
後発品 試用 ハイリスク 薬品名 一般名 薬効

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

〇 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

Ｄドライ透析剤２．５Ｓ 人工透析用剤 人工腎臓透析用剤

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 ☆ ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 塩化カリウム 補正用電解質液

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

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

アイリーア硝子体内注射用キット40ｍｇ／ｍＬ アフリベルセプト（遺伝子組換え） 眼科用ＶＥＧＦ阻害剤

☆ 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

☆ 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

☆ 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

☆
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

〇 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 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

〇 試
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット

「テルモ」
L-アスパラギン酸カリウムキット カリウム製剤

〇 アセトキープ３Ｇ注５００ｍＬ 酢酸維持液（ブドウ糖加） 血液代用剤

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

☆ 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
アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ

「ＦＲＩ」
アデノシン 心臓疾患診断補助剤

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 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 ☆ 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

☆ 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

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

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

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

☆ 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

☆ 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

☆ 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

☆ 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 ☆ 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

☆ アミサリン注１００ｍｇ プロカインアミド塩酸塩 不整脈治療剤

☆ 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

アミパレン輸液　２００ｍＬ 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 総合アミノ酸製剤

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 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

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

アルチバ静注用２ｍｇ レミフェンタニル塩酸塩 全身麻酔用鎮痛剤

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

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
アルプロスタジルアルファデクス注射用２０μｇ

「タカタ」
アルプロスタジル　アルファデクス ＰＧＥ１製剤

〇
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用５０

０μｇ「タカタ」
アルプロスタジル　アルファデクス ＰＧＥ１製剤

〇 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

☆ 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

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

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

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

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 イオプロミド300注シリンジ100ｍＬ「ＦＲＩ」 イオプロミド 非イオン性尿路・血管造影剤

イオメロン３５０注１００ｍＬ イオメプロール 非イオン性造影剤

イオメロン３５０注２０ｍＬ イオメプロール 非イオン性造影剤

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

☆ イーケプラ点滴静注５００ｍｇ レベチラセタム 抗てんかん剤

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

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

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

☆ 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

〇 ☆
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 ☆
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

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
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〇 ☆
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

☆ 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

イントラリポス輸液２０％１００ｍＬ ダイズ油 脂肪乳剤

〇 ☆
インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「Ｎ

Ｋ」
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

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

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

☆ 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

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 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「日医工」 エダラボン 脳保護剤

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

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 ☆ 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 ☆ 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

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

〇
エポエチンアルファＢＳ注750シリンジ「ＪＣ

Ｒ」
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

エホチール注１０ｍｇ エチレフリン塩酸塩 昇圧剤

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 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

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

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

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

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 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

☆ 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

〇 オイパロミン３７０注１００ｍＬ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤

〇 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

〇 オイパロミン３７０注５０ｍＬ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤

〇 オイパロミン３７０注シリンジ１００ｍＬ イオパミドール 非イオン性尿路・血管造影剤

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

試 大塚蒸留水　100ｍL 注射用水 注射用水

大塚蒸留水　２０ｍＬ 注射用水 注射用水

大塚蒸留水　５００ｍＬ 注射用水 注射用水

大塚生食注　１００ｍＬ 生理食塩液 生理食塩液

大塚生食注　１Ｌ 生理食塩液 生理食塩液

大塚生食注　２０ｍＬ 生理食塩液 生理食塩液

大塚生食注　２５０ｍＬ 生理食塩液 生理食塩液

大塚生食注　５００ｍＬ 生理食塩液 生理食塩液

大塚生食注　５０ｍＬ 生理食塩液 生理食塩液

大塚糖液５％１００ｍＬ 精製ブドウ糖 糖類製剤

大塚糖液５％２０ｍＬ 精製ブドウ糖 糖類製剤

大塚糖液５％２５０ｍＬ 精製ブドウ糖 糖類製剤

大塚糖液５％５００ｍＬ 精製ブドウ糖 糖類製剤

大塚糖液５０％２００ｍＬ 精製ブドウ糖 糖類製剤

大塚糖液５０％２０ｍＬ 精製ブドウ糖 糖類製剤

〇 ☆ 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 ☆ 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

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

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 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

〇 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

試 ☆ 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

☆ 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

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

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

オムニパーク２４０注１０ｍＬ イオヘキソール 非イオン性造影剤

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 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

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

☆ 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
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☆
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 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

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

カーボスター透析剤・Ｌ６Ｌ 人工透析液 人工腎臓用透析液

カーミパック生理食塩液Ｌ１．３Ｌ 生理食塩液 生理食塩液

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
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液１０

０ｍｇ「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
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液２５

ｍｇ「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

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

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 ☆ 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 ☆ 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 ☆ 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

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

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

乾燥まむし抗毒素「ＫＭＢ」 乾燥まむしウマ抗毒素 抗毒素類

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 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

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

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

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 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

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

キンダリー透析剤ＡＦ２号　６Ｌ 人工透析液 人工腎臓用透析液

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 グラニセトロン静注液１ｍｇ「アイロム」 グラニセトロン塩酸塩 ５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤

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

〇 グリセレブ配合点滴静注　２００ｍＬ 濃グリセリン・果糖 頭蓋内圧亢進・浮腫治療，眼圧降下剤

クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍ

ｇ「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 グルアセト３５注　５００ｍＬ 維持液（ブドウ糖加） 維持液

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

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）

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）

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

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

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

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

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

ケタラール静注用２００ｍｇ ケタミン塩酸塩 全身麻酔剤

☆
ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ

／１ｍＬ
トリアムシノロンアセトニド 合成副腎皮質ホルモン剤

☆
ケナコルト－Ａ皮内用関節腔内用水懸注５０ｍｇ

／５ｍＬ
トリアムシノロンアセトニド 合成副腎皮質ホルモン剤

☆ 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

〇 ☆ 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 ☆ 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

献血アルブミン２５％静注12.5ｇ／50ｍＬ

「ニチヤク」
人血清アルブミン 血漿分画製剤

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

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

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

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

☆ 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

コートロシン注射用０．２５ｍｇ テトラコサクチド酢酸塩 合成ＡＣＴＨ製剤

☆ 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

☆ 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

☆ 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
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☆ 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

☆ 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

サイレース静注２ｍｇ フルニトラゼパム 麻酔導入剤

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 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

☆ 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

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 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

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

☆ ジゴシン注０．２５ｍｇ ジゴキシン ジギタリス配糖体製剤

〇 ☆ シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」 シスプラチン 抗悪性腫瘍剤

〇 ☆ シスプラチン注５０ｍｇ「日医工」 シスプラチン 抗悪性腫瘍剤

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 ジノプロスト注射液１０００μｇ「Ｆ」 ジノプロスト ＰＧＦ２α製剤

☆ ジプレキサ筋注用１０ｍｇ オランザピン 抗精神病剤

☆ 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

☆ 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Ｆａｂ’

断片製剤

☆ 静注用キシロカイン２％ リドカイン 抗不整脈剤

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 ☆ 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

☆ 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

☆ 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

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

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

〇 生食注キット「フソー」　１００ｍＬ 生理食塩液 生理食塩液

〇 生食注シリンジ「ＮＰ」 生理食塩液 生理食塩液

生理食塩液ＰＬ「フソー」　２Ｌ 生理食塩液 生理食塩液

生理食塩液バッグ「フソー」　１Ｌ 生理食塩液 生理食塩液

〇 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

〇 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 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 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
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

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

ソセゴン注射液１５ｍｇ ペンタゾシン 鎮痛剤

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

☆ 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

☆ 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

ソリューゲンＦ注　５００ｍＬ 酢酸リンゲル液 酢酸リンゲル液

☆ 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

☆ 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

☆ 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

☆ 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

☆ 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

ソルデム１輸液 ２００ｍＬ 開始液 開始液

ソルデム１輸液 ５００ｍＬ 開始液 開始液

ソルデム３Ａ輸液　２００ｍＬ 維持液 維持液

ソルデム３Ａ輸液　５００ｍＬ 維持液 維持液

ソルデム６輸液　５００ｍＬ 術後回復液 術後回復液

ソルラクト輸液　５００ｍＬ 乳酸リンゲル液 乳酸リンゲル液

〇 ☆ ゾレドロン酸点滴静注4ｍｇ／5ｍＬ「ニプロ」 ゾレドロン酸水和物 骨吸収抑制剤

☆ 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

〇 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 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

〇
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
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
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
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〇
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
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

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

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

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

〇 注射用ナファモスタット１０「ＭＥＥＫ」 ナファモスタットメシル酸塩 蛋白分解酵素阻害剤

〇 注射用ナファモスタット５０「ＭＥＥＫ」 ナファモスタットメシル酸塩 蛋白分解酵素阻害剤

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

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

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

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

低分子デキストランＬ注　２５０ｍＬ 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 ☆ 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 ☆ 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
デクスメデトミジン静注液２００μｇ／５０ｍＬ

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

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

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

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

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

デュピクセント皮下注３００ｍｇシリンジ 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

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 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 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

☆ 動注用アイエーコール５０ｍｇ シスプラチン 抗悪性腫瘍剤

〇 ☆ 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 ☆ 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 ☆ 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 ☆ 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

ドパストン静注２５ｍｇ レボドパ パーキンソニズム治療剤

〇 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

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

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 ☆
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 ☆ トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「ＮＫ」 トラスツズマブ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤

〇 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 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

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

☆ 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

☆ 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

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

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

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

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 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 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

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 ニトログリセリン静注5ｍｇ／10ｍＬ「ＴＥ」 ニトログリセリン ニトログリセリン注射液

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

ニューモバックスＮＰ 肺炎球菌ワクチン 細菌ワクチン類

ネオアミユー輸液　２００ｍＬ 腎不全用アミノ酸製剤 腎不全用総合アミノ酸製剤

☆ 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



後発品 試用 ハイリスク 薬品名 一般名 薬効

注射・自己注射（名称順）

2020.12

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

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

☆ 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

☆ 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

ノルアドリナリン注１ｍｇ ノルアドレナリン 血圧上昇剤

ハイカリックＲＦ輸液　５００ｍＬ 高カロリー輸液用基本液 高カロリー輸液用基本液

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

バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液１．３

９％
人工透析液 透析ろ過型人工腎臓用補充液

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

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

パーサビブ静注透析用５ｍｇ エテルカルセチド塩酸塩 カルシウム受容体作動薬

☆ 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

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

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

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

☆ ハラヴェン静注１ｍｇ エリブリンメシル酸塩 抗悪性腫瘍剤

バル筋注１００ｍｇ「ＡＦＰ」 ジメルカプロール 重金属解毒剤

〇 ☆ 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
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 パンテチン注１０％「小林」 パンテチン パンテチン製剤

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

ビカーボン輸液 重炭酸リンゲル液 細胞外液補充液

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

☆ 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 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 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

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

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

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 ☆
ヒドロコルチゾンリン酸エステルＮａ静注液５０

０ｍｇ「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

☆ 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

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

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

☆ 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

☆ 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

☆ 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

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 ファモチジン注射用２０ｍｇ「日医工」 ファモチジン Ｈ２受容体拮抗剤

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

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

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
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 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

フェジン静注４０ｍｇ 含糖酸化鉄 静注用鉄剤

☆ 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

☆ 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

〇 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 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

〇 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

〇 ブドウ糖注５０％シリンジ「テルモ」 精製ブドウ糖 糖類製剤

〇 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

☆ 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

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

〇 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 ☆ 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 ☆ 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 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 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 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
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〇 フロセミド注射液２０ｍｇ「日医工」 フロセミド 利尿降圧剤

☆ 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

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 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

〇 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 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

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

☆ 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

☆ 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

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
ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ２

０ｍＬ「ニプロ」
ヘパリンナトリウム 血液凝固阻止剤

〇
ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ

「ＳＮ」１０ｍＬ
ヘパリンナトリウム 血液凝固阻止剤

〇
ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍＬ

シリンジ「モチダ」
ヘパリンカルシウム 血液凝固阻止剤

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

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

☆ 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

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

ボスミン注１ｍｇ アドレナリン アドレナリン注射液

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

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

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

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

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

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

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

☆ マイトマイシン注用２ｍｇ マイトマイシンＣ 抗悪性腫瘍剤

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

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
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 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

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

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

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

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

〇 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 ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 ミダゾラム 催眠鎮静剤

〇 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
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

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

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

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

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

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 ミルリノン注１０ｍｇ「タカタ」 ミルリノン 急性心不全治療剤

メイロン静注７％２０ｍＬ 炭酸水素ナトリウム 制酸・中和剤

メイロン静注７％ ２５０ｍＬ 炭酸水素ナトリウム 制酸・中和剤

〇 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

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

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

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

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

☆ 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

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

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

☆ 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

リゾビスト注 フェルカルボトラン ＭＲＩ用肝臓造影剤

〇 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 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 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



後発品 試用 ハイリスク 薬品名 一般名 薬効

注射・自己注射（名称順）

2020.12

〇 ☆ 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

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

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

☆ リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ リュープロレリン酢酸塩 ＬＨ－ＲＨ誘導体徐放性製剤

〇 ☆
リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍ

ｇ「あすか」
リュープロレリン酢酸塩 ＬＨ－ＲＨ誘導体徐放性製剤

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

☆ 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

ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍ

Ｌ
ラニビズマブ（遺伝子組換え） 眼科用ＶＥＧＦ阻害剤

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

〇
レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ／１

００ｍＬ「ＤＳＥＰ」
レボフロキサシン水和物 ニューキノロン系抗菌剤

〇 ☆
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 ☆ 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

☆ 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 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

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
ロクロニウム臭化物静注液50ｍｇ／5.0ｍＬ

「Ｆ」
ロクロニウム臭化物 非脱分極性麻酔用筋弛緩剤

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 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

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

☆ 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


