
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 先発品名 一般名 規格単位 会社名

プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 200mg/20mL/管 丸石
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」 500mg/50mL/管 丸石
プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」 1g/100mL/管 丸石

その他の催眠鎮静剤、
抗不安剤

プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「マルイ
シ」

プレセデックス静注液 デクスメデトミジン塩酸塩 200μg/50mLシリンジ 丸石

ベンゾジアゼピン系製剤 ミダゾラム注射液10mg「テバ」 ドルミカム注射液 ミダゾラム注射液 10mg/2mL/管 武田テバファーマ=武田

エダラボン点滴静注液30mg「日医工」 ラジカット注 エダラボン注射液 30mg/20mL/管 日医工
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セボフレン吸入麻酔液 セボフルラン吸入剤 250mL/1mL/瓶 日興製薬=丸石

その他の骨格筋弛緩剤
ロクロニウム臭化物静注液50mg／5.0mL
「マルイシ」

エスラックス静注 ロクロニウム臭化物 50mg/5.0mL/瓶 丸石製薬

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 0.5mg/1mL/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 ブチルスコポラミン臭化物注射液 20mg/1mL/管 日医工ファーマ
=日医工

ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット
「VTRS」 - 200mg/200mL/袋 マイラン=ヴィアトリス

ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット
「VTRS」 - 600mg/200mL/袋 マイラン=ヴィアトリス

ドブタミン点滴静注液100ｍｇ/5mL「VTRS」 ドブトレックス注射液 ドブタミン塩酸塩注射液 100ｍｇ/5mL/管 マイラン
=ヴィアトリス製薬

ミルリノン注10mg「タカタ」 ミルリーラ注射液 ミルリノン注射液 10mg/10mL/管 高田

その他の不整脈用剤 ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」 ワソラン静注 ベラパミル塩酸塩注射液 5mg/2mL/管
日医工岐阜工場
=日医工
=武田薬品工業

その他の利尿剤 フロセミド注20mg「NIG」 ラシックス錠 フロセミド注射液 20mg/2mL/管
日医工岐阜工場
=日医工
=武田薬品工業

ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 2mg/2mL/管 沢井
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」 10mg/10mL/管 沢井

冠血管拡張剤 ニコランジル点滴静注用12mg「日医工」 シグマート注 ニコランジル注射用 12mg/瓶 日医工
その他の循環器官用薬 グリセレブ配合点滴静注 グリセオール注 濃グリセリン・果糖注射液 200mL/袋 テルモ
その他の呼吸促進剤 フルマゼニル静注液0.5mg「F」 アネキセート注射液 フルマゼニル注射液 0.5mg/5mL/管 富士製薬工業

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」 ビソルボン注 ブロムヘキシン塩酸塩注射液 4mg/2mL/管 武田テバファーマ
=武田

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」 オメプラール注射用 オメプラゾールナトリウム注射用 20mg/瓶 日医工

グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「NIG」 1mg/50mL/袋
日医工岐阜工場
=日医工
=武田薬品工業

グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」 3mg/50mL/袋 光
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL
「タイホウ」

アロキシ点滴静注 パロノセトロン塩酸塩キット 0.75mg/50mL/袋 岡山大鵬薬品

オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」 - オンダンセトロン塩酸塩 4mg/2mL/筒 丸石製薬株式会社

ニカルジピン塩酸塩注射液

グラニセトロン塩酸塩キット

鎮吐剤

ディプリバン注

ペルジピン注射液

カイトリル点滴静注

その他の全身麻酔剤

その他の中枢神経系用
薬

アトロピン系製剤

その他の強心剤

その他の血圧降下剤

ドパミン塩酸塩キット

プロポフォール注射液



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 先発品名 一般名 規格単位 会社名
他に分類されない
消化器官用薬

メトクロプラミド注10mg/2mL「NIG」 - 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL/管

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 1mg/1mL/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 デカドロン注射液 デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液 6.6mg/2mL/瓶 富士製薬

オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」 50μL/1mL/管 サンド
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 100μL/1mL/管 サンド

パントテン酸系製剤 パンテノール注500mg「KCC」 パントール注射液 パンテノール注射液 500mg/2mL/管 共和クリティケア
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/キット テルモ

その他の無機質製剤 ミネラミック注 エレメンミック注 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤注射液 2mL/管 東和薬品
イントラリポス輸液20% 20g/100mL/袋 大塚工場=大塚製薬
イントラリポス輸液20% 50g/250mL/袋 大塚工場=大塚製薬
生食注シリンジ「オーツカ」10mL 10mL/筒 大塚工場=大塚製薬
生食注シリンジ「オーツカ」20mL 20mL/筒 大塚工場=大塚製薬
生食注シリンジ「NP」10mL(ロック) 10mL/筒 ニプロ
生食注シリンジ「NP」20mL(ロック) 20mL/筒 ニプロ
生食注シリンジ50mL「ニプロ」(ロック) 50mL/筒 ニプロ
KCL注10mEqキット「テルモ」 - 塩化カリウム注射液キット 1モル/10mL/キット テルモ
KCL注20mEqキット「テルモ」 - 塩化カリウム注射液キット 1モル/20mL/キット テルモ
ソルアセトF輸液 ヴィーンＦ輸液 酢酸リンゲル液 500mL/袋 テルモ
ソルデム1輸液 ソリタＴ1号 200mL/袋 テルモ
ソルデム1輸液 ソリタＴ1号 500mL/袋 テルモ
ソルデム2輸液 ソリタＴ2号 ブドウ糖-電解質液(脱水補給液) 500mL/袋 テルモ
ソルデム3A輸液 ソリタＴ3号 200mL/袋 テルモ
ソルデム3A輸液 ソリタＴ3号 500mL/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」

50mg/10mL/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」

100mg/20mL/管 日医工

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キット 5000単位/0.2mL/筒 持田

ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ
「オーツカ」10mL - 100単位/10mL/筒 大塚工場=大塚製薬

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/10mL/筒 大塚工場=大塚製薬

人工腎臓透析用剤 サブパック血液ろ過用補充液-Bi サブラッド血液ろ過用補充液
BSG 人工透析液キット 2020mL/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 （強力ネオミノファーゲンシー） グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤キット 20mL/筒 ニプロ

レボホリナート点滴静注用25mg「NK」 25mg/瓶 高田製薬=日本化薬
レボホリナート点滴静注用100mg「NK」 100mg/瓶 高田製薬=日本化薬

サンドスタチン注

その他の血液
代用剤

他に分類されない
滋養強壮薬

アイソボリン点滴静注用

-生理食塩液類

その他の解毒剤

カルバゾクロム系製剤

ヘパリン製剤
ヘパリンナトリウムキット

レボホリナートカルシウム注射用

アドナ注（静脈用）

-

生理食塩液キット

ダイズ油注射液

ブドウ糖-電解質液(維持液)

ブドウ糖-電解質液(開始液)

ソマトスタチンアナログ
製剤

オクトレオチド酢酸塩注射液

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
注射液



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 先発品名 一般名 規格単位 会社名

ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ
「トーワ」

ゾメタ点滴静注 ゾレドロン酸水和物注射液 4mg/100mL/袋 東和薬品

ナファモスタット注射用10mg「SW」 10mg/瓶 沢井
ナファモスタット注射用50mg「SW」 50mg/瓶 沢井
ペメトレキセド点滴静注液100mg「ﾄｰﾜ」 100mg/4mL/瓶
ペメトレキセド点滴静注液500mg「ﾄｰﾜ」 500mg/20mL/瓶
フルオロウラシル注250mg「トーワ」 250mg/5mL/瓶 東和薬品
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 1,000mg/20mL/瓶 東和薬品
ゲムシタビン点滴静注液「NK」200mg/5mL 200mg/5mL/瓶 日本化薬
ゲムシタビン点滴静注液「NK」1g/25ｍL 1g/25ｍL/瓶 日本化薬

シタラビン点滴静注液400mg「NIG」 400mg/20mL/瓶
日医工岐阜工場
=日医工
=武田薬品工業

シタラビン点滴静注液1g「NIG」 1g/50mL/瓶
日医工岐阜工場
=日医工
=武田薬品工業

エピルビシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」 10mg/瓶 沢井
エピルビシン塩酸塩注射用50mg「サワイ」 50mg/瓶 沢井
ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」 10mg/5mL/瓶 サンド
ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」 50mg/25mL/瓶 サンド
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」 40mg/2mL/瓶 東和薬品
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」 100mg/5mL/瓶 東和薬品
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 ベプシド注、ラステット注 エトポシド注射液 100mg/5mL/瓶 サンド
ドセタキセル点滴静注液20mg/1mL「トーワ」 20mg/1mL/瓶 東和薬品
ドセタキセル点滴静注液80mg/4mL「トーワ」 80mg/4mL/瓶 東和薬品
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」 20mg/1mL/瓶 エルメッド=日医工
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」 80mg/4mL/瓶 エルメッド=日医工
パクリタキセル注射液30mg「ホスピーラ」 30mg/5mL/瓶 ファイザー
パクリタキセル注射液100mg「ホスピーラ」 100mg/16.7mL/瓶 ファイザー
ロゼウス静注液10mg 10mg/1mL/瓶 日本化薬
ロゼウス静注液40mg 40mg/4mL/瓶 日本化薬

キロサイドＮ注

注射用フサン

他に分類されないその
他の代謝性医薬品

フルオロウラシル系
製剤

シトシン系製剤

ファルモルビシン注射用

5-ＦＵ注

ジェムザール注射用

フルオロウラシル注射液

ゲムシタビン塩酸塩注射用

エピルビシン塩酸塩注射用

シタラビン注射液

ドセタキセル注射液

イリノテカン塩酸塩水和物注射液

ビノレルビン酒石酸塩注射液ナベルビン注

パクリタキセル注射液

タキソテール点滴静注用、
ワンタキソテール点滴静

カンプト点滴静注、
トポテシン点滴静注

アントラサイクリン系
抗生物質製剤

ナファモスタットメシル酸塩注射用

代謝拮抗剤

ドキソルビシン塩酸塩注射液

抗腫瘍性植物成分
製剤

アドリアシン注

タキソール注射液

富士フイルム富山化学
=東和薬品

アリムタ注射用 ペメトレキセドナトリウム水和物



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 先発品名 一般名 規格単位 会社名

オキサリプラチン点滴静注液50mg「サワイ」 50mg/10mL/瓶 沢井
オキサリプラチン点滴静注液100mg「サワイ」 100mg/20mL/瓶 沢井
オキサリプラチン点滴静注液200mg「サワイ」 200mg/40mL/瓶 沢井
カルボプラチン注射液50mg「日医工」 50mg/5mL/瓶 日医工
カルボプラチン注射液150mg「日医工」 150mg/15mL/瓶 日医工
カルボプラチン注射液450mg「日医工」 450mg/45mL/瓶 日医工

カルボプラチン注射液50mg「NK」 50mg/5mL/瓶 マイラン製薬
=日本化薬

カルボプラチン注射液150mg「NK」 150mg/15mL/瓶 マイラン製薬
=日本化薬

カルボプラチン注射液450mg「NK」 450mg/45mL/瓶 マイラン製薬
=日本化薬

シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 10mg/20mL/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」 25mg/50mL/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」 50mg/100mL/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」222MBq 222MBq/2.0mL/筒 富士フイルム富山化学
バンコマイシン製剤 バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」 塩酸バンコマイシン点滴静注用 バンコマイシン塩酸塩注射用 0.5g/瓶 東和薬品
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」 注射用タゴシッド テイコプラニン注射用 200mg/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」 アミカシン硫酸塩注射液 アミカシン硫酸塩注射液 200mg/管 沢井
リンコマイシン系抗生物質
製剤

クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「トーワ」 ダラシンS注射液 クリンダマイシンリン酸エステル 600mg/4ｍL/瓶 東和薬品

セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」 注射用マキシピーム セフェピム塩酸塩水和物注射用 1g/瓶 ケミックス
セフタジジム静注用1g「VTRS」 モダシン静注用 セフタジジム水和物静注用 1g/瓶 マイラン=ヴィアトリス
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 ロセフィン点滴静注用 セフトリアキソンナトリウム水和物静注用 1g/瓶 日医工
セフメタゾールNa静注用1g「NP」 セフメタゾン静注用 セフメタゾールナトリウム静注用 1g/瓶 ニプロ
セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」 セフメタゾン静注用 セフメタゾールナトリウム静注用 1g/瓶 ニプロ

ピリドンカルボン酸系製剤
レボフロキサシン点滴静注バッグ500 mg/100mL「ニプ
ロ」

クラビット点滴静注バック レボフロキサシン注射液キット 500mg/100mL/袋 ニプロ

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」 ゲンタシン注 ゲンタマイシン硫酸塩注射液 60mg/管 日医工

スルバシリン静注用1.5g ユナシンS静注用
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/瓶 MeijiSeikaファルマ

セフォン静注用1g スルペラゾン静注用
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

1g/瓶 日医工

タゾピペ配合点滴静注用2.25「ニプロ」 2.25g/瓶 ニプロ
タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」 4.5g/瓶 ニプロ
メロペネム点滴静注用0.5g「トーワ」 メロペン点滴用バイアル メロペネム水和物注射用 0.5g/瓶 東和薬品
メロペネム点滴静注用0.5g「明治」 メロペン点滴用バイアル メロペネム水和物注射用 0.5g/瓶 MeijiSeikaファルマ

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」

ミノマイシン点滴静注 ミノサイクリン塩酸塩静注用 100mg/瓶 日医工

カルボプラチン注射液パラプラチン注射液

オキサリプラチン注射液

その他の抗悪性腫瘍用
剤

セフェム系抗生物質製剤

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

その他の主としてグラム
陽性・陰性菌に作用す
るもの ゾシン静注用

シスプラチン注射液

エルプラット点滴静注液

ブリプラチン注、ランダ注



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 先発品名 一般名 規格単位 会社名
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400mg/200mL
「明治」

シプロキサン注 シプロフロキサシン注射液 400mg/200mL/1袋 MeijiSeikaファルマ

抗ウイルス剤 アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」 ゾビラックス点滴静注用 アシクロビル注射液 250mg/管 東和薬品
その他の主としてカビに
作用するもの

ミカファンギンNa点滴静注用50ｍL「ニプロ」 ファンガード静注用 ミカファンギンナトリウム静注用 50mg/瓶 ニプロ

その他の化学療法剤 フルコナゾール静注液100mg「F」 ジフルカン静注液 フルコナゾール注射液 100mg/50mL/袋 富士製薬
イオプロミド300注シリンジ80mL「BYL」 80mL/筒 バイエル
イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」 100mL/筒 バイエル
イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 100mL/筒 バイエル
イオパミドール300注20mL「F」 20mL/瓶 富士製薬
イオパミドール300注50mL「F」 50mL/瓶 富士製薬
イオパミドール300注100mL「F」 100mL/瓶 富士製薬
イオパミドール370注20mL「F」 20mL/瓶 富士製薬
イオパミドール370注50mL「F」 50mL/瓶 富士製薬
イオパミドール300注シリンジ80mL「F」 80mL/筒 富士製薬
イオパミドール300注シリンジ100mL「F」 100mL/筒 富士製薬
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」 100mL/筒 富士製薬
ガドテル酸メグルミン静注38％ｼﾘﾝｼﾞ「GE」10mL 10mL/筒 GEヘルスケアファーマ
ガドテル酸メグルミン静注38％ｼﾘﾝｼﾞ「GE」13mL 13mL/筒 GEヘルスケアファーマ
ガドテル酸メグルミン静注38％ｼﾘﾝｼﾞ「GE」15mL 15mL/筒 GEヘルスケアファーマ
ガドテル酸メグルミン静注38％ｼﾘﾝｼﾞ「GE」20mL 20mL/筒 GEヘルスケアファーマ
フルオレサイト静注500mg - フルオレセイン注射液 500mg/5mL/瓶 GEヘルスケアファーマ

オキシコドン注射液10mg「第一三共」 10mg/1mL/管 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」 50mg/5mL/管 第一三共プロファーマ
=第一三共

フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 0.1mg/2mL/管 テルモ
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」 0.5mg/10mL/管 テルモ
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共 2mg/瓶 丸石＝第一三共
レミフェンタニル静注用5mg 「第一三共」 5mg/瓶 丸石＝第一三共

イオプロミドキットプロスコープ注

その他のＸ線造影剤

アルチバ静注用 レミフェンタニル塩酸塩注射用

フェンタニルクエン酸塩注射液フェンタニル注射液
その他の合成麻薬

イオパミドールキット イオパミロン注シリンジ

イオパミドール注射液 イオパミロン注

その他の
あへんアルカロイド系麻
薬

オキシコドン塩酸塩水和物注射液

その他の診断用薬（体
外診断用医薬品を除く）

マグネスコープ静注シリンジ ガドテル酸メグルミンキット

オキファスト注


	注射 (HP用)

