
　●薬効分類順　(包装体系(ﾊﾞﾗ-錠)は重複削除)

　●院内臨時採用品含む

商品名 一般名 薬効分類

ラボナール注射用０．５ｇ　５００ｍｇ チオペンタール 1115：溶性バルビツール酸・溶性チオバルビツール

プロポフォール静注１％５０ｍＬ「マルイシ」　５００ｍｇ　　 プロポフォール 1119：全身麻酔剤その他

プロポフォール注１％「マルイシ」　２００ｍｇ２０ｍＬ プロポフォール 1119：全身麻酔剤その他

プロポフォール注１％「マルイシ」　５００ｍｇ５０ｍＬ プロポフォール 1119：全身麻酔剤その他

スープレン吸入麻酔液 デスフルラン 1119：全身麻酔剤その他

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セボフルラン 1119：全身麻酔剤その他

ドロレプタン注射液２５ｍｇ ドロペリドール 1119：全身麻酔剤その他

１％ディプリバン注－キット　５００ｍｇ５０ｍＬ プロポフォール 1119：全身麻酔剤その他

抱水クロラール「ホエイ」 抱水クロラール 1123：抱水クロラール系製剤

エスクレ坐剤「２５０」 抱水クロラール 1123：抱水クロラール系製剤

エスクレ坐剤「５００」 抱水クロラール 1123：抱水クロラール系製剤

グランダキシン錠５０　５０ｍｇ トフィソパム 1124：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 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」 エスタゾラム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

セパゾン錠１ｍｇ クロキサゾラム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

セルシン錠２ｍｇ ジアゼパム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

セルシン錠５ｍｇ ジアゼパム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

セレナール錠５ｍｇ オキサゾラム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 トリアゾラム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 フルニトラゼパム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

フルニトラゼパム錠２ｍｇ「アメル」 フルニトラゼパム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 ブロチゾラム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

ベンザリン錠２ ニトラゼパム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

ベンザリン錠５ ニトラゼパム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

ユーロジン２ｍｇ錠 エスタゾラム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

レキソタン錠２ ブロマゼパム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

ロヒプノール錠１ フルニトラゼパム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

ロヒプノール錠２ フルニトラゼパム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」 ロフラゼプ 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 ロラゼパム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

ベンザリン細粒１％ ニトラゼパム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

サイレース静注２ｍｇ フルニトラゼパム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

セルシン注射液１０ｍｇ ジアゼパム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

セルシン注射液５ｍｇ ジアゼパム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

ドルミカム注射液１０ｍｇ ミダゾラム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」　２ｍＬ ミダゾラム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

ロヒプノール静注用２ｍｇ フルニトラゼパム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

ダイアップ坐剤１０ ジアゼパム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

ダイアップ坐剤４ ジアゼパム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

ダイアップ坐剤６ ジアゼパム 1124：ベンゾジアゼピン系製剤

ラボナ錠５０ｍｇ ペントバルビタール 1125：バルビツール酸系、チオバルビツール酸系

フェノバール錠３０ｍｇ フェノバルビタール 1125：バルビツール酸系、チオバルビツール酸系

ワコビタール坐剤１５ フェノバルビタール 1125：バルビツール酸系、チオバルビツール酸系

臭化カリウム 臭化カリウム 1126：ブロム塩製剤

ルネスタ錠１ｍｇ エスゾピクロン 1129：催眠鎮静剤、抗不安剤その他

ルネスタ錠２ｍｇ エスゾピクロン 1129：催眠鎮静剤、抗不安剤その他

ゾピクロン錠７．５ｍｇ「サワイ」 ゾピクロン 1129：催眠鎮静剤、抗不安剤その他

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 ゾルピデム 1129：催眠鎮静剤、抗不安剤その他

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 ゾルピデム 1129：催眠鎮静剤、抗不安剤その他

マイスリー錠１０ｍｇ ゾルピデム 1129：催眠鎮静剤、抗不安剤その他

プレセデックス静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「ファイザー」 デクスメデトミジン 1129：催眠鎮静剤、抗不安剤その他

トリクロリールシロップ１０％ トリクロホスナトリウム 1129：催眠鎮静剤、抗不安剤その他

アレビアチン錠１００ｍｇ フェニトイン 1132：ヒダントイン系製剤

アレビアチン散１０％ フェニトイン 1132：ヒダントイン系製剤

ホストイン静注７５０ｍｇ　１０ｍＬ ホスフェニトイン 1132：ヒダントイン系製剤

イーケプラ錠２５０ｍｇ レベチラセタム 1139：抗てんかん剤その他

イーケプラ錠５００ｍｇ レベチラセタム 1139：抗てんかん剤その他

テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン 1139：抗てんかん剤その他

テグレトール錠２００ｍｇ カルバマゼピン 1139：抗てんかん剤その他

デパケンＲ錠１００ｍｇ バルプロ酸 1139：抗てんかん剤その他

デパケンＲ錠２００ｍｇ バルプロ酸 1139：抗てんかん剤その他

トピナ錠５０ｍｇ トピラマート 1139：抗てんかん剤その他

バルプロ酸Ｎａ錠１００ｍｇ「フジナガ」 バルプロ酸 1139：抗てんかん剤その他

バルプロ酸Ｎａ錠２００ｍｇ「フジナガ」 バルプロ酸 1139：抗てんかん剤その他

エクセグラン錠１００ｍｇ ゾニサミド 1139：抗てんかん剤その他

マイスタン錠５ｍｇ クロバザム 1139：抗てんかん剤その他

ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン 1139：抗てんかん剤その他

ランドセン錠０．５ｍｇ クロナゼパム 1139：抗てんかん剤その他

ランドセン錠１ｍｇ クロナゼパム 1139：抗てんかん剤その他

ガバペン錠４００ｍｇ ガバペンチン 1139：抗てんかん剤その他

フィコンパ錠２ｍｇ ペランパネル 1139：抗てんかん剤その他

ビムパット錠１００ｍｇ ラコサミド 1139：抗てんかん剤その他

ビムパット錠５０ｍｇ ラコサミド 1139：抗てんかん剤その他

イーケプラドライシロップ５０％ レベチラセタム 1139：抗てんかん剤その他

エクセグラン散20% ゾニサミド 1139：抗てんかん剤その他

セレニカＲ顆粒４０％ バルプロ酸 1139：抗てんかん剤その他

テグレトール細粒50% カルバマゼピン 1139：抗てんかん剤その他

マイスタン細粒１％ クロバザム 1139：抗てんかん剤その他

ランドセン細粒０．１％ クロナゼパム 1139：抗てんかん剤その他

バルプロ酸Ｎａシロップ５％「フジナガ」 バルプロ酸 1139：抗てんかん剤その他

イーケプラ点滴静注500mg レベチラセタム 1139：抗てんかん剤その他

ビムパット点滴静注１００ｍｇ　１０ｍＬ ラコサミド 1139：抗てんかん剤その他

ノーベルバール静注用２５０ｍｇ フェノバルビタール 1139：抗てんかん剤その他

ロラピタ静注２ｍｇ　１ｍＬ ロラゼパム 1139：抗てんかん剤その他

カロナール錠２００ アセトアミノフェン 1141：アニリン系製剤

カロナール錠５００　５００ｍｇ アセトアミノフェン 1141：アニリン系製剤

カロナール細粒２０％ アセトアミノフェン 1141：アニリン系製剤

カロナールシロップ２％ アセトアミノフェン 1141：アニリン系製剤

石巻赤十字病院　院内採用医薬品リスト 2021年3月

1 ページ



　●薬効分類順　(包装体系(ﾊﾞﾗ-錠)は重複削除)

　●院内臨時採用品含む

商品名 一般名 薬効分類

石巻赤十字病院　院内採用医薬品リスト 2021年3月

ポンタールシロップ３．２５％ メフェナム酸 1141：アニリン系製剤

アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ　１，０００ｍｇ１００ｍＬ アセトアミノフェン 1141：アニリン系製剤

アルピニー坐剤１００ アセトアミノフェン 1141：アニリン系製剤

アルピニー坐剤２００ アセトアミノフェン 1141：アニリン系製剤

アルピニー坐剤５０ アセトアミノフェン 1141：アニリン系製剤

バファリン配合錠Ａ３３０　３３０ｍｇ アスピリン･ダイアルミネート 1143：サリチル酸系製剤

ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「サワイ」 ジクロフェナク 1147：フェニル酢酸系製剤

ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ ジクロフェナク 1147：フェニル酢酸系製剤

ボルタレンサポ１２．５ｍｇ ジクロフェナク 1147：フェニル酢酸系製剤

ボルタレンサポ２５ｍｇ ジクロフェナク 1147：フェニル酢酸系製剤

ボルタレンサポ５０ｍｇ ジクロフェナク 1147：フェニル酢酸系製剤

ソランタール錠１００ｍｇ チアラミド 1148：塩基性消炎鎮痛剤

ＳＧ配合顆粒 配合剤 1149：解熱鎮痛消炎剤その他

ノイロトロピン錠４単位 ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 1149：解熱鎮痛消炎剤その他

ブルフェン錠100mg イブプロフェン 1149：解熱鎮痛消炎剤その他

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＹＤ」 ロキソプロフェン 1149：解熱鎮痛消炎剤その他

エトドラク錠２００ｍｇ「ＳＷ」 エトドラク 1149：解熱鎮痛消炎剤その他

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ 1149：解熱鎮痛消炎剤その他

トラムセット配合錠 トラマドール・アセトアミノフェン 1149：解熱鎮痛消炎剤その他

ジソペイン錠７５ モフェゾラク 1149：解熱鎮痛消炎剤その他

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ トラマドール 1149：解熱鎮痛消炎剤その他

トラマールＯＤ錠５０ｍｇ トラマドール 1149：解熱鎮痛消炎剤その他

ソセゴン錠２５ｍｇ ペンタゾシン 1149：解熱鎮痛消炎剤その他

ナイキサン錠100mg ナプロキセン 1149：解熱鎮痛消炎剤その他

ノルスパンテープ１０ｍｇ ブプレノルフィン 1149：解熱鎮痛消炎剤その他

ノルスパンテープ５ｍｇ ブプレノルフィン 1149：解熱鎮痛消炎剤その他

メロキシカム錠１０ｍｇ「ＮＰ」 メロキシカム 1149：解熱鎮痛消炎剤その他

メロキシカム錠５ｍｇ「ＮＰ」 メロキシカム 1149：解熱鎮痛消炎剤その他

ロルカム錠４ｍｇ ロルノキシカム 1149：解熱鎮痛消炎剤その他

ワントラム錠１００ｍｇ トラマドール 1149：解熱鎮痛消炎剤その他

フロベン顆粒８％ フルルビプロフェン 1149：解熱鎮痛消炎剤その他

トラマール注１００ｍｇ トラマドール 1149：解熱鎮痛消炎剤その他

ロピオン静注５０ｍｇ　５ｍＬ フルルビプロフェン 1149：解熱鎮痛消炎剤その他

ソセゴン注射液１５ｍｇ ペンタゾシン 1149：解熱鎮痛消炎剤その他

ソセゴン注射液３０ｍｇ ペンタゾシン 1149：解熱鎮痛消炎剤その他

レペタン注　０．２ｍｇ ブプレノルフィン 1149：解熱鎮痛消炎剤その他

アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 アマンタジン 1161：アマンタジン製剤

アマンタジン塩酸塩細粒１０％「サワイ」 アマンタジン 1161：アマンタジン製剤

アキネトン錠１ｍｇ ビペリデン 1162：ビペリデン製剤ン

ドパストン静注２５ｍｇ　０．２５％１０ｍＬ レボドパ 1164：レボドパ製剤

カルコーパ配合錠Ｌ１００ レボドパ・カルビドパ 1169：抗パーキンソン剤その他

スタレボ配合錠Ｌ１００ レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン配合 1169：抗パーキンソン剤その他

ドプスＯＤ錠１００ｍｇ ドロキシドパ 1169：抗パーキンソン剤その他

アーテン錠２ｍｇ トリヘキシフェニジル塩酸塩 1169：抗パーキンソン剤その他

カバサール錠１．０ｍｇ カベルゴリン 1169：抗パーキンソン剤その他

エフピーＯＤ錠２．５　２．５ｍｇ セレギリン 1169：抗パーキンソン剤その他

ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ プラミペキソール 1169：抗パーキンソン剤その他

ニュープロパッチ１３．５ｍｇ ロチゴチン 1169：抗パーキンソン剤その他

ニュープロパッチ２．２５ｍｇ ロチゴチン 1169：抗パーキンソン剤その他

ニュープロパッチ９ｍｇ ロチゴチン 1169：抗パーキンソン剤その他

ノウリアスト錠２０ｍｇ イストラデフィリン 1169：抗パーキンソン剤その他

メネシット配合錠１００ レボドパ･カルビドパ配合錠 1169：抗パーキンソン剤その他

トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ ゾニサミド 1169：抗パーキンソン剤その他

パーロデル錠２．５ｍｇ ブロモクリプチン 1169：抗パーキンソン剤その他

ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ プラミペキソール 1169：抗パーキンソン剤その他

ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ プラミペキソール 1169：抗パーキンソン剤その他

コントミン糖衣錠〔２５ｍｇ〕 クロルプロマジン 1171：クロルプロマジン製剤

コントミン筋注１０ｍｇ クロルプロマジン 1171：クロルプロマジン製剤

ノバミン錠５ｍｇ プロクロルペラジン 1172：フェノチアジン系製剤

レボトミン錠５ｍｇ レボメプロマジン 1172：フェノチアジン系製剤

ノバミン筋注５ｍｇ　０．５％１ｍＬ プロクロルペラジン 1172：フェノチアジン系製剤

アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ クロミプラミン 1174：イミブラミン系製剤

アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ ヒドロキシジン 1179：精神神経用剤その他

テトラミド錠１０ｍｇ ミアンセリン塩酸塩 1179：精神神経用剤その他

トリプタノール錠１０ｍｇ アミトリプチリン 1179：精神神経用剤その他

ルボックス錠２５ フルボキサミン 1179：精神神経用剤その他

ルボックス錠５０ フルボキサミン 1179：精神神経用剤その他

クエチアピン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 クエチアピン 1179：精神神経用剤その他

セレネース錠１ｍｇ ハロペリドール 1179：精神神経用剤その他

トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 トラゾドン 1179：精神神経用剤その他

エビリファイ錠６ｍｇ アリピプラゾール 1179：精神神経用剤その他

オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「ニプロ」 オランザピン 1179：精神神経用剤その他

サインバルタカプセル２０ｍｇ デュロキセチン 1179：精神神経用剤その他

パロキセチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 パロキセチン 1179：精神神経用剤その他

ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」 ミルナシプラン 1179：精神神経用剤その他

リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ リスペリドン 1179：精神神経用剤その他

エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＳＷ」 エチゾラム 1179：精神神経用剤その他

クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 クロチアゼパム 1179：精神神経用剤その他

リーマス錠２００ 炭酸リチウム 1179：精神神経用剤その他

リスパダールＯＤ錠１ｍｇ リスペリドン 1179：精神神経用剤その他

リフレックス錠１５ｍｇ ミルタザピン 1179：精神神経用剤その他

レクサプロ錠１０ｍｇ エスシタロプラム 1179：精神神経用剤その他

アモキサンカプセル１０ｍｇ アモキサピン 1179：精神神経用剤その他

アモキサンカプセル２５ｍｇ アモキサピン 1179：精神神経用剤その他

ジェイゾロフト錠２５ｍｇ セルトラリン 1179：精神神経用剤その他

ジプレキサ錠２．５ｍｇ オランザピン 1179：精神神経用剤その他

アタラックス－Ｐ散１０％ ヒドロキシジン 1179：精神神経用剤その他

アタラックスＰ注射液２５ｍｇ１ｍｌ ヒドロキシジン 1179：精神神経用剤その他

セレネース注５ｍｇ　０．５％１ｍＬ ハロペリドール 1179：精神神経用剤その他
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ＰＬ配合顆粒 非ﾋﾟﾘﾝ系感冒剤顆粒 1180：総合感冒剤

タリージェ錠１０ｍｇ ミロガバリン 1190：その他の中枢神経系用剤

タリージェ錠５ｍｇ ミロガバリン 1190：その他の中枢神経系用剤

チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 チアプリド 1190：その他の中枢神経系用剤

ベルソムラ錠１５ｍｇ スボレキサント 1190：その他の中枢神経系用剤

ベルソムラ錠２０ｍｇ スボレキサント 1190：その他の中枢神経系用剤

リリカＯＤ錠１５０ｍｇ プレガバリン 1190：その他の中枢神経系用剤

リリカＯＤ錠２５ｍｇ プレガバリン 1190：その他の中枢神経系用剤

リリカＯＤ錠７５ｍｇ プレガバリン 1190：その他の中枢神経系用剤

ロゼレム錠８ｍｇ ラメルテオン 1190：その他の中枢神経系用剤

アリセプト錠５ｍｇ ドネペジル 1190：その他の中枢神経系用剤

メマリーＯＤ錠１０ｍｇ メマンチン 1190：その他の中枢神経系用剤

アリセプト錠３ｍｇ ドネペジル 1190：その他の中枢神経系用剤

レミッチＯＤ錠２．５μｇ ナルフラフィン 1190：その他の中枢神経系用剤

レミニールＯＤ錠８ｍｇ ガランタミン 1190：その他の中枢神経系用剤

イクセロンパッチ１３．５ｍｇ リバスチグミン 1190：その他の中枢神経系用剤

セレジストＯＤ錠５ｍｇ タルチレリン 1190：その他の中枢神経系用剤

ベルソムラ錠１０ｍｇ スボレキサント 1190：その他の中枢神経系用剤

イクセロンパッチ１８ｍｇ リバスチグミン 1190：その他の中枢神経系用剤

エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ「日医工」　１００ｍＬ エダラボン 1190：その他の中枢神経系用剤

テーカイン原末 パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミオエチル塩酸塩 1211：アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤

テトカイン注用２０ｍｇ「杏林」 テトラカイン 1211：アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤

プロカイン塩酸塩注０．５％「トーワ」２ｍＬ プロカイン 1211：アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤

塩プロ１％注「小林」　５ｍＬ プロカイン塩酸塩 1211：アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤

ペンレステープ１８ｍｇ　３０．５ｍｍ×５０．０ｍｍ リドカイン 1214：キシリジン系製剤

キシロカインゼリー２％ リドカイン 1214：キシリジン系製剤

キシロカイン液「４％」 リドカイン 1214：キシリジン系製剤

アナペイン注１０ｍｇ／ｍＬ　１％１０ｍＬ ロピバカイン 1214：キシリジン系製剤

アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ　０．２％１００ｍＬ ロピバカイン 1214：キシリジン系製剤

アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ　０．７５％１０ｍＬ ロピバカイン 1214：キシリジン系製剤

キシロカインポンプスプレー８％ リドカイン 1214：キシリジン系製剤

キシロカイン注シリンジ１％　１０ｍＬ リドカイン 1214：キシリジン系製剤

キシロカイン注シリンジ１％　１０ｍＬ（ロックタイプ）　 リドカイン 1214：キシリジン系製剤

キシロカイン注ポリアンプル２％　５ｍＬ リドカイン 1214：キシリジン系製剤

マーカイン注０．２５％ ブピバカイン 1214：キシリジン系製剤

マーカイン注脊麻用０．５％高比重　４ｍＬ ブピバカイン 1214：キシリジン系製剤

マーカイン注脊麻用０．５％等比重　４ｍＬ ブピバカイン 1214：キシリジン系製剤

リドカイン塩酸塩ビスカス２％「日新」 リドカイン 1214：キシリジン系製剤

静注用キシロカイン２％ リドカイン 1214：キシリジン系製剤

キシロカイン注射液「０．５％」エピレナミン１：１００，０００含有１０ｍｌ／Ｖ リドカイン・アドレナリン 1214：キシリジン系製剤

キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１００，０００）含有１０ｍｌ／Ｖ リドカイン・アドレナリン 1214：キシリジン系製剤

エムラクリーム リドカイン・プロピトカイン 1219：局所麻酔剤その他

スキサメトニウム注４０「マルイシ」　２％２ｍＬ スキサメトニウム 1224：コリン系製剤

リンラキサー錠２５０ｍｇ クロフェネシン 1225：カルバメート系製剤

ダントリウムカプセル２５ｍｇ ダントロレン 1229：骨格筋弛緩剤その他

ダントリウム静注用２０ｍｇ ダントロレン 1229：骨格筋弛緩剤その他

ベクロニウム静注用１０ｍｇ「Ｆ」 ベクロニウム 1229：骨格筋弛緩剤その他

ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ「Ｆ」５ｍＬ ロクロニウム 1229：骨格筋弛緩剤その他

ボトックス注用１００単位 A型ボツリヌス毒素 1229：骨格筋弛緩剤その他

ボトックス注用５０単位 A型ボツリヌス毒素 1229：骨格筋弛緩剤その他

ウブレチド錠５ｍｇ ジスチグミン 1231：四級アンモニウム塩製剤

トランコロン錠７．５ｍｇ メペンゾラート 1231：四級アンモニウム塩製剤

アボビスカプセル５０ アクラトニウム 1231：四級アンモニウム塩製剤

オビソート注射用０．１ｇ　１００ｍｇ（溶解液付） アセチルコリン 1232：アセチルコリン系製剤

ワゴスチグミン注０．５ｍｇ ネオスチグミン 1233：ネオスチグミン製剤

メスチノン錠６０ｍｇ ピリドスチグミン 1239：自立神経剤その他

ブスコパン錠１０ｍｇ ブチルスコポラミン臭化物 1242：アトロピン系製剤

アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 アトロピン 1242：アトロピン系製剤

アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ「タナベ」 アトロピン 1242：アトロピン系製剤

ブスコパン注２０ｍｇ　２％１ｍＬ ブチルスコポラミン臭化物 1242：アトロピン系製剤

パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」　４％１ｍＬ パパベリン 1243：パパベリン系製剤

硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ　０．５モル２０ｍＬ 硫酸マグネシウム 1244：マグネシウム塩製剤

エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 エペリゾン 1249：鎮けい剤その他

コスパノンカプセル４０ｍｇ フロプロピオン 1249：鎮けい剤その他

チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 チザニジン 1249：鎮けい剤その他

リオレサール錠５ｍｇ バクロフェン 1249：鎮けい剤その他

ネオシネジンコーワ５％点眼液 フェニレフリン 1311：散瞳剤

日点アトロピン点眼液１％　５ｍＬ アトロピン 1311：散瞳剤

サイプレジン１％点眼液 シクロペントラート 1311：散瞳剤

サンピロ点眼液２％　５ｍＬ ピロカルピン 1312：縮瞳剤

ラクリミン点眼液０．０５％　５ｍＬ オキシブプロカイン塩酸塩 1313：眼科用局所麻酔材

ベノキシール点眼液０．４％ オキシブプロカイン 1313：眼科用局所麻酔材

フルオロメトロン０．０２％点眼液Ｔ フルオロメトロン 1315：眼科用コルチゾン製剤

フルオロメトロン０．１％点眼液Ｔ フルオロメトロン 1315：眼科用コルチゾン製剤

フルオロメトロン点眼液０．０２％「ニットー」 フルオロメトロン 1315：眼科用コルチゾン製剤

フルオロメトロン点眼液０．１％「ニットー」 フルオロメトロン 1315：眼科用コルチゾン製剤

リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ ベタメタゾン 1315：眼科用コルチゾン製剤

ベストロン点眼用０．５％　５ｍｇ セフメノキシム 1317：眼科用抗生物質製剤

レボフロキサシン点眼液０．５％「わかもと」 レボフロキサシン 1319：眼科用剤その他

ＡＺ点眼液０．０２％　５ｍＬ アズレンスルホン酸Na点眼液0.02% 1319：眼科用剤その他

アイファガン点眼液０．１％ ブリモニジン酒石酸塩 1319：眼科用剤その他

アレジオンLX点眼液0.1% エピナスチン 1319：眼科用剤その他

エイゾプト懸濁性点眼液１％ ブリンゾラミド 1319：眼科用剤その他

エコリシン眼軟膏 コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム配合 1319：眼科用剤その他

カリーユニ点眼液０．００５％　５ｍＬ ピレノキシン 1319：眼科用剤その他

カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液２％「わかもと」 カルテオロール点眼液2% 1319：眼科用剤その他

グラナテック点眼液０．４％ リパスジル 1319：眼科用剤その他

コソプト配合点眼液 ドルゾラミド･チモロール配合 1319：眼科用剤その他

サンコバ点眼液０．０２％　５ｍＬ シアノコバラミン 1319：眼科用剤その他
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ジクアス点眼液３％　５ｍＬ ジクアホソル 1319：眼科用剤その他

ゼペリン点眼液０．１％ アシタザノラスト 1319：眼科用剤その他

ゾビラックス眼軟膏３％ アシクロビル 1319：眼科用剤その他

タプロス点眼液０．００１５％ タフルプロスト 1319：眼科用剤その他

タリビッド眼軟膏０．３％ オフロキサシン 1319：眼科用剤その他

チモロールＸＥ点眼液０．５％「杏林」 チモロール 1319：眼科用剤その他

デタントール０．０１％点眼液 ブナゾシン 1319：眼科用剤その他

デュオトラバ配合点眼液 トラボプロスト･チモロール配合 1319：眼科用剤その他

トルソプト点眼液１％ ドルゾラミド 1319：眼科用剤その他

ネオメドロールＥＥ軟膏 フルオロメトロン 1319：眼科用剤その他

ネバナック懸濁性点眼液０．１％ ネパフェナク 1319：眼科用剤その他

ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ ニプラジロール 1319：眼科用剤その他

パタノール点眼液０．１％ オロパタジン 1319：眼科用剤その他

パピロックミニ点眼液0.1% シクロスポリン 1319：眼科用剤その他

ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「ファイザー」　５ｍＬ 精製ヒアルロン酸 1319：眼科用剤その他

ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「ファイザー」　５ｍＬ 精製ヒアルロン酸 1319：眼科用剤その他

ヒアレインミニ点眼液０．１％　０．４ｍＬ 精製ヒアルロン酸 1319：眼科用剤その他

ヒアレインミニ点眼液０．３％　０．４ｍＬ 精製ヒアルロン酸 1319：眼科用剤その他

フラビタン眼軟膏０．１％ フラビンアデニンジヌクレオチド 1319：眼科用剤その他

フラビタン点眼液０．０５％ フラビンアデニンジヌクレオチド 1319：眼科用剤その他

ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「ニットー」 ブロムフェナク 1319：眼科用剤その他

ベガモックス点眼液０．５％ モキシフロキサシン 1319：眼科用剤その他

ミドリンＰ点眼液 トロピカミド・フェニレフリン 1319：眼科用剤その他

ムコスタ点眼液ＵＤ２％　０．３５ｍＬ レバミピド 1319：眼科用剤その他

ルミガン点眼液０．０３％ ビマトプロスト 1319：眼科用剤その他

レスキュラ点眼液０．１２％ ウノプロストン 1319：眼科用剤その他

レボフロキサシン点眼液１．５％「わかもと」 レボフロキサシン 1319：眼科用剤その他

眼・耳科用リンデロンＡ軟膏 ベタメタゾン 1319：眼科用剤その他

人工涙液マイティア点眼液　５ｍＬ ホウ酸・無機塩類配合 1319：眼科用剤その他

マキュエイド眼注用４０ｍｇ トリアムシノロンアセトニド 1319：眼科用剤その他

オキシグルタチオン眼灌流液０．０１８４％「センジュ」　５００ｍＬ オキシグルタチオン 1319：眼科用剤その他

スコピゾル眼科用液　　１５ｍＬ×１瓶 ヒドロキシエチルセルロース・ホウ酸・無機塩類配合 1319：眼科用剤その他

ビーエスエスプラス５００眼灌流０．０１８４％　０．４６％２０ｍＬ オキシグルタチオン 1319：眼科用剤その他

アイオピジンＵＤ点眼液１％　０．１ｍＬ アプラクロニジン塩酸塩 1319：眼科用剤その他

オペガンハイ０．７眼粘弾剤１％　０．７ｍＬ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 1319：眼科用剤その他

オペリード１．１眼粘弾剤１％　１．１ｍＬ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 1319：眼科用剤その他

ヒーロン０．８５眼粘弾剤１％　０．８５ｍＬ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 1319：眼科用剤その他

ヒーロンＶ０．６眼粘弾剤２．３％　０．６ｍＬ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 1319：眼科用剤その他

ヒーロン眼粘弾剤１％シリンジ０．８５ｍＬ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 1319：眼科用剤その他

ビスコート０．５眼粘弾剤　０．５ｍＬ 精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム配合 1319：眼科用剤その他

アイリーア硝子体内注射液４０ｍｇ／ｍＬ　２ｍｇ０．０５ｍＬ アフリベルセプト 1319：眼科用剤その他

ルセンティス硝子体注キット１０ｍｇ／ｍＬ　０．５ｍｇ０．０５ｍＬ ラニビズマブ 1319：眼科用剤その他

キサラタン点眼液０．００５％ ラタノプロスト 1319：眼科用剤その他

トラバタンズ点眼液０．００４％ トラボプロスト 1319：眼科用剤その他

点眼・点鼻用リンデロンＡ液 ベタメタゾン 1319：眼科用剤その他

ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液　０．２％ ポリビニルアルコールヨウ素 1319：眼科用剤その他

プリビナ液０．０５％ ナファゾリン 1324：耳鼻科用血管収縮剤

ベストロン耳鼻科用１％　１０ｍｇ（溶解後の液として） セフメノキシム 1325：耳鼻科用抗生物質製剤

アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用 フルチカゾン 1329：耳鼻科用剤その他

エリザスカプセル外用４００μｇ デキサメタゾン 1329：耳鼻科用剤その他

エリザス点鼻粉末２００μｇ２８噴霧用　５．６ｍｇ デキサメタゾン 1329：耳鼻科用剤その他

ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％「ＣＥＯ」 ジオクチルソジウムスルホサクシネート 1329：耳鼻科用剤その他

ロメフロン耳科用液０．３％ ロメフロキサシン 1329：耳鼻科用剤その他

イソメニールカプセル７．５ｍｇ dl-イソプレナリン塩酸塩 1339：鎮暈剤その他

ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「タイヨー」 ジフェニドール 1339：鎮暈剤その他

トラベルミン配合錠 ジフェンヒドラミン・ジプロフィリン配合 1339：鎮暈剤その他

メリスロン錠６ｍｇ ベタヒスチン 1339：鎮暈剤その他

ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ ジゴキシン 2113：ジギタリス製剤

メチルジゴキシン錠０．１ｍｇ「タイヨー」 メチルジゴキシン 2113：ジギタリス製剤

ジゴシン散０．１％ ジゴキシン 2113：ジギタリス製剤

ジゴシン注０．２５ｍｇ　０．０２５％１ｍＬ ジゴキシン 2113：ジギタリス製剤

レスピア静注・経口液６０ｍｇ　３ｍＬ 無水カフェイン 2115：カフェイン系製剤

ネオフィリン注２５０ｍｇ　２．５％１０ｍＬ アミノフィリン 2115：カフェイン系製剤

カルグート錠１０ デノパミン 2119：強心剤その他

ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 ピモベンダン 2119：強心剤その他

ピモベンダン錠２．５ｍｇ「ＴＥ」 ピモベンダン 2119：強心剤その他

タナドーパ顆粒７５％ ドカルパミン 2119：強心剤その他

ノイキノン錠１０ｍｇ ユビデカレノン 2119：強心剤その他

コアテック注５ｍｇ　 オルプリノン 2119：強心剤その他

イノバン注０．３％シリンジ ドパミン塩酸塩 2119：強心剤その他

イノバン注100mg ドパミン塩酸塩 2119：強心剤その他

エホチール注１０ｍｇ　１％１ｍＬ エチレフリン 2119：強心剤その他

ドパミン塩酸塩点滴静注１００ｍｇ「ＮＰ」　５ｍＬ ドパミン塩酸塩 2119：強心剤その他

ドブタミン点滴静注液１００ｍｇ「Ｆ」 ドブタミン 2119：強心剤その他

ドブポン注０．３％シリンジ ドブタミン 2119：強心剤その他

プロタノールＬ注０．２ｍｇ　０．０２％１ｍＬ イソプレナリン 2119：強心剤その他

ミルリノン注１０ｍｇ「タカタ」　１０ｍＬ ミルリノン 2119：強心剤その他

ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 ビソプロロール 2123：β－遮断剤

インデラル錠１０ｍｇ プロプラノロール 2123：β－遮断剤

インデラル注射液２ｍｇ　０．１％２ｍＬ プロプラノロール 2123：β－遮断剤

オノアクト点滴静注用５０ｍｇ ランジオロール 2123：β－遮断剤

アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 アミオダロン 2129：不整脈用剤その他

アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ「ＴＥ」 アミオダロン 2129：不整脈用剤その他

メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「日医工」 メキシレチン 2129：不整脈用剤その他

アスペノンカプセル１０ アプリジン塩酸塩 2129：不整脈用剤その他

ジソピラミドリン酸塩徐放錠１５０ｍｇ「日医工」 ジソピラミド 2129：不整脈用剤その他

シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 シベンゾリン 2129：不整脈用剤その他

シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 シベンゾリン 2129：不整脈用剤その他

タンボコール錠５０ｍｇ フレカイニド 2129：不整脈用剤その他
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ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サワイ」 ピルシカイニド 2129：不整脈用剤その他

プロノン錠１５０ｍｇ プロパフェノン 2129：不整脈用剤その他

ベプリコール錠５０ｍｇ　　 ベプリジル 2129：不整脈用剤その他

メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「日医工」 メキシレチン 2129：不整脈用剤その他

リスモダンカプセル５０ｍｇ ジソピラミド 2129：不整脈用剤その他

ソタコール錠４０ｍｇ ソタロール 2129：不整脈用剤その他

ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「サワイ」 ピルシカイニド 2129：不整脈用剤その他

アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」　３ｍＬ アミオダロン 2129：不整脈用剤その他

サンリズム注射液５０ｍｇ　５ｍＬ ピルシカイニド 2129：不整脈用剤その他

シベノール静注７０ｍｇ　５ｍＬ シベンゾリン 2129：不整脈用剤その他

シンビット静注用50mg ニフェカラント 2129：不整脈用剤その他

タンボコール静注５０ｍｇ　５ｍＬ フレカイニド 2129：不整脈用剤その他

リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 リドカイン 2129：不整脈用剤その他

リドカイン点滴静注液１％「タカタ」　２００ｍＬ リドカイン 2129：不整脈用剤その他

ワソラン静注５ｍｇ　０．２５％２ｍＬ ベラパミル 2129：不整脈用剤その他

トリクロルメチアジド錠１ｍｇ「ＮＰ」 トリクロルメチアジド 2132：チアジド系製剤

トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＮＰ」 トリクロルメチアジド 2132：チアジド系製剤

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＣＨ」 スピロノラクトン 2133：抗アルドステロン製剤

スピロノラクトン錠５０ｍｇ「ＣＨ」 スピロノラクトン 2133：抗アルドステロン製剤

アルダクトンＡ細粒１０％ スピロノラクトン 2133：抗アルドステロン製剤

ソルダクトン静注用１００ｍｇ カンレノ酸 2133：抗アルドステロン製剤

ソルダクトン静注用２００ｍｇ カンレノ酸 2133：抗アルドステロン製剤

ダイアモックス錠２５０ｍｇ アセタゾラミド 2134：炭酸脱水酸素阻害剤

ダイアモックス注射用５００ｍｇ アセタゾラミド 2134：炭酸脱水酸素阻害剤

アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」 アゾセミド 2139：利尿剤その他

アゾセミド錠６０ｍｇ「ＪＧ」 アゾセミド 2139：利尿剤その他

トラセミドＯＤ錠４ｍｇ「ＴＥ」 トラセミド 2139：利尿剤その他

トラセミドＯＤ錠８ｍｇ「ＴＥ」 トラセミド 2139：利尿剤その他

フロセミド錠２０ｍｇ「武田テバ」 フロセミド 2139：利尿剤その他

フロセミド錠４０ｍｇ「武田テバ」 フロセミド 2139：利尿剤その他

サムスカ錠１５ｍｇ トルバプタン 2139：利尿剤その他

サムスカ錠７．５ｍｇ トルバプタン 2139：利尿剤その他

サムスカ顆粒１％ トルバプタン 2139：利尿剤その他

フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 フロセミド 2139：利尿剤その他

ラシックス細粒４％ フロセミド 2139：利尿剤その他

イソソルビド内用液７０％「ＣＥＯ」 イソソルビド 2139：利尿剤その他

ラシックス注１００ｍｇ フロセミド 2139：利尿剤その他

ラシックス注２０ｍｇ フロセミド 2139：利尿剤その他

イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 イミダプリル塩酸塩 2144：アンジオテンシン変換酸素阻害剤

エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「オーハラ」 エナラプリル 2144：アンジオテンシン変換酸素阻害剤

エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「オーハラ」 エナラプリル 2144：アンジオテンシン変換酸素阻害剤

テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「日医工」 テモカプリル 2144：アンジオテンシン変換酸素阻害剤

ペリンドプリルエルブミン錠２ｍｇ「サワイ」 ペリンドプリルエルブミン 2144：アンジオテンシン変換酸素阻害剤

リシノプリル錠１０ｍｇ「オーハラ」 リシノプリル 2144：アンジオテンシン変換酸素阻害剤

カプトリル錠１２．５ｍｇ カプトプリル 2144：アンジオテンシン変換酸素阻害剤

アルドメット錠２５０ メチルドパ水和物 2145：メチルドパ製剤

アジルバ錠２０ｍｇ アジルサルタン 2149：血圧降下剤その他

アジルバ錠４０ｍｇ アジルサルタン 2149：血圧降下剤その他

アゼルニジピン錠８ｍｇ「タナベ」 アゼルニジピン 2149：血圧降下剤その他

イルベサルタン錠５０ｍｇ「ＤＳＰＢ」 イルベサルタン 2149：血圧降下剤その他

エブランチルカプセル１５ｍｇ ウラピジル 2149：血圧降下剤その他

オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 オルメサルタン 2149：血圧降下剤その他

オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 オルメサルタン 2149：血圧降下剤その他

カタプレス錠７５μｇ クロニジン 2149：血圧降下剤その他

カルベジロール錠１．２５ｍｇ「サワイ」 カルベジロール 2149：血圧降下剤その他

カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 カルベジロール 2149：血圧降下剤その他

カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 カルベジロール 2149：血圧降下剤その他

カルベジロール錠２０ｍｇ「サワイ」 カルベジロール 2149：血圧降下剤その他

カンデサルタン錠４ｍｇ「あすか」 カンデサルタン 2149：血圧降下剤その他

シルニジピン錠５ｍｇ「ＪＧ」 シルニジピン 2149：血圧降下剤その他

セララ錠５０ｍｇ エプレレノン 2149：血圧降下剤その他

テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 テルミサルタン 2149：血圧降下剤その他

テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 テルミサルタン 2149：血圧降下剤その他

ドキサゾシン錠１ｍｇ「サワイ」 ドキサゾシンメシル酸塩 2149：血圧降下剤その他

ドキサゾシン錠２ｍｇ「サワイ」 ドキサゾシンメシル酸塩 2149：血圧降下剤その他

ナトリックス錠１ インダパミド 2149：血圧降下剤その他

ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 ニカルジピン 2149：血圧降下剤その他

バルサルタン錠４０ｍｇ「サンド」 バルサルタン 2149：血圧降下剤その他

バルサルタン錠８０ｍｇ「サンド」 バルサルタン 2149：血圧降下剤その他

ペルジピンＬＡカプセル４０ｍｇ ニカルジピン 2149：血圧降下剤その他

ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サワイ」 ロサルタンカリウム 2149：血圧降下剤その他

トランデート錠５０ｍｇ ラベタロール 2149：血圧降下剤その他

メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 メトプロロール 2149：血圧降下剤その他

ビソノテープ２ｍｇ ビソプロロール 2149：血圧降下剤その他

ビソノテープ４ｍｇ ビソプロロール 2149：血圧降下剤その他

ビソノテープ８ｍｇ ビソプロロール 2149：血圧降下剤その他

ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「日医工」　１０ｍＬ ニカルジピン 2149：血圧降下剤その他

ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「日医工」２ｍＬ ニカルジピン 2149：血圧降下剤その他

ニトプロ持続静注液　６㎎／２ｍＬ　　１０管 ニトロプルシド 2149：血圧降下剤その他

ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 ミドドリン 2160：血管収縮剤

ゾーミッグ錠２．５ｍｇ ゾルミトリプタン 2160：血管収縮剤

イミグラン点鼻液２０　２０ｍｇ０．１ｍＬ スマトリプタン 2160：血管収縮剤

イミグラン注３　３ｍｇ１ｍＬ スマトリプタン 2160：血管収縮剤

ネオシネジンコーワ注１ｍｇ　０．１％１ｍＬ フェニレフリン 2160：血管収縮剤

ネオシネジンコーワ注５ｍｇ　０．５％１ｍＬ フェニレフリン 2160：血管収縮剤

一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「タイヨー」 一硝酸イソソルビド 2171：冠血管拡張剤

ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」 ジルチアゼム 2171：冠血管拡張剤

ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「サワイ」 ジルチアゼム 2171：冠血管拡張剤

硝酸イソソルビド徐放錠２０ｍｇ「サワイ」 硝酸イソソルビド 2171：冠血管拡張剤
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ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」 ニコランジル 2171：冠血管拡張剤

ニトロール錠５ｍｇ 硝酸イソソルビド 2171：冠血管拡張剤

ペルサンチン－Ｌカプセル１５０ｍｇ ジピリダモール 2171：冠血管拡張剤

ペルサンチン錠２５ｍｇ ジピリダモール 2171：冠血管拡張剤

ロコルナール錠５０ｍｇ トラピジル 2171：冠血管拡張剤

ワソラン錠４０ｍｇ ベラパミル 2171：冠血管拡張剤

アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「明治」 アムロジピン 2171：冠血管拡張剤

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「明治」 アムロジピン 2171：冠血管拡張剤

ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」 ニフェジピン 2171：冠血管拡張剤

ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 ベニジピン 2171：冠血管拡張剤

アダラートカプセル5mg ニフェジピン 2171：冠血管拡張剤

セパミット－Ｒカプセル１０ ニフェジピン 2171：冠血管拡張剤

セパミット－Ｒ細粒２％ ニフェジピン 2171：冠血管拡張剤

ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「サワイ」 ニフェジピン 2171：冠血管拡張剤

ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「サワイ」 ニフェジピン 2171：冠血管拡張剤

ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「日医工」 ニフェジピン 2171：冠血管拡張剤

ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ　１０ｃｍ２ ニトログリセリン 2171：冠血管拡張剤

フランドルテープ４０ｍｇ 硝酸イソソルビド 2171：冠血管拡張剤

ミオコールスプレー０．３ｍｇ ニトログリセリン 2171：冠血管拡張剤

ニトロール持続静注２５ｍｇシリンジ　５０ｍＬ 硝酸イソソルビド 2171：冠血管拡張剤

ニトロール注５ｍｇシリンジ　１０ｍＬ 硝酸イソソルビド 2171：冠血管拡張剤

ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」 ジルチアゼム 2171：冠血管拡張剤

ニトログリセリン静注２５ｍｇ／５０ｍＬシリンジ「ＴＥ」 ニトログリセリン 2171：冠血管拡張剤

バソレーター注１ｍｇ　２ｍＬ ニトログリセリン 2171：冠血管拡張剤

シグマート注２ｍｇ ニコランジル 2171：冠血管拡張剤

シグマート注４８ｍｇ ニコランジル 2171：冠血管拡張剤

ズファジラン錠１０ｍｇ イソクスプリン 2172：末梢血管拡張剤

ズファジラン筋注５ｍｇ　０．５％１ｍＬ イソクスプリン 2172：末梢血管拡張剤

ハンプ注射用１０００　１，０００μｇ カルペリチド 2179：血管拡張剤その他

亜硝酸アミル「ＡＦＰ」　０．２５ｍＬ 亜硝酸アミル 2179：血管拡張剤その他

ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「日医工」 ベザフィブラート 2183：クロフィブラート系製剤

リピディル錠８０ｍｇ フェノフィブラート 2183：クロフィブラート系製剤

アトルバスタチン錠１０ｍｇ「Ｍｅ」 アトルバスタチン 2189：高脂血症用剤その他

アトルバスタチン錠５ｍｇ「Ｍｅ」 アトルバスタチン 2189：高脂血症用剤その他

コレバイン錠５００ｍｇ コレスチミド 2189：高脂血症用剤その他

シンバスタチン錠５ｍｇ「オーハラ」 シンバスタチン 2189：高脂血症用剤その他

ゼチーア錠１０ｍｇ エゼチミブ 2189：高脂血症用剤その他

プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＮＳ」 プラバスタチン 2189：高脂血症用剤その他

フルバスタチン錠１０ｍｇ「サワイ」 フルバスタチン 2189：高脂血症用剤その他

コレバインミニ８３％ コレスチミド 2189：高脂血症用剤その他

リバロＯＤ錠２ｍｇ ピタバスタチン 2189：高脂血症用剤その他

ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ロスバスタチン 2189：高脂血症用剤その他

ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ロスバスタチン 2189：高脂血症用剤その他

ロトリガ粒状カプセル２ｇ オメガｰ3脂肪酸エチル 2189：高脂血症用剤その他

ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ ポリエンホスファチジルコリン 2189：高脂血症用剤その他

レパーサ皮下注４２０ｍｇオートミニドーザー　３．５ｍＬ エボロクマブ 2189：高脂血症用剤その他

プラルエント皮下注７５ｍｇペン　１ｍＬ アリロクマブ 2189：高脂血症用剤その他

レパーサ皮下注１４０ｍｇペン　１ｍＬ エボロクマブ 2189：高脂血症用剤その他

アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ ポリスチレンスルホン酸Ca 2190：その他の循環器官用薬

イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 イフェンプロジル酒石酸塩 2190：その他の循環器官用薬

カルタンＯＤ錠５００ｍｇ 沈降炭酸カルシウム 2190：その他の循環器官用薬

キックリンカプセル２５０ｍｇ ビキサロマー 2190：その他の循環器官用薬

カリメート経口液２０％　２５ｇ ポリスチレンスルホン酸Ca 2190：その他の循環器官用薬

カリメート散 ポリスチレンスルホン酸Ca 2190：その他の循環器官用薬

ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」 ニセルゴリン 2190：その他の循環器官用薬

ケイキサレートドライシロップ７６％ ポリスチレンスルホン酸ナトリウム 2190：その他の循環器官用薬

ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ 炭酸ランタン 2190：その他の循環器官用薬

ホスレノールＯＤ錠５００ｍｇ 炭酸ランタン 2190：その他の循環器官用薬

ホスレノール顆粒分包２５０ｍｇ 炭酸ランタン 2190：その他の循環器官用薬

ホスレノール顆粒分包５００ｍｇ 炭酸ランタン 2190：その他の循環器官用薬

ユベラＮカプセル１００ｍｇ トコフェロール 2190：その他の循環器官用薬

リオナ錠２５０ｍｇ クエン酸第二鉄 2190：その他の循環器官用薬

リズミック錠１０ｍｇ アメジニウム 2190：その他の循環器官用薬

レナジェル錠２５０ｍｇ セベラマー 2190：その他の循環器官用薬

カデュエット配合錠４番 アムロジピン･アトルバスタチン配合4 2190：その他の循環器官用薬

アドシルカ錠２０ｍｇ タダラフィル 2190：その他の循環器官用薬

ピートル顆粒分包５００ｍｇ スクロオキシ水酸化鉄 2190：その他の循環器官用薬

ミグシス錠５ｍｇ ロメリジン 2190：その他の循環器官用薬

アデムパス錠１．０ｍｇ リオシグアト 2190：その他の循環器官用薬

オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「ＦＹ」 オザグレル 2190：その他の循環器官用薬

オザペンパッグ注８０ｍｇ オザグレル 2190：その他の循環器官用薬

ノバスタンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ アルガトロバン 2190：その他の循環器官用薬

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 2190：その他の循環器官用薬

アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用５００μｇ「タカタ」 アルプロスタジルアルファデクス 2190：その他の循環器官用薬

インダシン静注用１ｍｇ インドメタシン 2190：その他の循環器官用薬

エリル点滴静注液３０ｍｇ ファスジル 2190：その他の循環器官用薬

タンデトロン注射用２０　２０μｇ アルプロスタジルアルファデクス 2190：その他の循環器官用薬

プロスタンディン注射用２０μｇ アルプロスタジルアルファデクス 2190：その他の循環器官用薬

アルプロスタジル注５μｇ「武田テバ」　１ｍＬ アルプロスタジル 2190：その他の循環器官用薬

プリンク注５μｇ アルプロスタジル 2190：その他の循環器官用薬

グリセリン・果糖配合点滴静注「ＨＫ」　２００ｍＬ 濃グリセリン・果糖 2190：その他の循環器官用薬

マンニットール注射液２０％「ＹＤ」　３００ｍＬ D-マンニトール 2190：その他の循環器官用薬

ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第一三共」　１ｍＬ ナロキソン 2219：呼吸促進剤その他

フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「Ｆ」　５ｍＬ フルマゼニル 2219：呼吸促進剤その他

サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ 肺サーファクタント 2219：呼吸促進剤その他

エフェドリン「ナガイ」注射液４０ｍｇ エフェドリン 2221：エフェドリン及びマオウ製剤

メジコン錠１５㎎　　 デキストロメトルファン 2223：デキストロメトルファン製剤

アストミン錠１０ｍｇ ジメモルファン 2229：鎮咳剤その他

フスタゾール糖衣錠１０ｍｇ クロペラスチン 2229：鎮咳剤その他
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フラベリック錠２０ｍｇ ベンプロペリン 2229：鎮咳剤その他

カルボシステイン錠２５０ｍｇ「テバ」 カルボシステイン 2233：システイン系製剤

クリアナール錠２００ｍｇ フドステイン 2233：システイン系製剤

ムコフィリン吸入液２０％　１７．６２％２ｍＬ アセチルシステイン 2233：システイン系製剤

カルボシステインドライシロップ５０％「テバ」 カルボシステイン 2233：システイン系製剤

カルボシステインシロップ５％「ＪＧ」 カルボシステイン 2233：システイン系製剤

ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 ブロムヘキシン 2234：ブロムヘキシン製剤

ビソルボン吸入液０．２％ ブロムヘキシン 2234：ブロムヘキシン製剤

ビソルボン細粒２％ ブロムヘキシン 2234：ブロムヘキシン製剤

ビソルボン注４ｍｇ　０．２％２ｍＬ ブロムヘキシン 2234：ブロムヘキシン製剤

アンブロキソール塩酸塩Ｌカプセル４５ｍｇ「サワイ」 アンブロキソール 2239：去たん剤その他

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」 アンブロキソール 2239：去たん剤その他

小児用ムコソルバンＤＳ１．５％ アンブロキソール 2239：去たん剤その他

リン酸コデイン錠５ｍｇ「ファイザー」 コデインリン酸塩 2242：コデイン系製剤

ジヒドロコデインリン酸塩散１％ ジヒドロコデインリン酸塩 2242コデイン系製剤

アスベリン錠１０ｍｇ チペピジンヒベンズ酸塩 2249：その他の鎮咳去痰剤

アスベリン散10% チペピジンヒベンズ酸塩 2249：その他の鎮咳去痰剤

アスベリンシロップ0.5％ チペピジンヒベンズ酸塩 2249：その他の鎮咳去痰剤

テオドール錠５０ｍｇ テオフィリン 2251：キサンチン系製剤

テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 テオフィリン 2251：キサンチン系製剤

テオロング錠２００ｍｇ テオフィリン 2251：キサンチン系製剤

ユニフィルＬＡ錠４００ｍｇ テオフィリン 2251：キサンチン系製剤

ベロテックエロゾル１００ フェノテロール 2252：インプレナリン系製剤

アスプール液（０．５％） イソプレナリン塩酸塩 2252：インプレナリン系製剤

サルタノールインヘラー１００μｇ　０．１６％１３．５ｍＬ サルブタモール 2254：サルブタモール製剤

ベネトリン吸入液０．５％ サルブタモール 2254：サルブタモール製剤

スピロペント錠１０μｇ クレンブテロール 2259：気管支拡張剤その他

プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ「サワイ」　０．０２５ｍｇ プロカテロール 2259：気管支拡張剤その他

プロカテロール塩酸塩錠５０μｇ「サワイ」　０．０５ｍｇ プロカテロール 2259：気管支拡張剤その他

ホクナリンテープ０．５ｍｇ ツロブテロール 2259：気管支拡張剤その他

ホクナリンテープ１ｍｇ ツロブテロール 2259：気管支拡張剤その他

ホクナリンテープ２ｍｇ ツロブテロール 2259：気管支拡張剤その他

アトロベントエロゾル２０μｇ　４．２０ｍｇ１０ｍＬ イプラトロピウム 2259：気管支拡張剤その他

アノーロエリプタ３０吸入用
ウメクリジニウム臭化物・

　　　　　　　ビランテロールトリフェニル酢酸塩配合
2259：気管支拡張剤その他

インタールエアロゾル１ｍｇ　２％１０ｍＬ グリコピロニウム・インダカテロール 2259：気管支拡張剤その他

ウルティブロ吸入用カプセル グリコピロニウム・インダカテロール 2259：気管支拡張剤その他

オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ インダカテロールマレイン酸塩 2259：気管支拡張剤その他

キュバール１００エアゾール　 ベクロメタゾン 2259：気管支拡張剤その他

キュバール５０エアゾール ベクロメタゾン 2259：気管支拡張剤その他

シーブリ吸入用カプセル５０μｇ グリコピロニウム 2259：気管支拡張剤その他

スピオルトレスピマット６０吸入 チオトロピウム・オロダテロール配合 2259：気管支拡張剤その他

スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 チオトロピウム 2259：気管支拡張剤その他

スピリーバ吸入用カプセル１８μｇ チオトロピウム 2259：気管支拡張剤その他

メプチンエアー１０μｇ吸入１００回　０．０１４３％５ｍＬ プロカテロール 2259：気管支拡張剤その他

メプチンキッドエアー５μｇ吸入１００回　０．０１４３％２．５ｍＬ プロカテロール 2259：気管支拡張剤その他

メプチンスイングヘラー１０μｇ吸入１００回　１ｍｇ プロカテロール 2259：気管支拡張剤その他

アレベール吸入用溶解液０．１２５％ チロキサポール 2259：気管支拡張剤その他

クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「サワイ」　２ｍＬ クロモグリク酸N 2259：気管支拡張剤その他

メプチン吸入液０．０１％ プロカテロール 2259：気管支拡張剤その他

メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ　０．０１％ プロカテロール 2259：気管支拡張剤その他

メプチン吸入液ユニット０．５ｍＬ　０．０１％ プロカテロール 2259：気管支拡張剤その他

メプチンドライシロップ０．００５％ プロカテロール 2259：気管支拡張剤その他

メプチンシロップ５μｇ／ｍＬ プロカテロール 2259：気管支拡張剤その他

アズノールうがい液４％ アズレンスルホン酸ナトリウム 2260：含喇剤

ポビドンヨードガーグル液７％「明治」 ポビドンヨード 2260：含喇剤

含嗽用ハチアズレ顆粒 アズレンスルホン酸Na･炭酸水素ナトルム配合含嗽剤 2260：含喇剤

アズマネックスツイストヘラー１００μｇ６０吸入　６ｍｇ１００μｇ モメタゾン 2290：その他の呼吸器官用薬

アドエア１００ディスカス６０吸入用　６０ブリスター サルメテロール・フルチカゾン 2290：その他の呼吸器官用薬

アドエア２５０エアゾール１２０吸入用　１２．０ｇ サルメテロール・フルチカゾン 2290：その他の呼吸器官用薬

アドエア２５０ディスカス６０吸入用　６０ブリスター サルメテロール・フルチカゾン 2290：その他の呼吸器官用薬

アドエア５００ディスカス６０吸入用　６０ブリスター サルメテロール・フルチカゾン 2290：その他の呼吸器官用薬

アドエア５０エアゾール１２０吸入用　１２．０ｇ サルメテロール・フルチカゾン 2290：その他の呼吸器官用薬

オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用　１１．２ｍｇ３．３ｇ シクレソニド 2290：その他の呼吸器官用薬

シムビコートタービュヘイラー６０吸入 ブデソニド・ホルモテロール 2290：その他の呼吸器官用薬

テリルジー１００エリプタ３０吸入用 フルチカゾン・ビランテロール・ウメクリジニウム 2290：その他の呼吸器官用薬

パルミコート２００μｇタービュヘイラー１１２吸入　２２．４ｍｇ ブデソニド 2290：その他の呼吸器官用薬

フルタイド１００ディスカス フルチカゾン 2290：その他の呼吸器官用薬

フルタイド２００ディスカス フルチカゾン 2290：その他の呼吸器官用薬

フルタイド５０μｇエアゾール１２０吸入用　８．８３ｍｇ１０．６ｇ フルチカゾン 2290：その他の呼吸器官用薬

フルタイド５０ディスカス フルチカゾン 2290：その他の呼吸器官用薬

フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用 フルチカゾン・ホルモテロール 2290：その他の呼吸器官用薬

レルベア１００エリプタ３０吸入用 フルチカゾン・ビランテロール 2290：その他の呼吸器官用薬

レルベア２００エリプタ３０吸入用 フルチカゾン・ビランテロール 2290：その他の呼吸器官用薬

パルミコート吸入液０．２５ｍｇ　２ｍＬ ブデソニド 2290：その他の呼吸器官用薬

パルミコート吸入液０．５ｍｇ ブデソニド 2290：その他の呼吸器官用薬

ゾレア皮下注１５０ｍｇシリンジ　１ｍＬ オマリズマブ 2290：その他の呼吸器官用薬

ゾレア皮下注用１５０ｍｇ オマリズマブ 2290：その他の呼吸器官用薬

ヌーカラ皮下注用１００ｍｇ メポリズマブ 2290：その他の呼吸器官用薬

ファセンラ皮下注３０ｍｇシリンジ　１ｍＬ ベンラリズマブ 2290：その他の呼吸器官用薬

タンニン酸アルブミン タンニン酸アルブミン 2312：タンニン酸系製剤

エンテロノン－Ｒ散 耐性乳酸菌 2316：活性生菌製剤

ビオスリー配合錠 酪酸菌配合 2316：活性生菌製剤

ビオフェルミンＲ錠 耐性乳酸菌 2316：活性生菌製剤

ビオフェルミンＲ散 耐性乳酸菌 2316：活性生菌製剤

ミヤＢＭ細粒 酪酸菌 2316：活性生菌製剤

ラックビー錠 ビフィズス菌 2316：活性生菌製剤

ラックビー微粒Ｎ ビフィズス菌 2316：活性生菌製剤

ガスコン錠４０ｍｇ ジメチコン 2318：ジメチコン製剤
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ガスコンドロップ内用液２％ ジメチコン 2318：ジメチコン製剤

フェロベリン配合錠 ベルベリン･ゲンノショウコエキス配合 2319：止しゃ剤、整腸剤その他

ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「サワイ」 ロペラミド 2319：止しゃ剤、整腸剤その他

薬用炭 薬用炭 2319：止しゃ剤、整腸剤その他

ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 ファモチジン 2325：Ｈ２遮断剤

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 ファモチジン 2325：Ｈ２遮断剤

ファモチジン散１０％「サワイ」 ファモチジン 2325：Ｈ２遮断剤

ファモチジン注射用２０ｍｇ「テバ」 ファモチジン 2325：Ｈ２遮断剤

イルソグラジンマレイン酸塩錠４ｍｇ「日医工」 イルソグラジンマレイン酸塩 2329：消化性潰瘍用剤その他

タケキャブ錠１０ｍｇ ボノプラザン 2329：消化性潰瘍用剤その他

タケキャブ錠２０ｍｇ ボノプラザン 2329：消化性潰瘍用剤その他

テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」 テプレノン 2329：消化性潰瘍用剤その他

ドグマチール錠５０ｍｇ スルピリド 2329：消化性潰瘍用剤その他

アズレン・グルタミン配合細粒「ＥＭＥＣ」 アズレンスルホン酸Na･L-グルタミン配合 2329：消化性潰瘍用剤その他

アルサルミン細粒９０％ スクラルファート 2329：消化性潰瘍用剤その他

スクラルファート内用液１０％「日医工」 スクラルファート 2329：消化性潰瘍用剤その他

ネキシウムカプセル１０ｍｇ エソメプラゾール 2329：消化性潰瘍用剤その他

ネキシウムカプセル２０ｍｇ エソメプラゾール 2329：消化性潰瘍用剤その他

テプレノン細粒１０％「サワイ」 テプレノン 2329：消化性潰瘍用剤その他

ネキシウム懸濁用顆粒分包１０ｍｇ エソメプラゾール 2329：消化性潰瘍用剤その他

ネキシウム懸濁用顆粒分包２０ｍｇ エソメプラゾール 2329：消化性潰瘍用剤その他

プロマック顆粒１５％ ポラプレジンク 2329：消化性潰瘍用剤その他

ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 ポラプレジンク 2329：消化性潰瘍用剤その他

ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＡＡ」 ラベプラゾール 2329：消化性潰瘍用剤その他

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「武田テバ」 ランソプラゾール 2329：消化性潰瘍用剤その他

ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「武田テバ」 ランソプラゾール 2329：消化性潰瘍用剤その他

レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 レバミピド 2329：消化性潰瘍用剤その他

サイトテック錠２００ ミソプロストール 2329：消化性潰瘍用剤その他

アルロイドＧ内用液５％ アルギン酸ナトリウム 2329：消化性潰瘍用剤その他

オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 オメプラゾール 2329：消化性潰瘍用剤その他

リパクレオンカプセル１５０ｍｇ パンクレリパーゼ 2331：消化酸素製剤

Ｓ・Ｍ配合散 タカヂアスターゼ・生薬配合剤 2339：健胃消化剤その他

ベリチーム配合顆粒 膵臓性消化酵素配合剤 2339：健胃消化剤その他

ミルラクト細粒５０％ βガラクトシダーゼ(ペニシリウム) 2339：健胃消化剤その他

タフマックＥ配合カプセル ジアスターゼ配合 2339：健胃消化剤その他

エクセラーゼ配合顆粒 サナクターゼ12.5%等消化酵素配合顆粒 2339：健胃消化剤その他

アドソルビン原末 天然ケイ酸アルミニウム 2343：アルミニウム化合物製剤

重曹錠５００ｍｇ「マイラン」 炭酸水素ナトリウム 2344：無機塩製剤

マグミット錠２５０ｍｇ 酸化マグネシウム 2344：無機塩製剤

マグミット錠３３０ｍｇ 酸化マグネシウム 2344：無機塩製剤

マグミット錠５００ｍｇ 酸化マグネシウム 2344：無機塩製剤

酸化マグネシウム 酸化マグネシウム 2344：無機塩製剤

炭酸水素ナトリウム 炭酸水素ナトリウム 2344：無機塩製剤

沈降炭酸カルシウム 沈降炭酸カルシウム 2344：無機塩製剤

マーロックス懸濁用配合顆粒 水酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑｹﾞﾙ･水酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ配合 2349：制酸剤その他

マルファ配合内服液 水酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑｹﾞﾙ･水酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ配合 2349：制酸剤その他

センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 センノシド 2354：植物性製剤

グリセリン浣腸「オヲタ」１２０　５０％１２０ｍＬ グリセリン浣腸 2357：グリセリン製剤

グリセリン浣腸「オヲタ」６０　５０％６０ｍＬ グリセリン浣腸 2357：グリセリン製剤

グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０　５０％３０ｍＬ グリセリン浣腸 2357：グリセリン製剤

グリセリン グリセリン 2357：グリセリン製剤

アミティーザカプセル２４μｇ ルビプロストン 2359：下痢、浣腸剤その他

グーフィス錠５ｍｇ エロビキシバット 2359：下痢、浣腸剤その他

スインプロイク錠０．２ｍｇ ナルデメジン 2359：下痢、浣腸剤その他

アローゼン顆粒 センナ 2359：下痢、浣腸剤その他

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 2359：下痢、浣腸剤その他

モビコール配合内用剤　６．８５２３ｇ
マクロゴール4000・塩化ナトリウム・

　　　　　　　　　炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム
2359：下痢、浣腸剤その他

ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「日医工」 ピコスルファート 2359：下痢、浣腸剤その他

カルメロースナトリウム カルメロース 2359：下痢、浣腸剤その他

テレミンソフト坐薬１０ｍｇ ビサコジル 2359：下痢、浣腸剤その他

テレミンソフト坐薬２ｍｇ ビサコジル 2359：下痢、浣腸剤その他

新レシカルボン坐剤 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸ニ水素ナトリウム配合 2359：下痢、浣腸剤その他

ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＪＧ」 ウルソデオキシコール酸 2362：胆汁酸製剤

ウルソ顆粒　５％ ウルソデオキシコール酸 2362：胆汁酸製剤

アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「ＮＫ」 アプレピタント 2391：鎮吐薬

アプレピタントカプセル８０ｍｇ「ＮＫ」 アプレピタント 2391：鎮吐薬

ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ ラモセトロン 2391：鎮吐薬

アロキシ静注０．７５ｍｇ　５ｍＬ パロノセトロン 2391：鎮吐薬

グラニセトロン静注液１ｍｇ「テバ」　１ｍＬ グラニセトロン 2391：鎮吐薬

グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ／５０ｍＬ「ＨＫ」 グラニセトロン 2391：鎮吐薬

プロイメンド点滴静注用１５０ｍｇ ホスアプレピタント 2391：鎮吐薬

アコファイド錠１００ｍｇ アコチアミド 2399：その他の消化器官用薬その他

エボザックカプセル３０ｍｇ セビメリン 2399：その他の消化器官用薬その他

ガナトン錠５０ｍｇ イトプリド 2399：その他の消化器官用薬その他

ゼンタコートカプセル３ｍｇ ブテソニド 2399：その他の消化器官用薬その他

トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 トリメブチン 2399：その他の消化器官用薬その他

ドンペリドン錠１０ｍｇ「サワイ」 ドンペリドン 2399：その他の消化器官用薬その他

プリンペラン錠５　５ｍｇ メトクロプラミド 2399：その他の消化器官用薬その他

ペンタサ顆粒９４％（メサラジンとして９４３㎎） メサラジン 2399：その他の消化器官用薬その他

ポリフル細粒８３．３％ ポリカルボフィルCa 2399：その他の消化器官用薬その他

メサラジン錠２５０ｍｇ「サワイ」 メサラジン 2399：その他の消化器官用薬その他

メサラジン錠５００ｍｇ「サワイ」 メサラジン 2399：その他の消化器官用薬その他

メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「ファイザー」 メサラジン 2399：その他の消化器官用薬その他

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 モサプリド 2399：その他の消化器官用薬その他

リンゼス錠０．２５ｍｇ リナクロチド 2399：その他の消化器官用薬その他

ペンタサ坐剤１ｇ メサラジン 2399：その他の消化器官用薬その他

サリベートエアゾール　５０ｇ リン酸二カリウム・無機塩類配合剤 2399：その他の消化器官用薬その他

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 デカリニウム塩化物 2399：その他の消化器官用薬その他
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　●院内臨時採用品含む

商品名 一般名 薬効分類
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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 2399：その他の消化器官用薬その他

デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」 デキサメタゾン 2399：その他の消化器官用薬その他

デスパコーワ口腔用クリーム クロルヘキシジン・ジフェンヒドラミン配合 2399：その他の消化器官用薬その他

ナウゼリン坐剤１０ ドンペリドン 2399：その他の消化器官用薬その他

ナウゼリン坐剤３０ ドンペリドン 2399：その他の消化器官用薬その他

ナウゼリン坐剤６０ ドンペリドン 2399：その他の消化器官用薬その他

レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回　４８ｍｇ３０．８ｇ ブデソニド 2399：その他の消化器官用薬その他

ポリフル錠５００ｍｇ ポリカルボフィルCa 2399：その他の消化器官用薬その他

ナウゼリンドライシロップ１％ ドンペリドン 2399：その他の消化器官用薬その他

モサプリドクエン酸塩散１％「日医工」 モサプリド 2399：その他の消化器官用薬その他

プリンペラン注射液１０ｍｇ メトクロプラミド 2399：その他の消化器官用薬その他

エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ ベドリズマブ 2399：その他の消化器官用薬その他

リアルダ錠１２００ｍｇ　１，２００ｍｇ メサラジン 2399：その他の消化器官用薬その他

インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「ＮＫ」 インフリキシマブBS 2399：その他の消化器官用薬その他

レミケード点滴静注用１００　１００ｍｇ インフリキシマブBS 2399：その他の消化器官用薬その他

コートロシン注射用０．２５ｍｇ テトラコサクチド 2411：ＡＣＴＨ製剤

ＨＣＧモチダ筋注用５千単位　５，０００単位 ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(HCG) 2413：性線刺激ホルモン製剤

アトニン－Ｏ注５単位 オキシトシン 2414：脳下垂体後葉ホルモン製剤

ピトレシン注射液２０　２０単位 バソプレシン 2414：脳下垂体後葉ホルモン製剤

ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ デスモプレシン 2419：脳下垂体ホルモン剤その他

デスモプレシン・スプレー２．５協和　１２５μｇ デスモプレシン 2419：脳下垂体ホルモン剤その他

デスモプレシン点鼻液０．０１％協和　２５０μｇ デスモプレシン 2419：脳下垂体ホルモン剤その他

チラーヂンＳ錠５０μｇ レボチロキシン 2431：甲状腺ホルモン製剤

チラーヂンＳ散０．０１％ レボチロキシン 2431：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 2432：抗甲状腺ホルモン製剤

メルカゾール錠５ｍｇ チアマゾール 2432：抗甲状腺ホルモン製剤

テリボン皮下注用５６．５μｇ テリパラチド 2439：その他の甲状腺・副甲状腺ホルモン剤

フォルテオ皮下注キット６００μｇ テリパラチド 2439：その他の甲状腺・副甲状腺ホルモン剤

エピペン注射液０．１５ｍｇ アドレナリン 2451：エピネフリン製剤

エピペン注射液0.3ｍｇ アドレナリン 2451：エピネフリン製剤

ボスミン外用液０．１％ アドレナリン 2451：エピネフリン製剤

ノルアドリナリン注１ｍｇ　０．１％１ｍＬ ノルアドレナリン 2451：エピネフリン製剤

ボスミン注１ｍｇ　０．１％１ｍＬ アドレナリン 2451：エピネフリン製剤

アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」　１ｍＬ アドレナリン 2451：エピネフリン製剤

コートリル錠１０ｍｇ ヒドロコルチゾン 2452：コルチゾン系製剤

フロリネフ錠０．１ｍｇ フルドロコルチゾン 2452：コルチゾン系製剤

ソル・コーテフ静注用２５０ｍｇ　（溶解液付） ヒドロコルチゾン 2452：コルチゾン系製剤

ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ　（溶解液付） ヒドロコルチゾン 2452：コルチゾン系製剤

水溶性ハイドロコートン注射液１００ｍｇ ヒドロコルチゾン 2452：コルチゾン系製剤

デカドロン錠０．５ｍｇ デキサメタゾン 2454：フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

デカドロン錠４ｍｇ デキサメタゾン 2454：フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

リンデロン錠０．５ｍｇ ベタメタゾン 2454：フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

レダコート錠４ｍｇ トリアムシノロン 2454：フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

レナデックス錠４ｍｇ デキサメタゾン 2454：フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

リンデロン坐剤１．０ｍｇ ベタメタゾン 2454：フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

デカドロンエリキシル０．０１％ デキサメタゾン 2454：フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注 トリアムシノロン 2454：フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

デキサート注射液３．３ｍｇ　１ｍＬ デキサメタゾン 2454：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　２ｍＬ デキサメタゾン 2454：フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

リメタゾン静注２．５ｍｇ　１ｍＬ デキサメタゾン 2454：フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

リンデロン注２ｍｇ（０．４％） ベタメタゾン 2454：フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） プレドニゾロン 2456：プレドニゾロン系製剤

プレドニン錠５ｍｇ プレドニゾロン 2456：プレドニゾロン系製剤

プレドニゾロン散「タケダ」１％ プレドニゾロン 2456：プレドニゾロン系製剤

ソル・メドロール静注用１０００ｍｇ　（溶解液付） メチルプレドニゾロン 2456：プレドニゾロン系製剤

ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ　（溶解液付） メチルプレドニゾロン 2456：プレドニゾロン系製剤

ソル・メドロール静注用４０ｍｇ　（溶解液付） メチルプレドニゾロン 2456：プレドニゾロン系製剤

ソル・メドロール静注用５００ｍｇ　（溶解液付） メチルプレドニゾロン 2456：プレドニゾロン系製剤

水溶性プレドニン１０ｍｇ プレドニゾロン 2456：プレドニゾロン系製剤

水溶性プレドニン２０ｍｇ プレドニゾロン 2456：プレドニゾロン系製剤

セレスタミン配合錠 ベタメタゾン･d-クロルフェニラミン 2459：副腎ホルモン剤その他

エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ　１ｍＬ テストステロン 2461：テストステロン製剤

エストラーナテープ０．７２ｍｇ エストラジオール 2473：エストラジオール系製剤

ペラニンデポー筋注１０ｍｇ エストラジオール 2473：エストラジオール系製剤

プロゲデポー筋注１２５ｍｇ ヒドロキシプロゲステロン 2477：プゲステロン製剤

クロルマジノン酢酸エステル錠２５ｍｇ「ＹＤ」 クロルマジノン 2478：合成黄体ホルモン製剤

ヒスロンＨ錠２００ｍｇ メドロキシプロゲステロン 2478：合成黄体ホルモン製剤

ヒスロン錠５ メドロキシプロゲステロン 2478：合成黄体ホルモン製剤

デュファストン錠５ｍｇ ジドロゲステロン 2478：合成黄体ホルモン製剤

プレマリン錠０．６２５ｍｇ 結合型エストロゲン 2479：卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤その他

ヤーズ配合錠 ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス 2482：卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤

ルナベル配合錠ＵＬＤ ノルエチステロン・エチニルエストラジオール 2482：卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤

カルナクリン錠５０ カリジノゲナーゼ 2491：循環ホルモン剤

カリクレイン錠１０単位 2491：循環ホルモン剤

アピドラ注１００単位／ｍＬ インスリングルリジン 2492：すい臓ホルモン剤

アピドラ注ソロスター３００単位 インスリングルリジン 2492：すい臓ホルモン剤

イノレット３０Ｒ注　３００単位 生合成ヒト二相性イソフェンインスリン水性懸濁注射液 2492：すい臓ホルモン剤

トレシーバ注　フレックスタッチ　３００単位 インスリンデグルデク 2492：すい臓ホルモン剤

ノボラピッド３０ミックス注　ペンフィル　３００単位 インスリン　アスパルト 2492：すい臓ホルモン剤

ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン インスリン　アスパルト 2492：すい臓ホルモン剤

ノボラピッド注　フレックスペン　３００単位 インスリン　アスパルト 2492：すい臓ホルモン剤

ノボラピッド注イノレット インスリン　アスパルト 2492：すい臓ホルモン剤

ノボリン３０Ｒ注フレックスペン　３００単位 インスリン ヒト 2492：すい臓ホルモン剤

ノボリンＮ注フレックスペン　３００単位 インスリン ヒト 2492：すい臓ホルモン剤

ノボリンＲ注フレックスペン　３００単位 インスリン ヒト 2492：すい臓ホルモン剤

ヒューマリンＮ注１００単位／ｍＬ イソフェンインスリン ヒト（遺伝子組換え）水性懸濁 2492：すい臓ホルモン剤

ヒューマリンＮ注カート　３００単位 イソフェンインスリン ヒト（遺伝子組換え）水性懸濁 2492：すい臓ホルモン剤

ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ インスリン　ヒト(遺伝子組み換え) 2492：すい臓ホルモン剤

ヒューマリンＲ注カート　３００単位 インスリン　ヒト(遺伝子組み換え) 2492：すい臓ホルモン剤
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ヒューマログミックス２５注ミリオペン　３００単位 インスリンリスプロ混合製剤-25 2492：すい臓ホルモン剤

ヒューマログミックス５０注カート　３００単位 インスリンリスプロ混合製剤-50 2492：すい臓ホルモン剤

ヒューマログ注１００単位／ｍＬ インスリン　リスプロ 2492：すい臓ホルモン剤

ヒューマログ注カート インスリン　リスプロ 2492：すい臓ホルモン剤

ヒューマログ注ミリオペン　３００単位 インスリン　リスプロ 2492：すい臓ホルモン剤

ライゾデグ配合注　フレックスタッチ　３００単位 インスリンデグルデグ・インスリンアスパルト 2492：すい臓ホルモン剤

ランタスＸＲ注ソロスター インスリングラルギン 2492：すい臓ホルモン剤

ランタス注１００単位／ｍＬ インスリングラルギン 2492：すい臓ホルモン剤

ランタス注ソロスター　３００単位 インスリングラルギン 2492：すい臓ホルモン剤

レベミル注　イノレット　３００単位 インスリンデテミル 2492：すい臓ホルモン剤

レベミル注　フレックスペン　３００単位 インスリンデテミル 2492：すい臓ホルモン剤

アボルブカプセル０．５ｍｇ デュタステリド 2499：その他のホルモン剤その他

プロスタグランジンＥ２錠０．５ｍｇ「科研」 ジノプロストン 2499：その他のホルモン剤その他

ディナゲスト錠１ｍｇ ジエノゲスト 2499：その他のホルモン剤その他

ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ　（溶解液付） デガレリクス 2499：その他のホルモン剤その他

ゴナックス皮下注用２４０ｍｇ　（溶解液付） デガレリクス 2499：その他のホルモン剤その他

ゴナックス皮下注用８０ｍｇ　（溶解液付） デガレリクス 2499：その他のホルモン剤その他

ジノプロスト注射液１０００μｇ「Ｆ」　１ｍｇ１ｍＬ ジノプロスト 2499：その他のホルモン剤その他

プロスタルモン・Ｆ注射液１０００　１ｍｇ１ｍＬ 2499：その他のホルモン剤その他

リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ リュープロレリン 2499：その他のホルモン剤その他

リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．８８ｍｇ「ＮＰ」 リュープロレリン 2499：その他のホルモン剤その他

リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍｇ「ＮＰ」 リュープロレリン 2499：その他のホルモン剤その他

オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「サンド」　１ｍＬ オクトレオチド 2499：その他のホルモン剤その他

サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット３０ｍｇ　（溶解液付） 2499：その他のホルモン剤その他

ソマチュリン皮下注１２０ｍｇ ランレオチド 2499：その他のホルモン剤その他

トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス　０．５ｍＬ デュラグルチド 2499：その他のホルモン剤その他

ビクトーザ皮下注１８ｍｇ　３ｍＬ リラグルチド 2499：その他のホルモン剤その他

プレグランディン腟坐剤１ｍｇ ゲメプロスト 2499：その他のホルモン剤その他

クロマイ腟錠１００ｍｇ クロラムフェニコール 2521：生殖器官用抗生物質製剤

オキナゾール腟錠１００ｍｇ オキシコナゾール 2529：生殖器官用剤その他

エストリール腟錠０．５ｍｇ エストリオール 2529：生殖器官用剤その他

オキシコナゾール硝酸塩腟錠６００ｍｇ「Ｆ」 オキシコナゾール 2529：生殖器官用剤その他

フラジール腟錠２５０ｍｇ メトロニダゾール 2529：生殖器官用剤その他

ミレーナ５２ｍｇ レボノルゲストレル 2529：生殖器官用剤その他

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠０．１２５ｍｇ「Ｆ」 メチルエルゴメトリン 2531：バッカク類製剤

パルタンＭ注０．２ｍｇ　０．０２％１ｍＬ メチルエルゴメトリン 2531：バッカク類製剤

ノルレボ錠１．５㎎　　 レボノルゲストレル 2549：緊急避妊剤

ヘモクロンカプセル２００ｍｇ トリベノシド 2559：痔疾用剤その他

ヘモナーゼ配合錠 ブロメライン・トコフェノール 2559：痔疾用剤その他

ネリプロクト軟膏 ジフルコルトロン･リドカイン配合 2559：痔疾用剤その他

プロクトセディル軟膏 ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ･ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ等配合軟膏 2559：痔疾用剤その他

強力ポステリザン（軟膏） 大腸菌死菌･ヒドロコルチゾン配合軟膏 2559：痔疾用剤その他

ネリプロクト坐剤 ジフルコルトロン･リドカイン配合 2559：痔疾用剤その他

ジオン注無痛化剤付　１０ｍＬ（希釈液付） 硫酸アルミニウムカリウム・タンニン酸 2559：痔疾用剤その他

オキシブチニン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 オキシブチニン 2590：その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ザルティア錠５ｍｇ タダラフィル 2590：その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ステーブラ錠０．１ｍｇ イミダフェナシン 2590：その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

セルニルトン錠 セルニチンボーレン 2590：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０．２ｍｇ「アメル」 タムスロシン 2590：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０．２ｍｇ「ファイザー」 タムスロシン 2590：その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「あすか」 ナフトピジル 2590：その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「あすか」 ナフトピジル 2590：その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ベシケア錠５ｍｇ ソリフェナシン 2590：その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「Ｆ」 リトドリン 2590：その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ユリーフ錠４ｍｇ シロドシン 2590：その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

シロドシン錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 シロドシン 2590：その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ベタニス錠２５ｍｇ ミラベクロン 2590：その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ブラダロン錠２００ｍｇ フラボキサート 2590：その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 プロピベリン 2590：その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

マグセント注１００ｍＬ 硫酸マグネシウム 2590：その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ウテロン点滴静注液５０ｍｇ　１％５ｍＬ 2590：その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「日医工」　１％５ｍＬ リトドリン 2590：その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

ポビドンヨードゲル１０％「明治」 ポビドンヨード 2612：ヨウ素化合物

ヨウ素 2612：ヨウ素化合物

ポビドンヨードスクラブ液７．５％「明治」 ポビドンヨード 2612：ヨウ素化合物

ポビドンヨード外用液１０％「明治」 ポビドンヨード 2612：ヨウ素化合物

オキシドール オキシドール 2614：過酸化物製剤

無水エタノール「ニッコー」 無水エタノール 2615：アルコール製剤

消毒用エタプロコール 消毒用エタノール 2615：アルコール製剤

オスバン消毒液０．０２５％ ベンザルコニウム 2616：石鹸類製剤

塩化ベンザルコニウム液　１０％ 2616：石鹸類製剤

液状フェノール 液状フェノール 2619：外皮用殺菌消毒剤その他

クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液１％「東豊 クロルヘキシジングルコン酸 2619：外皮用殺菌消毒剤その他

ステリクロンＲ液０．０５ クロルヘキシジングルコン酸 2619：外皮用殺菌消毒剤その他

ステリクロンＲ液０．５ クロルヘキシジングルコン酸 2619：外皮用殺菌消毒剤その他

ネオ消アル「ニッコー」 エタノール液 2619：外皮用殺菌消毒剤その他

ハイポエタノール液２％「ケンエー」 チオ硫酸ナトリウム･エタノール配合 2619：外皮用殺菌消毒剤その他

ゲーベンクリーム１％ スルファジアジン銀 2633：外用サルファ製剤

硫酸ポリミキシンＢ散５０万単位「ファイザー」 ポリミキシンＢ 2634：外用抗生物質製剤

アクロマイシン軟膏３％　３０ｍｇ テトラサイクリン 2634：外用抗生物質製剤

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「イワキ」　１ｍｇ ゲンタマイシン 2634：外用抗生物質製剤

ダラシンＴゲル１％ クリンダマイシン 2634：外用抗生物質製剤

フシジンレオ軟膏２％　２０ｍｇ フシジン酸ナトリウム 2634：外用抗生物質製剤

ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ　１０．８ｍｇ１０ｃｍ×１０ｃｍ フラジオマイシン 2634：外用抗生物質製剤

ゼビアックスローション２％ オゼノキサシン 2639：化膿性疾患用剤その他

アクアチムクリーム１％ ナジフロキサシン 2639：化膿性疾患用剤その他

アクアチムローション１％ ナジフロキサシン 2639：化膿性疾患用剤その他

レスタミンコーワクリーム１％ ジフェンヒドラミン 2642：外用抗ヒスタミン製剤

クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５％「テイコク」 クロベタゾン 2646：副腎皮質ホルモン製剤
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ジフルプレドナート軟膏０．０５％「ＫＮ」 ジフルプレドナート 2646：副腎皮質ホルモン製剤

デルモベートクリーム０．０５％ クロベタゾール 2646：副腎皮質ホルモン製剤

デルモベートスカルプローション０．０５％ クロベタゾール 2646：副腎皮質ホルモン製剤

デルモベート軟膏０．０５％ クロベタゾール 2646：副腎皮質ホルモン製剤

トプシムクリーム　０．０５％ フルオシノニド 2646：副腎皮質ホルモン製剤

ネリゾナソリューション０．１％ ジフルコルトロン 2646：副腎皮質ホルモン製剤

ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％ ジフルコルトロン 2646：副腎皮質ホルモン製剤

ネリゾナ軟膏０．１％ ジフルコルトロン 2646：副腎皮質ホルモン製剤

フルメタローション　０．１％ モメタゾン 2646：副腎皮質ホルモン製剤

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏０．０５％ＪＧ ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル 2646：副腎皮質ホルモン製剤

メサデルム軟膏　０．１％ デキサメタゾン 2646：副腎皮質ホルモン製剤

マイザークリーム０．０５％ ジフルプレドナート 2646：副腎皮質ホルモン製剤

リドメックスコーワローション０．３％ プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 2646：副腎皮質ホルモン製剤

リンデロン－Ｖクリーム０．１２％ ベタメタゾン 2646：副腎皮質ホルモン製剤

リンデロン－Ｖローション　０．１２％ ベタメタゾン 2646：副腎皮質ホルモン製剤

リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％ ベタメタゾン 2646：副腎皮質ホルモン製剤

ロコイドクリーム０．１％ ヒドロコルチゾン 2646：副腎皮質ホルモン製剤

ロコイド軟膏０．１％ ヒドロコルチゾン 2646：副腎皮質ホルモン製剤

リンデロン－ＶＧローション ベタメタゾン・ゲンタマイシン 2647：抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤

リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ ベタメタゾン・ゲンタマイシン 2647：抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤

アズノール軟膏０．０３３％ アズレンスルホン酸Na 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

インドメタシンクリーム１％「日医工」 インドメタシン 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

エキザルベ 混合死菌製剤 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

オイラックスＨクリーム ヒドロコルチゾン・クロタミトン 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

オイラックスクリーム１０％ クロタミトン 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

グリメサゾン軟膏 デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール軟膏 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

ジクロフェナクＮａゲル１％「ラクール」 ジクロフェナク 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

スタデルムクリーム５％ イブプロフェン 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

ツムラ紫雲膏 漢方 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

亜鉛華（１０％）単軟膏「ニッコー」 亜鉛華単軟膏10% 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

ザーネ軟膏０．５％　５，０００単位 ビタミンA油軟膏 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

サトウザルベ軟膏２０％ 亜鉛華単軟膏20% 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

スチックゼノールＡ サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

ナパゲルンローション３％ フェルビナク 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

フェノール・亜鉛華リニメント フェノール･亜鉛華リニメント 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＮＰ」 ロキソプロフェン 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

ＭＳ温シップ「タイホウ」 サリチル酸メチル等配合ﾊﾟｯﾌﾟ(温感) 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

ＭＳ冷シップ「タイホウ」 サリチル酸メチル等配合ﾊﾟｯﾌﾟ(非温感) 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

アドフィードパップ４０ｍｇ　１０ｃｍ×１４ｃｍ フルルビプロフェン 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「日医工」　７ｃｍ×１０ｃｍ ケトプロフェン 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「日医工」　１０ｃｍ×１４ｃｍ ケトプロフェン 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

フェルビナクパップ７０ｍｇ「ＮＰ」　１０ｃｍ×１４ｃｍ フェルビナク 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ　２０ｃｍ×１４ｃｍ ケトプロフェン 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

ロキソニンテープ１００ｍｇ　１０ｃｍ×１４ｃｍ ロキソプロフェン 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

ロキソニンテープ５０ｍｇ　７ｃｍ×１０ｃｍ ロキソプロフェン 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

ロコアテープ　１０ｃｍ×１４ｃｍ エスフルルビプロフェン 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

亜鉛華デンプン「ケンエー」 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

亜鉛華デンプン「コザカイ・Ｍ」 亜鉛華デンプン 2649：鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤その他

１０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 サリチル酸軟膏 2652：外用サリチル酸系製剤

オキナゾールクリーム１％ オキシコナゾール 2655：イミダゾール系製剤

ケトコナゾールクリーム２％「ＪＧ」 ケトコナゾール 2655：イミダゾール系製剤

ケトコナゾールローション２％「ＪＧ」 ケトコナゾール 2655：イミダゾール系製剤

ニゾラールローション２％ ケトコナゾール 2655：イミダゾール系製剤

マイコスポールクリーム１％ ビホナゾール 2655：イミダゾール系製剤

ゼフナートクリーム２％ リラナフタート 2659：寄生性皮膚疾患用剤その他

テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「Ｆ」 テルビナフィン 2659：寄生性皮膚疾患用剤その他

メンタックスクリーム　１％ ブテナフィン 2659：寄生性皮膚疾患用剤その他

ラミシールクリーム１％ テルビナフィン 2659：寄生性皮膚疾患用剤その他

ラミシール外用液１％ テルビナフィン 2659：寄生性皮膚疾患用剤その他

酢酸（健栄） 酢酸 2661：有機酸製剤

ウレパールローション１０％ 尿素 2669：皮膚軟化剤（腐蝕剤を含む）その他

パスタロンソフト軟膏１０％ 尿素軟膏 2669：皮膚軟化剤（腐蝕剤を含む）その他

フロジン外用液５％ カルプロニウム 2679：毛髪用剤その他

オキサロールローション２５μｇ／ｇ　０．００２５％ マキサカルシトール 2691：外用ビタミン製剤

オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ マキサカルシトール 2691：外用ビタミン製剤

ベピオゲル２．５％ 過酸化ベンゾイル 2699：他に分類されない外皮用薬

カデックス軟膏０．９％ ヨウ素 2699：他に分類されない外皮用薬

ディフェリンゲル０．１％ アダパレン 2699：他に分類されない外皮用薬

ドボベット軟膏 カルシボトリオール・ベタメタゾン 2699：他に分類されない外皮用薬

プロスタンディン軟膏０．００３％ アルプロスタジルアルファデクス 2699：他に分類されない外皮用薬

プロトピック軟膏０．１％ タクロリムス 2699：他に分類されない外皮用薬

ロゼックスゲル０．７５％ メトロニダゾール 2699：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･ポビドンヨード配合軟膏 2699：他に分類されない外皮用薬

アクトシン軟膏３％ ブクラデシン 2699：他に分類されない外皮用薬

フィブラストスプレー５００ トラフェルミン 2699：他に分類されない外皮用薬

ネオステリングリーンうがい液０．２％ ベンゼトニウム 2790：その他の歯科口腔用薬

セファランチン末１％ セファランチン 2900：その他の個々の器官系用医薬品

チョコラＡ錠１万単位 3111：合成ビタミンＡ製剤

アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「サワイ」 アルファカルシドール 3112：合成ビタミンＤ製剤

アルファロールカプセル１μｇ アルファカルシドール 3112：合成ビタミンＤ製剤

エディロールカプセル０．５μｇ エルデカルシトール 3112：合成ビタミンＤ製剤

エディロールカプセル０．７５μｇ エルデカルシトール 3112：合成ビタミンＤ製剤

カルシトリオールカプセル０．２５μｇ「ＹＤ」 カルシトリオール 3112：合成ビタミンＤ製剤

ワンアルファ錠０．５μｇ アルファカルシドール 3112：合成ビタミンＤ製剤

アルファロール内用液０．５μｇ／ｍＬ アルファカルシドール 3112：合成ビタミンＤ製剤

オキサロール注１０μｇ　１ｍＬ マキサカルシトール 3112：合成ビタミンＤ製剤

オキサロール注５μｇ　１ｍＬ マキサカルシトール 3112：合成ビタミンＤ製剤

アリナミンＦ糖衣錠２５ｍｇ フルスルチアミン 3122：ビタミンＢ１誘導体製剤

アリナミンＦ２５注 フルスルチアミン 3122：ビタミンＢ１誘導体製剤
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アリナミンＦ５０注　 フルスルチアミン 3122：ビタミンＢ１誘導体製剤

フラビタン錠１０ｍｇ フラビンアデニンジヌクレオチド 3131：ビタミンＢ２剤

ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」 ニコチン酸アミド 3132：ニコチン酸系製剤

パントシン散２０％ パンテチン 3133：パントテン酸系製剤

パントール注射液５００ｍｇ パンテノール 3133：パントテン酸系製剤

ピドキサール錠１０ｍｇ ピリドキサール 3134：ビタミンＢ６剤

ピドキサール注１０ｍｇ ピリドキサール 3134：ビタミンＢ６剤

フォリアミン錠５ｍｇ 葉酸 3135：葉酸製剤

フォリアミン注射液 葉酸 3135：葉酸製剤

メチコバール錠５００μｇ メコバラミン 3136：ビタミンＢ１２剤

フレスミンＳ注射液１０００μｇ　１ｍｇ ヒドロキソコバラミン 3136：ビタミンＢ１２剤

メチコバール注射液５００μｇ　０．５ｍｇ メコバラミン 3136：ビタミンＢ１２剤

ユベラ錠５０ｍｇ トコフェロール 3150：ビタミンＥ剤

メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＴＹＫ」 メナテトレノン 3160：ビタミンＫ剤

ケイツーシロップ０．２％ メナテトレノン 3160：ビタミンＫ剤

ケイツーＮ静注１０ｍｇ メナテトレノン 3160：ビタミンＫ剤

シナール配合錠 アスコルビン酸・パントテン酸 3179：混合ビタミン剤その他

ビタメジン配合カプセルＢ２５ ベンフォチアミン(B1)･B6･B12配合ｶﾌﾟｾﾙ 3179：混合ビタミン剤その他

シナール配合顆粒 アスコルビン酸・パントテン酸 3179：混合ビタミン剤その他

調剤用パンビタン末 レチノール・カルシフェロール 3179：混合ビタミン剤その他

ビタメジン静注用 リン酸チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合剤静注用 3179：混合ビタミン剤その他

マルタミン注射用 高カロリー輸液用総合ビタミン剤 3179：混合ビタミン剤その他

ビオチン散０．２％「フソー」 ビオチン 3190：その他のビタミン剤

乳酸カルシウム 乳酸カルシウム 3211：乳酸カルシウム製剤

カルチコール注射液８．５％１０ｍＬ グルコン酸カルシウム 3213：グリコン酸カルシウム製剤

アスパラ－ＣＡ錠２００ L-アスパラギン酸Ca 3214：有機酸カルシウム製剤（乳酸・グリセロリン

塩化カルシウム注２％「ＮＰ」　２０ｍＬ 塩化カルシウム 3215：ハロゲン化カルシウム製剤

リン酸水素カルシウム水和物 リン酸水素カルシウム 3219：カルシウム剤その他

ヨウレチン錠「１００」 ヨウ素レシチン 3221：ヨウ素化合物製剤

ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 ヨウ化カリウム 3221：ヨウ素化合物製剤

ヨウ化カリウム「日医工」 ヨウ化カリウム 3221：ヨウ素化合物製剤

クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」　鉄５０ｍｇ クエン酸第一鉄 3222：鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）

フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ 乾燥硫酸鉄 3222：鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）

インクレミンシロップ５％ 溶性ﾋﾟﾛﾘﾝ酸第二鉄 3222：鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）

フェジン静注４０ｍｇ 含糖酸化鉄 3222：鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）

Ｌ－アスパラギン酸Ｋ錠３００ｍｇ「アメル」 L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸K錠300mg 3229：無機質製剤その他

ソリタ－Ｔ配合顆粒３号　４ｇ 内服用電解質剤 3229：無機質製剤その他

ホスリボン配合顆粒　１００ｍｇ（リンとして） リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素ニナトリウム 3229：無機質製剤その他

アスパラカリウム散５０％ L-アスパラギン酸カリウム 3229：無機質製剤その他

塩化カリウム「日医工」 塩化カリウム 3229：無機質製剤その他

エレジェクト注シリンジ　２ｍＬ 塩化マンガン・硫酸亜鉛 3229：無機質製剤その他

大塚糖液５％　２５０ｍＬ ブドウ糖液 3231：ブドウ糖製剤

大塚糖液５％　５００ｍＬ ブドウ糖液 3231：ブドウ糖製剤

ブドウ糖注５％ＰＬ「フソー」　１００ｍＬ ブドウ糖液 3231：ブドウ糖製剤

ブドウ糖注５０％シリンジ「テルモ」　２０ｍＬ ブドウ糖液 3231：ブドウ糖製剤

大塚糖液１０％２０ｍｌ ブドウ糖液 3231：ブドウ糖製剤

大塚糖液２０％２０ｍｌ ブドウ糖液 3231：ブドウ糖製剤

大塚糖液５％ ブドウ糖液 3231：ブドウ糖製剤

大塚糖液５％　５０ｍＬ ブドウ糖液 3231：ブドウ糖製剤

ブドウ糖注射液　２０％５００ｍＬ 3231：ブドウ糖製剤

光糖液５０％　５００ｍＬ 3231：ブドウ糖製剤

大塚糖液１０％　５００ｍＬ ブドウ糖液 3231：ブドウ糖製剤

大塚糖液５０％　２００ｍＬ ブドウ糖液 3231：ブドウ糖製剤

ハイカリックＲＦ輸液　５００ｍＬ 高カロリー輸液用基本液 3239：糖類剤その他

ハイカリックＮＣ－Ｎ輸液　７００ｍＬ 高カロリー輸液 3239：糖類剤その他

リーバクト配合経口ゼリー　２０ｇ イソロイシン・ロイシン・バリン 3253：混合アミノ酸製剤

リーバクト配合顆粒　４．１５ｇ イソロイシン・ロイシン・バリン 3253：混合アミノ酸製剤

キドミン輸液　２００ｍＬ 腎不全用アミノ酸製剤 3253：混合アミノ酸製剤

アミノレバン点滴静注　２００ｍＬ 肝不全用アミノ酸製剤 3253：混合アミノ酸製剤

アミパレン輸液　３００ｍＬ 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 3253：混合アミノ酸製剤

ヒカリレバン注　５００ｍＬ 冠不全用アミノ酸製剤 3253：混合アミノ酸製剤

アミノレバンＥＮ配合散 肝不全用成分栄養剤散 3259：たん白アミノ酸製剤その他

イノラス配合経腸用液 半消化態経腸栄養剤 3259：たん白アミノ酸製剤その他

エンシュア・リキッド 経腸成分栄養剤 3259：たん白アミノ酸製剤その他

ラコールＮＦ配合経腸用液 半消化態経腸栄養剤 3259：たん白アミノ酸製剤その他

エネーボ配合経腸用液 半消化態経腸栄養剤 3259：たん白アミノ酸製剤その他

エレンタール配合内用剤 経腸成分栄養剤 3259：たん白アミノ酸製剤その他

エンシュア・Ｈ 経腸成分栄養剤 3259：たん白アミノ酸製剤その他

ヘパンＥＤ配合内用剤 成分栄養経腸栄養剤 3259：たん白アミノ酸製剤その他

ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 半消化態・半固形経腸栄養剤 3259：たん白アミノ酸製剤その他

エルネオパＮＦ１号輸液　１０００ｍＬ アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット 3259：たん白アミノ酸製剤その他

エルネオパＮＦ１号輸液　１５００ｍＬ アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット 3259：たん白アミノ酸製剤その他

エルネオパＮＦ１号輸液　２０００ｍＬ アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット 3259：たん白アミノ酸製剤その他

エルネオパＮＦ２号輸液　１０００ｍＬ アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット 3259：たん白アミノ酸製剤その他

エルネオパＮＦ２号輸液　１５００ｍＬ アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット 3259：たん白アミノ酸製剤その他

エルネオパＮＦ２号輸液　２０００ｍＬ アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット 3259：たん白アミノ酸製剤その他

フルカリック１号輸液　９０３ｍＬ アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット 3259：たん白アミノ酸製剤その他

フルカリック２号輸液　１００３ｍＬ アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット 3259：たん白アミノ酸製剤その他

フルカリック３号輸液　１１０３ｍＬ アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット 3259：たん白アミノ酸製剤その他

パレプラス輸液　１０００ｍＬ 3259：たん白アミノ酸製剤その他

パレプラス輸液　５００ｍＬ 3259：たん白アミノ酸製剤その他

ビーフリード輸液　１Ｌ アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット 3259：たん白アミノ酸製剤その他

ビーフリード輸液　５００ｍＬ アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット 3259：たん白アミノ酸製剤その他

フルカリック２号輸液　１５０４．５ｍＬ アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキット 3259：たん白アミノ酸製剤その他

イントラリポス輸液２０％　１００ｍＬ ダイズ油注射液 3299：その他の滋養強壮薬その他

塩化ナトリウム注１０％「フソー」　２０ｍＬ 塩化ナトリウム 3311：整理食塩液類

テルモ生食　１Ｌ 生理食塩液 3311：整理食塩液類

大塚生食注　２５０ｍＬ 生理食塩液 3311：整理食塩液類

大塚生食注　５００ｍＬ 生理食塩液 3311：整理食塩液類
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大塚生食注　５００ｍＬ（広口開栓） 生理食塩液 3311：整理食塩液類

生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ 生理食塩液 3311：整理食塩液類

生食注シリンジ「オーツカ」２０ｍＬ 生理食塩液 3311：整理食塩液類

生理食塩液「ヒカリ」　５０ｍＬ 生理食塩液 3311：整理食塩液類

大塚生食注　１００ｍＬ 生理食塩液 3311：整理食塩液類

大塚生食注　２０ｍＬ 生理食塩液 3311：整理食塩液類

大塚生食注２ポート１００ｍＬ 生理食塩液 3311：整理食塩液類

大塚生食注ＴＮ　５０ｍＬ 生理食塩液 3311：整理食塩液類

生食液ＮＳ　５ｍＬ 生理食塩液 3311：整理食塩液類

生食注シリンジ５０ｍＬ「ニプロ」 生理食塩液 3311：整理食塩液類

リン酸二カリウム補正液１ｍＥｑ／ｍＬ　０．５モル２０ｍＬ 3319：血液代用剤その他

ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」　１モル２０ｍＬ 3319：血液代用剤その他

リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ　０．５モル２０ｍＬ リン酸ナトリウム 3319：血液代用剤その他

ビカネイト輸液　５００ｍＬ 重炭酸リンゲル液 3319：血液代用剤その他

ソルアセトＦ輸液　１Ｌ 酢酸リンゲル液 3319：血液代用剤その他

ソルアセトＦ輸液　５００ｍＬ 酢酸リンゲル液 3319：血液代用剤その他

ソルラクトＤ輸液　５００ｍＬ ブドウ糖加乳酸リンゲル液 3319：血液代用剤その他

ヒシナルク３号輸液　５００ｍＬ 維持液 3319：血液代用剤その他

フィジオゾール３号輸液　５００ｍＬ 維持液10％糖加 3319：血液代用剤その他

ラクテック注　５００ｍＬ 乳酸リンゲル 3319：血液代用剤その他

ラクトリンゲルＳ注「フソー」　５００ｍＬ 乳酸リンゲルソルビトール加 3319：血液代用剤その他

リプラス１号輸液　５００ｍＬ 開始液 3319：血液代用剤その他

低分子デキストランＬ注　２５０ｍＬ 乳酸リンゲル(デキストラン40加) 3319：血液代用剤その他

アクチット輸液　５００ｍＬ 酢酸維持液 3319：血液代用剤その他

ヒシナルク３号輸液　２００ｍＬ 維持液 3319：血液代用剤その他

フィジオ１４０輸液　５００ｍＬ 酢酸リンゲル液 3319：血液代用剤その他

ヘスパンダー輸液　５００ｍＬ ヒドロキシエチルデンプン 3319：血液代用剤その他

ボルベン輸液６％　５００ｍＬ ヒドロキシエチルデンプン 3319：血液代用剤その他

リプラス１号輸液　２００ｍＬ 開始液 3319：血液代用剤その他

ソリタ－Ｔ４号輸液　５００ｍＬ 術後回復液 3319：血液代用剤その他

フィジオ３５輸液　２５０ｍＬ 維持液10％糖加 3319：血液代用剤その他

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３０ｍｇ「日医工」 カルバゾクロム 3321：カルバゾクロム系製剤

アドナ注(静脈用)100mg カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 3321：カルバゾクロム系製剤

スポンゼル　１０ｃｍ×７ｃｍ ゼラチン貼付剤 3322：ゼラチン製剤

スポンゼル　５ｃｍ×２．５ｃｍ ゼラチン貼付剤 3322：ゼラチン製剤

トロンビン液モチダ　ソフトボトル５千　５，０００単位５ｍＬ トロンビン 3323：臓器性止血製剤

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット　５．１×３５．６ｃｍ 酸化セルロース貼付剤 3325：セルロース系製剤（可吸収性充填止血ガーゼ

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット　綿型５．１×２．５ｃｍ 酸化セルロース貼付剤 3325：セルロース系製剤（可吸収性充填止血ガーゼ

サージセルアブソーバブルヘモスタットニュニット１５．２×２２．９ 酸化セルロース貼付剤 3325：セルロース系製剤（可吸収性充填止血ガーゼ

アルト原末　５００ｍｇ アルギン酸ナトリウム 3326：アリギン酸系製剤

トランサミンカプセル２５０ｍｇ トラネキサム酸 3327：抗プラスミン剤

トランサミン散５０％ トラネキサム酸 3327：抗プラスミン剤

トランサミンシロップ５％ トラネキサム酸 3327：抗プラスミン剤

トランサミン注１０％　１０ｍＬ トラネキサム酸 3327：抗プラスミン剤

プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」　１％ プロタミン 3329：止血剤その他

オルダミン注射用１ｇ　１０％１０ｇ モノエタノールアミン 3329：止血剤その他

ワーファリン錠１ｍｇ ワルファリン 3332：ジクマロール系製剤

ワーファリン錠５ｍｇ ワルファリン 3332：ジクマロール系製剤

フラグミン静注５千単位／５ｍＬ　 ダルテパリン 3334：ヘパリン製剤

ヘパリンＮａ注１万単位／１０ｍＬ「モチダ」　１０，０００単位 ヘパリン 3334：ヘパリン製剤

ヘパリンナトリウム注Ｎ５千単位／５ｍＬ「ＡＹ」　５，０００単位 ヘパリン 3334：ヘパリン製剤

ヘパリンカルシウム皮下注５千Ｕ／０．２ｍＬシリンジモチダ　５千Ｕ ヘパリン 3334：ヘパリン製剤

クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ　２千低ヘパ国際単位０．２ｍＬ エノキサパリン 3334：ヘパリン製剤

ヘパフラッシュ１００単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ ヘパリン 3334：ヘパリン製剤

イグザレルト錠１０ｍｇ リバーロキサバン 3339：血液凝固阻止剤その他

イグザレルト錠１５ｍｇ リバーロキサバン 3339：血液凝固阻止剤その他

エリキュース錠２．５ｍｇ アピキサバン 3339：血液凝固阻止剤その他

エリキュース錠５ｍｇ アピキサバン 3339：血液凝固阻止剤その他

イグザレルト細粒分包１０ｍｇ リバーロキサバン 3339：血液凝固阻止剤その他

イグザレルト細粒分包１５ｍｇ リバーロキサバン 3339：血液凝固阻止剤その他

プラザキサカプセル110mg ダビガトラン 3339：血液凝固阻止剤その他

プラザキサカプセル75mg ダビガトラン 3339：血液凝固阻止剤その他

リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ エドキサバン 3339：血液凝固阻止剤その他

リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ エドキサバン 3339：血液凝固阻止剤その他

リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ エドキサバン 3339：血液凝固阻止剤その他

ヒルドイドローション０．３％ ヘパリン類似物質 3339：血液凝固阻止剤その他

ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」 ヘパリン類似物質 3339：血液凝固阻止剤その他

リコモジュリン点滴静注用１２８００　１２，８００単位 トロンボモデュリン 3339：血液凝固阻止剤その他

オルガラン静注１２５０単位　１，２５０抗第Ｘａ因子活性単位１ｍＬ ダナパロイド 3339：血液凝固阻止剤その他

ＡＣＤ－Ａ液　　５００ｍＬ×２０袋（５００ｍＬ　１袋） 血液保存液含有血液バック 3339：血液凝固阻止剤その他

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 3399：その他の血液・体液用薬その他

エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ プラスグレル 3399：その他の血液・体液用薬その他

エフィエント錠３．７５ｍｇ プラスグレル 3399：その他の血液・体液用薬その他

クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 クロピドグレル 3399：その他の血液・体液用薬その他

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 クロピドグレル 3399：その他の血液・体液用薬その他

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 サルポグレラート 3399：その他の血液・体液用薬その他

シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「サワイ」 シロスタゾール 3399：その他の血液・体液用薬その他

シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 シロスタゾール 3399：その他の血液・体液用薬その他

イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「サワイ」 イコサペント酸エチル 3399：その他の血液・体液用薬その他

バイアスピリン錠１００ｍｇ アスピリン腸溶錠 3399：その他の血液・体液用薬その他

パナルジン錠１００ｍｇ チクロピジン 3399：その他の血液・体液用薬その他

バファリン配合錠Ａ８１　８１ｍｇ アスピリン･ダイアルミネート 3399：その他の血液・体液用薬その他

ムルプレタ錠３ｍｇ ルストロンボパグ 3399：その他の血液・体液用薬その他

リマプロストアルファデクス錠５μｇ「テバ」 リマプロストアルファデクス 3399：その他の血液・体液用薬その他

ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」 ベラプロスト 3399：その他の血液・体液用薬その他

アンサー皮下注２０μｇ　１ｍＬ（Ｄ－アラビノース換算量として） 3399：その他の血液・体液用薬その他

ノイトロジン注１００μｇ　（溶解液付） レノグラスチム 3399：その他の血液・体液用薬その他

ノイトロジン注２５０μｇ　（溶解液付） レノグラスチム 3399：その他の血液・体液用薬その他

モゾビル皮下注２４ｍｇ　１．２ｍＬ プレリキサホル 3399：その他の血液・体液用薬その他
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ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ　０．３６ｍＬ ペグフィルグラスチム 3399：その他の血液・体液用薬その他

フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ「モチダ」 フィルグラスチム 3399：その他の血液・体液用薬その他

フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「モチダ」 フィルグラスチム 3399：その他の血液・体液用薬その他

プリズバインド静注液２．５ｇ　５０ｍＬ イダルシズマブ 3399：その他の血液・体液用薬その他

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液　５００ｍＬ ブドウ糖・無機塩類配合剤 3399：その他の血液・体液用薬その他

グリチロン配合錠 グリチルリチン・グリシン・DLメチオニン 3919：肝臓疾患用剤その他

チオラ錠１００ チオプロニン 3919：肝臓疾患用剤その他

ネオファーゲン静注１００ｍＬ グリチルリチン・グリシン・システイン配合 3919：肝臓疾患用剤その他

ネオファーゲン静注２０ｍＬ グリチルリチン・グリシン・システイン配合 3919：肝臓疾患用剤その他

ブライアン点滴静注１ｇ　２０％５ｍＬ エデト酸カルシウム 3921：ＥＤＴＡ製剤

バル筋注１００ｍｇ「第一三共」　１０％１ｍＬ ジメルカプロール 3923：メルカブト酢酸系製剤（ＢＡＬを含む）

デトキソール静注液２ｇ　１０％２０ｍＬ チオ硫酸ナトリウム 3925：チオ硫酸ナトリウム製剤

クレメジン速崩錠５００ｍｇ 球形吸着炭錠 3929：解毒剤その他

メタルカプターゼカプセル１００ｍｇ ペニシラミン 3929：解毒剤その他

アセチルシステイン内用液１７．６％「あゆみ」 アセチルシステイン 3929：解毒剤その他

ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ デフェラシロクス 3929：解毒剤その他

ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ デフェラシロクス 3929：解毒剤その他

ノベルジン錠５０ｍｇ 酢酸亜鉛 3929：解毒剤その他

レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ヤクルト」 レボホリナート 3929：解毒剤その他

レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ヤクルト」 レボホリナート 3929：解毒剤その他

ウロミテキサン注１００ｍｇ　１ｍＬ メスナ 3929：解毒剤その他

ウロミテキサン注４００ｍｇ　４ｍＬ メスナ 3929：解毒剤その他

シアノキット注射用５ｇセット　（溶解液付） ヒドロキソコバラミン 3929：解毒剤その他

パム静注５００ｍｇ　２．５％２０ｍＬ プラリドキシム 3929：解毒剤その他

ブリディオン静注２００ｍｇ　２ｍＬ スガマデクス 3929：解毒剤その他

ホメピゾール点滴静注１．５ｇ「タケダ」 ホメピゾール 3929：解毒剤その他

メイロン静注７％　２０ｍＬ 炭酸水素ナトリウム 3929：解毒剤その他

ロイコボリン注３ｍｇ ホリナート 3929：解毒剤その他

メチレンブルー静注５０ｍｇ「第一三共」　１０ｍＬ メチルチオニニウム 3929：解毒剤その他

デスフェラール注射用５００ｍｇ デフェロキサミン 3929：解毒剤その他

メタライト２５０カプセル　２５０ｍｇ トリエンチン 3929：解毒剤その他

メイロン静注７％　２５０ｍＬ 炭酸水素ナトリウム 3929：解毒剤その他

コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 コルヒチン 3941：コルヒチン製剤

アロプリノール錠１００ｍｇ「タナベ」 アロプリノール 3943：アロプリノール製剤

クエンメット配合錠 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム 3949：痛風治療剤その他

フェブリク錠１０ｍｇ フェブキソスタット 3949：痛風治療剤その他

ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「トーワ」 ベンズブロマロン 3949：痛風治療剤その他

ウロナーゼ静注用６万単位　６０，０００単位 ウロキナーゼ 3954：ウロキナーゼ製剤

アクチバシン注１２００万 アルテプラーゼ 3959：酵素製剤その他

アクチバシン注２４００万 アルテプラーゼ 3959：酵素製剤その他

クリアクター静注用１６０万　１６０万国際単位 モンテプラーゼ 3959：酵素製剤その他

クリアクター静注用４０万　４０万国際単位 モンテプラーゼ 3959：酵素製剤その他

クリアクター静注用８０万　８０万国際単位 モンテプラーゼ 3959：酵素製剤その他

ファブラザイム点滴静注用３５ｍｇ アガルシダーゼ　ベータ 3959：酵素製剤その他

ファブラザイム点滴静注用５ｍｇ アガルシダーゼ　ベータ 3959：酵素製剤その他

リプレガル点滴静注用３．５ｍｇ　３．５ｍＬ アガルシダーゼアルファ 3959：酵素製剤その他

グリメピリド錠１ｍｇ「タナベ」 グリメピリド 3961：スルフォニ尿素系製剤

グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「サワイ」 グリベンクラミド 3961：スルフォニ尿素系製剤

グリメピリド錠３ｍｇ「タナベ」 グリメピリド 3961：スルフォニ尿素系製剤

メトグルコ錠２５０ｍｇ メトグルコ 3962：ビグアナイド系製剤

アプルウェイ錠２０ｍｇ トホグリフロジン 3969：糖尿病用剤その他

エクア錠５０ｍｇ ビルダグリプチン 3969：糖尿病用剤その他

グルファスト錠１０ｍｇ ミチグニリド 3969：糖尿病用剤その他

ジャディアンス錠１０ｍｇ エンパグリフロジン 3969：糖尿病用剤その他

ジャディアンス錠２５ｍｇ エンパグリフロジン 3969：糖尿病用剤その他

ジャヌビア錠５０ｍｇ シタグリプチン 3969：糖尿病用剤その他

セイブル錠５０ｍｇ ミグリトール 3969：糖尿病用剤その他

セイブル錠７５ｍｇ ミグリトール 3969：糖尿病用剤その他

テネリア錠２０ｍｇ テネグリプチン 3969：糖尿病用剤その他

トラゼンタ錠５ｍｇ リナグリプチン 3969：糖尿病用剤その他

ナテグリニド錠９０ｍｇ「日医工」 ナテグリニド 3969：糖尿病用剤その他

ネシーナ錠１２．５ｍｇ アログリプチン 3969：糖尿病用剤その他

ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ピオグリタゾン 3969：糖尿病用剤その他

ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「武田テバ」 ボグリボース 3969：糖尿病用剤その他

シュアポスト錠０．５ｍｇ レパグリニド 3969：糖尿病用剤その他

スーグラ錠２５ｍｇ イプラグリフロジン 3969：糖尿病用剤その他

スーグラ錠５０ｍｇ イプラグリフロジン 3969：糖尿病用剤その他

フォシーガ錠５ｍｇ ダパグリフロジン 3969：糖尿病用剤その他

プリミドン細粒９９．５％「日医工」　　 プリミドン 3969：糖尿病用剤その他

トリノシン顆粒１０％ アデノシン三リン酸 3992：アデノシン製剤

トリノシンＳ注射液２０ｍｇ アデノシン三リン酸 3992：アデノシン製剤

イムラン錠５０ｍｇ アザチオプリン 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 エパルレスタット 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

エビスタ錠６０ｍｇ ラロキシフェン 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ レボカルニチン 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「オーハラ」 カモスタット 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

プラケニル錠２００ｍｇ ヒドロキシクロロキン 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ミゾリビン錠５０ｍｇ「サワイ」 ミゾリビン 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ　５４．１６７％ ラクツロース 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

レグパラ錠２５ｍｇ シナカルセト 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「サワイ」 アレンドロン酸 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＹＤ」 アレンドロン酸 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ネオーラル１０ｍｇカプセル シクロスポリン 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ネオーラル２５ｍｇカプセル シクロスポリン 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ネオーラル５０ｍｇカプセル シクロスポリン 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ピレスパ錠２００ｍｇ ピルフェニドン 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

プログラフカプセル０．５ｍｇ タクロリムス 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

プログラフカプセル１ｍｇ タクロリムス 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

プログラフ顆粒０．２ｍｇ タクロリムス 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他
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ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ アレンドロン酸 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ボンビバ錠１００ｍｇ イバンドロン酸 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

メトトレキサートカプセル２ｍｇ「サワイ」 メトトレキサート 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

アクトネル錠１７．５ｍｇ リセドロン酸 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

エベレンゾ錠２０ｍｇ ロキサデュスタット 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

エベレンゾ錠５０ｍｇ ロキサデュスタット 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

オフェブカプセル１００ｍｇ ニンテダニブ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

オフェブカプセル１５０ｍｇ ニンテダニブ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

オルケディア錠１ｍｇ エボカルセト 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ケアラム錠２５ｍｇ イグラチモド 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

セルセプトカプセル２５０　２５０ｍｇ ミコフェノール酸モフェチル 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

レボレード錠１２．５ｍｇ エルトロンボパグ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

レボレード錠２５ｍｇ エルトロンボパグ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

エルカルチンＦＦ内用液１０％分包１０ｍＬ レボカルニチン 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

リフォロースシロップ６５％ ラクスロース 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

エルカルチンＦＦ静注１０００ｍｇシリンジ　１，０００ｍｇ５ｍＬ レボカルニチン 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

注射用エラスポール　１００ｍｇ シベレスタット 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ヒアロス関節注２５ｍｇ　１％２．５ｍＬ 精製ヒアルロン酸 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ミラクリッド注射液１０万単位　１００，０００単位２ｍＬ ウリナスタチン 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ミラクリッド注射液５万単位　５０，０００単位１ｍＬ ウリナスタチン 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

エルシトニン注２０Ｓディスポ　２０エルカトニン単位１ｍＬ エルカトニン 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

エルシトニン注４０単位 エルカトニン 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「サワイ」 ガベキサート 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ガベキサートメシル酸塩注射用５００ｍｇ「サワイ」 ガベキサート 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

サンディミュン点滴静注用２５０ｍｇ　５％５ｍＬ シクロスポリン 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「ヤクルト」 ゾレドロン酸 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍｇ「旭化成」 ナファモスタット 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ「旭化成」 ナファモスタット 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「旭化成」 ナファモスタット 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

プログラフ注射液２ｍｇ　０．４ｍＬ タクロリムス 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ボンビバ静注１ｍｇシリンジ　１ｍＬ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

リクラスト点滴静注液５ｍｇ　１００ｍＬ ゾレドロン酸 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

注射用ナオタミン１００ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

注射用ナオタミン５０ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ　１．１７ｍＬ ロモソズマブ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ロミプレート皮下注２５０μｇ調製用 ロミプロスチム 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

エスポー注射液７５０ エポエチン アルファ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

エスポー皮下用２４０００シリンジ　２４，０００国際単位０．５ｍＬ エポエチン アルファ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

エスポー皮下用６０００シリンジ　６，０００国際単位０．５ｍＬ エポエチン アルファ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ エタネルセプト 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

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 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン　１ｍＬ セクキヌマブ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクター　０．５ｍＬ ゴリムマブ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

シンポニー皮下注５０ｍｇシリンジ　０．５ｍＬ ゴリムマブ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ステラーラ点滴静注１３０ｍｇ　２６ｍＬ ウステキヌマブ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ　０．５ｍＬ ウステキヌマブ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ダルベポエチン　アルファ注１０μｇシリンジ「ＫＫＦ」　０．５ｍＬ ダルベポエチンアルファ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ダルベポエチン　アルファ注１２０μｇシリンジＫＫＦ０．５ｍＬ ダルベポエチンアルファ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ダルベポエチン　アルファ注１５μｇシリンジ「ＫＫＦ」　０．５ｍＬ ダルベポエチンアルファ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ダルベポエチン　アルファ注１８０μｇシリンジＫＫＦ０．５ｍＬ ダルベポエチンアルファ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ダルベポエチン　アルファ注２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」　０．５ｍＬ ダルベポエチンアルファ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ダルベポエチン　アルファ注３０μｇシリンジ「ＫＫＦ」　０．５ｍＬ ダルベポエチンアルファ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ダルベポエチン　アルファ注４０μｇシリンジ「ＫＫＦ」　０．５ｍＬ ダルベポエチンアルファ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ダルベポエチン　アルファ注６０μｇシリンジ「ＫＫＦ」　０．５ｍＬ ダルベポエチンアルファ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェクター　１ｍＬ イキセキズマブ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

トレムフィア皮下注１００ｍｇシリンジ　１ｍＬ グセルクマブ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ネスプ注射液１０μｇプラシリンジ　０．５ｍＬ ダルベポエチンアルファ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ　０．５ｍＬ ダルベポエチンアルファ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ネスプ注射液１５μｇプラシリンジ　０．５ｍＬ ダルベポエチンアルファ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ネスプ注射液２０μｇプラシリンジ　０．５ｍＬ ダルベポエチンアルファ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ネスプ注射液３０μｇプラシリンジ　０．５ｍＬ ダルベポエチンアルファ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ネスプ注射液４０μｇプラシリンジ　０．５ｍＬ ダルベポエチンアルファ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ネスプ注射液６０μｇプラシリンジ　０．５ｍＬ ダルベポエチンアルファ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

パーサビブ静注透析用１０ｍｇ　２ｍＬ エテルカルセチド 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

パーサビブ静注透析用２．５ｍｇ　２ｍＬ エテルカルセチド 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

パーサビブ静注透析用５ｍｇ　２ｍＬ エテルカルセチド 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．４ｍＬ アダリムマブ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ アダリムマブ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ヒュミラ皮下注８０ｍｇシリンジ０．８ｍＬ アダリムマブ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ヒュミラ皮下注８０ｍｇペン０．８ｍＬ アダリムマブ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ　１ｍＬ デノスマブ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ミルセラ注シリンジ１００μｇ　０．３ｍＬ エポエチンベータペゴル 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ミルセラ注シリンジ１５０μｇ　０．３ｍＬ エポエチンベータペゴル 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ミルセラ注シリンジ２００μｇ　０．３ｍＬ エポエチンベータペゴル 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ミルセラ注シリンジ２５０μｇ　０．３ｍＬ エポエチンベータペゴル 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ミルセラ注シリンジ２５μｇ　０．３ｍＬ エポエチンベータペゴル 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ミルセラ注シリンジ５０μｇ　０．３ｍＬ エポエチンベータペゴル 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ミルセラ注シリンジ７５μｇ　０．３ｍＬ エポエチンベータペゴル 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ランマーク皮下注１２０ｍｇ デノスマブ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ルミセフ皮下注２１０ｍｇシリンジ　１．５ｍＬ ブロダルマブ 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

ラクツロースシロップ６５％「武田テバ」 ラクツロース 3999：他に分類されない代謝性医薬品その他

エンドキサン錠５０ｍｇ シクロホスファミド 4211：クロルエチルアミン系製剤

注射用イホマイド１ｇ イホスファミド 4211：クロルエチルアミン系製剤

注射用エンドキサン１００ｍｇ シクロホスファミド 4211：クロルエチルアミン系製剤

注射用エンドキサン５００ｍｇ シクロホスファミド 4211：クロルエチルアミン系製剤

マブリン散１％ ブスルファン 4213：スルホン酸エステル系製剤

ブスルフェクス点滴静注用６０ｍｇ ブスルファン 4213：スルホン酸エステル系製剤

テモダールカプセル１００ｍｇ テモゾロミド 4219：アルキル化剤その他

テモダールカプセル２０ｍｇ テモゾロミド 4219：アルキル化剤その他
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トレアキシン点滴静注用１００ｍｇ ベンダムスチン 4219：アルキル化剤その他

ニドラン注射用５０ｍｇ ニムスチン 4219：アルキル化剤その他

アルケラン静注用５０ｍｇ メルファラン 4219：アルキル化剤その他

ダカルバジン注用１００ ダカルバシン 4219：アルキル化剤その他

注射用サイメリン５０ｍｇ ラニムスチン 4219：アルキル化剤その他

ロイケリン散１０％ メルカプトプリン 4221：メルカプトロプリン系製剤

メソトレキセート点滴静注液１０００ｍｇ４０ｍＬ メソトレキサート 4222：メトトレキサート製剤

メソトレキセート点滴静注液２００ｍｇ　８ｍＬ メソトレキサート 4222：メトトレキサート製剤

注射用メソトレキセート５０ｍｇ メトトレキサート 4222：メトトレキサート製剤

注射用メソトレキセート５ｍｇ メトトレキサート 4222：メトトレキサート製剤

カペシタビン錠３００ｍｇ「ヤクルト」 カペシタビン 4223：フルオロウラシル系製剤

フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」　１，０００ｍｇ フルオロウラシル 4223：フルオロウラシル系製剤

フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トーワ」 フルオロウラシル 4223：フルオロウラシル系製剤

アリムタ注射用５００ｍｇ ベメトレキセド 4224：シトシン系製剤

キロサイドＮ注１ｇ シタラビン 4224：シトシン系製剤

キロサイドＮ注４００ｍｇ シタラビン 4224：シトシン系製剤

キロサイド注２００ｍｇ シタラビン 4224：シトシン系製剤

キロサイド注２０ｍｇ シタラビン 4224：シトシン系製剤

キロサイド注４０ｍｇ シタラビン 4224：シトシン系製剤

ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクルト」 ゲムシタビン 4224：シトシン系製剤

ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ヤクルト」 ゲムシタビン 4224：シトシン系製剤

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０　２０ｍｇ（テガフール相当量） テガフール20mg･ギメラシル･オテラシル 4229：代謝拮抗剤その他

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５　２５ｍｇ（テガフール相当量） テガフール25mg･ギメラシル･オテラシル 4229：代謝拮抗剤その他

ハイドレアカプセル５００ｍｇ ヒドロキシカルバミド 4229：代謝拮抗剤その他

アラノンジー静注用２５０ｍｇ　５０ｍＬ ネララビン 4229：代謝拮抗剤その他

アリムタ注射用１００ｍｇ ベメトレキセド 4229：代謝拮抗剤その他

フルダラ静注用５０ｍｇ フルダラビン 4229：代謝拮抗剤その他

マイトマイシン注用２ｍｇ マイトマイシンC 4231：マイトマイシンＣ製剤

ブレオ注射用１５ｍｇ ブレオマイシン 4234：ブレオマイシン系製剤

アクラシノン注射用２０ｍｇ アクラルビシン 4235：アントラシクリン系抗生物質製剤

アドリアシン注用１０ ドキソルビシン 4235：アントラシクリン系抗生物質製剤

アドリアシン注用５０ｍｇ ドキソルビシン 4235：アントラシクリン系抗生物質製剤

エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 エピルビシン 4235：アントラシクリン系抗生物質製剤

エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 エピルビシン 4235：アントラシクリン系抗生物質製剤

カルセド注射用２０ｍｇ アムルビシン 4235：アントラシクリン系抗生物質製剤

カルセド注射用５０ｍｇ アムルビシン 4235：アントラシクリン系抗生物質製剤

ダウノマイシン静注用２０ｍｇ ダウノルビシン 4235：アントラシクリン系抗生物質製剤

ピノルビン注射用３０ｍｇ ピラルビシン 4235：アントラシクリン系抗生物質製剤

ファルモルビシン注射用５０ｍｇ エピルビシン 4235：アントラシクリン系抗生物質製剤

イダマイシン静注用５ｍｇ イダルビシン 4235：アントラシクリン系抗生物質製剤

ドキシル注２０ｍｇ　１０ｍＬ ドキソルビシン 4235：アントラシクリン系抗生物質製剤

ベスポンサ点滴静注用１ｍｇ イノツズマブ 4239：その他の抗腫瘍性抗生物質製剤

マイロターグ点滴静注用５ｍｇ ゲムツズマブオゾガマイシン 4239：その他の抗腫瘍性抗生物質製剤

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「サワイ」　５ｍＬ イリノテカン 4240：抗腫瘍性植物成分製剤

イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「日医工」　２ｍＬ イリノテカン 4240：抗腫瘍性植物成分製剤

エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」　５ｍＬ エトポシド 4240：抗腫瘍性植物成分製剤

ハイカムチン注射用１．１ｍｇ ノギテカン 4240：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 4240：抗腫瘍性植物成分製剤

ジェブタナ点滴静注６０ｍｇ　１．５ｍＬ（溶解液付） カバジタキセル 4240：抗腫瘍性植物成分製剤

ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ＥＥ」 ドセタキセル 4240：抗腫瘍性植物成分製剤

ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ＥＥ」 ドセタキセル 4240：抗腫瘍性植物成分製剤

パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ＮＫ」 パクリタキセル 4240：抗腫瘍性植物成分製剤

パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 パクリタキセル 4240：抗腫瘍性植物成分製剤

エクザール注射用１０ｍｇ ビンブラスチン 4240：抗腫瘍性植物成分製剤

オンコビン注射用１ｍｇ ビンクリスチン 4240：抗腫瘍性植物成分製剤

ナベルビン注１０ ビノレルビン 4240：抗腫瘍性植物成分製剤

ナベルビン注４０ ビノレルビン 4240：抗腫瘍性植物成分製剤

注射用フィルデシン３ｍｇ ビンデシン 4240：抗腫瘍性植物成分製剤

ニンラーロカプセル４ｍｇ イキサゾミブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ポマリストカプセル２ｍｇ ポマリドミド 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ポマリストカプセル４ｍｇ ポマリドミド 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

サレドカプセル１００　１００ｍｇ サリドマイド 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

タモキシフェン錠２０ｍｇ「日医工」 タモキシフェン 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

レブラミドカプセル５ｍｇ レナリドミド 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ベサノイドカプセル１０ｍｇ トレチノイン 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ローブレナ錠１００ｍｇ ロルラチニブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

塩酸プロカルバジンカプセル　５０ｍｇ「中外」 プロカルバジン 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＫ」 アナストロゾール 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

アレセンサカプセル１５０ｍｇ アレクチニブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

イブランス錠剤１２５ｍｇ パルボシクリブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

イブランス錠剤２５ｍｇ パルボシクリブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

グリベック錠１００ｍｇ イマチニブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ゲフィチニブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ザーコリカプセル２５０ｍｇ クリゾチニブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ジオトリフ錠４０ｍｇ アファチニブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

スプリセル錠２０ｍｇ ダサチニブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

スプリセル錠５０ｍｇ ダサチニブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

タグリッソ錠４０ｍｇ オシメルチニブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

タグリッソ錠８０ｍｇ オシメルチニブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ネクサバール錠２００ｍｇ ソラフェニブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ビカルタミド 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

リムパーザ錠１５０ｍｇ オラパリブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

レンビマカプセル１０ｍｇ レンバチニブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

レンビマカプセル４ｍｇ レンバチニブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

エキセメスタン錠２５ｍｇ「ＮＫ」 エキセメスタン 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

イクスタンジ錠４０ｍｇ エンザルタミド 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

インライタ錠１ｍｇ アキシチニブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

オダイン錠１２５ｍｇ フルタミド 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ザイティガ錠２５０ｍｇ アビラテロン 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤
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スーテントカプセル１２．５ｍｇ スニチニブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

タルセバ錠１００ｍｇ エルロチニブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

タルセバ錠１５０ｍｇ エルロチニブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＮＫ」 レトロゾール 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

イストダックス点滴静注用１０ｍｇ　（溶解液付） ロミデプシン 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ビダーザ注射用１００ｍｇ アザシチジン 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

アクプラ静注用１００ｍｇ ネダプラチン 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

アクプラ静注用１０ｍｇ ネダプラチン 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

アクプラ静注用５０ｍｇ ネダプラチン 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」　２０ｍＬ オキサリプラチン 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ「ＮＫ」　４０ｍＬ オキサリプラチン 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」　１０ｍＬ オキサリプラチン 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＮＫ」　 カルボプラチン 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「ＮＫ」　 カルボプラチン 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」　 カルボプラチン 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」　２０ｍＬ シスプラチン 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

シスプラチン注５０ｍｇ「日医工」　１００ｍＬ シスプラチン 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

トリセノックス注１０ｍｇ 三酸化二ヒ素 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ノバントロン注１０ｍｇ　５ｍＬ ミトキサントロン 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ハラウ゛ェン静注１ｍｇ　２ｍＬ エリブリン 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ベルケイド注射用３ｍｇ ボルテゾミブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

動注用アイエーコール１００ｍｇ シスプラチン 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

動注用アイエーコール５０ｍｇ シスプラチン 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

フェソロデックス筋注２５０ｍｇ　５ｍＬ フルベストラント 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

テセントリク点滴静注８４０ｍｇ　　１瓶／箱 アテゾリズマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

アービタックス注射液１００ｍｇ セツキシマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

アドセトリス点滴静注用５０ｍｇ ブレンツキシマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ ベバシズマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ ベバシズマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ　２．４ｍＬ デュルバルマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

イミフィンジ点滴静注５００ｍｇ　１０ｍＬ デュルバルマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

エムプリシティ点滴静注用３００ｍｇ エロツズマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

エムプリシティ点滴静注用４００ｍｇ エロツズマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

オプジーボ点滴静注１００ｍｇ　１０ｍＬ ニボルマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

オプジーボ点滴静注２０ｍｇ　２ｍＬ ニボルマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ　２４ｍＬ ニボルマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

カイプロリス点滴静注用１０ｍｇ カルフィルゾミブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

カイプロリス点滴静注用４０ｍｇ カルフィルゾミブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ　４ｍＬ ペムブロリズマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

キイトルーダ点滴静注２０ｍｇ　０．８ｍＬ ペムブロリズマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ　１０ｍＬ ラムシルマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ　５０ｍＬ ラムシルマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ザルトラップ点滴静注１００ｍｇ　４ｍＬ アフリベルセプト 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ザルトラップ点滴静注２００ｍｇ　８ｍＬ アフリベルセプト 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ダラザレックス点滴静注１００ｍｇ　５ｍＬ ダラツムマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ダラザレックス点滴静注４００ｍｇ　２０ｍＬ ダラツムマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

テセントリク点滴静注１２００ｍｇ アテゾリズマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

トーリセル点滴静注液２５ｍｇ　１ｍＬ（希釈液付） テムシロリムス 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「ＮＫ」 トラスツズマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「ＮＫ」 トラスツズマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ ペルツズマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ハーセプチン注射用１５０　１５０ｍｇ（溶解液付） トラスツズマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ハーセプチン注射用６０　６０ｍｇ（溶解液付） トラスツズマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ　５ｍＬ パニツムマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ポテリジオ点滴静注２０ｍｇ　５ｍＬ モガムリズマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ミリプラ動注用７０ｍｇ ミリプラチン 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ　１０ｍＬ イピリムマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

リツキサン注１０ｍｇ／ｍＬ　１００ｍｇ／１０ｍＬ リツキシマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

リツキサン注１０ｍｇ／ｍＬ　５００ｍｇ５０ｍＬ リツキシマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

リツキサン点滴静注１００ｍｇ　１０ｍＬ リツキシマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

リツキサン点滴静注５００ｍｇ　５０ｍＬ リツキシマブ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＫＨＫ」　１０ｍＬ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ＫＨＫ」　５０ｍＬ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ロイスタチン注８ｍｇ　８ｍＬ クラドリビン 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ロイナーゼ注用５０００ L-アスパラギナーゼ 4291：その他の抗悪性腫瘍用剤

ロンサーフ配合錠Ｔ２０　２０ｍｇ（トリフルリジン相当量） トリフルリジン・チピラシル 4299：その他の腫瘍用薬その他

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ 滅菌調製タルク 4299：その他の腫瘍用薬その他

ピシバニール注射用５ＫＥ　（溶解液付） 溶連菌抽出物 4299：その他の腫瘍用薬その他

レスタミンコーワ錠１０ｍｇ ジフェンヒドラミン 4411：ジフェンヒドラミン系製剤

ゼスラン小児用細粒０．６％ メキタジン 4413：フェノチアジン系製剤

ピレチア細粒１０％ プロメタジン 4413：フェノチアジン系製剤

ゼスラン小児用シロップ０．０３％ メキタジン 4413：フェノチアジン系製剤

ポララミン錠２ｍｇ d-クロルフェニラミン 4419：抗ヒスタミン剤その他

ペリアクチン散１％ シプロヘプタジン 4419：抗ヒスタミン剤その他

ペリアクチンシロップ０．０４％ シプロヘプタジン 4419：抗ヒスタミン剤その他

ポララミン注５ｍｇ d-クロルフェニラミン 4419：抗ヒスタミン剤その他

ブシラミン錠１００ｍｇ「日医工」 ブシラミン 4420：刺激療法剤

アイピーディカプセル１００ｍｇ スプラタストトシル酸塩 4490：その他のアレルギー用薬

エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 エピナスチン 4490：その他のアレルギー用薬

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 エピナスチン 4490：その他のアレルギー用薬

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 オロパタジン 4490：その他のアレルギー用薬

ザイザル錠５ｍｇ レボセチリジン 4490：その他のアレルギー用薬

ザジテンカプセル１ｍｇ ケトチフェン 4490：その他のアレルギー用薬

シングレアＯＤ錠１０ｍｇ モンテルカスト 4490：その他のアレルギー用薬

デザレックス錠５ｍｇ デスロラタジン 4490：その他のアレルギー用薬

アレロック顆粒０．５％ オロパタジン 4490：その他のアレルギー用薬

ビラノア錠２０ｍｇ ビラスチン 4490：その他のアレルギー用薬

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 フェキソフェナジン 4490：その他のアレルギー用薬

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「サワイ」 プランルカスト 4490：その他のアレルギー用薬
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ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 ベポタスチン 4490：その他のアレルギー用薬

ミティキュアダニ舌下錠１０，０００ＪＡＵ ダニアレルゲンエキス 4490：その他のアレルギー用薬

ミティキュアダニ舌下錠３，３００ＪＡＵ ダニアレルゲンエキス 4490：その他のアレルギー用薬

モンテルカスト細粒４ｍｇ「明治」 モンテルカスト 4490：その他のアレルギー用薬

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 モンテルカスト 4490：その他のアレルギー用薬

ケタスカプセル１０ｍｇ イブジラスト 4490：その他のアレルギー用薬

シダキュアスギ花粉舌下錠２，０００ＪＡＵ スギ花粉エキス 4490：その他のアレルギー用薬

シダキュアスギ花粉舌下錠５，０００ＪＡＵ スギ花粉エキス 4490：その他のアレルギー用薬

リザベンカプセル１００ｍｇ トラニラスト 4490：その他のアレルギー用薬

エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児用１％「サワイ」 エピナスチン 4490：その他のアレルギー用薬

クラリチンドライシロップ１％ ロラタジン 4490：その他のアレルギー用薬

ザジテンドライシロップ０．１％ ケトチフェン 4490：その他のアレルギー用薬

プランルカストＤＳ１０％「タカタ」 プランルカスト 4490：その他のアレルギー用薬

デュピクセント皮下注３００ｍｇシリンジ　２ｍＬ デュピルマブ 4490：その他のアレルギー用薬

シダトレンスギ花粉舌下液２，０００ＪＡＵ／ｍＬパック　１ｍＬ 4490：その他のアレルギー用薬

シダトレンスギ花粉舌下液２，０００ＪＡＵ／ｍＬボトル　１０ｍＬ 4490：その他のアレルギー用薬

シダトレンスギ花粉舌下液２００ＪＡＵ／ｍＬボトル　１０ｍＬ 4490：その他のアレルギー用薬

ウチダの八味丸Ｍ 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ加味逍遥散エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ啓脾湯エキス顆粒 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ四逆散エキス顆粒 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

クラシエ葛根湯エキス細粒 漢方 5200：漢方製剤

クラシエ十全大補湯エキス細粒 漢方 5200：漢方製剤

クラシエ猪苓湯エキス細粒 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） 漢方 5200：漢方製剤

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 6111：ペニシリン系抗生物質製剤

ダラシンカプセル１５０ｍｇ クリンダマイシン 6112：リンコマイシン系抗生物質製剤

クリンダマイシン注射液６００ｍｇ「タイヨー」 クリンダマイシン 6112：リンコマイシン系抗生物質製剤

塩酸バンコマイシン散０．５ｇ（シオノギ）　５００ｍｇ バンコマイシン 6113：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 6113：バンコマイシン製剤

ダフクリア錠２００ｍｇ フィダキソマイシン 6119：主としてグラム陽性菌に作用するものその他

バクトロバン鼻腔用軟膏２％ ムピロシン 6119：主としてグラム陽性菌に作用するものその他

ハベカシン注射液２００ｍｇ　４ｍＬ アルベカシン 6119：主としてグラム陽性菌に作用するものその他

注射用タゴシッド２００ｍｇ 6119：主としてグラム陽性菌に作用するものその他

キュビシン静注用３５０ｍｇ ダプトマイシン 6119：主としてグラム陽性菌に作用するものその他

アザクタム注射用１ｇ アズトレオナム 6122：モノバクタム系抗生物質製剤

カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 カナマイシン 6123：アミノ糖系抗生物質製剤

アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「日医工」 アミカシン 6123：アミノ糖系抗生物質製剤

トブラシン注９０ｍｇ トブラマイシン 6123：アミノ糖系抗生物質製剤

アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」 アモキシシリン 6131：ペニシリン系抗生物質製剤

ユナシン錠３７５ｍｇ スルタミシリン 6131：ペニシリン系抗生物質製剤

アモキシシリン細粒１０％「タツミ」　１００ｍｇ アモキシシリン 6131：ペニシリン系抗生物質製剤

ビクシリン注射用１ｇ ビクシリン 6131：ペニシリン系抗生物質製剤

ビクシリン注射用２ｇ ビクシリン 6131：ペニシリン系抗生物質製剤

ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「テバ」 ピペラシリン 6131：ペニシリン系抗生物質製剤

オラセフ錠２５０ｍｇ セフロキシム 6132：セフェム系抗生物質製剤

ケフラールカプセル２５０ｍｇ セファクロル 6132：セフェム系抗生物質製剤

ケフレックスカプセル２５０ｍｇ セファレキシン 6132：セフェム系抗生物質製剤
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ケフラール細粒小児用１００ｍｇ セファクロル 6132：セフェム系抗生物質製剤

クラフォラン注射用１ｇ セフォタキシム 6132：セフェム系抗生物質製剤

セファゾリンＮａ注射用１ｇ「ＮＰ」 セファゾリン 6132：セフェム系抗生物質製剤

セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「ＮＰ」 セフォチアム 6132：セフェム系抗生物質製剤

セフタジジム静注用１ｇ「ＮＰ」 セフタジジム 6132：セフェム系抗生物質製剤

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 6132：セフェム系抗生物質製剤

セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 セフメタゾール 6132：セフェム系抗生物質製剤

ファーストシン静注用１ｇ セフォゾプラン 6132：セフェム系抗生物質製剤

注射用マキシピーム１ｇ セフェピム 6132：セフェム系抗生物質製剤

フルマリン静注用１ｇ フロモキセフ 6133：オキセフェム系抗生物質製剤

ゲンタシン注１０　１０ｍｇ ゲンタマイシン 6134：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 6134：アミノ糖系抗生物質製剤

パニマイシン注射液１００ｍｇ ジベカシン 6134：アミノ糖系抗生物質製剤

ホスミシン錠５００ ホスホマイシン 6135：ホスマイシン製剤

ホスミシンドライシロップ４００　４００ｍｇ ホスホマイシン 6135：ホスマイシン製剤

ホスミシンＳ静注用０．５ｇ ホスホマイシン 6135：ホスマイシン製剤

ホスミシンＳ静注用１ｇ ホスホマイシン 6135：ホスマイシン製剤

ホスミシンＳ静注用２ｇ ホスホマイシン 6135：ホスマイシン製剤

オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ アモキシシリン・クラブラン酸 6139：主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ファロム錠２００ｍｇ ファロペネム 6139：主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

オラペネム小児用細粒１０％　１００ｍｇ テビペネム 6139：主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

クラバモックス小児用配合ドライシロップ クラブラン酸・アモキシシリン 6139：主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

クラバモックス小児用配合ドライシロップ　 クラブラン酸・アモキシシリン 6139：主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ファロムドライシロップ小児用１０％ ファロペネム 6139：主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

オメガシン点滴用０．３ｇ ビアペネム 6139：主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

スルバシリン静注用１．５ｇ アンピシリン・スルバクタム 6139：主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

タゾピペ配合静注用２．２５「ニプロ」　２．２５ｇ タゾバクタム・ピペラシリン 6139：主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」　４．５ｇ タゾバクタム・ピペラシリン 6139：主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

チエナム点滴静注用０．５ｇ　５００ｍｇ イミペネム・シラスタチン 6139：主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

フィニバックス点滴静注用０．５ｇ　５００ｍｇ ドリペネム 6139：主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

メロペネム点滴静注用１ｇ「明治」 メロペネム 6139：主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

ワイスタール配合静注用１ｇ セフォペラゾン・スルバクタム 6139：主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

エリスロシン錠１００ｍｇ エリスロマイシン 6141：エリスロマイシン製剤

エリスロシン錠２００ｍｇ エリスロマイシン 6141：エリスロマイシン製剤

エリスロシンドライシロップ10% エリスロマイシン 6141：エリスロマイシン製剤

エリスロシン点滴静注用５００ｍｇ エリスロマイシン 6141：エリスロマイシン製剤

アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 アジスロマイシン 6149：主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」 クラリスロマイシン 6149：主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作

クラリス錠５０小児用 クラリスロマイシン 6149：主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作

アジスロマイシン小児用細粒１０％「タカタ」　１００ｍｇ アジスロマイシン 6149：主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作

クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「サワイ」　１００ｍｇ クラリスロマイシン 6149：主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作

ジスロマックＳＲ成人用ドライシロップ２ｇ アジスロマイシン 6149：主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作

ジスロマック細粒小児用１０％　１００ｍｇ アジスロマイシン 6149：主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作

ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ アジスロマイシン 6149：主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作

ビブラマイシン錠１００ｍｇ ドキシサイクリン 6152：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カプセル１００ｍｇ「日医工」 ミノサイクリン 6152：テトラサイクリン系抗生物質製剤

ミノマイシン顆粒２％　２０ｍｇ ミノサイクリン 6152：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「サワイ」 ミノサイクリン 6152：テトラサイクリン系抗生物質製剤

硫酸ストレプトマイシン注射用１ｇ「明治」 硫酸ストレプトマイシン 6161：ストレプトマイシン系抗生物質製剤

リファジンカプセル１５０ｍｇ リファンピシン 6164：リファンピシン製剤

ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ アムホテリシンB 6173：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 6173：アムホテリシンＢ製剤

ブイフェンド錠200mg ボリコナゾール 6179：その他の主としてカビに作用するもの

ブイフェンド錠５０ｍｇ ボリコナゾール 6179：その他の主としてカビに作用するもの

ファンガード点滴用５０ｍｇ ミカファンギン 6179：その他の主としてカビに作用するもの

ファンガード点滴用７５ｍｇ ミカファンギン 6179：その他の主としてカビに作用するもの

ブイフェンド２００ｍｇ静注用 ボリコナゾール 6179：その他の主としてカビに作用するもの

カンサイダス点滴静注用５０ｍｇ カスポファンギン 6179：その他の主としてカビに作用するもの

カンサイダス点滴静注用７０ｍｇ カスポファンギン 6179：その他の主としてカビに作用するもの

リフキシマ錠２００ｍｇ リファキシミン 6199：他に分類されない抗生物質製剤

アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ サラゾスルファピリジン腸溶錠 6219：サルファ剤その他

サラゾピリン錠５００ｍｇ サラゾスルファピリジン 6219：サルファ剤その他

イスコチン錠１００ｍｇ イソニアジド 6222：イソニアジド系製剤

イスコチン注１００ｍｇ イソニアジド 6222：イソニアジド系製剤

ピラマイド原末 ピラジナミド 6223：ピラジナミド製剤

エサンブトール錠２５０ｍｇ エサンブトール 6225：エタンブトール製剤

グレースビット錠５０ｍｇ シタフロキサシン 6241：ピリドカルボン酸系製剤

ジェニナック錠２００ｍｇ ガレノキサシン 6241：ピリドカルボン酸系製剤

シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「日医工」 シプロフロキサシン 6241：ピリドカルボン酸系製剤

レボフロキサシン細粒１０％ＤＳＥＰ１００ｍｇ（レボフロキサシン） レボフロキサシン 6241：ピリドカルボン酸系製剤

レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」　レボフロキサシンとして レボフロキサシン 6241：ピリドカルボン酸系製剤

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」　レボフロキサシンとして レボフロキサシン 6241：ピリドカルボン酸系製剤

オゼックス細粒小児用１５％　１５０ｍｇ トスフロキサシン 6241：ピリドカルボン酸系製剤

シプロフロキサシン点滴静注４００ｍｇ／２００ｍＬ「明治」 シプロフロキサシン 6241：ピリドカルボン酸系製剤

レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ「ＤＳＥＰ」 レボフロキサシン 6241：ピリドカルボン酸系製剤

ザイボックス錠６００ｍｇ リネゾリド 6249：合成抗菌剤その他

ザイボックス注射液６００ｍｇ リネゾリド 6249：合成抗菌剤その他

アシクロビル錠２００ｍｇ「サワイ」 アシクロビル 6250：抗ウイルス剤

アシクロビル錠４００ｍｇ「サワイ」 アシクロビル 6250：抗ウイルス剤

エレルサ錠５０ｍｇ エルバスビル 6250：抗ウイルス剤

グラジナ錠５０ｍｇ グラゾプレビル 6250：抗ウイルス剤

ゾフルーザ錠２０ｍｇ バロキサビル 6250：抗ウイルス剤

タミフルカプセル７５ オセルタミビル 6250：抗ウイルス剤

バリキサ錠４５０ｍｇ バルガンシクロビル 6250：抗ウイルス剤

ハーボニー配合錠 レジパスビル・ソホスブビル配合 6250：抗ウイルス剤

バラシクロビル錠５００ｍｇ「アスペン」 バラシクロビル 6250：抗ウイルス剤

マウ゛ィレット配合錠 グレカプレビル・ピブレンタスビル 6250：抗ウイルス剤

エプクルーサ配合錠 ソホスブビル・ベルパタスビル 6250：抗ウイルス剤

プレバイミス錠２４０ｍｇ レテルモビル 6250：抗ウイルス剤
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ゼフィックス錠１００ ラミブジン 6250：抗ウイルス剤

ツルバダ配合錠 エムトリシタビン・テノホビル 6250：抗ウイルス剤

バラクルード錠0.5mg エンテカビル 6250：抗ウイルス剤

ベムリディ錠２５ｍｇ テノホビル 6250：抗ウイルス剤

ビダラビン軟膏３％「ＳＷ」 ビダラビン 6250：抗ウイルス剤

イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ ラニナミビル 6250：抗ウイルス剤

リレンザ　５ｍｇ ザナミビル 6250：抗ウイルス剤

アシクロビル顆粒４０％「タカタ」 アシクロビル 6250：抗ウイルス剤

タミフルドライシロップ３％ オセルタミビル 6250：抗ウイルス剤

アラセナ－Ａ点滴静注用３００ｍｇ ビダラビン 6250：抗ウイルス剤

ビクロックス点滴静注２５０ｍｇ アシクロビル 6250：抗ウイルス剤

ラピアクタ点滴静注液バイアル１５０ｍｇ　１５ｍＬ ペラミビル 6250：抗ウイルス剤

ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ　６０ｍＬ ペラミビル 6250：抗ウイルス剤

デノシン点滴静注用５００ｍｇ ガンシクロビル 6250：抗ウイルス剤

点滴静注用ホスカビル注２４ｍｇ／ｍＬ　６ｇ２５０ｍＬ ホスカルネット 6250：抗ウイルス剤

シナジス筋注液１００ｍｇ　１ｍＬ パリビズマブ 6250：抗ウイルス剤

シナジス筋注液５０ｍｇ　０．５ｍＬ パリビズマブ 6250：抗ウイルス剤

イトリゾールカプセル５０ イトラコナゾール 6290：その他の化学療法剤

バクタ配合錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム 6290：その他の化学療法剤

フロリードゲル経口用２％ ミコナゾール 6290：その他の化学療法剤

バクタ配合顆粒 スルファメトキサゾール・トリメトプリム 6290：その他の化学療法剤

フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サワイ」 フルコナゾール 6290：その他の化学療法剤

サムチレール内用懸濁液１５％　７５０ｍｇ５ｍＬ アトバコン 6290：その他の化学療法剤

クレナフィン爪外用液１０％ エフィナコナゾール 6290：その他の化学療法剤

オラビ錠口腔用５０ｍｇ ミコナゾール 6290：その他の化学療法剤

イトリゾール内用液１％ イトラコナゾール 6290：その他の化学療法剤

ジフルカン静注液１００ｍｇ フルコナゾール 6290：その他の化学療法剤

プロジフ静注液１００　８％１．２５ｍＬ ホスフルコナゾール 6290：その他の化学療法剤

プロジフ静注液４００　８％５ｍＬ ホスフルコナゾール 6290：その他の化学療法剤

ニューモバックスＮＰ　０．５ｍＬ 肺炎球菌ワクチン 6311：細菌ワクチン類

ビームゲン注０．２５ｍＬ 6313：ウイルスワクチン類

ビームゲン注０．５ｍＬ 6313：ウイルスワクチン類

ヘプタバックス－２水性懸濁注シリンジ０．２５ｍＬ 6313：ウイルスワクチン類

ヘプタバックス－２水性懸濁注シリンジ０．５ｍＬ 6313：ウイルスワクチン類

ヘプタバックス－Ⅱ　０．５ｍＬ 6313：ウイルスワクチン類

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 6322：トキソイド類

乾燥まむし抗毒素”化血研”　各６，０００単位入（溶解液付） 乾燥まむしウマ抗毒素 6331：抗毒素類

乾燥まむし抗毒素「ＫＭＢ」　各６，０００単位入（溶解液付） 乾燥まむしウマ抗毒素 6331：抗毒素類

ケイセントラ静注用１０００　１，０００国際単位（溶解液付） 乾燥濃縮人プロトロンビン複合体 6343：血漿分画製剤

ケイセントラ静注用５００　５００国際単位（溶解液付） 乾燥濃縮人プロトロンビン複合体 6343：血漿分画製剤

献血グロベニン－Ｉ静注用５０００ｍｇ　５ｇ１００ｍＬ（溶解液付） 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 6343：血漿分画製剤

献血ノンスロン１５００注射用　１，５００単位（溶解液付） 乾燥濃縮人アンチロトンビンⅢ 6343：血漿分画製剤

献血ベニロン－Ｉ静注用１０００ｍｇ　１ｇ２０ｍＬ（溶解液付） 乾燥スルホ化人免疫グロブリン 6343：血漿分画製剤

献血ベニロン－Ｉ静注用２５００ｍｇ　２．５ｇ５０ｍＬ（溶解液付） 乾燥スルホ化人免疫グロブリン 6343：血漿分画製剤

献血ベニロン－Ｉ静注用５０００ｍｇ　５ｇ１００ｍＬ（溶解液付） 乾燥スルホ化人免疫グロブリン 6343：血漿分画製剤

ノイアート静注用１５００単位　１，５００単位（溶解液付） 乾燥濃縮人アンチトロンビン3 6343：血漿分画製剤

ノボセブンＨＩ静注用１ｍｇ　シリンジ　１ｍＬ（溶解液付） エプタコグ　アルファ 6343：血漿分画製剤

ノボセブンＨＩ静注用２ｍｇ　シリンジ　２ｍＬ（溶解液付） エプタコグ　アルファ 6343：血漿分画製剤

ノボセブンＨＩ静注用５ｍｇ　シリンジ　５ｍＬ（溶解液付） エプタコグ　アルファ 6343：血漿分画製剤

ノボセブンＨＩ静注用８ｍｇ　シリンジ　８ｍＬ（溶解液付） エプタコグ　アルファ 6343：血漿分画製剤

アディノベイト静注用キット２０００　２，０００国際単位溶解液付 ルリオクトコグ アルファ ペゴル 6343：血漿分画製剤

アドベイト静注用２０００　２，０００単位（溶解液付） ルリオクトコグ アルファ 6343：血漿分画製剤

コージネイトＦＳバイオセット注１０００　１０００国際単位溶解液付 6343：血漿分画製剤

コバールトリイ静注用２０００　２，０００国際単位（溶解液付） 6343：血漿分画製剤

テタノブリンＩＨ静注１５００単位 抗破傷風人免疫グロブリン 6343：血漿分画製剤

テタノブリンＩＨ静注２５０単位　 抗破傷風人免疫グロブリン 6343：血漿分画製剤

ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」　２，０００単位１００ｍＬ 人ハプトグロビン 6343：血漿分画製剤

フィブリノゲンＨＴ静注用１ｇ「ＪＢ」　（溶解液付） 乾燥人フィブリノゲン 6343：血漿分画製剤

フィブロガミンＰ静注用　（溶解液付） ヒト血漿由来乾燥血液凝固第13因子 6343：血漿分画製剤

献血ウ゛ェノグロブリンＩＨ１０％静注０．５ｇ／５ｍＬ　５００ｍｇ ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 6343：血漿分画製剤

献血ウ゛ェノグロブリンＩＨ１０％静注１０ｇ／１００ｍＬ ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 6343：血漿分画製剤

献血ウ゛ェノグロブリンＩＨ１０％静注２０ｇ／２００ｍＬ ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 6343：血漿分画製剤

献血ウ゛ェノグロブリンＩＨ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 6343：血漿分画製剤

献血ウ゛ェノグロブリンＩＨ５％静注１０ｇ／２００ｍＬ ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 6343：血漿分画製剤

献血ウ゛ェノグロブリンＩＨ５％静注２．５ｇ／５０ｍＬ ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 6343：血漿分画製剤

献血ウ゛ェノグロブリンＩＨ５％静注５ｇ／１００ｍＬ ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 6343：血漿分画製剤

抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１千倍「ＪＢ」１千倍（溶解液付） 乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン 6343：血漿分画製剤

抗ＨＢｓ人免疫グロブリン筋注１千単位／５ｍＬ「ＪＢ」　１千単位 抗HBs人免疫グロブリン 6343：血漿分画製剤

抗ＨＢｓ人免疫グロブリン筋注２００単位／１ｍＬ「ＪＢ」 抗HBs人免疫グロブリン 6343：血漿分画製剤

イムノブラダー膀注用　８０ｍｇ（溶解液付） 乾燥BCG膀胱内用 6391：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４０ｍｇ　（溶解液付） 乾燥BCG膀胱内用 6391：結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤

精製ツベルクリン 6393：精製ツベルクリン

アクテムラ点滴静注用２００ｍｇ　１０ｍＬ トシリズマブ 6399：その他の生物学的製剤その他

アクテムラ点滴静注用４００ｍｇ　２０ｍＬ トシリズマブ 6399：その他の生物学的製剤その他

アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ　４ｍＬ トシリズマブ 6399：その他の生物学的製剤その他

アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター　０．９ｍＬ トシリズマブ 6399：その他の生物学的製剤その他

フエロン注射用３００万　３００万国際単位（溶解液付） インターフェロン　ベータ 6399：その他の生物学的製剤その他

ペガシス皮下注１８０μｇ　１ｍＬ 6399：その他の生物学的製剤その他

ペガシス皮下注９０μｇ　１ｍＬ 6399：その他の生物学的製剤その他

ペグイントロン皮下注用１００μｇ／０．５ｍＬ用（溶解液付） 6399：その他の生物学的製剤その他

ペグイントロン皮下注用１５０μｇ／０．５ｍＬ用（溶解液付） 6399：その他の生物学的製剤その他

カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ トラスツズマブ 6399：その他の生物学的製剤その他

カドサイラ点滴静注用１６０ｍｇ トラスツズマブ 6399：その他の生物学的製剤その他

フラジール内服錠２５０ｍｇ メトロニダゾール 6419：抗原虫剤その他

アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ　１００ｍＬ メトロニダゾール 6419：抗原虫剤その他

バクトラミン注　５ｍＬ スルファメトキサゾール・トリメトプリム 6419：抗原虫剤その他

ベナンバックス注用３００ｍｇ ペンタミジン 6419：抗原虫剤その他

ビルトリシド錠６００ｍｇ ブラジカンテル 6429：駆虫剤その他

ストロメクトール錠３ｍｇ イベルメクチン 6429：駆虫剤その他
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乳糖 乳糖 7111：乳糖類

トウモロコシデンプン 7112：デンプン類

プロペト 白色ワセリン 7121：油脂性基剤

親水ワセリン 親水ワセリン 7121：油脂性基剤

白色ワセリン 白色ワセリン 7121：油脂性基剤

オリブ油 オリブ油 7121：油脂性基剤

流動パラフィン「ニッコー」 流動パラフィン 7121：油脂性基剤

ソルベース マクロゴール軟膏 7123：水溶液性基剤

マクロゴール４００ マクロゴール400 7123：水溶液性基剤

精製水 注射用水 7131：精製水類

大塚蒸留水　５００ｍＬ 注射用水 7131：精製水類

注射用水５００ｍＬ 注射用水 7131：精製水類

大塚蒸留水２０ｍＬ 注射用水 7131：精製水類

注射用水　１００ｍＬ 注射用水 7131：精製水類

注射用水　１Ｌ 注射用水 7131：精製水類

プロピレングリコール プロピレングリコール 7139：溶解剤その他

単シロップ 単シロップ 7142：シロップ製剤

ハッカ油「ニッコー」 ハッカ油 7149：矯味、矯臭、着色剤その他

クエン酸 7149：矯味、矯臭、着色剤その他

ｌ－メントール（小堺） l-メントール 7149：矯味、矯臭、着色剤その他

塩化ナトリウム「日医工」 塩化ナトリウム 7190：その他の調剤用薬

ホスコＳ－５５ ウイテプゾール 7190：その他の調剤用薬

リピオドール４８０注１０ｍＬ 7211：ヨウ素化合物製剤

マグコロールＰ クエン酸マグネシウム 7213：造影補助剤

ウログラフイン６０％　２０ｍＬ アミドトリゾ酸 7214：Ｘ線造影剤（配合製剤）

イソビスト注３００　６４．０８％１０ｍＬ イオトロラン 7219：Ｘ線造影剤その他

オイパロミン３００注２０ｍＬ　６１．２４％ イオパミドール 7219：Ｘ線造影剤その他

ビリスコピン点滴静注５０　１０．５５％１００ｍＬ イオトロクス酸 7219：Ｘ線造影剤その他

ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「タナベ」 7223：下垂体機能検査用試薬

アルギニン点滴静注３０ｇ「ＡＹ」　１０％３００ｍＬ Ｌ-アルギニン 7223：下垂体機能検査用試薬

ヒトＣＲＨ静注用１００μｇ「タナベ」　（溶解液付） コルチコレリン(ヒト) 7223：下垂体機能検査用試薬

プロチレリン酒石酸塩注射液２ｍｇ「日医工」　１ｍＬ プロチレリン 7223：下垂体機能検査用試薬

ボグニン注２ｍｇ 7223：下垂体機能検査用試薬

ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ　（溶解液付） インドシアニングリーン 7224：肝機能検査用試薬

インジゴカルミン注２０ｍｇ「ＡＦＰ」　０．４％５ｍＬ インジゴカルミン 7225：腎機能検査用試薬

アンチレクス静注１０ｍｇ　１％１ｍＬ エドロホニウム 7229：機能検査用試薬その他

グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ　（溶解液付） グルカゴン 7229：機能検査用試薬その他

ソナゾイド注射用１６μＬ　（溶解液付） ペルフルブタン 7290：その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

フルオレサイト静注５００ｍｇ　１０％５ｍＬ フルオレセイン 7290：その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

ユービット錠１００ｍｇ 尿素(13C) 7290：その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

呼気採取バッグ・ユービット用　 呼気採取バック 7290：その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

レギチーン注射液１０ｍｇ　１％１ｍＬ 7290：その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

レギチーン注射液５ｍｇ　０．５％１ｍＬ フェントラミン 7290：その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

トレーランＧ液７５ｇ　２２５ｍＬ デンプン部分加水分解物液 7290：その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)

アセサイド消毒液　　８７５ｍＬ×６瓶 過酢酸 7321：アルコール及びアルデヒド製剤

ニフレック配合内用剤 7990：その他の治療を主目的としない医薬品

ビジクリア配合錠 リン酸二水素ナトリウム・無水リン酸水素二ナトリウム 7990：その他の治療を主目的としない医薬品

モビプレップ配合内用剤 電解質配合 7990：その他の治療を主目的としない医薬品

Ｄ－ソルビトール内用液６５％「マルイシ」 D-ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ 7990：その他の治療を主目的としない医薬品

アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ「ＦＲＩ」　２０ｍＬ アデノシン 7990：その他の治療を主目的としない医薬品

タコシール組織接着用シート　９．５ｃｍ×４．８ｃｍ フィブリノゲン配合剤 7990：その他の治療を主目的としない医薬品

ミリプラ用懸濁用液４ｍＬ ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル 7990：その他の治療を主目的としない医薬品

ミンクリア内用散布液０．８％　２０ｍＬ L-メントール 7990：その他の治療を主目的としない医薬品

アロンアルフアＡ「三共」　０．５ｇ エチル２－シアノアクリレート 7990：その他の治療を主目的としない医薬品

ベリプラストＰ　コンビセット　組織接着用　０．５ｍＬ２キット 7990：その他の治療を主目的としない医薬品

ボルヒール組織接着用　０．５ｍＬ４瓶 フィブリノゲン加第13因子 7990：その他の治療を主目的としない医薬品

ボルヒール組織接着用　１ｍＬ４瓶 フィブリノゲン加第13因子 7990：その他の治療を主目的としない医薬品

ボルヒール組織接着用　３ｍＬ４瓶 フィブリノゲン加第13因子 7990：その他の治療を主目的としない医薬品

ボルヒール組織接着用　５ｍＬ４瓶 フィブリノゲン加第13因子 7990：その他の治療を主目的としない医薬品

ミオテクター冠血管注　１瓶１管 塩化ナトリウム・塩化カリウム 7990：その他の治療を主目的としない医薬品

Ｌ型酒石酸（酒石酸抵抗試験用）　　１０回　　　　７１５１３２０２１３ #N/A

アセトン　特級　　５００ｍｌ #N/A

クリスタルバイオレット　　２５ｇ×１瓶 #N/A

ジエチルエーテル　特急　　５００ｍｌ #N/A

ジフェニルシクロプロペノン　５ｇ　　５ｇ　　　　０４２－２６７４３ #N/A

チオ硫酸ナトリウム五水和物　　５水和物・１９３－０３５８２ #N/A

パッチテスト試薬　塩酸プロカイン１％　　１箱 #N/A

ピオクタニンブルー　特級　　２５ｇ #N/A

ポリオキシエチレンソルビタンモノオレアート　　５００ｇ　１瓶 #N/A

メチレンブルー試薬特級２５ｇ　　２５ｇ×１本　１３３－０６９６２ #N/A

リン酸水素二ナトリウム（無水）１９７－０２８６５　　特級５００ｇ #N/A

リン酸二水素ナトリウム（無水）１９７－０９７０５　　特級５００ｇ #N/A

安息香酸ベンジル　　５００ｍＬ #N/A

塩化アルミニウム・６水和物　　５００ｇ　１瓶 #N/A

塩化亜鉛　特級５００ｇ #N/A

塩基性酢酸アルミニウム　一級　　５００ｇ　１瓶 #N/A

加香ヒマシ油　　５００ｍｌ１瓶 #N/A

試薬ＳＧ　亜硝酸ナトリウム　特級５００ｇ　　５００ｇ #N/A

硝酸銀　　２５ｇ×１瓶　　　　３７４１０－０３１０ #N/A

（Ｅ）－カプサイシン　　２０ｍｇ #N/A

グルタルアルデヒド溶液１０％電子顕微鏡用　　２ｍｌ×５ #N/A

スクアリン酸ジブチルエステル（ジブチルスクアレート）　　５ｇ #N/A

ヒドロキノン　特級　　２５ｇ #N/A

メラトニン　　０．２５ｇ　１瓶 #N/A

メラトニン　　１ｇ　１瓶 #N/A

モノクロロ酢酸　特級　　２５ｇ #N/A

亜硫酸水素ナトリウム　　５００ｇ　　　　１２５８１－２００１ #N/A

無水クロロ酢酸　特級　　２５ｇ #N/A

アクトヒブ　　１回×１Ｖ #N/A
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　●薬効分類順　(包装体系(ﾊﾞﾗ-錠)は重複削除)

　●院内臨時採用品含む

商品名 一般名 薬効分類

石巻赤十字病院　院内採用医薬品リスト 2021年3月

イモバックスポリオ皮下注　　１筒 #N/A

エイムゲン　　１回分 #N/A

クアトロバック皮下注シリンジ　　１シリンジ入１箱 #N/A

テトラビック皮下注シリンジ　　０．５ｍＬ×１本 #N/A

プレベナー水性懸濁皮下注　　１本 #N/A

乾燥弱毒生麻しんワクチン「ビケン」　　１瓶 #N/A

水痘ワクチン　　１人分×１瓶 #N/A

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド　　０．１ｍＬ×１瓶 #N/A

沈降百日咳ジフテリア破傷風キット　　０．５ｍＬ×１キット #N/A

日本脳炎ワクチン（ジェービックＶ）　　０．７ｍＬ×１本 #N/A

ロタリックス内用液　　１．５ｍＬ×１本 #N/A

インフルエンザＨＡワクチン「生研」　　１ｍＬ×１本 #N/A

ビケンＨＡ（インフルエンザＨＡ）　　１ｍＬ×２本 #N/A

インフルエンザＨＡワクチン「北里第一三共」１ｍＬ　　１瓶×２本 #N/A

インフルエンザＨＡワクチン「ＫＭＢ」　　１ｍＬ×２本 #N/A

インフルエンザＨＡワクチン「第一三共」１ｍＬ　　１ｍＬ×２本 #N/A

フルービックＨＡシリンジ　　０．５ｍＬ×２シリンジ #N/A

テノーミン錠50 アテノロール #N/A

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・炭酸マグネシウム配合 #N/A

ＢＣＧ（生後６ヶ月以降） #N/A

おたふくワクチン #N/A

風疹ワクチン #N/A

麻疹ワクチン #N/A

麻しん風しんﾜｸﾁﾝ #N/A

柿のへた　　５００ｇ　１袋 柿のへた #N/A

Ａ・ベンジン　　５００ｍＬ #N/A
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