプセル（テガ
フール相当量））

109

ラジレス錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠）

59
106
77
106

40

ラステットＳカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル）

110

ラステットＳカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）

110

ラスリテック点滴静注用７．５ｍｇ （７．５ｍｇ１瓶（溶解液
付））

96

133

ラックビーＲ散 （１ｇ）

54

ユニシア配合錠ＨＤ （１錠）

40

ラックビー錠 （１錠）

54

ユニシア配合錠ＬＤ （１錠）

40

ラックビー微粒Ｎ （１％１ｇ）

54

ユーゼル錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）
ユナシン錠３７５ｍｇ （３７５ｍｇ１錠）

95

( 40 )

五十音順索引
ラニラピッド錠０．０５ｍｇ （０．０５ｍｇ１錠）

32

リスパダールＯＤ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

17

ラニラピッド錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠）

32

リスパダールＯＤ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

17

ラパリムス錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

115

ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ （３００ｍｇ６０ｍＬ１
袋）

リスパダール コンスタ筋注用２５ｍｇ （２５ｍｇ１キット（懸濁
用液付））

17

138

ラビピュール筋注用 （１瓶（溶解液付））

140

リスパダール コンスタ筋注用３７．５ｍｇ （３７．５ｍｇ１キット
（懸濁用液付））

17

ラベキュアパック４００ （１シート）

135

リスパダール コンスタ筋注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１キット（懸濁
用液付））

17

ラベファインパック （１シート）

135

リスパダール細粒１％ （１％１ｇ）

18

57

リスパダール錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

18

3

リスパダール錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

18
18

ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ「明治」 （１０ｍｇ１錠）
ラボナ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

1

リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ （０．１％１ｍＬ）

ラミクタール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

6

リスペリドン錠０．５ｍｇ「ヨシトミ」 （０．５ｍｇ１錠）

18

ラミクタール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

ラボナール注射用０．３ｇ （３００ｍｇ１管）

6

リスペリドン錠１ｍｇ「ヨシトミ」 （１ｍｇ１錠）

18

ラミクタール錠小児用２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

6

リスペリドン錠２ｍｇ「ヨシトミ」 （２ｍｇ１錠）

18

ラミクタール錠小児用５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

6

リスペリドン錠３ｍｇ「ヨシトミ」 （３ｍｇ１錠）

18
18

79

リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ヨシトミ」 （０．１％１ｍＬ）

ラミシール外用スプレー１％ （１％１ｇ）

79

リスミー錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

4

ラミシールクリーム１％ （１％１ｇ）

79

リスミー錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

4

ラミシール外用液１％ （１％１ｇ）

ラミシール錠１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１錠）
ラモトリギン錠１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ１錠）

リズミック錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

47

6

リスモダンＰ静注５０ｍｇ （５０ｍｇ５ｍＬ１管）

34
34

140

6

リスモダンＲ錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠）

ラモトリギン錠小児用２ｍｇ「トーワ」 （２ｍｇ１錠）

6

リスモダンカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）

34

ラモトリギン錠小児用５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠）

6

リスモダンカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル）

34

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 （１５ｍｇ１錠）

57

リズモンＴＧ点眼液０．２５％ （０．２５％１ｍＬ）

28

ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「サワイ」 （３０ｍｇ１錠）

57

リズモンＴＧ点眼液０．５％ （０．５％１ｍＬ）

28
18

ラモトリギン錠２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１錠）

69

リーゼ顆粒１０％ （１０％１ｇ）

ランタス注ソロスター （３００単位１キット）

69

リーゼ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

18

ランデル錠１０ （１０ｍｇ１錠）

40

リーゼ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

18

ランデル錠２０ （２０ｍｇ１錠）

40

リゾビスト注 （４４．６ｍｇ１．６ｍＬ１瓶）

ランデル錠４０ （４０ｍｇ１錠）

40

リタリン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

ランタスＸＲ注ソロスター （４５０単位１キット）

ランマーク皮下注１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１．７ｍＬ１瓶）

106

り
リアルダ錠１２００ｍｇ （１２００ｍｇ１錠）
リウマトレックスカプセル２ｍｇ （２ｍｇ１カプセル）
リオナ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

62
106
47

148
18

リツキサン点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

115

リツキサン点滴静注５００ｍｇ （５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶）

115

リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＫＨＫ」 （１００ｍｇ１０ｍ
Ｌ１瓶）

115

リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ＫＨＫ」 （５００ｍｇ５０ｍ
Ｌ１瓶）

115

リティンパ耳科用２５０μｇセット （１セット）

29

リオベル配合錠ＨＤ （１錠）

100

リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 （２％５ｍＬ１筒）

34

リオベル配合錠ＬＤ （１錠）

100

リドカイン点滴静注液１％「タカタ」 （１％２００ｍＬ１袋）

22

リキスミア皮下注３００μｇ （３００μｇ３ｍＬ１キット）

69

リトドリン錠５ｍｇ「ＰＰ」 （５ｍｇ１錠）

72

リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

90

リドメックスコーワローション０．３％ （０．３％１ｇ）

77

リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

90

リネゾリド錠６００ｍｇ「明治」 （６００ｍｇ１錠）

136

リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠）

90

リクシアナ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

90

リネゾリド点滴静注液６００ｍｇ「明治」 （６００ｍｇ３００ｍＬ１
袋）

136

リクシアナ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

90

リノコートパウダースプレー鼻用２５μｇ （１．５０ｍｇ０．９０
８７ｇ１瓶）

29

リクシアナ錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠）

90

リーバクト配合顆粒 （４．１５ｇ１包）

86

リパクレオンカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル）

58

リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包 （３００ｍｇ１包）

58

リバロＯＤ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

45

28

リバロ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

45

119

リバロ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

45

リクラスト点滴静注液５ｍｇ （５ｍｇ１００ｍＬ１瓶）
リコモジュリン点滴静注用１２８００ （１２８００単位１瓶）
リザベンカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）
リザベン点眼液０．５％ （２５ｍｇ５ｍＬ１瓶）
リザベンドライシロップ５％ （５％１ｇ）

106
90
119

( 41 )

五十音順索引
リビアン２８ （（２８日分）１組）

70

リリカカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル）

21

リピオドール４８０注１０ｍＬ （１０ｍＬ１管）

147

リリカカプセル７５ｍｇ （７５ｍｇ１カプセル）

21

リピディル錠５３．３ｍｇ （５３．３ｍｇ１錠）

21

45

リルゾール錠５０ｍｇ「ＡＡ」 （５０ｍｇ１錠）

リピディル錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠）

45

リルテック錠５０ （５０ｍｇ１錠）

21

リピトール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

45

リレンザ （５ｍｇ１ブリスター）

139

リピトール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

45

リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ （０．５モル２０ｍＬ１管）

88

リンゼス錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠）

62

リンデロン－ＤＰクリーム （０．０６４％１ｇ）

77

リンデロン－ＤＰ軟膏 （０．０６４％１ｇ）

77

リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％ （１ｇ）

77

リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ （１ｇ）

77

リンデロン－ＶＧローション （１ｍＬ）

78

リンデロン－Ｖクリーム０．１２％ （０．１２％１ｇ）

78

リファジンカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル）

134

リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 （１５０ｍｇ１カプセ
ル）

134

リフキシマ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

135

リフラップ軟膏５％ （５％１ｇ）

96

リフレックス錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

18

リボスチン点眼液０．０２５％ （０．０２５％１ｍＬ）

28

リボスチン点鼻液０．０２５ｍｇ１１２噴霧用 （０．０２５％１５
ｍＬ１瓶）

29

リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％ （０．１２％１ｇ）

78

リボトリール細粒０．１％ （０．１％１ｇ）

6

リンデロン－Ｖローション （０．１２％１ｍＬ）

78

リボトリール錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

6

リンデロン坐剤１．０ｍｇ （１ｍｇ１個）

65

リボトリール錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

7

リンデロン錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

65

リボトリール錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

7

リンデロンシロップ０．０１％ （０．０１％１ｍＬ）

65

リポバス錠１０ （１０ｍｇ１錠）

45

リンデロン注２ｍｇ（０．４％） （２ｍｇ１管）

65

リポバス錠２０ （２０ｍｇ１錠）

45

リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ （０．１％１ｍＬ）

28

リポバス錠５ （５ｍｇ１錠）

45

リンラキサー錠１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１錠）

23

リーマス錠１００ （１００ｍｇ１錠）

18

リンラキサー錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

23

リーマス錠２００ （２００ｍｇ１錠）

18

リマチル錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

116

リマチル錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

116

リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」 （５μｇ１錠）
リムパーザ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
リムパーザ錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠）

92
115
115

る
ルコナック爪外用液５％ （５％１ｇ）

140

ルジオミール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

18

ルジオミール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

18

ルセフィ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

100

リメタゾン静注２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１ｍＬ１管）

65

ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ （０．５ｍｇ
０．０５ｍＬ１筒）

リュウアト１％眼軟膏 （１％１ｇ）

28

ルティナス腟錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

66

硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ （０．５モル２０ｍＬ１管）

24

ルテウム腟用坐剤４００ｍｇ （４００ｍｇ１個）

66

硫酸キニジン「ホエイ」 （１ｇ）

34

ルナベル配合錠ＬＤ （１錠）

66

ルナベル配合錠ＵＬＤ （１錠）

66

ルネスタ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

4

ルネスタ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

4

ルネスタ錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）

4

硫酸ストレプトマイシン注射用１ｇ「明治」 （１ｇ１瓶）

134

硫酸ポリミキシンＢ散３００万単位「ファイザー」 （３００万単
位１瓶）

74

硫酸ポリミキシンＢ散５０万単位「ファイザー」 （５０万単位１
瓶）

74

硫酸ポリミキシンＢ錠１００万単位「ファイザー」 （１００万単
位１錠）

130

硫酸マグネシウム「ＮｉｋＰ」 （１０ｇ）

59

硫酸マグネシウム＊（山善） （１０ｇ）

59

流動パラフィン「マルイシ」 （１０ｍＬ）
リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ （２２．５ｍｇ１筒）

146
69

リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ （１１．２５ｍｇ１
筒）

69

リュープリン注射用１．８８ｍｇ （１．８８ｍｇ１瓶（懸濁用液
付））

69

28

ルパフィン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

119

ルピアール坐剤５０ （５０ｍｇ１個）

4

ルプラック錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

35

ルプラック錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠）

35

ルボックス錠２５ （２５ｍｇ１錠）

18

ルボックス錠５０ （５０ｍｇ１錠）

18

ルボックス錠７５ （７５ｍｇ１錠）

18

ルミガン点眼液０．０３％ （０．０３％１ｍＬ）

28

ルミセフ皮下注２１０ｍｇシリンジ （２１０ｍｇ１．５ｍＬ１筒）

106

リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍｇ「ＮＰ」 （３．
７５ｍｇ１筒）

69

ルムジェブ注１００単位／ｍＬ （１００単位１ｍＬバイアル）

69

リリカＯＤ錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠）

21

ルムジェブ注ミリオペン （３００単位１キット）

69

リリカＯＤ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

21

ルムジェブ注ミリオペンＨＤ （３００単位１キット）

69

リリカＯＤ錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）

21

ルーラン錠１６ｍｇ （１６ｍｇ１錠）

18

リリカカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル）

21

( 42 )

五十音順索引
ルーラン錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

18

レニベース錠５ （５ｍｇ１錠）

41

ルーラン錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠）

18

レパーサ皮下注１４０ｍｇペン （１４０ｍｇ１ｍＬ１キット）

45

ルリコン液１％ （１％１ｍＬ）

79

ルリコンクリーム１％ （１％１ｇ）

79

レパーサ皮下注４２０ｍｇオートミニドーザー （４２０ｍｇ３．５
ｍＬ１キット）

45

ルリッド錠１５０ （１５０ｍｇ１錠）

134

レバチオ懸濁用ドライシロップ９００ｍｇ （１０ｍｇ１ｍＬ（懸濁
後の内用液として））

47

レバチオ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

48

レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （１００ｍｇ１錠）

57

レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 （１００ｍｇ１錠）

57
72

れ
レイアタッツカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル）

139

レキサルティ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

18

レビトラ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

レキサルティ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

18
4

レフィキシア静注用２０００ （２０００国際単位１瓶（溶解液
付））

4

レプチラーゼ注１単位 （１単位１ｍＬ１管）

レキソタン錠２ （２ｍｇ１錠）
レキソタン錠５ （５ｍｇ１錠）

143
89

148

レペタン坐剤０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１個）

9

12

レペタン坐剤０．４ｍｇ （０．４ｍｇ１個）

10

12

レペタン注０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１管）

10

12

レベトールカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル）

レキップ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

12

レベミル注イノレット （３００単位１キット）

69

レキップ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

12

レベミル注フレックスペン （３００単位１キット）

69

レボチロキシンＮａ錠２５μｇ「サンド」 （２５μｇ１錠）

63

94

レボチロキシンＮａ錠５０μｇ「サンド」 （５０μｇ１錠）

63

94

レボチロキシンナトリウム錠 （１２．５μｇ１錠）

63
136

レギチーン注射液５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１瓶）
レキップＣＲ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）
レキップＣＲ錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠）
レキップ錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠）

レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 （１．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付））
レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 （１Ｌ１袋（排液用バッ
グ付））

139

94

レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液用バッ
グ付））

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして））

94

レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液 （１．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付））

レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ「ＤＳ
ＥＰ」 （５００ｍｇ１００ｍＬ１キット）

136

94

レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ＮＰ」 （１００ｍｇ１瓶）

95

94

レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ＮＰ」 （２５ｍｇ１瓶）

レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液 （２．５Ｌ１袋）

レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液 （２．５Ｌ１袋）
レギュニール ＬＣａ ２．５腹膜透析液 （２Ｌ１袋（排液用バッ
グ付））

94

レギュニール ＬＣａ ４．２５腹膜透析液 （２Ｌ１袋）

94

レクサプロ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

18

レクシヴァ錠７００ （７００ｍｇ１錠）

139

レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回 （４８ｍｇ３０．８ｇ１瓶）

62

レクチゾール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

81

レグテクト錠３３３ｍｇ （３３３ｍｇ１錠）

21

レグナイト錠３００ｍｇ （３００ｍｇ１錠）

21

レグパラ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

106

レザルタス配合錠ＨＤ （１錠）

40

レザルタス配合錠ＬＤ （１錠）

40

レスキュラ点眼液０．１２％ （０．１２％１ｍＬ）

29

レスタミンコーワクリーム１％ （１％１０ｇ）

78

レスピア静注・経口液６０ｍｇ （６０ｍｇ３ｍＬ１瓶）

32

レスプレン錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

49

レスミット錠５ （５ｍｇ１錠）

4

レスリン錠２５ （２５ｍｇ１錠）

19

レスリン錠５０ （５０ｍｇ１錠）

19

レダコート錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

65

レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＮＫ」 （２．５ｍｇ１錠）

115

レトロビルカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）

139

レナジェル錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

47

レナデックス錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

65

レニベース錠２．５ （２．５ｍｇ１錠）

41

95

レボレード錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠）

106

レミカットカプセル１ｍｇ （１ｍｇ１カプセル）

119

レミケード点滴静注用１００ （１００ｍｇ１瓶）

62

レミッチＯＤ錠２．５μｇ （２．５μｇ１錠）

21

レミッチカプセル２．５μｇ （２．５μｇ１カプセル）

21

レミニールＯＤ錠１２ｍｇ （１２ｍｇ１錠）

21

レミニールＯＤ錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

21

レミニールＯＤ錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠）

21

レミニール内用液４ｍｇ／ｍＬ （０．４％１ｍＬ）

21

レメロン錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

19

レメロン錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

19

レリフェン錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠）

10

レルパックス錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

41

レルベア１００エリプタ１４吸入用 （１４吸入１キット）

53

レルベア１００エリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット）

53

レルベア２００エリプタ１４吸入用 （１４吸入１キット）

53

レルベア２００エリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット）

53

レルミナ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

69

レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠）
レンドルミン錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠）

4
4

レンビマカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル）

115

レンビマカプセル４ｍｇ （４ｍｇ１カプセル）

115

ろ
ロイケリン散１０％ （１０％１ｇ）

( 43 )

109

五十音順索引
ロイコボリン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

95

ロナセン錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

19

ロイコボリン注３ｍｇ （０．３％１ｍＬ１管）

95

ロナセン錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠）

19

ロナセンテープ２０ｍｇ （２０ｍｇ１枚）

19

ロナセンテープ４０ｍｇ （４０ｍｇ１枚）

19

ロピオン静注５０ｍｇ （５０ｍｇ５ｍＬ１管）

10

ロイコン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」 （１
ｇ）
ロイナーゼ注用５０００ （５０００Ｋ単位１瓶）

107
87
115

ロカルトロールカプセル０．２５ （０．２５μｇ１カプセル）

82

ロカルトロールカプセル０．５ （０．５μｇ１カプセル）

82

ロキソニンゲル１％ （１％１ｇ）
ロキソニン細粒１０％ （１０％１ｇ）
ロキソニン錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠）

ローブレナ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

115

ローブレナ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

115

78

ローヘパ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ （４０００低
分子量ヘパリン単位２０ｍＬ１筒）

90

10

ロペミンカプセル１ｍｇ （１ｍｇ１カプセル）

54
54

10

ロペミン細粒０．１％ （０．１％１ｇ）

ロキソニンテープ１００ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

78

ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「サワイ」 （１ｍｇ１カプセル）

ロキソニンテープ５０ｍｇ （７ｃｍ×１０ｃｍ１枚）

78

ロミプレート皮下注２５０μｇ調製用 （２５０μｇ１瓶）

ロキソニンパップ１００ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

78

ロメフロン点眼液０．３％ （０．３％１ｍＬ）

ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＮＰ」 （１％１ｇ）

78

ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 （０．５ｍｇ１錠）

4

ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「サワイ」 （１０％１ｇ）

10

ロラメット錠１．０ （１ｍｇ１錠）

4

ロルカム錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

10

ロルカム錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

10

ロレルコ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

45

ロンゲス錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

41

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「科研」 （１０ｃｍ×１４ｃ
ｍ１枚）
ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ユートク」 （１０ｃｍ×１
４ｃｍ１枚）

78
78

54
106
29

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「科研」 （７ｃｍ×１０ｃｍ１
枚）

78

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ユートク」 （７ｃｍ×１０ｃ
ｍ１枚）

ロンゲス錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

41

78

ロンゲス錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

41

10

ロンサーフ配合錠Ｔ１５ （１５ｍｇ１錠（トリフルリジン相当
量））

115

ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ「Ｆ」 （５０ｍｇ
５ｍＬ１瓶）

23

ロンサーフ配合錠Ｔ２０ （２０ｍｇ１錠（トリフルリジン相当
量））

116

ロケルマ懸濁用散分包１０ｇ （１０ｇ１包）

48

ロケルマ懸濁用散分包５ｇ （５ｇ１包）

48

ロコアテープ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

78

ロコイドクリーム０．１％ （０．１％１ｇ）

78

ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「日医工」 （６０ｍｇ１
錠）

ロコイド軟膏０．１％ （０．１％１ｇ）

78

ローコール錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

45

ローコール錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

45

ロコルナール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

44

ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「アメル」 （５０ｍｇ１錠）

41

ロスーゼット配合錠ＨＤ （１錠）

45

ロスーゼット配合錠ＬＤ （１錠）

45

ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （２．５ｍｇ１錠）

45

ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （５ｍｇ１錠）
ロゼウス静注液１０ｍｇ （１０ｍｇ１ｍＬ１瓶）
ロゼックスゲル０．７５％ （０．７５％１ｇ）

45
110
81

ロセフィン静注用１ｇ （１ｇ１瓶）

133

ロゼレム錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠）

21

ロタリックス内用液 （１．５ｍＬ１本）

140

ロートエキス散「ニッコー」 （１ｇ）

24

ロドピン細粒１０％ （１０％１ｇ）

19

ロドピン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

19

ロドピン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

19

ロトリガ粒状カプセル２ｇ （２ｇ１包）

45

ロナセン散２％ （２％１ｇ）

19

ロナセン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

19

わ
ワイテンス錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）
ワイドシリン細粒２０％ （２００ｍｇ１ｇ）

41
133

ワイパックス錠０．５ （０．５ｍｇ１錠）

4

ワイパックス錠１．０ （１ｍｇ１錠）

4

ワゴスチグミン散（０．５％） （０．５％１ｇ）

23

ワゴスチグミン注０．５ｍｇ （０．０５％１ｍＬ１管）

23

ワソラン錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

44

ワソラン静注５ｍｇ （０．２５％２ｍＬ１管）

34

ワーファリン顆粒０．２％ （０．２％１ｇ）

91

ワーファリン錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

91

ワーファリン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

91

ワーファリン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

91

ワルファリンＫ細粒０．２％「ＮＳ」 （０．２％１ｇ）

91

ワンアルファ錠０．２５μｇ （０．２５μｇ１錠）

82

ワンアルファ錠０．５μｇ （０．５μｇ１錠）

82

ワンアルファ錠１．０μｇ （１μｇ１錠）

82

ワントラム錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

10

( 44 )

