
試用 後発品 ハイリスク 剤型 薬品名 一般名 薬効

〇 外用 ０．０２ｗ／ｖ％マスキン水 クロルヘキシジングルコン酸塩 殺菌消毒剤

〇 外用 ０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水 クロルヘキシジングルコン酸塩 殺菌消毒剤

注射 １％ディプリバン注－キット プロポフォール 全身麻酔・鎮静用剤

注射 １０％塩化ナトリウム注射液 塩化ナトリウム 電解質補給液

〇 外用 ５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 サリチル酸 寄生性皮膚疾患剤

〇 注射 ＡＴＰ注２０ｍｇ「イセイ」 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 代謝賦活剤

〇 外用 ＡＺ含嗽用配合細粒「ＮＰ」
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナ

トリウム
含嗽剤

注射 Ｄドライ透析剤２．５Ｓ 人工透析用剤 人工腎臓透析用剤

注射 ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ ガドキセト酸ナトリウム 線状型ＭＲＩ用肝臓造影剤

〇 ☆ 注射 ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 塩化カリウム 補正用電解質液

注射 ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「タナベ」 ゴナドレリン酢酸塩 ＬＨ分泌ホルモン剤

内服 ｌ－メントール「ホエイ」 ｌ－メントール 矯味・矯臭剤

外用 ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 ポリビニルアルコールヨウ素 洗眼殺菌剤

〇 外用 ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 デカリニウム塩化物 口腔用剤

注射 ＴＲＨ注０．５ｍｇ「タナベ」 プロチレリン ＴＳＨ・プロラクチン分泌ホルモン剤

外用 アイオピジンＵＤ点眼液１％ アプラクロニジン塩酸塩 レーザー術後眼圧上昇防止剤

☆ 内服 アイセントレス錠４００ｍｇ ラルテグラビルカリウム ＨＩＶインテグラーゼ阻害剤

注射
アイリーア硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍ

Ｌ
アフリベルセプト（遺伝子組換え） 眼科用ＶＥＧＦ阻害剤

〇 外用 亜鉛華（１０％）単軟膏「ニッコー」 亜鉛華 収斂・消炎・保護剤

外用 亜鉛華デンプン「コザカイ・Ｍ」 亜鉛華デンプン 収斂・消炎・保護剤

☆ 注射 アクテムラ点滴静注用２００ｍｇ トシリズマブ（遺伝子組換え）
ヒト化抗ヒトＩＬ－６レセプターモノクローナル

抗体

☆ 注射 アクテムラ点滴静注用４００ｍｇ トシリズマブ（遺伝子組換え）
ヒト化抗ヒトＩＬ－６レセプターモノクローナル

抗体

☆ 注射 アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ トシリズマブ（遺伝子組換え）
ヒト化抗ヒトＩＬ－６レセプターモノクローナル

抗体

☆ 注射
アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェク

ター
トシリズマブ（遺伝子組換え）

ヒト化抗ヒトＩＬ－６レセプターモノクローナル

抗体

外用 アクトシン軟膏３％ ブクラデシンナトリウム 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

〇 注射 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「ＰＰ」 アシクロビル 抗ウイルス化学療法剤

〇 内服 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「サワイ」 アジスロマイシン水和物 １５員環マクロライド系抗生物質

内服 アジルバ錠２０ｍｇ アジルサルタン 持続性ＡＴ１レセプターブロッカー

〇 注射 アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ「日新」 アスコルビン酸 ビタミンＣ製剤

外用 アズノール軟膏０．０３３％ ジメチルイソプロピルアズレン 炎症性皮膚疾患治療剤

内服 アスパラカリウム錠３００ｍｇ Ｌ－アスパラギン酸カリウム Ｋアスパルテート製剤

〇 ☆ 注射
アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット

「テルモ」
Ｌ－アスパラギン酸カリウム Ｋアスパルテート製剤

内服 アスピリン「ケンエー」 アスピリン 解熱鎮痛消炎剤

内服
アセチルシステイン内用液１７．６％「あゆ

み」
アセチルシステイン アセトアミノフェン中毒解毒剤

〇 外用
アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「Ｔ

ＹＫ」
アセトアミノフェン 小児用解熱鎮痛剤

〇 注射 アセトキープ３Ｇ注 酢酸維持液（ブドウ糖加） 血液代用剤

注射 アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤

〇 内服 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＹＤ」 アゼルニジピン 持続性Ｃａ拮抗剤

〇 内服 アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」 アゾセミド 持続型ループ利尿剤

☆ 注射 アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） ヒドロキシジン塩酸塩 抗アレルギー性緩和精神安定剤

〇 注射
アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ「ＦＲ

Ｉ」
アデノシン 心臓疾患診断補助剤

〇 ☆ 内服 アテノロール錠２５ｍｇ「トーワ」 アテノロール 心臓選択性β遮断剤

内服 アデホスコーワ顆粒１０％ アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 代謝賦活・抗めまい剤

注射 アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 ブドウ糖・無機塩類配合剤 脳脊髄手術用洗浄・灌流液

〇 内服 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「トーワ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤

〇 注射 アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 アドレナリン アドレナリン注射液

〇 ☆ 注射 アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 アトロピン硫酸塩水和物 鎮痙剤

☆ 注射 アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ「フソー」 アトロピン硫酸塩水和物 鎮痙剤

〇 ☆ 内服 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＫ」 アナストロゾール 閉経後乳癌治療剤

注射 アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ ロピバカイン塩酸塩水和物 長時間作用性局所麻酔剤

注射 アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ ロピバカイン塩酸塩水和物 長時間作用性局所麻酔剤

注射 アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ メトロニダゾール 嫌気性菌感染症治療剤

☆ 注射 アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ ベバシズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

☆ 注射 アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ ベバシズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

☆ 注射 アービタックス注射液１００ｍｇ セツキシマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

☆ 注射 アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ パクリタキセル（アルブミン懸濁型） 抗悪性腫瘍剤

〇 ☆ 内服 アプリンジン塩酸塩カプセル１０ｍｇ「ＮＰ」 アプリンジン塩酸塩 不整脈治療剤

院内採用薬（名称順）

2021.06



試用 後発品 ハイリスク 剤型 薬品名 一般名 薬効

院内採用薬（名称順）

2021.06

〇 内服 アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「ＮＫ」 アプレピタント 選択的ＮＫ１受容体拮抗型制吐剤

〇 内服 アプレピタントカプセル８０ｍｇ「ＮＫ」 アプレピタント 選択的ＮＫ１受容体拮抗型制吐剤

〇 ☆ 注射 アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 アミオダロン塩酸塩 不整脈治療剤

〇 ☆ 内服 アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ「ＴＥ」 アミオダロン塩酸塩 不整脈治療剤

☆ 注射 アミサリン注１００ｍｇ プロカインアミド塩酸塩 不整脈治療剤

内服 アミティーザカプセル２４μｇ ルビプロストン クロライドチャネルアクチベーター

〇 内服 アミノバクト配合顆粒 イソロイシン・ロイシン・バリン 分岐鎖アミノ酸製剤

☆ 注射 アミノフィリン静注２５０ｍｇＰＢ「日新」 アミノフィリン水和物 強心・喘息治療剤

内服 アミノレバンＥＮ配合散 肝不全用成分栄養剤 肝不全用栄養剤

注射 アミパレン輸液 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 総合アミノ酸製剤

〇 内服 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「サンド」 アムロジピンベシル酸塩 高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ｃａ拮抗剤

〇 内服 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サンド」 アムロジピンベシル酸塩 高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ｃａ拮抗剤

〇 内服 アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 アメジニウムメチル硫酸塩 本態性・起立性・透析時低血圧治療剤

〇 内服 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」 アモキシシリン水和物 合成ペニシリン製剤

外用 アラセナ－Ａ軟膏３％ ビダラビン 抗ウイルス剤

注射 アリナミン注射液１０ｍｇ プロスルチアミン ビタミンＢ１誘導体製剤

〇 注射 アルガトロバン注射液１０ｍｇ「サワイ」 アルガトロバン水和物 抗トロンビン剤

注射 アルギニン点滴静注３０ｇ「ＡＹ」 Ｌ－アルギニン塩酸塩 下垂体機能検査用試薬

外用 アルスロマチック関節手術用灌流液 乳酸リンゲル液 関節手術用灌流・洗浄液

注射 アルツディスポ関節注２５ｍｇ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 関節機能改善剤

〇 内服
アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ

「サワイ」
アルファカルシドール 活性型ビタミンＤ３製剤

〇 内服
アルファカルシドールカプセル１μｇ「サワ

イ」
アルファカルシドール 活性型ビタミンＤ３製剤

注射 アルブミナー２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ 人血清アルブミン 血漿分画製剤

〇 内服 アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」 アルプラゾラム マイナートランキライザー

〇 注射
アルプロスタジルアルファデクス注射用２０μ

ｇ「タカタ」
アルプロスタジル　アルファデクス ＰＧＥ１製剤

〇 注射
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用５

００μｇ「タカタ」
アルプロスタジル　アルファデクス ＰＧＥ１製剤

〇 注射 アルプロスタジル注１０μｇ「武田テバ」 アルプロスタジル ＰＧＥ１製剤

内服 アルロイドＧ内用液５％ アルギン酸ナトリウム 消化性潰瘍用剤

☆ 内服 アレビアチン散１０％ フェニトイン 抗てんかん剤

☆ 注射 アレビアチン注２５０ｍｇ フェニトインナトリウム 抗けいれん剤

〇 内服 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＹＤ」 アレンドロン酸ナトリウム水和物 骨粗鬆症治療剤

注射 アロキシ静注０．７５ｍｇ パロノセトロン塩酸塩 ５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤

〇 ☆ 内服 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 アロチノロール塩酸塩 高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤

外用 アロンアルフアＡ「三共」 シアノアクリレート 外科用接着剤

注射 アンチレクス静注１０ｍｇ エドロホニウム塩化物 エドロホニウム塩化物製剤

外用 アンテベート軟膏０．０５％ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 外用副腎皮質ホルモン剤

外用 アンペック坐剤１０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 癌疼痛治療剤

〇 注射 イオパミドール３７０注１００ｍＬ「Ｆ」 イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤

〇 注射 イオパミドール３７０注２０ｍＬ「Ｆ」 イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤

〇 注射 イオパミドール３７０注５０ｍＬ「Ｆ」 イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤

〇 注射
イオパミドール３７０注シリンジ１００ｍＬ

「Ｆ」
イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤

注射 イオパミロン注３００シリンジ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤

注射 イオパミロン注３７０シリンジ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤

〇 注射
イオプロミド３００注シリンジ１００ｍＬ「Ｆ

ＲＩ」
イオプロミド 非イオン性尿路・血管造影剤

注射 イオメロン３５０注１００ｍＬ イオメプロール 非イオン性造影剤

注射 イオメロン３５０注２０ｍＬ イオメプロール 非イオン性造影剤

注射 イオメロン３５０注シリンジ１３５ｍＬ イオメプロール 非イオン性造影剤

☆ 内服 イグザレルトＯＤ錠１０ｍｇ リバーロキサバン 選択的直接作用型第Ｘａ因子阻害剤

☆ 内服 イグザレルトＯＤ錠１５ｍｇ リバーロキサバン 選択的直接作用型第Ｘａ因子阻害剤

☆ 内服 イーケプラ錠２５０ｍｇ レベチラセタム 抗てんかん剤

☆ 注射 イーケプラ点滴静注５００ｍｇ レベチラセタム 抗てんかん剤

〇 内服
イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ

「日医工」
イコサペント酸エチル ＥＰＡ製剤

内服 イーシー・ドパール配合錠 レボドパ・ベンセラジド塩酸塩 抗パーキンソン剤

内服 イスコチン錠１００ｍｇ イソニアジド 結核化学療法剤

〇 外用 イソジンシュガーパスタ軟膏 精製白糖・ポビドンヨード 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

注射 イソゾール注射用０．５ｇ チアミラールナトリウム 全身麻酔剤

〇 内服 イソソルビド内用液７０％「ＣＥＯ」 イソソルビド 浸透圧利尿・メニエル病改善剤

〇 内服 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「タイヨー」 一硝酸イソソルビド 狭心症治療用ＩＳＭＮ製剤

注射 一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用 精製ツベルクリン 生物学的製剤

〇 内服 イトラコナゾール内用液１％「ファイザー」 イトラコナゾール 抗真菌剤
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外用 イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤

注射 イノバン注０．６％シリンジ ドパミン塩酸塩 急性循環不全改善剤

〇 内服
イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「あす

か」
イフェンプロジル酒石酸塩 鎮暈剤

〇 内服 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 イミダプリル塩酸塩 アンジオテンシン変換選択性阻害剤

☆ 注射 イムネース注３５ テセロイキン（遺伝子組換え） 遺伝子組換え型インターロイキン－２製剤

☆ 外用 イムノブラダー膀注用８０ｍｇ 乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日本株） 抗悪性腫瘍剤

☆ 内服 イムラン錠５０ｍｇ アザチオプリン 免疫抑制剤

〇 ☆ 注射
イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ホ

スピーラ」
イリノテカン塩酸塩水和物 抗悪性腫瘍剤

〇 ☆ 注射
イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ホス

ピーラ」
イリノテカン塩酸塩水和物 抗悪性腫瘍剤

〇 内服
イルソグラジンマレイン酸塩錠４ｍｇ「武田テ

バ」
イルソグラジンマレイン酸塩 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤

注射 インジゴカルミン注２０ｍｇ「ＡＦＰ」 インジゴカルミン 腎機能検査用薬／センチネルリンパ節同定用薬

〇 ☆ 注射
インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン「リ

リー」
インスリン　グラルギン（遺伝子組換え） 持効型溶解インスリンアナログ製剤

☆ 注射 インデラル注射液２ｍｇ プロプラノロール塩酸塩 β遮断性不整脈・狭心症治療剤

〇 外用 インドメタシン外用液１％「日医工」 インドメタシン 経皮鎮痛消炎剤

注射 イントラリポス輸液２０％ ダイズ油 脂肪乳剤

〇 ☆ 注射
インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ

「ＮＫ」
インフリキシマブ（遺伝子組換え） 抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体製剤

内服 ウリアデック錠４０ｍｇ トピロキソスタット 高尿酸血症治療剤

〇 内服
ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「サワ

イ」
ウルソデオキシコール酸 肝・胆・消化機能改善剤

注射 ウログラフイン注６０％ アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン 直接膵管胆道・逆行性尿路・関節・唾液腺造影剤

注射 ウロナーゼ静注用６万単位 ウロキナーゼ 線維素溶解酵素剤

外用 ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％ Ｄ－ソルビトール 泌尿器科用灌流液

外用 エイゾプト懸濁性点眼液１％ ブリンゾラミド 眼圧下降剤

外用 エイベリス点眼液０．００２％ オミデネパグ　イソプロピル 緑内障・高眼圧症治療剤

外用 エキザルベ 混合死菌製剤 皮膚疾患治療剤

外用 液状フェノール＊（山善） フェノール 殺菌消毒剤

〇 ☆ 内服 エキセメスタン錠２５ｍｇ「ＮＫ」 エキセメスタン 閉経後乳癌治療剤

☆ 注射 エクザール注射用１０ｍｇ ビンブラスチン硫酸塩 抗悪性腫瘍剤

外用 エクラーローション０．３％ デプロドンプロピオン酸エステル 外用副腎皮質ホルモン剤

内服 エサンブトール錠２５０ｍｇ エタンブトール塩酸塩 エタンブトール製剤

注射 エスポー皮下用２４０００シリンジ エポエチン　アルファ（遺伝子組換え） ヒトエリスロポエチン製剤

〇 ☆ 内服 エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合

剤
代謝拮抗剤

〇 ☆ 内服 エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合

剤
代謝拮抗剤

〇 内服 エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 エゼチミブ 高脂血症治療剤

〇 注射 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「日医工」 エダラボン 脳保護剤

〇 ☆ 内服 エチゾラム錠０．５ｍｇ「日医工」 エチゾラム 精神安定剤

内服 エディロールカプセル０．７５μｇ エルデカルシトール 骨粗鬆症治療剤

〇 内服 エトドラク錠２００ｍｇ「ＳＷ」 エトドラク 非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤

試 内服 エドルミズ錠５０ｍｇ アナモレリン グレリン様作用薬

注射 エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ テストステロンエナント酸エステル 男性ホルモン剤

〇 外用 エネマスター注腸散 硫酸バリウム 注腸用Ｘ線造影剤

〇 内服 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＹＤ」 エパルレスタット アルドース還元酵素阻害剤

注射 エピペン注射液０．３ｍｇ アドレナリン アナフィラキシー補助治療剤

〇 ☆ 注射 エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 エピルビシン塩酸塩 抗腫瘍性抗生物質

〇 ☆ 注射 エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 エピルビシン塩酸塩 抗腫瘍性抗生物質

☆ 内服 エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ プラスグレル塩酸塩 抗血小板剤

☆ 内服 エフィエント錠３．７５ｍｇ プラスグレル塩酸塩 抗血小板剤

注射 ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ エフェドリン塩酸塩 気管支拡張・鎮咳剤，昇圧剤

内服 エブランチルカプセル１５ｍｇ ウラピジル 排尿障害改善・降圧剤

〇 内服 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「テバ」 エペリゾン塩酸塩 筋緊張改善剤

〇 注射
エポエチンアルファＢＳ注７５０シリンジ「Ｊ

ＣＲ」
エポエチン　カッパ（遺伝子組換え） 遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤

注射 エホチール注１０ｍｇ エチレフリン塩酸塩 昇圧剤

外用 エムラクリーム リドカイン・プロピトカイン配合剤 局所麻酔剤

☆ 内服 エリキュース錠２．５ｍｇ アピキサバン 経口ＦＸａ阻害剤

☆ 内服 エリキュース錠５ｍｇ アピキサバン 経口ＦＸａ阻害剤

注射 エリル点滴静注液３０ｍｇ ファスジル塩酸塩水和物 蛋白リン酸化酵素阻害剤

〇 注射 エルカトニン筋注２０単位「ＴＢＰ」 エルカトニン 骨粗鬆症治療剤
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内服 エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ レボカルニチン レボカルニチン製剤

注射 エルネオパＮＦ１号輸液１０００ｍＬ アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビ

タミン・微量元素液

注射 エルネオパＮＦ２号輸液１０００ｍＬ アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビ

タミン・微量元素液

注射 エルネオパＮＦ２号輸液　１５００ｍＬ アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビ

タミン・微量元素液

内服 エレンタール配合内用剤 経腸成分栄養剤 成分栄養剤

〇 内服 塩化カリウム徐放錠６００ｍｇ「Ｓｔ」 塩化カリウム 徐放性カリウム剤

外用 塩化ナトリウム「オーツカ」 塩化ナトリウム 調剤用薬（食塩）

注射 塩化ナトリウム注１０％「フソー」 塩化ナトリウム 電解質補給液

〇 注射
塩酸メトクロプラミド注射液１０ｍｇ「タカ

タ」
塩酸メトクロプラミド 消化器機能調整剤

〇 内服 エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＥＥ」 エンテカビル水和物 抗ウイルス化学療法剤

☆ 注射 エンブレル皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ エタネルセプト（遺伝子組換え）
完全ヒト型可溶性ＴＮＦα／ＬＴαレセプター製

剤

試 内服 エンレスト錠１００ｍｇ サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬

〇 注射 オイパロミン３７０注２０ｍＬ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤

外用 オイラックスクリーム１０％ クロタミトン 鎮痒剤

注射 大塚塩カル注２％２０ｍＬ 塩化カルシウム水和物 補正用電解質液

注射 大塚蒸留水　１００ｍＬ 注射用水 注射用水

注射 大塚蒸留水　２０ｍＬ 注射用水 注射用水

注射 大塚蒸留水　５００ｍＬ 注射用水 注射用水

注射 大塚生食注　１００ｍＬ 生理食塩液 生理食塩液

注射 大塚生食注　１Ｌ 生理食塩液 生理食塩液

注射 大塚生食注　２０ｍＬ 生理食塩液 生理食塩液

注射 大塚生食注　２５０ｍＬ 生理食塩液 生理食塩液

注射 大塚生食注　５００ｍＬ 生理食塩液 生理食塩液

注射 大塚生食注　５０ｍＬ 生理食塩液 生理食塩液

注射 大塚糖液５％１００ｍＬ 精製ブドウ糖 糖類製剤

注射 大塚糖液５％２０ｍＬ 精製ブドウ糖 糖類製剤

注射 大塚糖液５％２５０ｍＬ 精製ブドウ糖 糖類製剤

注射 大塚糖液５％５００ｍＬ 精製ブドウ糖 糖類製剤

注射 大塚糖液５０％２００ｍＬ 精製ブドウ糖 糖類製剤

注射 大塚糖液５０％２０ｍＬ 精製ブドウ糖 糖類製剤

〇 ☆ 注射
オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ「ニプ

ロ」
オキサリプラチン 抗悪性腫瘍剤

〇 ☆ 注射
オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ニプ

ロ」
オキサリプラチン 抗悪性腫瘍剤

〇 内服 オキシコドン徐放カプセル１０ｍｇ「テルモ」 オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤

〇 内服 オキシコドン徐放カプセル２０ｍｇ「テルモ」 オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤

〇 内服 オキシコドン徐放カプセル５ｍｇ「テルモ」 オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤

外用 オキシドール「ヤクハン」 オキシドール 殺菌消毒剤

内服 オキノーム散１０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 癌疼痛治療用剤

内服 オキノーム散２．５ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 癌疼痛治療用剤

内服 オキノーム散５ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 癌疼痛治療用剤

注射 オキファスト注１０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 癌疼痛治療用注射剤

注射 オキファスト注５０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 癌疼痛治療用注射剤

〇 注射 オクトレオチド皮下注１００μｇ「あすか」 オクトレオチド酢酸塩 持続性ソマトスタチンアナログ製剤

内服 オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム 複合抗生物質

〇 注射
オザグレルＮａ点滴静注液８０ｍｇ「ケミ

ファ」
オザグレルナトリウム トロンボキサン合成酵素阻害剤

☆ 注射 オニバイド点滴静注４３ｍｇ イリノテカン塩酸塩水和物 抗悪性腫瘍剤

☆ 注射 オノアクト点滴静注用５０ｍｇ ランジオロール塩酸塩 短時間作用型β１選択的遮断剤

注射 オビソート注射用０．１ｇ アセチルコリン塩化物 副交感神経興奮剤

注射 オフサグリーン静注用２５ｍｇ インドシアニングリーン 蛍光眼底造影剤

内服 オプソ内服液５ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 癌疼痛治療剤

外用 オフロキサシン眼軟膏０．３％「ニットー」 オフロキサシン 広範囲抗菌製剤

外用 オフロキサシン耳科用液０．３％「ＣＥＯ」 オフロキサシン ニューキノロン系抗菌耳科用製剤

注射 オムニパーク２４０注１０ｍＬ イオヘキソール 非イオン性造影剤

注射 オムニパーク３００注シリンジ１２５ｍＬ イオヘキソール 非イオン性造影剤

〇 注射 オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 オメプラゾールナトリウム プロトンポンプ・インヒビター

〇 ☆ 内服 オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 オランザピン 抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤

〇 ☆ 内服 オランザピン細粒１％「ヨシトミ」 オランザピン 抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤

外用 オリブ油＊（丸石） オリブ油 軟膏基剤

外用 オルセノン軟膏０．２５％ トレチノイン　トコフェリル 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

注射 オルダミン注射用１ｇ モノエタノールアミンオレイン酸塩 食道静脈瘤硬化療法・胃静脈瘤退縮剤
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〇 内服 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 オルメサルタン　メドキソミル 高親和性ＡＴ１レセプターブロッカー

☆ 注射 オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ アバタセプト（遺伝子組換え） Ｔ細胞選択的共刺激調節剤

☆ 注射
オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェク

ター１ｍＬ
アバタセプト（遺伝子組換え） Ｔ細胞選択的共刺激調節剤

〇 内服 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 オロパタジン塩酸塩 アレルギー性疾患治療剤

外用 オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ インダカテロールマレイン酸塩 長時間作用性吸入気管支拡張剤

内服 カイトリル錠１ｍｇ グラニセトロン塩酸塩 ５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤

内服 ガストログラフイン経口・注腸用 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン 水溶性消化管造影剤

外用 カデックス軟膏０．９％ ヨウ素 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

〇 注射 ガドテリドール静注シリンジ１３ｍＬ「ＨＫ」 ガドテリドール 環状型非イオン性ＭＲＩ用造影剤

注射
ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ７．

５ｍＬ
ガドブトロール 環状型非イオン性ＭＲＩ用造影剤

〇 内服 カプトプリル錠１２．５「ＳＷ」 カプトプリル レニン・アンジオテンシン系降圧剤

注射 カーボスター透析剤・Ｌ 人工透析液 人工腎臓用透析液

注射 カーミパック生理食塩液Ｌ 生理食塩液 生理食塩液

〇 内服
カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「日医

工」
カモスタットメシル酸塩 蛋白分解酵素阻害剤

〇 内服 カリジノゲナーゼ錠５０単位「サワイ」 カリジノゲナーゼ 循環障害改善剤

注射 カルチコール注射液８．５％５ｍＬ グルコン酸カルシウム水和物 カルシウム補給剤

〇 内服
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３０ｍ

ｇ「日医工」
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 血管強化・止血剤

〇 注射
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液１

００ｍｇ「日医工」
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 血管強化・止血剤

〇 注射
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液２

５ｍｇ「日医工」
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 血管強化・止血剤

〇 ☆ 内服 カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメル」 カルバマゼピン 抗てんかん・躁状態治療剤

〇 内服 カルベジロール錠１．２５ｍｇ「サワイ」 カルベジロール 慢性心不全治療剤

〇 ☆ 内服 カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 カルベジロール
持続性高血圧・狭心症，慢性心不全・頻脈性心房

細動治療剤

注射 カルボカインアンプル注１％２ｍＬ メピバカイン塩酸塩 局所麻酔剤

注射 カルボカインアンプル注１％５ｍＬ メピバカイン塩酸塩 局所麻酔剤

〇 内服 カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 Ｌ－カルボシステイン 気道粘液調整・粘膜正常化剤

〇 ☆ 注射 カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「日医工」 カルボプラチン 抗悪性腫瘍剤

〇 ☆ 注射 カルボプラチン注射液４５０ｍｇ「日医工」 カルボプラチン 抗悪性腫瘍剤

〇 ☆ 注射 カルボプラチン注射液５０ｍｇ「日医工」 カルボプラチン 抗悪性腫瘍剤

〇 内服 カロナール細粒２０％ アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤

外用 カロナール坐剤４００ アセトアミノフェン 小児用解熱鎮痛剤

〇 内服 カロナール錠５００ アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤

注射
ガンシクロビル点滴静注用５００ｍｇ「ファイ

ザー」
ガンシクロビル 抗サイトメガロウイルス化学療法剤

注射 乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン 乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン 血漿分画製剤

注射 乾燥まむし抗毒素「ＫＭＢ」 乾燥まむしウマ抗毒素 抗毒素類

注射 冠動注用ミリスロール０．５ｍｇ／１０ｍＬ ニトログリセリン 冠動脈造影時用ニトログリセリン注射液

〇 注射
カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ「サワ

イ」
カンレノ酸カリウム 水分・電解質代謝改善剤

外用 キシロカイン液「４％」 リドカイン塩酸塩 表面麻酔剤

外用 キシロカインゼリー２％ リドカイン塩酸塩 粘滑・表面麻酔剤

注射
キシロカイン注射液「０．５％」エピレナミン

（１：１０００００）含有
リドカイン塩酸塩・アドレナリン 局所麻酔剤

注射
キシロカイン注射液「１％」エピレナミン

（１：１０００００）含有
リドカイン塩酸塩・アドレナリン 局所麻酔剤

注射
キシロカイン注射液「２％」エピレナミン

（１：８００００）含有
リドカイン塩酸塩・アドレナリン 局所麻酔剤

〇 注射 キシロカイン注シリンジ１％ リドカイン塩酸塩 局所麻酔剤

外用 キシロカイン点眼液４％ リドカイン塩酸塩 表面麻酔剤

〇 外用 キシロカインポンプスプレー８％ リドカイン 表面麻酔剤

注射 キュビシン静注用３５０ｍｇ ダプトマイシン 環状リポペプチド系抗生物質製剤

注射 キンダリー透析剤ＡＦ２号　６Ｌ 人工透析液 人工腎臓用透析液

注射 キンダリー透析剤ＡＦ２号　９Ｌ 人工透析液 人工腎臓用透析液

〇 ☆ 内服 クエチアピン錠２５ｍｇ「三和」 クエチアピンフマル酸塩 抗精神病剤

〇 内服 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 クエン酸第一鉄ナトリウム 可溶性非イオン型鉄剤

〇 内服 クエンメット配合錠 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤

☆ 内服 グラクティブ錠５０ｍｇ シタグリプチンリン酸塩水和物 糖尿病用剤

内服 クラシエ柴苓湯エキス細粒 柴苓湯エキス 漢方製剤

内服 クラシエ十全大補湯エキス細粒 十全大補湯エキス 漢方製剤

内服 クラシエ補中益気湯エキス細粒 補中益気湯エキス 漢方製剤
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内服 クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 抑肝散加陳皮半夏エキス 漢方製剤

外用 グラナテック点眼液０．４％ リパスジル塩酸塩水和物 緑内障・高眼圧症治療剤

〇 注射
グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ／５０ｍ

Ｌ「ＨＫ」
グラニセトロン塩酸塩 ５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤

外用 クラビット点眼液１．５％ レボフロキサシン水和物 広範囲抗菌点眼剤

〇 内服 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「マイラン」 クラリスロマイシン マクロライド系抗生物質

注射 クリアクター静注用４０万 モンテプラーゼ（遺伝子組換え） 血栓溶解剤

内服 クリアナール錠２００ｍｇ フドステイン 気道分泌細胞正常化剤

外用 グリセリン「ヨシダ」 グリセリン 調剤用基剤

外用 グリセリンＢＣ液「ヨシダ」 グリセリン 湿潤・粘滑剤

外用 グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」６０ｍＬ グリセリン 便秘治療剤

〇 注射 グリセレブ配合点滴静注 濃グリセリン・果糖 頭蓋内圧亢進・浮腫治療，眼圧降下剤

内服 グリチロン配合錠
グリチルリチン・グリシン・ＤＬ－メチオニン配合

剤
肝臓疾患・アレルギー用剤

〇 ☆ 内服 グリメピリド錠１ｍｇ「ＪＧ」 グリメピリド スルホニルウレア系血糖降下剤

注射
クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００

ｍｇ「ＮＰ」
クリンダマイシンリン酸エステル リンコマイシン系抗生物質

〇 注射 グルアセト３５注 維持液（ブドウ糖加） 維持液

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

内服 グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ グルコン酸カリウム カリウム補給剤

注射 グルトパ注２４００万 アルテプラーゼ（遺伝子組換え） 血栓溶解剤（ｒｔ－ＰＡ製剤）

注射 グルトパ注６００万 アルテプラーゼ（遺伝子組換え） 血栓溶解剤（ｒｔ－ＰＡ製剤）

注射 クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ エノキサパリンナトリウム 血液凝固阻止剤

内服 クレメジン速崩錠５００ｍｇ 球形吸着炭 慢性腎不全用剤

注射 クロスエイトＭＣ静注用１０００単位 乾燥濃縮人血液凝固第８因子 血漿分画製剤

〇 ☆ 内服 クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 クロチアゼパム 心身安定剤

〇 ☆ 内服 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 クロピドグレル硫酸塩 抗血小板剤

〇 外用 クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％「科研」 クロモグリク酸ナトリウム アレルギー性鼻炎治療剤

☆ 内服 ケアラム錠２５ｍｇ イグラチモド 抗リウマチ剤

注射 ケイセントラ静注用１０００ 乾燥濃縮人プロトロンビン複合体 血漿分画製剤

注射 ケイセントラ静注用５００ 乾燥濃縮人プロトロンビン複合体 血漿分画製剤

注射 ケイツーＮ静注１０ｍｇ メナテトレノン 止血機構賦活ビタミン剤

注射 ケタラール静注用２００ｍｇ ケタミン塩酸塩 全身麻酔剤

〇 外用 ケトコナゾールクリーム２％「ＮＲ」 ケトコナゾール 抗真菌剤

〇 外用 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「日医工」 ケトプロフェン 経皮鎮痛消炎剤

☆ 注射
ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍ

ｇ／１ｍＬ
トリアムシノロンアセトニド 合成副腎皮質ホルモン剤

☆ 注射
ケナコルト－Ａ皮内用関節腔内用水懸注５０ｍ

ｇ／５ｍＬ
トリアムシノロンアセトニド 合成副腎皮質ホルモン剤

☆ 注射
ケブザラ皮下注２００ｍｇオートインジェク

ター
サリルマブ（遺伝子組換え） ヒト型抗ヒトＩＬ－６受容体モノクローナル抗体

外用 ゲーベンクリーム１％ スルファジアジン銀 外用感染治療剤

〇 ☆ 注射 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクルト」 ゲムシタビン塩酸塩 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤

〇 ☆ 注射
ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ヤクル

ト」
ゲムシタビン塩酸塩 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤

注射
献血アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍ

Ｌ「ニチヤク」
人血清アルブミン 血漿分画製剤

注射 献血グロベニン－Ｉ静注用２５００ｍｇ 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 血漿分画製剤

注射 献血グロベニン－Ｉ静注用５０００ｍｇ 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 血漿分画製剤

注射 献血ノンスロン１５００注射用 乾燥濃縮人アンチトロンビン３ 血液凝固阻止剤

注射
ゲンタマイシン硫酸塩注射液４０ｍｇ「日医

工」
ゲンタマイシン硫酸塩 アミノグリコシド系抗生物質

外用
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「タイ

ヨー」
ゲンタマイシン硫酸塩 アミノグリコシド系抗生物質

☆ 注射 コアベータ静注用１２．５ｍｇ ランジオロール塩酸塩 短時間作用型β１選択的遮断剤

内服 コスパノン錠８０ｍｇ フロプロピオン 膵胆道・尿路系鎮痙剤

内服 コタロー芍薬甘草湯エキス細粒 芍薬甘草湯エキス 漢方製剤

内服 コタロー半夏瀉心湯エキス細粒 半夏瀉心湯エキス 漢方製剤

内服 コタロー麻子仁丸料エキス細粒 麻子仁丸エキス 漢方製剤

☆ 内服 コートリル錠１０ｍｇ ヒドロコルチゾン 副腎皮質ホルモン剤

注射 コートロシン注射用０．２５ｍｇ（バイアル） テトラコサクチド酢酸塩 合成ＡＣＴＨ製剤

☆ 注射 ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ デガレリクス酢酸塩 前立腺癌治療剤

☆ 注射 ゴナックス皮下注用８０ｍｇ デガレリクス酢酸塩 前立腺癌治療剤

試 内服 コララン錠２．５ｍｇ イバブラジン塩酸塩 ＨＣＮチャネル遮断薬

内服 コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 コルヒチン 痛風・家族性地中海熱治療剤
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☆ 注射 コントミン筋注１０ｍｇ クロルプロマジン塩酸塩 精神神経安定剤

☆ 内服 コントミン糖衣錠２５ｍｇ クロルプロマジン塩酸塩 精神神経安定剤

内服 ザイザル錠５ｍｇ レボセチリジン塩酸塩
持続性選択Ｈ１受容体拮抗・アレルギー性疾患治

療剤

外用 サイプレジン１％点眼液 シクロペントラート塩酸塩 屈折能検査点眼剤

内服 ザイボックス錠６００ｍｇ リネゾリド オキサゾリジノン系合成抗菌剤

☆ 注射 サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ ラムシルマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

☆ 注射 サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ ラムシルマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

注射 サイレース静注２ｍｇ フルニトラゼパム 麻酔導入剤

☆ 内服 サインバルタカプセル２０ｍｇ デュロキセチン塩酸塩 セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤

外用 酢酸「ニッコー」 酢酸 皮膚軟化剤

〇 外用
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット

ニューニット１５．２ｃｍ×２２．９ｃｍ
酸化セルロース 創腔充填止血剤

〇 外用
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット

ニューニット２．５ｃｍ×２．５ｃｍ
酸化セルロース 創腔充填止血剤

〇 外用
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット綿

型５．１ｃｍ×２．５ｃｍ
酸化セルロース 創腔充填止血剤

注射 サビーン点滴静注用５００ｍｇ デクスラゾキサン
アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出

治療剤

〇 注射 サブパック血液ろ過用補充液－Ｂｉ 人工透析液 ろ過型人工腎臓用補液

内服 サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ トルバプタン Ｖ２－受容体拮抗剤

〇 内服
サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「Ｃ

Ｈ」
サラゾスルファピリジン 抗リウマチ剤

外用 サリチル酸「ケンエー」 サリチル酸 寄生性皮膚疾患用剤

〇 内服 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＹＤ」 サルポグレラート塩酸塩 ５－ＨＴ２ブロッカー

外用 酸化亜鉛「ヨシダ」 酸化亜鉛 収斂・消炎・保護剤

〇 内服 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」 酸化マグネシウム 制酸・緩下剤

☆ 注射 サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット２０ｍｇ オクトレオチド酢酸塩
持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア

型徐放性製剤

〇 外用 サンドールＰ点眼液 トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩 検査用散瞳点眼剤

外用 サンピロ点眼液２％ ピロカルピン塩酸塩 緑内障治療剤

注射 ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ インドシアニングリーン
肝・循環機能検査用薬／蛍光血管造影剤／センチ

ネルリンパ節同定用薬

〇 内服 ジアゼパム錠２「サワイ」 ジアゼパム マイナートランキライザー

〇 注射 ジアゼパム注射液１０ｍｇ「タイヨー」 ジアゼパム マイナートランキライザー

注射 シアノキット注射用５ｇセット ヒドロキソコバラミン 急性シアン中毒解毒剤

〇 外用 シアノコバラミン点眼液０．０２％「日点」 シアノコバラミン 調節機能改善点眼剤

〇 外用 シェルガン０．５眼粘弾剤
精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸

エステルナトリウム
眼科手術補助剤

〇 外用
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用

液５％「ＣＥＯ」
ジオクチルソジウムスルホサクシネート 耳垢除去剤

〇 内服 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「ＹＤ」 ジクロフェナクナトリウム 鎮痛・抗炎症剤

〇 内服
ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ

「トーワ」
ジクロフェナクナトリウム 徐放性鎮痛・抗炎症剤

〇 外用
ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「日医

工」
ジクロフェナクナトリウム 鎮痛・解熱・抗炎症剤

〇 外用
ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「日医

工」
ジクロフェナクナトリウム 鎮痛・解熱・抗炎症剤

〇 外用
ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「Ｎ

Ｐ」
ジクロフェナクナトリウム 経皮鎮痛消炎剤

☆ 注射 ジゴシン注０．２５ｍｇ ジゴキシン ジギタリス配糖体製剤

内服 ジスチグミン臭化物錠５ｍｇ「テバ」 ジスチグミン臭化物 コリンエステラーゼ阻害薬

〇 ☆ 注射 シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」 シスプラチン 抗悪性腫瘍剤

〇 ☆ 注射 シスプラチン注５０ｍｇ「日医工」 シスプラチン 抗悪性腫瘍剤

注射 ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ アジスロマイシン水和物 １５員環マクロライド系抗生物質製剤

〇 注射 ジノプロスト注射液１０００μｇ「Ｆ」 ジノプロスト ＰＧＦ２α製剤

〇 内服 シーピー配合顆粒 アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム 複合ビタミン剤

☆ 注射 ジプレキサ筋注用１０ｍｇ オランザピン 抗精神病剤

☆ 注射 シベノール静注７０ｍｇ シベンゾリンコハク酸塩 不整脈治療剤

〇 ☆ 内服
シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ「サワ

イ」
シベンゾリンコハク酸塩 不整脈治療剤

☆ 注射 シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス セルトリズマブ　ペゴル（遺伝子組換え）
ペグヒト化抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体Ｆ

ａｂ’断片製剤

外用 シムビコートタービュヘイラー６０吸入 ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 ドライパウダー吸入式喘息・ＣＯＰＤ治療配合剤

〇 内服 ジメチコン錠４０ｍｇ「フソー」 ジメチコン 胃腸内ガス駆除剤
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〇 内服 ジメチコン内用液２％「ホリイ」 ジメチコン 胃内有泡性粘液除去剤

☆ 内服 ジャディアンス錠１０ｍｇ エンパグリフロジン ２型糖尿病治療剤

〇 外用 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 硝酸イソソルビド 経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤

外用 硝酸銀「ファイザー」原末 硝酸銀 眼科用殺菌剤

☆ 注射 静注用キシロカイン２％ リドカイン 抗不整脈剤

外用 消毒用エタノール「ケンエー」 エタノール 殺菌消毒剤

〇 外用 消毒用エタプロコール エタノール 殺菌消毒剤

注射 ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え） 持続型Ｇ－ＣＳＦ製剤

〇 内服
ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サ

ワイ」
ジルチアゼム塩酸塩 持続性Ｃａ拮抗剤

〇 内服 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「サワイ」 ジルチアゼム塩酸塩 Ｃａ拮抗剤

〇 ☆ 注射 ジルチアゼム塩酸塩静注用５０ｍｇ「日医工」 ジルチアゼム塩酸塩 Ｃａ拮抗剤

〇 内服 シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 シルニジピン 持続性Ｃａ拮抗降圧剤

〇 ☆ 内服 シロスタゾール錠１００ｍｇ「マイラン」 シロスタゾール 抗血小板剤

〇 内服 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 シロドシン 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬

外用 人工涙液マイティア点眼液 ホウ酸・無機塩類配合剤 点眼液

外用 親水クリーム「ニッコー」 親水クリーム 軟膏基剤

☆ 注射
シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェク

ター
ゴリムマブ（遺伝子組換え） ヒト型抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体製剤

外用 新レシカルボン坐剤 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム 便秘治療剤

内服 膵外分泌機能検査用ＰＦＤ内服液５００ｍｇ ベンチロミド 膵機能検査用試薬

☆ 注射 水溶性プレドニン１０ｍｇ プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 合成副腎皮質ホルモン剤

内服 スインプロイク錠０．２ｍｇ ナルデメジントシル酸塩 経口末梢性μオピオイド受容体拮抗薬

注射 スキサメトニウム注４０「マルイシ」 スキサメトニウム塩化物水和物 筋弛緩剤

外用 スチックゼノールＡ サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤 鎮痛・消炎剤

注射 ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ ウステキヌマブ（遺伝子組換え）
ヒト型抗ヒトＩＬ－１２／２３ｐ４０モノクロー

ナル抗体製剤

内服 ストロメクトール錠３ｍｇ イベルメクチン 駆虫剤

外用 スピオルトレスピマット６０吸入
チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸

塩
ＣＯＰＤ治療配合剤

〇 外用 スピラゾンローション０．３％ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 副腎皮質ホルモン外用剤

外用 スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 チオトロピウム臭化物水和物 長時間作用性吸入気管支拡張剤

〇 内服 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」 スピロノラクトン 抗アルドステロン性利尿・降圧剤

〇 ☆ 内服 スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 スルピリド 抗潰瘍・精神用剤

〇 注射 生食注キット「フソー」１００ｍＬ 生理食塩液 生理食塩液

〇 注射 生食注シリンジ「ＮＰ」　１０ｍＬ 生理食塩液 生理食塩液

注射 生理食塩液ＰＬ「フソー」　２Ｌ 生理食塩液 生理食塩液

注射 生理食塩液バッグ「フソー」　１Ｌ 生理食塩液 生理食塩液

〇 注射 セファゾリンＮａ注射用１ｇ「ＮＰ」 セファゾリンナトリウム 合成セファロスポリン系抗生物質

内服 セファレキシンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 セファレキシン セフェム系抗生物質

内服
セファレキシンドライシロップ小児用５０％

「日医工」
セファレキシン セフェム系抗生物質

〇 注射 セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」 セフェピム塩酸塩水和物 セフェム系抗生物質

〇 注射 セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「ＮＰ」 セフォチアム塩酸塩 セフェム系抗生物質

〇 注射 セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 セフタジジム水和物 セフェム系抗生物質

〇 注射
セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日医

工」
セフトリアキソンナトリウム水和物 セフェム系抗生物質

注射 セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 セフメタゾールナトリウム セファマイシン系抗生物質

〇 外用 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セボフルラン 全身吸入麻酔剤

内服 セララ錠２５ｍｇ エプレレノン 選択的アルドステロンブロッカー

外用 ゼルフォーム ゼラチン 滅菌吸収性ゼラチンスポンジ

〇 内服 セレコキシブ錠１００ｍｇ「ＪＧ」 セレコキシブ 非ステロイド性消炎・鎮痛剤

☆ 内服 ゼローダ錠３００ カペシタビン 抗悪性腫瘍剤

〇 内服 センノシド錠１２ｍｇ「武田テバ」 センノシド 緩下剤

注射 ソセゴン注射液１５ｍｇ ペンタゾシン 鎮痛剤

注射 ソナゾイド注射用１６μＬ ペルフルブタン 超音波診断用造影剤

〇 ☆ 内服 ゾニサミド散２０％「アメル」 ゾニサミド 抗てんかん剤

外用 ゾビラックス眼軟膏３％ アシクロビル ヘルペス性角膜炎化学療法剤

外用 ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ フラジオマイシン硫酸塩 化膿性疾患用剤

外用 ソフラチュール貼付剤３０ｃｍ フラジオマイシン硫酸塩 化膿性疾患用剤

☆ 注射 ゾラデックス３．６ｍｇデポ ゴセレリン酢酸塩 ＬＨ－ＲＨアゴニスト

☆ 注射 ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ ゴセレリン酢酸塩 ＬＨ－ＲＨアゴニスト

☆ 注射 ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ホルモン剤

☆ 注射 ソル・メドロール静注用１０００ｍｇ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ホルモン剤



試用 後発品 ハイリスク 剤型 薬品名 一般名 薬効

院内採用薬（名称順）

2021.06

☆ 注射 ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ホルモン剤

☆ 注射 ソル・メドロール静注用４０ｍｇ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ホルモン剤

☆ 注射 ソル・メドロール静注用５００ｍｇ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 副腎皮質ホルモン剤

注射 ソルアセトＦ輸液 酢酸リンゲル液 酢酸リンゲル液

注射 ソルデム１輸液　２００ｍＬ 開始液 開始液

注射 ソルデム１輸液　５００ｍＬ 開始液 開始液

注射 ソルデム３Ａ輸液２００ｍＬ 維持液 維持液

注射 ソルデム３Ａ輸液　５００ｍＬ 維持液 維持液

注射 ソルデム６輸液５００ｍＬ 術後回復液 術後回復液

〇 内服 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 ゾルピデム酒石酸塩 入眠剤

〇 内服 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「日医工」 ゾルミトリプタン 片頭痛治療剤

注射 ソルラクト輸液 乳酸リンゲル液 乳酸リンゲル液

〇 ☆ 注射
ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッ

グ「ニプロ」
ゾレドロン酸水和物 骨吸収抑制剤

☆ 内服 ダイアモックス錠２５０ｍｇ アセタゾラミド 炭酸脱水酵素抑制剤

☆ 注射 ダイアモックス注射用５００ｍｇ アセタゾラミドナトリウム 炭酸脱水酵素抑制剤

内服 ダイフェン配合錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム 合成抗菌剤

〇 注射 ダイメジン・マルチ注 高カロリー輸液用総合ビタミン剤 高カロリー輸液用総合ビタミン剤

〇 内服 ダイメジンスリービー配合カプセル２５ ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ１２配合剤 神経・筋機能賦活剤

〇 ☆ 内服 タクロリムス錠０．５ｍｇ「あゆみ」 タクロリムス水和物 免疫抑制剤

〇 ☆ 内服 タクロリムス錠１ｍｇ「あゆみ」 タクロリムス水和物 免疫抑制剤

内服 タケキャブ錠２０ｍｇ ボノプラザンフマル酸塩 プロトンポンプ・インヒビター

外用 タコシール組織接着用シート フィブリノゲン配合剤 生物学的組織接着・閉鎖剤

〇 注射 タゾピペ配合静注用４．５「明治」 タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム β－ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

内服 タミフルカプセル７５ オセルタミビルリン酸塩 抗インフルエンザウイルス剤

〇 内服
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「トー

ワ」
タムスロシン塩酸塩 前立腺肥大症排尿障害改善剤

〇 ☆ 内服 タモキシフェン錠２０ｍｇ「明治」 タモキシフェンクエン酸塩 抗乳癌剤

内服 タリージェ錠５ｍｇ ミロガバリンベシル酸塩 末梢性神経障害性疼痛治療剤

外用 タルク原末「マルイシ」 タルク 賦形剤

〇 注射
ダルテパリンＮａ静注４０００単位／１６ｍＬ

シリンジ「ニプロ」
ダルテパリンナトリウム 血液凝固阻止剤

〇 注射
ダルベポエチン アルファ注２０μｇシリンジ

「ＫＫＦ」
ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 持続型赤血球造血刺激因子製剤

〇 注射
ダルベポエチン アルファ注３０μｇシリンジ

「ＫＫＦ」
ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 持続型赤血球造血刺激因子製剤

〇 注射
ダルベポエチン アルファ注４０μｇシリンジ

「ＫＫＦ」
ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 持続型赤血球造血刺激因子製剤

〇 注射
ダルベポエチン アルファ注６０μｇシリンジ

「ＫＫＦ」
ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 持続型赤血球造血刺激因子製剤

注射 炭酸水素Ｎａ静注１．２６％バッグ「フソー」 炭酸水素ナトリウム 制酸・中和剤

内服 炭酸水素ナトリウム「ケンエー」 炭酸水素ナトリウム 制酸剤

内服 単シロップ「ケンエー」 単シロップ 矯味剤

内服 ダントリウムカプセル２５ｍｇ ダントロレンナトリウム水和物 痙性麻痺緩解・悪性症候群治療剤

注射 ダントリウム静注用２０ｍｇ ダントロレンナトリウム水和物 悪性高熱症・悪性症候群治療剤

内服 タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末 タンニン酸アルブミン 整腸剤

〇 内服 チアプリド錠２５ｍｇ「日医工」 チアプリド塩酸塩 チアプリド製剤

外用 チモプトールＸＥ点眼液０．５％ チモロールマレイン酸塩 持続性緑内障・高眼圧症治療剤

注射 注射用ＧＨＲＰ科研１００ プラルモレリン塩酸塩 成長ホルモン分泌不全症診断薬

☆ 注射 注射用エンドキサン５００ｍｇ シクロホスファミド水和物 抗悪性腫瘍剤

注射 注射用水 注射用水 注射用水

注射 注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位 ベンジルペニシリンカリウム ペニシリン系抗生物質製剤

☆ 注射 注射用メソトレキセート５０ｍｇ メトトレキサート 葉酸代謝拮抗剤

☆ 注射 注射用メソトレキセート５ｍｇ メトトレキサート 葉酸代謝拮抗剤

内服 チラーヂンＳ錠２５μｇ レボチロキシンナトリウム水和物 甲状腺ホルモン剤

内服 チラーヂンＳ錠５０μｇ レボチロキシンナトリウム水和物 甲状腺ホルモン剤

注射
治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリ

イ」スギ花粉２０００ＪＡＵ／ｍＬ
標準化スギ花粉エキス スギ花粉症の特異的減感作療法薬

注射
治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリ

イ」スギ花粉２００ＪＡＵ／ｍＬ
標準化スギ花粉エキス スギ花粉症の特異的減感作療法薬

〇 内服 沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」 沈降炭酸カルシウム 高リン血症治療剤

注射 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 沈降破傷風トキソイド トキソイド類

内服 ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用） 温清飲エキス 漢方製剤
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内服 ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） 葛根湯エキス 漢方製剤

内服 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） 牛車腎気丸エキス 漢方製剤

内服 ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） 五苓散エキス 漢方製剤

内服 ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用） 疎経活血湯エキス 漢方製剤

内服 ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用） 大黄甘草湯エキス 漢方製剤

内服 ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） 大建中湯エキス 漢方製剤

内服 ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） 六君子湯エキス 漢方製剤

☆ 内服 ツルバダ配合錠
エムトリシタビン・テノホビル　ジソプロキシルフ

マル酸塩
抗ウイルス化学療法剤

〇 外用 ツロブテロールテープ２ｍｇ「日医工」 ツロブテロール 経皮吸収型・気管支拡張剤

注射 低分子デキストランＬ注 乳酸リンゲル液（デキストラン４０加） 血漿増量・体外循環灌流液

〇 ☆ 内服 テオフィリン徐放Ｕ錠２００ｍｇ「トーワ」 テオフィリン キサンチン系気管支拡張剤

〇 ☆ 内服 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 テオフィリン キサンチン系気管支拡張剤

☆ 内服 デカドロン錠０．５ｍｇ デキサメタゾン 副腎皮質ホルモン剤

☆ 内服 デカドロン錠４ｍｇ デキサメタゾン 副腎皮質ホルモン剤

〇 ☆ 注射 デキサート注射液１．６５ｍｇ デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム 副腎皮質ホルモン製剤

〇 ☆ 注射 デキサート注射液６．６ｍｇ デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム 副腎皮質ホルモン製剤

〇 外用 デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」 デキサメタゾン 口腔粘膜疾患治療剤

〇 内服
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍ

ｇ「ＮＰ」
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 鎮咳剤

〇 注射
デクスメデトミジン静注液２００μｇ／５０ｍ

Ｌシリンジ「ニプロ」
デクスメデトミジン塩酸塩 α２作動性鎮静剤

注射 テクネフチン酸キット フィチン酸ナトリウム
放射性医薬品／肝脾疾患診断薬・センチネルリン

パ節同定用薬

外用 デスモプレシン・スプレー２．５協和 デスモプレシン酢酸塩水和物 中枢性尿崩症用剤

注射 テタノブリンＩＨ静注１５００単位
ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブ

リン
血漿分画製剤

注射 テタノブリンＩＨ静注２５０単位
ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブ

リン
血漿分画製剤

注射 デトキソール静注液２ｇ チオ硫酸ナトリウム水和物 解毒剤

内服 デノタスチュアブル配合錠
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

カルシウム／天然型ビタミンＤ３／マグネシウム

配合剤

☆ 内服 デパケンＲ錠２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤

☆ 内服 テモダールカプセル１００ｍｇ テモゾロミド 抗悪性腫瘍剤

☆ 内服 テモダールカプセル２０ｍｇ テモゾロミド 抗悪性腫瘍剤

注射 デュピクセント皮下注３００ｍｇペン デュピルマブ（遺伝子組換え）
ヒト型抗ヒトＩＬ－４／１３受容体モノクローナ

ル抗体

注射 テリボン皮下注用５６．５μｇ テリパラチド酢酸塩 骨粗鬆症治療剤

〇 注射 テルフィス点滴静注　２００ｍＬ 肝不全用アミノ酸製剤 肝性脳症改善アミノ酸製剤

〇 注射 テルフィス点滴静注　５００ｍＬ 肝不全用アミノ酸製剤 肝性脳症改善アミノ酸製剤

〇 内服 テルミサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「サワイ」 テルミサルタン 胆汁排泄型持続性ＡＴ１受容体ブロッカー

外用 デルモゾールＧ軟膏
ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸

塩
副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤

外用 デルモベートスカルプローション０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 外用合成副腎皮質ホルモン剤

外用 デルモベート軟膏０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 外用合成副腎皮質ホルモン剤

外用 テレミンソフト坐薬１０ｍｇ ビサコジル 排便機能促進剤

〇 内服 トアラセット配合錠「日医工」 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤 慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤

☆ 注射 動注用アイエーコール５０ｍｇ シスプラチン 抗悪性腫瘍剤

〇 内服 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＹＤ」 ドキサゾシンメシル酸塩 血圧降下剤

〇 ☆ 注射 ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 ドキソルビシン塩酸塩 抗悪性腫瘍剤

〇 ☆ 注射 ドキソルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 ドキソルビシン塩酸塩 抗悪性腫瘍剤

〇 ☆ 注射
ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ニプ

ロ」
ドセタキセル水和物 タキソイド系抗悪性腫瘍剤

〇 ☆ 注射
ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ニプ

ロ」
ドセタキセル水和物 タキソイド系抗悪性腫瘍剤

内服 トチモトのシテイ シテイ 生薬

〇 内服 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 ドネペジル塩酸塩 アルツハイマー型，レビー小体型認知症治療剤

注射 ドパストン静注２５ｍｇ レボドパ パーキンソニズム治療剤

〇 注射 ドブポン注０．６％シリンジ ドブタミン塩酸塩 急性循環不全改善剤

注射 トブラシン注６０ｍｇ トブラマイシン アミノグリコシド系抗生物質

外用 トブラシン点眼液０．３％ トブラマイシン 眼科用抗生物質

注射 ドプラム注射液４００ｍｇ ドキサプラム塩酸塩水和物 呼吸促進剤

〇 ☆ 注射
トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「Ｎ

Ｋ」
トラスツズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

〇 ☆ 注射
トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「Ｎ

Ｋ」
トラスツズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

☆ 内服 トラゼンタ錠５ｍｇ リナグリプチン ２型糖尿病治療剤
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〇 ☆ 内服 トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 トラゾドン塩酸塩 抗うつ剤

〇 外用 トラニラスト点眼液０．５％「サワイ」 トラニラスト アレルギー性結膜炎治療剤

〇 内服 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 トラネキサム酸 抗プラスミン剤

〇 注射
トラネキサム酸注１０００ｍｇ／１０ｍＬ「日

新」
トラネキサム酸 抗プラスミン剤

〇 注射 トラネキサム酸注２５０ｍｇ／５ｍＬ「日新」 トラネキサム酸 抗プラスミン剤

注射 トラベルミン注 ジフェンヒドラミン塩酸塩・ジプロフィリン 鎮暈剤

内服 トラベルミン配合錠 ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン 鎮暈剤

内服 トラマールＯＤ錠２５ｍｇ トラマドール塩酸塩 がん疼痛・慢性疼痛治療剤

〇 内服 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「タイヨー」 トリクロルメチアジド チアジド系降圧利尿剤

☆ 注射 トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス デュラグルチド（遺伝子組換え） 持続性ＧＬＰ－１受容体作動薬

☆ 注射 トレシーバ注フレックスタッチ インスリン　デグルデク（遺伝子組換え） 持効型溶解インスリンアナログ製剤

内服 トレーランＧ液７５ｇ デンプン部分加水分解物 糖忍容力試験用糖質液

〇 内服 ドロキシドパカプセル１００ｍｇ「日医工」 ドロキシドパ ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤

〇 外用 トロピカミド点眼液０．４％「日点」 トロピカミド 散瞳・調節麻痺剤

注射 ドロレプタン注射液２５ｍｇ ドロペリドール 麻酔用神経遮断剤

外用 トロンビン液モチダソフトボトル１万 トロンビン 止血剤

〇 内服 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＹＤ」 ドンペリドン 消化管運動改善剤

内服 ナイキサン錠１００ｍｇ ナプロキセン 鎮痛・抗炎症剤

外用 ナウゼリン坐剤６０ ドンペリドン 消化管運動改善剤

〇 注射
ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ

「ＭＥＥＫ」
ナファモスタットメシル酸塩 蛋白分解酵素阻害剤

〇 注射
ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ

「ＭＥＥＫ」
ナファモスタットメシル酸塩 蛋白分解酵素阻害剤

〇 内服 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「タナベ」 ナフトピジル 前立腺肥大症排尿障害改善剤

内服 ナルサス錠２ｍｇ ヒドロモルフォン塩酸塩 持続性癌疼痛治療剤

内服 ナルサス錠６ｍｇ ヒドロモルフォン塩酸塩 持続性癌疼痛治療剤

注射 ナルベイン注２０ｍｇ ヒドロモルフォン塩酸塩 癌疼痛治療用注射剤

注射 ナルベイン注２ｍｇ ヒドロモルフォン塩酸塩 癌疼痛治療用注射剤

内服 ナルラピド錠１ｍｇ ヒドロモルフォン塩酸塩 癌疼痛治療剤

注射 ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第一三共」 ナロキソン塩酸塩 麻薬拮抗剤

〇 注射 ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワイ」 ニカルジピン塩酸塩 Ｃａ拮抗剤

〇 内服 ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」 ニコランジル 狭心症治療剤

〇 注射 ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「サワイ」 ニコランジル 不安定狭心症・急性心不全治療剤

〇 内服 ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」 ニセルゴリン 脳循環・代謝改善剤

外用 日点アトロピン点眼液１％ アトロピン硫酸塩水和物 散瞳・調節麻痺剤

注射 ニトプロ持続静注液６ｍｇ ニトロプルシドナトリウム水和物 血圧降下剤

〇 注射
ニトログリセリン静注５ｍｇ／１０ｍＬ「Ｔ

Ｅ」
ニトログリセリン ニトログリセリン注射液

〇 内服 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ ニトログリセリン 狭心症用舌下錠

注射 ニトロール注５ｍｇシリンジ 硝酸イソソルビド ０．０５％硝酸イソソルビド点滴静注用製剤

〇 内服 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「サワイ」 ニフェジピン 持続性Ｃａ拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤

〇 内服 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」 ニフェジピン 持続性Ｃａ拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤

内服 乳酸カルシウム「ケンエー」 乳酸カルシウム水和物 カルシウム剤

内服 乳糖＊（山善） 乳糖水和物 賦形剤

内服 乳糖水和物原末「マルイシ」 乳糖水和物 賦形剤

外用 ニュープロパッチ４．５ｍｇ ロチゴチン
ドパミン作動性パーキンソン病治療剤／レストレ

スレッグス症候群治療剤

注射 ニューモバックスＮＰシリンジ 肺炎球菌ワクチン 細菌ワクチン類

〇 外用 尿素クリーム１０％「日医工」 尿素 角化症治療剤

注射 ネオアミユー輸液 腎不全用アミノ酸製剤 腎不全用総合アミノ酸製剤

外用 ネオシネジンコーワ５％点眼液 フェニレフリン塩酸塩 散瞳剤

☆ 注射 ネオシネジンコーワ注１ｍｇ フェニレフリン塩酸塩 血管収縮・血圧上昇剤

注射 ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤 疼痛治療剤

☆ 内服 ネオーラル５０ｍｇカプセル シクロスポリン 免疫抑制剤

注射 ネオレスタール注射液１０ｍｇ ｄｌ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 抗ヒスタミン剤

内服 ネキシウムカプセル２０ｍｇ エソメプラゾールマグネシウム水和物 プロトンポンプ・インヒビター

☆ 内服 ネクサバール錠２００ｍｇ ソラフェニブトシル酸塩 抗悪性腫瘍剤

内服 ノイロトロピン錠４単位 ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤

☆ 内服 ノバミン錠５ｍｇ プロクロルペラジンマレイン酸塩 精神神経用剤

☆ 注射 ノボラピッド注フレックスタッチ インスリン　アスパルト（遺伝子組換え） 超速効型インスリンアナログ製剤

☆ 注射 ノボリンＮ注フレックスペン インスリン　ヒト（遺伝子組換え） インスリン製剤

☆ 注射 ノボリンＲ注フレックスペン インスリン　ヒト（遺伝子組換え） インスリン製剤

注射 ノルアドリナリン注１ｍｇ ノルアドレナリン 血圧上昇剤

〇 ☆ 内服 バイアスピリン錠１００ｍｇ アスピリン 抗血小板剤

注射 ハイカリックＲＦ輸液 高カロリー輸液用基本液 高カロリー輸液用基本液
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〇 外用 ハイジール消毒用液１０％ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 殺菌消毒剤

注射 ハイスコ皮下注０．５ｍｇ スコポラミン臭化水素酸塩水和物 鎮静剤

注射
バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液１．

３９％
人工透析液 透析ろ過型人工腎臓用補充液

注射 バイフィル透析剤 人工透析液 透析ろ過型人工腎臓用透析液

〇 外用 ハイポアルコール液２％「ヤクハン」 チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール 外皮用殺菌消毒剤

外用 白色ワセリン 白色ワセリン 軟膏基剤

外用 バクトロバン鼻腔用軟膏２％ ムピロシンカルシウム水和物 鼻腔内ＭＲＳＡ除菌剤

〇 ☆ 注射
パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ

「ＮＫ」
パクリタキセル 抗悪性腫瘍剤

〇 ☆ 注射 パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 パクリタキセル 抗悪性腫瘍剤

注射 パーサビブ静注透析用シリンジ２．５ｍｇ エテルカルセチド塩酸塩 カルシウム受容体作動薬

注射 パーサビブ静注透析用シリンジ５ｍｇ エテルカルセチド塩酸塩 カルシウム受容体作動薬

☆ 注射 パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ ペルツズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

外用 ハッカ油「コザカイ・Ｍ」 ハッカ油 矯味・矯臭剤

外用 パッチテストパネル（Ｓ） パッチテスト用 アレルギー性皮膚疾患検査薬

注射 パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」 パパベリン塩酸塩 血管拡張・鎮痙剤

☆ 内服 ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ ジゴキシン ジギタリス配糖体製剤

注射 ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」 人ハプトグロビン 血漿分画製剤

内服 ハーボニー配合錠 レジパスビル　アセトン付加物・ソホスブビル 抗ウイルス剤

注射 パム静注５００ｍｇ プラリドキシムヨウ化物 有機リン剤中毒解毒剤

☆ 注射 ハラヴェン静注１ｍｇ エリブリンメシル酸塩 抗悪性腫瘍剤

〇 内服 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＹＤ」 バラシクロビル塩酸塩 抗ウイルス化学療法剤

内服 バリトゲンＨＤ 硫酸バリウム 消化管Ｘ線造影剤

注射 バル筋注１００ｍｇ「ＡＦＰ」 ジメルカプロール 重金属解毒剤

〇 内服 バルサルタン錠８０ｍｇ「サンド」 バルサルタン 選択的ＡＴ１受容体ブロッカー

〇 ☆ 内服 バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「ＤＳＰ」 バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤

外用
パルミコート２００μｇタービュヘイラー１１

２吸入
ブデソニド ドライパウダー吸入式ステロイド剤

〇 ☆ 内服 パロキセチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 パロキセチン塩酸塩水和物 選択的セロトニン再取り込み阻害剤

内服 バロス発泡顆粒 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 Ｘ線診断二重造影用発泡剤

〇 ☆ 内服 ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「ヨシトミ」 ハロペリドール 精神神経安定剤

〇 ☆ 注射 ハロペリドール注５ｍｇ「ヨシトミ」 ハロペリドール 精神神経安定剤

〇 内服
バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ファイ

ザー」
バンコマイシン塩酸塩 グリコペプチド系抗生物質

〇 注射
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ

「ファイザー」
バンコマイシン塩酸塩 グリコペプチド系抗生物質

〇 内服 パンテチン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 パンテチン パンテチン製剤

〇 注射 パンテチン注２００ｍｇ「ＫＣＣ」 パンテチン パンテチン製剤

注射 ハンプ注射用１０００ カルペリチド（遺伝子組換え） α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤

〇 外用
ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％「コー

ワ」
精製ヒアルロン酸ナトリウム 眼科手術補助剤

〇 外用 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「センジュ」 精製ヒアルロン酸ナトリウム 角結膜上皮障害治療剤

外用
ビーエスエスプラス５００眼灌流液０．０１８

４％
オキシグルタチオン オキシグルタチオン眼灌流・洗浄液

〇 ☆ 内服 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「杏林」 ピオグリタゾン塩酸塩 インスリン抵抗性改善剤－２型糖尿病治療剤－

〇 内服 ビオフェルミンＲ散 耐性乳酸菌製剤 耐性乳酸菌整腸剤

〇 内服 ビオフェルミン錠剤 ビフィズス菌製剤 ビフィズス菌整腸剤

注射 ビカーボン輸液 重炭酸リンゲル液 細胞外液補充液

〇 ☆ 内服 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＫ」 ビカルタミド 前立腺癌治療剤

注射 ビクシリン注射用１ｇ アンピシリンナトリウム ペニシリン系抗生物質

☆ 注射 ビクトーザ皮下注１８ｍｇ リラグルチド（遺伝子組換え） ヒトＧＬＰ－１アナログ製剤

〇 内服
ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％

「ＣＨＯＳ」
ピコスルファートナトリウム水和物 滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤

〇 注射 ヒシファーゲン配合静注 グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 肝疾患・アレルギー用剤

〇 注射 ピシリバクタ静注用１．５ｇ アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム β－ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

☆ 外用 ビソノテープ２ｍｇ ビソプロロール 経皮吸収型・β１遮断剤

☆ 外用 ビソノテープ４ｍｇ ビソプロロール 経皮吸収型・β１遮断剤

〇 ☆ 内服
ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ

「トーワ」
ビソプロロールフマル酸塩 選択的β１アンタゴニスト

〇 ☆ 内服
ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「日医

工」
ビソプロロールフマル酸塩 選択的β１アンタゴニスト

〇 内服 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「ＪＧ」 ピタバスタチンカルシウム水和物 ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤

〇 内服 ビタミンＫ１錠５ｍｇ「ツルハラ」 フィトナジオン ビタミンＫ１剤
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注射 ビタメジン静注用 リン酸チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合剤 複合ビタミン剤

注射 ヒトＣＲＨ静注用１００μｇ「タナベ」 コルチコレリン（ヒト）
視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機能

検査薬

注射 ピトレシン注射液２０ バソプレシン 脳下垂体後葉ホルモン剤

〇 ☆ 内服 ヒドロキシジンパモ酸塩錠２５ｍｇ「日新」 ヒドロキシジンパモ酸塩 抗アレルギー性静穏・鎮静剤

〇 ☆ 注射
ヒドロコルチゾンリン酸エステルＮａ静注液５

００ｍｇ「ＡＦＰ」
ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム 副腎皮質ホルモン製剤

☆ 注射 ピノルビン注射用１０ｍｇ ピラルビシン塩酸塩 抗悪性腫瘍抗生物質

注射 ビーフリード輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン ビタミンＢ１・糖・電解質・アミノ酸液

注射 ビームゲン注０．５ｍＬ 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） ウイルスワクチン類

〇 内服 ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 ピモベンダン 心不全治療薬

☆ 注射 ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ インスリン　ヒト（遺伝子組換え） 抗糖尿病剤

☆ 注射 ヒューマログ注ミリオペン インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） 抗糖尿病剤

☆ 注射 ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ アダリムマブ（遺伝子組換え） ヒト型抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体製剤

内服 ピラマイド原末 ピラジナミド 結核化学療法剤

注射 ビリスコピン点滴静注５０ イオトロクス酸メグルミン 胆のう・胆管造影剤

〇 内服 ピリドキサール錠１０ｍｇ「ツルハラ」 ピリドキサールリン酸エステル水和物 補酵素型ビタミンＢ６製剤

〇 ☆ 内服
ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「日医

工」
ピルシカイニド塩酸塩水和物 不整脈治療剤

〇 外用
ピレノキシン懸濁性点眼液０．００５％「参

天」
ピレノキシン 老人性白内障治療剤

〇 内服 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「トーワ」 ファムシクロビル 抗ヘルペスウイルス剤

〇 内服 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「日医工」 ファモチジン Ｈ２受容体拮抗剤

〇 注射 ファモチジン静注液２０ｍｇ「日医工」 ファモチジン Ｈ２受容体拮抗剤

内服 ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ アムホテリシンＢ ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質

注射 フィジオ１４０輸液 酢酸リンゲル液（ブドウ糖加） 細胞外液補給液

注射 ブイフェンド２００ｍｇ静注用 ボリコナゾール 深在性真菌症治療剤

外用 フィブラストスプレー５００ トラフェルミン（遺伝子組換え） 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

注射 フィブリノゲンＨＴ静注用１ｇ「ＪＢ」 乾燥人フィブリノゲン 血漿分画製剤（血液凝固剤）

〇 注射
フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ

「Ｆ」
フィルグラスチム（遺伝子組換え） Ｇ－ＣＳＦ製剤

〇 注射
フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ

「Ｆ」
フィルグラスチム（遺伝子組換え） Ｇ－ＣＳＦ製剤

〇 内服
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮ

ＩＫ」
フェキソフェナジン塩酸塩 アレルギー性疾患治療剤

注射 フェジン静注４０ｍｇ 含糖酸化鉄 静注用鉄剤

☆ 注射 フェソロデックス筋注２５０ｍｇ フルベストラント 抗エストロゲン剤／乳癌治療剤

☆ 内服 フェノバール散１０％ フェノバルビタール 催眠・鎮静・抗けいれん剤

☆ 注射 フェノバール注射液１００ｍｇ フェノバルビタール 鎮静・抗けいれん剤

内服 フェブリク錠１０ｍｇ フェブキソスタット 高尿酸血症治療剤

内服 フェブリク錠２０ｍｇ フェブキソスタット 高尿酸血症治療剤

〇 外用
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ１ｍｇ

「第一三共」
フェンタニルクエン酸塩 経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤

〇 外用
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ２ｍｇ

「第一三共」
フェンタニルクエン酸塩 経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤

〇 注射 フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」 フェンタニルクエン酸塩 麻酔用鎮痛剤

〇 注射 フェンタニル注射液０．５ｍｇ「テルモ」 フェンタニルクエン酸塩 麻酔用鎮痛剤

外用 フェントステープ０．５ｍｇ フェンタニルクエン酸塩 経皮吸収型持続性疼痛治療剤

内服 フォリアミン錠 葉酸 葉酸製剤

外用 複方ヨード・グリセリン「ケンエー」 複方ヨード・グリセリン 口腔用殺菌消毒剤

内服 ブスコパン錠１０ｍｇ ブチルスコポラミン臭化物 鎮痙剤

〇 注射
ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ「日医

工」
ブチルスコポラミン臭化物 鎮痙剤

内服 ブドウ糖「コザカイ・Ｍ」 ブドウ糖 糖類剤

〇 注射 ブドウ糖注５０％シリンジ「テルモ」 精製ブドウ糖 糖類製剤

〇 注射 ブプレノルフィン注０．２ｍｇ「日新」 ブプレノルフィン塩酸塩 中枢性鎮痛剤

試 ☆ 内服 プラザキサカプセル１１０ｍｇ ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 直接トロンビン阻害剤

試 ☆ 内服 プラザキサカプセル７５ｍｇ ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 直接トロンビン阻害剤

内服 フラジール内服錠２５０ｍｇ メトロニダゾール 抗原虫剤

〇 内服 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ケミファ」 プラバスタチンナトリウム 高脂血症治療剤

〇 内服
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「日医

工」
プラミペキソール塩酸塩水和物

ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッ

グス症候群治療剤

☆ 注射 プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ デノスマブ（遺伝子組換え） ヒト型抗ＲＡＮＫＬモノクローナル抗体製剤

〇 内服 プランルカスト錠１１２．５ｍｇ「日医工」 プランルカスト水和物 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

注射 ブリディオン静注２００ｍｇ スガマデクスナトリウム 筋弛緩回復剤

外用 プリビナ液０．０５％ ナファゾリン硝酸塩 点鼻用局所血管収縮剤
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〇 注射 フルオレサイト静注５００ｍｇ フルオレセイン 蛍光眼底造影剤

〇 ☆ 注射 フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」 フルオロウラシル 抗悪性腫瘍剤

〇 ☆ 注射 フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トーワ」 フルオロウラシル 抗悪性腫瘍剤

〇 外用 フルオロメトロン点眼液０．１％「日点」 フルオロメトロン 抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤

〇 内服 フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「ＪＧ」 フルコナゾール 深在性真菌症治療剤

〇 注射 フルコナゾール静注液０．２％「Ｆ」 フルコナゾール 深在性真菌症治療剤

〇 内服 フルスルチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 フルスルチアミン ビタミンＢ１誘導体

〇 注射 フルスルチアミン静注５０ｍｇ「トーワ」 フルスルチアミン塩酸塩 ビタミンＢ１誘導体

〇 内服 フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 フルニトラゼパム 睡眠導入剤

〇 注射 フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「サワイ」 フルマゼニル ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤

〇 ☆ 内服 フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ファイザー」 フレカイニド酢酸塩 頻脈性不整脈治療剤

〇 内服 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ＪＧ」 プレガバリン 神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

〇 内服 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ＪＧ」 プレガバリン 神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

☆ 内服 プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） プレドニゾロン 合成副腎皮質ホルモン剤

☆ 内服 プレドニゾロン錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 プレドニゾロン 合成副腎皮質ホルモン剤

外用 プレドニン眼軟膏 プレドニゾロン酢酸エステル 眼科用合成副腎皮質ホルモン剤

☆ 内服 プレドニン錠５ｍｇ プレドニゾロン 合成副腎皮質ホルモン剤

外用 プロスタンディン軟膏０．００３％ アルプロスタジル　アルファデクス 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

〇 内服 フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 フロセミド 利尿降圧剤

〇 注射 フロセミド注射液２０ｍｇ「日医工」 フロセミド 利尿降圧剤

☆ 注射 プロタノールＬ注０．２ｍｇ ｌ－イソプレナリン塩酸塩 心機能・組織循環促進剤

注射 プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」 プロタミン硫酸塩 ヘパリン拮抗剤

〇 内服 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 ブロチゾラム 睡眠導入剤

〇 注射 プロチレリン酒石酸塩注射液１ｍｇ「サワイ」 プロチレリン酒石酸塩水和物 遷延性意識障害・脊髄小脳変性症治療剤

内服 プロナーゼＭＳ プロナーゼ 胃内粘液溶解除去剤

外用 ブロナック点眼液０．１％ ブロムフェナクナトリウム水和物 非ステロイド抗炎症点眼剤

外用 プロペト 白色ワセリン 軟膏基剤

〇 注射
プロポフォール静注１％１００ｍＬ「マルイ

シ」
プロポフォール 全身麻酔・鎮静用剤

〇 注射 プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」 プロポフォール 全身麻酔・鎮静用剤

〇 外用
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイ

ヨー」
ブロムヘキシン塩酸塩 気道粘液溶解剤

〇 内服 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 ブロムヘキシン塩酸塩 気道粘液溶解剤

外用
ブロメライン軟膏５万単位／ｇ＊（ジェイドル

フ）
ブロメライン 壊死組織除去剤

内服 フロリードゲル経口用２％ ミコナゾール 口腔・食道カンジダ症治療剤

注射 ペガシス皮下注１８０μｇ
ペグインターフェロン　アルファ－２ａ（遺伝子組

換え）
ペグインターフェロン－α－２ａ製剤

☆ 注射 ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ パニツムマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

☆ 注射 ベクティビックス点滴静注４００ｍｇ パニツムマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

〇 内服 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」 ベザフィブラート 高脂血症治療剤

内服 ベシケアＯＤ錠５ｍｇ コハク酸ソリフェナシン 過活動膀胱治療剤

〇 ☆ 内服 ベタセレミン配合錠
ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸

塩
副腎ホルモン・抗ヒスタミン配合剤

内服 ベタニス錠５０ｍｇ ミラベグロン
選択的β３アドレナリン受容体作動性過活動膀胱

治療剤

〇 内服 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＣＥＯ」 ベタヒスチンメシル酸塩 めまい・平衡障害治療剤

〇 ☆ 内服 ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 ベタメタゾン 合成副腎皮質ホルモン剤

〇 外用
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステ

ルクリーム０．０５％「ＭＹＫ」
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 副腎皮質ホルモン外用剤

〇 外用
ベタメタゾンリン酸エステルＮａ・ＰＦ眼耳鼻

科用液０．１％「日点」
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 眼・耳鼻科用合成副腎皮質ホルモン剤

外用 ベナパスタ軟膏４％ ジフェンヒドラミンラウリル硫酸塩 抗ヒスタミン剤

〇 内服 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 ベニジピン塩酸塩 高血圧症・狭心症治療剤（持続性Ｃａ拮抗剤）

内服 ベネット錠７５ｍｇ リセドロン酸ナトリウム水和物 骨粗鬆症治療剤

外用 ベノキシール点眼液０．４％ オキシブプロカイン塩酸塩 眼科用表面麻酔剤

注射 ヘパリンＮａ注５千単位／５ｍＬ「モチダ」 ヘパリンナトリウム 血液凝固阻止剤

〇 注射
ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ

２０ｍＬ「ニプロ」
ヘパリンナトリウム 血液凝固阻止剤

〇 注射
ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリン

ジ「オーツカ」１０ｍＬ
ヘパリンナトリウム 血液凝固阻止剤

〇 注射
ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍ

Ｌシリンジ「モチダ」
ヘパリンカルシウム 血液凝固阻止剤

〇 外用
ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日医

工」
ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤

〇 外用
ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「ニプ

ロ」
ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤
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〇 外用
ヘパリン類似物質ローション０．３％「ニプ

ロ」
ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤

〇 内服
ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タナ

ベ」
ベポタスチンベシル酸塩

選択的ヒスタミンＨ１受容体拮抗・アレルギー性

疾患治療剤

内服 ベムリディ錠２５ｍｇ テノホビル　アラフェナミドフマル酸塩 抗ウイルス化学療法剤

〇 外用 ヘモポリゾン軟膏 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン 痔疾治療剤

〇 内服 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ファイザー」 ベラプロストナトリウム ＰＧＩ２誘導体製剤

内服 ペリシット錠２５０ｍｇ ニセリトロール 脂質代謝・末梢循環改善剤

内服 ベリチーム配合顆粒 膵臓性消化酵素配合剤 消化酵素剤

注射 ベリナートＰ静注用５００ 乾燥濃縮人Ｃ１－インアクチベーター 血漿分画製剤

内服 ベルソムラ錠１５ｍｇ スボレキサント 不眠症治療剤

注射 ヘルニコア椎間板注用１．２５単位 コンドリアーゼ 腰椎椎間板ヘルニア治療剤

内服 ペンタサ顆粒９４％ メサラジン 潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤

外用 ボアラクリーム０．１２％ デキサメタゾン吉草酸エステル 合成副腎皮質ホルモン外用剤

外用 ボアラ軟膏０．１２％ デキサメタゾン吉草酸エステル 合成副腎皮質ホルモン外用剤

〇 ☆ 内服 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「日医工」 ボグリボース 食後過血糖改善剤

〇 ☆ 内服 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「日医工」 ボグリボース 食後過血糖改善剤

内服 ボースデル内用液１０ 塩化マンガン四水和物 ＭＲＩ用経口消化管造影剤

☆ 注射 ホストイン静注７５０ｍｇ ホスフェニトインナトリウム水和物 抗けいれん剤

注射 ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「ＮＰ」 ホスホマイシンナトリウム ホスホマイシン系抗生物質

外用 ボスミン外用液０．１％ アドレナリン アドレナリン液

注射 ボスミン注１ｍｇ アドレナリン アドレナリン注射液

内服 ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ 炭酸ランタン水和物 高リン血症治療剤

注射 ポタコールＲ輸液 乳酸リンゲル液（マルトース加） 糖質・電解質輸液

注射 ボトックス注用１００単位 Ａ型ボツリヌス毒素 Ａ型ボツリヌス毒素製剤

注射 ボトックス注用５０単位 Ａ型ボツリヌス毒素 Ａ型ボツリヌス毒素製剤

〇 外用 ポビドンヨードガーグル液７％「シオエ」 ポビドンヨード 含嗽剤

〇 外用 ポビドンヨードゲル１０％「明治」 ポビドンヨード 殺菌消毒剤

〇 外用 ポビドンヨードスクラブ液７．５％「イワキ」 ポビドンヨード 殺菌消毒剤

〇 外用 ポピヨード液１０％ ポビドンヨード 殺菌消毒剤

注射 ホメピゾール点滴静注１．５ｇ「タケダ」 ホメピゾール エチレングリコール・メタノール中毒用剤

〇 内服 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 ポラプレジンク 亜鉛含有胃潰瘍治療剤

〇 内服
ポリカルボフィルＣａ細粒８３．３％「日医

工」
ポリカルボフィルカルシウム 過敏性腸症候群治療剤

〇 内服
ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口ゼリー２０％

分包２５ｇ「三和」
ポリスチレンスルホン酸カルシウム 高カリウム血症改善剤

〇 内服 ポリスチレンスルホン酸Ｎａ「フソー」原末 ポリスチレンスルホン酸ナトリウム 高カリウム血症改善剤

注射 ポリドカスクレロール１％注２ｍＬ ポリドカノール 下肢静脈瘤硬化剤

外用 ボルヒール組織接着用　１ｍＬ フィブリノゲン加第１３因子 血漿分画製剤

外用 ボルヒール組織接着用　３ｍＬ フィブリノゲン加第１３因子 血漿分画製剤

注射 ボルベン輸液６％ ヒドロキシエチルデンプン１３００００ 代用血漿剤

注射 ボンビバ静注１ｍｇシリンジ イバンドロン酸ナトリウム水和物 骨粗鬆症治療剤

外用 マイザー軟膏０．０５％ ジフルプレドナート 外用合成副腎皮質ホルモン剤

☆ 注射 マイトマイシン注用２ｍｇ マイトマイシンＣ 抗悪性腫瘍剤

内服 マヴィレット配合錠 グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル 抗ウイルス化学療法剤

注射 マーカイン注脊麻用０．５％高比重 ブピバカイン塩酸塩水和物 脊椎麻酔剤

注射 マーカイン注脊麻用０．５％等比重 ブピバカイン塩酸塩水和物 脊椎麻酔剤

〇 注射
マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「ニ

プロ」
マキサカルシトール 二次性副甲状腺機能亢進症治療剤

〇 注射
マキサカルシトール静注透析用５μｇ「ニプ

ロ」
マキサカルシトール 二次性副甲状腺機能亢進症治療剤

〇 外用
マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「タカ

タ」
マキサカルシトール 角化症治療剤

注射 マキュエイド眼注用４０ｍｇ トリアムシノロンアセトニド 眼科手術補助剤，眼科用副腎皮質ホルモン剤

内服 マグコロール散６８％分包５０ｇ クエン酸マグネシウム 大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤

注射 マグネスコープ静注３８％シリンジ１５ｍＬ ガドテル酸メグルミン 環状型ＭＲＩ用造影剤

外用 マクロゴール軟膏＊（日興製薬） マクロゴール 軟膏基剤

〇 外用 マスキンＷ・エタノール液（０．５ｗ／ｖ％） クロルヘキシジングルコン酸塩 殺菌消毒剤

注射 マスブロン注１ｍｇ ヒドロキソコバラミン酢酸塩 持続性ビタミンＢ１２製剤

〇 内服 マリキナ配合顆粒 非ピリン系感冒剤 感冒剤

注射 マンニットールＳ注射液 Ｄ－ソルビトール・Ｄ－マンニトール 脳圧降下・浸透圧利尿剤

外用 ミオコールスプレー０．３ｍｇ ニトログリセリン ニトログリセリン舌下スプレー剤

〇 注射
ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「ニプ

ロ」
ミカファンギンナトリウム キャンディン系抗真菌剤

〇 ☆ 内服 ミゾリビン錠５０ｍｇ「サワイ」 ミゾリビン 免疫抑制剤

〇 注射 ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 ミダゾラム 催眠鎮静剤

〇 ☆ 内服 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「フソー」 ミチグリニドカルシウム水和物 速効型インスリン分泌促進薬
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〇 注射 ミネラミック注 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤 高カロリー輸液用微量元素製剤

〇 内服 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 ミノサイクリン塩酸塩 ＴＣ系抗生物質

〇 注射
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ

「サワイ」
ミノサイクリン塩酸塩 ＴＣ系抗生物質

内服 ミヤＢＭ錠 酪酸菌製剤 生菌製剤

注射 ミラクリッド注射液５万単位 ウリナスタチン 多価・酵素阻害剤

注射 ミルセラ注シリンジ１００μｇ エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え） 持続型赤血球造血刺激因子製剤

注射 ミルセラ注シリンジ１５０μｇ エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え） 持続型赤血球造血刺激因子製剤

注射 ミルセラ注シリンジ５０μｇ エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え） 持続型赤血球造血刺激因子製剤

注射 ミルセラ注シリンジ７５μｇ エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え） 持続型赤血球造血刺激因子製剤

〇 ☆ 内服 ミルタザピン錠１５ｍｇ「ケミファ」 ミルタザピン ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤

〇 注射 ミルリノン注１０ｍｇ「タカタ」 ミルリノン 急性心不全治療剤

内服 ミンクリア内用散布液０．８％ ｌ－メントール 胃蠕動運動抑制剤

外用 無水エタノール「マルイシ」 無水エタノール 殺菌消毒剤

〇 内服 ムーベン配合内用液 ナトリウム・カリウム配合剤 経口腸管洗浄剤

注射 メイロン静注７％２０ｍＬ 炭酸水素ナトリウム 制酸・中和剤

注射 メイロン静注７％２５０ｍＬ 炭酸水素ナトリウム 制酸・中和剤

〇 ☆ 内服
メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「日医

工」
メキシレチン塩酸塩 不整脈・糖尿病性神経障害治療剤

〇 内服 メキタジン錠３ｍｇ「サワイ」 メキタジン 持続性抗ヒスタミン剤

〇 内服 メチコバール錠５００μｇ メコバラミン 末梢性神経障害治療剤

〇 内服 メトクロプラミド錠５ｍｇ「タカタ」 メトクロプラミド 消化器機能調整剤

〇 ☆ 内服 メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」 メトトレキサート 抗リウマチ剤

〇 ☆ 内服 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「テバ」 メトプロロール酒石酸塩 高血圧・狭心症・不整脈治療剤

〇 ☆ 内服 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「三和」 メトホルミン塩酸塩 血糖降下剤

試 〇 ☆ 内服
メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ＤＳＰ

Ｂ」
メトホルミン塩酸塩 血糖降下剤

〇 内服 メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＹＤ」 メナテトレノン 骨粗鬆症治療用ビタミンＫ２剤

外用 メプチンエアー１０μｇ吸入１００回 プロカテロール塩酸塩水和物 定量噴霧式気管支拡張剤

外用 メプチン吸入液ユニット０．５ｍＬ プロカテロール塩酸塩水和物 気管支拡張剤

〇 内服 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 メマンチン塩酸塩 アルツハイマー型認知症治療剤

内服 メルカゾール錠５ｍｇ チアマゾール 抗甲状腺剤

〇 内服 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＹＤ」 メロキシカム 非ステロイド性消炎・鎮痛剤

〇 注射 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ファイザー」 メロペネム水和物 カルバペネム系抗生物質

〇 内服 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 モサプリドクエン酸塩水和物 消化管運動機能改善剤

内服 モビプレップ配合内用剤 ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤 経口腸管洗浄剤

〇 外用 モメタゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６噴霧用 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

外用 モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ ケトプロフェン 経皮鎮痛消炎剤

注射 モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「第一三共」 モルヒネ塩酸塩水和物 鎮痛・鎮静剤

注射 モルヒネ塩酸塩注射液２００ｍｇ「シオノギ」 モルヒネ塩酸塩水和物 鎮痛・鎮静剤

注射 モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「第一三共」 モルヒネ塩酸塩水和物 鎮痛・鎮静剤

〇 内服 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」 モンテルカストナトリウム 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

内服 薬用炭「日医工」 薬用炭 止瀉・整腸剤

内服 ユービット錠１００ｍｇ 尿素（１３Ｃ） ヘリコバクター・ピロリ感染診断用剤

試 内服 ユリス錠１ｍｇ ドチヌラド 高尿酸血症治療剤

内服 ヨウ化カリウム「日医工」 ヨウ化カリウム ヨウ素製剤

内服 ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 ヨウ化カリウム 無機質製剤

外用 ヨウ素「コザカイ・Ｍ」 ヨウ素 殺菌消毒剤

〇 内服 ラクツロースシロップ６５％「タカタ」 ラクツロース 高アンモニア血症・腸管機能改善剤

内服
ラコールＮＦ配合経腸用液（コーヒー、ミル

ク）
経腸成分栄養剤 経腸栄養剤

〇 外用
ラタノプロスト点眼液０．００５％「わかも

と」
ラタノプロスト 緑内障・高眼圧症治療剤

〇 外用 ラノコナゾール外用液１％「イワキ」 ラノコナゾール 抗真菌剤

注射 ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ ペラミビル水和物 抗インフルエンザウイルス剤

〇 内服 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ファイザー」 ラベプラゾールナトリウム プロトンポンプ阻害剤

〇 内服 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 ランソプラゾール プロトンポンプ・インヒビター

☆ 注射 ランマーク皮下注１２０ｍｇ デノスマブ（遺伝子組換え） ヒト型抗ＲＡＮＫＬモノクローナル抗体製剤

☆ 内服 リウマトレックスカプセル２ｍｇ メトトレキサート 抗リウマチ剤

☆ 内服 リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ エドキサバントシル酸塩水和物 経口ＦＸａ阻害剤

注射 リクラスト点滴静注液５ｍｇ ゾレドロン酸水和物 骨粗鬆症治療剤

注射 リコモジュリン点滴静注用１２８００ トロンボモデュリン　アルファ（遺伝子組換え） 血液凝固阻止剤

内服 リザベンカプセル１００ｍｇ トラニラスト アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤

〇 ☆ 内服 リスペリドン錠１ｍｇ「アメル」 リスペリドン 抗精神病剤

〇 ☆ 内服 リスペリドン内用液分包０．５ｍｇ「アメル」 リスペリドン 抗精神病剤

☆ 注射 リスモダンＰ静注５０ｍｇ ジソピラミドリン酸塩 不整脈治療剤
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注射 リゾビスト注 フェルカルボトラン ＭＲＩ用肝臓造影剤

〇 外用 リドカイン塩酸塩ゼリー２％「日新」 リドカイン塩酸塩 粘滑・表面麻酔剤

〇 注射
リドカイン塩酸塩注射液０．５％「ファイ

ザー」
リドカイン塩酸塩 局所麻酔剤

〇 注射 リドカイン塩酸塩注射液１％「ファイザー」 リドカイン塩酸塩 局所麻酔剤

〇 注射 リドカイン塩酸塩注射液２％「ファイザー」 リドカイン塩酸塩 局所麻酔剤

〇 内服 リドカイン塩酸塩ビスカス２％「日新」 リドカイン塩酸塩 表面麻酔剤

〇 ☆ 注射 リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 リドカイン塩酸塩 リドカイン注射液

〇 外用 リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」 リドカイン 貼付用局所麻酔剤

〇 注射 リネゾリド点滴静注液６００ｍｇ「明治」 リネゾリド オキサゾリジノン系合成抗菌剤

内服 リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包 パンクレリパーゼ 膵消化酵素補充剤

注射 リピオドール４８０注１０ｍＬ ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル
リンパ系・子宮卵管造影剤／医薬品又は医療機器

の調整用剤

〇 内服 リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 リファンピシン リファンピシン製剤

試 ☆ 内服 リベルサス錠３ｍｇ セマグルチド（遺伝子組換え） ２型糖尿病治療剤

☆ 内服 リボトリール錠０．５ｍｇ クロナゼパム 抗てんかん剤

〇 内服
リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワ

イ」
リマプロスト　アルファデクス ＰＧＥ１誘導体製剤

注射 硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ 硫酸マグネシウム水和物 補正用電解質液

外用 硫酸アルミニウムカリウム水和物 硫酸アルミニウムカリウム水和物 収斂剤

☆ 注射 リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ リュープロレリン酢酸塩 ＬＨ－ＲＨ誘導体徐放性製剤

〇 ☆ 注射
リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５

ｍｇ「あすか」
リュープロレリン酢酸塩 ＬＨ－ＲＨ誘導体徐放性製剤

注射 リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ
リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリ

ウム水和物
補正用電解質液

内服 リン酸コデイン散１％「日医工」 コデインリン酸塩水和物 鎮咳剤

内服 リンゼス錠０．２５ｍｇ リナクロチド グアニル酸シクラーゼＣ受容体アゴニスト

☆ 注射 リンデロン注２ｍｇ（０．４％） ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 合成副腎皮質ホルモン剤

注射
ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ／

ｍＬ
ラニビズマブ（遺伝子組換え） 眼科用ＶＥＧＦ阻害剤

内服 ルネスタ錠１ｍｇ エスゾピクロン 不眠症治療剤

外用 ルリコンクリーム１％ ルリコナゾール 抗真菌剤

内服 ルリッド錠１５０ ロキシスロマイシン 酸安定性・持続型マクロライド系抗生剤

注射 レギチーン注射液５ｍｇ フェントラミンメシル酸塩 褐色細胞腫用αブロッカー

内服 レクチゾール錠２５ｍｇ ジアフェニルスルホン 皮膚疾患治療剤

内服 レスタミンコーワ錠１０ｍｇ ジフェンヒドラミン塩酸塩 アレルギー性疾患治療剤

内服 レスプレン錠２０ｍｇ エプラジノン塩酸塩 鎮咳・気道粘液溶解剤

〇 ☆ 内服 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＮＫ」 レトロゾール 閉経後乳癌治療剤

内服 レナジェル錠２５０ｍｇ セベラマー塩酸塩 高リン血症治療剤

〇 内服 レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 レバミピド 胃炎・胃潰瘍治療剤

〇 内服 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 レボフロキサシン水和物 広範囲経口抗菌製剤

〇 注射
レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ／

１００ｍＬ「ＤＳＥＰ」
レボフロキサシン水和物 ニューキノロン系抗菌剤

〇 ☆ 注射
レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ヤクル

ト」
レボホリナートカルシウム水和物 活性型葉酸製剤

〇 ☆ 注射
レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ヤクル

ト」
レボホリナートカルシウム水和物 活性型葉酸製剤

☆ 注射 レミケード点滴静注用１００ インフリキシマブ（遺伝子組換え） 抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体製剤

〇 注射 レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」 レミフェンタニル塩酸塩 全身麻酔用鎮痛剤

注射 ロイコボリン注３ｍｇ ホリナートカルシウム 抗葉酸代謝拮抗剤

〇 外用 ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＪＧ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

〇 内服 ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 鎮痛・抗炎症・解熱剤

〇 注射
ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍ

Ｌ「Ｆ」
ロクロニウム臭化物 非脱分極性麻酔用筋弛緩剤

外用 ロコアテープ エスフルルビプロフェン・ハッカ油 経皮吸収型鎮痛消炎剤

外用 ロコイドクリーム０．１％ ヒドロコルチゾン酪酸エステル 外用副腎皮質ホルモン剤

外用 ロコイド軟膏０．１％ ヒドロコルチゾン酪酸エステル 外用副腎皮質ホルモン剤

〇 内服 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サンド」 ロサルタンカリウム Ａ－ＩＩアンタゴニスト

〇 内服 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「共創未来」 ロスバスタチンカルシウム ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤

内服 ロゼレム錠８ｍｇ ラメルテオン メラトニン受容体アゴニスト

注射 ロピオン静注５０ｍｇ フルルビプロフェン　アキセチル 非ステロイド性鎮痛剤

〇 内服 ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」 ロフラゼプ酸エチル 持続性心身安定剤

〇 内服 ロペラミド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ロペラミド塩酸塩 止瀉剤

〇 内服 ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 ロラゼパム マイナートランキライザー

〇 注射 ワイスタール配合静注用１ｇ
セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウ

ム
β－ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質

注射 ワゴスチグミン注０．５ｍｇ ネオスチグミンメチル硫酸塩 副交感神経興奮剤



試用 後発品 ハイリスク 剤型 薬品名 一般名 薬効

院内採用薬（名称順）

2021.06

☆ 内服 ワソラン錠４０ｍｇ ベラパミル塩酸塩 不整脈・虚血性心疾患治療剤

☆ 注射 ワソラン静注５ｍｇ ベラパミル塩酸塩 Ｃａ拮抗性不整脈治療剤

☆ 内服 ワーファリン錠１ｍｇ ワルファリンカリウム 抗凝固剤

内服 ワントラム錠１００ｍｇ トラマドール塩酸塩 持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤


