
薬品名 成分名

1.中枢神経系用薬

全身麻酔剤

溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤

チトゾール注0.5g チアミラールナトリウム

その他の全身麻酔剤

ケタラール静注用200mg/20mL ケタミン塩酸塩

スープレン吸入麻酔液 デスフルラン

セボフルラン吸入麻酔液 セボフルラン

セボフレン吸入麻酔液 セボフルラン

ディプリバン注キット500mg/50mL プロポフォール

ドロレプタン注25mg/10mL ドロペリドール

プロポフォール注200mg/20mL プロポフォール

プロポフォール1％注1000mg/100mL プロポフォール

催眠鎮静剤、抗不安剤

抱水クロラール系製剤

エスクレ坐剤250mg 抱水クロラール

エスクレ坐剤500mg 抱水クロラール

トリクロリールシロップ100mg/mL トリクロホスナトリウム

ベンゾジアゼピン系製剤

アルプラゾラム錠0.4mg｢サワイ｣ アルプラゾラム

サイレース静注２mg /1mL フルニトラゼパム

セニラン坐剤3mg ブロマゼパム

セルシン錠2mg ジアゼパム

ハルシオン錠0.25mg トリアゾラム

フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 フルニトラゼパム

ブロチゾラムOD錠0.25mg「JG」 ブロチゾラム

ベンザリン錠5mg ニトラゼパム

ホリゾン注10mg/2mL ジアゼパム

ミダゾラム注10mg/2mL ミダゾラム

メイラックス錠1mg ロフラゼプ酸エチル

メイラックス錠2mg ロフラゼプ酸エチル

ユーロジン錠2mg エスタゾラム

ロヒプノール注2mg/1mL フルニトラゼパム

ロラゼパム錠0.5mg｢サワイ｣ ロラゼパム

バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤

フェノバールエリキシル4mg/mL フェノバルビタール

薬効



フェノバール錠30mg フェノバルビタール

ワコビタール坐剤100mg フェノバルビタールナトリウム

その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg｢サワイ｣ ゾルピデム酒石酸塩

ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg｢サワイ｣ ゾルピデム酒石酸塩

プレセデックス静注液200μgシリンジ デクスメデトミジン塩酸塩

リスミー錠2mg リルマザホン塩酸塩水和物

ルネスタ錠1mg エスゾピクロン

抗てんかん剤

ヒダントイン系製剤

アレビアチン散100mg/g フェニトイン

アレビアチン錠100mg フェニトイン

ホストイン静注750mg/10mL ホスフェニトインナトリウム水和物

その他の抗てんかん剤

イーケプラドライシロップ50％500mg/g レベチラセタム

イーケプラ錠500mg レベチラセタム

イーケプラ点滴静注500mg/5mL レベチラセタム

エクセグラン散200mg/g ゾニサミド

エクセグラン錠100mg ゾニサミド

ガバペン錠200mg ガバペンチン

ガバペン錠300mg ガバペンチン

ダイアップ坐剤4mg ジアゼパム

ダイアップ坐剤10mg ジアゼパム

テグレトール錠100mg カルバマゼピン

トピナ錠50mg トピラマート

ノーベルバール静注用250mg フェノバルビタールナトリウム

バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」 バルプロ酸ナトリウム

バレリンシロップ5％ バルプロ酸ナトリウム

ビムパット錠 50mg ラコサミド

ビムパット錠100mg ラコサミド

フィコンパ錠2mg ベランパネル水和物

ランドセン細粒1mg/g クロナゼパム

ランドセン錠0.5mg クロナゼパム

解熱鎮痛消炎剤

アニリン系製剤；メフェナム酸、フルフェナム酸等

アセリオ注バッグ1000mg/100mL アセトアミノフェン

アンヒバ坐剤100mg アセトアミノフェン



アンヒバ坐剤200mg アセトアミノフェン

カロナール細粒50％ アセトアミノフェン

カロナール錠200mg アセトアミノフェン

カロナール錠500mg アセトアミノフェン

ポンタールカプセル250mg メフェナム酸

ポンタールシロップ32.5mg/mL メフェナム酸

サリチル酸系製剤；アスピリン等

アスピリン末 アスピリン

バファリン配合錠Ａ330 アスピリン・ダイアルミネート

ピラゾロン系製剤；アンチピリン、スルピリン等

メチロン注250mg/1mL スルピリン水和物

インドメタシン製剤

インテバン坐剤25mg インドメタシン

フェニル酢酸系製剤

ジクロフェナクNa坐剤25mg ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクNa坐剤50mg ジクロフェナクナトリウム

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

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

塩基性消炎鎮痛剤

ソランタール錠100mg チアラミド塩酸塩

その他の解熱鎮痛消炎剤

ＳＧ配合顆粒1g
イソプロピルアンチピリン、アセトアミノ
フェン、アリルイソプロピルアセチル尿素

オステラック錠200mg エトドラク

セレコックス錠100mg セレコキシブ

ソセゴン錠25mg ペンタゾシン

ソセゴン注15mg/1mL ペンタゾシン

トラマールOD錠25mg トラマドール塩酸塩

トラマールOD錠50mg トラマドール塩酸塩

トラムセット配合錠 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン

ナイキサン錠100mg ナプロキセン

ノイロトロピン錠
ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽
出液

ブルフェン錠100mg イブプロフェン

モービック錠10mg メロキシカム

レペタン坐剤0.2mg ブプレノルフィン塩酸塩

レペタン注0.2mg/1mL ブプレノルフィン塩酸塩

ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロピオン静注50mg/5mL フルルビプロフェン　アキセチル



ワントラム錠100mg トラマドール塩酸塩

抗パーキンソン剤

アマンタジン製剤

シンメトレル錠50mg アマンタジン塩酸塩

ビペリデン製剤

アキネトン散10mg/g ビペリデン塩酸塩

アキネトン注5mg/1mL ビペリデン塩酸塩

レボドパ製剤

ドパストン注50mg/20mL レボドパ

その他の抗パーキンソン剤

ニュープロパッチ2.25mg ロチゴチン

ニュープロパッチ4.5mg ロチゴチン

ネオドパストン配合錠Ｌ100mg レボドパ・カルビドパ水和物

ビ・シフロール錠0.125mg プラミペキソール塩酸塩

精神神経用剤

クロルプロマジン製剤

コントミン錠12.5mg クロルプロマジン塩酸塩

コントミン注25mg/5mL クロルプロマジン塩酸塩

フェノチアジン系製剤

ノバミン錠5mg プロクロルペラジンマレイン酸塩

ノバミン注5mg/1mL プロクロルペラジンメシル酸塩

ヒルナミン錠5mg レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン注25mg/1mL レボメプロマジン塩酸塩

イミプラミン系製剤

アナフラニール錠25mg クロミプラミン塩酸塩

アナフラニール注25mg/2mL クロミプラミン塩酸塩

その他の精神神経用剤

アタラックスＰカプセル25mg ヒドロキシジンパモ酸塩

アタラックスＰ注25mg/1mL ヒドロキシジンパモ酸塩

アタラックスＰ注50mg/1mL ヒドロキシジンパモ酸塩

アモキサンカプセル25mg アモキサピン

イフェクサーSRカプセル37.5mg ベンラファキシン塩酸塩

エチゾラム錠0.5mg「NP」 エチゾラム

エチゾラム錠1mg「NP」 エチゾラム

エビリファイ錠 3mg アリピプラゾール

オランザピンOD錠2.5mg「明治」 オランザピン

オランザピンOD錠5mg「明治」 オランザピン



クエチアピン細粒10％「アメル」 クエチアピン

クエチアピン錠25mg「トーワ」 クエチアピン

グラマリール錠25mg チアプリド塩酸塩

サインバルタカプセル20mg デュロキセチン塩酸塩

ジェイゾロフトOD錠50mg 塩酸セルトラリン

セレネース錠0.75mg ハロペリドール

セレネース注5mg/1mL ハロペリドール

テトラミド錠10mg ミアンセリン塩酸塩

ドグマチール錠50mg スルピリド

ドグマチール注50mg/2mL スルピリド

トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 トラゾドン塩酸塩

トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 トラゾドン塩酸塩

トリプタノール錠10mg アミトリプチリン塩酸塩

トリプタノール錠25mg アミトリプチリン塩酸塩

ノリトレン錠10mg ノルトリプチリン塩酸塩

ベタナミン錠10mg ペモリン

リーマス錠200mg 炭酸リチウム

リスペリドンＯＤ錠1mg「タカタ」 リスペリドン

リスペリドン内用液1mg/mL「MEEK」 リスペリドン

リフレックス錠15mg ミルタザピン

ルーラン錠4mg ペロスピロン塩酸塩

レクサプロ錠10mg エスシタロプラムシュウ酸塩

総合感冒剤

総合感冒剤

ＰＬ顆粒1g
サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カ
フェイン等

その他の中枢神経系用薬

その他の中枢神経系用薬

アリセプトD錠5mg ドネペジル塩酸塩

エダラボン点滴静注30mg/20mL エダラボン

ベルソムラ錠15mg スボレキサント

ベルソムラ錠20mg スボレキサント

メマリー錠 5mg メマンチン塩酸塩

リリカOD錠 25mg プレガバリン

リリカOD錠 75mg プレガバリン

リリカOD錠150mg プレガバリン

レグナイト錠300mg ガバペンチン エナカルビル

ロゼレム錠8mg ラメルテオン



2.末梢神経系用薬

局所麻酔剤

アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤；プロカイン等

プロカイン塩酸塩注1％1mL プロカイン塩酸塩

アミノ安息香酸アルキルエステル製剤；アミノ安息香酸エチル等

アミノ安息香酸エチル アミノ安息香酸エチル

キシリジン系製剤

アナペイン0.75％注20ｍL ロピバカイン塩酸塩

アネトカインゼリー2％ 50mL 塩酸リドカイン

アネトカインビスカス2％100mL 塩酸リドカイン

カルボカイン注1％10mL メピバカイン塩酸塩

キシロカインポンプスプレー8％80g リドカイン塩酸塩

キシロカイン液4％100mL リドカイン塩酸塩

キシロカイン注エピレナミン1％20mL リドカイン塩酸塩・エピネフリン

キシロカイン注ポリアンプ1％10mL リドカイン塩酸塩

キシロカイン注ポリアンプ2％10mL リドカイン塩酸塩

ペンレス18mg リドカイン

ポプスカイン0.25％注シリンジ25mg/10mL レボブピバカイン塩酸塩

ポプスカイン0.25％注バッグ250mg/100mL レボブピバカイン塩酸塩

マーカイン脊麻用高比重0.5％4mL ブピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン脊麻用等比重0.5％4mL ブピバカイン塩酸塩水和物

その他の局所麻酔剤

エムラパッチ リドカイン・プロピトカイン

ストロカイン錠5mg オキセサゼイン

骨格筋弛緩剤

その他の骨格筋弛緩剤

エスラックス静注50mg/5mL ロクロニウム臭化物

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

ダントリウム注20mg ダントロレンナトリウム水和物

自律神経剤

四級アンモニウム塩製剤；メタンテリンブロミド等

ウブレチド錠5mg ジスチグミン臭化物

ベサコリン散50mg/g ベタネコール塩化物

ネオスチグミン系製剤

ワゴスチグミン注0.5mg/1mL ネオスチグミンメチル硫酸塩

鎮痙剤

アトロピン系製剤



アトロピン注0.05％シリンジ アトロピン硫酸塩

ハイスコ注0.5mg/1mL スコポラミン臭化水素酸塩水和物

ブスコパン錠10mg ブチルスコポラミン臭化物

ブチルスコポラミン注20mg/1mL ブチルスコポラミン臭化物

硫酸アトロピン注0.5mg/1mL アトロピン硫酸塩

パパベリン系製剤

塩酸パパベリン注40mg/1mL パパベリン塩酸塩

マグネシウム塩製剤；硫酸マグネシウム注射液等

マグネゾール注20mL 硫酸マグネシウム水和物

硫酸Mg補正液1mEq/mL20mL 硫酸マグネシウム水和物

その他の鎮痙剤

ギャバロン錠5mg バクロフェン

コスパノンCap40mg フロプロピオン

テルネリン錠1mg チザニジン塩酸塩

3.感覚器官用薬

眼科用剤

散瞳剤；ホマトロピン等

サイプレジン点眼液1％10mL シクロペントラート塩酸塩

ミドリンＭ点眼液0.4％5mL トロピカミド

縮瞳剤；ピロカルピン等

サンピロ点眼液1％5mL ピロカルピン塩酸塩

サンピロ点眼液2％5mL ピロカルピン塩酸塩

眼科用局所麻酔剤

ベノキシール点眼液0.4％10mL オキシブプロカイン塩酸塩

眼科用防腐収斂剤；アミノ塩化第二水銀等

ホウ酸「ケンエー」 ホウ酸

眼科用コルチゾン製剤；コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤

フルメトロン点眼液0.02％5mL フルオロメトロン

フルメトロン点眼液0.1％5mL フルオロメトロン

酢酸プレドニゾロン眼軟膏T 0.25％ 3.5g プレドニゾロン酢酸エステル

眼科用抗生物質製剤；オキシテトラサイクリン眼軟膏剤

パニマイシン点眼液0.3％5mL ジベカシン硫酸塩

その他の眼科用剤

インタール点眼液2％5mL クロモグリク酸ナトリウム

カタリン点眼液15mL ピレノキシン

キサラタン点眼液0.005％2.5mL ラタノプロスト

クラビット点眼液0.5％5mL レボフロキサシン水和物



ザジテン点眼液5mL ケトチフェンフマル酸塩

サンコバ点眼液0.02％5mL シアノコバラミン

ゾビラックス眼軟膏3％5g アシクロビル

タリビッド眼軟膏0.3％3.5g オフロキサシン

チモプトールＸＥ点眼0.5％2.5mL チモロールマレイン酸塩

トルソプト点眼液1％5mL ドルゾラミド塩酸塩

ニフラン点眼液0.1％5mL プラノプロフェン

ヒアレイン･ミニ点眼液0.1％0.4mL ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレイン･ミニ点眼液0.3％0.4mL ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアレイン点眼液0.1％5mL ヒアルロン酸ナトリウム

フラビタン眼軟膏0.1％5g フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム

フラビタン点眼液0.05％5mL フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム

ベルベゾロンF点眼・点鼻液5mL（点眼用）
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

ベルベゾロンF点眼・点鼻液5mL（点鼻用）
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

ミケラン点眼液2％5mL カルテオロール塩酸塩

ミドリンＰ点眼液10mL トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩

ムコスタ点眼液UD2％0.35mL/本 レバミピド

リンデロンＡ軟膏（眼科用）5g ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

リンデロンＡ軟膏（耳科用）5g ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

リンデロンＡ軟膏（鼻用）5g ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

耳鼻科用剤

耳鼻科用血管収縮剤

プリビナ点鼻液0.05％10mL ナファゾリン硝酸塩

その他の耳鼻科用剤

インタール点鼻液2％9.5mL クロモグリク酸ナトリウム

オフロキサシン耳科用液0.3％ 5mL/本 オフロキサシン

ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用
モメタゾンフランカルボン酸エステル水和
物

その他の鎮暈剤

トラベルミン注1mL ジフェンヒドラミン塩酸塩

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

メリスロン錠6mg ベタヒスチンメシル酸塩

4.循環器官用薬

強心剤

ジギタリス製剤

ジギラノゲン注0.4mg/2mL デスラノシド

ジゴシン散1mg/g ジゴキシン

ジゴシン錠0.25mg ジゴキシン



ジゴシン注0.25mg/1mL ジゴキシン

ハーフジゴキシンKY錠0.125mg ジゴキシン

カフェイン系製剤

安息香酸ナトリウムカフェイン末 安息香酸ナトリウムカフェイン

カフェイン末 カフェイン水和物

ネオフィリン注250mg/10mL アミノフィリン水和物

その他の強心剤

イノバン注100mg/5mL ドパミン塩酸塩

ドパミン点滴静注液200mg/200mL ドパミン塩酸塩

ドパミン点滴静注液600mg/200mL ドパミン塩酸塩

ドブトレックス注100mg/5mL ドブタミン塩酸塩

プロタノールＬ注0.2mg/1mL l-イソプレナリン塩酸塩

ミルリノン注10mg/10mL ミルリノン

不整脈用剤

プロカインアミド系製剤

アミサリン注200mg/2mL プロカインアミド塩酸塩

β-遮断剤

アテノロール錠25mg「トーワ」 アテノロール

インデラル錠10mg プロプラノロール塩酸塩

インデラル注2mg/2mL プロプラノロール塩酸塩

オノアクト注50mg ランジオロール塩酸塩

タンボコール錠50mg フレカイニド酢酸塩

タンボコール錠100mg フレカイニド酢酸塩

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

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

ビソプロロールフマル酸塩錠5㎎｢サワイ｣ ビソプロロールフマル酸塩

その他の不整脈用剤

アスペノンカプセル20mg アプリンジン塩酸塩

アンカロン錠100mg アミオダロン塩酸塩

アンカロン注150mg/3mL アミオダロン塩酸塩

キシロカイン静注用2％5mL リドカイン塩酸塩

サンリズムカプセル25mg ピルシカイニド塩酸塩水和物

サンリズムカプセル50mg ピルシカイニド塩酸塩水和物

サンリズム注50mg ピルシカイニド塩酸塩水和物

シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」 シベンゾリンコハク酸塩

シンビット静注50mg ニフェカラント塩酸塩

ベラパミル注5mg/2mL ベラパミル塩酸塩



メキシチールカプセル100mg メキシレチン塩酸塩

メキシチール注125mg/5mL メキシレチン塩酸塩

リスモダンＰ注50mg/5mL ジソピラミドリン酸塩

リスモダンカプセル100mg ジソピラミドリン酸塩

利尿剤

チアジド系製剤

フルイトラン錠2mg トリクロルメチアジド

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

ソルダクトン注100mg カンレノ酸カリウム

炭酸脱水酵素阻害剤

ダイアモックス錠250mg アセタゾラミドナトリウム

ダイアモックス注500mg アセタゾラミドナトリウム

その他の利尿剤

イソソルビド内用液70％「CEO」 イソソルビド

サムスカ錠7.5mg トルバプタン

フロセミド細粒40mg/g「EMEC」 フロセミド

フロセミド錠20mg「武田テバ」 フロセミド

フロセミド錠40mg「武田テバ」 フロセミド

フロセミド注20mg/2mL フロセミド

ルプラック錠4mg トラセミド

血圧降下剤

ラウオルフィア製剤

アポプロン注1mg/1mL レセルピン

アンジオテンシン変換酵素阻害剤

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「MED」 エナラプリルマレイン酸塩

タナトリル錠5mg イミダプリル塩酸塩

その他の血圧降下剤

アジルバ錠20mg アジルサルタン

アジルバ錠40mg アジルサルタン

エブランチルカプセル15mg ウラピジル

カルデナリン錠1mg ドキサゾシンメシル酸塩

カルベジロール錠 2.5mg｢サワイ｣ カルベジロール

カルベジロール錠10mg｢サワイ｣ カルベジロール

カンデサルタンOD錠2mg「EE」 カンデサルタン　シレキセチル

カンデサルタンOD錠8mg「EE」 カンデサルタン　シレキセチル

セララ錠50mg エプレレノン



テルミサルタン錠40mg「FFP」 テルミサルタン

ナトリックス錠1mg インダパミド

ニカルジピン注2mg/2mL ニカルジピン塩酸塩

ニカルジピン注10mg/10mL ニカルジピン塩酸塩

ビソノテープ4mg ビソプロロール

血管収縮剤

血管収縮剤

ゾーミッグ錠2.5mg ゾルミトリプタン

ネオシネジンコーワ注1mg/1mL フェニレフリン塩酸塩

ミドドリン塩酸塩錠2mg ミドドリン塩酸塩

血管拡張剤

冠血管拡張剤

アイトロール錠20mg 一硝酸イソソルビド

アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 アムロジピンベシル酸塩

アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 アムロジピンベシル酸塩

ニコランジル錠5mg「日医工」 ニコランジル

ニコランジル点滴静注12mg ニコランジル

ニトロール錠5mg 硝酸イソソルビド

ニトロペン舌下錠0.3mg ニトログリセリン

ニフェジピンCR錠20mg「NP」 ニフェジピン

ニフェジピンCR錠40mg「NP」 ニフェジピン

ニフェジピンＬ錠20mg｢サワイ｣ ニフェジピン

フランドルテープ40mg 硝酸イソソルビド

ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」 ベラパミル塩酸塩

ヘルベッサー錠30mg ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサー注10mg ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサー注 50mg/V ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサーＲカプセル100mg ジルチアゼム塩酸塩

ミオコールスプレー7.2g ニトログリセリン

ミリスロール注5mg/10mL ニトログリセリン

ミリスロール注50mg/100mL ニトログリセリン

その他の血管拡張剤

ハンプ注1000μg カルペリチド

ベニジピン塩酸塩錠4mg「ﾃﾊﾞ」 ベニジピン塩酸塩

高脂血症用剤

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



その他の高脂血症用剤

プラバスタチンﾅﾄﾘｳﾑ錠10mg「NP」 プラバスタチンナトリウム

ロスバスタチンOD錠2.5mg「MEEK」 ロスバスタチンカルシウム

その他の循環器官用薬

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

カリセラム-Na末（注腸用）5g ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

カリメート（注腸用）5g ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

カリメート5g ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

グリセレブ配合点滴静注200mL 濃グリセリン・果糖

サアミオン錠5mg ニセルゴリン

ノバスタンHI注10mg/2mL アルガトロバン水和物

プロスタンディン500注500μg アルプロスタジル アルファデクス

プロスタンディン注20μg アルプロスタジル アルファデクス

マンニットール注20％300mL D-マンニトール

ユベラNカプセル100mg トコフェロールニコチン酸エステル

リプル注5μg/1mL アルプロスタジル

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

5.呼吸器官用薬

呼吸促進剤

その他の呼吸促進剤

ドプラム注400mg/20mL ドキサプラム塩酸塩水和物

塩酸ナロキソン注0.2mg/1mL ナロキソン塩酸塩

フルマゼニル注「F」0.5mg/5mL フルマゼニル

鎮咳剤

エフェドリン及びマオウ製剤

エフェドリン注40mg/1mL エフェドリン塩酸塩

デキストロメトルファン製剤

メジコン散100mg/g
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和
物

メジコン錠15mg
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和
物

去痰剤

アンモニウム塩製剤；アンモニアウイキョウ精、塩化アンモニウム等

アンモニア水 アンモニア

システイン系製剤

カルボシステインシロップ50mg/mL「JG」 L-カルボシステイン

カルボシステイン錠250mg｢サワイ｣ L-カルボシステイン

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

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

ブロムヘキシン注4mg/2mL ブロムヘキシン塩酸塩

その他の去痰剤

アンブロキソールシロップ3mg/mL「トーワ」 アンブロキソール塩酸塩

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

鎮咳去痰剤

植物性製剤

キョウニン水 キョウニン水

サリパラ液 オウヒエキス

その他の鎮咳去痰剤

アスベリンシロップ5mg/mL チペピジンヒベンズ酸塩

アスベリン散100mg/g チペピジンヒベンズ酸塩

レスプレン錠20mg エプラジノン塩酸塩

気管支拡張剤

キサンチン系製剤

テオドール錠100mg テオフィリン

テオロング顆粒500mg/g テオフィリン

サルブタモール製剤

サルタノールインヘラー13.5mL サルブタモール硫酸塩

ベネトリン吸入液0.5％30mL サルブタモール硫酸塩

その他の気管支拡張剤

スピリーバ2.5μgレスピマット チオトロピウム臭化物水和物

セレベント50ディスカス サルメテロールキシナホ酸塩

ホクナリンテープ2mg ツロブテロール

メプチンドライシロップ50μg/g プロカテロール塩酸塩水和物

含嗽剤

含嗽剤

アズレンうがい液４％「ケンエー」5mL アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

AZ含嗽用配合細粒2g
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

ポビドンヨードガーグル液7％30mL ポビドンヨード

その他の呼吸器官用薬

その他の呼吸器官用薬

アドエア250ディスカス28吸入
サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾ
ンプロピオン酸エステル

キュバール100エアゾール ベクロメタゾン

フルタイド200ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル

レルベア100エリプタ14吸入用
ビランテロールトリフェニル酢酸塩
フルチカゾンフランカルボン酸エステル



6.消化器官用薬

止瀉剤、整腸剤

タンニン酸系製剤；タンニン酸アルブミン等

タンニン酸アルブミン タンニン酸アルブミン

ビスマス塩製剤；次硝酸ビスマス等

次硝酸ビスマス 次硝酸ビスマス

活性生菌製剤

ビオフェルミンＲ散1g 耐性乳酸菌

ビオフェルミンＲ錠 耐性乳酸菌

ミヤＢＭ細粒 酪酸菌(宮入菌)

ミヤＢＭ細粒1g 酪酸菌(宮入菌)

ラックビーN微粒 ビフィズス菌

ラックビーN微粒1g ビフィズス菌

ジメチコン製剤

バロス消泡内用液2％ ジメチルポリシロキサン

その他の止瀉剤、整腸剤

ロペミン小児用細粒0.5mg/g ロペラミド塩酸塩

ロペラミド錠1mg「EMEC」 ロペラミド塩酸塩

消化性潰瘍用剤

Ｈ２遮断剤

ファモチジン2％散(10mg/0.5g)｢日医工｣ ファモチジン

ファモチジンＤ錠10mg｢日医工｣ ファモチジン

ファモチジンＤ錠20mg｢日医工｣ ファモチジン

ファモチジン注20mg｢日医工」 ファモチジン

ラニチジン錠150mg｢サワイ｣ ラニチジン塩酸塩

ラニチジン注50mg/2mL ラニチジン塩酸塩

ラフチジン錠10mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ラフチジン

その他の消化性潰瘍用剤

アルロイドＧ内用液５％ アルギン酸ナトリウム

オメプラゾール注射用20mg オメプラゾールナトリウム

ガストローム顆粒1.5g エカベトナトリウム

サイトテック錠100μg ミソプロストール

スクラルファート顆粒1g「トーワ」 スクラルファート水和物

スクラルファート内用液10％10mL「タイヨー」 スクラルファート水和物

ソルコセリル注2mL ソルコセリル(幼牛血液抽出物質)

タケキャブ錠20mg ボノプラザンフマル酸塩

テプレノンカプセル50mg「トーワ」 テプレノン



テプレノン細粒50mg/0.5g「トーワ」 テプレノン

テプレノン細粒100mg/g「トーワ」 テプレノン

ネキシウムカプセル10mg エソメプラゾール

ネキシウムカプセル20mg エソメプラゾール

ノイエル細粒200mg/0.5g セトラキサート塩酸塩

ノイエル細粒400mg/g セトラキサート塩酸塩

ポラプレジンクOD錠75mg｢サワイ｣ ポラプレジンク

マーズレンＳ配合顆粒
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、L-
グルタミン

マーズレンＳ配合顆粒0.5g
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、L-
グルタミン

メサフィリン配合散1g
銅クロロフィリンナトリウム、プロパンテリ
ン臭化物、ケイ酸マグネシウム等

ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 ラベプラゾールナトリウム

ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 ランソプラゾール

ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 ランソプラゾール

健胃消化剤

消化酵素製剤

ジアスターゼ末 ジアスターゼ

リパクレオンカプセル150mg パンクレリパーゼ

酸類製剤；クエン酸リモナーデ等

希塩酸 希塩酸

その他の健胃消化剤

Ｓ･Ｍ配合散
タカヂアスターゼ・メタケイ酸アルミン酸マ
グネシウム・炭酸水素ナトリウム等

Ｓ･Ｍ配合散1.3g
タカヂアスターゼ・メタケイ酸アルミン酸マ
グネシウム・炭酸水素ナトリウム等

ベリチーム顆粒
濃厚膵臓性消化酵素・アスペルギルス産
生消化酵素・細菌性脂肪分解酵素等

ベリチーム顆粒1g
濃厚膵臓性消化酵素・アスペルギルス産
生消化酵素・細菌性脂肪分解酵素等

制酸剤

アルミニウム化合物製剤；水酸化アルミニウム、ケイ酸アルミニウム等

アドソルビン散 ケイ酸アルミニウム

無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等

重質酸化マグネシウム 酸化マグネシウム

重質酸化マグネシウム0.33g 酸化マグネシウム

重質酸化マグネシウム0.5g 酸化マグネシウム

炭酸水素ナトリウム（外用） 炭酸水素ナトリウム

炭酸水素ナトリウム（内用） 炭酸水素ナトリウム

二重水 炭酸水素ナトリウム

マグミット錠330mg 酸化マグネシウム

ミルマグ内用懸濁液7.2％ 水酸化マグネシウム

その他の制酸剤



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
シウムペースト

マーロックス懸濁用配合顆粒1.2g
乾燥水酸化アルミニウムゲル・水酸化マ
グネシウム配合剤

下剤、浣腸剤

植物性製剤；センナ等

センノシド錠12mg｢サワイ｣ センノシドＡ・Ｂカルシウム塩

グリセリン製剤

グリセリン液 グリセリン

グリセリン浣腸60mL グリセリン

グリセリン浣腸150mL グリセリン

その他の下剤、浣腸剤

アミティーザカプセル24μg ルビプロストン

アローゼン顆粒0.5g センナ・センナジツ

カルメロースNa原末「マルイシ」 カルメロースナトリウム

グーフィス錠5mg エロビキシバット水和物

スインプロイク錠0.2mg ナルデメジントシル酸塩

ピコスルファート液 10mL ピコスルファートナトリウム水和物

ピコスルファート液 100mL ピコスルファートナトリウム水和物

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

利胆剤

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

ウルソ顆粒50mg/g ウルソデオキシコール酸

その他の消化器官用薬

鎮吐剤

アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL パロノセトロン塩酸塩

イメンドカプセル80mg アプレピタント

イメンドカプセル125mg アプレピタント

カイトリル細粒2mg/0.5g グラニセトロン塩酸塩

カイトリル錠1mg グラニセトロン塩酸塩

グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL グラニセトロン塩酸塩

グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL グラニセトロン塩酸塩

ゾフランザイディス錠4mg オンダンセトロン

プロイメンド点滴静注用150mg ホスアプレピタントメグルミン

他に分類されない消化器官用薬

アズノールＳＴ錠口腔用5mg アズレンスルホン酸ナトリウム

アフタッチ口腔用貼付剤25μg トリアムシノロンアセトニド

インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 インフリキシマブ



ＳＰトローチ明治 デカリニウム塩化物

ガナトン錠50mg イトプリド塩酸塩

サラジェン錠5mg ピロカルピン塩酸塩

サリベート50g/本
塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化カル
シウム水和物等

セレキノン錠100mg トリメブチンマレイン酸塩

デキサルチン軟膏0.1％5g デキサメタゾン

ナウゼリンOD錠10mg ドンペリドン

ナウゼリンドライシロップ10mg/g ドンペリドン

ナウゼリン坐剤10mg ドンペリドン

ナウゼリン坐剤60mg ドンペリドン

プラミールシロップ0.1％ 塩酸メトクロプラミド

ペンタサ錠250mg メサラジン

ポリカルボフィルCa細粒1.2g/包「日医工」 ポリカルボフィルカルシウム

メトクロプラミド錠5mg 塩酸メトクロプラミド

メトクロプラミド注10mg/2mL 塩酸メトクロプラミド

モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」 モサプリドクエン酸塩

リンゼス錠0.25mg リナクロチド

7.ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

脳下垂体ホルモン剤

ＡＣＴＨ製剤

コートロシン注0.25mg テトラコサクチド酢酸塩

性腺刺激ホルモン製剤

ＨＣＧ注5,000u ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

脳下垂体後葉ホルモン製剤；オキシトシン等

ピトレシン注20u/1mL バソプレシン

その他の脳下垂体ホルモン剤

デスモプレシン･スプレー2.5 デスモプレシン酢酸塩水和物

デスモプレシン注4μg/1mL デスモプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠60μg デスモプレシン酢酸塩水和物

甲状腺、副甲状腺ホルモン剤

甲状腺ホルモン製剤

チラーヂンS坐薬100μg 院内製剤

チラーヂンＳ散100μg/g レボチロキシンナトリウム

チラーヂンS錠25μg レボチロキシンナトリウム

チラーヂンＳ錠50μg レボチロキシンナトリウム

抗甲状腺ホルモン製剤

チウラジール錠50mg プロピルチオウラシル



メルカゾール注10mg チアマゾール

メルカゾール錠5mg チアマゾール

副腎ホルモン剤

エピネフリン製剤

アドレナリン注0.1％シリンジ アドレナリン

ノルアドリナリン注1mg/1mL ノルアドレナリン

ボスミン液1mg/mL アドレナリン

コルチゾン系製剤

コートリル錠10mg ヒドロコルチゾン

ソル・コーテフ注100mg
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリ
ウム

ソル・コーテフ注500mg
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリ
ウム

ハイドロコートン注100mg/2mL
ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウ
ム

ハイドロコートン注500mg/10mL
ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウ
ム

フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

ケナコルトA関節腔・皮内50mg/5mL トリアムシノロンアセトニド

デカドロンエリキシル0.1mg/mL デキサメタゾン

デカドロン錠0.5mg デキサメタゾン

デカドロン錠4mg デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

デキサメタゾン注（吸入用）6.6mg/2mL デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

デキサメタゾン注6.6mg/2mL デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

ベタメタゾン錠0.5mg｢サワイ｣ ベタメタゾン

リネステロン散0.1％ ベタメタゾン

リンデロンシロップ0.1mg/mL ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

リンデロン坐剤0.5mg ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

リンデロン注（吸入用）2mg/0.5mL ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

リンデロン注（吸入用）4mg/1mL ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

リンデロン注2mg/0.5mL ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

リンデロン注4mg/1mL ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

プレドニゾロン系製剤

注射用ソル・メルコート125
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナ
トリウム

注射用ソル・メルコート500
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナ
トリウム

プレドニゾロン散10mg/g プレドニゾロン

プレドニゾロン錠5mg プレドニゾロン

プレドニン注10mg プレドニゾロン

プレドニン注20mg プレドニゾロン

プレドニン注50mg プレドニゾロン



メチルプレドニゾロン注125mg
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナ
トリウム

メチルプレドニゾロン注500mg
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナ
トリウム

その他の副腎ホルモン剤

セレスタミン錠
ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイ
ン酸塩

フロリネフ錠0.1mg フルドロコルチゾン酢酸エステル

男性ホルモン剤

テストステロン製剤

テストロンデポー筋注250㎎ テストステロンエナント酸エステル

卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

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

プロスタール錠25mg クロルマジノン酢酸エステル

その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

プレマリン錠0.625mg 結合型エストロゲン

混合ホルモン剤

卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤

ソフィアＡ錠 ノルエチステロン・メストラノール

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

循環ホルモン剤

カリクレイン錠10u カリジノゲナーゼ

すい臓ホルモン剤

アピドラ注ソロスター インスリン グルリジン

トレシーバ注フレックスタッチ300U/3mL インスリン デグルデグ

ノボラピッド30ミックス注フレックスペン300U インスリン アスパルト

ノボラピッド注フレックスタッチ300U インスリン アスパルト

ヒューマリンＮ注1000u/10mL インスリン　ヒト

ヒューマリンＲ注1000u/10mL インスリン　ヒト

ヒューマリンＲ注1000単位/10mL インスリン　ヒト

ランタス注ソロスター インスリン・グラルギン

他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

オクトレオチド注50μg/1mL オクトレオチド酢酸塩

オクトレオチド注100μg/1mL オクトレオチド酢酸塩

オペプリムカプセル500mg ミトタン

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

サンドスタチンLAR筋注用キット30mg オクトレオチド酢酸塩

ソマチュリン皮下注120mgキット ランレオチド酢酸塩



ゾラデックスデポ注3.6mg ゴセレリン酢酸塩

ゾラデックスLAデポ注10.8mg ゴセレリン酢酸塩

ビクトーザ皮下注18mg リラグルチド

ビクトーザ皮下注18mg/3mL リラグルチド

プロスタルモンＦ注1mg/1mL ジノプロスト

リュープリン注射用キット3.75mg リュープロレリン酢酸塩

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

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

8.泌尿生殖器官及び肛門用薬

泌尿器官用剤

その他の泌尿器官用剤

ウロマチックS泌尿器科用液3％ D-ソルビトール

生殖器官用剤（性病予防剤を含む）

その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む）

フラジール腟錠250mg メトロニダゾール

痔疾用剤

その他の痔疾用剤

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

ネリザ軟膏2g
ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイ
ン

ヘモポリゾン軟膏2g 大腸菌死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

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

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

ブラダロン錠200mg フラボキサート塩酸塩

フリバス錠25mg ナフトピジル

フリバス錠50mg ナフトピジル

ベシケアOD錠2.5mg コハク酸ソリフェナシン

ベシケアOD錠5mg コハク酸ソリフェナシン

ベタニス錠50mg ミラベグロン

ポラキス錠2mg オキシブチニン塩酸塩

9.外皮用薬

外皮用殺菌消毒剤

ヨウ素化合物；ヨードチンキ等

ポビドンヨードゲル10％「明治」4g/本 ポビドンヨード

ポピヨドンスクラブ7.5％500mL ポビドンヨード

ポピヨドン液（消毒用） ポビドンヨード

ヨウ素「コザカイ・M」 ヨウ素



過酸化物製剤；オキシドール、過マンガン酸カリウム等

オキシドール3％100mL 過酸化水素

アルコール製剤

イソプロ液70％500mL「ヤクハン」 イソプロパノール

エタノール（消毒用）「ヤクハン」 エタノール

エタノール500mL「マルイシ」 エタノール

無水エタノール500mL「マルイシ」 エタノール

石鹸類製剤

0.025％ヂアミトール水 ベンザルコニウム塩化物

その他の外皮用殺菌消毒剤

アクリノール液（滅菌）0.1％ アクリノール

アクリノール液（滅菌）0.1％60mL アクリノール

アクリノール末 アクリノール

ステリクロンスクラブ液4％500mL クロルヘキシジングルコン酸塩

ハイジール消毒用液10％500mL アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩

ハイポアルコール10％（滅菌）500mL チオ硫酸ナトリウム水和物

ヘキザックAL1％綿棒12 クロルヘキシジングルコン酸塩液

ヘキザックAL液1％ クロルヘキシジングルコン酸塩液

マスキンR・エタノール液0.5％500mL
クロルヘキシジングルコン酸塩・エタノー
ル

化膿性疾患用剤

外用抗生物質製剤；ペニシリン軟膏等

アクロマイシン軟膏3％ テトラサイクリン

Ｏ－ＴＣＶ・ＡＺ 院内製剤

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1％10g「イワキ」 ゲンタマイシン硫酸塩

ソフラチュール貼付剤10cm×10cm フラジオマイシン硫酸塩

フランセチンＴパウダー60g フラジオマイシン硫酸塩・結晶トリプシン

その他の化膿性疾患用剤

アクアチムクリーム1％10g ナジフロキサシン

クロマイＰ軟膏25g
クロラムフェニコール・フラジオマイシン硫
酸塩・

ゲーベンクリーム1％ スルファジアジン銀

鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

外用抗ヒスタミン製剤

レスタミンクリーム１％ ジフェンヒドラミン

副腎皮質ホルモン製剤

アンテベートクリーム0.05％5g
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エ
ステル

アンテベート軟膏0.05％5g
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エ
ステル

アンテベートローション0.05％10g
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エ
ステル



ジフラール軟膏0.05％5g ジフロラゾン酢酸エステル

タルメア軟膏0.1％5g アルクロメタゾンプロピオン酸エステル

デルモベートクリーム0.05％5g クロベタゾールプロピオン酸エステル

デルモベートスカルプ0.05％10g クロベタゾールプロピオン酸エステル

デルモベート軟膏0.05％5g クロベタゾールプロピオン酸エステル

ドレニゾンテープ7.5cm×10cm フルドロキシコルチド

ネリゾナユニバーサルクリーム0.1％5g ジフルコルトロン吉草酸エステル

フルメタクリーム0.1％5g モメタゾンフランカルボン酸エステル

フルメタ軟膏0.1％5g モメタゾンフランカルボン酸エステル

プレドニゾロンクリーム0.5％10g「タツミ」 プレドニゾロン

リンデロンＶクリーム0.12％5g ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

リンデロンVローション0.12％10mL ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

リンデロン-V軟膏0.12％ ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

リンデロン-V軟膏0.12％5g ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤

Ｏ－ＨＡ 院内製剤

Ｏ－ＨＤ 院内製剤

Ｏ－ＲｉｎｄＶ・ＡＺ 院内製剤

Ｏ-ＲｉｎｄＶＧ・ＺＯ（RVGZ） 院内製剤

Ｏ－ＲｉｎｄＶＺ（RB） 院内製剤

デキサンVG軟膏0.12％5g
ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイ
シン硫酸塩

その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

亜鉛華デンプン「コザカイ・M」 亜鉛華デンプン

亜鉛華軟膏 酸化亜鉛・流動パラフィン・白色軟膏

アズノール軟膏20g ジメチルイソプロピルアズレン軟膏

アズノール軟膏500g ジメチルイソプロピルアズレン軟膏

インドメタシンクリーム1％25g「日医工」 インドメタシン

インドメタシンパップ70mg×7枚「BMD」 インドメタシン

エキザルベ5g/本 混合死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン

ＭＳ温シップ20g×5枚
サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウガラシ
エキス

オイラックスクリーム10g クロタミトン

ケトプロフェンテープ20mgｘ７枚｢テイコク｣ ケトプロフェン

次没食子酸ビスマス（外用） 次没食子酸ビスマス

次没食子酸ビスマス（内用） 次没食子酸ビスマス

セルタッチ10cm×14cm×6枚 フェルビナク

チンク油 酸化亜鉛

ナパゲルンローション3％50mL フェルビナク



強力レスタミンコーチゾン軟膏10g
ヒドロコルチゾン
フラジオマイシン
ジフェンヒドラミン

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

寄生性皮膚疾患用剤

外用サリチル酸系製剤

サリチル酸ワセリン軟膏5％ サリチル酸・白色ワセリン

イミダゾール系製剤

エンペシドクリーム1％10g クロトリマゾール

ニゾラールクリーム2％10g ケトコナゾール

ルリコンクリーム10ｇ ルリコナゾール

ルリコン液10mL ルリコナゾール

その他の寄生性皮膚疾患用剤

ゼフナートクリーム2％10g リラナフタート

皮膚軟化剤（腐食剤を含む）

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％20g 尿素

その他の外皮用薬

他に分類されない外皮用薬

アクトシン軟膏30g ブクラデシンナトリウム

カデックス外用散0.9％50g ヨウ素

カデックス軟膏0.9％40g ヨウ素

ディフェリンゲル0.1％15g アダパレン

フィブラストスプレー500μg トラフェルミン

プロスタンディン軟膏0.003％30g アルプロスタジル アルファデクス

ベピオゲル2.5％15g 過酸化ベンゾイル

メイスパン配合軟膏100g/本 精製白糖・ポビドンヨード

ロゼックスゲル0.75％50g メトロニダゾール

10.歯科口腔用薬

歯科用局所麻酔剤

歯科用局所麻酔剤

キシロカインカートリッジ歯科用 リドカイン塩酸塩・アドレナリン

ジンジカインゲル20％ アミノ安息香酸エチル

歯科用抗生物質製剤

テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏
テトラサイクリン塩酸塩・エピジヒドロコレ
ステリン

ペリオクリン歯科用軟膏 ミノサイクリン塩酸塩

その他の歯科口腔用薬

フルオール・ゼリー歯科用2％ フッ化ナトリウム



11.ビタミン剤

ビタミンＡ及びＤ剤

合成ビタミンＤ製剤

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

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

アルファロール液0.5μg/mL アルファカルシドール

ビタミンＢ１剤

ビタミンＢ１剤

メタボリﾝG注（V.B1）20mg/2mL チアミン塩化物塩酸塩

ビタミンＢ１誘導体製剤

フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 フルスルチアミン塩酸塩

ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く）

ビタミンＢ２剤

ハイボン錠20mg リボフラビン酪酸エステル

ビスラーゼ注20mg/2mL リボフラビン

パントテン酸系製剤

パンテニール注500mg/2mL パンテノール

パントシン錠100mg パンテチン

ビタミンＢ６剤

ピドキサール（V.B6）30mg/1mL ピリドキサールリン酸エステル水和物

ピドキサール錠10mg ピリドキサールリン酸エステル水和物

葉酸製剤

フォリアミン錠5mg 葉酸

ビタミンＢ１２剤

フレスミンＳ注1mg/1mL ヒドロキソコバラミン酢酸塩

メチコバール錠250μg メコバラミン

ビタミンＣ剤

ビタミンＣ剤

ビタシミン注（V.C）500mg/2mL アスコルビン酸

ビタミンＥ剤

ビタミンＥ剤

ユベラ錠50mg トコフェロール酢酸エステル

ビタミンＫ剤

ビタミンＫ剤

グラケーカプセル15mg メナテトレノン

ケイツーN注10mg/2mL メナテトレノン

ケーワン錠5mg フィトナジオン



混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く）

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200mg アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム

パンビタン末
レチノールパルミチン酸エステル・チアミ
ン硝化物・リボフラビン等

ビタジェクト注
レチノールパルミチン酸エステル・エルゴ
カルシフェロール・トコフェロール酢酸エス

ビタメジン25Cap
ベンフォチアミン・ピリドキシン塩酸塩・シ
アノコバラミン

ビタメジン静注用
リン酸チアミンジスルフィド・ピリドキシン
塩酸塩・シアノコバラミン

12.滋養強壮薬

カルシウム剤

乳酸カルシウム製剤

乳酸カルシウム1g 乳酸カルシウム

グルコン酸カルシウム製剤

カルチコール注8.5％5mL グルコン酸カルシウム

ハロゲン化カルシウム製剤；塩化カルシウム、臭化カルシウム等

塩化カルシウム注2％20mL 塩化カルシウム

その他のカルシウム剤

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

無機質製剤

ヨウ素化合物製剤；ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等

ヨウ化カリウム ヨウ化カリウム

ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 ヨウ化カリウム

鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）

インクレミンシロップ50mg/mL 溶性ピロリン酸第二鉄

クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」 クエン酸第一鉄ナトリウム

クエン酸第一鉄Na顆粒8.3％「ツルハラ」 クエン酸第一鉄ナトリウム

フェジン注40mg/2mL 含糖酸化鉄

フェロ･グラデュメット錠105mg 乾燥硫酸鉄

その他の無機質製剤

アスパラカリウム錠300mg（1.8mEq） L-アスパラギン酸カリウム

アスパラカリウム注10mEq/10mL L-アスパラギン酸カリウム

塩化ナトリウム（外用） 塩化ナトリウム

塩化ナトリウム（内用） 塩化ナトリウム

グルコンサンＫ細粒1g（4mEq） グルコン酸カリウム

ＫＣＬ注10mEq/10mLキット「テルモ」 塩化カリウム

ＫＣＬ注20mEq/20mLキット「テルモ」 塩化カリウム

ケーサプライ錠600mg 塩化カリウム

ミネラミック注2mL
塩化第二鉄、塩化マンガン、 硫酸亜鉛水
和物等



糖類剤

ブドウ糖製剤

ブドウ糖注5％20mL ブドウ糖

ブドウ糖注5％50mL ブドウ糖

ブドウ糖注5％100mL ブドウ糖

ブドウ糖注5％250mL ブドウ糖

ブドウ糖注5％500mL ブドウ糖

ブドウ糖注10％500mL ブドウ糖

ブドウ糖注20％20mL ブドウ糖

ブドウ糖注30％500mL ブドウ糖

ブドウ糖注50％20mL ブドウ糖

ブドウ糖注50％200mL ブドウ糖

ブドウ糖注50％500mL ブドウ糖

その他の糖類剤

ハイカリックＲＦ500mL
ブドウ糖・塩化ナトリウム・塩化マグネシ
ウム等

たん白アミノ酸製剤

混合アミノ酸製剤

アミノレバン注500mL L-トレオニン・L-セリン・L-プロリン等

アミパレン注200mL L-トレオニン・L-セリン・L-プロリン等

アミパレン注300mL L-トレオニン・L-セリン・L-プロリン等

ネオアミユー注200mL
L‐イソロイシン・L‐ロイシン・L‐リシン酢酸
塩等

プレアミン-P注 200mL
L-イソロイシン・L-ロイシン・L-リシン酢酸
塩等

ヘパアクト配合顆粒 イソロイシン・バリン・ロイシン顆粒

その他のたん白アミノ酸製剤

アミノレバンＥＮ配合散50g コーヒー味 アミノレバン

エネーボ（バニラ）300Kcal/250mL
分離牛乳タンパク質 ・濃縮乳清タンパク
質 ・分離大豆タンパク質 等

エルネオパNF1号輸液 1000mL ブドウ糖・塩化ナトリウム・塩化カリウム等

エルネオパNF2号輸液 1000mL ブドウ糖・塩化ナトリウム・塩化カリウム等

エレンタール配合内用剤（ボトル）300Kcal/80g ブドウ糖・塩化ナトリウム・塩化カリウム等

エンシュア（コーヒー）250Kcal/250mL
カゼインナトリウム・カゼインナトリウムカ
ルシウム・分離大豆たん白質 等

エンシュアＨ（黒糖）375Kcal/250mL
カゼインナトリウム・カゼインナトリウムカ
ルシウム・分離大豆たん白質 等

パレプラス輸液500mL
ブドウ糖・塩化ナトリウム・L-乳酸ナトリウ
ム液等

ビーフリード点滴静注用 Ｌ‐ロイシン・Ｌ‐イソロイシン・Ｌ‐バリン等

フルカリック1号903mL
ブドウ糖・L-乳酸ナトリウム液・グルコン
酸カルシウム水和物

フルカリック2号1003mL
ブドウ糖・L-乳酸ナトリウム液・グルコン
酸カルシウム水和物

フルカリック3号1103mL
ブドウ糖・L-乳酸ナトリウム液・グルコン
酸カルシウム水和物

ラコールNF配合経腸用液（バナナ）200ｍL 乳カゼイン、分離大豆たん白質等



ラコールNF配合経腸用液（ミルク）400mL 乳カゼイン、分離大豆たん白質等

その他の滋養強壮薬

他に分類されない滋養強壮薬

イントラリポス注20％100mL 精製大豆油

イントラリポス注20％250mL 精製大豆油

13.血液・体液用薬

血液代用剤

生理食塩液類

塩化ナトリウム注10％20mL 塩化ナトリウム

生食注シリンジ10mL 塩化ナトリウム

生食注シリンジ10mL（ロック） 塩化ナトリウム

生食注シリンジ20mL 塩化ナトリウム

生食注シリンジ20mL（ロック） 塩化ナトリウム

生食注シリンジ50mL（ロック） 塩化ナトリウム

生理食塩液（洗浄用）500mL 塩化ナトリウム

生理食塩液（洗浄用）1,000mL 塩化ナトリウム

生理食塩液(テルモ)注 500mL 塩化ナトリウム

生理食塩液注5mL 塩化ナトリウム

生理食塩液注20mL 塩化ナトリウム

生理食塩液注50mL 塩化ナトリウム

生理食塩液注100mL 塩化ナトリウム

生理食塩液注250mL 塩化ナトリウム

生理食塩液注500mL 塩化ナトリウム

生理食塩液注1Ｌ 塩化ナトリウム

生理食塩液PL「フソー」2000mL 塩化ナトリウム

その他の血液代用剤

ソルアセトＦ注500mL 多成分

ソルデム1注200mL
ブドウ糖・塩化ナトリウム、L-乳酸ナトリウ
ム等

ソルデム1注500mL
ブドウ糖・塩化ナトリウム、L-乳酸ナトリウ
ム等

ソルデム2注500mL
ブドウ糖・塩化ナトリウム、乳酸カリウム
等

ソルデム3A注200mL
ブドウ糖・塩化ナトリウム、L-乳酸ナトリウ
ム等

ソルデム3A注500mL
ブドウ糖・塩化ナトリウム、L-乳酸ナトリウ
ム等

ソルデム6注500mL
ブドウ糖・塩化ナトリウム、L-乳酸ナトリウ
ム等

ビカーボン輸液500mL
塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化カル
シウム水和物等

フィジオ140注500mL
塩化ナトリウム・塩化カリウム・グルコン
酸カルシウム水和物等

フィジオ35注500mL
塩化ナトリウム・塩化カリウム・グルコン
酸カルシウム水和物等

ボルベン輸液6％ ヒドロキシエチルデンプン



ラクテック注500mL L-乳酸ナトリウムリンゲル液

リン酸Na補正液（0.5mmol/mL）20mL
リン酸水素ナトリウム
リン酸二水素ナトリウム

止血剤

カルバゾクロム系製剤

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

カルバゾクロム注100mg/20mL
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和
物

カルバゾクロム注50mg/10mL
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和
物

ゼラチン製剤

ゼルフォームNo.100：8x12.5x1cm ゼラチン

臓器性止血製剤

トロンビン液モチダソフトボトル（外用）5000u/5mL トロンビン

トロンビン液モチダソフトボトル（内用）5000u/5mL トロンビン

トロンビン細粒（経口用）10,000u トロンビン

セルロース系製剤（可吸収性充填止血ガーゼ類を含む）

サージセル5.1×7.6cm 酸化セルロース

サージセル綿型2.5×5.1cm 酸化セルロース

抗プラスミン剤

トラネキサム酸カプセル 250mg「トーワ」 トラネキサム酸

トランサミン散500mg/g トラネキサム酸

トランサミン注250mg/5mL トラネキサム酸

その他の止血剤

オルダミン注10％10g モノエタノールアミンオレイン酸塩

血液凝固阻止剤

ジクマロール系製剤

ワーファリン錠1mg ワルファリンカリウム

ヘパリン製剤

フラグミン注5,000u/5mL ダルテパリンナトリウム

ヘパリンNa注5000単位/5mL ヘパリンナトリウム

ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL ヘパリンナトリウム

ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL ヘパリンナトリウム

その他の血液凝固阻止剤

イグザレルト錠10mg リバーロキサバン

イグザレルト錠15mg リバーロキサバン

エリキュース錠2.5mg アピキサバン

エリキュース錠5mg アピキサバン

クレキサン皮下注キット2000IU エノキサパリンナトリウム



ビーソフテンローション50g ヘパリン類似物質

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

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

プロタミン硫酸塩注100mg プロタミン硫酸塩

ヘパリンカルシウム皮下注5千単位シリンジ ヘパリンカルシウム

ヘパリン類似物質泡状スプレー0.3％「PP」 ヘパリン類似物質

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

リクシアナOD錠30mg エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナOD錠60mg エドキサバントシル酸塩水和物

リコモジュリン注12800単位 トロンボモデュリン アルファ

その他の血液・体液用薬

他に分類されない血液・体液用薬

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄潅流液
ブドウ糖・塩化ナトリウム・塩化カルシウ
ム等

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

グランシリンジ75μg/0.3mL フィルグラスチム

グランシリンジ150μg/0.6mL フィルグラスチム

グランシリンジＭ300μg/0.7mL フィルグラスチム

ジーラスタ皮下注3.6mgシリンジ ペグフィルグラスチム

ノイトロジン注50μg レノグラスチム

ノイトロジン注100μg レノグラスチム

ノイトロジン注250μg レノグラスチム

バイアスピリン錠100mg アスピリン

フィルグラスチムBS注シリンジ75μg「F」 フィルグラスチム

フィルグラスチムBS注シリンジ150μg「F」 フィルグラスチム

フィルグラスチムBS注シリンジ300μg「F」 フィルグラスチム

プラビックス錠75mg クロピドグレル

モゾビル皮下注24mg プレリキサホル

14.人工透析用薬

人工腎臓透析用剤

人工腎臓透析用剤

カーボスター透析剤Ｌ 6L･7.6L
塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化カル
シウム水和物等

サブパック-Bi 2020mL
塩化ナトリウム・塩化カリウム・炭酸水素
ナトリウム等

15.その他の代謝性医薬品

肝臓疾患用剤

その他の肝臓疾患用剤

グリチロン配合錠
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシ
ン・DL-メチオニン

ヒシファーゲン注20mL
グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシ
ン・L-システイン塩酸塩水和物



解毒剤

グルタチオン製剤

タチオン錠100mg グルタチオン

タチオン注200mg グルタチオン

チオ硫酸ナトリウム製剤

デトキソール注10％20mL チオ硫酸ナトリウム

その他の解毒剤

ウロミテキサン注400mg/4mL メスナ

エクジェイド懸濁用錠125mg デフェラシロクス

エクジェイド懸濁用錠500mg デフェラシロクス

サビーン点滴静注用500mg デクスラゾキサン

デスフェラール注500mg デフェロキサミンメシル酸塩

ノベルジン錠25mg 酢酸亜鉛水和物

パム注500mg/20mL プラリドキシムヨウ化物

ブリディオン静注200mg/2mL スガマデクスナトリウム

ホリナート錠25mg ホリナートカルシウム

メイロン注7％20mL 炭酸水素ナトリウム

メイロン注7％250mL 炭酸水素ナトリウム

レボホリナート注25mg「トーワ」 レボホリナートカルシウム

レボホリナート注100mg「トーワ」 レボホリナートカルシウム

ロイコボリン錠5mg ホリナートカルシウム

ロイコボリン注3mg/1mL ホリナートカルシウム

痛風治療剤

コルヒチン製剤

コルヒチン錠0.5mg コルヒチン

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

その他の痛風治療剤

ウラリット配合錠
クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水
和物

フェブリク錠10mg フェブキソスタット

ユリノーム錠50mg ベンズブロマロン

酵素製剤

ウロキナーゼ製剤

ウロキナーゼ注6万u｢フジ｣ ウロキナーゼ

その他の酵素製剤

アクチバシン注2,400万u アルテプラーゼ

ブロメライン軟膏20g ブロメライン



ラスリテック注1.5mg ラスブリカーゼ

ラスリテック注7.5mg ラスブリカーゼ

糖尿病用剤

スルフォニル尿素系製剤

グリミクロン錠40mg グリクラジド

グリメピリドOD錠1mg「KN」 グリメピリド

グリメピリドOD錠3mg「KN」 グリメピリド

ダオニール錠1.25mg グリベンクラミド

ビグアナイド系製剤

メトグルコ錠250mg メトホルミン塩酸塩

その他の糖尿病用剤

アクトス錠15mg ピオグリタゾン塩酸塩

グラクティブ錠50mg シタグリプチンリン酸塩水和物

シュアポスト錠0.25mg レパグリニド

セイブル錠50mg ミグリトール

トラゼンタ錠5mg リナグリプチン

ナテグリニド錠90mg「テバ」 ナテグリニド

ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」 ボグリボース

ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」 ボグリボース

他に分類されない代謝性医薬品

アデノシン製剤

アデホスＬコーワ注10mg/2mL アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

他に分類されないその他の代謝性医薬品

アクトネル錠17.5mg リセドロン酸ナトリウム

エビスタ錠60mg ラロキシフェン塩酸塩

エフオーワイ注100mg ガベキサートメシル酸塩

エフオーワイ注500mg ガベキサートメシル酸塩

エポジン注シリンジ3000u エポエチン　ベータ

エポジン注シリンジ6000u エポエチン　ベータ

エラスポール注100mg シベレスタットナトリウム水和物

エルカルチンFF注1000mg/5mL レボカルニチン

エルシトニン注40u/1mL エルカトニン

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

キネダック錠50mg エパルレスタット

グラセプターカプセル0.5mg タクロリムス水和物

サンディミュン注250mg/5mL シクロスポリン

スベニール注25mg/2.5mL ヒアルロン酸ナトリウム



ゾレドロン酸注バッグ4mg/100mL ゾレドロン酸水和物

タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」 タクロリムス水和物

タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」 タクロリムス水和物

ナファモスタット注10mg ナファモスタットメシル酸塩

ナファモスタット注50mg ナファモスタットメシル酸塩

ネオーラルカプセル10mg シクロスポリン

ネオーラルカプセル25mg シクロスポリン

ネオーラルカプセル50mg シクロスポリン

ネオーラル液100mg/mL シクロスポリン

パミドロン酸Na注15mg パミドロン酸二ナトリウム

パミドロン酸Na注30mg パミドロン酸二ナトリウム

ピアーレシロップ65％ ラクツロース

プラリア皮下注シリンジ60mg デノスマブ

プログラフ注2mg/0.4mL タクロリムス水和物

ボナロン注ﾊﾞｯｸﾞ900μg/100mL アレンドロン酸ナトリウム水和物

ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg ミコフェノール酸モフェチル

ミラクリッド注50,000u ウリナスタチン

ランマーク皮下注120mg デノスマブ

リクラスト注 5mg/100mL ゾレドロン酸水和物

レボレード錠12.5mg エルトロンボパグ オラミン

ロミプレート皮下注250μg ロミプロスチム

16.腫瘍用薬

アルキル化剤

クロルエチルアミン系製剤

イホマイド注1g イホスファミド

エンドキサン錠50mg シクロホスファミド水和物

エンドキサン注100mg シクロホスファミド水和物

エンドキサン注500mg シクロホスファミド水和物

スルホン酸エステル系製剤

ブスルフェクス注60mg ブスルファン

その他のアルキル化剤

アルケラン錠2mg メルファラン

アルケラン注50mg メルファラン

エストラサイトカプセル156.7mg
エストラムスチンリン酸エステルナトリウ
ム水和物

ギリアデル脳内留置用剤7.7mg カルムスチン

サイメリン注100mg ラニムスチン

サイメリン注50mg ラニムスチン



ザノサー注1000mg ストレプトゾシン

ダカルバジン注100mg ダカルバジン

テモゾロミド錠20mg「NK」 テモゾロミド

テモゾロミド錠100mg「NK」 テモゾロミド

テモダール点滴静注用100mg テモゾロミド

トレアキシン注25mg ベンダムスチン塩酸塩

トレアキシン注100mg ベンダムスチン塩酸塩

ニドラン注50mg ニムスチン塩酸塩

メルカプトプリン系製剤

ロイケリン散100mg/g メルカプトプリン水和物

代謝拮抗剤

メトトレキサート製剤

メソトレキセート錠2.5mg メトトレキサート

メソトレキセート注5mg メトトレキセート

メソトレキセート注50mg メトトレキセート

メソトレキセート注200mg/8mL メトトレキセート

メソトレキセート注1000mg/40mL メトトレキセート

フルオロウラシル系製剤

ゼローダ錠300mg カペシタビン

フルオロウラシル注250mg「トーワ」 フルオロウラシル

フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 フルオロウラシル

フルツロンカプセル200mg ドキシフルリジン

シトシン系製剤

キロサイド注20mg/1mL シタラビン

キロサイド注60mg/3mL シタラビン

キロサイド注200mg/10mL シタラビン

ゲムシタビン注200mg ゲムシタビン塩酸塩

ゲムシタビン注1g ゲムシタビン塩酸塩

サンラビン注150mg エノシタビン

サンラビン注200mg エノシタビン

サンラビン注250mg エノシタビン

シタラビン注400mg/20mL シタラビン

シタラビン注1g/50mL シタラビン

その他の代謝拮抗剤

アラノンジー注250mg ネララビン

アリムタ注射用100mg ペメトレキセドナトリウム水和物

アリムタ注射用500mg ペメトレキセドナトリウム水和物



(TS-1)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

(TS-1)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

エボルトラ点滴静注20mg/20mL クロファラビン

ジフォルタ注 20mg プララトレキサート

ティーエスワン配合カプセルT20mg
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウ
ム

ティーエスワン配合カプセルT25mg
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウ
ム

ティーエスワン配合顆粒T20mg
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウ
ム

ティーエスワン配合顆粒T25mg
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウ
ム

ハイドレアカプセル500mg ヒドロキシカルバミド

フルダラ錠10mg フルダラビンリン酸エステル

フルダラ注50mg フルダラビンリン酸エステル

ユーエフティE配合顆粒T100mg テガフール・ウラシル

ユーエフティE配合顆粒T150 mg テガフール・ウラシル

ユーエフティE配合顆粒T200mg テガフール・ウラシル

ユーエフティ配合カプセル100mg テガフール・ウラシル

抗腫瘍性抗生物質製剤

マイトマイシンＣ製剤

マイトマイシン注2mg マイトマイシンC

アクチノマイシンＤ製剤

コスメゲン注0.5mg アクチノマイシンＤ

ブレオマイシン系製剤

ブレオ注5mg ブレオマイシン塩酸塩

ブレオ注15mg ブレオマイシン塩酸塩

ペプレオ注5mg ペプロマイシン硫酸塩

ペプレオ注10mg ペプロマイシン硫酸塩

アントラサイクリン系抗生物質製剤

アクラシノン注20mg アクラルビシン塩酸塩

イダマイシン注5mg イダルビシン塩酸塩

エピルビシン塩酸塩注10mg エピルビシン塩酸塩

エピルビシン塩酸塩注50mg エピルビシン塩酸塩

カルセド注20mg アムルビシン塩酸塩

ダウノマイシン注20mg ダウノルビシン塩酸塩

ドキシル注20mg/10mL ドキソルビシン塩酸塩

ドキソルビシン塩酸塩注10mg/5mL ドキソルビシン塩酸塩

ドキソルビシン塩酸塩50mg/25mL ドキソルビシン塩酸塩

ピノルビン注10mg ピラルビシン塩酸塩

ピノルビン注20mg ピラルビシン塩酸塩



ピノルビン注30mg ピラルビシン塩酸塩

その他の抗腫瘍性抗生物質製剤

マイロターグ注5mg ゲムツズマブオゾガマイシン

抗腫瘍性植物成分製剤

抗腫瘍性植物成分製剤

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）

イリノテカン注40mg/2mL「トーワ」 イリノテカン塩酸塩

イリノテカン注「トーワ」100mg/5mL イリノテカン塩酸塩

エクザール注10mg ビンブラスチン硫酸塩

エトポシド点滴静注液100mg/5mL エトポシド

オンコビン注1mg ビンクリスチン硫酸塩

ジェブタナ点滴静注60mg カバジタキセル　アセトン付加物

ドセタキセル注20mg/1mL「トーワ」 ドセタキセル

ドセタキセル注80mg/4mL「トーワ」 ドセタキセル

ｱﾙｺｰﾙ禁 ドセタキセル注20mg/1mL「EE」 ドセタキセル

ｱﾙｺｰﾙ禁 ドセタキセル注80mg/4mL「EE」 ドセタキセル

ハイカムチン注1.1mg ノギテカン塩酸塩

パクリタキセル注「ホスピーラ」30mg/5mL パクリタキセル

パクリタキセル注「ホスピーラ」100mg/16.7mL パクリタキセル

フィルデシン注1mg ビンデシン硫酸塩

フィルデシン注3mg ビンデシン硫酸塩

ラステットSカプセル25mg エトポシド

ラステットSカプセル50mg エトポシド

ロゼウス注10mg/1mL ビノレルビン酒石酸塩

ロゼウス注40mg/4mL ビノレルビン酒石酸塩

その他の腫瘍用薬

その他の腫瘍用薬

サレドカプセル50mg サリドマイド

サレドカプセル100mg サリドマイド

ハラヴェン静注1mg エリブリンメシル酸塩

ビダーザ注射用100mg アザシチジン

レブラミドカプセル5mg レナリドミド水和物

ロンサーフ配合錠T15（15mg） トリフルリジン・チピラシル塩酸塩

ロンサーフ配合錠T20mg トリフルリジン・チピラシル塩酸塩

その他の抗悪性腫瘍用剤

アーゼラ点滴静注液100mg/5mL オファツムマブ

アーゼラ点滴静注液1000mg/50mL オファツムマブ



アービタックス注射液100mg/20mL セツキシマブ

動注用アイエーコール50mg シスプラチン

動注用アイエーコール100mg シスプラチン

アイクルシグ錠15mg ポナチニブ塩酸塩

アクプラ注10mg ネダプラチン

アクプラ注50mg ネダプラチン

アクプラ注100mg ネダプラチン

アドセトリス点滴静注用50mg ブレンツキシマブ　ベドチン

アナストロゾール錠1mg「トーワ」 アナストロゾール

アバスチン点滴静注100mg/4mL ベバシズマブ

アバスチン点滴静注400mg/16mL ベバシズマブ

アフィニトール錠5mg エベロリムス

アフィニトール分散錠2mg エベロリムス

アフィニトール分散錠3mg エベロリムス

アムノレイク錠2mg タミバロテン

アレセンサカプセル150mg アレクチニブ塩酸塩

アロマシン錠25mg エキセメスタン

イクスタンジ錠40mg エンザルタミド

イクスタンジ錠80mg エンザルタミド

イストダックス注10mg ロミデプシン

イマチニブ錠100mg「ファイザー」 イマチニブメシル酸塩

イミフィンジ点滴静注120mg/2.4mL デュルバルマブ

イミフィンジ点滴静注500mg/10mL デュルバルマブ

イムブルビカカプセル140mg イブルチニブ

イレッサ錠250mg ゲフィチニブ

インライタ錠1mg アキシチニブ

インライタ錠5mg アキシチニブ

ヴォトリエント錠200mg パゾパニブ塩酸塩

エムプリシティ注300mg エロツズマブ

エムプリシティ注400mg エロツズマブ

オキサリプラチン注50mg/10mL｢サワイ｣ オキサリプラチン

オキサリプラチン注100mg/20mL｢サワイ｣ オキサリプラチン

オキサリプラチン注200mg/40mL｢サワイ｣ オキサリプラチン

オフェブカプセル100mg ニンテダニブエタンスルホン酸塩

オフェブカプセル150mg ニンテダニブエタンスルホン酸塩

オプジーボ注20mg/2mL ニボルマブ

オプジーボ注100mg/10mL ニボルマブ



オプジーボ注240mg/24mL ニボルマブ

カイプロリス注10mg カルフィルゾミブ

カイプロリス注40mg カルフィルゾミブ

ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL オビヌツズマブ

カドサイラ点滴静注用100mg トラスツズマブエムタンシン

カドサイラ点滴静注用160mg トラスツズマブエムタンシン

カプレルサ錠100mg バンデタニブ

カルボプラチン点滴静注液50mg/5mL カルボプラチン

カルボプラチン点滴静注150mg/15mL カルボプラチン

カルボプラチン点滴静注450mg/45mL カルボプラチン

キイトルーダ注20mg/0.8mL ペムブロリズマブ

キイトルーダ注100mg/4mL ペムブロリズマブ

グリベック錠100mg イマチニブメシル酸塩

ゴナックス皮下注（溶解液付） 80mg デガレリクス酢酸塩

ゴナックス皮下注（溶解液付）120mg デガレリクス酢酸塩

コホリン注7.5mg ペントスタチン

ザーコリカプセル200mg クリゾチニブ

ザーコリカプセル250mg クリゾチニブ

ザイティガ錠250mg アビラテロン酢酸エステル

サイラムザ点滴静注液100mg/10mL ラムシルマブ

サイラムザ点滴静注液500mg/50mL ラムシルマブ

ザルトラップ点滴静注 100mg/4mL アフリベルセプト　ベータ

ザルトラップ点滴静注 200mg/8mL アフリベルセプト　ベータ

ジオトリフ錠20mg アファチニブマレイン酸塩

ジオトリフ錠30mg アファチニブマレイン酸塩

ジオトリフ錠40mg アファチニブマレイン酸塩

ジオトリフ錠50mg アファチニブマレイン酸塩

ジカディアカプセル150mg セリチニブ

シスプラチン注10mg/20mL シスプラチン

シスプラチン注25mg/50mL シスプラチン

シスプラチン注50mg/100mL シスプラチン

ジャカビ錠5mg ルキソリチニブリン酸塩

スーテントカプセル12.5mg スニチニブリンゴ酸塩

スチバーガ錠40mg レゴラフェニブ

スプリセル錠20mg ダサチニブ

スプリセル錠50mg ダサチニブ

ゼヴァリンイットリウム静注用セット イットリウム イブリツモマブ チウキセタン



ゼルボラフ錠240mg ベムラフェニブ

ゾーフィゴ注 塩化ラジウム

ゾスパタ錠40mg ギルテリチニブフマル酸塩

ゾリンザカプセル100mg ボリノスタット

タイケルブ錠250mg ラパチニブトシル酸塩水和物

タグリッソ錠40mg オシメルチニブメシル酸塩

タグリッソ錠80mg オシメルチニブメシル酸塩

タシグナカプセル150mg ニロチニブ塩酸塩水和物

タシグナカプセル200mg ニロチニブ塩酸塩水和物

タフィンラーカプセル50mg ダブラフェニブメシル酸塩

タフィンラーカプセル75mg ダブラフェニブメシル酸塩

タモキシフェン錠10mg「MYL」 タモキシフェンクエン酸塩

タモキシフェン錠20mg「MYL」 タモキシフェンクエン酸塩

ダラザレックス注100mg ダラツムムブ

ダラザレックス注400mg ダラツムムブ

タルセバ錠25mg エルロチニブ塩酸塩

タルセバ錠100mg エルロチニブ塩酸塩

タルセバ錠150mg エルロチニブ塩酸塩

テセントリク注1200mg/20mL アテゾリズマブ

トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」 トラスツズマブ

トラスツズマブBS点滴静注用150mg「CTH」 トラスツズマブ

トーリセル点滴静注25mg テムシロリムス

トリセノックス注10mg/10mL 三酸化ヒ素

ニンラーロ Cap 2.3mg イキサゾミブクエン酸塩エステル

ニンラーロ Cap 3mg イキサゾミブクエン酸塩エステル

ニンラーロ Cap 4mg イキサゾミブクエン酸塩エステル

ネクサバール錠200mg ソラフェニブ

ノバントロン注10mg/5mL ミトキサントロン塩酸塩

パージェタ点滴静注420mg/14mL ペルツズマブ

ハーセプチン注60mg トラスツズマブ

ハーセプチン注150mg トラスツズマブ

バベンチオ注200mg アベルマブ

ビーリンサイト点滴静注用35μg ブリナツモマブ

ビカルタミド錠80mg「トーワ」 ビカルタミド

ヒスロンＨ錠200mg メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

ファリーダックカプセル10mg パノビノスタット乳酸塩

ファリーダックカプセル15mg パノビノスタット乳酸塩



フェソロデックス筋注250mg フルベストラント

フェマーラ錠2.5mg レトロゾール

フルタミド錠125mg「ファイザー」 フルタミド

プロカルバジンカプセル50mg プロカルバジン塩酸塩

ベージニオ錠50mg アベマシクリブ

ベージニオ錠100mg アベマシクリブ

ベージニオ錠150mg アベマシクリブ

ベクティビックス注100mg パニツムマブ

ベクティビックス注400mg パニツムマブ

ベサノイドカプセル10mg トレチノイン

ベスポンサ注１mg イノツズマブオゾガマイシン

ボシュリフ錠100mg ボスチニブ水和物

ポテリジオ点滴静注20mg/5mL モガムリズマブ

ポマリストカプセル1mg ポマリドミド

ポマリストカプセル2mg ポマリドミド

ポマリストカプセル3mg ポマリドミド

ポマリストカプセル4mg ポマリドミド

マブキャンパス注30mg/1mL アレムツズマブ

無水エタノール注5mL エタノール

ムンデシンカプセル100mg フォロデシン塩酸塩

メキニスト錠0.5mg
トラメチニブ　ジメチルスルホキシド付加
物

メキニスト錠2mg
トラメチニブ　ジメチルスルホキシド付加
物

ヤーボイ点滴静注液50mg/10mL イピリムマブ

ヨンデリス点滴静注用0.25mg トラベクテジン

ヨンデリス点滴静注用1mg トラベクテジン

リツキサン注100mg/10mL リツキシマブ

リツキサン注500mg/50mL リツキシマブ

リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 リツキシマブ

リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 リツキシマブ

リムパーザ錠100mg オラパリブ

リムパーザ錠150mg オラパリブ

レンビマカプセル 4mg レンバチニブメシル酸塩

レンビマカプセル10mg レンバチニブメシル酸塩

ロイスタチン注8mg/8mL クラドリビン

ロイナーゼ注5000u L-アスパラギナーゼ凍結乾燥品

ローブレナ錠25mg ロルラチニブ

ローブレナ錠100mg ロルラチニブ



他に分類されない腫瘍用薬

イブランスCap 25mg パルボシクリブ

イブランスCap125mg パルボシクリブ

ピシバニール注5KE 乾燥菌体

ベルケイド注射用3mg ボルテゾミブ

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g タルク

レザフィリン注100mg タラポルフィンナトリウム

17.放射性医薬品

放射性医薬品

放射性医薬品

アシアロシンチ注（185MBq）
ガラクトシル人血清アルブミンジエチレン
トリアミン五酢酸テクネチウム

イオフェタミン（123I）注射液（111MBq）
塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミ
ン

イオフェタミン（123I）注射液（167MBq）
塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミ
ン

イオフェタミン（123I）注射液注射液（222MBq）
塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミ
ン

インジウムＤＴＰＡ注37MBq1mL ジエチレントリアミン五酢酸インジウム

FDGスキャン注（185MBq） フルデオキシグルコース

塩化タリウム（TL201）注シリンジ（74MBq） 塩化タリウム

塩化タリウムTL201注（222MBq） 塩化タリウム

塩化タリウムTL201注296MBq 塩化タリウム

塩化タリウムTL201注370MBq 塩化タリウム

塩化タリウム-TL201注シリンジ（111MBq） 塩化タリウム

塩化タリウム-TL201注シリンジ（148MBq） 塩化タリウム

クエン酸ガリウム（Ga67）注シリンジ（74MBq） クエン酸ガリウム

クエン酸ガリウム（Ga67）注シリンジ（111MBq） クエン酸ガリウム

クエン酸ガリウム（Ga67）注シリンジ（148MBq） クエン酸ガリウム

クエン酸ガリウム-Ga67注シリンジ（185MBq） クエン酸ガリウム

クエン酸ガリウムGa67注（37MBq） クエン酸ガリウム

クエン酸ガリウムGa67注296MBq クエン酸ガリウム

クエン酸ガリウム（Ga67）注射液（333MBq） クエン酸ガリウム

クエン酸ガリウムGa67注370MBq クエン酸ガリウム

クリアボーン注（1.11GBq）
ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチ
ウム

クリアボーン注（1.85GBq）
ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチ
ウム

クリアボーン注（555MBq）
ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチ
ウム

クリアボーン注（740MBq）
ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチ
ウム

ゼヴァリンインジウム静注用セット インジウム イブリツモマブ チウキセタン

テクネMAAキット テクネチウム大凝集人血清アルブミン

テクネMAG3注射液（200MBq）
メルカプトアセチルグリシルグリシルグリ
シンテクネチウム



テクネMAG3注射液（300MBq）
メルカプトアセチルグリシルグリシルグリ
シンテクネチウム

テクネMAG3注射液（400MBq）
メルカプトアセチルグリシルグリシルグリ
シンテクネチウム

テクネMDP注射液（370MBq） メチレンジホスホン酸テクネチウム

テクネMDP注射液（555MBq） メチレンジホスホン酸テクネチウム

テクネMDP注射液（740MBq） メチレンジホスホン酸テクネチウム

テクネMDP注射液（925MBq） メチレンジホスホン酸テクネチウム

テクネシンチ注-10M（370MBq） 過テクネチウム酸ナトリウム

テクネゾール注（740MBq） 過テクネチウム酸ナトリウム

テクネフチン酸キット フィチン酸テクネチウム

ニューロライト注射液（400MBq）
N,N’-(1,2-エチレン)ビス-L-システインジ
エチルエステル二塩酸塩

ニューロライト注射液（600MBq）
N,N’-(1,2-エチレン)ビス-L-システインジ
エチルエステル二塩酸塩

プールシンチ注（740MBq）
人血清アルブミンジエチレントリアミン五
酢酸テクネチウム

フルデオキシグルコース（FDG）（18F)静注「FRI」 フルデオキグルコース

MAGシンチ注（222MBq） テクネチウム-99m

MAGシンチ注（333MBq） テクネチウム-99m

MAGシンチ注（555MBq） テクネチウム-99m

ミオMIBG（I123）注射液（111MBq） 3-ヨードベンジルグアニジン（123I）

メタストロン注（141MBq） 塩化ストロンチウム

ヨウ化ナトリウムカプセル-1号 ヨウ化ナトリウム（131I）

ヨウ化ナトリウムカプセル30号 ヨウ化ナトリウム（131I）

ヨウ化ナトリウムカプセル-5号 ヨウ化ナトリウム（131I）

ヨウ化ナトリウムカプセル50号 ヨウ化ナトリウム（131I）

ヨードカプセル-123 ヨウ化ナトリウム（123Ｉ）

18.アレルギー用薬

抗ヒスタミン剤

ジフェンヒドラミン系製剤

レスタミンコーワ錠10mg ジフェンヒドラミン

フェノチアジン系製剤

ヒベルナ注25mg/1mL プロメタジン塩酸塩

ピレチア散100mg/g プロメタジン

その他の抗ヒスタミン剤

ネオレスタール注10mg/1mL クロルフェニラミンマレイン酸塩

ポララミン錠2mg d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

その他のアレルギー用薬

その他のアレルギー用薬

エバステル錠5mg エバスチン

エピナスチン塩酸塩錠10mg「JG」 エピナスチン



オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「MEEK」 オロパタジン塩酸塩

ザイザル錠5mg レボセチリジン塩酸塩

ザジテンカプセル1mg ケトチフェンフマル酸塩

フェキソフェナジン塩酸塩DS５％「トーワ」 フェキソフェナジン塩酸塩

フェキソフェナジンOD錠30mg｢サワイ｣ フェキソフェナジン塩酸塩

プランルカストカプセル112.5mg「トーワ」 プランルカスト水和物

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

モンテルカスト錠5mg「KM」 モンテルカストナトリウム

リザベンカプセル100mg トラニラスト

ロラタジンOD錠10mg「アメル」 ロラタジン

19.その他の組織細胞機能用医薬品

その他の組織細胞機能用医薬品

その他の組織細胞機能用医薬品

テムセルHS注10.8mL ヒト間葉系幹細胞

20.生薬

生薬

生薬

ゲンチアナ末 ゲンチアナ末

シテイM シテイ

21.漢方製剤

漢方製剤

漢方製剤

葛根湯（ツムラ1）2.5g 漢方製剤

加味逍遙散（コタロー24）2.5g 漢方製剤

桂枝茯苓丸（ツムラ25）2.5g 漢方製剤

牛車腎気丸（ツムラ107）2.5g 漢方製剤

五苓散（ツムラ17）2.5g 漢方製剤

柴苓湯（クラシエ114）2.7g 漢方製剤

芍薬甘草湯（ツムラ68）2.5g 漢方製剤

十全大補湯（ツムラ48）2.5g 漢方製剤

小青竜湯（コタロー19）2.5g 漢方製剤

大建中湯（ツムラ100）2.5g 漢方製剤

猪苓湯（ツムラ40）2.5g 漢方製剤

当帰芍薬散（コタロー23）3g 漢方製剤

人参養栄湯（クラシエ108）2.5g 漢方製剤

人参養栄湯（ツムラ108）2.5g 漢方製剤

八味地黄丸（ツムラ7）2.5g 漢方製剤



半夏瀉心湯（ツムラ14）2.5g 漢方製剤

白虎加人参湯（ツムラ34）3g 漢方製剤

補中益気湯（クラシエ41）2.5g 漢方製剤

抑肝散（ツムラ54）2.5g 漢方製剤

六君子湯（ツムラ43）2.5g 漢方製剤

立効散（ツムラ110）2.5g 漢方製剤

22.抗生物質製剤

主としてグラム陽性菌に作用するもの

ペニシリン系抗生物質製剤；天然ペニシリン・合成ペニシリン

ペニシリンＧカリウム注100万u ベンジルペニシリンカリウム

リンコマイシン系抗生物質製剤

ダラシンＳ注600mg/4mL クリンダマイシンリン酸エステル

ダラシンカプセル150mg クリンダマイシンリン酸エステル

バンコマイシン製剤

塩酸バンコマイシン散500mg バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン注「トーワ」0.5g バンコマイシン塩酸塩

その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの

キュビシン注350mg ダプトマイシン

テイコプラニン点静用200mg「トーワ」 テイコプラニン

バクトロバン鼻腔用軟膏3g ムピロシンカルシウム水和物

主としてグラム陰性菌に作用するもの

モノバクタム系抗生物質製剤

アザクタム注1g アズトレオナム

アミノ糖系抗生物質製剤

アミカシン硫酸塩注200mg｢サワイ｣ アミカシン硫酸塩

ゲンタマイシン注60mg「日医工」 ゲンタマイシン硫酸塩

トブラシン注60mg/1.5mL トブラマイシン

ポリミキシンＢ製剤

硫酸ポリミキシンＢ錠25万u ポリミキシンB硫酸塩

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

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

ビクシリンDS100mg/g アンピシリン水和物

ビクシリン注 2g アンピシリン水和物

ペントシリン注2ｇ ピペラシリンナトリウム

セフェム系抗生物質製剤

セファゾリン注(CEZ)バッグ1g セファゾリン



セファレキシン複合顆粒 500mg/包「トーワ」 セファレキシン

セフェピム注1g「CMX」 セフェピム塩酸塩水和物

セフォタックス注1g セフォタキシムナトリウム

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

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

セフスパンカプセル100mg セフィキシム水和物

セフゾンカプセル100mg セフジニル

セフゾン細粒小児用10％ セフジニル

セフタジジム静注用1g「マイラン」 セフタジジム水和物

セフトリアキソンNa注1g セフトリアキソンナトリウム水和物

セフメタゾールNa静注用（CMZ）1g セフメタゾールナトリウム

セフメタゾール注(CMZ)バッグ1g セフメタゾールナトリウム

バナン錠100mg セフポドキシムプロキセチル

オキサセフェム系抗生物質製剤

フルマリン注1g フロモキセフ

ホスホマイシン製剤

ホスミシンＳ注2g ホスホマイシンナトリウム

ホスミシン錠500mg ホスホマイシンカルシウム水和物

その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

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

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

オラペネム小児用細粒100mg/g テビペネム　ピボキシル

クラバモックス小児用ドライシロップ0.505g
クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水
和物

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

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

タゾピペ注「SN」2.25g タゾバクタム・ピペラシリン水和物

タゾピペ注「SN」4.5g タゾバクタム・ピペラシリン水和物

フィニバックス注0.5g ドリペネム水和物

メロペネム注0.5g「NP」 メロペネム

主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

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もの

クラリスロマイシンドライシロップ100mg/g「MEEK」 クラリスロマイシン

クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 クラリスロマイシン

ジスロマック錠250mg アジスロマイシン水和物

ジスロマック点滴静注用500mg アジスロマイシン水和物

ランサップ400
ランソプラゾール
アモキシシリン

主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの



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

ミノサイクリン注100mg ミノサイクリン塩酸塩

主として抗酸菌に作用するもの

リファンピシン製剤

リファジンカプセル150mg リファンピシン

主としてカビに作用するもの

アムホテリシンＢ製剤

アムビゾーム点滴静注用50mg アムホテリシンBリポソーム製剤

ファンギゾン注（吸入用）50mg アムホテリシンＢ

ファンギゾン注50mg アムホテリシンＢ

その他の主としてカビに作用するもの

ファンガード注50mg ミカファンギンナトリウム

ブイフェンドドライシロップ2800mg ボリコナゾール

ブイフェンド注200mg ボリコナゾール

ボリコナゾール錠50mg ボリコナゾール

23.化学療法剤

サルファ剤

その他のサルファ剤

サラゾピリン錠500mg サラゾスルファピリジン

抗結核剤

イソニアジド系製剤

イスコチン錠100mg イソニアジド

合成抗菌剤

ピリドンカルボン酸系製剤

アベロックス錠400mg モキシフロキサシン塩酸

オゼックス細粒小児用15％150mg/g トスフロキサシントシル酸塩水和物

オゼックス錠小児用６０ｍｇ トスフロキサシントシル酸塩水和物

クラビット点滴静注バック500mg/100mL レボフロキサシン水和物

シプロフロキサシン錠200mg｢JG｣ シプロフロキサシン

シプロフロキサシン注300mg/150mL｢明治｣ シプロフロキサシン

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

その他の合成抗菌剤

ザイボックス注600mg/300mL リネゾリド

抗ウイルス剤

抗ウイルス剤

アイセントレス錠400mg ラルテグラビルカリウム



アシクロビル錠200mg「ファイザー」 アシクロビル

アストリックドライシロップ800mg/g アシクロビル

アラセナＡ注300mg ビダラビン

アラセナＡ軟膏3％10g ビダラビン

エンテカビル錠0.5ｍｇ「トーワ」 エンテカビル水和物

オセルタミビルDS3％｢サワイ｣ オセルタミビルリン酸塩

オセルタミビルカプセル75mg｢サワイ｣ オセルタミビルリン酸塩

ゼフィックス錠100mg ラミブジン

タミフルカプセル75mg オセルタミビルリン酸塩

タミフルドライシロップ30mg/g オセルタミビルリン酸塩

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

デノシン注500mg ガンシクロビル

バリキサ錠450mg バルガンシクロビル塩酸塩

バルトレックス錠500mg バラシクロビル塩酸塩

ビクロックス注250mg/10mL アシクロビル

プレバイミス錠240mg レテルモビル

プレバイミス点滴静注240mg レテルモビル

ベムリディ錠25mg テノホビル アラフェナミド フマル酸

ホスカビル注24mg/mL ホスカルネットナトリウム水和物

リレンザ吸入5mg/ブリスター ザナミビル水和物

その他の化学療法剤

その他の化学療法剤

イトリゾールカプセル50mg イトラコナゾール

イトリゾール注200mg/20mL イトラコナゾール

イトリゾール内用液1％10mg/mL イトラコナゾール

サムチレール内用懸濁液750mg アトバコン

ジフルカンドライシロップ1400mg フルコナゾール

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

ダイフェン配合顆粒 スルファメトキサゾール・トリメトプリム

フルコナゾールカプセル50mg｢F｣ フルコナゾール

フルコナゾールカプセル100mg｢サワイ｣ フルコナゾール

フルコナゾール注100mg/50mL フルコナゾール

フロリードゲル経口用2％5g ミコナゾール

ベセルナクリーム5％250mg イミキモド

24.生物学的製剤

ワクチン類

細菌ワクチン類



ニューモバックス注0.5mL 肺炎球菌莢膜ポリサッカライド

ウイルスワクチン類

ヘプタバックス-Ⅱ注10μg/0.5mL 組換えHBs抗原たん白質

毒素及びトキソイド類

トキソイド類

沈降破傷風トキソイド注0.5mL 沈降破傷風トキソイド

血液製剤類

血漿分画製剤

テタノブリン-ＩＨ注250u
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

テタノブリン-ＩＨ注1,500u
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

ノイアート静注用1500単位 人アンチトロンビンIII

ハプトグロビン注2,000u/100mL 人ハプトグロビン

フィブロガミンP注 人血液凝固第XIII因子

ヘブスブリンＩＨ注1,000u 抗HBs抗体

献血アルブミン5％静注12.5g/250mL「ＪＢ」 人血清アルブミン

献血ヴェノグロブリンIH10％静注2.5g/25mL 人免疫グロブリンG

献血ヴェノグロブリンIH10％静注5g/50mL 人免疫グロブリンG

献血ヴェノグロブリンIH10％静注20g/200mL 人免疫グロブリンG

献血ポリグロビンN注5g/100mL 人免疫グロブリンG

その他の血液製剤類

ボルヒール1mL
人フィブリノゲン・人血液凝固第XIII因子・
アプロチニン液等

ボルヒール3mL
人フィブリノゲン・人血液凝固第XIII因子・
アプロチニン液等

その他の生物学的製剤

結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤

イムノブラダー膀注用80mg 生きたカルメット・ゲラン菌(BCG)

精製ツベルクリン

ツベルクリン注一般診断0.25μg 精製ツベルクリン

他に分類されない生物学的製剤

サイモグロブリン点滴静注用25mg 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン

スミフェロンDS300万単位 インターフェロン アルファ

スミフェロンDS600万単位 インターフェロン アルファ

スミフェロンＤＳ注300万u/1mL インターフェロン アルファ

スミフェロンDS注600万u/1mL インターフェロン アルファ

フエロン注300万u インターフェロン ベータ

ペグイントロン皮下注用50μg/0.5mL ペグインターフェロン アルファ-2b

ペグイントロン皮下注用100μg/0.5mL ペグインターフェロン アルファ-2b

ペグイントロン皮下注用150μg/0.5mL ペグインターフェロン アルファ-2b



25.寄生動物用薬

抗原虫剤

その他の抗原虫剤

アネメトロ注500mg/100mL メトロニダゾール

バクトラミン注5mL トリメトプリム・スルファメトキサゾール

フラジール錠250mg メトロニダゾール

ベナンバックス注300mg ペンタミジンイセチオン酸塩

26.調剤用薬

賦形剤

乳糖類

乳糖 乳糖

タルク類

タルク（外用） タルク

タルク（内用） タルク

軟膏基剤

油脂性基剤；ワセリン、パラフィン等

オリブ油（滅菌）5mL オリブ油

オリブ油500ｍL オリブ油

親水ワセリン
サラシミツロウ・ステアリルアルコール・コ
レステロール等

白色軟膏
サラシミツロウ・ソルビタンセスキオレオン
酸エステル・白色ワセリン

白色ワセリン 白色ワセリン

流動パラフィン 流動パラフィン

乳剤性基剤；精製ラノリン、親水軟膏等

親水クリーム（親水軟膏） 親水クリーム

精製ラノリン ラノリン

水溶性基剤；マクロゴール1500等

ソルベース マクロゴール

溶解剤

精製水類

蒸留水注射用20mL 注射用水

蒸留水注射用（吸入用）20mL 注射用水

蒸留水注射用（内用）20mL 注射用水

蒸留水注射用500mL 注射用水

精製水（外用） 精製水

精製水（内用） 精製水

精製水（滅菌）500mL 精製水

精製水（滅菌）1L 精製水



注射用水100mL 注射用水

注射用水PL1000mL「フソー」 注射用水

矯味、矯臭、着色剤

シロップ製剤；単シロップ等

単シロップ 白糖

その他の矯味、矯臭、着色剤

クエン酸（外用） クエン酸

クエン酸液3％500mL クエン酸水和物

ハッカ油 ハッカ油

27.診断用薬（体外診断用医薬品を除く）

Ｘ線造影剤

ヨウ素化合物製剤

ガストログラフイン経口100mL アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

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

バリウム塩製剤

エネマスター注腸散350g 硫酸バリウム

エネマスター注腸散400g 硫酸バリウム

コロンフォート内用懸濁液25％ 硫酸バリウム

バリコンミール 硫酸バリウム

バリテスターA240散 硫酸バリウム

バリトゲンSHD 硫酸バリウム

バリトゲンデラックス 硫酸バリウム

造影補助剤

マグコロールＰ50g クエン酸マグネシウム散

その他のＸ線造影剤

イオプロミド370注シリンジ100mL「FRI」 イオプロミド

イオメロン300注シリンジ100mL イオメプロール

イオメロン350シリンジ135mL イオメプロール

イオメロン350注シリンジ100mL イオメプロール

ウログラフィン60注20mL
アミドトリゾ酸・メグルミン・水酸化ナトリウ
ム

ウログラフィン60注100mL
アミドトリゾ酸・メグルミン・水酸化ナトリウ
ム

オイパロミン300注20mL イオパミドール

オイパロミン300注100mL イオパミドール

オイパロミン300注50mL イオパミドール

オイパロミン300注シリンジ100mL イオパミドール

オイパロミン370注20mL イオパミドール

オイパロミン370注50mL イオパミドール



オプチレイ320注シリンジ100mL イオベルソール

オプチレイ350注シリンジ135mL イオベルソール

オムニパーク240注10mL イオヘキソール

ソナゾイド注射用 ペルフルブタンマイクロバブル

ビリスコピンDIC50（100mL） イオトロクス酸メグルミン

機能検査用試薬

内分泌機能検査用試薬

アルギニン注300mL L-アルギニン塩酸塩

ＬＨＲＨ注0.1mg/1mL ゴナドレリン酢酸塩

ＧＲＦ注50μg ソマトレリン酢酸塩

ＧＲＦ注100μg ソマトレリン酢酸塩

ＴＲＨ注0.5mg/1mL プロチレリン

ヒトCRH注100μg コルチコレリン（ヒト）

ヒルトニン注0.5mg/1mL プロチレリン酒石酸塩水和物

肝機能検査用試薬

ジアグノグリーン注25mg インドシアニングリーン

腎機能検査用試薬

インジゴカルミン注20mg/5mL 院内製剤

その他の機能検査用試薬

グルカゴンG注1u グルカゴン

その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）

その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）

アラベル内用剤1.5g/30mL アミノレブリン酸塩酸塩

EOB・プリモビスト注シリンジ ガドキセト酸ナトリウム

ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」 ガドテリドール

ガドペンテト酸メグルミン注シリンジ「F」10mL ガドペンテト酸メグルミン

ガドペンテト酸メグルミン注シリンジ「F」15mL ガドペンテト酸メグルミン

トレーランＧ75g/225mL デンプン部分加水分解物

フェリセルツ散20％ クエン酸鉄アンモニウム

フルオレサイト静注500mg/5mL フルオレセイン

プロハンス静注シリンジ 17mL ガドテリドール

ボースデル内用液10 塩化マンガン四水和物

マグネスコープ静注38％シリンジ10mL ガドテル酸メグルミン

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

リゾビスト1.6mL フェルカルボトラン

レギチーン注10mg/1mL フェントラミンメシル酸塩

レボビスト注2.5g ガラクトース・パルミチン酸混合物



28.公衆衛生用薬

防疫用殺菌消毒剤

アルコール及びアルデヒド製剤

ステリハイドL20％500mL グルタラール

ディスオーパ消毒液0.55％3.8L フタラール

29.その他の治療を主目的としない医薬品

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

アロンアルファＡ0.5g/本 エチル2-シアノアクリレート

タイロゲン筋注用0.9mg ヒトチロトロピン アルファ

タコシール9.5cmx4.8cm
ヒトフィブリノゲン・トロンビン画分・ウマコ
ラーゲン

チャンピックス錠0.5mg バレニクリン酒石酸塩

チャンピックス錠1mg バレニクリン酒石酸塩

ピコプレップ配合内用剤
ピコスルファートナトリウム水和物・酸化
マグネシウム・無水クエン酸

ビジクリア配合錠
リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リ
ン酸水素二ナトリウム

プロナーゼMS プロナーゼ

ベリプラストPコンビセット1ｍL
フィブリノゲン ・ヒト血液凝固第XIII・因子
アプロチニン液等

ベリプラストPコンビセット3ｍL
フィブリノゲン ・ヒト血液凝固第XIII・因子
アプロチニン液等

ミンクリア内用散布液0.8％20ｍL l-メントール

ムーベン配合内用液500mL
塩化ナトリウム、塩化カリウム、炭酸水素
ナトリウム等

モビプレップ配合内用剤
塩化ナトリウム、塩化カリウム、マクロ
ゴール4000等

30.アルカロイド系麻薬（天然麻薬）

あへんアルカロイド系麻薬

あへんチンキ及びエキス類製剤

アヘンチンキ アヘン

モルヒネ系製剤

アンペック坐剤10mg モルヒネ塩酸塩

アンペック坐剤20mg モルヒネ塩酸塩

アンペック坐剤30mg モルヒネ塩酸塩

アンペック注200mg/5mL モルヒネ塩酸塩

ＭＳコンチン錠10mg モルヒネ硫酸塩水和物

ＭＳコンチン錠30mg モルヒネ硫酸塩水和物

ＭＳコンチン錠60mg モルヒネ硫酸塩水和物

オプソ内服液5mg/2.5mL モルヒネ塩酸塩

オプソ内服液10mg/5mL モルヒネ塩酸塩

モルヒネ塩酸塩10％散 モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩錠10mg モルヒネ塩酸塩水和物



モルヒネ塩酸塩注10mg/1mL モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩注50mg/5mL モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ塩酸塩末 モルヒネ塩酸塩水和物

モルペス細粒2％10mg モルヒネ塩酸塩水和物

モルペス細粒6％30mg モルヒネ塩酸塩水和物

コデイン系製剤

コデインリン酸塩散100mg/g コデインリン酸塩水和物

コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」 コデインリン酸塩水和物

ジヒドロコデイン散10％ ジヒドロコデインリン酸塩

その他のあへんアルカロイド系麻薬

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

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

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

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

オキノーム散2.5mg オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散5mg オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散10mg オキシコドン塩酸塩水和物

オキノーム散20mg オキシコドン塩酸塩水和物

オキファスト注10mg/1mL オキシコドン塩酸塩水和物

オキファスト注50mg/5mL オキシコドン塩酸塩水和物

ナルサス錠 2mg ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルサス錠 6mg ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルサス錠12mg ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルサス錠24mg ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルベイン注 2mg/1mL ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルベイン注 20mg/2mL ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠1mg ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠2mg ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルラピド錠4mg ヒドロモルフォン塩酸塩

コカアルカロイド系製剤

コカイン系製剤

塩酸コカイン末 コカイン塩酸塩

31.非アルカロイド系麻薬

合成麻薬

フェニルピペリジン系製剤

ペチジン塩酸塩注35mg/1mL ペチジン塩酸塩

その他の合成麻薬



アブストラル舌下錠100μg フェンタニルクエン酸塩

アブストラル舌下錠200μg フェンタニルクエン酸塩

アブストラル舌下錠400μg フェンタニルクエン酸塩

アルチバ静注用2mg レミフェンタニル塩酸塩

イーフェンバッカル錠 50μg フェンタニル

タペンタ錠 25mg タペンタドール塩酸塩

タペンタ錠 50mg タペンタドール塩酸塩

タペンタ錠100mg タペンタドール塩酸塩

フェンタニル注0.1mg/2mL フェンタニルクエン酸

フェンタニル注0.5mg/10mL フェンタニルクエン酸

フェントステープ1mg フェンタニルクエン酸

フェントステープ2mg フェンタニルクエン酸

フェントステープ4mg フェンタニルクエン酸

フェントステープ6mg フェンタニルクエン酸

フェントステープ8mg フェンタニルクエン酸

メサペイン錠 5mg メサドン塩酸塩

メサペイン錠10mg メサドン塩酸塩

レミフェンタニル注 5mg レミフェンタニル塩酸塩


