
商品名 規格単位 成分名 会社名
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 1mL セボフルラン 日興製薬
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 200mg20mL1管 プロポフォール 丸石
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」 500mg50mL1瓶 プロポフォール 丸石
塩酸メピバカイン注シリンジ1%｢NP｣ 1%10mL1筒 メピバカイン塩酸塩 ニプロ=丸石
塩酸メピバカイン注シリンジ1%｢NP｣　※ISO80369-6準拠品 1%10mL1筒 メピバカイン塩酸塩 ニプロ=丸石
キシロカイン注シリンジ0.5% 0.5%10mL1筒 リドカイン塩酸塩 ニプロ=サンド
リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」 0.5%5mL1管 リドカイン塩酸塩 日新製薬
リドカイン塩酸塩注1%「日新」 1%10mL1管 リドカイン塩酸塩 日新製薬
リドカイン塩酸塩注2%「日新」 2%5mL1管 リドカイン塩酸塩 日新製薬
キシロカインポンプスプレー8% 1g リドカイン サンドファーマ=サンド
ミダゾラム注10mg｢サンド｣ 10mg2mL1管 ミダゾラム サンド=富士製薬
トリアゾラム錠0.125mg「日医工」 0.125mg1錠 トリアゾラム 日医工

ブロチゾラム錠0.25「EMEC」 0.25mg1錠 ブロチゾラム
サンノーバ=エルメッド=
日医工

フルニトラゼパム錠１mg「アメル」 1mg1錠 フルニトラゼパム 共和薬品

フルニトラゼパム錠２mg「アメル」 2mg1錠 フルニトラゼパム 共和薬品
デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」 200μg50mL1筒 デクスメデトミジン塩酸塩 ニプロ
エスゾピクロン錠1mg「トーワ」 1mg1錠 エスゾピクロン 東和薬品

ゾピクロン錠７．５mg「ｻﾜｲ」 7.5mg1錠 ゾピクロン 沢井

ゾピクロン錠１０mg「トーワ」 10mg1錠 ゾピクロン 東和薬品

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「JG」 5mg1錠 ゾルピデム酒石酸塩 日本ジェネリック

ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「JG」 10mg1錠 ゾルピデム酒石酸塩 日本ジェネリック

ラメルテオン錠8mg「トーワ」 8mg1錠 ラメルテオン 東和薬品

ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ徐放錠A100mg「ﾄｰﾜ」 100mg1錠 バルプロ酸ナトリウム 東和薬品

ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ徐放錠A＊200mg「ﾄｰﾜ」 200mg1錠 バルプロ酸ナトリウム 東和薬品

バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」 200mg1錠 バルプロ酸ナトリウム 共和薬品

カルバマゼピン細粒 50%「アメル」 50%1g カルバマゼピン 共和薬品

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

カルバマゼピン錠200㎎「アメル」 200mg1錠 カルバマゼピン 共和薬品

ラモトリギン錠25mg「トーワ」 25mg1錠 ラモトリギン 東和薬品
 レベチラセタム錠250mg「サワイ」 250mg1錠 レベチラセタム 沢井
 レベチラセタム錠500mg「サワイ」 500mg1錠 レベチラセタム 沢井

レベチラセタムDS50%「トーワ」 50%1g レベチラセタム
東和薬品=共創未来
ファーマ=三和化学

スマトリプタン錠50mg「日医工」 50mg1錠 スマトリプタンコハク酸塩 日医工
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 0.5%1mL1管 ハロペリドール 田辺三菱=吉富薬品
ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」 1%1g ハロペリドール 田辺三菱=吉富薬品

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

アリピプラゾール錠1mg「サワイ」 1mg1錠 アリピプラゾール 沢井
アリピプラゾール錠6mg「サワイ」 6mg1錠 アリピプラゾール 沢井
オランザピンＯＤ錠５mg「ﾖｼﾄﾐ」 5mg1錠 オランザピン ニプロES=吉富薬品

オランザピンＯＤ錠１０mg「ﾖｼﾄﾐ」 10mg1錠 オランザピン ニプロES=吉富薬品

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

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

クエチアピン錠２００mg「DSEP」 200mg1錠 クエチアピンフマル酸塩 第一三共エスファ

リスペリドンＯＤ錠１mg「サワイ」 1mg1錠 リスペリドン 沢井=日本ジェネリック



リスペリドンＯＤ錠２㎎「サワイ」 2mg1錠 リスペリドン 沢井

リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」 0.1%1mL リスペリドン 高田

リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」 0.1%1mL リスペリドン 高田

ペロスピロン塩酸塩錠　４㎎「ｱﾒﾙ」 4mg1錠 ペロスピロン塩酸塩水和物 共和薬品

ブロナンセリン錠4mg「DSPB」 4mg1錠 ブロナンセリン
住友ファーマプロモ=住
友ファーマ

アルプラゾラム錠０．４mg「サワイ」 0.4mg1錠 アルプラゾラム メディサ=沢井

エチゾラム錠0.5mg｢EMEC｣ 0.5mg1錠 エチゾラム
サンノーバ=エルメッド=
日医工

エチゾラム錠1mg｢EMEC｣ 1mg1錠 エチゾラム
サンノーバ=エルメッド=
日医工

ジアゼパム錠2「トーワ」 2mg1錠 ジアゼパム 東和薬品

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

パロキセチンOD錠10mg「トーワ」 10mg1錠 パロキセチン塩酸塩水和物 東和薬品

セルトラリン錠２５ｍｇ「ケミファ」 25mg1錠 塩酸セルトラリン ケミファ

デュロキセチンカプセル20mg「ニプロ」 20mg1カプセル デュロキセチン塩酸塩 ニプロ

ミルタザピンOD錠15mg「トーワ」 15mg1錠 ミルタザピン 東和薬品

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

炭酸リチウム錠１００mg「アメル」 100mg1錠 炭酸リチウム 共和薬品

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

ブロモクリプチン錠2.5㎎「F」 2.5mg1錠 ブロモクリプチンメシル酸塩 富士製薬
乳酸ビペリデン注5mg「ﾖｼﾄﾐ」 0.5%1mL1管 乳酸ビペリデン 田辺三菱=吉富薬品
エンタカポン錠１００ｍｇ「ｱﾒﾙ」 100mg1錠 エンタカポン 共和薬品
【後】ﾛｸﾛﾆｳﾑ臭化物静注液50mg,5mL「ﾏﾙｲｼ」 50mg5mL1瓶 ロクロニウム臭化物 丸石
エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 50mg1錠 エペリゾン塩酸塩 東和薬品

チザニジン錠１mg「サワイ」 1mg1錠 チザニジン塩酸塩 沢井

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

アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 0.05%1mL1筒 アトロピン硫酸塩水和物 テルモ

デキサート注射液1.65mg 1.65mg0.5mL1管 デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム 富士製薬
デキサート注射液6.6mg 6.6mg2mL1瓶 デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム 富士製薬
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「NIG」 100mg1瓶(溶解液付) ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

日医工岐阜=日医工=武
田

デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」 0.01%1mL デキサメタゾン 日新製薬

ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 25mg1錠 ジクロフェナクナトリウム 沢井
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 12.5mg1個 ジクロフェナクナトリウム 日本ジェネリック
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 25mg1個 ジクロフェナクナトリウム 日本ジェネリック
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 50mg1個 ジクロフェナクナトリウム 日本ジェネリック
ケトプロフェン筋注50mg「日新」 50mg1管 ケトプロフェン 日新製薬
ロキソプロフェン錠60mg｢EMEC｣ 60mg1錠 ロキソプロフェンナトリウム水和物 エルメッド=日医工

メロキシカム錠１０mg「日医工」 10mg1錠 メロキシカム 日医工

セレコキシブ錠１００ｍｇ「ﾌｧｲｻﾞｰ」 100mg1錠 セレコキシブ
ファイザーUPJ=ヴィアト
リス

セレコキシブ錠２００ｍｇ「ﾌｧｲｻﾞｰ」 200mg1錠 セレコキシブ
ファイザーUPJ=ヴィアト
リス

ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」 7cm×10cm1枚 ケトプロフェン
帝國製薬=日本ジェネ
リック



MS冷シップ｢タイホウ｣ 10g パップ剤（３－１４）
岡山大鵬=大鵬薬品=三
笠=テイカ製薬

MS温シップ｢タイホウ｣ 10g パップ剤（４－１２）
岡山大鵬=大鵬薬品=三
笠=帝國製薬

フェルビナクパップ70mg「NP」 10cm×14cm1枚 フェルビナク ニプロファーマ=ニプロ
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ50mg 「ﾕ-ﾄｸ」 7cm×10cm1枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 祐徳
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ100mg 「ﾕ-ﾄｸ」 10cm×14cm1枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 祐徳
ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 1%1g ロキソプロフェンナトリウム水和物 ニプロファーマ=ニプロ
ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸｽﾁｯｸ軟膏3%｢三笠｣ 40g/本 3%1g フェルビナク 三笠=大正製薬
カロナール細粒50% 50%1g アセトアミノフェン あゆみ製薬

カロナール錠200 200mg1錠 アセトアミノフェン あゆみ製薬

カロナール錠500 500mg1錠 アセトアミノフェン あゆみ製薬

プレガバリンOD錠25mg「ニプロ」 25mg1錠 プレガバリン ニプロ

プレガバリンOD錠75mg「ニプロ」 75mg1錠 プレガバリン ニプロ

トーワチーム配合顆粒 1g 非ピリン系感冒剤（４） 東和薬品

イグラチモド錠２５mg「あゆみ」 25mg1錠 イグラチモド あゆみ製薬
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」 40mg0.8mL1キット アダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ後続2］ 第一三共
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」 100mg1瓶 インフリキシマブ（遺伝子組換え）［インフリキシマブ後続1］ セルトリオン=東和薬品
アロプリノール錠100mg｢サワイ｣ 100mg1錠 アロプリノール 沢井

フェブキソスタット錠10mg「サワイ」 10mg1錠 フェブキソスタット 沢井

フェブキソスタット錠40mg「サワイ」 40mg1錠 フェブキソスタット 沢井

オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 5mg1錠 オロパタジン塩酸塩 東和薬品

ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩ＯＤ錠６０mg「NP」 60mg1錠 フェキソフェナジン塩酸塩 ニプロ

ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝﾍﾞｼﾙ酸塩OD錠10mg「ﾀﾅﾍﾞ」 10mg1錠 ベポタスチンベシル酸塩 ニプロES=ニプロ

レボセチリジン塩酸塩OD錠５mg「ｻﾜｲ」 5mg1錠 レボセチリジン塩酸塩 沢井

ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩ｼﾛｯﾌﾟ0.05%「ｻﾜｲ」 0.05%1mL レボセチリジン塩酸塩 沢井

プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」 112.5mg1カプセル プランルカスト水和物 沢井

モンテルカスト錠10mg「KM」 10mg1錠 モンテルカストナトリウム
キョーリンリメディオ=杏
林

ネオファーゲン静注２０mL 20mL1管 グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 大塚工場
オンダンセトロン注射液4mg｢サンド｣ 4mg2mL1管 オンダンセトロン塩酸塩水和物 サンド
オンダンセトロン注4mgシリンジ「ﾏﾙｲｼ」 4mg2mL1筒 オンダンセトロン塩酸塩水和物 丸石
グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「明治」 3mg100mL1袋 グラニセトロン塩酸塩 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ
グラニセトロン静注液3mg｢サワイ｣ 3mg3mL1管 グラニセトロン塩酸塩 メディサ=沢井
 パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 0.75mg50mL1袋 パロノセトロン塩酸塩 岡山大鵬
ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 150mg1瓶 ホスアプレピタントメグルミン  日本化薬
アプレピタントカプセル80mg「NK」 80mg1カプセル アプレピタント 日本化薬

アプレピタントカプセル125mg「NK」 125mg1カプセル アプレピタント 日本化薬

ベタヒスチンメシル酸塩錠６mg「TSU」 6mg1錠 ベタヒスチンメシル酸塩 鶴原=日本ジェネリック
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 5mg10g1瓶 モメタゾンフランカルボン酸エステル

キョーリンリメディオ=杏
林

サンドールP点眼液 1mL トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩 ロートニッテン
ラタチモ配合点眼液「センジュ」 1mL ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩 千寿=武田
ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」 0.005%1mL ラタノプロスト 参天アイケア=参天
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005％「参天」 0.005%5mL1瓶 ピレノキシン 参天
レボフロキサシン点眼液1.5%「ニットー」 1.5%1mL レボフロキサシン水和物 東亜薬品=日東メディック
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 ロートニッテン
フルオロメトロン点眼液0.1％「日点」 0.1%1mL フルオロメトロン ロートニッテン



サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% 0.1%1mL ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 参天
プラノプロフェン点眼液0.1％「参天」 0.1%1mL プラノプロフェン 参天

ﾌﾞﾛﾑﾌｪﾅｸNa点眼液0.1%「日新」 0.1%1mL ブロムフェナクナトリウム水和物
日新製薬=日本ジェネ
リック=テイカ製薬

レボカバスチン点眼液0.025％「ニットー」 0.025%1mL レボカバスチン塩酸塩 東亜薬品=日東メディック
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」 0.5mg0.05mL1筒 ラニビズマブ（遺伝子組換え）［ラニビズマブ後続1］ 千寿=武田
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1％「生化学」 1%0.85mL1筒 ヒアルロン酸ナトリウム 生化学=参天
ヒアルロン酸Na1.1眼粘弾剤1%MV「センジュ」 1%1.1mL1筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム 千寿=武田
シェルガン0.5眼粘弾剤 0.5mL1筒 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 生化学=参天
シアノコバラミン点眼液0.02%「ﾆｯﾄ-」 0.02%5mL1瓶 シアノコバラミン 東亜薬品=日東メディック
トリクロルメチアジド錠2mg「ﾄｰﾜ」 2mg1錠 トリクロルメチアジド 東和薬品

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

トラセミドOD錠4mg「TE」 4mg1錠 トラセミド トーアエイヨー
フロセミド注射液20mg「日医工」 20mg1管 フロセミド 日医工
フロセミド細粒4%「EMEC」 4%1g フロセミド エルメッド=日医工

フロセミド錠20mg「NIG」 20mg1錠 フロセミド
日医工岐阜=日医工=武
田

フロセミド錠40mg「NIG」 40mg1錠 フロセミド
日医工岐阜=日医工=武
田

スピロノラクトン錠25mg｢トーワ｣ 25mg1錠 スピロノラクトン 東和薬品

イソソルビド内用液70%「CEO」 70%1mL イソソルビド セオリア=武田
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 200mL1袋 濃グリセリン・果糖 光
アドレナリン注0.1%シリンジ｢テルモ｣ 0.1%1mL1筒 アドレナリン テルモ
ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」 0.3%50mL1筒 ドブタミン塩酸塩 テルモ=協和キリン
ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg｢サワイ｣ 100mg1管 ドブタミン塩酸塩 沢井
ピモベンダン錠1.25mg｢TE｣ 1.25mg1錠 ピモベンダン トーアエイヨー
ミルリノン注10mg｢タカタ｣ 10mg10mL1管 ミルリノン 高田
ユビデカレノン錠10mg「サワイ」 10mg1錠 ユビデカレノン 沢井

ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」 2mg1錠 ミドドリン塩酸塩 沢井

ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ25㎎「ﾄｰﾜ」 25mg1カプセル ピルシカイニド塩酸塩水和物 東和薬品

ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ50㎎「ﾄｰﾜ」 50mg1カプセル ピルシカイニド塩酸塩水和物 東和薬品

フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」 50mg1錠 フレカイニド酢酸塩
マイランEPD=ヴィアトリ
ス

リドカイン静注用2%シリンジ｢テルモ｣ 2%5mL1筒 リドカイン テルモ
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 150mg3mL1管 アミオダロン塩酸塩 トーアエイヨー
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg｢TE｣ 50mg1錠 アミオダロン塩酸塩 トーアエイヨー

ベラパミル塩酸塩錠40mg「ﾂﾙﾊﾗ」 40mg1錠 ベラパミル塩酸塩 鶴原

ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠0.625mg「ﾄｰﾜ」 0.625mg1錠 ビソプロロールフマル酸塩 東和薬品

ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「ﾄｰﾜ」 2.5mg1錠 ビソプロロールフマル酸塩 東和製薬

プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 10mg1錠 プロプラノロール塩酸塩 日医工

カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 2.5mg1錠 カルベジロール 沢井

カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 10mg1錠 カルベジロール 沢井

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

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

アムロジピンOD錠2.5mg｢明治｣ 2.5mg1錠 アムロジピンベシル酸塩 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

アムロジピンOD錠5mg｢明治｣ 5mg1錠 アムロジピンベシル酸塩 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ



ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」 100mg1カプセル ジルチアゼム塩酸塩 佐藤薬品=東和薬品

シルニジピン錠５mg「サワイ」 5mg1錠 シルニジピン 沢井
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg｢サワイ｣ 10mg10mL1管 ニカルジピン塩酸塩 沢井
ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 5mg1カプセル ニフェジピン 沢井

ニフェジピンＬ錠１０mg「日医工」 10mg1錠 ニフェジピン 日医工

ニフェジピンＬ錠２０mg「日医工」 20mg1錠 ニフェジピン 日医工

ニフェジピンＣＲ錠２０mg「ｻﾜｲ」 20mg1錠 ニフェジピン 沢井

ベニジピン塩酸塩錠４mg「NPI」 4mg1錠 ベニジピン塩酸塩 日本薬工=ケミファ

イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「VTRS」 2.5mg1錠 イミダプリル塩酸塩
マイランEPD=ヴィアトリ
ス

イミダプリル塩酸塩錠5mg「VTRS」 5mg1錠 イミダプリル塩酸塩
マイランEPD=ヴィアトリ
ス

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「ﾄｰﾜ」 2.5mg1錠 エナラプリルマレイン酸塩 東和薬品

エナラプリルマレイン酸塩錠５mg「ﾄｰﾜ」 5mg1錠 エナラプリルマレイン酸塩 東和薬品

イルベサルタン錠100mg｢DSPB｣ 100mg1錠 イルベサルタン
住友ファーマプロモ=住
友ファーマ

オルメサルタンOD錠10mg｢DSEP｣ 10mg1錠 オルメサルタン　メドキソミル 第一三共エスファ

オルメサルタンOD錠20mg｢DSEP｣ 20mg1錠 オルメサルタン　メドキソミル 第一三共エスファ

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

カンデサルタン錠８mg「あすか」 8mg1錠 カンデサルタン　シレキセチル あすか製薬=武田

テルミサルタン錠20mg「DSEP」 20mg1錠 テルミサルタン 第一三共エスファ

テルミサルタン錠40mg「DSEP」 40mg1錠 テルミサルタン 第一三共エスファ

バルサルタンＯＤ錠４０mg「ﾄｰﾜ」 40mg1錠 バルサルタン 東和薬品

バルサルタンＯＤ錠８０mg「ﾄｰﾜ」 80mg1錠 バルサルタン 東和薬品

ロサルタンカリウム錠25mg「NP」 25mg1錠 ロサルタンカリウム ニプロ

イルアミクス配合錠ＨＤ｢DSPB｣ 1錠 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
住友ファーマプロモ=住
友ファーマ

カムシア配合錠LD「あすか」 1錠 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 あすか製薬=武田

カムシア配合錠HD「あすか」 1錠 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 あすか製薬=武田

アムバロ配合錠「サンド」 1錠 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 サンド
ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ｢テルモ｣ 25mg50mL1筒 ニトログリセリン テルモ
ニトロペン舌下錠0.3mg 0.3mg1錠 ニトログリセリン 日本化薬
一硝酸イソソルビド錠２０㎎「サワイ」 20mg1錠 一硝酸イソソルビド 沢井
ニコランジル点滴静注用12mg｢サワイ｣ 12mg1瓶 ニコランジル 沢井

ニコランジル錠5mg｢サワイ｣ 5mg1錠 ニコランジル
メディサ=沢井=日本ジェ
ネリック=第一三共エス
ファ

ジピリダモール錠２５㎎「ﾄｰﾜ」 25mg1錠 ジピリダモール 東和薬品

ジラゼプ塩酸塩錠５０mg「日医工」 50mg1錠 ジラゼプ塩酸塩水和物 日医工
ガランタミンＯＤ錠８mg「ﾆﾌﾟﾛ」 8mg1錠 ガランタミン臭化水素酸塩 ニプロ
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「タナベ」 3mg1錠 ドネペジル塩酸塩 ニプロES=吉富薬品

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タナベ」 5mg1錠 ドネペジル塩酸塩 ニプロES=吉富薬品

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５mg「DSEP」 5mg1錠 メマンチン塩酸塩 第一三共エスファ

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０mg「DSEP」 20mg1錠 メマンチン塩酸塩 第一三共エスファ
リバスチグミンテープ9mg「YP」 9mg1枚 リバスチグミン 祐徳=ケミファ
リバスチグミンテープ13.5mg「YP」 13.5mg1枚 リバスチグミン 祐徳=ケミファ
ニセルゴリン錠５mg「トーワ」 5mg1錠 ニセルゴリン 東和薬品



ＡＴＰ腸溶錠２０mg「日医工」 20mg1錠 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 日医工
シチコリン注1000mg/4mL「日医工」 25%4mL1管 シチコリン 日医工
カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」 50単位1錠 カリジノゲナーゼ 日医工
アルプロスタジル注５μg「サワイ」 5μg1mL1管 アルプロスタジル 沢井
アルプロスタジル注１０μg「ｻﾜｲ」 10μg2mL1管 アルプロスタジル 沢井
エポプロステノール静注用 0.5mg「ﾔﾝｾﾝ」 0.5mg1瓶 エポプロステノールナトリウム ヤンセン
エポプロステノール静注用 1.5mg「ﾔﾝｾﾝ」 1.5mg1瓶 エポプロステノールナトリウム ヤンセン

ベラプロストNa錠20μg「VTRS」 20μg1錠 ベラプロストナトリウム
マイランEPD=ヴィアトリ
ス

リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」 5μg1錠 リマプロスト　アルファデクス
メディサ=沢井=日本ジェ
ネリック

エダラボン点滴静注液バッグ30mg｢日医工｣ 30mg100mL1キット エダラボン 日医工
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」 0.25mg2mL1管 ブデソニド 武田テバファーマ=武田
ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ小児用20%「ｻﾜｲ」 20%1g テオフィリン 沢井
ﾌﾞﾃﾞﾎﾙ粉末吸入剤60吸入「ﾆﾌﾟﾛ」 60吸入1キット ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 ニプロ
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 0.2%2mL1管 ブロムヘキシン塩酸塩 武田テバファーマ=武田
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」 4mg1錠 ブロムヘキシン塩酸塩 日医工

ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」 0.08%1mL ブロムヘキシン塩酸塩 東和薬品
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 0.2%1mL ブロムヘキシン塩酸塩 武田テバファーマ=武田
カルボシステイン錠500mg｢トーワ｣ 500mg1錠 カルボシステイン 東和薬品

カルボシステインドライシロップ50%「テバ」 50%1g カルボシステイン 武田テバファーマ=武田

カルボシステインシロップ小児用5%｢テバ｣ 5%1mL カルボシステイン
武田テバファーマ=武田=
ニプロES

アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 15mg1錠 アンブロキソール塩酸塩 東和薬品

アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」 0.3%1mL アンブロキソール塩酸塩 東和薬品
アズノールうがい液4% 4%1mL アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 ロートニッテン=日本新薬
AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」 0.1%1g 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 ニプロ
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ口腔用軟膏 0.1%「NK」 0.1%1g デキサメタゾン 日本化薬

オルテクサー口腔用軟膏0.1% 0.1%1g トリアムシノロンアセトニド
ビーブランド=日本ジェネ
リック

メトクロプラミド錠５㎎「トーワ」 5mg1錠 塩酸メトクロプラミド 東和薬品

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

モサプリドクエン酸塩錠5mg｢明治｣ 5mg1錠 モサプリドクエン酸塩水和物 MeijiSeika=Meファルマ

モサプリドクエン酸塩散１％「日医工」 1%1g モサプリドクエン酸塩水和物 日医工

センノシド錠12mg｢サワイ｣ 12mg1錠 センノシド 沢井

ピコスルファートナトリウム内用液0.75%｢日医工｣ 0.75%1mL ピコスルファートナトリウム水和物 日医工

マグミット錠330mg 330mg1錠 酸化マグネシウム
マグミット製薬=シオエ=
丸石=日医工

マグミット錠500mg 500mg1錠 酸化マグネシウム
マグミット製薬=シオエ=
丸石=日医工

酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 83%1g 酸化マグネシウム 吉田製薬
酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 酸化マグネシウム
酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 酸化マグネシウム
酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 酸化マグネシウム
酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 酸化マグネシウム



ビオフェルミン錠剤 1錠 ビフィズス菌製剤 ビオフェルミン=大正製薬

ビオフェルミンR散 1g 耐性乳酸菌製剤（２） ビオフェルミン=大正製薬

ビオフェルミンR錠 1錠 耐性乳酸菌製剤（２） ビオフェルミン=大正製薬

ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」 1mg1カプセル ロペラミド塩酸塩
日医工岐阜=日医工=武
田

ポリカルボフィルＣａ細粒８３．３％「日医工」 83.3%1g ポリカルボフィルカルシウム 日医工

メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 400mg1錠 メサラジン 沢井=日本ジェネリック

ジメチコン錠40mg「フソー」 40mg1錠 ジメチコン 扶桑

ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ臭化物注20mg「日医工」 2%1mL1管 ブチルスコポラミン臭化物 日医工ファーマ=日医工
ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」 10mg1錠 ブチルスコポラミン臭化物 鶴原=日医工

アルジオキサ錠100mg「あすか」 100mg1錠 アルジオキサ あすか製薬=武田

テプレノンカプセル50mg｢サワイ｣ 50mg1カプセル テプレノン 沢井

テプレノン細粒10%「トーワ」 10%1g テプレノン 東和薬品

ポラプレジンクＯＤ錠７５mg「サワイ」 75mg1錠 ポラプレジンク 沢井

レバミピド錠100mg「オーツカ」 100mg1錠 レバミピド 大塚工場＝大塚製薬
ファモチジン注用20mg「トーワ」 20mg2mL1管 ファモチジン 東和薬品

ファモチジンD錠10mg｢EMEC｣ 10mg1錠 ファモチジン
サンノーバ=エルメッド=
日医工

ファモチジンD錠20mg｢EMEC｣ 20mg1錠 ファモチジン
サンノーバ=エルメッド=
日医工

オメプラゾール注射用20mg｢日医工｣ 20mg1瓶 オメプラゾール 日医工
エソメプラゾールカプセル１０mg「サワイ」 10mg1カプセル エソメプラゾールマグネシウム水和物 沢井

エソメプラゾールカプセル２０mg｢サワイ｣ 20mg1カプセル エソメプラゾールマグネシウム水和物 沢井

ラベプラゾールNa錠10mg｢AA｣ 10mg1錠 ラベプラゾールナトリウム あすか製薬=武田

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 15mg1錠 ランソプラゾール 沢井

ランソプラゾールOD錠30mg｢サワイ｣ 30mg1錠 ランソプラゾール 沢井

ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AFP」 10mg1瓶 ナファモスタットメシル酸塩
共創未来ファーマ=アル
フレッサファーマ

ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩注射用50mg「AY」 50mg1瓶 ナファモスタットメシル酸塩 エイワイファーマ=陽進堂
 カモスタットメシル酸塩錠100mg「JG」 100mg1錠 カモスタットメシル酸塩 日本ジェネリック

ウルソデオキシコール酸錠５０mg「ﾄｰﾜ」 50mg1錠 ウルソデオキシコール酸 東和薬品

ウルソデオキシコール酸錠１００mg「ﾄｰﾜ」 100mg1錠 ウルソデオキシコール酸 東和薬品

ラクツロースシロップ65％「タカタ」 65%1mL ラクツロース 高田=日本化薬
ラグノスNF経口ゼリー分包12g 54.167%12g1包 ラクツロース  三和化学
HMG注射用75単位「F」 75単位1管(溶解液付) 下垂体性性腺刺激ホルモン 富士製薬
HMG注射用150IU｢フェリング｣ 150単位1瓶(溶解液付) 下垂体性性腺刺激ホルモン フェリング
オクトレオチド皮下注100μg「あすか」 100μg1mL1管 オクトレオチド酢酸塩 あすか製薬=武田
プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「日医工」 0.5mg1管 プロチレリン酒石酸塩水和物 日医工
ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩注射用ｷｯﾄ1.88mg「あすか」 1.88mg1筒 リュープロレリン酢酸塩 あすか製薬=武田
メチルエルゴメトリン注0.2mg｢あすか｣ 0.02%1mL1管 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 あすか製薬=武田
ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」 1%5mL1管 リトドリン塩酸塩 あすか製薬=武田
リトドリン塩酸塩錠5mg｢あすか｣ 5mg1錠 リトドリン塩酸塩 あすか製薬=武田



エルサメットS配合錠 1錠 オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合
日医工岐阜=日医工=武
田

シロドシンOD錠4ｍｇ「オーハラ」 4mg1錠 シロドシン 大原

タムスロシン塩酸塩OD錠０．２mg「日医工」 0.2mg1錠 タムスロシン塩酸塩 日医工

デュタステリド錠 0.5mgAV「NS」 0.5mg1錠 デュタステリド
日新製薬=ケミファ=日本
薬工

ｲﾐﾀﾞﾌｪﾅｼﾝＯＤ錠０．１ｍｇ「ﾄｰﾜ」 0.1mg1錠 イミダフェナシン 東和薬品
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 2.5mg1錠 コハク酸ソリフェナシン 東和薬品

ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」 5mg1錠 コハク酸ソリフェナシン 東和薬品

プロピベリン塩酸塩錠10mg「NIG」 10mg1錠 プロピベリン塩酸塩
日医工岐阜=日医工=武
田

ネイサート坐剤 1個 ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン 日新製薬
ネリザ軟膏２ｇ 1g ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン ジェイドルフ
ヘモポリゾン軟膏２ｇ 1g 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン ジェイドルフ
エルエイジー10液 10%10mL アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 吉田製薬
ポピヨドンゲル10% 10%10g ポビドンヨード 吉田製薬
ポビドンヨード外用液10%「明治」 10%10mL ポビドンヨード MeijiSeika
ナジフロキサシンクリーム１％「ﾄｰﾜ」 1%1g ナジフロキサシン 東和薬品
ケトコナゾールクリーム２％「イワキ」 2%1g ケトコナゾール 岩城
ラノコナゾールクリーム１％　「イワキ」 1%1g ラノコナゾール 岩城
ビダラビン軟膏３％「SW」 3%1g ビダラビン 沢井=日医工
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「JG」 0.05%1g ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 日本ジェネリック
イソジンシュガーパスタ軟膏 1g 精製白糖・ポビドンヨード ムンディファーマ=塩野義
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」 1g ヘパリン類似物質 ニプロ
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 日本臓器
ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」 1g ヘパリン類似物質 ニプロ
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 10%10g サリチル酸 東豊=日医工=吉田製薬
尿素クリーム10%「SUN」 10%1g 尿素 サンファーマ
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」 2.5μg1錠 ナルフラフィン塩酸塩 沢井

メチコバール細粒0.1% 0.1%500mg1包 メコバラミン エーザイ

メチコバール錠500μg 0.5mg1錠 メコバラミン エーザイ
パンテノール注２５０㎎「KCC」 250mg1管 パンテノール ネオクリティケア製薬
パンテチン錠100mg「YD」 100mg1錠 パンテチン 陽進堂=日医工
アスコルビン酸注500mgPB「日新」 500mg1管 アスコルビン酸 日新製薬
トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」 50mg1錠 トコフェロール酢酸エステル 東和薬品
リメファー3B注射液 10mL1管 チアミンジスルフィド・B6・B12配合 東和薬品
シグマビタン配合カプセルＢ25 1カプセル ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ１２配合剤（１） 東和薬品
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」 17.12%10mL1キット  L-アスパラギン酸カリウムキット テルモ
KCL注20mEqキット｢テルモ｣ 1モル20mL1キット 塩化カリウム テルモ

塩化カリウム徐放錠600mgSt 600mg1錠 塩化カリウム
佐藤薬品＝アルフレッサ
ファーマ

L-アスパラギン酸Ｃａ錠200mg｢ﾄｰﾜ｣ 1錠 Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物 東和薬品
生食注シリンジ｢テルモ｣10mL 10mL1筒 生理食塩液 テルモ
生食注シリンジ「NP」 20mL1筒 生理食塩液 ニプロ
生食注シリンジ５０mL「ニプロ」 50mL1筒 生理食塩液 ニプロ
サブパック血液ろ過用補充液-Bi 2020mL1キット 人工透析液（３－４） ニプロ
ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸Na静注100mg「日新」 0.5%20mL1管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 日新製薬



カルバゾクロムスルホン酸Na錠３０mg「YD」 30mg1錠 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 陽進堂=日本ジェネリック

トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」 5%5mL1管 トラネキサム酸 日新製薬
トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」 10%10mL1管 トラネキサム酸 日新製薬
トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」 250mg1カプセル トラネキサム酸 旭化成ファーマ
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ｢オーツカ｣10mL 1,000単位10mL1筒 ヘパリンナトリウム 大塚工場=大塚製薬
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」 5,000単位0.2mL1筒 ヘパリンカルシウムキット 持田
ワルファリンK細粒0.2%｢NS｣ 0.2%1g ワルファリンカリウム  日新製薬

チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 100mg1錠 チクロピジン塩酸塩 東和薬品

クロピドグレル錠25mg「SANIK」 25mg1錠 クロピドグレル硫酸塩 日医工

クロピドグレル錠75mg「SANIK」 75mg1錠 クロピドグレル硫酸塩 日医工

シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 100mg1錠 シロスタゾール 沢井

イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 900mg1包 イコサペント酸エチル 東洋カプセル=ニプロ

サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」 100mg1錠 サルポグレラート塩酸塩 ケミファ=日本薬工

バイアスピリン錠100mg 100mg1錠 アスピリン バイエル

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注ｼﾘﾝｼﾞ10μg「KKF」 10μg0.5mL1筒 ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）
協和キリンフロンティア=
協和キリン

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注ｼﾘﾝｼﾞ20μg「KKF」 20μg0.5mL1筒 ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）
協和キリンフロンティア=
協和キリン

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注ｼﾘﾝｼﾞ60μg「KKF」 60μg0.5mL1筒 ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）
協和キリンフロンティア=
協和キリン

クエン酸第一鉄Na錠50mg｢サワイ｣ 鉄50mg1錠 クエン酸第一鉄ナトリウム 沢井

ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ顆粒8.3%「ﾂﾙﾊﾗ」 1g クエン酸第一鉄ナトリウム 鶴原

インクレミンシロップ5% 1mL 溶性ピロリン酸第二鉄 アルフレッサファーマ
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」 75μg0.3mL1筒 フィルグラスチム（遺伝子組換え）［フィルグラスチム後続１］ 富士製薬
フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」 150μg0.6mL1筒 フィルグラスチム（遺伝子組換え）［フィルグラスチム後続１］ 富士製薬
フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」 0.5mg5mL1筒 フルマゼニル テルモ
レボホリナート点滴静注用25mg｢トーワ｣ 25mg1瓶 レボホリナートカルシウム 東和薬品
レボホリナート点滴静注用100mg｢トーワ｣ 100mg1瓶 レボホリナートカルシウム 東和薬品
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」 90mg1包 デフェラシロクス サンド

デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」 360mg1包 デフェラシロクス サンド
ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛBS注ｿﾛｽﾀｰHU「ｻﾉﾌｨ」 300単位1キット インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）［インスリン　リスプロ後続 1 ］ サノフィ
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 インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[インスリン グラルギン後続1] リリー
グリメピリドＯＤ錠０．５mg「ﾄｰﾜ」 0.5mg1錠 グリメピリド 東和薬品

グリメピリドＯＤ錠１mg「トーワ」 1mg1錠 グリメピリド 東和薬品

メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」 250mg1錠 メトホルミン塩酸塩 トーアエイヨー

ピオグリタゾンＯＤ錠15mg「トーワ」 15mg1錠 ピオグリタゾン塩酸塩 東和薬品

ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」 0.2mg1錠 ボグリボース 沢井

ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」 0.3mg1錠 ボグリボース 沢井

ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 50mg1錠 ミグリトール 沢井

レパグリニド錠0.25mg「サワイ」 0.25mg1錠 レパグリニド 沢井

エパルレスタット錠50mg「オーハラ」 50mg1錠 エパルレスタット 大原

アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」 10mg1錠 アトルバスタチンカルシウム水和物 東和薬品

ピタバスタチンCa・ＯＤ錠１mg「トーワ」 1mg1錠 ピタバスタチンカルシウム 東和薬品



ピタバスタチンCa・ＯＤ錠２mg「トーワ」 2mg1錠 ピタバスタチンカルシウム 東和薬品

プラバスタチンNa錠５mg「トーワ」 5mg1錠 プラバスタチンナトリウム 東和薬品

プラバスタチンNa錠１０mg「トーワ」 10mg1錠 プラバスタチンナトリウム 東和薬品

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

ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 5mg1錠 ロスバスタチンカルシウム 第一三共エスファ

ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠80mg「武田ﾃﾊﾞ」 80mg1錠 フェノフィブラート 武田テバファーマ=武田

ベザフィブラートＳＲ錠２００mg「サワイ」 200mg1錠 ベザフィブラート 沢井=扶桑

エゼチミブ錠　10mg「DSEP」 10mg1錠 エゼチミブ 第一三共エスファ

ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg「日医工」 200mg1カプセル トコフェロールニコチン酸エステル 日医工ファーマ=日医工
マキサカルシトール静注透析用5μg「VTRS」 5μg1mL1管 マキサカルシトール

マイランEPD=ヴィアトリ
ス

アルファカルシドールカプセル0.25μg「NIG」 0.25μg1カプセル アルファカルシドール
日医工岐阜=日医工=武
田

アルファカルシドールカプセル1μg「NIG」 1μg1カプセル アルファカルシドール
日医工岐阜=日医工=武
田

エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 0.75μg1カプセル エルデカルシトール  東和薬品
イバンドロン酸静注1mgシリンジ「サワイ」 1mg1mL1筒 イバンドロン酸ナトリウム水和物 沢井
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ニプロ」 4mg100mL1袋 ゾレドロン酸水和物 ニプロ
パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」 30mg1瓶 パミドロン酸二ナトリウム水和物  沢井
アレンドロン酸錠35mg「日医工」 35mg1錠 アレンドロン酸ナトリウム水和物 日医工

ミノドロン酸錠50mg「トーワ」 50mg1錠 ミノドロン酸水和物 東和薬品

炭酸ランタンＯＤ錠250mg「フソー」 250mg1錠 炭酸ランタン水和物 扶桑

沈降炭酸カルシウム錠５００mg「三和」 500mg1錠 沈降炭酸カルシウム 三和化学
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Ca経口ｾﾞﾘｰ20%分包25g「三和 20%25g1個 ポリスチレンスルホン酸カルシウム 三和化学

レボカルニチンＦＦ錠２５０mg｢ﾄｰﾜ｣ 250mg1錠 レボカルニチン
東和薬品=共創未来
ファーマ=三和化学

ミゾリビン錠50mg「サワイ」 50mg1錠 ミゾリビン 沢井

テモゾロミド錠20mg「NK」 20mg1錠 テモゾロミド 日本化薬

テモゾロミド錠100mg「NK」 100mg1錠 テモゾロミド 日本化薬

ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」 100mg4mL1瓶 ベンダムスチン塩酸塩水和物 東和薬品

カペシタビン錠300mg「ヤクルト」 300mg1錠 カペシタビン ダイト=ヤクルト
ゲムシタビン点滴静注用200mg｢NK｣ 200mg1瓶 ゲムシタビン塩酸塩 日本化薬
ゲムシタビン点滴静注用1g｢NK｣ 1g1瓶 ゲムシタビン塩酸塩 日本化薬
シタラビン点滴静注液400mg「NIG」 400mg1管 シタラビン

日医工岐阜=日医工=武
田

シタラビン点滴静注液1g「NIG」 1g1瓶 シタラビン
日医工岐阜=日医工=武
田

エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg1錠(テガフール相当量) テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 岡山大鵬

エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg1錠(テガフール相当量) テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 岡山大鵬
フルオロウラシル注250mg「トーワ」 250mg1瓶 フルオロウラシル 東和薬品
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 1,000mg1瓶 フルオロウラシル 東和薬品
ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」  100mg4mL1瓶 ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物 日本化薬
ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」 500mg20mL1瓶 ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物 日本化薬
ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」 800mg32mL1瓶 ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物 日本化薬
エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 10mg1瓶 エピルビシン塩酸塩 マイラン=日本化薬
エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 50mg1瓶 エピルビシン塩酸塩 マイラン=日本化薬
ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg｢NK｣ 10mg1瓶 ドキソルビシン塩酸塩 日本化薬
ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 50mg1瓶 ドキソルビシン塩酸塩 日本化薬
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「サワイ」 40mg2mL1瓶 イリノテカン塩酸塩水和物 沢井



イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」 100mg5mL1瓶 イリノテカン塩酸塩水和物 沢井
エトポシド点滴静注液100mg｢サンド｣ 100mg5mL1瓶 エトポシド サンド
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」 20mg1mL1瓶 ドセタキセル水和物 ヤクルト
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」 80mg4mL1瓶 ドセタキセル水和物 ヤクルト
パクリタキセル注30mg/5mL｢NK｣ 30mg5mL1瓶 パクリタキセル 日本化薬
パクリタキセル注100mg/16.7mL｢NK｣ 100mg16.7mL1瓶 パクリタキセル 日本化薬
ロゼウス静注液10mg 10mg1mL1瓶 ビノレルビン酒石酸塩 日本化薬
ロゼウス静注液40mg 40mg4mL1瓶 ビノレルビン酒石酸塩 日本化薬
ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩注射用ｷｯﾄ3.75mg「あすか」 3.75mg1筒 リュープロレリン酢酸塩 あすか製薬=武田
ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」 80mg1錠 ビカルタミド 第一三共エスファ

アナストロゾール錠1mg「サワイ」 1mg1錠 アナストロゾール 沢井

タモキシフェン錠20mg「DSEP」 20mg1錠 タモキシフェンクエン酸塩 第一三共エスファ

レトロゾール錠2.5mg「サワイ」 2.5mg1錠 レトロゾール 沢井
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」 50mg10mL1瓶 オキサリプラチン  日本化薬
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」 100mg20mL1瓶 オキサリプラチン  日本化薬
カルボプラチン注射液150mg｢日医工｣ 150mg15mL1瓶 カルボプラチン 日医工
カルボプラチン注射液450mg｢日医工｣ 450mg45mL1瓶 カルボプラチン 日医工
シスプラチン注10mg｢日医工｣ 10mg20mL1瓶 シスプラチン 日医工
シスプラチン注50mg｢日医工｣ 50mg100mL1瓶 シスプラチン 日医工
ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 250mg1錠 ゲフィチニブ 第一三共エスファ
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「第一三共」 60mg1瓶(溶解液付) トラスツズマブ（遺伝子組換え）［トラスツズマブ後続2］ 第一三共
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「第一三共」 150mg1瓶(溶解液付) トラスツズマブ（遺伝子組換え）［トラスツズマブ後続2］ 第一三共
ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」 100mg4mL1瓶 ベバシズマブ（遺伝子組換え）［ベバシズマブ後続2］ 第一三共
ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」 400mg16mL1瓶 ベバシズマブ（遺伝子組換え）［ベバシズマブ後続2］ 第一三共
 ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」 2mg1瓶 ボルテゾミブ 東和薬品
 ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 3mg1瓶 ボルテゾミブ 第一三共エスファ
ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注100mg,10mL「KHK」 100mg10mL1瓶 リツキシマブ（遺伝子組換え）［リツキシマブ後続1］ サンド=協和キリン
ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注500mg,50mL「KHK」 500mg50mL1瓶 リツキシマブ（遺伝子組換え）［リツキシマブ後続1］ サンド=協和キリン
アモキシシリンカプセル２５０mg「日医工」 250mg1カプセル アモキシシリン水和物 日医工ファーマ=日医工
ワイドシリン細粒10% 100mg1g アモキシシリン水和物 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ
スルバシリン静注用1.5g (1.5g)1瓶 スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ
ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ (1g)1キット(生理食塩液100mL付)スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム ニプロ
タゾピペ配合静注用　４.５「SN」 (4.5g)1瓶 タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム シオノ=光
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 100mg1錠 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 沢井
セファゾリンNa注射用0.25g「NP」 250mg1瓶 セファゾリンナトリウム ニプロ
セファゾリンNa注射用0.5g「NP」 500mg1瓶 セファゾリンナトリウム ニプロ
セファゾリンNa注射用1g「NP」 1g1瓶 セファゾリンナトリウム ニプロ
セフォチアム塩酸塩静注用0.5g｢NP｣ 500mg1瓶 セフォチアム塩酸塩 ニプロ
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)セフォチアム塩酸塩 ニプロ
セフタジジム静注用0.5g｢日医工｣ 500mg1瓶 セフタジジム水和物 日医工
セフタジジム静注用1g｢日医工｣ 1g1瓶 セフタジジム水和物 日医工
セフトリアキソンNa静注用1g「VTRS」 1g1瓶 セフトリアキソンナトリウム水和物

マイランEPD=ヴィアトリ
ス

セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」 1g1瓶 セフェピム塩酸塩水和物 サンド
セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」 500mg1瓶 セフメタゾールナトリウム ニプロ
メロペネム点滴静注用0.5g｢明治｣ 500mg1瓶 メロペネム水和物 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ
クラリスロマイシン錠200mg「大正」 200mg1錠 クラリスロマイシン トクホン=大正製薬
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg｢サワイ｣ 100mg1瓶 ミノサイクリン塩酸塩 沢井
塩酸ミノサイクリンカプセル100「日医工」 100mg1カプセル ミノサイクリン塩酸塩 日医工ファーマ=日医工



テイコプラニン点滴静注用400mg｢F｣ 400mg1瓶 テイコプラニン 富士製薬
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 0.5g1瓶 バンコマイシン塩酸塩 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ
リネゾリド点滴静注 600mg/300mL「HK」 600mg300mL1袋 リネゾリド 光
ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ点滴静注400mg/200mL「ﾆﾌﾟﾛ」 400mg200mL1袋 シプロフロキサシン ニプロ
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ500mg/100mL｢DSEP｣ 500mg100mL1キット レボフロキサシン水和物 第一三共エスファ
レボフロキサシン錠２５０mg「DSEP」 250mg1錠(レボフロキサシンとして)レボフロキサシン水和物 第一三共エスファ

レボフロキサシン錠５００mg「DSEP」 500mg1錠(レボフロキサシンとして)レボフロキサシン水和物 第一三共エスファ

イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 1%1mL イトラコナゾール
マイランEPD=ヴィアトリ
ス

フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」 100mg1カプセル フルコナゾール 高田
ミカファンギンNa点滴静注用75㎎「ﾆﾌﾟﾛ」 75mg1瓶 ミカファンギンナトリウム ニプロ
ラバミコム配合錠「アメル」 1錠 ラミブジン・アバカビル硫酸塩 共和薬品

オセルタミビルDS3%「ｻﾜｲ」 3%1g オセルタミビルリン酸塩 沢井

オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 75mg1カプセル オセルタミビルリン酸塩 沢井
ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ点滴静注液250mg,10mL「ﾄｰﾜ」 250mg1管 アシクロビル 東和薬品
アシクロビル顆粒４０％「トーワ」 40%1g アシクロビル 東和薬品

バラシクロビル錠500mg「SPKK」 500mg1錠 バラシクロビル塩酸塩 サンドファーマ=サンド
ファムシクロビル錠250mg「KN」 250mg1錠 ファムシクロビル 小林化工
イオパミドール300注20mL「F」 61.24%20mL1瓶 イオパミドール 富士製薬
イオパミドール300注50mL「F」 61.24%50mL1瓶 イオパミドール 富士製薬
イオパミドール300注100mL「F」 61.24%100mL1瓶 イオパミドール 富士製薬
ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ３７０注シリンジ１００ｍＬ「F」 75.52%100mL1筒 イオパミドール 富士製薬
イオパミドール370注５０ｍL「FF」 75.52%50mL1瓶 イオパミドール

武田テバファーマ=日医
工

イオパミドール370注100mL「FF」 75.52%100mL1瓶 イオパミドール
武田テバファーマ=日医
工

イオプロミド300注100mL「BYL」 62.34%100mL1瓶 イオプロミド バイエル
ジメチコン内用液　２％　「FSK」 2%1mL ジメチコン 伏見
フルオレサイト静注500mg 10%5mL1瓶 フルオレセイン ノバルティス
アデノシン負荷用静注60mgｼﾘﾝｼﾞ「FRI」 60mg20mL1筒 アデノシン PDRファーマ
オキシコドン注射液10mg「第一三共」 1%1mL1管 オキシコドン塩酸塩水和物

第一三共プロファーマ=
第一三共

オキシコドン注射液50mg「第一三共」 1%5mL1管 オキシコドン塩酸塩水和物
第一三共プロファーマ=
第一三共

ﾓﾙﾋﾈ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「ﾌｼﾞﾓﾄ 2%1g モルヒネ硫酸塩水和物 藤本
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 0.005%2mL1管 フェンタニルクエン酸塩 テルモ
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」 0.005%10mL1管 フェンタニルクエン酸塩 テルモ
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 2mg1瓶 レミフェンタニル塩酸塩 丸石=第一三共
レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」 5mg1瓶 レミフェンタニル塩酸塩 丸石=第一三共
ﾄｱﾗｾｯﾄ配合錠「DSEP」　 1錠 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤 第一三共エスファ
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