
内用薬
薬効分類 医薬品名 一般名 規格単位 会社名

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 アルプラゾラム錠 0.4mg1錠 メディサ=沢井
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 フルニトラゼパム錠 1mg1錠 共和薬品
ブロチゾラムOD錠0.25mg「JG」 ブロチゾラム錠 0.25mg1錠 大興=日本ジェネ

リック
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 ロラゼパム錠 0.5mg1錠 沢井
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」 ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg1錠 沢井
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg1錠 沢井
バレリンシロップ5% バルプロ酸ナトリウムシロップ 5%1mL 大日本住友
バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」 バルプロ酸ナトリウム徐放錠 200mg1錠 東和薬品
カロナール細粒50% アセトアミノフェン細粒 50%1g あゆみ製薬
カロナール錠200 アセトアミノフェン錠 200mg1錠 あゆみ製薬
カロナール錠500 アセトアミノフェン錠 500mg1錠 あゆみ製薬
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カプセル 37.5mg1カプセ

ル
東和薬品

ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 ジクロフェナクナトリウム錠 25mg1錠 東和薬品
その他の解熱鎮痛消
炎剤

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錠 60mg1錠 エルメッドエーザ
イ

エチゾラム錠0.5mg「NP」 エチゾラム錠 0.5mg1錠 ニプロ
エチゾラム錠1mg「NP」 エチゾラム錠 1mg1錠 ニプロ
オランザピンOD錠2.5mg「明治」 オランザピン錠 2.5mg1錠 MeijiSeika
オランザピンOD錠5mg「明治」 オランザピン錠 5mg1錠 MeijiSeika
クエチアピン錠25mg「明治」 クエチアピンフマル酸塩錠 25mg1錠 MeijiSeika
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 トラゾドン塩酸塩錠 25mg1錠 共和薬品
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 トラゾドン塩酸塩錠 50mg1錠 共和薬品
ベタナミン錠10mg ペモリン錠 10mg1錠 三和化学
リスペリドン内用液1mg/mL「MEEK」 リスペリドン液 0.1%1mL 小林化工

=MeijiSeika
リスペリドンOD錠1mg「タカタ」 リスペリドン錠 1mg1錠 高田

キシリジン系製剤 アネトカインビスカス2% リドカイン塩酸塩液 2%1mL 小林化工
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 ビソプロロールフマル酸塩2.5mg錠 2.5mg1錠 東和薬品
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」 ビソプロロールフマル酸塩5mg錠 5mg1錠 沢井

抗アルドステロン製
剤；トリアムテレン
等

スピロノラクトン錠25mg「日医工」 スピロノラクトン25mg錠 25mg1錠 日医工

ベンゾジアゼピン系
製剤

その他の催眠鎮静
剤、抗不安剤
その他の抗てんかん
剤
アニリン系製剤；メ
フェナム酸、フル
フェナム酸等
フェニル酢酸系製剤

その他の精神神経用
剤

β-遮断剤



内用薬
薬効分類 医薬品名 一般名 規格単位 会社名

イソソルビド内用液70%「CEO」 イソソルビド液 70%1mL セオリア=武田
フロセミド細粒4%「EMEC」 フロセミド細粒 4%1g エルメッドエーザ

イ
フロセミド錠20mg「テバ」 フロセミド錠 20mg1錠 テバ製薬
フロセミド錠40mg「テバ」 フロセミド錠 40mg1錠 テバ製薬
カンデサルタンOD錠2mg「EE」 カンデサルタン シレキセチル錠 2mg1錠 エルメッドエーザ

イ
カンデサルタンOD錠8mg「EE」 カンデサルタン シレキセチル錠 8mg1錠 エルメッドエーザ

イ
血管収縮剤 ジヒデルゴット錠1mg ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩錠 1mg1錠 ノバルティス

アムロジピンOD錠2.5mg「テバ」 アムロジピンベシル酸塩錠 2.5mg1錠 テバ製薬
アムロジピンOD錠5mg「テバ」 アムロジピンベシル酸塩錠 5mg1錠 テバ製薬
ニコランジル錠5mg「日医工」 ニコランジル5mg錠 5mg1錠 日医工
ニトロペン舌下錠0.3mg ニトログリセリン錠 0.3mg1錠 日本化薬
ニフェジピンCR錠10mg「NP」 ニフェジピン徐放錠 10mg1錠 ニプロ
ニフェジピンCR錠20mg「NP」 ニフェジピン徐放錠 20mg1錠 ニプロ
ニフェジピンCR錠40mg「NP」 ニフェジピン徐放錠 40mg1錠 ニプロ
ニフェジピンL錠20mg「サワイ」 ニフェジピン20mg徐放錠 20mg1錠 沢井=日本ジェネ

リック
ベニジピン塩酸塩錠2mg「サワイ」 ベニジピン塩酸塩錠 2mg1錠 メディサ=沢井
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」 ベラパミル塩酸塩錠 40mg1錠 大興=日本ジェネ

リック
クロフィブラート系
製剤

ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 ベザフィブラート200mg徐放錠 200mg1錠 東和薬品

その他の高脂血症用
剤

アトルバスタチン錠5mg「日医工」 アトルバスタチンカルシウム5mg錠 5mg1錠 日医工

その他の循環器官用
薬

カリセラム-Na末 ポリスチレンスルホン酸ナトリウム 1g 扶桑

カルボシステインシロップ5%「JG」 カルボシステインシロップ 5%1mL 大興=日本ジェネ
リック

カルボシステイン錠250mg「サワイ」 カルボシステイン錠 250mg1錠 沢井
ブロムヘキシン製剤 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錠 4mg1錠 沢井

アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 アンブロキソール塩酸塩15mg錠 15mg1錠 沢井
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%
「トーワ」

アンブロキソール塩酸塩シロップ 0.3%1mL 東和薬品

植物性製剤 サリパラ液 桜皮エキス液 10mL 丸石

その他の利尿剤

その他の血圧降下剤

冠血管拡張剤

システイン系製剤

その他の去痰剤



内用薬
薬効分類 医薬品名 一般名 規格単位 会社名

キサンチン系製剤 テオロング顆粒50% テオフィリン徐放顆粒 50%1g エーザイ
ビオフェルミンR散 耐性乳酸菌製剤散 1g ビオフェルミン=武

田
ビオフェルミンR錠 耐性乳酸菌製剤錠 1錠 ビオフェルミン=武

田
ジメチコン製剤 バロス消泡内用液2% ジメチコンシロップ 2%1mL 堀井
その他の止瀉剤、整
腸剤

ロペラミド錠1mg「EMEC」 塩酸ロペラミド1mg錠 1mg1錠 サンノーバ=エル
メッドエーザイ

ファモチジンD錠20mg「日医工」 ファモチジン20mg錠 20mg1錠 日医工
ファモチジン散2%「日医工」 ファモチジン散 2%1g 日医工
ファモチジンD錠10mg「日医工」 ファモチジン錠 10mg1錠 日医工
ラニチジン錠150mg「サワイ」 ラニチジン塩酸塩150mg錠 150mg1錠 沢井
アルクレイン内用液5% アルギン酸ナトリウム液 10mL 鶴原=日医工
スクラルファート内用液10%「タイヨー」 スクラルファート水和物液 10%1mL テバ製薬
スクラルファート顆粒90%「トーワ」 スクラルファート水和物顆粒 90%1g 東和薬品
テプレノンカプセル50mg「トーワ」 テプレノンカプセル 50mg1カプセル 東和薬品

テプレノン細粒10%「トーワ」 テプレノン細粒 10%1g 東和薬品
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 ポラプレジンク錠 75mg1錠 沢井
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「タイヨー」 ラベプラゾールナトリウム錠 10mg1錠 大興=テバ製薬

ランソプラゾールOD錠15mg「DK」 ランソプラゾール錠 15mg1錠 大興=三和化学=共
和クリティケア

ランソプラゾールOD錠30mg「DK」 ランソプラゾール錠 30mg1錠 大興=三和化学=共
和クリティケア

その他の健胃消化剤 エクセラーゼ配合カプセル サナクターゼ配合剤カプセル 1カプセル MeijiSeika

無機塩製剤；炭酸水
素ナトリウム等

マグミット錠330mg 酸化マグネシウム錠 330mg1錠 協和化学=シオエ=
丸石=日医工

マーロックス懸濁用配合顆粒 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウムシ
ロップ用

1g サノフィ

アシドレス配合内服液 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム液 10mL 中北=カイゲン
ファーマ

活性生菌製剤

Ｈ２遮断剤

その他の消化性潰瘍
用剤

その他の制酸剤



内用薬
薬効分類 医薬品名 一般名 規格単位 会社名

植物性製剤；センナ
等

センノシド錠12mg「サワイ」 センノシド錠 12mg1錠 沢井

ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「PP」 ピコスルファートナトリウム水和物液 0.75%1mL ポーラファルマ

ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」 ピコスルファートナトリウム水和物錠 2.5mg1錠 日医工

胆汁酸製剤 ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 ウルソデオキシコール酸錠 100mg1錠 東和薬品
プラミールシロップ0.1% メトクロプラミドシロップ 0.1%10mL ナガセ=ファイザー

ペラプリン錠5mg メトクロプラミド錠 5mg1錠 テバ製薬
メトクロプラミド錠5mg「テバ」 メトクロプラミド錠 5mg1錠 テバ製薬
モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」 モサプリドクエン酸塩水和物錠 5mg1錠 ニプロ
リネステロン散0.1% ベタメタゾン散 0.1%1g 扶桑
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 ベタメタゾン錠 0.5mg1錠 沢井

合成黄体ホルモン製
剤

プロゲストン錠2.5mg メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2.5mg1錠 富士製薬

タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「ファイザー」 タムスロシン塩酸塩0.1mg錠 0.1mg1錠 ファイザー
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」 タムスロシン塩酸塩0.2mg錠 0.2mg1錠 ファイザー
アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」 アルファカルシドール0.5μgカプセル 0.5μg1カプセル 東和薬品

アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」 アルファカルシドール1μgカプセル 1μg1カプセル 東和薬品
ビタミンＢ１誘導体
製剤

ビタファントF錠25 フルスルチアミン錠 25mg1錠 東和薬品

ビタミンＢ１２剤 メチコバール錠250μg メコバラミン錠 0.25mg1錠 エーザイ
その他の混合ビタミ
ン剤（ビタミンＡ・
Ｄ混合製剤を除く）

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顆粒 1g 東和薬品

クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」 クエン酸第一鉄ナトリウム錠 鉄50mg1錠 日本ジェネリック

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

インクレミンシロップ5% 溶性ピロリン酸第二鉄シロップ 1mL アルフレッサ
ファーマ

その他の無機質製剤 ケーサプライ錠600mg 塩化カリウム徐放錠 600mg1錠 佐藤薬品=アルフ
レッサファーマ

その他の下剤、浣腸
剤

他に分類されない消
化器官用薬

フッ素付加副腎皮質
ホルモン製剤

その他の泌尿生殖器
官及び肛門用薬
合成ビタミンＤ製剤

鉄化合物製剤（有機
酸鉄を含む）



内用薬

薬効分類 医薬品名 一般名 規格単位 会社名

混合アミノ酸製剤 ヘパアクト配合顆粒 イソロイシン・ロイシン・バリン顆粒 4.5g1包 東亜薬品=日本臓器
=ケミファ

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医
工」

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム10%散 10%1g 日医工

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

バイアスピリン錠100mg アスピリン腸溶錠 100mg1錠 バイエル
イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」 イコサペント酸エチルカプセル 300mg1カプセ

ル
メディサ=沢井

リマプロストアルファデクス錠5μg「F」 リマプロスト アルファデクス錠 5μg1錠 富士製薬
その他の解毒剤 ホリナート錠25mg「タイホウ」  ホリナートカルシウム錠 25mg1錠 岡山大鵬

アロプリノール製剤 アロプリノール錠100mg「サワイ」 アロプリノール100mg錠 100mg1錠 沢井

グリメピリドOD錠1mg「KN」 グリメピリド錠 1mg1錠 小林化工
グリメピリドOD錠3mg「KN」 グリメピリド錠 3mg1錠 小林化工
ナテグリニド錠90mg「テバ」 ナテグリニド錠 90mg1錠 武田テバ薬品=テバ

製薬
ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」 ボグリボース錠 0.2mg1錠 シオノ=ケミファ
ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」 ボグリボース錠 0.3mg1錠 シオノ=ケミファ
カモスタットメシル酸塩錠100mg「JG」 カモスタットメシル酸塩100mg錠 100mg1錠 日本ジェネリック

タクロリムスカプセル0.5mg「ファイザー」 タクロリムス水和物カプセル 0.5mg1カプセ
ル

マイラン=ファイ
ザー

タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 タクロリムス水和物カプセル 1mg1カプセル マイラン=ファイ
ザー

ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「ファ
イザー」

ミコフェノール酸 モフェチルカプセル 250mg1カプセ
ル

マイラン=ファイ
ザー

ピアーレシロップ65% ラクツロースシロップ 65%1mL 高田=日本化薬
ピアーレDS95% ラクツロースシロップ用 95%1g 高田=日本化薬
アナストロゾール錠1mg「トーワ」 アナストロゾール錠 1mg1錠 東和薬品
タモキシフェン錠10mg「バイエル」 タモキシフェンクエン酸塩錠 10mg1錠 バイエル
タモキシフェン錠20mg「バイエル」 タモキシフェンクエン酸塩錠 20mg1錠 バイエル
ビカルタミド錠80mg「トーワ」 ビカルタミド錠 80mg1錠 東和薬品

カルバゾクロム系製
剤

他に分類されない血
液・体液用薬

スルフォニル尿素系
製剤
その他の糖尿病用剤

他に分類されないそ
の他の代謝性医薬品

その他の抗悪性腫瘍
用剤



内用薬

薬効分類 医薬品名 一般名 規格単位 会社名

エピナスチン塩酸塩錠10mg「JG」 エピナスチン塩酸塩10mg錠 10mg1錠 長生堂=日本ジェネ
リック

オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「MEEK」 オロパタジン塩酸塩錠 5mg1錠 小林化工
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「サワイ」 フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg1錠 沢井

プランルカストカプセル112.5mg「DK」 プランルカスト水和物カプセル 112.5mg1カプ
セル

大興=三和化学

プランルカストドライシロップ10%「DK」 プランルカスト水和物シロップ用 10%1g 大興=三和化学
モンテルカスト錠5mg「KM」 モンテルカストナトリウム錠 5mg1錠 キョーリンリメ

ディオ=杏林
ロラタジンOD錠10mg「アメル」 ロラタジン錠 10mg1錠 共和薬品=三和化学

ペニシリン系抗生物
質製剤；合成ペニシ
リン

アモキシシリンカプセル250mg「NP」 アモキシシリン水和物カプセル 250mg1カプセ
ル

ニプロ

セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」 セフジトレン ピボキシル細粒 100mg1g 東和薬品

セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」 セフジトレン ピボキシル錠 100mg1錠 沢井

クラリスロマイシンDS10%「MEEK」 クラリスロマイシンシロップ用 100mg1g 小林化工
=MeijiSeika

クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 クラリスロマイシン錠 200mg1錠 沢井
テトラサイクリン系
抗生物質製剤

ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg1錠 沢井

レボフロキサシンOD錠250mg「トーワ」 レボフロキサシン水和物錠 250mg1錠(レボ
フロキサシンと
して)

東和薬品

シプロフロキサシン錠200mg「JG」 塩酸シプロフロキサシン200mg錠 200mg1錠 長生堂=日本ジェネ
リック

抗ウイルス剤 アストリックドライシロップ80% アシクロビルシロップ用 80%1g 日本化薬
ダイフェン配合錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠 1錠 鶴原
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 フルコナゾールカプセル 100mg1カプセ

ル

沢井

フルコナゾールカプセル50mg「F」 フルコナゾールカプセル 50mg1カプセル 富士製薬

造影補助剤 バリエース発泡顆粒 炭酸水素ナトリウム・酒石酸顆粒 1g 伏見

セフェム系抗生物質
製剤

その他の主としてグ
ラム陽性菌、マイコ
プラズマに作用する

ピリドンカルボン酸
系製剤

その他の化学療法剤

その他のアレルギー
用薬



内用薬

薬効分類 医薬品名 一般名 規格単位 会社名

他に分類されない治
療を主目的としない
医薬品

ムーベン配合内用液 ナトリウム・カリウム配合剤液 500mL1瓶 日本製薬=武田

モルペス細粒2% モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒 2%1g 藤本
モルペス細粒6% モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒 6%1g 藤本
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徐放カプセル 10mg1カプセル 帝國製薬=テルモ

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徐放カプセル 20mg1カプセル 帝國製薬=テルモ

オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」 オキシコドン塩酸塩水和物徐放カプセル 40mg1カプセル 帝國製薬=テルモ

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徐放カプセル 5mg1カプセル 帝國製薬=テルモ

モルヒネ系製剤

その他のあへんアル
カロイド系麻薬



外用薬
薬効分類 医薬品名 一般名 規格単位 会社名

ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」 ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg1個 日新製薬=久光
ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」 ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg1個 日新製薬=久光
キシロカインポンプスプレー8% リドカイン噴霧剤 1g アストラゼネカ
アネトカインゼリー2% リドカイン塩酸塩ゼリー 2%1mL 小林化工

その他の眼科用剤 ベルベゾロンF点眼・点鼻液 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオ
マイシン硫酸塩液

1mL 日本点眼薬

ブロムヘキシン製剤 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吸入剤 0.2%1mL テバ製薬

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

0.1%1g ニプロ

アズノールうがい液4% アズレンスルホン酸ナトリウム水和物含嗽剤 4%1mL 日本点眼薬=日本新
薬

ポビドンヨードガーグル液7%「明治」 ポビドンヨード含嗽剤 7%1mL 日東メディック
=MeijiSeika

グリセリン浣腸「オヲタ」150 グリセリン浣腸 50%150mL1個 帝國製薬=日医工
グリセリン浣腸「オヲタ」60 グリセリン浣腸 50%60mL1個 帝國製薬=日医工
SPトローチ0.25mg「明治」 デカリニウム塩化物トローチ 0.25mg1錠 MeijiSeika
デキサルチン口腔用軟膏1mg/g デキサメタゾン軟膏 0.1%1g 日本化薬
ネリザ坐剤 ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン坐剤 1個 ジェイドルフ

ネリザ軟膏 ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン軟膏 1g ジェイドルフ

ヘモポリゾン軟膏 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン軟膏 1g ジェイドルフ
ポピヨドン液10% ポビドンヨード液 10%10mL 吉田製薬
ポピヨドンスクラブ7.5% ポビドンヨード液 7.5%10mL 吉田製薬
ポビドンヨードゲル10%「明治」 ポビドンヨードゲル 10%10g 日東メディック

=MeijiSeika
アルコール製剤 70%イソプロ液「ヤクハン」 イソプロパノール液 70%10mL ヤクハン

ケンエーアクリノール液0.1 アクリノール水和物液 0.1%10mL 健栄
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液 10%10mL 丸石
マスキンR・エタノール液(0.5w/v%) クロルヘキシジングルコン酸塩液 0.5%10mL 丸石=ニプロ

外用抗生物質製剤；
ペニシリン軟膏等

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 1mg1g 岩城

オイラゾンクリーム0.1% デキサメタゾンクリーム 0.1%1g GSKCHJ=ノバル
ティス

デルムサットクリーム0.1% デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム 0.1%1g 東光=ラクール

フェニル酢酸系製剤

キシリジン系製剤

グリセリン製剤

他に分類されない消
化器官用薬
その他の痔疾用剤

その他の外皮用殺菌
消毒剤

副腎皮質ホルモン製
剤

含嗽剤

ヨウ素化合物；ヨー
ドチンキ等



外用薬
薬効分類 医薬品名 一般名 規格単位 会社名

抗生物質及び副腎皮
質ホルモン混合製剤

デキサンVG軟膏0.12% ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸
塩軟膏

1g 富士製薬=日医工

インドメタシンクリーム1%「日医工」 インドメタシンクリーム 1%1g 日医工
インドメタシンパップ70mg「BMD」 インドメタシン貼付剤 10cm×14cm1枚 ビオメディクス=

ファイザー
ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」 ケトプロフェン貼付剤 7cm×10cm1枚 帝國製薬=日医工=

日本ジェネリック

MS温シップ「タイホウ」 パップ剤 10g 岡山大鵬=大鵬薬品
=日本化薬=三笠

ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤 10cm×14cm1枚 祐徳

外用サリチル酸系製
剤

5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 サリチル酸軟膏 5%10g 東豊=ヤクハン=吉
田製薬

その他の皮膚軟化剤
（腐食剤を含む）

ウリモックスクリーム10% 尿素軟膏 10%1g 池田薬品=日医工

他に分類されない外
皮用薬

メイスパン配合軟膏 精製白糖・ポビドンヨード軟膏 1g 日東メディック
=MeijiSeika

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 酸化セルロース貼付剤 5.1cm×7.6cm1
枚

ジョンソン

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 酸化セルロース貼付剤 綿型5.1cm×
2.5cm1枚

ジョンソン

ビーソフテンローション0.3% ヘパリン類似物質液 1g 帝國製薬=日医工=
持田

ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」 ヘパリン類似物質軟膏 1g ニプロ

バリウム塩製剤 エネマスター注腸散 硫酸バリウム散 98.1%10g 伏見

その他の血液凝固阻
止剤

その他の鎮痛、鎮
痒、収斂、消炎剤

セルロース系製剤
（可吸収性充填止血
ガーゼ類を含む）



薬効分類 医薬品名 一般名 規格単位 会社名

1%プロポフォール注「マルイシ」 プロポフォール注射液 1g100mL1瓶 丸石
1%プロポフォール注「マルイシ」 プロポフォール注射液 200mg20mL1管 丸石

ベンゾジアゼピン系
製剤

ミダゾラム注射液10mg「テバ」 ミダゾラム注射液 10mg2mL1管 テバ製薬

エダラボン点滴静注液30mg「日医工」 エダラボン注射液 30mg20mL1管 日医工

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セボフルラン吸入剤 250mL1mL1瓶 日興製薬

キシリジン系製剤 オリベス点滴用1% リドカイン注射液 1%200mL1袋 高田
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キット 0.05%1mL1筒 テルモ
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注射液 2%1mL1管 日医工ファーマ
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「ファイ
ザー」

ドパミン塩酸塩キット 0.1%200mL1袋 マイラン=ファイ
ザー

ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイ
ザー」

ドパミン塩酸塩キット 0.3%200mL1袋 マイラン=ファイ
ザー

ミルリノン注10「KN」 ミルリノン注射液 10mg10mL1管 小林化工=アルフ
レッサファーマ

その他の不整脈用剤 ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」 ベラパミル塩酸塩注射液 0.25%2mL1管 テバ製薬

その他の利尿剤 フロセミド注20mg「テバ」 フロセミド注射液 20mg1管 テバ製薬
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10mg10mL注射液 10mg10mL1管 沢井
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg2mL1管 沢井

冠血管拡張剤 ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」 ニコランジル注射用 12mg1瓶 沢井
その他の循環器官用
薬

グリセレブ配合点滴静注 濃グリセリン・果糖注射液 200mL1袋 テルモ

その他の呼吸促進剤 フルマゼニル静注液0.5mg「サワイ」 フルマゼニル注射液 0.5mg5mL1管 沢井

ブロムヘキシン製剤 ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 ブロムヘキシン塩酸塩注射液 0.2%2mL1管 テバ製薬

ファモチジン注射用20mg「日医工」 ファモチジン注射用 20mg1瓶 日医工
ラニチジン注射液50mg「タイヨー」 ラニチジン塩酸塩注射液 2.5%2mL1管 テバ製薬

その他の消化性潰瘍
用剤

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注射用 20mg1瓶 日医工

グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「テバ」 グラニセトロン塩酸塩キット 1mg50mL1袋 テバ製薬

グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」 グラニセトロン塩酸塩キット 3mg50mL1袋 光=共和クリティケ
ア

その他の中枢神経系
用薬

その他の全身麻酔剤

アトロピン系製剤

その他の強心剤

その他の血圧降下剤

Ｈ２遮断剤

鎮吐剤

注射薬（※放射性医薬品・造影剤の一部で記載のないものがあります）



薬効分類 医薬品名 一般名 規格単位 会社名

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)静注用 100mg1瓶 日本化薬
メトクロプラミド注10mg「テバ」 塩酸メトクロプラミド注射液 0.5%2mL1管 テバ製薬

エピネフリン製剤 アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 アドレナリンキット 0.1%1mL1筒 テルモ
フッ素付加副腎皮質
ホルモン製剤

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注射液 6.6mg2mL1瓶 富士製薬

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用
125mg「サワイ」

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
125mg注射用

125mg1瓶(溶解
液付)

沢井

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用
500mg「サワイ」

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
500mg注射用

500mg1瓶(溶解
液付)

沢井

パントテン酸系製剤 パンテニール注500mg パンテノール注射液 500mg1管 共和クリティケア=
日本ジェネリック

その他の混合ビタミ
ン剤（ビタミンＡ・
Ｄ混合製剤を除く）

ビタジェクト注キット 高カロリー輸液用総合ビタミン剤キット 2筒1キット テルモ

その他の無機質製剤 ミネラミック注 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤注射液 2mL1管 東和薬品

イントラリポス輸液20% ダイズ油注射液 20%100mL1袋 大塚工場=大塚製薬

イントラリポス輸液20% ダイズ油注射液 20%250mL1袋 大塚工場=大塚製薬

イントラリポス輸液20% ダイズ油注射液 20%50mL1袋 大塚工場=大塚製薬

生食注シリンジ「NP」 生理食塩液キット 10mL1筒 ニプロ
生食注シリンジ「オーツカ」10mL 生理食塩液キット 10mL1筒 大塚工場=大塚製薬

生食注シリンジ「NP」 生理食塩液キット 20mL1筒 ニプロ
生食注シリンジ「オーツカ」20mL 生理食塩液キット 20mL1筒 大塚工場=大塚製薬

生食注シリンジ50mL「ニプロ」 生理食塩液キット 50mL1筒 ニプロ

他に分類されない消
化器官用薬

プレドニゾロン系製
剤

他に分類されない滋
養強壮薬

生理食塩液類

注射薬（※放射性医薬品・造影剤の一部で記載のないものがあります）



薬効分類 医薬品名 一般名 規格単位 会社名

サリンヘス輸液6% ヒドロキシエチルデンプン70000注射液 6%500mL1袋 フレゼニウスK=大
塚工場=大塚製薬

KCL注20mEqキット「テルモ」 塩化カリウム注射液キット 1モル20mL1
キット

テルモ

ソルデム3A輸液 維持液 200mL1袋 テルモ
ソルデム3A輸液 維持液 500mL1袋 テルモ
ソルデム2輸液 脱水補給液 500mL1袋 テルモ
ソルアセトF輸液 酢酸リンゲル液 500mL1袋 テルモ
ソルデム1輸液 開始液 200mL1袋 テルモ
ソルデム1輸液 開始液 500mL1袋 テルモ
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg
「日医工」

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物注射液 0.5%10mL1管 日医工

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg
「日医工」

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物注射液 0.5%20mL1管 日医工

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キット 1,000単位
10mL1筒

大塚工場=大塚製薬

ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツ
カ」10mL

ヘパリンナトリウムキット 100単位10mL1
筒

大塚工場=大塚製薬

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)キット 150μg0.6mL1筒 富士製薬

フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」 フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット 300μg0.7mL1筒 富士製薬

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)キット 75μg0.3mL1筒 富士製薬
人工腎臓透析用剤 サブパック血液ろ過用補充液-Bi 人工透析液キット 2020mL1キット ニプロ

その他の肝臓疾患用
剤

ヒシファーゲン配合静注シリンジ グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤キッ
ト

20mL1筒 ニプロ

レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」 レボホリナートカルシウム注射用 100mg1瓶 東和薬品
レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」 レボホリナートカルシウム注射用 25mg1瓶 東和薬品
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トー
ワ」

ゾレドロン酸水和物注射液 4mg100mL1袋 東和薬品

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10mg注射用 10mg1瓶 小林化工
=MeijiSeika

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注射用 50mg1瓶 小林化工
=MeijiSeika

その他の血液代用剤

注射薬（※放射性医薬品・造影剤の一部で記載のないものがあります）

ヘパリン製剤

他に分類されない血
液・体液用薬

その他の解毒剤

他に分類されないそ
の他の代謝性医薬品

カルバゾクロム系製
剤



薬効分類 医薬品名 一般名 規格単位 会社名

フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 フルオロウラシル注射液 1,000mg1瓶 東和薬品

フルオロウラシル注250mg「トーワ」 フルオロウラシル注射液 250mg1瓶 東和薬品

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注射用 1g1瓶 高田=ヤクルト
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注射用 200mg1瓶 高田=ヤクルト
シタラビン点滴静注液1g「テバ」 シタラビン注射液 1g1瓶 テバ製薬
シタラビン点滴静注液400mg「テバ」 シタラビン注射液 400mg1瓶 テバ製薬
エピルビシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」 エピルビシン塩酸塩注射用 10mg1瓶 沢井
エピルビシン塩酸塩注射用50mg「サワイ」 エピルビシン塩酸塩注射用 50mg1瓶 沢井
ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」 ドキソルビシン塩酸塩注射液 10mg5mL1瓶 サンド
ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」 ドキソルビシン塩酸塩注射液 50mg25mL1瓶 サンド
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 100mg5mL1瓶 東和薬品

イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 40mg2mL1瓶 東和薬品

エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 エトポシド注射液 100mg5mL1瓶 サンド
ドセタキセル点滴静注液20mg/1mL「トーワ」 ドセタキセル注射液 20mg1mL1瓶 東和薬品

ドセタキセル点滴静注液80mg/4mL「トーワ」 ドセタキセル注射液 80mg4mL1瓶 東和薬品

パクリタキセル注射液100mg「ホスピーラ」 パクリタキセル注射液 100mg16.7mL1
瓶

ファイザー=持田

パクリタキセル注射液30mg「ホスピーラ」 パクリタキセル注射液 30mg5mL1瓶 ファイザー=持田

ロゼウス静注液10mg ビノレルビン酒石酸塩注射液 10mg1mL1瓶 日本化薬
ロゼウス静注液40mg ビノレルビン酒石酸塩注射液 40mg4mL1瓶 日本化薬

フルオロウラシル系
製剤

注射薬（※放射性医薬品・造影剤の一部で記載のないものがあります）

シトシン系製剤

アントラサイクリン
系抗生物質製剤

抗腫瘍性植物成分製
剤



薬効分類 医薬品名 一般名 規格単位 会社名

オキサリプラチン点滴静注液100mg「サワイ」 オキサリプラチン注射液 100mg20mL1瓶 沢井

オキサリプラチン点滴静注液200mg「サワイ」 オキサリプラチン注射液 200mg40mL1瓶 沢井

オキサリプラチン点滴静注液50mg「サワイ」 オキサリプラチン注射液 50mg10mL1瓶 沢井
カルボプラチン注射液150mg「日医工」 カルボプラチン注射液 150mg15mL1瓶 日医工

カルボプラチン注射液450mg「日医工」 カルボプラチン注射液 450mg45mL1瓶 日医工

カルボプラチン注射液50mg「日医工」 カルボプラチン注射液 50mg5mL1瓶 日医工
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 シスプラチン注射液 10mg20mL1瓶 日医工ファーマ=ヤ

クルト
シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」 シスプラチン注射液 25mg50mL1瓶 日医工ファーマ=ヤ

クルト
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 シスプラチン注射液 50mg100mL1瓶 日医工ファーマ=ヤ

クルト
放射性医薬品 イオフェタミン(123I)注射液「第一」 塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)

注射液
10MBq 富士フイルムRI

バンコマイシン製剤 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」 バンコマイシン塩酸塩注射用 0.5g1瓶 小林化工
=MeijiSeika

その他の主としてグ
ラム陽性菌に作用す
るもの

テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」 テイコプラニン注射用 200mg1瓶 東和薬品

アミノ糖系抗生物質
製剤

アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」 アミカシン硫酸塩200mg注射液 200mg1管 沢井

セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」 セファゾリンナトリウムキット 1g1キット(生理 大塚製薬
セファゾリンNa注射用1g「NP」 セファゾリンナトリウム注射用 1g1瓶 ニプロ
セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」 セフェピム塩酸塩水和物注射用 1g1瓶 ケミックス=共和薬

品
セフタジジム静注用1g「マイラン」 セフタジジム水和物静注用 1g1瓶 マイラン=ファイ

ザー
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静注用 1g1瓶 日医工

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静注用 1g1瓶 ニプロ

注射薬（※放射性医薬品・造影剤の一部で記載のないものがあります）

その他の抗悪性腫瘍
用剤

セフェム系抗生物質
製剤



薬効分類 医薬品名 一般名 規格単位 会社名

アミノ糖系抗生物質
製剤

ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」 ゲンタマイシン硫酸塩注射液 60mg1管 日医工

イミペネム・シラスタチン点滴用0.5g「サンド」 イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム注射用 500mg1瓶 サンド

スルバシリン静注用1.5g スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム
静注用

(1.5g)1瓶 MeijiSeika

セフォン静注用1g スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウ
ム静注用

(1g)1瓶 日医工

タゾピペ配合点滴静注用4.5「SN」 タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム
キット

(4.5g)1瓶 光製薬

タゾピペ配合静注用2.25「SN」 タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム
静注用

(2.25g)1瓶 光製薬

メロペネム点滴静注用0.5g「NP」 メロペネム水和物注射用 500mg1瓶 ニプロ

テトラサイクリン系
抗生物質製剤

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」 ミノサイクリン塩酸塩100mg静注用 100mg1瓶 日医工

ピリドンカルボン酸
系製剤

シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明
治」

シプロフロキサシン注射液 300mg150mL1
袋

MeijiSeika

抗ウイルス剤 ビクロックス点滴静注250mg アシクロビル注射液 250mg1管 小林化工
=MeijiSeika

その他の化学療法剤 フルコナゾール静注液0.2%「F」 フルコナゾール注射液 0.2%50mL1袋 富士製薬

注射薬（※放射性医薬品・造影剤の一部で記載のないものがあります）

その他の主としてグ
ラム陽性・陰性菌に
作用するもの



薬効分類 医薬品名 一般名 規格単位 会社名

オイパロミン300注シリンジ100mL イオパミドールキット 61.24%100mL1
筒

富士製薬=コニカミ
ノルタ

オイパロミン370注シリンジ100mL イオパミドールキット 75.52%100mL1
筒

富士製薬=コニカミ
ノルタ

バイステージ注370シリンジ100mL イオパミドールキット 75.52%100mL1
筒

テバ製薬

オイパロミン300注100mL イオパミドール注射液 61.24%100mL1
瓶

富士製薬=コニカミ
ノルタ

オイパロミン300注20mL イオパミドール注射液 61.24%20mL1
瓶

富士製薬=コニカミ
ノルタ

オイパロミン300注50mL イオパミドール注射液 61.24%50mL1
瓶

富士製薬=コニカミ
ノルタ

オイパロミン370注100mL イオパミドール注射液 75.52%100mL1
瓶

富士製薬=コニカミ
ノルタ

オイパロミン370注20mL イオパミドール注射液 75.52%20mL1
瓶

富士製薬=コニカミ
ノルタ

オイパロミン370注50mL イオパミドール注射液 75.52%50mL1
瓶

富士製薬=コニカミ
ノルタ

イオプロミド300注シリンジ80mL「FRI」 イオプロミドキット 62.34%80mL1
筒

富士フイルムRI

イオプロミド370注シリンジ100mL「FRI」 イオプロミドキット 76.89%100mL1
筒

富士フイルムRI

ガドジアミド静注液32%シリンジ10mL「F」 ガドジアミド水和物キット 32.3%10mL1筒 富士製薬
ガドジアミド静注液32%シリンジ15mL「F」 ガドジアミド水和物キット 32.3%15mL1筒 富士製薬
ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ
10mL「F」

ガドペンテト酸メグルミンキット 37.14%10mL1
筒

富士製薬=コニカミ
ノルタ

ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ
15mL「F」

ガドペンテト酸メグルミンキット 37.14%15mL1
筒

富士製薬=コニカミ
ノルタ

ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ
5mL「F」

ガドペンテト酸メグルミンキット 37.14%5mL1筒 富士製薬=コニカミ
ノルタ

フルオレサイト静注500mg フルオレセイン注射液 10%5mL1瓶 アルコン
フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」 フェンタニルクエン酸塩注射液 0.005%10mL1

管
ヤンセン

フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」 フェンタニルクエン酸塩注射液 0.005%2mL1管 ヤンセン

その他のＸ線造影剤

注射薬（※放射性医薬品・造影剤の一部で記載のないものがあります）

その他の診断用薬
（体外診断用医薬品
を除く）

その他の合成麻薬



歯科用薬
薬効分類 医薬品名 一般名 規格単位 会社名
歯科用局所麻酔剤 ジンジカインゲル20% アミノ安息香酸エチル液 1g 白水
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