
東京北医療センター採用医薬品集

薬効順

2021年10月5日

採用状況

登録品目数 2194

先発後発合計 1205

先発品目数 981

後発品目数 224

後発品率 18.6%

院内採用状況

院内品目数 1481

院内のみ数 270

院内・院外採用品目数

院外品目数 1916

院外のみ数 705
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111 全身麻酔剤
劇

注 １％ディプリバン注－キット 1489 アストラゼネカ
プロポフォール ５００ｍｇ／５０ｍＬ×１筒

劇
注 ケタラール静注用５０ｍｇ 292 第一三共

ケタミン塩酸塩 ５０ｍｇ５ｍＬ１管

劇
注 ドロレプタン注射液２５ｍｇ 105 アルフレッサファ－マ

ドロペリドール ２．５ｍｇ／ｍＬ　１０ｍＬ×１瓶

劇
注 プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」 536 丸石製薬

プロポフォール ２００ｍｇ／２０ｍＬ×５管

劇
注 ラボナール注射用０．５ｇ 1002 田辺三菱製薬

チオペンタールナトリウム ５００ｍｇ×１０管　２０ｍＬ（溶）付

劇
外 スープレン吸入麻酔液 41.5 バクスター

デスフルラン ２４０ｍＬ１瓶

劇
外 セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 34.1 ファイザー

セボフルラン 250ml

112  催眠鎮静剤，抗不安剤

内 ５ｍｇコント－ル錠 9.8 武田薬品工業
クロルジアゼポキシド ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 ５ｍｇセルシン錠 9.4 武田薬品工業
ジアゼパム ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 アモバン錠７．５ 15.3 日医工
ゾピクロン ７．５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 グランダキシン錠５０ 12.3 持田製薬
トフィソパム ５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 サイレース錠１ｍｇ 12.9 エーザイ
フルニトラゼパム １ｍｇ１錠

内 ジアゼパム錠２「サワイ」 5.7 沢井製薬
ジアゼパム ２ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
院外 内 セディール錠１０ｍｇ 23.5 大日本住友製薬

タンドスピロンクエン酸塩 １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 セパゾン錠１ 5.7 第一三共
クロキサゾラム １ｍｇ１錠

内 セルシン散１％ 13.6 武田薬品工業
ジアゼパム １０ｍｇ／ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

院内 内 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「サワイ」 6.5 沢井製薬
ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠

内 ソラナックス０．４ｍｇ錠 7 ファイザ－
アルプラゾラム ０．４ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」 10.1 サワイ
ゾルピデム 5mg1錠

院外 内 ドラール錠１５ 73.4 久光
クアゼパム １５ｍｇ１錠

劇
内 トリクロリールシロップ１０％ 10.2 アルフレッサファ－マ

トリクロホスナトリウム １０％１ｍＬ　５００ｍＬ×１瓶

院外 内 ハルシオン０．２５ｍｇ錠 11.7 ファイザ－
トリアゾラム ０．２５ｍｇ／錠　ＳＰ　１０錠×１０

劇
内 フェノバルビタール散１０％「マルイシ」 7.5 吉田製薬

フェノバルビタール １００ｍｇ／ｇ　バラ　５００ｇ×１箱

劇
内 フェノバ－ル錠３０ｍｇ 7 第一三共

フェノバルビタール ３０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 10.1 沢井製薬
ブロチゾラム ０．２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 ベンザリン細粒１％ 15.7 塩野義製薬
ニトラゼパム １０ｍｇ／ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

内 ベンザリン錠５ 9.4 塩野義製薬
ニトラゼパム ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 マイスリー錠５ｍｇ 30.9 アステラス製薬
ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠

内 メイラックス錠１ｍｇ 13.5 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 メンドンカプセル７．５ｍｇ 10.1 マイラン製薬
クロラゼプ酸二カリウム ７．５ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

内 ユーロジン２ｍｇ錠 11.7 武田薬品工業
エスタゾラム ２ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
内 ラボナ錠５０ｍｇ 8.9 田辺三菱製薬

ペントバルビタールカルシウム ５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 リスミー錠１ｍｇ 14.5 塩野義製薬
リルマザホン塩酸塩水和物 １ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 ルネスタ錠１ｍｇ 45.6 エーザイ
エスゾピクロン １ｍｇ１錠

院外 内 ルネスタ錠２ｍｇ 72.5 エーザイ
エスゾピクロン ２ｍｇ１錠

内 レキソタン錠１ 5.7 アスペンジャパン
ブロマゼパム １ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 レキソタン錠２ 5.9 アスペンジャパン
ブロマゼパム ２ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ 19.3 日本ベーリンガー
ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠

院内 内 ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 5.1 沢井製薬
ロラゼパム ０．５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 ワイパックス錠０．５ 5.9 ファイザー
ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠

内 臭化カリウム「ヤマゼン」 8.26 山善製薬
臭化カリウム バラ　１００ｇ×１瓶

注 サイレ－ス静注２ｍｇ 140 エ－ザイ
フルニトラゼパム ２ｍｇ／１ｍＬ×１０管　（ガラス）

注 セルシン注射液１０ｍｇ 85 武田薬品工業
ジアゼパム １０ｍｇ／２ｍＬ×１０管

劇
注  デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」 1941 ニプロ

デクスメデトミジン塩酸塩 ２００μｇ／２ｍＬ×５瓶

注 ドルミカム注射液１０ｍｇ 109 丸石製薬
ミダゾラム １０ｍｇ／２ｍＬ×１０管

劇
注 フェノバ－ル注射液１００ｍｇ 72 第一三共

フェノバルビタール １００ｍｇ／１ｍＬ×１０管

外 エスクレ坐剤「２５０」 34.1 久光製薬
抱水クロラール ２５０ｍｇ／個　５個×６

院外 外 エスクレ坐剤「５００」 43.9 久光製薬
抱水クロラール ５００ｍｇ／個　５個×６

外 エスクレ注腸用キット「５００」 348.6 久光製薬
抱水クロラール ５００ｍｇ１筒
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外 ダイアップ坐剤１０ 73.4 高田製薬
ジアゼパム １０ｍｇ／個　５０個

外 ダイアップ坐剤４ 56 高田製薬
ジアゼパム ４ｍｇ／個　５０個

外 ダイアップ坐剤６ 64.7 高田製薬
ジアゼパム ６ｍｇ／個　５０個

外 ブロマゼパム坐剤3㎎「サンド」 5.9 サンド
ブロマゼパム 3㎎1個

劇
院外 外 ルピアール坐剤５０ 51.7 久光製薬

フェノバルビタールナトリウム ５０ｍｇ／個　５個×２０

劇
外 ワコビタール坐剤１５ 31.4 高田製薬

フェノバルビタールナトリウム １５ｍｇ／個　５０個

113  抗てんかん剤
劇

内 アレビアチン散１０％ 12.1 大日本住友製薬
フェニトイン １００ｍｇ／ｇ　バラ　５００ｇ×１瓶　（ポリ）

劇
院外 内 アレビアチン錠１００ｍｇ 12.9 大日本住友製薬

フェニトイン １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 イーケプラドライシロップ５０％ 223.3 大塚製薬
レベチラセタム ５０％１ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

院外 内 イーケプラ錠２５０ｍｇ 124.3 ＵＣＢ
レベチラセタム ２５０ｍｇ１錠

内 イーケプラ錠５００ｍｇ 202.8 大塚製薬
レベチラセタム ５００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
内 エクセグラン散２０％ 45.7 大日本住友製薬

ゾニサミド ２００ｍｇ／ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

劇
内 エクセグラン錠１００ｍｇ 23.6 大日本住友製薬

ゾニサミド １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 エピレオプチマル散５０％ 35.4 エ－ザイ 要時購入
エトスクシミド ５０％１ｇ　バラ　５００ｇ×１瓶

院外 内 オスポロット錠５０ｍｇ 6.1 共和薬品
スルチアム ５０ｍｇ１錠

内 ガバペン錠２００ｍｇ 40.8 富士製薬工業
ガバペンチン ２００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 セレニカＲ顆粒４０％ 28.6 興和創薬
バルプロ酸ナトリウム ４００ｍｇ／ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

劇
◆限定 内 ディアコミットカプセル２５０ｍｇ 529.8 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 小児科限定、要時購入

スチリペントール ２５０ｍｇ１カプセル

内 テグレトール細粒５０％ 19.3 ノバルティスファ－マ
カルバマゼピン ５００ｍｇ／ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

内 テグレトール錠１００ｍｇ 5.9 ノバルティスファ－マ
カルバマゼピン １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 テグレトール錠２００ｍｇ 9 ノバルティスファーマ
カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠

院外 内 デパケンＲ錠１００ｍｇ 9.1 協和キリン
バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 デパケンＲ錠２００ｍｇ 13.2 協和キリン
バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 デパケンシロップ５％ 7.7 協和キリン
バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ　１２０ｍＬ×１瓶

内 デパケン細粒４０％ 19 協和キリン
バルプロ酸ナトリウム ４００ｍｇ／ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

院外 内 トピナ細粒１０％ 163.3 バクスター
トピラマート １０％１ｇ

院外 内 トピナ錠１００ｍｇ 124.2 協和キリン
トピラマート １００ｍｇ１錠

内 トピナ錠５０ｍｇ 75.9 協和キリン
トピラマート ５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 6.8 大日本住友製薬
バルプロ酸ナトリウム ５％１mL

院内 内 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A１００ｍｇ「トーワ」 6.9 東和薬品
バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠

院内 内 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A２００ｍｇ「トーワ」 10.1 東和薬品
バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠

劇
内 ヒダントールＦ配合錠 5.9 第一三共

フェニトイン・フェノバルビタール配合剤 ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
院外 内 ビムパット錠１００ｍｇ 356.4 第一三共

ラコサミド １００ｍｇ１錠

劇
内 ビムパット錠５０ｍｇ 218.4 第一三共

ラコサミド ５０ｍｇ１錠

院外 内 フィコンパ細粒1％ 1068.9 エーザイ
ペランパネル水和物 1％1g

内 フィコンパ錠２ｍｇ 193.2 エーザイ
ペランパネル水和物 ２ｍｇ１錠

院外 内 ブコラム口腔用液10㎎ 3474.6 武田薬品工業
ミダゾラム 10㎎2mL1筒

院外 内 ブコラム口腔用液5㎎ 1977.8 武田薬品工業
ミダゾラム 5㎎1mL1筒

院外 内 ブコラム口腔用液7.5㎎ 2750 武田薬品工業
ミダゾラム 7.5㎎1.5mL1筒

内 プリミドン細粒９９．５％「日医工」 27.8 日医工
プリミドン ９９．５％１ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

内 マイスタン細粒１％ 29.5 アルフレッサファ－マ
クロバザム １０ｍｇ／ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

院外 内 マイスタン錠１０ｍｇ 33.4 大日本住友製薬
クロバザム １０ｍｇ１錠

院外 内 マイスタン錠５ｍｇ 19.1 大日本住友
クロバザム ５ｍｇ１錠

劇
内 ラミクタール錠１００ｍｇ 150.3 グラクソ・スミスクライン

ラモトリギン １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１４錠×１０

劇
内 ラミクタール錠２５ｍｇ 57.1 グラクソ・スミスクライン

ラモトリギン ２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１４錠×１０

劇
内 ラミクタール錠小児用２ｍｇ 9.3 グラクソ・スミスクライン

ラモトリギン ２ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１４錠×１０

劇
内 ラミクタール錠小児用５ｍｇ 18.3 グラクソ・スミスクライン

ラモトリギン ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１４錠×１０

内 ランドセン細粒０．１％ 11.6 大日本住友製薬
クロナゼパム ０．１％１ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

内 ランドセン錠０．５ｍｇ 9.3 大日本住友製薬
クロナゼパム ０．５ｍｇ／錠　ＨＳ　１０錠×１０

注 イーケプラ点滴静注５００ｍｇ 1991 大塚製薬
レベチラセタム ５００ｍｇ５ｍＬ１瓶
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劇
注 ノーベルバール静注用２５０ｍｇ 2153 ノーベルファーマ

フェノバルビタールナトリウム ２５０ｍｇ１瓶×６瓶

劇
注 ホストイン静注７５０ｍｇ 6445 エ－ザイ

ホスフェニトインナトリウム水和物 ７５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶×２瓶

注 ミダフレッサ静注０．１％ 3392 アルフレッサ　ファーマ
ミダゾラム １０ｍｇ１０ｍＬ１瓶

114  解熱鎮痛消炎剤

院外 内 ＳＧ配合顆粒 9.9 塩野義製薬
ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤 ＳＰ　１ｇ×１０５包

内 アスピリン「ケンエー」 3.56 健栄製薬
アスピリン バラ　５００ｇ×１瓶

院内 内 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「マルイシ」 6.2 丸石製薬
アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠

院内 内 イブプロフェン錠１００ｍｇ「タイヨー」 5.1 テバ製薬
イブプロフェン １００ｍｇ１錠

劇
院内 内 エトドラク錠２００ｍｇ「トーワ」 9.4 東和薬品

エトドラク ２００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 カロナール細粒２０％ 7.4 昭和薬品化工
アセトアミノフェン ２００ｍｇ／ｇ　分包　０．５ｇ×１２００包

内 カロナール錠２００ 6.2 昭和薬品化工
アセトアミノフェン ２００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
内 カロナ－ルシロップ２％ 4.7 昭和薬品化工

アセトアミノフェン ２０ｍｇ／ｍＬ　５００ｍＬ×１瓶

劇
院外 内 クリアミン配合錠Ａ１．０ 11 日医工

エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤 １錠

院外 内 クリノリル錠１００ 11.9 日医工
スリンダク １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
院内 内 セレコキシブ錠１００㎎「YD」 11.6 陽進堂

セレコキシブ 100㎎1錠

劇
院外 内 セレコックス錠１００ｍｇ 64.6 ヴィアトリス製薬

セレコキシブ １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 ソランタール錠１００ｍｇ 10.2 アステラス製薬
チアラミド塩酸塩 １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
院内 内 トアラセット配合錠「ＤＳＥＰ」 11.9 第一三共エスファ

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン １錠

劇
内 トラマールＯＤ錠２５ｍｇ 32.6 ファイザー

トラマドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠

劇
院外 内 トラムセット配合錠 47.6 ヤンセンファーマ

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン １錠

劇
内 ナイキサン錠１００ｍｇ 6.5 田辺三菱製薬

ナプロキセン １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 ノイロトロピン錠４単位 29.5 日本臓器製薬
ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 ４単位／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
院外 内 ハイペン錠１００ｍｇ 14.2 日本新薬

エトドラク １００ｍｇ１錠

劇
院外 内 ハイペン錠２００ｍｇ 19.9 日本新薬

エトドラク ２００ｍｇ１錠

劇
院外 内 パラミヂンカプセル３００ｍｇ 12.9 武田薬品工業

ブコローム ３００ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

院外 内 ブルフェン錠１００ 5.9 科研製薬
イブプロフェン １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
内 フロベン顆粒８％ 27.3 科研製薬

フルルビプロフェン ８％１ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

劇
内 ボルタレン錠２５ｍｇ 10 ノバルティスファ－マ

ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 ポンタールカプセル２５０ｍｇ 8.2 第一三共
メフェナム酸 ２５０ｍｇ１カプセル

院外 内 モーバー錠１００ｍｇ 53.4 田辺三菱製薬
アクタリット １００ｍｇ１錠

劇
院外 内 モービック錠１０ｍｇ 41.8 日本ベーリンガー

メロキシカム １０ｍｇ１錠

劇
院外 内 モービック錠５ｍｇ 27 日本ベーリンガー

メロキシカム ５ｍｇ１錠

院外 内 モ－バ－錠１００ｍｇ 53.4 田辺三菱製薬+O122
アクタリット １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 ロキソニン錠６０ｍｇ 12.4 第一三共
ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠

院内 内 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「武田テバ」 8 武田テバファーマ
ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
院外 内 ワントラム錠１００ｍｇ 101.2 ファイザー

トラマドール塩酸塩 １００ｍｇ１錠

劇
注 アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ 320 テルモ

アセトアミノフェン １，０００ｍｇ１００ｍＬ１袋

劇
注 ソセゴン注射液１５ｍｇ 61 丸石製薬

ペンタゾシン １５ｍｇ１管×５０管

劇
注 トラマール注１００ 101 日本新薬

トラマドール塩酸塩 １００ｍｇ１管

注 ノイロトロピン注射液３．６単位 161 日本臓器製薬
ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 ３ｍＬ×１０管

劇
注 レペタン注０．２ｍｇ 125 大塚製薬

ブプレノルフィン塩酸塩 ０．２ｍｇ／１ｍＬ×１０管

劇
注 ロピオン静注５０ｍｇ 210 科研製薬

フルルビプロフェンアキセチル ５０ｍｇ／５ｍＬ×１０管

外 アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ 19.7 マイラン製薬
アセトアミノフェン １００ｍｇ／個　５個×１０

外 アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ 23.8 マイラン製薬
アセトアミノフェン ２００ｍｇ／個　５個×１０

劇
院内 外 ジクロフェナクナトリウム坐剤 20.3 日本ジェネリック

ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個

劇
院内 外 ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 20.3 日本ジェネリック

ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個

劇
院外 外 ボルタレンサポ１２．５ｍｇ 31.3 ノバルティスファ－マ

ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ／個　５個×１０　（アルミコンテナー）

劇
院外 外 ボルタレンサポ２５ｍｇ 35.7 ノバルティスファ－マ

ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ／個　５個×１０　（アルミコンテナー）

劇
院外 外 ボルタレンサポ５０ｍｇ 41.1 ノバルティスファ－マ

ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ／個　５個×１０　（アルミコンテナー）

劇
外 レペタン坐剤０．２ｍｇ 150.2 大塚製薬

ブプレノルフィン塩酸塩 ０．２ｍｇ／個　５０個
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院外 内 アーテン錠（２ｍｇ） 8.8 ファイザー
トリヘキシフェニジル塩酸塩 ２ｍｇ１錠

劇
院外 内 アジレクト錠０．５ｍｇ 519.7 武田薬品工業

ラサギリンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠

劇
院外 内 アジレクト錠１ｍｇ 963.6 武田薬品工業

ラサギリンメシル酸塩 １ｍｇ１錠

院内 内 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 5.9 沢井製薬
アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠

内 イーシー・ドパール配合錠 24 協和キリン
レボドパ・ベンセラジド塩酸塩 ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 エクフィナ錠50mg 953.2 エーザイ
サフィナミド 50mg1錠

劇
内 エフピーＯＤ錠２．５ 294.9 エフピ－

セレギリン塩酸塩 ２．５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 エンタカポン錠100mg「トーワ 46.3 東和薬品
エンタカポン 100mg1錠

院外 内 オンジェンティス錠25mg 972 小野薬品工業
オピカポン 25mg1錠

劇
内 カバサール錠０．２５ｍｇ 56.7 ファイザ－

カベルゴリン ０．２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１

劇
院外 内 カバサール錠１．０ｍｇ 183.9 ファイザー

カベルゴリン １ｍｇ１錠

院外 内 コムタン錠１００ｍｇ 145.5 ノバルティスファ－マ
エンタカポン １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 シンメトレル錠５０ｍｇ 12.7 ノバルティスファ－マ
アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 スタレボ配合錠Ｌ１００ 178.3 ノバルティスファーマ
レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン

院外 内 スタレボ配合錠Ｌ５０ 178 ノバルティスファーマ
レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン

院内 内 ドパコール配合錠Ｌ１００ 9.9 日医工
レボドパ・カルビドパ水和物 １錠

内 ドパストン散９８．５％ 58.1 大原薬品工業
レボドパ ９８．５％１ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

院外 内 ドプスＯＤ錠１００ｍｇ 50.5 大日本住友
ドロキシドパ １００ｍｇ１錠

劇
院外 内 ドミン錠０．４ 110.8 日本ベーリンガー

タリペキソール塩酸塩 ０．４ｍｇ１錠

内 トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「ニプロ」 8.7 ニプロ
トリヘキシフェニジル塩酸塩 ２ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 ドロキシドパカプセル１００ｍｇ「日医工」 37.3 日医工
ドロキシドパ １００ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

院外 内 ノウリアスト錠２０ｍｇ 796.9 協和キリン
イストラデフィリン ２０ｍｇ１錠

劇
院外 内 パーロデル錠２．５ｍｇ 46.4 ノバルティスファーマ

ブロモクリプチンメシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠

劇
内 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ 35.3 日本ベ－リンガ－イン

プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．１２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
内 ビ・シフロール錠０．５ｍｇ 119.8 日本ベ－リンガ－イン

プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 ビペリデン塩酸塩錠1㎎「アメル」 5.7 共和薬品工業
ビペリデン 1㎎1錠

劇
内 ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ 106.2 日本ベ－リンガ－イン

プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．３７５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
院外 内 ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ 361.7 日本ベーリンガー

プラミペキソール塩酸塩水和物 １．５ｍｇ１錠

院外 内 メネシット配合錠１００ 20.8 ＭＳＤ
レボドパ・カルビドパ水和物 ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 メネシット配合錠２５０ 50.9 ＭＳＤ
レボドパ・カルビドパ水和物 １錠

劇
院外 内 レキップＣＲ錠２ｍｇ 197.2 グラクソ・スミスクライン

ロピニロール塩酸塩 ２ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１４錠×８

劇
院外 内 レキップＣＲ錠８ｍｇ 669.5 ＧＳＫ

ロピニロール塩酸塩 ８ｍｇ１錠

劇
院外 内 レキップ錠０．２５ｍｇ 37.4 グラクソ・スミスクライン

ロピニロール塩酸塩 ０．２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　２１錠×５

劇
院外 内 レキップ錠１ｍｇ 129.8 ＧＳＫ

ロピニロール塩酸塩 １ｍｇ１錠

劇
院外 内 レキップ錠２ｍｇ 232.5 グラクソ・スミスクライン

ロピニロール塩酸塩 ２ｍｇ／錠　ＰＴＰ　２１錠×５

注 ドパストン静注２５ｍｇ 144 大原薬品工業
レボドパ ０．２５％１０ｍＬ１管×１０管

劇
院外 外 ニュープロパッチ１３．５ｍｇ 762.9 大塚製薬

ロチゴチン １３．５ｍｇ１枚

院外 外 ニュープロパッチ１８ｍｇ 910.4 大塚製薬
ロチゴチン １８ｍｇ1枚

劇
外 ニュープロパッチ２．２５ｍｇ 252.5 大塚製薬

ロチゴチン ２．２５ｍｇ１枚

劇
院外 外 ニュープロパッチ４．５ｍｇ 387.2 大塚製薬

ロチゴチン ４．５ｍｇ１枚

劇
院外 外 ニュープロパッチ９ｍｇ 594.2 大塚製薬

ロチゴチン ９ｍｇ１枚
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内 アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ 5.9 ファイザ－
ヒドロキシジンパモ酸塩 ２５ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

内 アナフラニール錠２５ｍｇ 17.1 アルフレッサファ－マ
クロミプラミン塩酸塩 ２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×２０

劇
内 アモキサンカプセル２５ｍｇ 11.2 ファイザ－

アモキサピン ２５ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

院内 内 アリピプラゾール錠6mg「アメル」 17.7 共和薬品工業
アリピプラゾール 6mg1錠

劇
院外 内 インチュニブ錠１ｍｇ 410.7 塩野義製薬 小児科限定

グアンファシン塩酸塩 １ｍｇ１錠

劇
院外 内 インチュニブ錠３ｍｇ 543 塩野義製薬 小児科限定

グアンファシン塩酸塩 ３ｍｇ１錠

院内 内 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＳＷ」 6.4 沢井製薬
エチゾラム ０．５ｍｇ１錠

劇
院外 内 エビリファイ錠１ｍｇ 25.2 大塚製薬

アリピプラゾール ３ｍｇ１錠

劇
院外 内 エビリファイ錠３ｍｇ 56 大塚製薬

アリピプラゾール ３ｍｇ１錠
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劇
院外 内 エビリファイ錠６ｍｇ 106.5 大塚製薬

アリピプラゾール ６ｍｇ１錠

劇
院内 内 オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「日医工」 13.7 日医工

オランザピン ２．５ｍｇ１錠

劇
院内 内 クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」 10.1 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠

劇
院外 内 コンサータ錠１８ｍｇ 344.1 ヤンセンファーマ

メチルフェニデート塩酸塩 １８ｍｇ１錠

劇
院外 内 コンサータ錠２７ｍｇ 381.2 ヤンセンファーマ

メチルフェニデート塩酸塩 ２７ｍｇ１錠

内 コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ 9.4 田辺三菱製薬
クロルプロマジン塩酸塩 １２．５ｍｇ１錠

劇
内 サインバルタカプセル２０ｍｇ 140.6 塩野義製薬

デュロキセチン塩酸塩 ２０ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

劇
院外 内 ストラテラカプセル１０ｍｇ 214.7 日本イーライリリー

アトモキセチン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル

劇
院外 内 ストラテラカプセル２５ｍｇ 268.7 日本イーライリリー

アトモキセチン塩酸塩 ２５ｍｇ１カプセル

劇
院外 内 ストラテラカプセル５ｍｇ 180.1 日本イーライリリー

アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１カプセル

劇
院外 内 ストラテラ内用液０．４％ 138.1 日本イーライリリー

アトモキセチン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ

劇
内 セレネース錠０．７５ｍｇ 7.9 大日本住友製薬

ハロペリドール ０．７５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
院外 内 セロクエル２５ｍｇ錠 28.7 アステラス製薬

クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
内 デジレル錠２５ 13.7 ファイザ－

トラゾドン塩酸塩 ２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 テトラミド錠１０ｍｇ 13.3 第一三共
ミアンセリン塩酸塩 １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　２１錠×５

院外 内 デパス錠０．５ｍｇ 9.2 田辺三菱製薬
エチゾラム ０．５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 トフラニール錠１０ｍｇ 9.8 アルフレッサファ－マ
イミプラミン塩酸塩 １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×３０

内 トリプタノール錠１０ 9.8 日医工
アミトリプチリン塩酸塩 １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×５０

劇
内 トレドミン錠２５ｍｇ 22.5 旭化成ファ－マ

ミルナシプラン塩酸塩 ２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 ノバミン錠５ｍｇ 9.8 塩野義製薬
プロクロルペラジンマレイン酸塩 ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
院外 内 パキシル錠１０ｍｇ 68.7 ＧＳＫ

パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠

劇
院内 内 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 17.8 ニプロ

パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
院外 内 ベゲタミン－Ｂ配合錠 塩野義製薬

クロルプロマジン・プロメタジン １錠

劇
院外 内 モディオダール錠１００ｍｇ 407.8 田辺三菱製薬

モダフィニル １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 リーゼ錠５ｍｇ 6.4 田辺三菱製薬
クロチアゼパム ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
内 リーマス錠２００ 17.5 大正製薬

炭酸リチウム ２００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
院外 内 リスパダール錠１ｍｇ 21.5 ヤンセンファーマ

リスペリドン １ｍｇ１錠

劇
院外 内 リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ 59.7 ヤンセンファーマ

リスペリドン ０．１％１ｍＬ

劇
院内 内 リスペリドン錠１ｍｇ「タカタ」 10.1 高田製薬

リスペリドン １ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 リスペリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」 18.8 ファイザー
リスペリドン 0.5mg1包

劇
院外 内 リタリン錠１０ｍｇ 8.2 ノバルティスファーマ

メチルフェニデート塩酸塩 １０ｍｇ１錠

劇
内 リフレックス錠15mg 181.6 meiji seika ファルマ

ミルタザピン 15mg１錠

院外 内 ルジオミール錠１０ｍｇ 9.1 田辺三菱製薬
マプロチリン塩酸塩 １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 ルボックス錠２５ 25.7 アッヴィ
フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
内 レボトミン散１０％ 10.4 田辺三菱製薬

レボメプロマジンマレイン酸塩 １００ｍｇ／ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

注 アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） 57 ファイザ－
ヒドロキシジン塩酸塩 ２．５％１ｍＬ１管×５０管

劇
注 セレネース注５ｍｇ 91 大日本住友製薬

ハロペリドール ０．５％１ｍＬ１管×１０管

劇
院外 注 ヒルナミン筋注２５ｍｇ 57 共和薬工

レボメプロマジン塩酸塩 ２．５％１ｍＬ１管

118  総合感冒剤
劇

内 ＰＬ配合顆粒 6.5 塩野義製薬
非ピリン系感冒剤 ＳＰ　１ｇ×１００包

119  その他の中枢神経系用薬
劇

院外 内 アリセプトＤ錠３ｍｇ 142.9 エーザイ
ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠

劇
院外 内 アリセプトＤ錠５ｍｇ 211.3 エ－ザイ

ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１４錠×４　（ＵＶカットフィルム）

内 グラマリール錠２５ｍｇ 17.1 アステラス製薬
チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 コレアジン錠12.5g 402.7 アルフレッサファーマ
テトラベナジン 12.5㎎1錠

劇
院外 内 サノレックス錠０．５ｍｇ 189.5 富士フィルムファーマ

マジンドール ０．５ｍｇ１錠

院外 内 セレジスト錠５ｍｇ 879 田辺三菱製薬
タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠

内 タリージェ錠１０ｍｇ 142.7 第一三共
ミロガバリンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠

内 タリージェ錠２．５ｍｇ 74.9 第一三共
ミロガバリンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠

院外 内 タリージェ錠５ｍｇ 103.3 第一三共
ミロガバリンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠

内 デエビゴ錠5㎎ 90.8 エーザイ
レンボレキサント 5mg1錠
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劇
院内 内 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「明治」 48.3 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ

ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１４錠×２

劇
院内 内 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 71.8 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ

ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１４錠×４

院内 内 プレガバリンOD25㎎「JG」 21.8 日本ジェネリック
プレガバリン 25㎎1錠

院内 内 プレガバリンOD75㎎「JG」 36.3 日本ジェネリック
プレガバリン 75㎎1錠

院外 内 ベルソムラ錠１０ｍｇ 69.3 ＭＳＤ
スボレキサント １０ｍｇ１錠

内 ベルソムラ錠１５ｍｇ 90.8 ＭＳＤ
スボレキサント １５ｍｇ１錠

院外 内 ベルソムラ錠２０ｍｇ 109.9 ＭＳＤ
スボレキサント ２０ｍｇ１錠

院外 内 ミオカーム内服液３３．３％ 27.3 ＵＣＢ
ピラセタム ３３．３％１ｍＬ

劇
院外 内 メマリーOD錠５ｍｇ 127.8 第一三共

メマンチン塩酸塩 5ｍｇ１錠

劇
院外 内 メマリー錠１０ｍｇ 227.5 第一三共

メマンチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠

劇
院外 内 メマリー錠２０ｍｇ 408 第一三共

メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠

劇
院外 内 メマリー錠５ｍｇ 127.8 第一三共

メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１４錠×４

劇
院内 内 メマンチン塩酸塩OD錠5㎎「YD」 29.2 陽進堂

メマンチン塩酸塩 5㎎1錠

院外 内 メラトベル顆粒小児用0.2％ 207.8 ノーベルファーマ
メラトニン 0.2％1g

院外 内 リリカＯＤ錠２５ｍｇ 62 ファイザー
プレガバリン ２５ｍｇ１錠

院外 内 リリカＯＤ錠７５ｍｇ 103.4 ファイザー
プレガバリン ７５ｍｇ１錠

院外 内 リルテック錠５０ 1374.3 サノフィ
リルゾール ５０ｍｇ１錠

院外 内 レグナイト錠３００ｍｇ 87.4 アステラス製薬
ガバペンチン　エナカルビル ３００ｍｇ１錠

劇
院外 内 レミッチＯＤ錠２．５μｇ 914.7 鳥居薬品

ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１錠

劇
院外 内 レミニールＯＤ錠１２ｍｇ 200.2 ヤンセンファーマ

ガランタミン臭化水素酸塩 １２ｍｇ１錠

劇
院外 内 レミニールＯＤ錠４ｍｇ 89.8 ヤンセンファーマ

ガランタミン臭化水素酸塩 ４ｍｇ１錠

劇
院外 内 レミニールＯＤ錠８ｍｇ 160.4 ヤンセンファーマ

ガランタミン臭化水素酸塩 ８ｍｇ１錠

内 ロゼレム錠８ｍｇ 86.2 武田薬品工業
ラメルテオン ８ｍｇ１錠

注  エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ「NP」 1033 ニプロ
エダラボン 30㎎100ｍL1キット

注 エムガルティ皮下注120mgシリンジ 44940 第一三共
ガルカネズマブ(遺伝子組換え) 120mg1mL1筒

劇
院外 外 リバスタッチパッチ１３．５ｍｇ 356.4 小野薬品工業

リバスチグミン １３．５ｍｇ１枚

劇
院外 外 リバスタッチパッチ１８ｍｇ 374.5 小野薬品工業

リバスチグミン １８ｍｇ１枚

劇
院外 外 リバスタッチパッチ４．５ｍｇ 296.3 小野薬品工業

リバスチグミン ４．５ｍｇ１枚

劇
院外 外 リバスタッチパッチ９ｍｇ 332.7 小野薬品工業

リバスチグミン ９ｍｇ１枚

121  局所麻酔剤
劇

内 キシロカインビスカス２％ 5.5 アストラゼネカ
塩酸リドカイン ２０ｍｇ／ｍＬ　１００ｍＬ×１瓶

院外 内 ストロカイン錠５ｍｇ 5.8 サンノーバ
オキセサゼイン ５ｍｇ１錠

劇
注 アナペイン注１０ｍｇ／ｍＬ 532 アストラゼネカ

ロピバカイン塩酸塩水和物 １００ｍｇ／１０ｍＬ×１０管

劇
注 アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ 1172 アストラゼネカ

ロピバカイン塩酸塩水和物 ２００ｍｇ／１００ｍＬ×１袋　（ポリバック）

注 アナペイン注7.5㎎/mL 473 アスペンジャパン
ロピバカイン 0.75％20ｍL1管

劇
注 キシロカイン注シリンジ１％ 187 アストラゼネカ

塩酸リドカイン １００ｍｇ／１０ｍＬ×１０筒

劇
注 キシロカイン注ポリアンプ０．５％ 91 アストラゼネカ

塩酸リドカイン ０．５％１０ｍＬ１管×１０管

劇
注 キシロカイン注ポリアンプ１％ 89 アストラゼネカ

塩酸リドカイン １％１０ｍＬ１管×１０管

劇
注 キシロカイン注ポリアンプ１％ 59 アストラゼネカ

塩酸リドカイン １％５ｍＬ１管×１０管

劇
注 キシロカイン注ポリアンプ２％ 76 アストラゼネカ

塩酸リドカイン ２％５ｍＬ１管×１０管

劇
注 ｷｼﾛｶｲﾝ注射液｢0.5%｣ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ(1:100000)含有 9.5 アストラゼネカ

塩酸リドカイン・アドレナリン ５ｍｇ／ｍＬ　２０ｍＬ×１瓶

劇
注 キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１０００００）含有 9.9 アストラゼネカ

塩酸リドカイン・アドレナリン １０ｍｇ／ｍＬ　２０ｍＬ×１瓶

劇
注 マーカイン注０．５％ 19.4 アストラゼネカ

ブピバカイン塩酸塩水和物 ５ｍｇ／ｍＬ　２０ｍＬ×１瓶

劇
注 マーカイン注脊麻用０．５％高比重 365 アストラゼネカ

ブピバカイン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ／４ｍＬ×１０管

劇
注 マーカイン注脊麻用０．５％等比重 364 アストラゼネカ

ブピバカイン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ／４ｍＬ×１０管

注 リドカイン点滴静注液１％「タカタ」 489 高田製薬
リドカイン １％２００ｍＬ１袋

注 ロカイン注１％ 94 アルフレッサ　ファーマ
プロカイン塩酸塩 １％５ｍＬ１管

劇
外 キシロカインポンプスプレー８％ 22 アストラゼネカ

リドカイン ８０ｇ×１瓶

外 キシロカイン液「４％」 12.2 アストラゼネカ
塩酸リドカイン ４０ｍｇ／ｍＬ　２０ｍＬ×１瓶

外 キシロカイン点眼液４％ 16.5 アストラゼネカ
塩酸リドカイン ４０ｍｇ／ｍＬ　２０ｍＬ×１瓶

劇
院内 外 リドカインテープ１８ｍｇ「ＮＰ」 32.2 ニプロ

リドカイン （１８ｍｇ）３０．５ｍｍ×５０．０ｍｍ１枚
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122  骨格筋弛緩剤

内 ダントリウムカプセル２５ｍｇ 22.1 アステラス製薬
ダントロレンナトリウム水和物 ２５ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

内 リンラキサー錠２５０ｍｇ 12.4 大正製薬
クロルフェネシンカルバミン酸エステル ２５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

注 ダントリウム静注用２０ｍｇ 9215 アステラス製薬
ダントロレンナトリウム水和物 ２０ｍｇ×５瓶

毒
注 ボトックス注用１００単位 66380 グラクソ・スミスクライン

Ａ型ボツリヌス毒素 １００単位１瓶×１瓶

毒
注 ボトックス注用５０単位 37004 グラクソ・スミスクライン

Ａ型ボツリヌス毒素 ５０単位１瓶×１瓶

毒
注 レラキシン注用２００ｍｇ 187 杏林製薬

スキサメトニウム塩化物水和物 ２００ｍｇ×１０瓶　１０ｍＬ（溶）付

毒
注 ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ「Ｆ」 360 富士製薬工業

ロクロニウム臭化物 ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶

123  自律神経剤
毒

内 ウブレチド錠５ｍｇ 16.8 鳥居薬品
ジスチグミン臭化物 ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 トランコロン錠７．５ｍｇ 5.7 アステラス製薬
メペンゾラート臭化物 ７．５ｍｇ１錠

劇
内 ベサコリン散５％ 11.6 エーザイ

ベタネコール塩化物 ５％１ｇ

劇
内 メスチノン錠６０ｍｇ 20.7 共和薬品工業

ピリドスチグミン臭化物 ６０ｍｇ／錠　ＳＰ　１０錠×１０

劇
注 アトワゴリバース静注シリンジ６ｍＬ 619 テルモ

ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水和物 ６ｍＬ１筒×１０筒

劇
注 オビソート注射用０．１ｇ 371 第一三共

アセチルコリン塩化物 １００ｍｇ１管×２０管　２ｍＬ（溶）付

124  鎮けい剤

院内 内 エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 5.9 日医工
エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
内 ギャバロン錠５ｍｇ 14.4 アルフレッサ　ファーマ

バクロフェン ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 コスパノンカプセル４０ｍｇ 9.2 エ－ザイ
フロプロピオン ４０ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

内 テルネリン錠１ｍｇ 12.1 田辺三菱製薬
チザニジン塩酸塩 １ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 ブスコパン錠１０ｍｇ 6.1 日本ベ－リンガ－イン
ブチルスコポラミン臭化物 １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 ミオナール錠５０ｍｇ 12.8 エ－ザイ
エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
内 ロートエキス散〈ハチ〉 9.7 吉田製薬

ロートエキス バラ　２５ｇ×１瓶

劇
注 アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 146 テルモ

アトロピン硫酸塩水和物 ０．５ｍｇ／１ｍＬ×１０筒

劇
注 アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ「タナベ」 95 田辺三菱製薬

アトロピン硫酸塩水和物 ０．０５％１ｍＬ１管×１０管

劇
注 ギャバロン髄注０．００５％１ｍＬ 1160 第一三共

バクロフェン ０．０５ｍｇ／１ｍＬ×１管

注 パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」 94 日医工
パパベリン塩酸塩 ４％１ｍＬ１管×１０管

劇
注 ブスコパン注２０ｍｇ 59 日本ベ－リンガ－イン

ブチルスコポラミン臭化物 ２％１ｍＬ１管×５０管

注 静注用マグネゾール２０ｍＬ 395 あすか製薬
硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖 ２０ｍＬ１管×１０管　（プラスチック）

注 硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ 95 大塚製薬
硫酸マグネシウム水和物 ０．５モル２０ｍＬ×１０管　（プラスチック）

131  眼科用剤

院外 内 アダプチノール錠５ｍｇ 38.9 バイエル
ヘレニエン ５ｍｇ１錠

劇
注 アイリーア硝子体内注射液４０ｍｇ／ｍＬ 137292 参天製薬

アフリベルセプト（遺伝子組換え） ２ｍｇ０．０５ｍＬ１瓶

院内 注 シェルガン0.5眼粘弾剤 4551.4 参天製薬
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 0.5ｍL1筒

劇
注 ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ 160698 ノバルティスファーマ

ラニビズマブ（遺伝子組換え） ０．５ｍｇ０．０５ｍＬ１筒

外 ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 22.5 日本点眼薬研究所
ポリビニルアルコールヨウ素 ０．２％１ｍＬ　２０ｍＬ×５瓶　（原液のみ）

劇
外 アイオピジンＵＤ点眼液１％ 670.1 ノバルティスファーマ

アプラクロニジン塩酸塩 １％０．１ｍＬ１個　０．１ｍＬ２個×５袋

院外 外 アイファガン点眼液０．１％ 453.2 千寿
ブリモニジン酒石酸塩 ０．１％１ｍＬ

外 アズレン点眼液0.02％「ニットー」 88.8 日東メディック
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 0.02％5mL

院外 外 アゾルガ配合懸濁性点眼液 360.4 ノバルティスファーマ
ブリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩 ５ｍＬ１瓶

院内 外 アトロピン0.01%点眼液 院内製剤 院内製剤
5ml/本

劇
外 アトロピン点眼液０.5% 院内製剤 院内製剤

アトロピン 5ml/1本

院外 外 アレジオンＬＸ点眼液０．１％ 676.3 参天製薬
エピナスチン塩酸塩 ０．１％１ｍＬ

外 エイゾプト懸濁性点眼液１％ 300.8 ノバルティスファーマ
ブリンゾラミド １％１ｍＬ　５ｍＬ×１０瓶

外 オゼックス点眼液０．３％ 133.5 大塚製薬
トスフロキサシントシル酸塩水和物 ３ｍｇ／ｍＬ　５ｍＬ×１０瓶

院外 外 ガチフロ点眼液０．３％ 89.6 武田薬品工業
ガチフロキサシン水和物 ０．３％１ｍＬ/5mL

院外 外 キサラタン点眼液０．００５％ 506.5 ファイザー
ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ

外 グラナテック点眼液０．４％ 453 興和創薬
リパスジル塩酸塩水和物 ０．４％１ｍＬ　5ml/瓶

院外 外 クラビット点眼液０．５％ 91.3 参天製薬
レボフロキサシン水和物 ５ｍｇ／ｍＬ　５ｍＬ×１０瓶

外 クラビット点眼液１．５％ 91 参天製薬
レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ

外 サイプレジン１％点眼液 81.6 参天製薬
シクロペントラート塩酸塩 １０ｍｇ／ｍＬ　１０ｍＬ×１瓶
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院内 外 サイプレジン１％点眼液 81.6 参天製薬 院内製剤原料として
シクロペントラート塩酸塩 １％１ｍＬ

外 ザジテン点眼液０．０５％ 473.4 ノバルティスファーマ
ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶×１０瓶

院外 外 ザラカム配合点眼液 920.2 ファイザー
ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩 2.5ｍL/本

外 サンコバ点眼液０．０２％ 88.8 参天製薬
シアノコバラミン １ｍｇ／５ｍＬ×１０瓶

劇
外 サンピロ点眼液２％ 139.8 参天製薬

ピロカルピン塩酸塩 ２％５ｍＬ１瓶×１０瓶

院外 外 ジクアス点眼液３％ 531.6 参天
ジクアホソルナトリウム ３％５ｍＬ１瓶

外 ゾビラックス眼軟膏３％ 551.5 日東メディック
アシクロビル ３％１ｇ　５ｇ×１本

劇
院外 外 タプコム配合点眼液 901.4 参天製薬

タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩 ２．５ｍＬ１瓶

劇
院外 外 タプロス点眼液０．００１５％ 903 参天製薬

タフルプロスト ０．００１５％１ｍＬ　２．５ｍＬ×５瓶

外 タリビッド眼軟膏０．３％ 113.5 参天製薬
オフロキサシン ３ｍｇ／ｇ　３．５ｇ×１０本　（チューブ）

外 デタントール０．０１％点眼液 241.1 参天製薬
ブナゾシン塩酸塩 ０．１ｍｇ／ｍＬ　５ｍＬ×１０瓶

院外 外 デュオトラバ配合点眼液 996.3 ノバルティスファーマ
トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩 １ｍＬ

劇
院外 外 トブラシン点眼液０．３％ 36.4 日東メディック

トブラマイシン ３ｍｇ１ｍＬ

院外 外 トラバタンズ点眼液０．００４％ 678.8 ノバルティスファーマ
トラボプロスト ０．００４％１ｍＬ/2.5mL

外 ネオシネジンコーワ５％点眼液 43.4 興和創薬
フェニレフリン塩酸塩 ５０ｍｇ／ｍＬ　１０ｍＬ×１瓶　（プラスチック）

外 ネオベノール点眼液０．４％ 13.6 日本点眼薬研究所
オキシブプロカイン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ　１５ｍＬ×１０瓶

外 ネオメドロールＥＥ軟膏 46.6 ファイザ－
フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン ３ｇ×１０本

外 ネバナック懸濁性点眼液０．１％ 164.8 ノバルティスファーマ
ネパフェナク ０．１％１ｍＬ　５ｍＬ×１０本

外 ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ 280.7 興和創薬
ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ　５ｍＬ×１０瓶

外 パタノール点眼液０．１％ 166.2 協和キリン
オロパタジン塩酸塩 ０．１％１ｍＬ　５ｍＬ×１０瓶

劇
院外 外 パピロックミニ点眼液０．１％ 206.6 参天

シクロスポリン ０．１％０．４ｍＬ１個

院内 外 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「わかもと」 125.4 わかもと製薬
ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶×５瓶

院外 外 ヒアレインミニ点眼液０．３％ 16.8 参天製薬
ヒアルロン酸ナトリウム １．２ｍｇ／０．４ｍＬ×１００個

院外 外 ヒアレイン点眼液０．１％ 324.2 参天
ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶

院外 外 ヒアレイン点眼液０．３％ 464.8 参天
ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶

外 ビーエスエスプラス５００眼灌流液０．０１８４％ 3246.2 日本アルコン
オキシグルタチオン ０．４６％２０ｍＬ×１瓶　（希釈液４８０ｍＬ付）

院内 外 ヒーロンＶ眼粘弾剤２．３％シリンジ０．６ｍＬ 8236.2 エイエムオー・ジャパン
精製ヒアルロン酸ナトリウム ２．３％０．６ｍＬ１筒

院内 外 ヒーロン眼粘弾剤１％シリンジ０．８５ｍＬ 3756.4 エイエムオー・ジャパン
精製ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒

外 ビスコート０．５眼粘弾剤 4551.4 日本アルコン
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 ０．５ｍＬ×１筒

院内 外 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005％「参天」 64.9 参天製薬
ピレノキシン 0.005％1mL　5mL/本

外 フラビタン眼軟膏０．１％ 26 アステラス製薬
フラビンアデニンジヌクレオチド ０．１％１ｇ　５ｇ×５本　（チューブ）

院外 外 フルメトロン点眼液０．０２％ 33.4 参天
フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ

外 フルメトロン点眼液０．１％ 40.8 参天製薬
フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ　５ｍＬ×１０瓶

院外 外 プレドニン眼軟膏 41.3 塩野義製薬
プレドニゾロン酢酸エステル ０．２５％１ｇ

外 ブロナック点眼液０．１％ 89.1 武田薬品工業
ブロムフェナクナトリウム水和物 ０．１％１ｍＬ　５ｍＬ×１０瓶

外 プロビスク０．８５眼粘弾剤１％ 2455.4 日本アルコン
ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ

外 ベガモックス点眼液０．５％ 112.5 ノバルティスファーマ
モキシフロキサシン塩酸塩 ０．５％１ｍＬ　５ｍＬ×１０瓶

外 ベストロン点眼用０．５％ 54.8 武田薬品工業
セフメノキシム塩酸塩 5mg1mL(溶解後の液として) 5mL(溶)×5瓶 ﾌﾟﾗ 25mg(力価)

外 ミケランＬＡ点眼液２％ 428.4 大塚製薬
カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ　２．５ｍＬ×１０瓶

院外 外 ミケルナ配合点眼液 647.4 大塚製薬
カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト 2.5ｍL/本

外 ミドリンＭ点眼液０．４％ 19.4 参天製薬
トロピカミド ０．４％１ｍＬ　５ｍＬ×１０瓶

外 ミドリンＰ点眼液 28.2 参天製薬
トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩 ５ｍＬ×１０瓶

院外 外 ムコスタ点眼液ＵＤ２％ 27.4 大塚製薬
レバミピド ２％０．３５ｍＬ１本

院外 外 ラクリミン点眼液0.05％ 93.5 参天製薬
オキシブプロカイン塩酸塩 0.05％5mL1本

院内 外 ラタノプロスト点眼液０．００５％「杏林」 202.4 杏林製薬
ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ　２．５ｍＬ×１０瓶

院外 外 リザベン点眼液０．５％ 493.3 キッセイ
トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶

外 リズモンＴＧ点眼液０．５％ 529 わかもと製薬
チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ　２．５ｍＬ×５瓶

院外 外 リボスチン点眼液０．０２５％ 107.7 ヤンセンファーマ
レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ

外 リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ 60.6 塩野義製薬
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム ０．１％１ｍＬ　５ｍＬ×１０瓶

院外 外 ルミガン点眼液０．０３％ 698 千寿
ビマトプロスト ０．０３％１ｍＬ

院内 外 ロメフロンミニムス眼科耳科用液0.3％ 36.2 千寿製薬
塩酸ロメフロキサシン 0.3％0.5mL1個
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外 人工涙液マイティア点眼液 87.1 武田薬品工業
ホウ酸・無機塩類配合剤 ５ｍＬ１瓶×１０瓶　（プラ）

劇
外 日点アトロピン点眼液１％ 296.6 日本点眼薬研究所

アトロピン硫酸塩水和物 １％５ｍＬ１瓶×１０瓶

132  耳鼻科用剤

院外 内 ストミンＡ配合錠 5.7 ゾンネボード製薬
ニコチン酸アミド・パパベリン塩酸塩 １錠

外 アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用 1761.3 ＧＳＫ
フルチカゾンフランカルボン酸エステル ３ｍｇ６ｇ１キット

院内 外 オフロキサシン耳科用液０．３％「ＣＥＯ」 63.9 セオリアファーマ
オフロキサシン ３ｍｇ１ｍＬ　５ｍL/本

院外 外 コールタイジン点鼻液 8.2 陽進堂
塩酸テトラヒドロゾリン・プレドニゾロン １ｍＬ

院外 外 ザジテン点鼻液０．０５％ 594 ノバルティスファ－マ
ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶×１０瓶

院外 外 ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 48.8 セオリアファーマ
ジオクチルソジウムスルホサクシネート 10mL/本

外 タリビッド耳科用液０．３％ 111.2 アルフレッサファーマ
オフロキサシン ３ｍｇ１ｍＬ　５ｍＬ×５本

院外 外 ナゾネックス点鼻液５０μｇ１１２噴霧用 2535.8 杏林製薬
モメタゾンフランカルボン酸エステル ９ｍｇ１８ｇ１瓶

院内 外 ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用 1248.9 杏林製薬
モメタゾンフランカルボン酸エステル ５ｍｇ１０ｇ１瓶

外 プリビナ液０．０５％ 4.1 ノバルティスファ－マ
ナファゾリン硝酸塩 ０．５ｍｇ／ｍＬ　５００ｍＬ×１瓶

院外 外 フルナーゼ点鼻液５０μｇ２８噴霧用 573.9 グラクソ・スミスクライン
フルチカゾンプロピオン酸エステル ２．０４ｍｇ／４ｍＬ×１０瓶

院外 外 ベストロン耳鼻科用１％ 92.7 千寿
セフメノキシム塩酸塩 １０ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液として）

院内 外 リティンパ耳科用２５０μgセット 32628.8 ノーベルファーマ 要時購入
鼓膜用ゼラチンスポンジ、トラフェルミン（遺伝子組換え）  ２５０μg1セット

院外 外 リノコートパウダースプレー鼻用２５μｇ 843.3 帝人ファーマ
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル １．５０ｍｇ０．９０８７ｇ１瓶

院外 外 リボスチン点鼻液０．０２５ｍｇ１１２噴霧用 661.4 ヤンセンファーマ
レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１５ｍＬ１瓶

院外 外 小児用フルナーゼ点鼻液２５μｇ５６噴霧用 544.1 ＧＳＫ
フルチカゾンプロピオン酸エステル ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶

133  鎮暈剤

内 セファドール錠２５ｍｇ 10.2 日本新薬
ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 トラベルミン配合錠 5.9 エ－ザイ
ジフェンヒドラミン・ジプロフィリン ＨＳ　１２錠×１０

院外 内 ドラマミン錠５０ｍｇ 10.7 陽進堂
ジメンヒドリナート ５０ｍｇ１錠

院内 内 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「日医工」 6.1 日医工
ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠

院外 内 メリスロン錠６ｍｇ 8.7 エ－ザイ
ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

注 トラベルミン注 64 エ－ザイ
ジフェンヒドラミン・ジプロフィリン １ｍＬ×１０管　（ガラス）

211  強心剤

院外 内 アンナカ「ヨシダ」 吉田製薬
安息香酸ナトリウムカフェイン １ｇ

院外 内 カルグート錠５ 29.3 田辺三菱製薬
デノパミン ５ｍｇ１錠

劇
内 ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ 9.8 アステラス製薬

ジゴキシン ０．１２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 48.9 アステラス製薬
ピモベンダン １．２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
内 ラニラピッド錠０．０５ｍｇ 5.7 中外製薬

メチルジゴキシン ０．０５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
注 イノバン注０．３％シリンジ 944 協和キリン

ドパミン塩酸塩 １５０ｍｇ／５０ｍＬ×５筒

劇
注 エホチ－ル注１０ｍｇ 59 日本ベ－リンガ－イン

エチレフリン塩酸塩 １％１ｍＬ１管×１０管

注 コアテック注５ｍｇ 3676 エ－ザイ
オルプリノン塩酸塩水和物 ５ｍｇ／５ｍＬ×１０管

劇
注 ジゴシン注０．２５ｍｇ 136 太陽ファルマ

ジゴキシン ０．２５ｍｇ／１ｍＬ×１０管

〇
院内 注 ドブタミン持続静注150㎎シリンジ「KKC」 1109 協和発酵キリン

ドブタミン塩酸塩 150㎎１シリンジ

注 ネオフィリン注PL２５０ｍｇ 92 エーザイ
アミノフィリン水和物 250mL/10mL

劇
注 プロタノールＬ注０．２ｍｇ 213 興和創薬

ｌ－イソプレナリン塩酸塩 ０．０２％１ｍＬ１管×１０管

劇
注 ミルリノン注１０ｍｇ「タカタ」 1518 高田製薬

ミルリノン １０ｍｇ／１０ｍＬ×５管

注 レスピア静注・経口液６０ｍｇ 825 ノーベルファーマ
無水カフェイン ６０ｍｇ３ｍＬ１瓶

212  不整脈用剤
劇

内 アスペノンカプセル１０ 34.9 バイエル薬品
アプリンジン塩酸塩 １０ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

毒
内 アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 110 アステラス製薬

アミオダロン塩酸塩 １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

毒
内 アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ「ＴＥ」 66.2 アステラス製薬

アミオダロン塩酸塩 ５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 アミサリン錠１２５ｍｇ 10.1 アルフレッサファ－マ
プロカインアミド塩酸塩 １２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

毒
院外 内 アンカロン錠１００ 234.6 サノフィ

アミオダロン塩酸塩 １００ｍｇ１錠

劇
内 インデラル錠１０ｍｇ 11.6 アストラゼネカ

プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１２

劇
内 サンリズムカプセル５０ｍｇ 60.4 第一三共

ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

劇
内 シベノール錠５０ｍｇ 27.3 アステラス製薬

シベンゾリンコハク酸塩 ５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 ソタコール錠４０ｍｇ 125.9 ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔ-ｽﾞ
ソタロール塩酸塩 ４０ｍｇ１錠
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劇
内 タンボコール錠５０ｍｇ 64.7 エ－ザイ

フレカイニド酢酸塩 ５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 テノーミン錠２５ 12.7 アストラゼネカ
アテノロール ２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×２０

院内 内 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625ｍｇ「トーワ」 10.1 東和薬品
ビソプロロールフマル酸塩 0.625ｍｇ1錠

院内 内 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5ｍｇ「トーワ」 10.1 東和薬品
ビソプロロールフマル酸塩 2.5ｍｇ1錠

劇
内 プロノン錠１５０ｍｇ 40.5 アステラス製薬

プロパフェノン塩酸塩 １５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
内 ベプリコール錠５０ｍｇ 56.5 第一三共

ベプリジル塩酸塩水和物 ５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 メインテート錠２．５ｍｇ 21.8 田辺三菱製薬
ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠

院外 内 メインテート錠５ｍｇ 30.7 田辺三菱製薬
ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠

劇
内 メキシチールカプセル５０ｍｇ 13.9 太陽ファルマ

メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

劇
院外 内 リスモダンＲ錠１５０ｍｇ 37.9 クリニジェン

リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠

劇
内 リスモダンカプセル１００ｍｇ 36.1 クリニジェン

ジソピラミド １００ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

劇
注 アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 1078 トーアエイヨー

アミオダロン塩酸塩 150mg3mL1管

注 アミサリン注２００ｍｇ 94 アルフレッサファ－マ
プロカインアミド塩酸塩 １０％２ｍＬ１管×１０管

劇
注 インデラル注射液２ｍｇ 81 アストラゼネカ

プロプラノロール塩酸塩 ２ｍｇ／２ｍＬ×１０管

劇
注 オノアクト点滴静注用５０ｍｇ 4508 小野薬品工業

ランジオロール塩酸塩 ５０ｍｇ×５瓶

劇
注 コアベータ静注用１２．５ｍｇ 2759 小野薬品工業

ランジオロール塩酸塩 １２．５ｍｇ１瓶×５瓶

劇
注 サンリズム注射液５０ 574 第一三共

ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ／５ｍＬ×１０管

院内 注 シンビット静注用５０ｍｇ 4347 トーアエイヨー
ニフェカラント塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶

劇
注 リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 148 テルモ

塩酸リドカイン １００ｍｇ／５ｍＬ×１０筒

劇
注 ワソラン静注５ｍｇ 243 エ－ザイ

ベラパミル塩酸塩 ０．２５％２ｍＬ１管×１０管　（ガラス）

213  利尿剤

内 アルダクトンＡ細粒１０％ 76.1 ファイザ－
スピロノラクトン １００ｍｇ／ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

院外 内 アルダクトンＡ錠２５ｍｇ 17.9 ファイザー
スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠

院内 内 イソソルビド内用液７０％「ＣＥＯ」 3.6 武田薬品工業
イソソルビド ７０％１ｍＬ

劇
内 サムスカOD錠７．５ｍｇ 1084.7 大塚製薬

トルバプタン ７．５ｍｇ１錠

劇
院外 内 サムスカ顆粒１％ 1613 大塚製薬

トルバプタン １％１ｇ

内 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」 5.7 東和薬品
スピロノラクトン ２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 ダイアモックス錠２５０ｍｇ 21.6 三和化学研究所
アセタゾラミド ２５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 トラセミドＯＤ錠４ｍｇ「ＴＥ」 8.1 トーアエイヨ―
トラセミド ４ｍｇ１錠

内 フルイトラン錠１ｍｇ 9.8 塩野義製薬
トリクロルメチアジド １ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 フルイトラン錠２ｍｇ 9.8 塩野義製薬
トリクロルメチアジド ２ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 6.5 エルメッド
フロセミド ４０ｍｇ／ｇ　バラ　１００ｇ×１袋

院外 内 メニレット７０％ゼリー３０ｇ 128.9 エルメッド
イソソルビド ７０％３０ｇ１個

内 ラシックス錠２０ｍｇ 9.8 日医工
フロセミド ２０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 ラシックス錠４０ｍｇ 12.6 日医工
フロセミド ４０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 ルプラック錠４ｍｇ 19.5 富士フイルム富山化学
トラセミド ４ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
注 ソルダクトン静注用１００ｍｇ 288 ファイザ－

カンレノ酸カリウム １００ｍｇ１管×１０管

注 ダイアモックス注射用５００ｍｇ 542 三和化学研究所
アセタゾラミドナトリウム ５００ｍｇ×１瓶

注 ラシックス注１００ｍｇ 136 日医工
フロセミド １００ｍｇ１管×１０管

注 ラシックス注２０ｍｇ 62 日医工
フロセミド ２０ｍｇ１管×５０管

214  血圧降下剤

院外 内 アーチスト錠１０ｍｇ 33.8 第一三共
カルベジロール １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 アーチスト錠２．５ｍｇ 18.8 第一三共
カルベジロール ２．５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
院外 内 アイミクス配合錠ＨＤ 108.6 大日本住友製薬

イルベサルタン100mg アムロジピン10mg 1錠

劇
院外 内 アイミクス配合錠ＬＤ 95.1 大日本住友製薬

イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩

内 アジルバ錠２０ｍｇ 140.2 武田薬品工業
アジルサルタン ２０ｍｇ１錠

院内 内 アゼルニジピン錠８ｍｇ「日医工」 10.1 日医工
アゼルニジピン ８ｍｇ１錠

内 アテレック錠１０ 39.8 持田製薬
シルニジピン １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 アプレゾリン錠１０ｍｇ 9.4 ノバルティスファ－マ
ヒドララジン塩酸塩 １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１００

内 アルドメット錠２５０ 9.8 ミノファーゲン製薬
メチルドパ水和物 ２５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×５０

院内 内 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ファイザー」 10.4 ファイザ－
イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０
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院内 内 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 19.7 ファイザ－
イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 イルベタン錠１００ｍｇ 82.4 塩野義製薬
イルベサルタン １００ｍｇ１錠

院外 内 エースコール錠２ｍｇ 53.7 第一三共
テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 エカード配合錠ＨＤ 103.9 武田薬品工業
カンデサルタンシレキセチル・ヒドロクロロチアジド １錠

劇
院外 内 エックスフォージ配合錠 81.2 ノバルティスファーマ

バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠

院内 内 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 10.1 日本ジェネリック
エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠

院内 内 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＪＧ」 10.1 日本ジェネリック
エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 エブランチルカプセル１５ｍｇ 15.1 三和化学研究所
ウラピジル １５ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

院内 内 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 15.5 第一三共エスファ
オルメサルタンメドキソミル １０ｍｇ１錠

院外 内 オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ 45.6 第一三共
オルメサルタンメドキソミル １０ｍｇ１錠

院外 内 オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ 86.9 第一三共
オルメサルタンメドキソミル ２０ｍｇ１錠

院内 内 カタプレス錠７５μｇ 5.9 日本ベ－リンガ－イン
クロニジン塩酸塩 ０．０７５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 カプトプリル錠１２．５「ＳＷ」 5.7 沢井製薬
カプトプリル １２．５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 カルデナリン錠１ｍｇ 21.7 ファイザ－
ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 カルデナリン錠２ｍｇ 30.6 ファイザ－
ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 カルブロック錠１６ｍｇ 44.2 第一三共
アゼルニジピン １６ｍｇ１錠

院外 内 カルブロック錠８ｍｇ 24.5 第一三共
アゼルニジピン ８ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 14 沢井製薬
カルベジロール １０ｍｇ１錠

院内 内 カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 10.1 沢井製薬
カルベジロール ２．５ｍｇ１錠

院内 内 カンデサルタン錠４ｍｇ「あすか 24.2 あすか製薬
カンデサルタンシレキセチル ４ｍｇ１錠

院外 内 コディオ配合錠ＥＸ 86.1 ノバルティスファーマ
バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠

院外 内 コバシル錠２ｍｇ 49 協和キリン
ペリンドプリルエルブミン ２ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 コバシル錠４ｍｇ 85.9 協和キリン
ペリンドプリルエルブミン ４ｍｇ１錠

劇
院外 内 ザクラス配合錠ＨＤ 110.9 武田薬品工業

アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠

内 セララ25mg 39.5 ファイザー
エプレレノン 25mg1錠

院外 内 セララ錠５０ｍｇ 76.2 ファイザー
エプレレノン ５０ｍｇ１錠

劇
院外 内 セレクトール錠１００ｍｇ 29.5 日本新薬

セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
内 セロケン錠２０ｍｇ 11 アストラゼネカ

メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 タナトリル錠２．５ 27.4 田辺三菱製薬
イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠

院外 内 タナトリル錠５ 45.4 田辺三菱製薬
イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠

院外 内 ディオバン錠４０ｍｇ 41.1 ノバルティスファ－マ
バルサルタン ４０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１４錠×１０

院外 内 ディオバン錠８０ｍｇ 76.8 ノバルティスファ－マ
バルサルタン ８０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１４錠×１０

院内 内 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 27.3 第一三共エスファ
テルミサルタン ４０ｍｇ１錠

院内 内 ドキサゾシン錠１ｍｇ「サワイ」 10.1 沢井製薬
ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠

院内 内 ドキサゾシン錠２ｍｇ「サワイ」 12.9 沢井製薬
ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠

劇
院外 内 トランデート錠１００ｍｇ 21.3 アスペンジャパン

ラベタロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠

劇
院外 内 トランデート錠５０ｍｇ 13.5 アスペンジャパン

ラベタロール塩酸塩 ５０ｍｇ１錠

劇
院外 内 ニバジール錠２ｍｇ 12.3 アステラス製薬

ニルバジピン ２ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 ニューロタン錠２５ｍｇ 48 ＭＳＤ
ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠

院外 内 プレミネント配合錠ＬＤ 96 ＭＳＤ
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド １錠

院外 内 ブロプレス錠４ 51.6 武田薬品工業
カンデサルタンシレキセチル ４ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 ブロプレス錠８ 99.7 武田薬品工業
カンデサルタンシレキセチル ８ｍｇ１錠

院外 内 ペルジピンＬＡカプセル２０ｍｇ 12.3 ＬＴＬファーマ
ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

劇
院外 内 ミカムロ配合錠ＡＰ 89.9 日本ベーリンガー

テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠

院外 内 ミカルディス錠２０ｍｇ 46 日本ベーリンガー
テルミサルタン ２０ｍｇ１錠

院外 内 ミカルディス錠４０ｍｇ 87.1 日本ベーリンガー
テルミサルタン ４０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１４錠×１０

内 ミネブロ錠２．５ｍｇ 91.6 第一三共
エサキセレノン ２．５ｍｇ１錠

院外 内 ミネブロ錠５ｍｇ 137.4 第一三共
エサキセレノン ５ｍｇ１錠

劇
院外 内 ユニシア配合錠ＨＤ 101.5 武田薬品工業

カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩 １錠

院外 内 ラジレス錠１５０ｍｇ 116.1 ノバルティスファーマ
アリスキレンフマル酸塩 １５０ｍｇ１錠

院外 内 レザルタス配合錠ＨＤ 107.9 第一三共
オルメサルタンメドキソミル・アゼルニジピン １錠
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院外 内 レザルタス配合錠ＬＤ 58.2 第一三共
オルメサルタンメドキソミル・アゼルニジピン １錠

院外 内 レニベース錠２．５ 20.3 ＭＳＤ
エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠

院外 内 レニベース錠５ 24.8 ＭＳＤ
エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サワイ」 14.9 沢井製薬
ロサルタンカリウム ２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

注 ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワイ」 122 沢井製薬
ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管×１０管

毒
注 ニトプロ持続静注液３０ｍｇ 2651 丸石製薬

ニトロプルシドナトリウム水和物 ３０ｍｇ／１０ｍＬ×１０管

毒
注 ニトプロ持続静注液６ｍｇ 676 丸石製薬

ニトロプルシドナトリウム水和物 ６ｍｇ／２ｍＬ×１０管

劇
注 ペルジピン注射液２ｍｇ 156 ＬＴＬファーマ

ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ／２ｍＬ×１０管

外 ビソノテープ2mg 54.6 トーアエイヨー
ビソプロロール 2mg1枚

外 ビソノテープ４ｍｇ 74.5 アステラス製薬
ビソプロロール ４ｍｇ１枚

院外 外 ビソノテープ８ｍｇ 102 アステラス製薬
ビソプロロール ８ｍｇ１枚

216  血管収縮剤
劇

院外 内 イミグラン錠５０ 579.9 ＧＳＫ
スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠

劇
院外 内 ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ 639.6 アストラゼネカ

ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠

劇
内 マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ 590.2 エ－ザイ

リザトリプタン安息香酸塩 １０ｍｇ／錠　３錠×２ケース

内 メトリジン錠２ｍｇ 24.5 大正製薬
ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
内 レルパックス錠２０ｍｇ 610.4 ファイザ－

エレトリプタン臭化水素酸塩 ２０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１　（患者さん用パッケージ入り）

劇
注 ネオシネジンコーワ注１ｍｇ 59 興和創薬

フェニレフリン塩酸塩 １ｍｇ／１ｍＬ×１０管

劇
外 イミグラン点鼻液２０ 705.2 グラクソ・スミスクライン

スマトリプタン ２０ｍｇ／０．１ｍＬ×６個

217  血管拡張剤

院外 内 アイトロール錠２０ｍｇ 12 アステラス製薬
一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
院外 内 アダラートＣＲ錠２０ｍｇ 21.7 バイエル薬品

ニフェジピン ２０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
院外 内 アダラートＣＲ錠４０ｍｇ 41.1 バイエル

ニフェジピン ４０ｍｇ１錠

劇
院外 内 アダラートＬ錠１０ｍｇ 12.9 バイエル薬品

ニフェジピン １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」 10.1 沢井製薬
アムロジピン 2.5mg1錠

院内 内 アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 12.8 沢井製薬
アムロジピン 5mg1錠

劇
院外 内 アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ 19.4 大日本住友

アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠

劇
院外 内 アムロジンＯＤ錠５ｍｇ 34.3 大日本住友

アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠

劇
院外 内 アムロジン錠５ｍｇ 34.3 大日本住友

アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠

劇
院外 内 コニール錠４ 33.5 協和キリン

ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠

劇
院外 内 コニール錠８ 66.7 協和キリン

ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠

院外 内 コメリアンコーワ錠５０ 8.5 興和創薬
ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 シグマート錠５ｍｇ 12.4 中外製薬
ニコランジル ５ｍｇ１錠

院外 内 ジピリダモール散１２．５％「ＪＧ」 21.4 長生堂
ジピリダモール １２．５％１ｇ

院内 内 ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」 10.1 沢井製薬
ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル

内 ズファジラン錠１０ｍｇ 9.1 第一三共
イソクスプリン塩酸塩 １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１００

劇
内 セパミット－Ｒ細粒２％ 32.4 日本ジェネリック

ニフェジピン ２％１ｇ　ＳＰ　０．５ｇ×６００包

内 ニコランジル錠５ｍｇ「日医工」 5.9 日医工
ニコランジル ５ｍｇ／錠　バラ　１０００錠×１瓶

内 ニトロールＲカプセル２０ｍｇ 12.4 エ－ザイ
硝酸イソソルビド ２０ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

劇
内 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 12.2 日本化薬

ニトログリセリン ０．３ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
院内 内 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「日医工」 9.1 日医工

ニフェジピン ２０ｍｇ１錠

院内 内 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「日医工」 5.7 日医工
ニフェジピン １０ｍｇ１錠

劇
院内 内 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＹＤ」 14 共創未来ファーマ

ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 ペルサンチン錠２５ｍｇ 6.8 日本ベ－リンガ－イン
ジピリダモール ２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ 23.9 田辺三菱製薬
ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

内 ワソラン錠４０ｍｇ 7.2 エ－ザイ
ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 7.7 沢井製薬
一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠

劇
注 ズファジラン筋注５ｍｇ 59 第一三共

イソクスプリン塩酸塩 ０．５％１ｍＬ１管×２０管

注 ニコランジル点滴静注用２ｍｇ「サワイ」 109 沢井製薬
ニコランジル ２ｍｇ１瓶×１０瓶

注 ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「サワイ」 1390 沢井製薬
ニコランジル ４８ｍｇ１瓶×１０瓶

注 ニトロール注５ｍｇ 198 エ－ザイ
硝酸イソソルビド ５ｍｇ／１０ｍＬ×１０管
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注 ニトログリセリン点滴静注５０ｍｇ/１００ｍL「TE」 1731 トーアエイヨー
ニトログリセリン ５０ｍｇ１００ｍL１袋

劇
注 ハンプ注射用１０００ 1675 第一三共

カルペリチド（遺伝子組換え） １０００μｇ×１０瓶

劇
注 ミリスロール注５ｍｇ／１０ｍＬ 422 日本化薬

ニトログリセリン ５ｍｇ／１０ｍＬ×１０管

劇
注 塩酸ジルチアゼム注射用５０「日医工」 日医工

ジルチアゼム塩酸塩 ５０ｍｇ×１０管

院外 外 フランドルテープ４０ｍｇ 58.5 トーアエイヨー
硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚

劇
外 ミオコールスプレー０．３ｍｇ 1501.5 アステラス製薬

ニトログリセリン ６．５ｍｇ／ｇ　７．２ｇ×１缶

院内 外 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 29.2 エルメッド
硝酸イソソルビド ４０ｍｇ／（５．５ｃｍ×５．５ｃｍ）×１００袋

218  高脂血症用剤

院外 内 アトーゼット配合錠ＬＤ 161.2 バイエル
エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物   エゼチミブ１０ｍｇ/アトルバスタチン10㎎1錠

院内 内 アトルバスタチン錠10ｍｇ「ＮＰ」 17.6 ニプロ
アトルバスタチン 10mg1錠

院内 内 アトルバスタチン錠5ｍｇ「ＮＰ」 10.1 ニプロ
アトルバスタチン 5mg1錠

院外 内 クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ 47.8 アストラゼネカ
ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠

院外 内 クレストール錠５ｍｇ 89 アストラゼネカ
ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠

内 コレバインミニ８３％ 42.2 田辺三菱製薬
コレスチミド ８３０ｍｇ／ｇ　分包　１．８１ｇ×７０包

院外 内 ゼチーア錠１０ｍｇ 159.1 ＭＳＤ
エゼチミブ １０ｍｇ１錠

院外 内 パルモディア錠0.1ｍｇ 34.1 興和
ペマフィブラート 0.1ｍｇ1錠

院内 内 ピタバスタチンCa・OD錠1㎎「サワイ」 13.7 サワイ
ピタバスタチンカルシウム 1mg1錠

院内 内 プラバスタチンＮａ塩錠５ｍｇ「タナベ」 11.4 田辺製薬販売
プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ 21.8 キッセイ
ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠

院内 内 ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ「ＪＧ」 10.1 日本ジェネリック
ベザフィブラート ２００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 メバロチン錠１０ 54.5 第一三共
プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠

院外 内 メバロチン錠５ 29.1 第一三共
プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠

院外 内 リバロＯＤ錠１ｍｇ 42.7 興和創薬
ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 リバロ錠２ｍｇ 80.2 興和
ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠

院外 内 リピトール錠１０ｍｇ 72.8 ヴィアトリス製薬
アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠

院外 内 リピトール錠５ｍｇ 38.1 ヴィアトリス製薬
アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠

院外 内 レパーサ皮下注140ｍｇペン 24344 アムジェン
エボロクマブ 140ｍｇ1mL1キット

院外 内 ロスーゼット配合錠HD 160.8 バイエル
エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム エゼチミブ10mg/ロスバスタチン5mg

院外 内 ロスーゼット配合錠LD 162.6 バイエル
エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム エゼチミブ10mg/ロスバスタチン2.5mg

院内 内 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 16.4 第一三共エスファ
ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠

院外 内 ロトリガ粒状カプセル２ｇ 229.1 武田薬品工業
オメガ－３脂肪酸エチル ２ｇ１包

219  その他の循環器官用薬
劇

内 アピスタンディン注射用５００μｇ 富士製薬工業
アルプロスタジル　アルファデクス ５００μｇ１瓶

院内 内 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 5.9 沢井製薬
イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠

院外 内 ヴォリブリス錠２．５ｍｇ 5143.8 ＧＳＫ
アンブリセンタン ２．５ｍｇ１錠

内 エンレスト錠１００㎎ 115.2 ノバルティスファーマ
サクビトリルバルサルタン 100㎎1錠

院外 内 エンレスト錠200㎎ 201.9 ノバルティスファーマ
サクビトリルサルタン 200㎎1錠

劇
院外 内 カデュエット配合錠３番 72 ファイザー

アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 １錠

劇
院外 内 カデュエット配合錠４番 104.5 ファイザー

アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 １錠

院外 内 カリメート経口液２０％ 72 興和
ポリスチレンスルホン酸カルシウム ２０％２５ｇ１包

内 カリメート散 12.4 興和創薬
ポリスチレンスルホン酸カルシウム 分包　５ｇ×１２６包

内 キックリンカプセル２５０ｍｇ 26.3 アステラス製薬
ビキサロマー ２５０ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

院外 内 キックリン顆粒８６．２％ 91.1 アステラス製薬
ビキサロマー ８６．２％１ｇ

院外 内 ケイキサレートドライシロップ７６％ 13 鳥居薬品
ポリスチレンスルホン酸ナトリウム ７６％１ｇ　分包　３．２７ｇ×８４包

劇
内 コララン錠２．５ｍｇ 82.9 小野薬品工業

イバブラジン ２．５ｍｇ１錠

劇
院外 内 コララン錠５ｍｇ 145.4 小野薬品工業

イバブラジン ５ｍｇ１錠

院外 内 サアミオン錠５ｍｇ 21.2 田辺三菱製薬
ニセルゴリン ５ｍｇ１錠

院外 内 セロクラール錠２０ｍｇ 11.3 サノフィ
イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」 9.8 沢井製薬
ニセルゴリン ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 ピートル顆粒分包２５０ｍｇ 165.6 キッセイ
スクロオキシ水酸化鉄 ２５０ｍｇ１包

院外 内 フォスブロック錠２５０ｍｇ 19.5 協和キリン
セベラマー塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠

13 東京北医療センター　薬剤室　DI　発行



東京北医療センター採用医薬品集 薬効順
採用
区分 薬種 品名 薬価　（円） 販売元名

2021年10月5日

コメント 規格

院外 内 ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ 115.6 バイエル
炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１錠

院外 内 ホスレノールＯＤ錠５００ｍｇ 168.5 バイエル
炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１錠

院外 内 ホスレノール顆粒分包２５０ｍｇ 114.8 バイエル
炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１包

院外 内 ホスレノール顆粒分包５００ｍｇ 167.1 バイエル
炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１包

院内 内 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 68.4 アステラス製薬
ポリスチレンスルホン酸カルシウム 20％25g1個

内 ミグシス錠５ｍｇ 23.5 ファイザ－
塩酸ロメリジン ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１４錠×１０

内 ユベラＮカプセル１００ｍｇ 5.9 エ－ザイ
トコフェロールニコチン酸エステル １００ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

院外 内 リオナ錠２５０ｍｇ 78.2 鳥居薬品
クエン酸第二鉄水和物 ２５０ｍｇ１錠

内 リズミック錠１０ｍｇ 18.5 大日本住友製薬
アメジニウムメチル硫酸塩 １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 レバチオ錠２０ｍｇ 1257.1 ファイザ－
シルデナフィルクエン酸塩 ２０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１５錠×６

内 ロケルマ懸濁用散分包5㎎ 1095.2 アストラゼネカ
ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物 5ｇ1包

注 ２０％マンニットール注射液「ＹＤ」 454 陽進堂
Ｄ－マンニトール ２０％３００ｍＬ１瓶×１０瓶

劇
注 アルプロスタジル注１０μｇ「サワイ」 1026 沢井製薬

アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管×１０管

劇
注 インダシン静注用１ｍｇ 6624 ノーベルファーマ

インドメタシンナトリウム １ｍｇ１瓶

注 グリセレブ配合点滴静注 197 テルモ
濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ×３０袋

劇
注 タンデトロン注射用２０ 高田製薬

アルプロスタジル　アルファデクス ２０μｇ１瓶

劇
注 タンデトロン注射用５００ 日本化薬

アルプロスタジル　アルファデクス ５００μｇ１瓶×５瓶

院内 注 ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」 1036 共和クリティケア
ファスジル塩酸塩 30mg1管

221  呼吸促進剤
劇

注 ドプラム注射液４００ｍｇ 106 キッセイ薬品工業
ドキサプラム塩酸塩水和物 ２０ｍｇ／ｍＬ　２０ｍＬ×１瓶

劇
注 ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第一三共」 921 アルフレッサファ－マ

ナロキソン塩酸塩 ０．２ｍｇ１ｍＬ１管×１０管

劇
注 フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「サワイ」 1220 沢井製薬

フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管

外 サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ 73266.8 田辺三菱製薬
肺サーファクタント １２０ｍｇ×１瓶

222  鎮咳剤

内 カフコデＮ配合錠 5.9 マイラン製薬
ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤 ＰＴＰ　１０錠×１０

内 フスコデ配合錠 5.7 マイラン製薬
鎮咳配合剤 ＰＴＰ　１０錠×１０

内 メジコン錠１５ｍｇ 5.7 塩野義製薬
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 １５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
注 ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ 94 日医工

エフェドリン塩酸塩 ４０ｍｇ／１ｍＬ×１０管

223  去たん剤

院内 内 アンブロキソール塩酸塩Ｌカプセル４５ｍｇ「サワイ」 18.2 沢井製薬
アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

院内 内 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」 5.7 沢井製薬
アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」 5.7 沢井製薬
カルボシステイン ２５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 スペリア錠２００ 10.1 久光製薬
フドステイン ２００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 ブロムヘキシン塩酸塩錠4㎎「サワイ」 5.1 沢井製薬
ブロムヘキシン塩酸塩 4㎎1錠

内 ムコサールドライシロップ１．５％ 28 日本ベ－リンガ－イン
アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

院外 内 ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ 44.2 帝人ファーマ
アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１錠

院外 内 ムコソルバン錠１５ｍｇ 13.5 帝人ファーマ
アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠

内 ムコダインＤＳ５０％ 21.4 杏林製薬
カルボシステイン ５０％１ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

院外 内 ムコダインシロップ５％ 6.1 杏林
カルボシステイン ５％１ｍＬ

院外 内 ムコダイン錠２５０ｍｇ 8.5 杏林
カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠

院外 内 小児用ムコソルバンシロップ０．３％ 8.3 帝人ファーマ
アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ

注 ビソルボン注４ｍｇ 58 日本ベ－リンガ－イン
ブロムヘキシン塩酸塩 ０．２％２ｍＬ１管×１０管

院外 外 ビソルボン吸入液０．２％ 13.7 日本ベ－リンガ－イン
ブロムヘキシン塩酸塩 ０．２％１ｍＬ　４５ｍＬ×１瓶

外 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 7 テバ製薬
ブロムヘキシン塩酸塩 ０．２％１ｍＬ／45mL

院内 外 ムコフィリン吸入液20％ 53.1 エーザイ
アセチルシステイン 17.62％2mL1包

224  鎮咳去たん剤

院外 内 アスベリンシロップ０．５％ 1.51 田辺三菱製薬
チペピジンヒベンズ酸塩 ５ｍｇ／ｍＬ　５００ｍＬ×１瓶

内 アスベリン散１０％ 8.9 田辺三菱製薬
チペピジンヒベンズ酸塩 １００ｍｇ／ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

劇
院外 内 コデインリン酸塩散１％「タケダ」 7.5 武田薬品工業

コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ

劇
院外 内 リン酸コデイン散１％「フソー」 7.5 扶桑

コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ

内 リン酸コデイン錠５ｍｇ「ファイザー」 10.1 ファイザ－
コデインリン酸塩水和物 ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０
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225  気管支拡張剤

内 スピロペント錠１０μｇ 11.5 帝人ファ－マ
クレンブテロール塩酸塩 １０μｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 テオド－ル錠１００ｍｇ 8.6 日研化学
テオフィリン １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20％「サワイ」 41.8 沢井製薬
テオフィリン 20％1ｇ

院外 内 テオロング錠５０ｍｇ 5.9 エ－ザイ
テオフィリン ５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 ベラチンドライシロップ小児用０．１％ 16.1 田辺三菱製薬
ツロブテロール塩酸塩 ０．１％１ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

院外 内 メプチンシロップ５μｇ／ｍＬ 6.7 大塚製薬
プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０００５％１ｍＬ

内 メプチンミニ錠２５μｇ 12.4 大塚製薬
プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 メプチン錠５０μｇ 13 大塚製薬
プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０５ｍｇ１錠

劇
内 ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ 12.6 大塚製薬

テオフィリン ２００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

外 アスプール液（０．５％） 17.4 アルフレッサファ－マ
ｄｌ－イソプレナリン塩酸塩 ５ｍｇ／ｍＬ　５０ｍＬ×１瓶

外 アレベ－ル吸入用溶解液０．１２５％ 5.3 アルフレッサファ－マ
チロキサポール ０．１２５％１ｍＬ　１００ｍＬ×１瓶

院外 外 インタール吸入液１％ 40.7 サノフィ
クロモグリク酸ナトリウム １％２ｍＬ１管×６０管

院外 外 ウルティブロ吸入用カプセル 227.8 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物 １カプセル

院外 外 オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ 139.4 ノバルティスファーマ
インダカテロールマレイン酸塩 １５０μｇ１カプセル

外 クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「サワイ」 31 沢井製薬
クロモグリク酸ナトリウム １％２ｍＬ１管

院外 外 サルタノールインヘラー１００μｇ 751.9 ＧＳＫ
サルブタモール硫酸塩 ０．１６％１３．５ｍＬ１瓶

院外 外 スピオルトレスピマット６０吸入 7183.3 日本ベーリンガー
臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩 ６０吸入１キット

外 スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 4411.4 日本ベーリンガー
チオトロピウム臭化物水和物 １５０μｇ１キット

外 スピリーバ吸入用カプセル１８μｇ 135.3 日本ベ－リンガ－イン
チオトロピウム臭化物水和物 １８μｇ／カプセル　７カプセル×４　（ブリスター）

外 セレベント５０ディスカス 2722.4 グラクソ・スミスクライン
サルメテロールキシナホ酸塩 ５０μｇ／６０ブリスター×１キット

院内 外 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「久光」 18.9 久光製薬
ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚

院内 外 ツロブテロールテープ１ｍｇ「久光」 26.9 久光製薬
ツロブテロール １ｍｇ１枚

院内 外 ツロブテロールテープ２ｍｇ「久光」 34.9 久光製薬
ツロブテロール ２ｍｇ１枚

外 ビベスピエアロスフィア28吸入 1741.7 アストラゼネカ
グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物 28吸入１キット

外 ベネトリン吸入液０．５％ 21.1 グラクソ・スミスクライン
サルブタモール硫酸塩 ０．５％１ｍＬ　３０ｍＬ×１瓶

院外 外 ホクナリンテープ０．５ｍｇ 28.9 アボットジャパン
ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚

院外 外 ホクナリンテープ１ｍｇ 39.5 アボットジャパン
ツロブテロール １ｍｇ１枚

院外 外 ホクナリンテープ２ｍｇ 56.2 アボットジャパン
ツロブテロール ２ｍｇ１枚

外 メプチンエアー１０μｇ吸入１００回 773.9 大塚製薬
プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０１４３％５ｍＬ１キット×１０キット

院外 外 メプチンキッドエアー５μｇ吸入１００回 624.3 大塚製薬
プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０１４３％２．５ｍＬ１キット

外 メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ 14.1 大塚製薬
プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０３ｍｇ／０．３ｍＬ×５６個

226  含嗽剤

院外 外 アズノールうがい液４％ 35 日本点眼薬
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 ４％１ｍＬ

院外 外 イソジンガーグル液７％ 3.1 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
ポビドンヨード ７％１ｍＬ　３０ｍＬ×５０瓶

院内 外 ポビドンヨードガーグル液７％「ケンエー」 2.2 健栄製薬
ポビドンヨード ７％１ｍＬ

外 含嗽用ハチアズレ顆粒 6.1 小野薬品工業
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 １ｍｇ／ｇ　分包　２ｇ×２５０包

229  その他の呼吸器官用薬

院内 内 ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 1954.9 日本ジェネリック
ブデソニド/ホルモテロール 60吸入1キット

劇
注 ヌーカラ皮下注用１００ｍｇ 179269 グラクソ・スミスクライン 患者限定、要事購入

メポリズマブ（遺伝子組換え） １００㎎１筒

劇
注 ファセンラ皮下注３０ｍｇシリンジ 358045 アストラゼネカ

ベンラリズマブ ３０mg１ｍＬ１筒

院外 外 アドエア１００ディスカス６０吸入用 6351.1 ＧＳＫ
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 ６０ブリスター１キット

院外 外 アドエア２５０ディスカス２８吸入用 3497.6 ＧＳＫ
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 ２８ブリスター１キット

院外 外 アドエア５００ディスカス６０吸入用 8286.1 ＧＳＫ
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 ６０ブリスター１キット

院外 外 オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用 2014.2 帝人ファーマ
シクレソニド １１．２ｍｇ３．３ｇ１キット

外 シムビコートタービュヘイラー６０吸入 3946.9 アストラゼネカ
ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 ６０吸入１キット×１キット

院外 外 テリルジー100エリプタ30吸入用 8805.1 グラクソ・スミスクライン
フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロール ３０吸入１キット

院外 外 テリルジー200エリプタ30吸入用 10043.3 グラクソ・スミスクライン
フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム/ビランテロール ３０吸入１キット

院外 外 パルミコート１００μｇタービュヘイラー１１２吸入 1248.5 アストラゼネカ
ブデソニド １１．２ｍｇ１瓶（１００μｇ）

外 パルミコート２００μｇタービュヘイラー１１２吸入 1581.8 アストラゼネカ
ブデソニド ２２．４ｍｇ１瓶（２００μｇ）×１０瓶

院外 外 パルミコート吸入液０．２５ｍｇ 160.3 アストラゼネカ
ブデソニド ０．２５ｍｇ２ｍＬ１管
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院外 外 パルミコート吸入液０．５ｍｇ 216.7 アストラゼネカ
ブデソニド ０．５ｍｇ２ｍＬ１管　２ｍＬ×３０管

院外 外 ビレーズトリエアロスフィア56吸入 4127.6 アストラゼネカ
ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物 ５６吸入１キット

院内 外 ブデソニド吸入液０．５ｍｇ「武田テバ」 98.4 アストラゼネカ
ブデソニド ０．５ｍｇ２ｍＬ１管

外 フルタイド２００ディスカス 2069.5 グラクソ・スミスクライン
フルチカゾンプロピオン酸エステル ２００μｇ／６０ブリスター×１個

外 フルタイド５０μｇエアゾール１２０吸入用 1567.2 グラクソ・スミスクライン
フルチカゾンプロピオン酸エステル ９．７２ｍｇ１０．６ｇ１瓶×１瓶

外 フルタイド５０ディスカス 1158.6 グラクソ・スミスクライン
フルチカゾンプロピオン酸エステル ５０μｇ／６０ブリスター×１個

外 フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用 5651.3 杏林製薬
フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物 １２０吸入１瓶

院外 外 レルベア１００エリプタ３０吸入用 5378.4 ＧＳＫ
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 ３０吸入１キット

院外 外 レルベア２００エリプタ３０吸入用 5990.2 ＧＳＫ
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 ０吸入１キット

231  止しゃ剤，整腸剤

内 ガスコンドロップ内用液２％ 3.6 キッセイ薬品工業
ジメチコン ２０ｍｇ／ｍＬ　３００ｍＬ×１瓶

内 ガスコン錠４０ｍｇ 5.7 キッセイ薬品工業
ジメチコン ４０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 タンニン酸アルブミン「ケンエ－」 7.3 健栄製薬
タンニン酸アルブミン バラ　５００ｇ×１瓶

内 ビオスリ－配合錠 5.7 鳥居薬品
酪酸菌 ＰＴＰ　２１錠×３０

院外 内 ビオフェルミンＲ錠 5.9 ビオフェルミン
耐性乳酸菌 １錠

院外 内 ビオフェルミン配合散 6.3 ビオフェルミン
ラクトミン １ｇ

院外 内 フェロベリン配合錠 6.3 シェリング・プラウ
ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス ＰＴＰ　１０錠×１０

内 ミヤＢＭ細粒 6.3 ミヤリサン製薬
酪酸菌 バラ　５００ｇ×１瓶

内 ミヤＢＭ錠 5.7 ミヤリサン製薬
酪酸菌 ＳＰ　１０錠×５０

院外 内 ロペミンカプセル１ｍｇ 36 ヤンセンファ－マ
塩酸ロペラミド １ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

院外 内 ロペミン小児用細粒０．０５％ 24.6 ヤンセンファ－マ
塩酸ロペラミド ０．５ｍｇ／ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

院内 内 ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「サワイ」 6.7 沢井製薬
塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル

内 薬用炭「日医工」 8.5 日医工
薬用炭 バラ　２５０ｇ×１瓶

232  消化性潰瘍用剤

院外 内 アシノン錠１５０ｍｇ 24.7 ゼリア新薬工業
ニザチジン １５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 アルサルミン細粒９０％ 6.5 中外製薬
スクラルファート水和物 ９０％１ｇ　分包　１ｇ×１２００包

内 アルロイドＧ内用液５％ 1.45 カイゲンファ－マ
アルギン酸ナトリウム ２００ｍＬ×１０本

院外 内 オメプラール錠１０ 53.6 アストラゼネカ
オメプラゾール １０ｍｇ１錠

院外 内 ガスターＤ錠１０ｍｇ 18.9 LTLファーマ
ファモチジン １０ｍｇ１錠

院外 内 ガスターＤ錠２０ｍｇ 22.9 LTLファーマ
ファモチジン ２０ｍｇ１錠

院外 内 コランチル配合顆粒 6.3 塩野義製薬
ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤 １ｇ

劇
内 サイトテック錠２００ 29.2 ファイザー

ミソプロストール ２００μｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 6.4 沢井製薬
スルピリド ５０ｍｇ１錠

院外 内 セルベックスカプセル５０ｍｇ 9.6 エーザイ
テプレノン ５０ｍｇ１カプセル

院外 内 セルベックス細粒１０％ 14.3 エーザイ
テプレノン １０％１ｇ

科限定 内 タガメット細粒２０％ 13.7 大日本住友製薬 科限定
シメチジン ２００ｍｇ／ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

院外 内 タケキャブ錠１０ｍｇ 125 武田薬品工業
ボノプラザンフマル酸塩 １０ｍｇ１錠

内 タケキャブ錠２０ｍｇ 187.5 武田薬品工業
ボノプラザンフマル酸塩 ２０ｍｇ１錠

院外 内 タケプロンＯＤ錠１５ 52.3 武田薬品工業
ランソプラゾール １５ｍｇ１錠

院外 内 ドグマチール錠５０ｍｇ 11.4 アステラス製薬
スルピリド ５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 ネキシウムカプセル１０ｍｇ 62.7 第一三共/アストラゼネ
エソメプラゾールマグネシウム水和物 １０ｍｇ１カプセル

内 ネキシウムカプセル２０ｍｇ 108.9 第一三共/アストラゼネ
エソメプラゾールマグネシウム水和物 ２０ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

内 ネキシウム懸濁用顆粒分包１０ｍｇ 71.8 第一三共/アストラゼネ
エソメプラゾールマグネシウム水和物 １０ｍｇ１包

院外 内 パリエット錠１０ｍｇ 72.7 エ－ザイ
ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 パリエット錠５ｍｇ 41.7 エーザイ
ラベプラゾールナトリウム ５ｍｇ１錠

院内 内 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 10.1 沢井製薬
ファモチジン １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 10.1 沢井製薬
ファモチジン ２０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 ファモチジン細粒２％「サワイ」 14.2 沢井製薬
ファモチジン ２０ｍｇ／ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

院外 内 プロテカジンＯＤ錠１０ 24.9 大鵬薬品工業
ラフチジン １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 プロマックＤ錠７５ 24.5 ゼリア新薬工業
ポラプレジンク ７５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 12.7 沢井製薬
ポラプレジンク ７５ｍｇ１錠
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内 マ－ズレンＳ配合顆粒 12.8 ゼリア新薬工業
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・Ｌ－グルタミン 分包　０．５ｇ×１０５０包

院外 内 ムコスタ錠１００ｍｇ 10.7 大塚製薬
レバミピド １００ｍｇ１錠

院内 内 ラフチジン錠１０ｍｇ「日医工」 13.3 日医工
ラフチジン １０ｍｇ１錠

院内 内 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ファイザー」 39.8 ファイザ－
ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ／錠　バラ　１００錠×１瓶

院内 内 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 19.3 沢井製薬
ランソプラゾール １５ｍｇ１錠

院内 内 レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 10.1 大塚製薬
レバミピド １００ｍｇ１錠

注 オメプラゾール注用２０ｍｇ「ＮＰ」 217 ニプロ
オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶×１０瓶

院内 注 ファモチジン静注液２０mg「サワイ」 97 沢井製薬
ファモチジン ２０mg1管

233  健胃消化剤

内 タフマックＥ配合カプセル 5.9 小野薬品工業
ジアスターゼ配合剤 ＰＴＰ　１０カプセル×６０

内 つくしＡ・Ｍ配合散 6.3 富士フイルム富山化学
カンゾウ末配合剤 分包　１．３ｇ×８４包

内 ミルラクト細粒５０％ 59.8 高田製薬
β－ガラクトシダーゼ（ペニシリウム） ５０％１ｇ　分包　０．５ｇ×２４０包

内 リパクレオンカプセル１５０ｍｇ 32.4 マイランＥＰＤ
パンクレリパーゼ １５０ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１２カプセル×１０

234  制酸剤

内 アドソルビン原末 0.91 アルフレッサファ－マ
天然ケイ酸アルミニウム バラ　５００ｇ×１瓶

内 マグテクト配合内服液 1.09 日医工
水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム １０ｍＬ

内 マグミット錠２５０ｍｇ 5.7 丸石製薬
酸化マグネシウム ２５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１００

内 マグミット錠３３０ｍｇ 5.7 丸石製薬
酸化マグネシウム ３３０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１００

内 重質酸化マグネシウム「ケンエー」 1.54 健栄製薬
酸化マグネシウム 分包　０．３３ｇ×１０５０包

内 炭カル錠「ヨシダ」５００ｍｇ 5.9 吉田製薬
沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 炭酸水素ナトリウム「ＮｉｋＰ」 0.73 日医工
炭酸水素ナトリウム バラ　７３８ｇ×２０包　（粉末）

内 沈降炭酸カルシウム「ケンエー」 0.97 健栄製薬
沈降炭酸カルシウム バラ　５００ｇ×１瓶

235  下剤，浣腸剤

院外 内 アミティーザカプセル12μg 58.5 マイランEPD
ルビプロストン 12μg1カプセル

内 アミティーザカプセル２４μｇ 116 スキャンポファーマ
ルビプロストン ２４μｇ１カプセル

内 アローゼン顆粒 6.7 ポ－ラファルマ
センナ・センナ実 分包　０．５ｇ×６００包

院外 内 グーフィス錠５ｍｇ 100.2 ＥＡファーマ
エロビキシバット水和物 ５ｍｇ１錠

内 スインプロイク錠０．２ｍｇ 277.1 塩野義製薬
ナルデメジントシル酸塩 ０．２ｍｇ１錠

院内 内 センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 5.1 沢井製薬
センノシド １２ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＣＨＯＳ」 8.5 ファイザ－
ピコスルファートナトリウム水和物 ０．７５％１ｍＬ　１０ｍＬ×１０瓶

院外 内 プルゼニド錠１２ｍｇ 5.7 ノバルティスファ－マ
センノシド １２ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１００

内 モビコール配合内用剤LD 80 持田製薬 院内は要事購入
 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　 6.8523g1包

院外 内 ラキソベロン錠２．５ｍｇ 7.2 帝人ファーマ
ピコスルファートナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠

院外 内 ラキソベロン内用液０．７５％ 19.7 帝人ファーマ
ピコスルファートナトリウム水和物 ０．７５％１ｍＬ

外 グリセリン「ケンエー」 1.3 健栄製薬
グリセリン ５００ｍＬ×１瓶　（ポリ）

外 グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 107.7 健栄製薬
グリセリン ５０％６０ｍＬ１個×１０個　（Ｌタイプ）

外 グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 100.1 健栄製薬
グリセリン ５０％３０ｍＬ１個×２０個　（Ｌタイプ）

外 グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 140.6 健栄製薬
グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個×１０個　（Ｌタイプ）

外 テレミンソフト坐薬２ｍｇ 19.7 ＥＡファーマ
ビサコジル ２ｍｇ１個×５０個

院外 外 ビサコジル坐剤１０ｍｇ「タナベ」 長生堂 １０ｍｇ１個

外 新レシカルボン坐剤 51.4 ゼリア新薬工業
炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム ６０個

236  利胆剤

院内 内 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＪＧ」 6.6 日本ジェネリック
ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠

院外 内 ウルソ錠１００ｍｇ 10.1 田辺三菱製薬
ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

239  その他の消化器官用薬

院外 内 アコファイド錠１００ｍｇ 35.7 ゼリア
アコチアミド塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠

内 アサコール錠４００ｍｇ 58.3 ゼリア新薬
メサラジン ４００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「サワイ」 1659.4 沢井製薬
アプレピタント １２５ｍｇ１カプセル

院内 内 アプレピタントカプセル８０ｍｇ「サワイ」 1125 沢井製薬
アプレピタント ８０ｍｇ１カプセル

院外 内 イメンドカプセル１２５ｍｇ 3536.6 小野薬品工業
アプレピタント １２５ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　３カプセル×２

院外 内 イメンドカプセル８０ｍｇ 2394 小野薬品工業
アプレピタント ８０ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　３カプセル×２
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劇
院外 内 イリボーＯＤ錠２．５μｇ 89 アステラス製薬

ラモセトロン塩酸塩 ２．５μｇ１錠

劇
院外 内 イリボーＯＤ錠５μｇ 145.4 アステラス製薬

ラモセトロン塩酸塩 ５μｇ１錠

内 ガスモチン散1％ 28 大日本住友製薬
モサプリドクエン酸塩水和物 １％１ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

院外 内 ガスモチン錠５ｍｇ 13.5 大日本住友製薬
モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 コロネル錠５００ｍｇ 13.2 アステラス製薬
ポリカルボフィルカルシウム ５００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 セレキノン錠１００ｍｇ 12.5 田辺三菱製薬
トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 ナウゼリンＯＤ錠１０ 12.5 協和キリン
ドンペリドン １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 ナウゼリンドライシロップ１％ 15.6 協和キリン
ドンペリドン １％１ｇ　バラ　１２０ｇ×１瓶

劇
内 ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ 929.8 ＬＴＬファーマ

ラモセトロン塩酸塩  ０．１ｍｇ１錠

院外 内 プリンペランシロップ０．１％ 2.83 アステラス製薬
メトクロプラミド ０．１％１０ｍＬ

内 プリンペラン錠５ 6.5 アステラス製薬
メトクロプラミド ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 ペンタサ錠２５０ｍｇ 37.1 杏林製薬
メサラジン ２５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 ペンタサ錠５００ｍｇ 68.6 杏林 ５００ｍｇ１錠

内 ペンタサ顆粒９４％ 132 杏林製薬
メサラジン 2g/包

院内 内 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 10.1 日医工
モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠

院外 内 リアルダ錠１２００ｍｇ 184.1 持田製薬
メサラジン １，２００ｍｇ１錠

院外 内 リンゼス錠０．２５ｍｇ 83.6 アステラス製薬
リナクロチド ０．２５ｍｇ１錠

劇
注 エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ 279573 武田薬品工業 要時購入

ベドリズマブ（遺伝子組換え） ３００ｍｇ１瓶

注 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＨＫ」 803 光製薬
グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管

〇
院内 注 パロノセトロン静注0.75㎎/5ｍL「タイホウ」 5349 岡山大鵬

パロノセトロン 0.75㎎/5ｍL

注 プリンペラン注射液１０ｍｇ 58 アステラス製薬
メトクロプラミド １０ｍｇ／２ｍＬ×５０管

注 プロイメンド点滴静注用１５０ｍｇ 13346 小野薬品工業
ホスアプレピタントメグルミン １５０ｍｇ１瓶×５瓶

外 ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 5.7 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
デカリニウム塩化物 ０．２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１２錠×１００

院内 外 アズノール口腔内外用薬 院内製剤 院内製剤
５ｇ

外 アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ 34.5 帝人ファ－マ
トリアムシノロンアセトニド ２５μｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

外 サリベートエアゾール 509.6 帝人ファ－マ
リン酸二カリウム・無機塩類配合剤 ５０ｇ１個×６個

外 デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」 47.6 日本化薬
デキサメタゾン ０．１％１ｇ　２ｇ×１０本

外 ナウゼリン坐剤１０ 48.3 協和キリン
ドンペリドン １０ｍｇ／個　２０個

外 ナウゼリン坐剤３０ 78.6 協和キリン
ドンペリドン ３０ｍｇ／個　２０個

外 ナウゼリン坐剤６０ 110.2 協和キリン
ドンペリドン ６０ｍｇ／個　２０個

院外 外 ペンタサ坐剤１ｇ 246.2 杏林
メサラジン １ｇ１個

外 ペンタサ注腸１ｇ 534.4 杏林製薬
メサラジン １ｇ１個／１００ｍＬ×７個

院外 外 レクタブル２ｍｇ注腸フォーム14回 6252 キッセイ
ブテゾニド 48ｍｇ30.8ｇ1瓶

外 複方ヨード・グリセリン「ケンエー」 1.69 健栄製薬
複方ヨード・グリセリン ５００ｍＬ×１瓶

241  脳下垂体ホルモン剤
劇

院外 内 ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ 173.6 フェリングファーマ
デスモプレシン酢酸塩水和物 １２０μｇ１錠

〇
院外 内 ミニリンメルトOD錠25μg 55.6 フェリングファーマ

デスモプレシン 25μg1錠

〇
院外 内 ミニリンメルトOD錠50μg 93.4 フェリングファーマ

デスモプレシン 50μg1錠

注 ＨＣＧモチダ筋注用５千単位 969 持田製薬
ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン ５０００単位１管×１０管　１ｍＬ（溶）付

注 ＨＭＧ注射用１５０ＩＵ「フェリング」 1377 フェリングファ－マ
ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン １５０単位１瓶（溶解液付）×１０瓶　２ｍＬ（溶）付

注 ＨＭＧ注射用７５ＩＵ「フェリング」 1099 フェリングファ－マ
ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン ７５単位１瓶×１０瓶　１ｍＬ（溶）付

注 アトニン－Ｏ注　５単位 155 武田薬品工業
オキシトシン ５単位／１ｍＬ×１０管

院内 注 グロウジェクト皮下注12ｍｇ 79760 JCRファーマ
ソマトロピン（遺伝子組換え） １２㎎1.5mL1筒

注 コートロシンＺ筋注０．５ｍｇ 1836 アルフレッサ　ファーマ
酢酸テトラコサクチド亜鉛 ０．５ｍｇ／１ｍＬ×１管

注 コ－トロシン注射用０．２５ｍｇ 1363 アルフレッサ　ファーマ
テトラコサクチド酢酸塩 ０．２５ｍｇ×１管　２ｍＬ（溶）付

院内 注 ゴナールエフ皮下注ペン４５０ 24262 メルクバイオファーマ
ホリトロピンアルファ（遺伝子組換え） ４５０国際単位０．７５ｍＬ１筒

院内 注 ゴナールエフ皮下注ペン９００ 42259 メルクバイオファーマ
ホリトロピンアルファ（遺伝子組換え） ９００国際単位１．５ｍＬ１筒

院内 注 ノルディトロピン　フレックスプロ注１０ｍｇ 75871 ノボノルディスクファ－
ソマトロピン（遺伝子組換え） １０ｍｇ１キット×１キット

注 ピトレシン注射液２０ 638 第一三共
バソプレシン ２０単位／１ｍＬ×１０管

劇
外 デスモプレシン・スプレー２．５協和 3754.2 フェリングファーマ

デスモプレシン酢酸塩水和物 １２５μｇ１瓶

243  甲状腺，副甲状腺ホルモン剤
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院外 内 チウラジール錠５０ｍｇ 9.8 田辺三菱製薬 ５０ｍｇ１錠

劇
院外 内 チラーヂンＳ散０．０１％ 59.1 あすか製薬

レボチロキシンナトリウム水和物 ０．０１％１ｇ　１００ｇ/瓶

劇
内 チラーヂンＳ錠２５μｇ 9.8 あすか製薬 ２５μｇ１錠

劇
内 チラーヂンＳ錠５０μｇ 9.8 武田薬品工業

レボチロキシンナトリウム水和物 ５０μｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 メルカゾール錠５ｍｇ 9.8 中外製薬
チアマゾール ５ｍｇ１錠

内 メルカゾール錠５ｍｇ 9.8 中外製薬
チアマゾール ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×５０

院外 注  テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェクター 6018 旭化成ファーマ
テリパラチド酢酸塩 ２８．２μｇ１キット

注 テリボン皮下注用５６．５μｇ 10998 旭化成ファーマ
テリパラチド酢酸塩 ５６．５μｇ１瓶（溶解液付）

院外 注 フォルテオ皮下注キット６００μｇ 1235.4 日本イーライリリー
テリパラチド（遺伝子組換え） ６００μｇ１キット

院外 注 フォルテオ皮下注キット６００μｇ 34590 日本イーライリリー
テリパラチド（遺伝子組換え） ６００μｇ１キット

245  副腎ホルモン剤

内 コートリル錠１０ｍｇ 7.4 ファイザ－
ヒドロコルチゾン １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 セレスタミン配合錠 8.6 ＭＳＤ
ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 １錠

内 デカドロン錠０．５ｍｇ 5.7 日医工
デキサメタゾン ０．５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×５０

内 デカドロン錠４mg 29.9 日医工
デキサメタゾン ４mg１錠

院外 内 プレドニゾロン散「タケダ」１％ 7 武田薬品工業
プレドニゾロン １％１ｇ

内 プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） 8.3 旭化成ファ－マ
プレドニゾロン １ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 プレドニン錠５ｍｇ 9.8 塩野義製薬
プレドニゾロン ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
内 フロリネフ錠０．１ｍｇ 294.9 アスペン・ジャパン

フルドロコルチゾン酢酸エステル ０．１ｍｇ／錠　バラ　１００錠×１瓶

内 リンデロンシロップ０．０１％ 6.7 塩野義製薬
ベタメタゾン ０．１ｍｇ／ｍＬ　５００ｍＬ×１瓶

内 リンデロン錠０．５ｍｇ 12.6 塩野義製薬
ベタメタゾン ０．５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 レナデックス錠４ｍｇ 172.1 セルジーン 血液内科限定
デキサメタゾン ４ｍｇ１錠

劇
注 アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 151 テルモ

アドレナリン ０．１％１ｍＬ１筒×１０筒

劇
院外 注 エピペン注射液０．１５ｍｇ 7254 マイラン製薬

アドレナリン ０．１５ｍｇ１筒

劇
院外 注 エピペン注射液０．３ｍｇ 10213 マイラン製薬

アドレナリン ０．３ｍｇ１筒

注 ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ 815 ＢＭＳ
トリアムシノロンアセトニド ４０ｍｇ１瓶

注 ケナコルト－Ａ皮内用関節腔内用水懸注５０ｍｇ／５ｍＬ 208 ブリストル・マイヤ－ズ
トリアムシノロンアセトニド １０ｍｇ／ｍＬ　５ｍＬ×５瓶

注 サクシゾン注射用１００ｍｇ 291 興和創薬
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム １００ｍｇ×５瓶　２ｍＬ（溶）付

注 デキサート注射液６．６ｍｇ 149 富士製薬工業
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム ６．６ｍｇ２ｍＬ１瓶×１０瓶

注 デキサ－ト注射液１．６５ｍｇ 57 富士製薬工業
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム １．６５ｍｇ０．５ｍＬ１管×５０管

劇
注 ノルアドリナリン注１ｍｇ 94 アルフレッサファ－マ

ノルアドレナリン ０．１％１ｍＬ１管×１０管

劇
注 ボスミン注１ｍｇ 94 第一三共

アドレナリン ０．１％１ｍＬ１管×１０管

注 リンデロン注４ｍｇ（０．４％） 284 塩野義製薬
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム ４ｍｇ１管

注 水溶性ハイドロコートン注射液１００ｍｇ 365 日医工
ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム １００ｍｇ２ｍＬ１瓶×１０瓶

注 水溶性プレドニン１０ｍｇ 108 塩野義製薬
プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム １０ｍｇ×５０管

院外 外 ステロネマ注腸３ｍｇ 514.1 日医工
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム ３．９５ｍｇ１個×７個

外 ボスミン外用液０．１％ 12 第一三共
アドレナリン ０．１％１ｍＬ　１００ｍＬ×１瓶

院外 外 リンデロン坐剤１．０ｍｇ 85.8 塩野義製薬
ベタメタゾン １ｍｇ１個

246  男性ホルモン剤

注 エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ 701 武田薬品工業
テストステロンエナント酸エステル １２５ｍｇ１ｍＬ１管×１０管

247  卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

院外 内 エストリール錠１ｍｇ＊（持田） 13.7 持田製薬
エストリオール １ｍｇ１錠

院外 内 ジュリナ錠０．５ｍｇ 59.7 バイエル
エストラジオール ０．５ｍｇ１錠

院外 内 デュファストン錠５ｍｇ 32.3 マイラン製薬
ジドロゲステロン ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 パーセリン錠２５ｍｇ 第一三共
アリルエストレノール ２５ｍｇ１錠

内 ヒスロンＨ錠２００ｍｇ 196.5 協和キリン 要時購入
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル ２００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 プレマリン錠０．６２５ｍｇ 18.9 ファイザー
結合型エストロゲン ０．６２５ｍｇ１錠

院外 内 プロスタール錠２５ 55.8 あすか製薬
クロルマジノン酢酸エステル ２５ｍｇ１錠

院外 内 プロベラ錠２．５ｍｇ 23 ファイザー
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル ２．５ｍｇ１錠

院外 注 プロゲデポー筋注１２５ｍｇ 180 持田製薬
ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル １２５ｍｇ１管×１０管

注 プロゲホルモン筋注用２５ｍｇ 147 持田製薬
プロゲステロン ２５ｍｇ１管
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注 ペラニンデポー筋注１０ｍｇ 227 持田製薬
エストラジオール吉草酸エステル １０ｍｇ／１ｍＬ×１０管

外 エストラーナテープ0.72mg 94.4 久光製薬
エストラジオール  （０．７２ｍｇ）９ｃ㎡１枚

院外 外 エストラーナテープ０．７２ｍｇ 94.4 久光製薬
エストラジオール （０．７２ｍｇ）９ｃ㎡１枚

院外 外 ディビゲル１ｍｇ 57.7 サンファーマ
エストラジオール １ｍｇ１包

院外 外 ルティナス腟錠100mg フェリングファーマ
プロゲステロン 100mg

248  混合ホルモン剤

院外 内 ジェミーナ配合錠 304.7 ノーベルファーマ
レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール １錠

院外 内 プラノバ－ル配合錠 14 武田薬品工業
ノルゲストレル・エチニルエストラジオール ＰＴＰ　２１錠×１０

院外 内 ヤーズフレックス配合錠 バイエル
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 １錠

院外 内 ヤーズ配合錠 バイエル
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 １錠

院外 内 ルナベル配合錠ＬＤ 220.6 ノーベルファーマ
ノルエチステロン・エチニルエストラジオール １錠

院外 内 ルナベル配合錠ＵＬＤ 233.7 ノーベルファーマ
ノルエチステロン・エチニルエストラジオール １錠

注 ルテスデポー注 330 持田製薬
ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル・エストラジオール安息香酸エステル １ｍＬ１管

院外 外 メノエイドコンビパッチ 385.1 久光製薬
エストラジオール・酢酸ノルエチステロン １枚

249  その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
劇

院外 内 アボルブカプセル０．５ｍｇ 203.1 ＧＳＫ
デュタステリド ０．５ｍｇ１カプセル

院内 内 カリジノゲナーゼ錠２５単位「日医工」 5.9 日医工
カリジノゲナーゼ ２５単位１錠

院外 内 カルナクリン錠２５ 9.4 三和化学
カリジノゲナーゼ ２５単位１錠

院外 内 クロミッド錠５０ｍｇ 99.3 塩野義製薬
クロミフェンクエン酸塩 ５０ｍｇ１錠

劇
内 ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ 26646 アステラス製薬

デガレリクス酢酸塩 １２０ｍｇ１瓶（溶解液付）

劇
内 ゴナックス皮下注用８０ｍｇ 21672 アステラス製薬

デガレリクス酢酸塩 ８０ｍｇ１瓶（溶解液付）

院外 内 セキソビット錠１００ｍｇ 32.3 あすか製薬
シクロフェニル １００ｍｇ１錠

院外 内 ディナゲスト錠１ｍｇ 288.3 持田
ジエノゲスト １ｍｇ１錠

劇
院内 内 デュタステリドカプセル0.5㎎AV「ニプロ」 47.6 ニプロ

デュタステリド 0.5mg１カプセル

劇
院外 内 プロペシア錠１ｍｇ ＭＳＤ １ｍｇ１錠

◆限定 内 ボンゾール錠１００ｍｇ 160.1 田辺三菱製薬 院外・血液内科限定
ダナゾール １００ｍｇ１錠

院外 内 リベルサス錠14mg 501.3 ノボ ノルディスク ファー
セマグルチド（遺伝子組換え） 14mg1錠

院外 内 リベルサス錠3mg 143.2 ノボ ノルディスク ファー
セマグルチド（遺伝子組換え） 3mg1錠

院外 内 リベルサス錠7mg 334.2 ノボ ノルディスク ファー
セマグルチド（遺伝子組換え） 7mg1錠

劇
院外 内 レルミナ錠４０mg 911.5 あすか製薬

レルゴリクス ４０mg１錠

劇
院外 注 アピドラ注ソロスター 1927 サノフィ

インスリングルリジン（遺伝子組換え） ３００単位１キット×２キット

劇
院外 注 イノレット３０Ｒ注 1719 ノボノルディスクファ－

ヒトインスリン（遺伝子組換え） ３００単位／３ｍＬ×２本　（１００単位／ｍＬ・注射針分離製品）

劇
院内 注 インスリン　グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 828 日本イーライリリー

インスリングラルギン（遺伝子組換え）［インスリングラルギン後続１］ ３００単位１キット

劇
注 インスリン　リスプロＢＳ注ソロスター　ＨＵ「サノフィ」 188 サノフィ

インスリン　リスプロ 300単位１キット

劇
院内 注 インスリンリスプロBS注100単位/mLHU「サノフィ」 188 サノフィ

インスリンリスプロ １０００単位10ｍL バイアル

劇
注 オクトレオチド皮下注１００μｇ「あすか」 1011 あすか製薬

オクトレオチド酢酸塩 １００μｇ１ｍＬ１管

劇
注 オクトレオチド皮下注５０μｇ「あすか」 576 あすか製薬

オクトレオチド酢酸塩 ５０μｇ１ｍＬ１管

劇
院外 注 オゼンピック皮下注0.25mgSD 1547 ノボノルディスクファー

セマグルチド（遺伝子組換え） 0.25mgSD0.5mL1キット

劇
院外 注 オゼンピック皮下注0.5mgSD 3094 ノボノルディスクファー

セマグルチド（遺伝子組換え） 0.5mgSD0.5mL1キット

劇
院外 注 オゼンピック皮下注1.0mgSD 6188 ノボノルディスクファー

セマグルチド（遺伝子組換え） 1.0mgSD0.5mL1キット

注 カーミパック生理食塩液Ｌ テルモ
生理食塩液 １．３Ｌ１袋

劇
注 ジノプロスト注射液１０００μｇ「Ｆ」 245 富士製薬工業

ジノプロスト １ｍｇ１ｍＬ１管

劇
注 セトロタイド注射用0.25mg 日本化薬 要時購入

セトロレリクス 0.25mg/本

劇
注 ゾラデックス３．６ｍｇデポ 28768 アストラゼネカ

ゴセレリン酢酸塩 ３．６ｍｇ×１筒　（セーフシステム）

劇
注 ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ 49712 アストラゼネカ

ゴセレリン酢酸塩 １０．８ｍｇ×１筒　（セーフシステム）

劇
注 トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス 3280 大日本住友製薬

デュラグルチド（遺伝子組換え） ０．７５ｍｇ０．５ｍＬ１キット

劇
院外 注 トレシーバ注　フレックスタッチ 2343 ノボノルディスク ファー

インスリンデグルデク（遺伝子組換え） ３００単位１キット

劇
院外 注 ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン 1829 ノボノルディスクファ－

インスリンアスパルト（遺伝子組換え） ３００単位／３ｍＬ×２キット

劇
院外 注 ノボラピッド注　フレックスタッチ 1799 ノボノルディスクファ－

インスリンアスパルト（遺伝子組換え） ３００単位１キット×２キット

劇
院外 注 ノボラピッド注ペンフィル 1267 ノボノルディスクファ－

インスリンアスパルト（遺伝子組換え） ３００単位１筒

劇
院外 注 ノボリン３０Ｒ注フレックスペン 1788 ノボノルディスクファ－

ヒトインスリン（遺伝子組換え） ３００単位／３ｍＬ×２本
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劇
院外 注 ノボリンＮ注フレックスペン 1770 ノボノルディスクファ－

ヒトインスリン（遺伝子組換え） ３００単位／３ｍＬ×２本

劇
注 ノボリンＲ注フレックスペン 1686 ノボノルディスクファ－

ヒトインスリン（遺伝子組換え） ３００単位／３ｍＬ×２本

劇
注 ヒューマリンＮ注１００単位／ｍＬ 303 日本イ－ライリリ－

ヒトインスリン（遺伝子組換え） １００単位／ｍＬ　１０ｍＬ×１瓶

劇
注 ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ 268 日本イ－ライリリ－

ヒトインスリン（遺伝子組換え） １００単位／ｍＬ　１０ｍＬ×１瓶

劇
院外 注 ヒューマログミックス２５注ミリオペン 1388 日本イーライリリー

インスリンリスプロ（遺伝子組換え） ３００単位１キット

劇
院外 注 ヒューマログミックス５０注カート 1146 日本イーライリリー

インスリンリスプロ（遺伝子組換え） ３００単位１筒

劇
院外 注 ヒューマログミックス５０注ミリオペン 1366 日本イーライリリー

インスリンリスプロ（遺伝子組換え） ３００単位１キット

劇
院外 注 ヒューマログ注カート 1129 日本イーライリリー

インスリンリスプロ（遺伝子組換え） ３００単位１筒

劇
院外 注 ヒューマログ注ミリオペン 1342 日本イーライリリー 糖尿病内科限定

インスリンリスプロ（遺伝子組換え） ３００単位１キット

劇
院内 注 ランタス注１００単位／ｍＬ 333 サノフィ

インスリングラルギン（遺伝子組換え） １００単位１ｍＬバイアル

劇
院外 注 ランタス注ソロスター 1685 サノフィ

インスリングラルギン（遺伝子組換え） ３００単位１キット×２キット

劇
院外 注 リキスミア皮下注３００μｇ 6059 サノフィ

リキシセナチド ３００μｇ３ｍＬ１キット

劇
注 リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ 81311 武田薬品工業

リュープロレリン酢酸塩 ２２．５ｍｇ１筒

劇
注 リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ 52882 武田薬品工業

リュープロレリン酢酸塩 １１．２５ｍｇ１筒×１筒　１ｍＬ（溶）付

劇
注 リュープリン注射用１．８８ｍｇ 22388 武田薬品工業

リュープロレリン酢酸塩 １．８８ｍｇ×１瓶　１ｍＬ（溶）付

劇
注 リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．８８ｍｇ「あすか」 16321 あすか製薬

リュープロレリン酢酸塩 １．８８ｍｇ１筒

劇
注 リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍｇ「あすか」 20529 あすか製薬

リュープロレリン酢酸塩 ３．７５ｍｇ１筒

劇
注 レベミル注フレックスペン 2317 ノボノルディスクファ－ 要時購入

インスリンデテミル（遺伝子組換え） ３００単位１キット

院外 外 スプレキュア点鼻液０．１５％ 7623.1 サノフィ
ブセレリン酢酸塩 １５．７５ｍｇ１０ｍＬ１瓶

劇
院外 外 ナサニール点鼻液０．２％ 6914.1 ファイザー

酢酸ナファレリン １０ｍｇ５ｍＬ１瓶

〇
院外 外 バクスミー点鼻粉末剤3㎎ 8368.6 日本イーライリリー

グルカゴン 3㎎1瓶

劇
外 プレグランディン腟坐剤１ｍｇ 4047 小野薬品工業

ゲメプロスト １ｍｇ／個　５個

劇
院内 外 プロウペス膣用剤１０㎎ フェリングファーマ

ジノプロストン １０㎎１個

劇
院外 外 ライゾデグ配合注フレックスタッチ 2082 ノボノルディスクファー

インスリンアスパルト・インスリンデグルデク 300単位１キット

251  泌尿器官用剤

外 ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％ 1020.7 バクスタ－
Ｄ－ソルビトール ３％３Ｌ１袋×３袋

252  生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

院外 外 オキナゾール腟錠１００ｍｇ 54.5 田辺三菱製薬
オキシコナゾール硝酸塩 １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　６錠×２０

外 オキナゾ－ル腟錠６００ｍｇ 301.3 田辺三菱製薬
オキシコナゾール硝酸塩 ６００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　６錠×５

外 クロマイ腟錠１００ｍｇ 71.7 アルフレッサファ－マ
クロラムフェニコール １００ｍｇ／錠　ＳＰ　１０錠×１０

外 フラジール腟錠２５０ｍｇ 36.7 富士製薬工業
メトロニダゾール ２５０ｍｇ／錠　ＳＰ　１０錠×１０

外 ホーリンＶ腟用錠１ｍｇ 28.3 武田薬品工業
エストリオール １ｍｇ／錠　ＳＰ　１０錠×１０

院内 外 ミレーナ５２ｍｇ 26956 バイエル
レボノルゲストレル

253  子宮収縮剤
劇

内 パルタンＭ錠０．１２５ｍｇ 10.1 持田製薬
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 ０．１２５ｍｇ１錠

劇
注 パルタンＭ注０．２ｍｇ 59 持田製薬

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 ０．０２％１ｍＬ１管×１０管

254  避妊剤

院外 内 アンジュ２８錠 あすか製薬 （２８日分）１組

院内 内 ノボノルゲストレル錠１．５ｍｇ「F」 富士製薬工業
レボノルゲストレル 1.5mg１錠

255  痔疾用剤
劇

注 ジオン注無痛化剤付 4551 ジェイドルフ
硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸 １０ｍＬ×１瓶　（無痛化剤１０ｍＬ付）

劇
外 ネリプロクト坐剤 30.4 ＬＴＬファーマ

ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン １４個

外 ボラザＧ軟膏 26.4 武田薬品工業
トリベノシド・リドカイン ２．４g １個

外 強力ポステリザン（軟膏） 19.9 マルホ
大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン ２ｇ×５０本

259  その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

院外 内 ウテメリン錠５ｍｇ 57.1 キッセイ
リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠

院外 内 ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ 81.9 杏林
イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠

院外 内 ウロカルン錠２２５ｍｇ 7.6 日本新薬
ウラジロガシエキス ２２５ｍｇ１錠

内 エビプロスタット配合錠ＤＢ 35.4 日本新薬
オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤 ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 ザルティア錠２．５ｍｇ 96.4 日本新薬
タダラフィル ２．５ｍｇ１錠

院外 内 ザルティア錠５ｍｇ 183.8 日本新薬
タダラフィル ５ｍｇ１錠
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院外 内 シアリス錠１０ｍｇ 日本イーライリリー １０ｍｇ１錠

院外 内 シアリス錠２０ｍｇ 日本イーライリリー ２０ｍｇ１錠

劇
院内 内 シロドシンOD錠４ｍｇ「DSEP」 20.3 第一三共エスファ

シロドシン 4mg１錠

内 セルニルトン錠 14 扶桑薬品工業
セルニチンポーレンエキス ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5㎎「トーワ」 64.7 東和薬品
ソリフェナシン 2.5㎎1錠

院内 内 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「明治」 23.7 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１４錠×１０

院外 内 トビエース錠４ｍｇ 156.9 ファイザー
フェソテロジンフマル酸塩 ４ｍｇ１錠

院外 内 トビエース錠８ｍｇ 234.9 ファイザー
フェソテロジンフマル酸塩 ８ｍｇ１錠

院内 内 ナフトピジルOD錠25mg「EE」 10.1 エルメッド
ナフトピジル ２５ｍｇ１錠

院外 内 バイアグラ錠２５ｍｇ ファイザー ２５ｍｇ１錠

院外 内 バイアグラ錠５０ｍｇ ファイザー ５０ｍｇ１錠

内 バップフォー錠１０ 45.2 大鵬薬品工業
プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 ハルナールＤ錠０．２ｍｇ 75.6 アステラス製薬
タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠

院外 内 フリバスＯＤ錠２５ｍｇ 32.4 旭化成ファ－マ
ナフトピジル ２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 フリバスＯＤ錠７５ｍｇ 89.8 旭化成ファーマ
ナフトピジル ７５ｍｇ１錠

院外 内 ベオーバ錠５０ｍｇ 177.1 杏林製薬
ビベグロン ５０ｍｇ１錠

内 ベシケアＯＤ錠２．５ｍｇ 98.7 アステラス製薬
コハク酸ソリフェナシン ２．５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１４錠×１０

院外 内 ベシケアＯＤ錠５ｍｇ 167 アステラス製薬
コハク酸ソリフェナシン ５ｍｇ１錠

劇
院外 内 ベタニス錠２５ｍｇ 101.5 アステラス製薬

ミラベグロン ２５ｍｇ１錠

劇
内 ベタニス錠５０ｍｇ 170.9 アステラス製薬

ミラベグロン ５０ｍｇ１錠

劇
院外 内 ユリーフＯＤ錠２ｍｇ 30.8 キッセイ

シロドシン ２ｍｇ１錠

劇
院外 内 ユリーフＯＤ錠４ｍｇ 58.7 キッセイ

シロドシン ４ｍｇ１錠

内 リトドリン錠5㎎「F」 13.5 富士製薬
リトドリン塩酸塩 5㎎1錠

注 マグセント注１００ｍＬ 2324 あすか製薬
硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖 １００ｍＬ×５瓶

劇
注  リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「日医工」 208 日医工

リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管

院外 外 ネオキシテープ７３．５ｍｇ 172.4 旭化成ファーマ
オキシブチニン塩酸塩 ７３．５ｍｇ１枚

261  外皮用殺菌消毒剤

外 ０．５％ヘキザック水Ｗ 0.64 吉田製薬
クロルヘキシジングルコン酸塩 ０．５％　５００ｍＬ×１本　（減容ポリ）

院外 外 イソジン液１０％ 2.52 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
ポビドンヨード １０％１０ｍＬ　２５０ｍＬ×１瓶

外 イソプロパノ－ル「ヨシダ」 0.49 吉田製薬
イソプロパノール ５００ｍＬ×１瓶

外 オキシドール「ケンエー」 0.75 健栄製薬
オキシドール ５００ｍＬ×１瓶

院内 外 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」 吉田製薬
クロルヘキシジングルコン酸塩 ２５０ｍL１瓶

外 ザルコニン液１０ 0.65 健栄製薬
ベンザルコニウム塩化物 １０％　５００ｍＬ×１瓶

外 ステリクロンＲエタノ－ル液０．５ 0.64 健栄製薬
クロルヘキシジングルコン酸塩 ０．５％　５００ｍＬ×１瓶

外 ステリクロンＷ液０．０２ 0.58 健栄製薬
クロルヘキシジングルコン酸塩 ０．０２％　５００ｍＬ×１本　（角型減容容器）

外 ステリクロンＷ液０．０５ 0.58 健栄製薬
クロルヘキシジングルコン酸塩 ０．０５％　５００ｍＬ×１本　（角型減容容器）

外 テゴー５１消毒液１０％ アルフレッサファ－マ
アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 １０％１０ｍＬ　５００ｍＬ×１瓶　（角型ポリエチレン減容容器）

外 ハイポエタノ－ル液２％「ケンエ－」 0.66 健栄製薬
チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール ５００ｍＬ×１瓶

外 ベゼトン液０．０２５ 0.48 健栄製薬
ベンゼトニウム塩化物 ０．０２５％　５００ｍＬ×１瓶

院内 外 ポビドンヨード外用液１０％「明治」 1.09 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
ポビドンヨード １０％１０ｍＬ

外 ポピヨドンゲル１０％ 3.95 吉田製薬
ポビドンヨード １０％１０ｇ　９０ｇ×１本　（チューブ）

外 ポピヨドンスクラブ７．５％ 1.93 吉田製薬
ポビドンヨード ７．５％　５００ｍＬ×１瓶　（減容ポリ）

劇
外 ヨウ素「コザカイ・Ｍ」 10.3 吉田製薬

ヨウ素 バラ　２５ｇ×１瓶　（ガラス）

劇
外 液状フェノール「東豊」 吉田製薬

液状フェノール ５００ｍＬ×１瓶

外 産婦人科用イソジンクリーム５％ 6.36 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
ポビドンヨード ５％１０ｇ　２５０ｇ×１瓶

外 次亜塩６％「ヨシダ」 0.38 吉田製薬
次亜塩素酸ナトリウム ６％　５２５ｇ（５００ｍＬ）×１瓶　（プラスチック容器）

外 消毒用エタノール 1.77 健栄製薬
消毒用エタノール ５００ｍＬ×１瓶　（ポリ）

外 消毒用エタノ－ル液ＩＰ 0.64 健栄製薬
エタノール ５００ｍＬ×１瓶

外 無水エタノール「マルイシ」 2.28 健栄製薬
無水エタノール ５００ｍＬ×１瓶　（ポリ）

263  化膿性疾患用剤

院外 外 アクアチムローション１％ 29.7 大塚製薬
ナジフロキサシン １％１ｍＬ
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外 アクアチム軟膏１％ 29.7 大塚製薬
ナジフロキサシン １０ｍｇ／ｇ　１０ｇ×１０本

外 アクロマイシン軟膏３％ 21.7 ポ－ラファルマ
テトラサイクリン塩酸塩 ３０ｍｇ１ｇ　２５ｇ×１本

院内 外 クリンダマイシンゲル1％「クラシエ」 17.1 シオノケミカル
クリンダマイシンリン酸エステル 1％1g（10g/本）

院外 外 クロマイ－Ｐ軟膏 30.8 アルフレッサファ－マ
クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤 ２５ｇ×５本

外 ゲーベンクリーム１％ 12.8 田辺三菱製薬
スルファジアジン銀 １％１ｇ　５００ｇ×１瓶

外 ゲンタシン軟膏０．１％ 11 高田製薬
ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ／ｇ　１０ｇ×１０本

外 ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ 54.5 テイカ
フラジオマイシン硫酸塩 １０．８ｍｇ／（１０ｃｍ×１０ｃｍ）×１０袋

院外 外 ダラシンＴゲル１％ 31.1 佐藤製薬
クリンダマイシンリン酸エステル １％１ｇ

外 フシジンレオ軟膏２％ 17.9 第一三共
フシジン酸ナトリウム ２０ｍｇ１ｇ　１０ｇ×１０本

264  鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

外 ＭＳ温シップ「タイホウ」 0.86 大鵬薬品工業
パップ剤 １００ｇ×１０袋

外 アズノール軟膏０．０３３％ 2.61 日本新薬
ジメチルイソプロピルアズレン ０．０３３％１０ｇ　５００ｇ×１瓶

院外 外 アドフィードパップ４０ｍｇ 17.1 リードケミカル
フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

劇
外 アンテベートローション０．０５％ 21.3 鳥居薬品

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル ０．５ｍｇ／ｇ　１０ｇ×１０瓶

劇
外 アンテベート軟膏０．０５％ 21.3 鳥居薬品

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル ０．０５％１ｇ　５ｇ×１０本

外 インテバンクリーム１％ 5.4 帝國製薬
インドメタシン １％１ｇ　２５ｇ×１０本

院外 外 エクラープラスター２０μｇ／ｃｍ２ 53.8 久光製薬
デプロドンプロピオン酸エステル  （１．５ｍｇ）７．５ｃｍ×１０ｃｍ

外 オイラックスＨクリーム 13 日新製薬
ヒドロコルチゾン・クロタミトン ５ｇ×２０本　（チューブ）

外 オイラックスクリーム１０％ 3.91 日新製薬
クロタミトン １００ｍｇ／ｇ　５００ｇ×１瓶

外 カチリ「ヨシダ」 1.7 吉田製薬
フェノール・亜鉛華リニメント ５００ｇ×１瓶　（プラスチック）

外 キンダベート軟膏０．０５％ 19 グラクソ・スミスクライン
クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ　５ｇ×１０本

外 グリメサゾン軟膏 34.2 第一三共
デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール ５ｇ×１０本

院内 外 ケトプロフェンテープ40㎎「BMD」 17.1 持田製薬
ケトプロフェン 10㎎ｘ14㎝　1枚

外 ザーネ軟膏０．５％ 2.8 エ－ザイ 要時購入
ビタミンＡ油 ５０００単位／ｇ　５００ｇ×１瓶

外 サトウザルベ軟膏１０％ 2.03 佐藤製薬
亜鉛華 ５００ｇ×１瓶　（プラスチック）

院内 外 セクターローション３％ 5.9 久光製薬
ケトプロフェン ３％１ｍＬ　５０ｍＬ×１０本

院外 外 テラ・コートリル軟膏 30.4 陽進堂
オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン １ｇ

劇
院外 外 デルモベートスカルプローション０．０５％ 20 ＧＳＫ

クロベタゾールプロピオン酸エステル ０．０５％１ｇ

劇
外 デルモベート軟膏０．０５％ 19.9 グラクソ・スミスクライン

クロベタゾールプロピオン酸エステル ０．０５％１ｇ　５ｇ×１０本

劇
院外 外 トプシムスプレー０．０１４３％ 12.3 田辺三菱製薬

フルオシノニド ０．０１４３％１ｇ

外 ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２ 68.5 大日本住友製薬
フルドロキシコルチド （０．３ｍｇ）７．５ｃｍ×１０ｃｍ　５０袋

劇
外 ネリゾナ軟膏０．１％ 22.7 ＬＴＬファーマ

ジフルコルトロン吉草酸エステル ０．１％１ｇ　５ｇ×１０本

外 ボルタレンゲル１％ 5.6 ノバルティスファ－マ
ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ　２５ｇ×１０本

外 マイザー軟膏０．０５％ 15.6 田辺三菱製薬
ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ　５ｇ×１０本　（チューブ）

院外 外 モーラステープ２０ｍｇ 22.3 久光
ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚

院外 外 モーラステープＬ４０ｍｇ 33.6 久光製薬
ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚　７枚×１０袋

外 モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ 34.3 久光製薬
ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

院外 外 ユベラ軟膏 3.1 サンノーバ
トコフェロール・ビタミンＡ油 １ｇ

外 リドメックスコーワローション０．３％ 14.7 興和創薬
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル ０．３％１ｇ　１０ｇ×１０本

外 リドメックスコーワ軟膏０．３％ 14.7 興和創薬
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル ０．３％１ｇ　５ｇ×１０本

外 リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％ 27.7 塩野義製薬
ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 ５ｇ×１０本

外 リンデロン－ＶＧローション 27.7 塩野義製薬
ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 １０ｍＬ×１０瓶

外 リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ 27.7 塩野義製薬
ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 ５ｇ×１０本

外 リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％ 22.9 塩野義製薬
ベタメタゾン吉草酸エステル １．２ｍｇ／ｇ　５ｇ×１０本

外 レスタミンコーワクリーム１％ 2.76 興和創薬
ジフェンヒドラミン １％１０ｇ　５００ｇ×１瓶

院外 外 ロキソニンテープ１００ｍｇ 28.1 第一三共
ロキソプロフェンナトリウム水和物 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

院外 外 ロコアテープ 41.3 大正製薬 整形外科限定
エスフルルビプロフェン・ハッカ油 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

外 ロコイドクリーム０．１％ 12.1 鳥居薬品
ヒドロコルチゾン酪酸エステル ０．１％１ｇ　５ｇ×１０本

外 ロコイド軟膏０．１％ 12.1 鳥居薬品
ヒドロコルチゾン酪酸エステル ０．１％１ｇ　５ｇ×１０本

外 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 14.6 興和創薬
ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン配合剤 １０ｇ×１０本

外 酸化亜鉛「ケンエー」 2.65 健栄製薬
酸化亜鉛 バラ　５００ｇ×１瓶
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265  寄生性皮ふ疾患用剤

外 １０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 3.08 吉田製薬
サリチル酸 １００ｍｇ／ｇ　５００ｇ×１瓶

外 アスタット軟膏１％ 29.3 マルホ
ラノコナゾール １％１ｇ　１０ｇ×１０本

外 エンペシドクリーム１％ 16.7 バイエル薬品
クロトリマゾール １％１ｇ　１０ｇ×１０本

外 ニゾラールクリーム２％ 27.6 ヤンセンファ－マ
ケトコナゾール ２０ｍｇ／ｇ　１０ｇ×２０本

外 ニゾラールローション２％ 27.6 ヤンセンファ－マ
ケトコナゾール ２０ｍｇ／ｇ　１０ｇ×１０本

院外 外 ラミシールクリーム１％ 28.5 ノバルティスファーマ
テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ

外 ルリコンクリーム１％ 48.2 ポ－ラファルマ
ルリコナゾール １０ｍｇ／ｇ　１０ｇ×１０本

外 ルリコン液１％ 48.2 ポ－ラファルマ
ルリコナゾール １０ｍｇ／ｍＬ　１０ｍＬ×１０瓶

266  皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。）

外 ウレパールローション１０％ 5.4 大塚製薬
尿素 １００ｍｇ／ｇ　２０ｇ×１０本

外 ケラチナミンコーワクリーム２０％ 5.5 興和創薬
尿素 ２０％１ｇ　２５ｇ×１０本

外 スピール膏Ｍ 82.4 ニチバン
サリチル酸絆創膏 ２５ｃｍ（２）×６袋

劇
院外 外 硝酸銀「ホエイ」 188.4 マイラン製薬

硝酸銀 バラ　２５ｇ×１瓶

外 酢酸「ヨシダ」 0.49 吉田製薬
酢酸 ５００ｍＬ×１瓶

269  その他の外皮用薬

院外 内 レクチゾール錠２５ｍｇ 76.3 田辺三菱製薬
ジアフェニルスルホン ２５ｍｇ１錠

外 アクトシン軟膏３％ 40.9 マルホ
ブクラデシンナトリウム ３％１ｇ　３０ｇ×１本　（チューブ）

外 イソジンシュガーパスタ軟膏 9.6 ムンディファーマ
精製白糖・ポビドンヨード １００ｇ×１本

劇
院外 外 オキサロールローション２５μｇ／ｇ 87.7 マルホ

マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ

劇
外 オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ 87.7 マルホ

マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ　１０ｇ×１本

院内 外 オクソラレンロ－ション０．３％ 22.3 大正製薬
メトキサレン ０．３％１ｍＬ　６０ｍＬ×１瓶

外 オルセノン軟膏０．２５％ 46.3 ポーラファルマ
トレチノイントコフェリル ０．２５％１ｇ　３０ｇ／本

外 カデックス軟膏０．９％ 60.3 スミス・アンド・ネフュ－
ヨウ素 ９ｍｇ／ｇ　４０ｇ×１本

院外 外 コレクチム軟膏0.5％ 139.7 鳥居薬品株式会社
デルゴシチニブ 0.5％1ｇ

劇
院外 外 ディフェリンゲル０．１％ 82.4 マルホ

アダパレン ０．１％１ｇ

劇
院外 外 ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ 90.8 帝國製薬

カルシポトリオール ０．００５％１ｇ

劇
院外 外 ドボベットゲル 221.3 協和キリン

カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 15g/本

劇
院外 外 ドボベット軟膏 221.3 協和キリン

カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 15g/本

外 フィブラストスプレー５００ 8572 科研製薬
トラフェルミン（遺伝子組換え） ５００μｇ×１セット　５ｍＬ（溶）付

劇
外 プロスタンディン軟膏０．００３％ 45.8 小野薬品工業

アルプロスタジル　アルファデクス ３０μｇ／ｇ　１０ｇ×１本

劇
院外 外 プロトピック軟膏０．０３％小児用 96.6 マルホ

タクロリムス水和物 ０．０３％１ｇ

劇
院外 外 プロトピック軟膏０．１％ 92.2 マルホ

タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ

院外 外 ベピオゲル２．５％ 104.9 マルホ
過酸化ベンゾイル ２．５％１ｇ

劇
外 ボンアルファハイ軟膏２０μｇ／ｇ 188.7 帝人ファ－マ

タカルシトール水和物 ２０μｇ／ｇ　１０ｇ×１本

劇
院外 外 マーデュオックス軟膏 197.3 マルホ

マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル １０ｇ／本

外 ロゼックスゲル０．７５％ 102.7 マルホ
メトロニダゾール ５０ｇ/1本

290  その他の個々の器官系用医薬品

院外 内 セファランチン錠１ｍｇ 7.5 化研生薬
セファランチン １ｍｇ１錠

311  ビタミンＡ及びＤ剤
劇

内 アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 5.9 マルホ
アルファカルシドール ０．５μｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
内 アルファロール内用液０．５μｇ／ｍＬ 51.8 中外製薬

アルファカルシドール ０．５μｇ１ｍＬ

劇
院外 内 エディロールカプセル０．７５μｇ 92.7 中外

エルデカルシトール ０．７５μｇ１カプセル

劇
院外 内 チガソンカプセル１０ 272.7 太陽ファルマ

エトレチナート １０ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

院外 内 チョコラＡ錠１万単位 10.3 サンノーバ
ビタミンＡ １００００単位１錠

劇
内 ロカルトロールカプセル０．２５ 16 中外製薬

カルシトリオール ０．２５μｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

劇
内 ワンアルファ錠０．２５μｇ 12.7 帝人ファ－マ

アルファカルシドール ０．２５μｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
院外 内 ワンアルファ錠０．５μｇ 12.8 帝人ファーマ

アルファカルシドール ０．５μｇ１錠

劇
注 マキサカルシトール静注透析用１０μｇ「ニプロ」 421 ニプロ

マキサカルシトール １０μｇ１ｍＬ１管

劇
注 マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「ニプロ」 248 ニプロ

マキサカルシトール ２．５μｇ１ｍＬ１管

劇
注 マキサカルシトール静注透析用５μｇ「ニプロ」 333 ニプロ

マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管
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劇
注 ロカルトロール注１ 1176 協和キリン

カルシトリオール １μｇ１ｍＬ１管×１０管

劇
注 ロカルトロ－ル注０．５ 785 キリンファ－マ

カルシトリオール ０．５μｇ／１ｍＬ×１０管

312  ビタミンＢ１剤

内 ２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 5.9 武田薬品工業
フルスルチアミン ２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

注 アリナミン注射液１０ｍｇ 63 武田薬品工業
プロスルチアミン １０ｍｇ／２ｍＬ×１０管

313  ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）

内 ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」 10.7 鳥居薬品
ニコチン酸アミド １０％１ｇ　バラ　５００ｇ×１缶

内 ピドキサール錠１０ｍｇ 5.7 太陽ファルマ
ピリドキサールリン酸エステル水和物 １０ｍｇ１錠

内 ピドキサ－ル錠１０ｍｇ 5.7 太陽ファルマ
ピリドキサールリン酸エステル水和物 １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×５０

内 フォリアミン錠 9.8 武田薬品工業
葉酸 ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１００

内 フラビタン錠１０ｍｇ 5.9 アステラス製薬
フラビンアデニンジヌクレオチド １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 メチコバール錠５００μｇ 13.5 エ－ザイ
メコバラミン ０．５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

注 パント－ル注射液５００ｍｇ 57 アステラス製薬
パンテノール ５００ｍｇ／２ｍＬ×５０管

注 フォリアミン注射液 96 武田薬品工業
葉酸 １５ｍｇ／１ｍＬ×５０管

注 メチコバール注射液５００μｇ 107 エ－ザイ
メコバラミン ０．５ｍｇ／１ｍＬ×１０管

314  ビタミンＣ剤

注 アスコルビン酸注射液500mg「日医工」 84 日医工
アスコルビン酸 ５００ｍｇ／２ｍＬ×５０管

315  ビタミンＥ剤
劇

内 トコフェロール酢酸エステル顆粒２０％「ツルハラ」 6.3 鶴原製薬
トコフェロール酢酸エステル ２０％１ｇ

内 ユベラ錠５０ｍｇ 5.7 エーザイ
トコフェロール酢酸エステル ５０ｍｇ１錠

316  ビタミンＫ剤

内 グラケーカプセル１５ｍｇ 24.1 エ－ザイ
メナテトレノン １５ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

内 ケイツーシロップ０．２％ 25.9 エ－ザイ
メナテトレノン ０．２％１ｍＬ　１ｍＬ×５０包

内 ケーワン錠５ｍｇ 12.3 エ－ザイ
フィトナジオン ５ｍｇ／錠　ＨＳ　１０錠×１０

注 ケイツーＮ静注１０ｍｇ 72 エ－ザイ
メナテトレノン １０ｍｇ１管×１０管

317  混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）

院外 内 シナール配合錠 6.2 塩野義製薬
アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム

内 シナ－ル配合顆粒 6.3 塩野義製薬
アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム ＳＰ　１ｇ×１０５包

内 ノイロビタン配合錠 5.8 アステラス製薬
オクトチアミン・Ｂ２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤 ＰＴＰ　１０錠×５０

内 調剤用パンビタン末 6.3 武田薬品工業
レチノール・カルシフェロール配合剤 バラ　１００ｇ×１袋

注 ビタジェクト注キット 268 テルモ
高カロリー輸液用総合ビタミン剤 ２筒／１０ｍＬ×１０キット　（Ａ液５ｍＬ・Ｂ液５ｍＬ）

注 ビタメジン静注用 111 アルフレッサ　ファーマ
チアミンモノホスフェイトジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合剤 ５０瓶

319  その他のビタミン剤

院外 内 ビオチン散０．２％「フソー」 9 扶桑
ビオチン ０．２％１ｇ

321  カルシウム剤

内 アスパラ－ＣＡ錠２００ 5.7 田辺三菱製薬
Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物 ＰＴＰ　１０錠×１０

内 デノタスチュアブル配合錠 16.4 日東薬品
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 １錠

内 乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」Ｇ 3.55 吉田製薬
乳酸カルシウム水和物 バラ　５００ｇ×１缶　（Ｇ）

注 カルチコール注射液８．５％１０ｍＬ 69 日医工
グルコン酸カルシウム水和物 ８．５％１０ｍＬ１管×５０管　（プラスチックアンプル）

322  無機質製剤

内 アスパラカリウム散５０％ 6.5 田辺三菱製薬
Ｌ－アスパラギン酸カリウム ５０％１ｇ　バラ　５００ｇ×１瓶

内 アスパラカリウム錠３００ｍｇ 5.9 田辺三菱製薬
Ｌ－アスパラギン酸カリウム ３００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 インクレミンシロップ５％ 6.2 アルフレッサファ－マ
溶性ピロリン酸第二鉄 ２５０ｍＬ×１瓶

院内 内 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 5.7 沢井製薬
クエン酸第一鉄ナトリウム 鉄５０ｍｇ／錠　バラ　１０００錠×１瓶

内 ソリタ－Ｔ配合顆粒２号 34.1 ＥＡファーマ
ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤 分包　４ｇ１包×１００包

内 ソリタ－Ｔ配合顆粒３号 33.9 ＥＡファーマ
ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤 分包　４ｇ１包×１００包

院外 内 フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ 7.7 アボットジャパン
硫酸鉄水和物 １錠

院外 内 フェロミア錠５０ｍｇ 8.1 サンノーバ
クエン酸第一鉄ナトリウム 鉄５０ｍｇ１錠

院外 内 フェロミア顆粒８．３％ 13.3 エーザイ
クエン酸第一鉄ナトリウム １ｇ

内 ホスリボン配合顆粒 71.5 ゼリア新薬 小児科限定
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 １００ｍｇ１包（リンとして）

劇
内 ヨウ化カリウム「日医工」 9.5 日医工

ヨウ化カリウム バラ　２５ｇ×１瓶
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院外 内 ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 5.7 日医工
ヨウ化カリウム ５０ｍｇ１丸

内 塩化カリウム徐放錠600㎎「St」 6.6 アルフレッサ ファーマ
塩化カリウム 600㎎1錠

注 アスパラカリウム注１０ｍＥｑ 60 田辺三菱製薬
Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７１２ｍｇ／１０ｍＬ×１０管

注 フェジン静注４０ｍｇ 60 日医工
含糖酸化鉄 ４０ｍｇ／２ｍＬ×５０管

注 ミネリック－５配合点滴静注シリンジ 173 ニプロ
塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤 ２ｍＬ×１０筒

323  糖類剤

注 ハイカリックＲＦ輸液 422 テルモ
高カロリー輸液用基本液 ５００ｍＬ×１０袋

注 光糖液５％ 127 光製薬
ブドウ糖 ５％　１００ｍＬ×１０瓶　（プラスチック）

注 光糖液５％ 125 光製薬
ブドウ糖 ５％　５０ｍＬ×１０瓶　（プラスチック）

注 大塚糖液１０％ 207 大塚製薬
ブドウ糖 １０％　５００ｍＬ×２０袋

注 大塚糖液２０％ 67 大塚製薬
ブドウ糖 ２０％　２０ｍＬ×５０管　（プラスチック）

注 大塚糖液５％ 66 大塚製薬
ブドウ糖 ５％　２０ｍＬ×５０管

注 大塚糖液５％ 177 大塚製薬
ブドウ糖 ５％　５００ｍＬ×２０袋　（ソフトバッグ）

注 大塚糖液５％ 177 大塚製薬
ブドウ糖 ５％　２５０ｍＬ×２０袋　（ソフトバッグ）

注 大塚糖液５０％ 256 大塚製薬
ブドウ糖 ５０％　２００ｍＬ×２０袋　（ソフトバック）

注 大塚糖液５０％ 99 大塚製薬
ブドウ糖 ５０％　２０ｍＬ×５０管　（５連プラアンプル）

注 大塚糖液５０％ 309 大塚製薬
ブドウ糖 ５０％　５００ｍＬ×２０袋　（ソフトバック）

注 大塚糖液７０％ 328 大塚工場 要時購入
ブドウ糖 ７０％３５０ｍＬ１袋

325  たん白アミノ酸製剤

内 アミノレバンＥＮ配合散 8.24 大塚製薬
肝不全用成分栄養剤 分包　５０ｇ×２１包

内 エネーボ配合経腸用液 0.73 アボット
経腸成分栄養剤 250mL/缶

内 エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤 5.97 ＥＡファーマ
経腸成分栄養剤 分包　４０ｇ×１０袋

内 エレンタール配合内用剤 5.86 ＥＡファーマ
経腸成分栄養剤 分包　８０ｇ×２８本　（プラスチック容器）

内 エンシュア・Ｈ 0.94 アボットジャパン
経腸成分栄養剤 ２５０ｍＬ×２４缶　（ストロベリー）

内 エンシュア・リキッド（コーヒー） 0.54 アボットジャパン
経腸成分栄養剤 ２５０ｍＬ×２４缶　（コーヒー）

院外 内 ヘパンＥＤ配合内用剤 7.03 ＥＡファーマ
肝不全用成分栄養剤 １０ｇ

内 ラコールＮＦ配合経腸用液 0.67 大塚製薬
経腸成分栄養剤 ２００ｍＬ×２４袋　（ミルクフレーバー）

内 ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 1 大塚製薬
経腸成分栄養剤 ３００g

院外 内 リーバクト配合経口ゼリー 174.7 ＥＡファーマ
イソロイシン・ロイシン・バリン ２０ｇ１個

内 リーバクト配合顆粒 142.8 ＥＡファーマ
イソロイシン・ロイシン・バリン ４．１５ｇ１包

注 アミノレバン点滴静注 656 大塚製薬
肝不全用アミノ酸製剤 ５００ｍＬ×２０袋

注 アミパレン輸液 422 大塚製薬
高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 ３００ｍＬ×２０袋

注 エルネオパＮＦ１号輸液 1185 大塚製薬
アミノ酸・糖・電解質・ビタミン １０００ｍＬ１キット×１０キット

注 エルネオパＮＦ２号輸液 1273 大塚製薬
アミノ酸・糖・電解質・ビタミン １０００ｍＬ１キット×１０キット

注 エルネオパＮＦ２号輸液 1613 大塚製薬
アミノ酸・糖・電解質・ビタミン １５００ｍＬ１キット×５キット

注 キドミン輸液 450 大塚製薬
腎不全用アミノ酸製剤 ２００ｍＬ１袋×２０袋

注 ビーフリード輸液 377 大塚製薬
アミノ酸・糖・電解質・ビタミン ５００ｍＬ１キット×２０キット　（ソフトバッグ）

注 フルカリック３号輸液（未開通投与防止機構付） 1020 テルモ
アミノ酸・糖・電解質・ビタミン １１０３ｍＬ１キット×７キット　（未開通投与防止機構付）

注 プレアミン－Ｐ注射液 359 扶桑薬品工業
高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 ２００ｍＬ×１０袋

329  その他の滋養強壮薬

注 イントラリポス輸液２０％ 817 大塚製薬
ダイズ油 ２０％１００ｍＬ１袋×１０袋

331  血液代用剤

注 ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 168 テルモ
塩化カリウム １モル２０ｍＬ１キット×１０キット

注 ＹＤソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液200 146 陽進堂
維持液 ２００ｍＬ１瓶

注 ＹＤソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液500 160 陽進堂
維持液 ５００ｍＬ１瓶

注 ソリタ－Ｔ２号輸液 212 陽進堂
脱水補給液 ５００ｍＬ１袋

注 ソリタ－Ｔ４号輸液 196 陽進堂
術後回復液 ５００ｍＬ１袋

注 ソルアセトＤ輸液 187 テルモ
ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ×２０袋

注 ソルアセトＦ輸液 176 テルモ
酢酸リンゲル ５００ｍＬ×２０袋

注 ソルデム１輸液 155 テルモ
開始液 ５００ｍＬ×２０袋

注 ソルデム１輸液 124 テルモ
開始液 ２００ｍＬ×３０袋
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注 ソルデム３Ａ輸液 155 テルモ
維持液 ５００ｍＬ×２０袋

注 ソルデム３Ａ輸液 155 テルモ
維持液 ２００ｍＬ×３０袋

注 テルモ生食 237 テルモ
生理食塩液 １Ｌ×１０袋　（ＴＰ－Ａ１０ＮＳ）

注 テルモ生食 182 テルモ
生理食塩液 ５００ｍＬ×２０袋　（ＴＰ－ＦＡ０５ＮＳ）

注 フィジオ１４０輸液 168 大塚製薬
ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋×２０袋

注 フィジオゾール３号輸液 183 大塚工場
維持液 ５００ｍＬ１袋

注 ヘスパンダー輸液 746 大塚製薬
ヒドロキシエチルデンプン７００００配合剤 ５００ｍＬ１袋×２０袋

注 ポタコールＲ輸液 242 大塚製薬
マルトース加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋×２０袋

注 ラクテック注 204 大塚製薬
乳酸リンゲル ５００ｍＬ×２０袋

注 リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ 125 大塚製薬
リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物 ０．５モル２０ｍＬ１管×１０管

注 塩化Ｎａ補正液２．５ｍＥｑ／ｍＬ 83 大塚製薬
塩化ナトリウム ２．５モル２０ｍＬ１管×１０管　（プラスチック）

注 生食注シリンジ「テルモ」１０ｍＬ 97 テルモ
生理食塩液 １０ｍＬ１筒×１０筒　（ルアーロック）

注 生食溶解液キットＨ 140 光製薬
生理食塩液 ５０ｍＬ１キット×１０キット

注 生理食塩液「ヒカリ」 130 光製薬
生理食塩液 １００ｍＬ×１０瓶　（プラスチック）

注 生理食塩液「ヒカリ」 124 光製薬
生理食塩液 ５０ｍＬ×１０瓶　（プラスチック）

注 生理食塩液「ヒカリ」 182 光製薬
生理食塩液 ５００ｍＬ×２０瓶　（広口開栓型）

注 生理食塩液ＰＬ「フソー」 416 扶桑薬品工業
生理食塩液 ２Ｌ×５袋

注 大塚食塩注１０％ 97 大塚製薬
塩化ナトリウム ２０００ｍｇ／２０ｍＬ×５０管　（プラスチック）

注 大塚生食注 62 大塚製薬
生理食塩液 ２０ｍＬ×５０管　（プラスチック）

注 大塚生食注 159 大塚製薬
生理食塩液 ２５０ｍＬ×２０袋

注 大塚生食注2ポート １００ｍL 137 大塚製薬工場
生理食塩液  １００ｍL1瓶

注 低分子デキストランＬ注 455 大塚製薬
デキストラン４０・乳酸リンゲル ２５０ｍＬ×２０袋

332  止血剤

内 アドナ錠３０ｍｇ 9.4 田辺製薬販売
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 ３０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 トランサミンカプセル２５０ｍｇ 10.1 第一三共
トラネキサム酸 ２５０ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

注 アドナ注（静脈用）５０ｍｇ 59 田辺製薬販売
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 ０．５％１０ｍＬ１管×１０管

劇
注 エトキシスクレロール１％注射液 17341 カイゲンファ－マ

ポリドカノール ３００ｍｇ／３０ｍＬ×１瓶

劇
注 オルダミン注射用１ｇ 17145 武田薬品工業

モノエタノールアミンオレイン酸塩 １０％１０ｇ１瓶×６瓶

注 トランサミン注１０％ 112 第一三共
トラネキサム酸 １０００ｍｇ／１０ｍＬ×１０管

注 プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」 68.3 持田製薬
プロタミン硫酸塩 １０ｍｇ／ｍＬ　１０ｍＬ×１０瓶

外 アルト原末 286 カイゲンファ－マ
アルギン酸ナトリウム １ｇ１管×１０管

外 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 2388.7 ジョンソン・エンド・ジョ
酸化セルロース (ﾆｭｰﾆｯﾄ7.6cm×10.2cm)1枚×12袋 (ﾌｫｲﾙﾊﾟｯｸ)

外 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 2903.6 ジョンソン・エンド・ジョ
酸化セルロース (ﾆｭｰﾆｯﾄ15.2cm×22.9cm)1枚×10袋 (ﾌｫｲﾙﾊﾟｯｸ)

外 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 1964.1 ジョンソン・エンド・ジョ
酸化セルロース ニューニット２．５ｃｍ×８．９ｃｍ

外 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 1190.9 ジョンソン・エンド・ジョ
酸化セルロース ガーゼ型５．１ｃｍ×７．６ｃｍ１枚

外 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 1752.8 ジョンソン・エンド・ジョ
酸化セルロース （綿型５．１ｃｍ×２．５ｃｍ）１枚×１０袋

外 スポンゼル 245 LTLファーマ
ゼラチン （５ｃｍ×２．５ｃｍ）×３袋

外 ゼルフォーム 184.3 ファイザ－
ゼラチン （２ｃｍ×６ｃｍ×０．７ｃｍ）×４袋

外 トロンビン液モチダ　ソフトボトル５千 952.8 持田製薬
トロンビン ５０００単位／５ｍＬ×５キット

333  血液凝固阻止剤

院外 内 イグザレルトOD錠10㎎ 364.1 バイエル薬品
リバーロキサバン 10㎎1錠

院外 内 イグザレルトOD錠15㎎ 517 バイエル薬品
リバーロキサバン 15㎎1錠

内 エリキュース錠２．５ｍｇ 130.5 ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔ-ｽﾞ
アピキサバン ２．５ｍｇ１錠

内 エリキュース錠５ｍｇ 236.6 ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔ-ｽﾞ
アピキサバン ５ｍｇ１錠

内 プラザキサカプセル１１０ｍｇ 240.5 日本ベ－リンガ－イン
ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 １１０ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１４カプセル×８

院外 内 プラザキサカプセル７５ｍｇ 136.9 日本ベーリンガー
ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 ７５ｍｇ１カプセル

内 リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ 411.3 第一三共
エドキサバントシル酸塩水和物 ３０ｍｇ１錠

内 リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ 416.8 第一三共
エドキサバントシル酸塩水和物 ６０ｍｇ１錠

内 ワーファリン錠０．５ｍｇ 9.8 エ－ザイ
ワルファリンカリウム ０．５ｍｇ／錠　バラ　１００錠×１瓶

内 ワーファリン錠１ｍｇ 9.8 エ－ザイ
ワルファリンカリウム １ｍｇ／錠　バラ　１００錠×１瓶

院外 内 ワーファリン錠５ｍｇ 10.1 エーザイ ５ｍｇ１錠
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劇
注 クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ 960 サノフィ

エノキサパリンナトリウム ２，０００低分子ヘパリン国際単位０．２ｍＬ１筒

注 ダルテパリンＮａ静注５０００単位／２０ｍＬシリンジ「ニプロ」 665 ニプロ
ダルテパリンナトリウム ５０００低分子ヘパリン国際単位２０ｍＬ１筒×１０筒

注 ダルテパリンＮａ静注５０００単位／５ｍＬ「サワイ」 499 沢井製薬
ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘパリン国際単位１瓶

注 ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ「ニプロ」 141 ニプロ
ヘパリンナトリウム １０００単位１０ｍＬ１筒×１０筒

注 ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ「ニプロ」 116 ニプロ
ヘパリンナトリウム １００単位１０ｍＬ１筒×１０筒

注 ヘパリンＮａ注５千単位／５ｍＬ「モチダ」 164 持田製薬
ヘパリンナトリウム ５０００単位５ｍＬ１瓶×５瓶

注 ヘパリンＮａ透析用５００単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ「ＮＰ」 174 ニプロ
ヘパリンナトリウム ５０００単位１０ｍＬ１筒×５０筒　（ロックタイプ）

注 ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍＬシリンジ「モチダ」 301 持田製薬
ヘパリンカルシウム ５，０００単位０．２ｍＬ１筒

注 リコモジュリン点滴静注用１２８００ 39978 旭化成ファ－マ
トロンボモデュリンアルファ（遺伝子組換え） １２８００単位１瓶×１瓶

外 ACD-A液 テルモ
血液保存液A液 ５００ｍL

院外 外 ヒルドイドクリーム０．３％ 20.9 マルホ
ヘパリン類似物質 ２５ｇ／本

院外 外 ヒルドイドソフト軟膏０．３％ 20.9 マルホ
ヘパリン類似物質 ２５ｇ×１０本

院外 外 ヒルドイドローション０．３％ 20.9 マルホ
ヘパリン類似物質 ２５ｇ×１０本

院内 外 ヘパリン類似物質ローション0.3％「日医工」 6.6 持田製薬
ヘパリン類似物質 50g1本

院外 外 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「ニットー」 11.7 日東メディック
ヘパリン類似物質 １ｇ

院内 外 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3％「日医工」 6.6 持田製薬
ヘパリン類似物質 25g1本

339  その他の血液・体液用薬

院外 内 アンプラーグ錠１００ｍｇ 86.1 田辺三菱製薬
サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠

院内 内 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「日医工」 36.5 日医工
イコサペント酸エチル 分包　９００ｍｇ１包×８４包

院外 内 エパデールＳ９００ 73.4 持田
イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包

院内 内 エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ 1127.4 第一三共
プラスグレル塩酸塩 ２０ｍｇ１錠

院内 内 エフィエント錠２．５ｍｇ 195.7 第一三共 要時購入
プラスグレル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠

内 エフィエント錠３．７５ｍｇ 275 第一三共
プラスグレル塩酸塩 ３．７５ｍｇ１錠

院外 内 オパルモン錠５μｇ 38.8 小野薬品工業
リマプロスト　アルファデクス ５μｇ１錠

院内 内 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 52.3 日医工
クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠

院内 内 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ファイザー」 38 ファイザ－
サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ＪＧ」 19.8 日本ジェネリック
シロスタゾール １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 タケルダ配合錠 53 武田薬品工業
アスピリン・ランソプラゾール

院内 内 チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 5.9 沢井製薬
チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
内 ドルナー錠２０μｇ 36 アステラス製薬

ベラプロストナトリウム ２０μｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 バイアスピリン錠１００ｍｇ 5.7 バイエル薬品
アスピリン １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×５０

院外 内 パナルジン錠１００ｍｇ 12.6 サノフィ
チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 プラビックス錠７５ｍｇ 152 サノフィ
硫酸クロピドグレル ７５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 プレタールＯＤ錠１００ｍｇ 57.2 大塚製薬
シロスタゾール １００ｍｇ１錠

院外 内 プレタールＯＤ錠５０ｍｇ 31.1 大塚製薬
シロスタゾール ５０ｍｇ１錠

院内 内 リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」 15.6 沢井製薬
リマプロスト アルファデクス ５μｇ１錠

注 アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 1843 大塚製薬
ブドウ糖・無機塩類配合剤 ５００ｍＬ１キット×２０キット

注 アルスロマチック関節手術用灌流液 1169.7 バクスター
乳酸リンゲル ３Ｌ１袋

注 ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ 108635 協和キリン 要時購入
ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え） ３．６ｍｇ０．３６ｍＬ１筒

注 ノイトロジン注１００μｇ 5949 中外製薬 要時購入
レノグラスチム（遺伝子組換え） １００μｇ１瓶（溶解液付）

注 フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ「モチダ」 4679 持田製薬
フィルグラスチム（遺伝子組換え）［フィルグラスチム後続２］ １５０μｇ０．６ｍＬ１筒

注 フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ「モチダ」 7507 持田製薬
フィルグラスチム（遺伝子組換え）［フィルグラスチム後続１］ ３００μｇ０．７ｍＬ１筒

注 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「モチダ」 2894 持田製薬
フィルグラスチム（遺伝子組換え）［フィルグラスチム後続２］ ７５μｇ０．３ｍＬ１筒

注 プリズバインド静注液２．５ｇ 203626 日本ベーリンガー
イダルシズマブ（遺伝子組換え） ２．５ｇ５０ｍＬ１瓶

劇
注 モゾビル皮下注２４ｍｇ 592749 サノフィ 血液内科限定、要時購入

プレリキサホル ２４ｍｇ１．２ｍＬ１瓶

341  人工腎臓透析用剤

注 ＡＫ－ソリタ透析剤・ＦＬ 2490 ＥＡファーマ
人工透析液 ９Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液付）×１瓶

注 カ－ボスタ－透析剤・Ｌ 2224 陽進堂
人工透析液 6L1瓶(炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ液付)×1瓶 (A剤6L×1瓶･B剤7.6L×1瓶)

注 カ－ボスタ－透析剤・Ｐ 1301 陽進堂
人工透析液 ２袋１組×３組

注 サブパック血液ろ過用補充液－Ｂｉ 759 ニプロ
人工透析液 ２０２０ｍＬ１キット

注 エクストラニール腹膜透析液 1731 バクスター 要時購入
腹膜透析液 ２Ｌ１袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)
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注 エクストラニール腹膜透析液 974 バクスター 要時購入
腹膜透析液 ２Ｌ１袋（シングルバッグ・機器専用)

注  レギュニール　ＬＣａ　１．５腹膜透析液 1253 バクスター 要時購入
腹膜透析液 １Ｌ１袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)

注  レギュニール　ＬＣａ　１．５腹膜透析液 2309 バクスター 要時購入
腹膜透析液 ５Ｌ１袋(シングルバッグ・機器専用)

注  レギュニール　ＬＣａ　１．５腹膜透析液 1159 バクスター 要時購入
腹膜透析液  ２．５Ｌ１袋(シングルバッグ・機器専用)

注  レギュニール　ＬＣａ　１．５腹膜透析液 1685 バクスター 要時購入
腹膜透析液 ２Ｌ１袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)

注  レギュニール　ＬＣａ　２．５腹膜透析液 1640 バクスター 要時購入
腹膜透析液 ２Ｌ１袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)

注  レギュニール　ＬＣａ　２．５腹膜透析液 2365 バクスター 要時購入
腹膜透析液 ５Ｌ１袋(シングルバッグ・機器専用)

注  レギュニール　ＬＣａ　２．５腹膜透析液 1299 バクスター 要時購入
腹膜透析液 １Ｌ１袋【排液用バッグ付】(UVツインバッグ)

注  レギュニール　ＬＣａ　２．５腹膜透析液 1200 バクスター 要時購入
腹膜透析液  ２．５Ｌ１袋(シングルバッグ・機器専用)

391  肝臓疾患用剤

内 グリチロン配合錠 5.7 エ－ザイ
グリチルリチン・ＤＬ－メチオニン配合剤 ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 タウリン散９８％「大正」 14.8 大正製薬
タウリン ９８０ｍｇ／ｇ　分包　１．０２ｇ×９０包

院内 注 ヒシファーゲン配合静注シリンジ２０ｍＬ 162 ニプロ
グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 ２０ｍＬ１筒

院内 注 ヒシファーゲン配合静注シリンジ４０ｍＬ 258 ニプロ
グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 ４０ｍＬ１筒

392  解毒剤

内 アセチルシステイン内用液１７．６％「あゆみ」 95.4 あゆみ製薬
アセチルシステイン １７．６％１ｍＬ　２０ｍＬ×１０本

劇
院外 内 エクジェイド懸濁用錠１２５ｍｇ ノバルティスファーマ

デフェラシロクス １２５ｍｇ１錠

院外 内 クレメジン細粒分包２ｇ 71.2 田辺三菱製薬
球形吸着炭 分包　２ｇ×８４包

内 クレメジン速崩錠５００ｍｇ 35.9 田辺三菱製薬
球形吸着炭 ５００ｍｇ１錠

内 ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ 5491.2 ノバルティスファーマ 要時購入
デフェラシロクス ３６０ｍｇ１包

院外 内 タチオン錠５０ｍｇ 8.7 アステラス製薬
グルタチオン ５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　３０錠×４

院外 内 メタルカプターゼカプセル２００ｍｇ 89.7 大正製薬
ペニシラミン ２００ｍｇ１カプセル

院外 内 ユーゼル錠２５ｍｇ 1419.5 大鵬薬品
ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠

内 ロイコボリン錠５ｍｇ 675.1 武田薬品工業
ホリナートカルシウム ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×２

注 ウロミテキサン注４００ｍｇ 797 塩野義製薬
メスナ ４００ｍｇ／４ｍＬ×１０管

劇
注 サビーン点滴静注用５００ｍｇ 46437 キッセイ

デクスラゾキサン ５００ｍｇ１瓶

注 タチオン注射用１００ｍｇ 73 田辺製薬販売
グルタチオン １００ｍｇ１管×５０管

劇
注 デスフェラール注射用５００ｍｇ 1356 ノバルティスファ－マ

デフェロキサミンメシル酸塩 ５００ｍｇ×５瓶

注 デトキソール静注液２ｇ 434 日医工
チオ硫酸ナトリウム水和物 １０％２０ｍＬ１瓶

注 パム静注５００ｍｇ 947 大日本住友製薬
プラリドキシムヨウ化物 ２．５％２０ｍＬ１管×５管

注 ブリディオン静注２００ｍｇ 9000 ＭＳＤ
スガマデクスナトリウム ２００ｍｇ２ｍＬ１瓶×１０瓶

注 メイロン静注８．４％ 96 大塚製薬
炭酸水素ナトリウム ８．４％２０ｍＬ１管×５０管　（プラスチック）

注 メイロン静注８．４％ 209 大塚製薬
炭酸水素ナトリウム ８．４％２５０ｍＬ×１０袋　（ソフトバッグ）

注 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ヤクルト」 1977 ヤクルト
レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶×５瓶

注 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ヤクルト」 580 ヤクルト
レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶×１０瓶

注 ロイコボリン注３ｍｇ 364 武田薬品工業
ホリナートカルシウム ０．３％１ｍＬ１管

394  痛風治療剤

内 アロプリノール錠100mg「タカタ」 7.8 田辺製薬販売
アロプリノール １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 ウラリット配合錠 8.7 日本ケミファ
クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
内 コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 6.8 高田製薬

コルヒチン ０．５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 トピロリック錠２０ｍｇ 16.9 富士薬品
トピロキソスタット ２０ｍｇ１錠

院内 内 トピロリック錠４０ｍｇ 31.3 富士薬品
トピロキソスタット ４０ｍｇ１錠

院内 内 トピロリック錠６０ｍｇ 45.6 富士薬品
トピロキソスタット ６０ｍｇ１錠

内 フェブリク錠１０ｍｇ 27.3 帝人ファーマ
フェブキソスタット １０ｍｇ１錠

院外 内 フェブリク錠２０ｍｇ 49.9 帝人ファーマ
フェブキソスタット ２０ｍｇ１錠

院外 内 フェブリク錠４０ｍｇ 93.7 帝人ファーマ
フェブキソスタット ４０ｍｇ１錠

劇
内 ユリノーム錠２５ｍｇ 11.6 鳥居薬品

ベンズブロマロン ２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

395  酵素製剤

注 アクチバシン注１２００万 86314 協和キリン
アルテプラーゼ（遺伝子組換え） １２００万国際単位×１瓶　２０ｍＬ（溶）付

注 アクチバシン注２４００万 173392 協和キリン
アルテプラーゼ（遺伝子組換え） ２４００万国際単位×１瓶　４０ｍＬ（溶）付

◆限定 注 ウロナーゼ静注用６万単位 2683 持田製薬 緊急時対応のみ
ウロキナーゼ ６０，０００単位１瓶
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注 クリアクター静注用８０万 74938 エ－ザイ
モンテプラーゼ（遺伝子組換え） ８０万国際単位１瓶×１瓶

劇
注 セレザイム静注用４００単位 291790 ジェンザイム・ジャパン

イミグルセラーゼ（遺伝子組換え） ４００単位１瓶×１瓶

劇
注 ラスリテック点滴静注用１．５ｍｇ 12694

ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）

劇
注 ラスリテック点滴静注用７．５ｍｇ 51463

ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）

外 ブロメライン軟膏５万単位／ｇ 20.8 ジェイドルフ製薬
ブロメライン ５００００単位１ｇ　２０ｇ×１０本　（チューブ）

396  糖尿病用剤

院外 内 アクトス錠１５ 54.1 武田薬品工業
ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
院外 内 アマリール１ｍｇ錠 14.1 サノフィ

グリメピリド １ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
院外 内 アマリール３ｍｇ錠 32.9 サノフィ

グリメピリド ３ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 エクア錠５０ｍｇ 69 ノバルティスファ－マ/
ビルダグリプチン ５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
院外 内 グリミクロンＨＡ錠２０ｍｇ 11.3 大日本住友

グリクラジド ２０ｍｇ１錠

劇
院外 内 グリミクロン錠４０ｍｇ 13 大日本住友製薬

グリクラジド ４０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

〇
院内 内 グリメピリド錠1㎎「サワイ」 10.1 サワイ

グリメピリド 1mg1錠

院外 内 グルファスト錠１０ｍｇ 34.2 キッセイ
ミチグリニドカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠

院外 内 グルベス配合錠 42.7 キッセイ
ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース １錠

院外 内 ザファテック錠１００ｍｇ 941.1 武田薬品工業
トレラグリプチンコハク酸塩 １００ｍｇ１錠

院外 内 ジャディアンス錠１０ｍｇ 189.7 日本ベーリンガーイン
エンパグリフロジン １０ｍｇ１錠

院外 内 ジャディアンス錠２５ｍｇ 323.9 日本ベーリンガーイン
エンパグリフロジン ２５ｍｇ１錠

内 ジャヌビア錠５０ｍｇ 122.8 ＭＳＤ
シタグリプチンリン酸塩水和物 ５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
院外 内 シュアポスト錠０．２５ｍｇ 32 大日本住友製薬

レパグリニド ０．２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 スージャヌ配合錠 235.6 アステラス製薬
シタグリプチン／イプラグリフロジ   シタグリプチンリン50mg/イプラグリフロジン50mg１錠

院外 内 セイブル錠２５ｍｇ 18.9 三和化学
ミグリトール ２５ｍｇ１錠

院外 内 セイブル錠５０ｍｇ 32 三和化学研究所
ミグリトール ５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 テネリア錠２０ｍｇ 134.7 第一三共
テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠

内 トラゼンタ錠５ｍｇ 137.5 日本ベーリンガー
リナグリプチン ５ｍｇ１錠

院外 内 ネシーナ錠１２．５ｍｇ 91.2 武田薬品工業
アログリプチン安息香酸塩 １２．５ｍｇ１錠

院外 内 ネシーナ錠２５ｍｇ 170.1 武田薬品工業
アログリプチン安息香酸塩 ２５ｍｇ１錠

院内 内 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「日医工」 17.5 日医工
ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠

院内 内 フォシーガ錠１０ｍｇ 274.3 アストラゼネカ
ダパグリフロジン １０ｍｇ１錠

内 フォシーガ錠5mg 185.2 アストラゼネカ
ダパグリフロジン 5mg1錠

院外 内 ベイスンＯＤ錠０．３ 33.9 武田薬品工業
ボグリボース ０．３ｍｇ１錠

院内 内 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「サワイ」 12.6 沢井製薬
ボグリボース ０．３ｍｇ１錠

劇
院外 内 メトグルコ錠２５０ｍｇ 10.1 大日本住友製薬

メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
院外 内 メトグルコ錠５００ｍｇ 13.2 大日本住友製薬

メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠

劇
院内 内 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」 10.1 第一三共エスファ

メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠

院外 内 ルセフィ錠２．５ｍｇ 170.7 大正製薬
ルセオグリフロジン水和物 ２．５ｍｇ１錠

院外 内 ルセフィ錠５ｍｇ 254.8 大正製薬
ルセオグリフロジン水和物 ５ｍｇ１錠

院内 内 レパグリニド錠0.25mg「サワイ」 11.3 沢井製薬
レパグリニド 0.25mg1錠

399  他に分類されない代謝性医薬品
劇

院外 内 アクトネル錠１７．５ｍｇ 452.5 エーザイ
リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠

院外 内 アデホスコーワ顆粒１０％ 21.3 興和創薬
アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 １００ｍｇ／ｇ　分包　１ｇ×６００包

劇
院内 内 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「日医工」 144 日医工

アレンドロン酸ナトリウム水和物 ３５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　２錠×１０

劇
院外 内 イムセラカプセル０．５ｍｇ 8200.9 田辺三菱製薬

フィンゴリモド塩酸塩 ０．５ｍｇ１カプセル

院外 内 イムラン錠５０ｍｇ 109.1 アスペンジャパン
アザチオプリン ５０ｍｇ１錠

院外 内 エドルミズ錠50㎎ 246.4 小野薬品工業
アナモレリン塩酸塩 50㎎1錠

院内 内 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ファイザー」 20.6 ファイザ－
エパルレスタット ５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 エビスタ錠６０ｍｇ 82.1 中外製薬
ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 エルカルチンＦＦ錠１００ｍｇ 86.5 大塚製薬
レボカルニチン １００ｍｇ１錠

院外 内 エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ 256 大塚製薬
レボカルニチン ２５０ｍｇ１錠

内 エルカルチンＦＦ内用液１０％ 65.3 大塚製薬
レボカルニチン １０％１ｍＬ　１０ｍＬ×１０瓶

院外 内 オテズラ錠３０ｍｇ 990 セルジーン
アプレミラスト ３０ｍｇ１錠
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劇
内 オフェブカプセル１５０ｍｇ 6676.4 呼吸器科限定、要時購入　

ニンテダニブエタンスルホン酸塩 １５０ｍｇ１カプセル

劇
内 オルケディア錠１ｍｇ 271.9 協和キリン

エボカルセト １ｍｇ１錠

劇
内 オルケディア錠２ｍｇ 399 協和キリン

エボカルセト ２ｍｇ１錠

院内 内 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「ＪＧ」 8.1 日本ジェネリック
カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 キネダック錠５０ｍｇ 72.7 小野薬品工業
エパルレスタット ５０ｍｇ１錠

劇
内 ジアゾキシドカプセル２５ｍｇ「ＭＳＤ」 オーシャンパシフィック 要時購入

ジアゾキシド ２５ｍｇ１カプセル

劇
内 セルセプトカプセル２５０ 190.1 中外製薬 要時購入

ミコフェノール酸　モフェチル ２５０ｍｇ１カプセル

劇
院外 内 セルセプト懸濁用散３１．８％ 183.3 中外製薬

ミコフェノール酸　モフェチル ２００ｍｇ１ｍＬ（懸濁後の内用液として）

〇
院外 内 ダーブロック錠2㎎ 185.8 グラクソ・スミスクライン

ダプロデュスタット 2㎎1錠

〇
院外 内 ダーブロック錠4㎎ 327.4 グラクソ・スミスクライン

ダプロデュスタット 4㎎1錠

院内 内  タクロリムスカプセル0.5mg「ファイザー」 135.7 ファイザー
タクロリムス 0.5mg1カプセル

院内 内  タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 240.2 ファイザー
タクロリムス 1mg1カプセル

院内 内 トリノシン顆粒１０％ 15.3 トーアエイヨー
アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物  １０％１ｇ１ｇ×８４包

劇
内 ネオーラル１０ｍｇカプセル 72.9 ノバルティスファーマ 血液内科限定、要時購入

シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル

劇
内 ネオーラル２５ｍｇカプセル 157.6 ノバルティスファーマ 要時購入

シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル

劇
内 ネオーラル５０ｍｇカプセル 269.3 ノバルティスファーマ

シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル

劇
内 ネオーラル内用液１０％ 633.2 ノバルティスファ－マ 要時購入

シクロスポリン １０％１ｍＬ　５０ｍＬ×１瓶

院外 内 ビビアント錠２０ｍｇ 85.2 ファイザー
バゼドキシフェン酢酸塩 ２０ｍｇ１錠

劇
内 ピレスパ錠２００ｍｇ 680.7 塩野義製薬

ピルフェニドン ２００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 フオイパン錠１００ｍｇ 20.2 小野薬品工業
カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠

劇
院外 内 フォサマック錠３５ｍｇ 424.9 ＭＳＤ

アレンドロン酸ナトリウム水和物 ３５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　２錠×１０

院外 内 ブレディニン錠２５ 108.4 旭化成ファーマ
ミゾリビン ２５ｍｇ１錠

院外 内 ブレディニン錠５０ 174.9 旭化成ファーマ
ミゾリビン ５０ｍｇ１錠

劇
院外 内 プログラフカプセル０．５ｍｇ 310.5 アステラス製薬 血液内科・呼吸内科限定（院内は呼吸

タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセル

劇
院外 内 プログラフカプセル１mg 563.9 アステラス製薬 呼吸器内科限定、院内要時購入

タクロリムス水和物 1㎎１カプセル

劇
院外 内 プログラフ顆粒０．２ｍｇ 158 アステラス製薬 血液内科限定、要時購入

タクロリムス水和物 ０．２ｍｇ１包

劇
内 ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ 882.4 帝人ファーマ

アレンドロン酸ナトリウム水和物 ３５ｍｇ１包

劇
院外 内 ボナロン錠５ｍｇ 67.3 帝人ファ－マ

アレンドロン酸ナトリウム水和物 ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
院外 内 ボノテオ錠５０ｍｇ 2363 アステラス

ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠

院外 内 モニラック・シロップ６５％ 6.5 中外製薬
ラクツロース ６５０ｍｇ／ｍＬ　１０ｍＬ×８４包

院内 内 ラクツロースシロップ65％「タカタ」 4.9 日本化薬
ラクツロース 65％1mL

劇
内 リウマトレックスカプセル２ｍｇ 188.4 ファイザ－

メトトレキサート ２ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　３カプセル×１０

劇
内 レボレード錠１２．５ｍｇ 2539.6 ノバルティスファーマ 血液内科限定、要時購入

エルトロンボパグ　オラミン １２．５ｍｇ１錠

注 アデホス－Ｌコーワ注１０ｍｇ 59 興和創薬
アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 １０ｍｇ／２ｍＬ×５０管

注 アルツディスポ関節注２５ｍｇ 930 科研製薬
精製ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒

注 イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ 25119 アステラス製薬
ロモソズマブ（遺伝子組換え） １０５ｍｇ１筒

劇
注 エスポ－皮下用２４０００シリンジ 16193 キリンファ－マ

エポエチンアルファ（遺伝子組換え） ２４０００国際単位／０．５ｍＬ×１筒

劇
注 エポエチンアルファＢＳ注７５０シリンジ「ＪＣＲ」 351 キッセイ薬品工業

エポエチンカッパ（遺伝子組換え）［エポエチンアルファ後続１］ ７５０国際単位０．５ｍＬ１筒×１０筒

劇
注 エルカトニン筋注２０単位「ＮＰ」 91 ニプロ

エルカトニン ２０エルカトニン単位

劇
注 エルカトニン注４０単位「ＮＰ」 235 ニプロ

エルカトニン ４０エルカトニン単位

注 エルカルチンＦＦ静注１０００ｍｇシリンジ 1000 大塚製薬
レボカルニチン １，０００ｍｇ５ｍＬ１筒

劇
注 エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ 23640 武田薬品工業

エタネルセプト（遺伝子組換え） ５０ｍｇ１ｍＬ１キット×２キット

院内 注 オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」 579 日本ケミファ
オザグレルナトリウム 40mg2mL1管

劇
注 ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「タカタ」 125 塩野義製薬

ガベキサートメシル酸塩 １００ｍｇ×１０瓶

劇
注 ガベキサートメシル酸塩注射用５００ｍｇ「タカタ」 529 塩野義製薬

ガベキサートメシル酸塩 ５００ｍｇ×１０瓶

劇
注 グラセプターカプセル０．５ｍｇ 450.3 アステラス製薬 血液内科限定、要時購入

タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセル

劇
注 グラセプターカプセル１ｍｇ 797.9 アステラス製薬 血液内科限定、要時購入

タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル

劇
注 グラセプターカプセル５ｍｇ 2984.6 アステラス製薬 血液内科限定、要時購入

タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル

注 サイビスクディスポ関節注２ｍＬ 9500 帝人ファ－マ
ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体 １６ｍｇ２ｍＬ１筒×１筒

劇
注 サンディミュン点滴静注用２５０ｍｇ 3056 ノバルティスファーマ 血液内科限定、要時購入

シクロスポリン ５％５ｍＬ１管

注 シベレスタットＮａ点滴静注用１００ｍｇ「ファイザー」 1539 ファイザー
シベレスタットナトリウム水和物 １００ｍｇ１瓶
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劇
注 シンポニー皮下注５０ｍｇシリンジ 116398 田辺三菱製薬

ゴリムマブ（遺伝子組換え） ５０ｍｇ０．５ｍＬ１筒×１筒

劇
院内 注 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「サンド」 8571 サンド

ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１錠

注 ダルベポエチン　アルファBS注10μgシリンジ「三和」 1278 三和化学研究所
ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 10μg0.5ｍL1筒

注 ダルベポエチン　アルファBS注120μgシリンジ「三和」 10003 三和化学研究所
ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 120μg0.5ｍL1筒

注 ダルベポエチン　アルファBS注20μgシリンジ「三和」 2246 三和化学研究所
ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 20μg0.5ｍL1筒

注 ダルベポエチン　アルファBS注30μgシリンジ「三和」 3183 三和化学研究所
ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 30μg0.5ｍL1筒

注 ダルベポエチン　アルファBS注40μgシリンジ「三和」 3931 三和化学研究所
ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 40μg0.5ｍL1筒

注 ダルベポエチン　アルファBS注5μgシリンジ「三和」 719 三和化学研究所
ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 5μg0.5ｍL1筒

注 ダルベポエチン　アルファBS注60μgシリンジ「三和」 5604 三和化学研究所
ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え） 60μg0.5ｍL1筒

院内 注 ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AFP」 205 アルフレッサ　ファーマ
ナファモスタットメシル酸塩 10mg1瓶

院内 注 ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AFP」 368 アルフレッサ　ファーマ
ナファモスタットメシル酸塩 50mg1瓶

劇
注 ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ 14056 協和キリン 血液内科限定、要時購入

ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） １２０μｇ０．５ｍＬ１筒×１筒

院内 注 パーサビブ静注透析用シリンジ10ｍｇ 1864 小野薬品工業
エテルカルセチド 10ｍｇ1筒

院内 注 パーサビブ静注透析用シリンジ2.5ｍｇ 895 小野薬品工業
エテルカルセチド 2.5ｍｇ1筒

院内 注 パーサビブ静注透析用シリンジ5ｍｇ 1287 小野薬品工業
エテルカルセチド 5ｍｇ1筒

注 ヒュミラ皮下注40㎎ペン0.4mL 60645 アッヴィ 要事購入
アダリムマブ 40㎎0.4mL1キット

劇
注 プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ 28822 第一三共

デノスマブ（遺伝子組換え） ６０ｍｇ１ｍＬ１筒×１筒

劇
注 プログラフ注射液２ｍｇ 2124 アステラス製薬 血液内科限定、要時購入

タクロリムス水和物 ２ｍｇ０．４ｍＬ１管

劇
注 ボンビバ静注１ｍｇシリンジ 4472 中外製薬

イバンドロン酸ナトリウム水和物 １ｍｇ１ｍＬ１筒

劇
注 ミルセラ注シリンジ１００μｇ 16521 中外製薬

エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え） １００μｇ０．３ｍＬ１筒×１筒

劇
注 ミルセラ注シリンジ２５μｇ 5478 中外製薬

エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え） ２５μｇ０．３ｍＬ１筒×１筒

劇
注 ミルセラ注シリンジ５０μｇ 9605 中外製薬

エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え） ５０μｇ０．３ｍＬ１筒×１筒

劇
注 ミルセラ注シリンジ７５μｇ 13390 中外製薬

エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え） ７５μｇ０．３ｍＬ１筒×１筒

劇
注 ランマーク皮下注１２０ｍｇ 47550 第一三共

デノスマブ（遺伝子組換え） １２０ｍｇ１．７ｍＬ１瓶×１瓶

注 ロミプレート皮下注２５０μｇ調製用 71209 協和キリン 血液内科限定、要時購入
ロミプロスチム（遺伝子組換え） ２５０μｇ１瓶

421  アルキル化剤
毒

内 アルケラン錠２ｍｇ 159.7 アスペンジャパン 血液内科限定
メルファラン ２ｍｇ１錠

劇
内 エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ 275.2 日本新薬 泌尿器科限定

エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物 １５６．７ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

毒
内 テモダールカプセル１００ｍｇ 10768.6 ＭＳＤ

テモゾロミド １００ｍｇ１カプセル

毒
内 テモダールカプセル２０ｍｇ 2155 ＭＳＤ 要時購入

テモゾロミド ２０ｍｇ１カプセル

毒
注 アルケラン静注用５０ｍｇ 7046 アスペンジャパン 血液内科限定、要時購入

メルファラン ５０ｍｇ１瓶（溶解液付）

劇
注 ダカルバジン注用１００ 3256 協和キリン 血液内科限定、要時購入

ダカルバジン １００ｍｇ１瓶

院内 注 トレアキシン点滴静注液1００ｍｇ/4mL 96070 シンバイオ製薬
ベンダムスチン塩酸塩水和物 100mg4ｍL１瓶

劇
注 ブスルフェクス点滴静注用６０ｍｇ 41171 大塚製薬 血液内科限定、要時購入

ブスルファン ６０ｍｇ１瓶

劇
注 注射用イホマイド１ｇ 2688 塩野義製薬

イホスファミド １ｇ×１０瓶

劇
注 注射用エンドキサン１００ｍｇ 326 塩野義製薬

シクロホスファミド水和物 １００ｍｇ×１０瓶

劇
注 注射用エンドキサン５００ｍｇ 1277 塩野義製薬

シクロホスファミド水和物 ５００ｍｇ×１瓶

劇
注 注射用サイメリン１００ｍｇ 21054 田辺三菱製薬 血液内科限定、要時購入

ラニムスチン １００ｍｇ１瓶

422  代謝拮抗剤
劇

院内 内 エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０ 194.1 大鵬薬品
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 ２０ｍｇ１錠（テガフール相当量）

劇
院内 内 エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５ 282.5 大鵬薬品

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 ２５ｍｇ１錠（テガフール相当量）

内 カペシタビン錠300mg「サワイ」 94.2 沢井製薬
カペシタビン 300mg1錠

劇
院内 内 スタラシドカプセル５０ 595.6 日本化薬 要時購入

シタラビンオクホスファート水和物 ５０ｍｇ１カプセル

劇
院外 内 ゼローダ錠３００ 223.3 中外製薬

カペシタビン ３００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１４錠×４

劇
院外 内 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ 444.8 大鵬薬品工業

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 ２０ｍｇ１錠（テガフール相当量）　ＰＴＰ　１４錠×４

劇
院外 内 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ 538.5 大鵬薬品工業

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 ２５ｍｇ１錠（テガフール相当量）　ＰＴＰ　１４錠×４

劇
内 ハイドレアカプセル５００ｍｇ 241.3 ブリストル・マイヤ－ズ 要時購入

ヒドロキシカルバミド ５００ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

劇
内 フルダラ錠１０ｍｇ 3811 サノフィ 血液内科限定、要時購入

フルダラビンリン酸エステル １０ｍｇ１錠

劇
院外 内 メソトレキセート錠２．５ｍｇ 31.7 ファイザー

メトトレキサート ２．５ｍｇ１錠

劇
院外 内 ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００ 243.1 大鵬薬品

テガフール・ウラシル １００ｍｇ１包（テガフール相当量）

劇
院外 内 ロイケリン散１０％ 104.7 大原薬品工業

メルカプトプリン水和物 １０％１ｇ　バラ　２５ｇ×１瓶
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劇
注 アラノンジー静注用２５０ｍｇ 54925 ノバルティスファーマ 要時購入

ネララビン ２５０ｍｇ５０ｍＬ１瓶

劇
注 アリムタ注射用１００ｍｇ 45048 日本イーライリリー

ペメトレキセドナトリウム水和物 １００ｍｇ１瓶

劇
注 アリムタ注射用５００ｍｇ 188457 日本イーライリリー

ペメトレキセドナトリウム水和物 ５００ｍｇ１瓶

劇
注 ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２５ｍＬ「ＮＫ」 4263 日本化薬

ゲムシタビン １ｇ２５ｍＬ１瓶

劇
注 ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 1286 日本化薬

ゲムシタビン ２００ｍｇ５ｍＬ１瓶

劇
注 シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」 4333 武田テバファーマ 血液内科限定、要時購入

シタラビン １ｇ１瓶

劇
院内 注 フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」 587 東和薬品

フルオロウラシル １，０００ｍｇ１瓶

劇
院内 注 フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トーワ」 160 東和薬品

フルオロウラシル ２５０ｍｇ１瓶

劇
注 フルダラ静注用５０ｍｇ 31827 サノフィ 血液内科限定、要時購入

フルダラビンリン酸エステル ５０ｍｇ１瓶

劇
注 メソトレキセート点滴静注液１０００ｍｇ 34184 ファイザー 血液内科限定、要時購入

メトトレキサート １，０００ｍｇ４０ｍＬ１瓶

劇
注 ロイケリン散１０％ 104.7 大原薬品工業 血液内科限定、要時購入

メルカプトプリン水和物 １０％１ｇ

劇
注 注射用メソトレキセート５０ｍｇ 2363 武田薬品工業

メトトレキサート ５０ｍｇ×１瓶

劇
注 注射用メソトレキセート５ｍｇ 709 武田薬品工業

メトトレキサート ５ｍｇ×１０瓶

423  抗腫瘍性抗生物質製剤
劇

注 アクラシノン注射用２０ｍｇ 2849 アステラス製薬 血液内科限定、要時購入
アクラルビシン塩酸塩 ２０ｍｇ１瓶

毒
注 イダマイシン静注用５ｍｇ 11105 ファイザー 血液内科限定、要時購入

イダルビシン塩酸塩 ５ｍｇ１瓶

劇
注 エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「サワイ」 1780 沢井製薬

エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶

劇
注 エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」 4106 沢井製薬

エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶

劇
注 カルセド注射用２０ｍｇ 5800 日本化薬

アムルビシン塩酸塩 ２０ｍｇ１瓶

劇
注 カルセド注射用５０ｍｇ 13058 日本化薬

アムルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶

劇
注 ダウノマイシン静注用２０ｍｇ 1465 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 血液内科限定、要時購入

ダウノルビシン塩酸塩 ２０ｍｇ１瓶

劇
注 ドキシル注２０ｍｇ 98304 持田製薬

ドキソルビシン塩酸塩 ２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶×１瓶

劇
注 ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 822 日本化薬

ドキソルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶×１０瓶

劇
注 ドキソルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 3665 日本化薬

ドキソルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶×１瓶

劇
注 ピノルビン注射用１０ｍｇ 5120 日本化薬

塩酸ピラルビシン １０ｍｇ×１瓶

劇
注 ピノルビン注射用２０ｍｇ 10049 日本化薬

塩酸ピラルビシン ２０ｍｇ×１瓶

劇
注 ブレオ注射用１５ｍｇ 4573 日本化薬

ブレオマイシン塩酸塩 １５ｍｇ×１瓶

毒
注 ベスポンサ点滴静注用１ｍｇ 1331297 ファイザー 要時購入

イノツズマブ　オゾガマイシン（遺伝子組換え） １ｍｇ１瓶

毒
注 マイトマイシン注用１０ｍｇ 1749 協和キリン

マイトマイシンＣ １０ｍｇ×１０瓶

毒
注 マイロターグ点滴静注用５ｍｇ 252576 ファイザー 要時購入

ゲムツズマブオゾガマイシン（遺伝子組換え） ５ｍｇ１瓶

424  抗腫瘍性植物成分製剤
劇

院外 内 ラステットＳカプセル２５ｍｇ 634.4 日本化薬
エトポシド ２５ｍｇ１カプセル

劇
内 ラステットＳカプセル５０ｍｇ 1195 日本化薬

エトポシド ５０ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×２

毒
注 アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ 48899 大鵬薬品工業

パクリタキセル １００ｍｇ１瓶×１瓶

劇
院内 注 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100ｍｇ「ＳＵＮ」 3643 サンファーマ

イリノテカン塩酸塩水和物 100ｍｇ5mL1瓶

劇
院内 注 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40ｍｇ「ＳＵＮ」 1638 サンファーマ

イリノテカン塩酸塩水和物 40ｍｇ2mL1瓶

劇
注 エクザール注射用１０ｍｇ 2587 日本化薬

ビンブラスチン硫酸塩 １０ｍｇ１瓶

劇
注 エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「ＳＮ」 2148 光製薬

エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶

劇
院内 注 オニバイド点滴静注43㎎ 128131 ヤクルト

イリノテカン塩酸塩水和物 43ｍｇ10ｍL1瓶

劇
注 オンコビン注射用１ｍｇ 2404 日本化薬

ビンクリスチン硫酸塩 １ｍｇ×１瓶

毒
注 ジェブタナ点滴静注60ｍｇ 537188 サノフィ

カバジタキセル　アセトン付加物 ６０ｍｇ１．５ｍＬ１瓶（溶解液付）

毒
注 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ケミファ」 3974 日本ケミファ

ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶×１瓶

毒
注 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ケミファ」 13882 日本ケミファ

ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶×１瓶

毒
注 ドセタキセル点滴静注用２０ｍｇ「サワイ」 3974 沢井製薬

ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶（溶解液付）×１瓶　１．５ｍＬ（溶）付

毒
注 ドセタキセル点滴静注用８０ｍｇ「サワイ」 13882 沢井製薬

ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ２ｍＬ１瓶（溶解液付）×１瓶　６ｍＬ（溶）付

毒
注 ナベルビン注１０ 3886 協和キリン

ビノレルビン酒石酸塩 １０ｍｇ／１ｍＬ×１瓶

毒
注 パクリタキセル点滴静注液１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ホスピーラ」 4634 ファイザー

パクリタキセル １００ｍｇ１６．７ｍＬ１瓶

毒
注 パクリタキセル点滴静注液３０ｍｇ／５ｍＬ「ホスピーラ」 2620 ファイザー

パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶

劇
注 注射用フィルデシン１ｍｇ 4259 塩野義製薬

ビンデシン硫酸塩 １ｍｇ×１瓶

劇
注 注射用フィルデシン３ｍｇ 11532 塩野義製薬

ビンデシン硫酸塩 ３ｍｇ１瓶×１瓶

429  その他の腫瘍用薬
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劇
院外 内 アーリーダ錠６０ｍｇ 2311 ヤンセンファーマ

アパルタミド ６０ｍｇ１錠

劇
院外 内 アイクルシグ錠１５ｍｇ 6428.4 大塚製薬 血液内科限定

ポナチニブ塩酸塩 １５ｍｇ１錠

劇
内 アグリリンカプセル０．５ｍｇ 788.7 シャイアー・ジャパン 血液内科限定、要時購入

アナグレリド塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１カプセル

劇
院内 内 アナストロゾール錠１ｍｇ「明治」 104.5 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ

アナストロゾール １ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×３

劇
院外 内 アフィニトール錠５ｍｇ 10558.4 ノバルティスファーマ

エベロリムス ５ｍｇ１錠

劇
内 アムノレイク錠２ｍｇ 3375.5 日本新薬 血液内科限定

タミバロテン ２ｍｇ１錠

劇
院外 内 アリミデックス錠１ｍｇ 319.6 アストラゼネカ

アナストロゾール １ｍｇ１錠

劇
内 アレセンサカプセル１５０ｍｇ 6737.1 中外製薬 要時購入

アレクチニブ塩酸塩 １５０ｍｇ１カプセル

院外 内 アロマシン錠２５ｍｇ 300 ファイザー
エキセメスタン ２５ｍｇ１錠

劇
院外 内 イクスタンジ錠８０ｍｇ 4648.2 大塚製薬

エンザルタミド ８０ｍｇ１錠

劇
院外 内 イブランスカプセル１２５ｍｇ 22978.1 ファイザー

パルボシクリブ １２５ｍｇ１カプセル

劇
院外 内 イブランスカプセル２５ｍｇ 5679.7 ファイザー

パルボシクリブ ２５ｍｇ１カプセル

〇
院内 内 イマチニブ錠１００ｍｇ「ファイザー」 301.1 マイラン

イマチニブメシル酸塩 100㎎1錠

劇
内 イレッサ錠２５０ 4395.6 アストラゼネカ

ゲフィチニブ ２５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１４錠×１

劇
院外 内 ヴォトリエント錠２００ｍｇ 4219 ＧＳＫ

パゾパニブ塩酸塩 ２００ｍｇ１錠

劇
院外 内 オダイン錠１２５ｍｇ 198.5 日本化薬

フルタミド １２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×４

劇
院外 内 カソデックスＯＤ錠８０ｍｇ 518.6 アストラゼネカ

ビカルタミド ８０ｍｇ１錠

劇
院外 内 カソデックス錠８０ｍｇ 518.6 アストラゼネカ

ビカルタミド ８０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×３

〇
院外 内 カボメティクス錠20㎎ 8007.6 武田薬品工業

カボサンチニブ 20㎎1錠

〇
院外 内 カボメティクス錠60㎎ 22333 武田薬品工業

カボサンチニブ 60㎎1錠

劇
院内 内 グリベック錠１００ｍｇ 2090.5 ノバルティスファーマ 要時購入

イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠

劇
院外 内 グリベック錠１００ｍｇ 2090.5 ノバルティスファ－マ

イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×２

劇
内 ザーコリカプセル２５０ｍｇ 12146.9 ファイザー 要時購入

クリゾチニブ ２５０ｍｇ１カプセル

劇
院外 内 ザイティガ錠２５０ｍｇ 3759.3 ヤンセンファーマ

アビラテロン酢酸エステル ２５０ｍｇ１錠

毒
院内 内 サレドカプセル１００ 6883.3 藤本製薬 血液内科限定

サリドマイド １００ｍｇ１カプセル

毒
院内 内 サレドカプセル５０ 5775.3 藤本製薬 血液内科限定

サリドマイド ５０ｍｇ１カプセル

劇
内 ジオトリフ錠２０ｍｇ 5248.5 日本ベーリンガー 要時購入

アファチニブマレイン酸塩 アファチニブマレイン酸塩

劇
院外 内 ジャカビ錠５ｍｇ 3775.4 ノバルティスファーマ 血液内科限定

ルキソリチニブリン酸塩 ５ｍｇ１錠

劇
内 スーテントカプセル１２．５ｍｇ 7557.5 ファイザ－

スニチニブリンゴ酸塩 １２．５ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１４カプセル×４

劇
院外 内 スチバーガ錠４０ｍｇ 5682.6 バイエル 外科限定

レゴラフェニブ水和物 ４０ｍｇ１錠

劇
内 スプリセル錠２０ｍｇ 4047.4 ＢＭＳ 血液内科限定、要時購入

ダサチニブ水和物 ２０ｍｇ１錠

劇
内 スプリセル錠５０ｍｇ 9511.2 ＢＭＳ 血液内科限定、要時購入

ダサチニブ水和物 ５０ｍｇ１錠

院外 内 ゼジューラカプセル100㎎ 10370.2 武田薬品工業
ニラパリブ 100mg1錠

劇
院外 内 タイケルブ錠２５０ｍｇ 1697.5 ＧＳＫ

ラパチニブトシル酸塩水和物 ２５０ｍｇ１錠

劇
内 タグリッソ錠40mg 10806.6 アストラゼネカ 院内要時購入

オシメルチニブ 40mg1錠

劇
内 タグリッソ錠80mg 20719.4 アストラゼネカ 院内要時購入

オシメルチニブ 80mg1錠

劇
内 タシグナカプセル１５０ｍｇ 3656 ノバルティスファーマ 血液内科限定、要時購入

ニロチニブ塩酸塩水和物 １５０ｍｇ１カプセル

劇
内 タシグナカプセル２００ｍｇ 4815.9 ノバルティスファーマ 血液内科限定、要時購入

ニロチニブ塩酸塩水和物 ２００ｍｇ１カプセル

院内 内 タモキシフェン錠２０ｍｇ「明治」 124.6 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
タモキシフェンクエン酸塩 ２０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
内 テプミトコ錠250㎎ 14399 メルクバイオファーマ

テポチニブ 250㎎1錠

劇
院外 内 ニュベクオ錠300㎎ 2311 バイエル薬品

ダロルタミド 300㎎1錠

毒
院内 内 ニンラーロカプセル２．３ｍｇ 98306.4 武田薬品工業 血液内科限定

イキサゾミブクエン酸エステル ２．３ｍｇ１カプセル

毒
院内 内 ニンラーロカプセル３ｍｇ 125640 武田薬品工業 血液内科限定

イキサゾミブクエン酸エステル ３ｍｇ１カプセル

毒
院内 内 ニンラーロカプセル４ｍｇ 163865.4 武田薬品工業 血液内科限定

イキサゾミブクエン酸エステル ４ｍｇ１カプセル

劇
内 ネクサバール錠２００ｍｇ 4763.7 バイエル薬品 要時購入

ソラフェニブトシル酸塩 ２００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　２８錠×２

削除予定 内 ノルバデックス錠１０ｍｇ 88.6 アストラゼネカ
タモキシフェンクエン酸塩 １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×３

院外 内 ノルバデックス錠２０ｍｇ 173.5 アストラゼネカ
タモキシフェンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠

劇
院内 内 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＫ」 192 日本化薬

ビカルタミド ８０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×３

劇
内 ファリーダックカプセル１０ｍｇ 37261.4 ノバルティスファーマ 血液内科限定、要時購入

パノビノスタット乳酸塩 １０ｍｇ１カプセル

劇
内 ファリーダックカプセル１５ｍｇ 55892 ノバルティスファーマ 血液内科限定、要時購入

パノビノスタット乳酸塩 １５ｍｇ１カプセル

劇
内 フェマーラ錠２．５ｍｇ 389.1 ノバルティスファーマ 要時購入

レトロゾール ２．５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０
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劇
院外 内 ベージニオ錠１００ｍｇ 6059.4 日本イーライリリー

アベマシクリブ １００ｍｇ１錠

劇
院外 内 ベージニオ錠１５０ｍｇ 8616.8 日本イーライリリー

アベマシクリブ １５０ｍｇ１錠

劇
院外 内 ベージニオ錠５０ｍｇ 3319 日本イーライリリー

アベマシクリブ ５０ｍｇ１錠

劇
内 ベサノイドカプセル１０ｍｇ 644.9 富士製薬工業 血液内科限定、要時購入

トレチノイン １０ｍｇ１カプセル

〇
内 ベネクレクスタ錠100㎎ 7585.9 アッヴィ

ベネトクラクス 100㎎1錠

〇
内 ベネクレクスタ錠10㎎ 872.8 アッヴィ

ベネトクラクス 10㎎1錠

〇
内 ベネクレクスタ錠50㎎ 3956.6 アッヴィ

ベネトクラクス 50㎎1錠

劇
院外 内 ボシュリフ錠１００ｍｇ 3861.2 ファイザー 血液内科限定

ボスチニブ水和物 １００ｍｇ１錠

毒
院内 内 ポマリストカプセル１ｍｇ 43414.1 セルジーン 血液内科限定、要時購入

ポマリドミド １ｍｇ１カプセル

毒
院内 内 ポマリストカプセル２ｍｇ 51742.8 セルジーン 血液内科限定、要時購入

ポマリドミド ２ｍｇ１カプセル

毒
院内 内 ポマリストカプセル３ｍｇ 57337 セルジーン 血液内科限定、要時購入

ポマリドミド ３ｍｇ１カプセル

毒
院内 内 ポマリストカプセル４ｍｇ 61669.3 セルジーン 血液内科限定、要時購入

ポマリドミド ４ｍｇ１カプセル

劇
内 ムンデシンカプセル１００ｍｇ 2666.1 ムンディファーマ 院内要時購入

フォロデシン  １００ｍｇ１カプセル

劇
院外 内 リムパーザ錠１００ｍｇ 3492.6 アストラゼネカ

オラパリブ １００ｍｇ１錠

劇
院外 内 リムパーザ錠１５０ｍｇ 5185.1 アストラゼネカ

オラパリブ １５０ｍｇ１錠

劇
院内 内 レトロゾール錠２．５ｍｇ「サワイ」 103.1 沢井製薬 要時購入

レトロゾール ２．５ｍｇ１錠

毒
院内 内 レブラミドカプセル５ｍｇ 8085.3 セルジーン 血液内科限定

レナリドミド水和物 ５ｍｇ１カプセル

劇
内 レンビマカプセル４ｍｇ 4029.7 エーザイ 要時購入

レンバチニブメシル酸塩 ４ｍｇ１カプセル

劇
院外 内 ロンサーフ配合錠Ｔ１５ 2516.9 大鵬薬品 外科限定

トリフルリジン・チピラシル塩酸塩 １５ｍｇ１錠

劇
院外 内 ロンサーフ配合錠Ｔ２０ 3377 大鵬薬品 外科限定

トリフルリジン・チピラシル塩酸塩 ２０ｍｇ１錠

劇
院内 注 アーゼラ点滴静注液１０００ｍｇ 280240 ノバルティスファーマ 血液内科限定、要時購入

オファツムマブ（遺伝子組換え） １，０００ｍｇ５０ｍＬ１瓶

劇
院内 注 アーゼラ点滴静注液１００ｍｇ 28904 ノバルティスファーマ 血液内科限定、要時購入

オファツムマブ（遺伝子組換え） １００ｍｇ５ｍＬ１瓶

劇
注 アドセトリス点滴静注用５０ｍｇ 474325 武田薬品工業 血液内科限定、要時購入

ブレンツキシマブ　ベドチン（遺伝子組換え） ５０ｍｇ１瓶

劇
注 アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ 34289 中外製薬

ベバシズマブ（遺伝子組換え） １００ｍｇ４ｍＬ１瓶×１瓶

劇
注 アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ 129924 中外製薬

ベバシズマブ（遺伝子組換え） ４００ｍｇ１６ｍＬ１瓶

劇
注 イミフィンジ点滴静注120mg 101807 アストラゼネカ 要時購入

デュルバルマブ 120mg/2.4mL 

劇
注 イミフィンジ点滴静注500mg 413539 アストラゼネカ 要時購入

デュルバルマブ  500mg/10mL1瓶

劇
注 エムプリシティ点滴静注用３００ｍｇ 162961 ＢＭＳ 血液内科限定、要時購入

エロツズマブ（遺伝子組換え） ３００ｍｇ１瓶

劇
注 エムプリシティ点滴静注用４００ｍｇ 212305 ＢＭＳ 血液内科限定、要時購入

エロツズマブ（遺伝子組換え） ４００ｍｇ１瓶

注 エンボスフィア 日本化薬 要時購入
500-700μm

注 オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ「ニプロ」 9406 ニプロ
オキサリプラチン １００ｍｇ２０ｍＬ１瓶

注 オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ニプロ」 6112 ニプロ
オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶

院内 注 オプジーボ点滴静注120mg 185482 小野薬品工業
 ニボルマブ（遺伝子組換え） 120mg12mL1瓶

劇
注 オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ 366405 小野薬品工業 要時購入

ニボルマブ（遺伝子組換え） ２４０ｍｇ２４ｍＬ１瓶

毒
注 カイプロリス点滴静注用１０ｍｇ 24426 小野薬品工業 血液内科限定、要時購入

カルフィルゾミブ １０ｍｇ１瓶

毒
注 カイプロリス点滴静注用４０ｍｇ 87852 小野薬品工業 血液内科限定、要時購入

カルフィルゾミブ ４０ｍｇ１瓶

劇
注 カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ 235820 中外製薬

トラスツズマブ　エムタンシン（遺伝子組換え） １００ｍｇ１瓶

劇
注 カドサイラ点滴静注用１６０ｍｇ 375077 中外製薬

トラスツズマブ　エムタンシン（遺伝子組換え） １６０ｍｇ１瓶

毒
注 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＮＫ」 4807 日本化薬

カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶×１瓶

毒
注 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「ＮＫ」 11369 日本化薬

カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶

注 キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ 214498 ＭＳＤ
ペムブロリズマブ（遺伝子組換え） １００ｍｇ４ｍＬ１瓶

劇
院内 注 サークリサ点滴静注用100㎎ 64699 サノフィ

イサツキシマブ 100㎎5ｍL1瓶

劇
院内 注 サークリサ点滴静注用500㎎ 285944 サノフィ

イサツキシマブ 500㎎25ｍL1瓶

劇
注 サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ 76659 日本イーライリリー 要時購入

ラムシルマブ（遺伝子組換え） １００ｍｇ１０ｍＬ１瓶

劇
注 サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ 362032 日本イーライリリー 要時購入

ラムシルマブ（遺伝子組換え） ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶

劇
注 ザルトラップ点滴静注１００ｍｇ 74148 サノフィ ・ ヤクルト 要時購入

アフリベルセプト　ベータ（遺伝子組換え） １００ｍｇ４ｍＬ１瓶

劇
注 ザルトラップ点滴静注２００ｍｇ 144005 サノフィ ・ ヤクルト 要時購入

アフリベルセプト　ベータ（遺伝子組換え） ２００ｍｇ８ｍＬ１瓶

劇
注  ゼヴァリン　イットリウム（９０Ｙ）静注用セット 2653108 ムンディファーマ

イットリウム（90Y）イブリツモマブ チウキセタン １セット

劇
注 ゾーフィゴ静注 697614 バイエル 要時購入

塩化ラジウム（２２３Ｒａ） １回分

注 ゾレア皮下注150ｍｇシリンジ 23817 ノバルティス　ファーマ
オマリズマブ 150ｍｇ1シリンジ

注 ダラキューロ配合皮下注 434209 ヤンセンファーマ
ダラツムマブ（遺伝子組み換え）・ボルヒアルロニダーゼアルファ（遺伝子組み換え） 15ｍL1瓶

35 東京北医療センター　薬剤室　DI　発行



東京北医療センター採用医薬品集 薬効順
採用
区分 薬種 品名 薬価　（円） 販売元名

2021年10月5日

コメント 規格

劇
注 ダラザレックス点滴静注１００ｍｇ 52262 ヤンセンファーマ 血液内科限定、要時購入

ダラツムマブ（遺伝子組換え） １００ｍｇ５ｍＬ１瓶

劇
注 ダラザレックス点滴静注４００ｍｇ 187970 ヤンセンファーマ 血液内科限定、要時購入

ダラツムマブ（遺伝子組換え） ４００ｍｇ２０ｍＬ１瓶

注 ディーシービーズ エーザイ 要時購入
500～700μm粒

注 ディーシービーズ エーザイ 要時購入
300～500μm粒

注 ディーシービーズ エーザイ 要時購入
100～300μm粒

劇
注 テセントリク点滴静注1200ｍｇ 563917 中外製薬 要時購入

アテゾリズマブ 1200ｍｇ20mL 1瓶

劇
注 トーリセル点滴静注液２５ｍｇ 139245 武田薬品工業

テムシロリムス ２５ｍｇ１ｍＬ１瓶（希釈液付）×１瓶

注 トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 23817 日本化薬
トラスツズマブ 150mg1瓶

注 トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」 10491 日本化薬
トラスツズマブ 60mg1瓶

毒
注 ノバントロン注２０ｍｇ 33565 あすか製薬 血液内科限定、要時購入

ミトキサントロン塩酸塩 ２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶

劇
注 パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ 206472 中外製薬

ペルツズマブ（遺伝子組換え） ４２０ｍｇ１４ｍＬ１瓶×１瓶

注 バベンチオ点滴静注200mg 196289 メルクバイオファーマ
アベルマブ（遺伝子組換え） 200mg10mL1瓶

毒
注 ハラヴェン静注１ｍｇ 67121 エ－ザイ

エリブリンメシル酸塩 １ｍｇ２ｍＬ１瓶×１瓶

劇
注 ピシバニール注射用５ＫＥ 14169 中外製薬

溶連菌抽出物 ５ｋＥ×１瓶　２ｍＬ（溶）付

劇
注 ビダーザ注射用１００ｍｇ 42296 日本新薬 血液内科限定、要時購入

アザシチジン １００ｍｇ１瓶

劇
注 フェソロデックス筋注２５０ｍｇ 38801 アストラゼネカ

フルベストラント ２５０ｍｇ５ｍＬ１筒×２筒

劇
注 ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ 79165 武田薬品工業

パニツムマブ（遺伝子組換え） １００ｍｇ５ｍＬ１瓶×１瓶

劇
注 ベバシズマブBS点滴静注１００ｍｇ「第一三共」 18563 第一三共

ベバシズマブ（遺伝子組換え） １００ｍｇ４ｍＬ１瓶

劇
注 ベバシズマブBS点滴静注４００ｍｇ「第一三共」 70515 第一三共

ベバシズマブ（遺伝子組換え） ４００ｍｇ１６ｍＬ１瓶

毒
注 ベルケイド注射用３ｍｇ 134923 ヤンセンファーマ 血液内科限定

ボルテゾミブ ３ｍｇ１瓶

〇
注 ポライビー点滴静注用140㎎ 1364330 中外製薬

ポラツズマブ　ベドチン（遺伝子組み換え） 140㎎1瓶

〇
注 ポライビー点滴静注用30㎎ 298825 中外製薬

ポラツズマブ　ベドチン（遺伝子組み換え） 30㎎1瓶

劇
注 ミリプラ動注用７０ｍｇ 44130 大日本住友製薬

ミリプラチン水和物 ７０ｍｇ１瓶×１瓶

劇
注 ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ 493621 ブリストル・マイヤーズ 要時購入

イピリムマブ ５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶

〇
注 ランダ注10㎎/20mL 1685 日本化薬

シスプラチン 10㎎20mL1瓶

〇
注 ランダ注50㎎/1000mL 7104 日本化薬

シスプラチン 50㎎100mL1瓶

注 リツキサン点滴静注１００ｍｇ 27215 中外製薬
リツキシマブ（遺伝子組換え） １００ｍｇ／１０ｍＬ×１瓶

注 リツキサン点滴静注５００ｍｇ 132999 中外製薬
リツキシマブ（遺伝子組換え） ５００ｍｇ／５０ｍＬ×１瓶

院内 注 リツキシマブBS点滴静注100㎎「ファイザー」 18631 ファイザー
リツキシマブ（遺伝子組換え）［リツキシマブ後続１］ 100㎎10ｍL1瓶

院内 注 リツキシマブBS点滴静注500㎎「ファイザー」 91210 ファイザー
リツキシマブ（遺伝子組換え）［リツキシマブ後続１］ 500㎎50ｍL1瓶

劇
注 ロイナーゼ注用５０００ 1924 協和キリン 血液内科限定、要時購入

Ｌ－アスパラギナーゼ ５，０００Ｋ単位１瓶

毒
注 動注用アイエーコール１００ｍｇ 63300 日本化薬

シスプラチン １００ｍｇ×１瓶

注 無水エタノール注「ファイザー」 ファイザー
無水エタノール 5mL/アンプル

劇
外 タルセバ錠１５０ｍｇ 10811.2 中外製薬 要時購入

エルロチニブ塩酸塩 １５０ｍｇ１錠

劇
外 タルセバ錠２５ｍｇ 2014.9 中外製薬 要時購入

エルロチニブ塩酸塩 ２５ｍｇ１錠

430  放射性医薬品
劇

注  ゼヴァリン　インジウム（１１１Ｉｎ）静注用セット 1872312 ムンディファーマ
インジウム（111In）イブリツモマブ チウキセタン １セット

注 ダットスキャン静注 57684 日本メジフィジックス
イオフルパン（１２３Ｉ） １６７ＭＢｑ１筒

441  抗ヒスタミン剤
劇

院外 内 ピレチア錠（５ｍｇ） 5.7 高田製薬
プロメタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠

院外 内 ペリアクチンシロップ０．０４％ 1.63 日医工
シプロヘプタジン塩酸塩水和物 ０．０４％１０ｍＬ

院外 内 ポララミンシロップ０．０４％ 1.61 高田製薬
ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 ０．０４％１０ｍＬ

内 ポララミン錠２ｍｇ 5.7 高田製薬
ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 ２ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１００

内 レスタミンコ－ワ錠１０ｍｇ 5.9 興和創薬
ジフェンヒドラミン塩酸塩 １０ｍｇ／錠　バラ　５００錠×１瓶

注 ポララミン注５ｍｇ 59 高田製薬
クロルフェニラミンマレイン酸塩 ５ｍｇ／１ｍＬ×１０管

442  刺激療法剤
劇

院外 内 オーラノフィン錠３ｍｇ「サワイ」 29.9 沢井製薬
オーラノフィン ３ｍｇ１錠

劇
内 リマチル錠１００ｍｇ 45.8 あゆみ製薬

ブシラミン １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

449  その他のアレルギー用薬

院外 内 アイピーディカプセル１００ 29 大鵬薬品工業
スプラタストトシル酸塩 １００ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

院外 内 アレグラ錠３０ｍｇ 36.7 サノフィ
フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠
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院外 内 アレグラ錠６０ｍｇ 46.6 サノフィ
フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 アレジオンドライシロップ１％ 56 日本ベ－リンガ－イン
エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ　分包　０．５ｇ×１００包

院外 内 アレジオン錠１０ 51.3 日本ベ－リンガ－イン
エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 アレジオン錠２０ 67.4 日本ベーリンガー
エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠

院外 内 アレロックＯＤ錠５ 37.2 協和キリン
オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 アレロック顆粒０．５％ 50.3 協和キリン
オロパタジン塩酸塩 ０．５％１ｇ

院外 内 インタール細粒１０％ サノフィ
クロモグリク酸ナトリウム １０％１ｇ　分包　０．５ｇ×１００包

院内 内 エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児用１％「サワイ」 20.8
エピナスチン塩酸塩

院内 内 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 14.1 日本ジェネリック
エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠

院内 内 エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」  21.1 テバ製薬
エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 オノンカプセル１１２．５ｍｇ 42.4 小野薬品工業
プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１４カプセル×１０

院外 内 オノンドライシロップ１０％ 55.6 小野薬品工業
プランルカスト水和物 １０％１ｇ

院内 内 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 11.9 東和薬品
オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠

院外 内 キプレスチュアブル錠５ｍｇ 138.3 杏林製薬
モンテルカストナトリウム ５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１４錠×２

院外 内 キプレス細粒４ｍｇ 140.4 杏林製薬
モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包

院外 内 キプレス錠１０ｍｇ 145.6 杏林製薬
モンテルカストナトリウム １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１４錠×２

院外 内 クラリチン錠１０ｍｇ 63.9 ＭＳＤ
ロラタジン １０ｍｇ１錠

内 ケタスカプセル１０ｍｇ 18.9 杏林製薬
イブジラスト １０ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

院外 内 ザイザルシロップ０．０５％ 13.9 ＧＳＫ
レボセチリジン塩酸塩 ０．０５％１ｍＬ

院外 内 ザイザル錠５ｍｇ 75.3 ＧＳＫ
レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠

院外 内 ザジテンドライシロップ０．１％ 14.5 ノバルティスファ－マ
ケトチフェンフマル酸塩 ０．１％１ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

院外 内 ジルテック錠１０ 59.5 ＵＣＢ
セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠

院外 内 タリオン錠１０ｍｇ 34.1 田辺三菱製薬
ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠

劇
院外 内 ディレグラ配合錠 54.6 サノフィ

フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン １錠

院外 内 デザレックス錠５ｍｇ 57.2 杏林製薬
デスロラタジン ５ｍｇ１錠

院外 内 ビラノア錠２０ｍｇ 66.8 大鵬薬品
ビラスチン ２０ｍｇ１錠

院内 内 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 25.7 日医工
フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 プランルカストＤＳ１０％「タカタ」 28.3 高田製薬
プランルカスト水和物 １０％１ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

院内 内 プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「サワイ」 18.9 沢井製薬
プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１カプセル

院内 内 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「ニプロ」 25.4 ニプロ
モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠

院内 内 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ニプロ」 23.1 ニプロ
モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠

内 リザベンカプセル１００ｍｇ 16.3 キッセイ薬品工業
トラニラスト １００ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

院外 内 リザベン細粒１０％ 15.8 キッセイ
トラニラスト １０％１ｇ

院外 内 ルパフィン錠１０ｍｇ 59.8 田辺三菱製薬
ルパタジンフマル酸塩 １０ｍｇ１錠

内 レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」 69.2 高田製薬
レボセチリジン 0.5％1ｇ

院内 内 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 22.1 エルメッド
ロラタジン １０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

〇
注 デュピクセント皮下注３００ｍｇペン 66562 サノフィ

デュピルマブ 300mg2mL1キット

院外 外 アレサガテープ4mg 65.1 久光製薬
エメダスチンフマル酸塩 4mg1枚

院外 外 アレサガテープ8mg 89.5 久光製薬
エメダスチンフマル酸塩 8mg1枚

520  漢方製剤

内　 ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用） 20.5 ツムラ
ツムラ人参養栄湯 1g（3g/包）

院外 内 クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠 7.7 大峰堂
柴胡加竜骨牡蛎湯 １錠

院外 内 クラシエ小青竜湯エキス錠 6.4 大峰堂
小青竜湯 １錠

院外 内 コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 6.5 小太郎漢方製薬
甘麦大棗湯 3g/包

院外 内 コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒 16.4 小太郎漢方製薬
大柴胡湯去大黄 3.0g1包

院外 内 ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用） 10.9 ツムラ
越婢加朮湯 2.5g/包

院外 内 ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用） 14.4 ツムラ
黄連解毒湯 １ｇ

院外 内 ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用） 15.5 ツムラ
乙字湯 １ｇ

院外 内 ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用） 22.5 ツムラ
温経湯 １ｇ

院外 内 ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） 26.7 ツムラ
加味帰脾湯 １ｇ

院外 内 ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） 16.4 ツムラ
加味逍遙散 分包　２．５ｇ×４２包 ＴＪ－０２４
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内 ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） 8.4 ツムラ
葛根湯 分包　２．５ｇ×４２包 ＴＪ－００１

院外 内 ツムラ桔梗湯エキス顆粒 5.8 ツムラ
桔梗湯 2.5g／包

内 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） 10.9 ツムラ
牛車腎気丸 分包　２．５ｇ×４２包 ＴＪ－１０７

院外 内 ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用） 7.7 ツムラ
桂枝加芍薬湯 １ｇ

院外 内 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） 8.5 ツムラ
桂枝茯苓丸 分包　２．５ｇ×４２包 ＴＪ－０２５

内 ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） 14 ツムラ
五苓散 分包　２．５ｇ×４２包 ＴＪ－０１７

院外 内 ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用） 10.4 ツムラ
呉茱萸湯 １ｇ

院外 内 ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用） 7.2 ツムラ
香蘇散 １ｇ

院外 内 ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用） 11 ツムラ
酸棗仁湯 １ｇ

院外 内 ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用） 24.6 ツムラ
柴胡桂枝湯

院外 内 ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用） 34.6 ツムラ
柴朴湯 分包　２．５ｇ×４２包 ＴＪ－０９６

内 ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） 45.9 ツムラ
柴苓湯 分包　３ｇ×４２包 ＴＪ－１１４

内 ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） 18.9 ツムラ
十全大補湯 分包　２．５ｇ×４２包 ＴＪ－０４８

内 ツムラ潤腸湯エキス顆粒 8.7 ツムラ 総合診療科限定
潤腸湯エキス 2.5g1包

内 ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用） 7.1 ツムラ
小建中湯 分包　２．５ｇ×８４包 ＴＪ－０９９

内 ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） 13.2 ツムラ
小青竜湯 分包　３ｇ×４２包 ＴＪ－０１９

院外 内 ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用） 10.8 ツムラ
小半夏加茯苓湯 １ｇ

内 ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） 8.8 ツムラ
真武湯 分包　２．５ｇ×４２包 ＴＪ－０３０

院外 内 ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用） 20.5 ツムラ
人参養栄湯 １ｇ

院外 内 ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用） 22 ツムラ
清暑益気湯 １ｇ

院外 内 ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用） 10.5 ツムラ
清肺湯 分包　３ｇ×４２包 ＴＪ－０９０

内 ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） 9 ツムラ
大建中湯 分包　２．５ｇ×１８９包 ＴＪ－１００

院外 内 ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用） 22.6 ツムラ
大柴胡湯 １ｇ

内 ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） 14 ツムラ
猪苓湯 １ｇ

院外 内 ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） 17.5 ツムラ
釣藤散 １ｇ

院外 内 ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用） 8.5 ツムラ
桃核承気湯 １ｇ

内 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） 9 ツムラ
当帰芍薬散 分包　２．５ｇ×４２包 ＴＪ－０２３

院外 内 ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用） 8.2 ツムラ
排膿散及湯 ２．５ｇ１包

院外 内 ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用） 18 ツムラ
白虎加人参湯 3.0g／包

内 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） 17 ツムラ
麦門冬湯 分包　３ｇ×４２包 ＴＪ－０２９

内 ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） 10 ツムラ
八味地黄丸 分包　２．５ｇ×４２包 ＴＪ－００７

内 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） 9.6 ツムラ
半夏厚朴湯 分包　２．５ｇ×４２包 ＴＪ－０１６

内 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） 22.8 ツムラ
半夏瀉心湯 分包　２．５ｇ×４２包 ＴＪ－０１４

内 ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） 23.2 ツムラ
補中益気湯 分包　２．５ｇ×４２包 ＴＪ－０４１

院外 内 ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） 8.5 ツムラ
防風通聖散 １ｇ

院外 内 ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用） 9.8 ツムラ
防已黄耆湯 １ｇ

院外 内 ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用） 6.5 ツムラ
麻杏甘石湯 １ｇ

院外 内 ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） 7.7 ツムラ
麻黄湯 分包　２．５ｇ×４２包 ＴＪ－０２７

院外 内 ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） 6.7 ツムラ
麻子仁丸 １ｇ

内 ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） 10.9 ツムラ
抑肝散 分包　２．５ｇ×４２包 ＴＪ－０５４

院外 内 ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用） 14.8 ツムラ
抑肝散加陳皮半夏 １ｇ

院外 内 ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用） 6.9 ツムラ
苓桂朮甘湯 分包　２．５ｇ×４２包 ＴＪ－０３９

内 ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） 18.6 ツムラ
六君子湯 分包　２．５ｇ×１８９包 ＴＪ－０４３

内 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） 7 ツムラ
芍薬甘草湯 分包　２．５ｇ×４２包 ＴＪ－０６８

院内 内 ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用） 8.4 ツムラ 要時購入
茵ちん蒿湯 分包　２．５ｇ×４２包 ＴＪ－１３５

590  その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

院外 内 ヨクイニンエキス散「コタロー」 16.3 小太郎漢方製薬
ヨクイニンエキス 分包　２ｇ×４２包

611  主としてグラム陽性菌に作用するもの

内 ダラシンカプセル１５０ｍｇ 23.8 ファイザ－
クリンダマイシン塩酸塩 １５０ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

内 塩酸バンコマイシン散０．５「ファイザー」 909.6 小林化工
バンコマイシン塩酸塩 分包　５００ｍｇ１瓶×１０瓶

◆限定 注 キュビシン静注用３５０ｍｇ 13776 ＭＳＤ
ダプトマイシン ３５０ｍｇ１瓶
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注 クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ「サワイ」 582 沢井製薬
クリンダマイシンリン酸エステル ６００ｍｇ１管

劇
注 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「日医工」 1703 日医工

テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶×１０瓶

注 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ファイザー」 681 ファイザー
バンコマイシン塩酸塩 500㎎1瓶

注 注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位 323 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
ベンジルペニシリンカリウム １００万単位１瓶×１０瓶

外 バクトロバン鼻腔用軟膏２％ 524.4 グラクソ・スミスクライン 要時購入
ムピロシンカルシウム水和物 ２％１ｇ　３ｇ×５本　（チューブ）

612  主としてグラム陰性菌に作用するもの

内 カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 40 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
カナマイシン一硫酸塩 ２５０ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

注 アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「日医工」 610 日医工
アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管×１０管

劇
注 トブラシン注６０ｍｇ 403 ジェイドルフ製薬

トブラマイシン ６０ｍｇ／１．５ｍＬ×１０管

613  主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

院内 内 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」 10.1 日医工
アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル

内 オーグメンチン配合錠２５０RS 45.7 グラクソ・スミスクライン
アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム （３７５ｍｇ）１錠

院外 内 オラペネム小児用細粒１０％ 600.7 MeijiSeikaファルマ
テビペネム　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ

内 クラバモックス小児用配合ドライシロップ 214.7 グラクソ・スミスクライン
アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム （６３６．５ｍｇ）１ｇ　分包　０．５０５ｇ×１２包

内 ケフラール細粒小児用１００ｍｇ 44.3 塩野義製薬
セファクロル １００ｍｇ／ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

院外 内 ケフレックスカプセル２５０ｍｇ 31.5 塩野義製薬
セファレキシン ２５０ｍｇ１錠

院外 内 サワシリンカプセル２５０ 11 ＬＴＬファーマ
アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

院内 内 サワシリン細粒１０％ 9.6 ＬＴＬファーマ
アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ　分包　１ｇ×１００包

院内 内 セファレキシン錠２５０「日医工」 31.5 塩野義製薬
セファレキシン ２５０ｍｇ１錠

院内 内 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 25.3 日医工
セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 セフゾンカプセル１００ｍｇ 59.7 ＬＴＬファーマ
セフジニル １００ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

内 セフゾン細粒小児用１０％ 84 ＬＴＬファーマ
セフジニル １００ｍｇ／ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

院外 内 ファロム錠２００ｍｇ 83.5 マルホ
ファロペネムナトリウム水和物 ２００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 フロモックス小児用細粒１００ｍｇ 124.4 塩野義製薬
セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１ｇ　ＳＰ　０．５ｇ×１２０包

院外 内 フロモックス錠１００ｍｇ 42.5 塩野義製薬
セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠

内 ホスミシンドライシロップ４００ 86.2 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
ホスホマイシンカルシウム水和物 ４００ｍｇ／ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

内 ホスミシン錠５００ 64.1 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
ホスホマイシンカルシウム水和物 ５００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ 166.3 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

内 ユナシン錠３７５ｍｇ 60 ファイザ－
スルタミシリントシル酸塩水和物 ３７５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 ワイドシリン細粒２０％ 12.1 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
アモキシシリン水和物 ２００ｍｇ／ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

注 クラフォラン注射用０．５ｇ 446 サノフィ
セフォタキシムナトリウム ５００ｍｇ１瓶×１０瓶

注 クラフォラン注射用１ｇ 655 サノフィ
セフォタキシムナトリウム １ｇ×１０瓶

劇
注 ゲンタシン注１０ 116 高田製薬

ゲンタマイシン硫酸塩 １０ｍｇ／１ｍＬ×１０管

劇
注 ゲンタシン注４０ 291 高田製薬

ゲンタマイシン硫酸塩 ４０ｍｇ／１ｍＬ×１０管

注 スルバシリン静注用１．５ｇ 285 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム （１．５ｇ）１瓶×１０瓶

注 セファゾリンNa注射用１ｇ「NP」 175 ニプロ
セファゾリンナトリウム １ｇ×１０瓶

注 セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「NP」 462 ニプロ
セファゾリンナトリウム １ｇ×１０キット　１００ｍＬ（溶）付

注 セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「ＣＭＸ」 433 ケミックス
セフェピム塩酸塩水和物 １ｇ１瓶

注 セフタジジム静注用１ｇ「ＣＨＭ」 479 ケミックス
セフタジジム水和物 １ｇ１瓶

注 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「ファイザー」 250 ファイザ－
セフトリアキソンナトリウム水和物 １ｇ１瓶×１０瓶

注 セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 441 ニプロ
セフメタゾールナトリウム １ｇ×１０瓶

注 セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ１ｇ「ＮＰ」 579 ニプロ
セフメタゾールナトリウム １ｇ×１０キット　１００ｍＬ（溶）付

注 タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」 661 ニプロ
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム （４．５ｇ）１瓶

劇
注 パニマイシン注射液１００ｍｇ 707 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ

ジベカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管×１０管

注 ビクシリン注射用０．５ｇ 223 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
アンピシリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶×１０瓶

注 ビクシリン注射用１ｇ 360 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
アンピシリンナトリウム １ｇ１瓶×１０瓶

注 ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 139 日医工
ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶×１０瓶

注 フィニバックス点滴静注用０．２５ｇ 1601 塩野義製薬 呼吸器内科限定、要時購入
ドリペネム 250ｍｇ1瓶

注 ホスミシンＳ静注用１ｇ 587 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶×１０瓶

注 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」 487 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶×１０瓶

614  主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの
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院内 内 アジスロマイシン小児用細粒１０％「タカタ」 79.7 高田製薬
アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ

院内 内 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 71.8 第一三共エスファ
アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠

内 エリスロシンドライシロップＷ２０％ 21.3 大日本住友製薬
エリスロマイシンエチルコハク酸エステル ２００ｍｇ／ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

院外 内 エリスロシン錠２００ｍｇ 12.6 大日本住友製薬
エリスロマイシンステアリン酸塩 ２００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 クラリスドライシロップ１０％小児用 63.8 大正製薬
クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ

院内 内 クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「タカタ」 36.1 高田製薬
クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ

院内 内 クラリスロマイシン錠２００「ＭＥＥＫ」 23.1 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠

院内 内 クラリスロマイシン錠５０小児用「ＭＥＥＫ」 15.7 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠

院外 内 クラリス錠２００ 56.3 大正製薬
クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠

院外 内 クラリス錠５０小児用 37.9 大正製薬
クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠

内 ジスロマックカプセル小児用１００ｍｇ 148.9 ファイザ－
アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　６カプセル×１０

院外 内 ジスロマック細粒小児用１０％ 213.9 ファイザ－
アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

院外 内 ジスロマック錠２５０ｍｇ 216.6 ファイザ－
アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　６錠×１０

注 ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ 2250 ファイザ－
アジスロマイシン水和物 ５００ｍｇ１瓶×１０瓶

615  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

院外 内 ビブラマイシン錠１００ｍｇ 22 ファイザー
ドキシサイクリン塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠

院内 内 ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 22.9 沢井製薬
ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 ミノマイシンカプセル１００ｍｇ 37.3 ファイザー
ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル

内 ミノマイシン顆粒２％ 20 ファイザ－
ミノサイクリン塩酸塩 ２０ｍｇ１ｇ　バラ　１００ｇ×１瓶

劇
注 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「サワイ」 148 沢井製薬

ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶

616  主として抗酸菌に作用するもの

内 リファジンカプセル１５０ｍｇ 22.3 第一三共
リファンピシン １５０ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

注 硫酸カナマイシン注射液１０００ｍｇ「明治」 320 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ 要時購入
カナマイシン硫酸塩 １ｇ１管×１０管

注 硫酸ストレプトマイシン注射用１ｇ「明治」 396 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ
ストレプトマイシン硫酸塩 １ｇ１瓶×１０瓶

617  主としてカビに作用するもの
劇

内 ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ 54.6 クリニジェン
アムホテリシンＢ １００ｍｇ／ｍＬ　２４ｍＬ×１瓶

劇
内 ブイフェンド錠２００ｍｇ 2075.9 ファイザー

ボリコナゾール ２００ｍｇ１錠

劇
内 ブイフェンド錠５０ｍｇ 654.6 ファイザ－

ボリコナゾール ５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×５

毒
注 アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ 9881 大日本住友製薬 要時購入

アムホテリシンＢ ５０ｍｇ１瓶

劇
注 ブイフェンド２００ｍｇ静注用 7797 ファイザ－

ボリコナゾール ２００ｍｇ×１０瓶

劇
注 ミカファンギンNa点滴静注用50㎎「サワイ」 2110 沢井製薬

ミカファンギン 50㎎1瓶

619  その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）

院外 内 ボノサップパック４００ 615 武田薬品工業
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン １シート

院外 内 ボノピオンパック 559.7 武田薬品工業
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール １シート

内 リフキシマ錠200mg 204.8 あすか製薬 
リファキシミン 200mg1錠

621  サルファ剤

院外 内 アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ 44.2 あゆみ製薬
サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「ＣＨ」 19.2 日本ジェネリック
サラゾスルファピリジン 500mg1錠

院外 内 サラゾピリン錠５００ｍｇ 14.9 ファイザ－
サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 外 サラゾピリン坐剤５００ｍｇ 119.8 ファイザー
サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１個

622  抗結核剤

内 イスコチン錠１００ｍｇ 9.8 アルフレッサ　ファーマ
イソニアジド １００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

劇
内 エサンブトール錠２５０ｍｇ 14.5 サンド

エタンブトール塩酸塩 ２５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

内 ピラマイド原末 30.7 アルフレッサ　ファーマ
ピラジナミド バラ　１００ｇ×１瓶

注 イスコチン注１００ｍｇ 94 アルフレッサ　ファーマ
イソニアジド １００ｍｇ１管×２０管

624  合成抗菌剤

院外 内 オゼックス細粒小児用１５％ 394.8 富士フイルム富山化学
トスフロキサシントシル酸塩水和物 １５０ｍｇ１ｇ

内 オゼックス錠小児用６０ｍｇ 124.1 富士フイルム富山化学 要時購入
トスフロキサシントシル酸塩水和物 ６０ｍｇ１錠

院外 内 クラビット錠５００ｍｇ 325.2 第一三共
レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１錠　ＰＴＰ　５錠×１０

院外 内 グレースビット錠５０ｍｇ 146 第一三共 消化器科限定
シタフロキサシン水和物 ５０ｍｇ１錠

院外 内 ザイボックス錠６００ｍｇ 8998.2 ファイザ－
リネゾリド ６００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１
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院外 内 ジェニナック錠２００ｍｇ 213.1 アステラス製薬
メシル酸ガレノキサシン水和物 ２００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院内 内 トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用１５％「タカタ」 157.9 高田製薬
トスフロキサシントシル酸塩水和物 １５０ｍｇ１ｇ

内 ラスビック錠７５ｍｇ 345.5 杏林製薬
ラスクフロキサシン ７５ｍｇ１錠

院内 内 リネゾリド錠600mg「サワイ」 7414 沢井製薬
リネゾリド 600㎎1錠

院内 内 レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 99.4 第一三共エスファ
レボフロキサシン 500mg1錠

院外 内 小児用バクシダール錠５０ｍｇ 67.1 杏林製薬
ノルフロキサシン ５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

注 リネゾリド注射用液600mg「サワイ」 7414 沢井製薬
リネゾリド 600mg300mL１袋

院内 注 リネゾリド点滴静注液600㎎「KCC」 6293 共和クリティケア
リネゾリド 600㎎1袋

劇
注 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 1630 第一三共エスファ

レボフロキサシン水和物 500mg/100mL

625  抗ウイルス剤
劇

院内 内 アイセントレス錠４００ｍｇ 1582.4 ＭＳＤ
ラルテグラビルカリウム ４００ｍｇ１錠

院外 内 アシクロビル錠200㎎「MEEK」 27.3 meiji seika ファルマ
アシクロビル 200㎎1錠

院内 内 アシクロビル錠200㎎「サワイ」 27.3 サワイ
アシクロビル 200mg1錠

院外 内 アメナリーフ錠２００ｍｇ 1342.7 マルホ
アメナメビル ２００ｍｇ１錠

劇
院外 内 ヴィキラックス配合錠 アッヴィ 消化器科限定

オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル １錠

院外 内 エプクルーサ配合錠 61157.8 ギリアド・サイエンシズ 消化器科限定
ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤 １錠

院内 内 エレルサ錠５０ｍｇ 24320.9 ＭＳＤ 消化器科限定
エルバスビル ５０ｍｇ１錠

院内 内 オセルタミビルＤＳ３％「サワイ」 88.6 沢井製薬
オセルタミビルリン酸塩 ３％１ｇ

院内 内 オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」 119.6 沢井製薬
オセルタミビルリン酸塩 ７５ｍｇ１カプセル

院内 内 グラジナ錠５０ｍｇ 8715.3 ＭＳＤ 消化器科限定
グラゾプレビル水和物 ５０ｍｇ１錠

劇
内 コペガス錠２００ｍｇ 中外製薬

リバビリン ２００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１４錠×４

劇
院外 内 ゼフィックス錠１００ 436.8 ＧＳＫ

ラミブジン １００ｍｇ１錠

劇
院外 内 ソブリアードカプセル１００ｍｇ ヤンセンファ－マ

シメプレビルナトリウム １００ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　７カプセル×２

院外 内 タミフルカプセル７５ 255.7 中外製薬
オセルタミビルリン酸塩 ７５ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

院外 内 タミフルドライシロップ３％ 181.3 中外製薬
オセルタミビルリン酸塩 ３０ｍｇ／ｇ　バラ　３０ｇ×１瓶

劇
院内 内 ツルバダ配合錠 3864.6 ギリアド・サイエンシズ

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 バラ　３０錠×１瓶

劇
院外 内 テノゼット錠３００ｍｇ 822.2 ＧＳＫ

テノホビル　ジソプロキシルフマル酸塩 ３００ｍｇ１錠

院外 内 ハーボニー配合錠 55491.7 ギリアド・サイエンシズ 消化器科限定
レジパスビル・ソホスブビル配合剤 １錠

劇
院外 内 バニヘップカプセル１５０ｍｇ ＭＳＤ

バニプレビル １５０ｍｇ

劇
院外 内 バラクル－ド錠０．５ｍｇ 711.9 ブリストル・マイヤ－ズ

エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１４錠×５

院内 内 バラシクロビル錠５００ｍｇ「サワイ」 112.4 沢井製薬
バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠

院内 内 バラシクロビル顆粒５０％「アスペン」 144.3 アスペンジャパン
バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ

毒
内 バリキサ錠４５０ｍｇ 2502.4 田辺三菱製薬 血液内科限定、要時購入

バルガンシクロビル塩酸塩 ４５０ｍｇ１錠

院外 内 バルトレックス錠５００ 324.2 グラクソ・スミスクライン
バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ／錠　ＰＴＰ　６錠×７

院外 内 バルトレックス顆粒５０％ 329 グラクソ・スミスクライン
バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ　バラ　５０ｇ×１瓶

院内 内 ファムシクロビル錠250mg「ファイザー」 114.4 ファイザー 血液内科限定、要時購入
ファムシクロビル 250mg1錠

院外 内 ファムビル錠２５０ｍｇ 347.6 マルホ 血液内科限定
ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠

劇
院外 内 ヘプセラ錠１０ 887.2 ＧＳＫ

アデホビル　ピボキシル １０ｍｇ１錠

劇
内 ベムリディ錠２５ｍｇ 968.4 ギリアド・サイエンシズ

テノホビル　アラフェナミドフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠

院外 内 マヴィレット配合錠 18327.8 アッヴィ
グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル １錠

劇
内 レトロビルカプセル１００ｍｇ 289.7 グラクソ・スミスクライン

ジドブジン １００ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

劇
内 レベト－ルカプセル２００ｍｇ 420.4 シェリング・プラウ

リバビリン ２００ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１４カプセル×２

注 アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ「日医工」 445 日本ケミファ
アシクロビル ２５０ｍｇ１管

毒
注  ガンシクロビル点滴静注用５００ｍｇ「ファイザー」 5264 ファイザー

ガンシクロビル ５００ｍｇ１瓶

注 シナジス筋注液１００ｍｇ 113993 アストラゼネカ
パリビズマブ（遺伝子組換え） １００ｍｇ１ｍＬ１瓶×１瓶

注 シナジス筋注液５０ｍｇ 57762 アストラゼネカ
パリビズマブ（遺伝子組換え） ５０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶×１瓶

院内 注 ベクルリー点滴静注液100㎎ ギリアド・サイエンシズ
レムデシビル 100㎎20mL1瓶

院内 注 ベクルリー点滴静注用10㎎ ギリアド・サイエンシズ
レムデシビル 100㎎1瓶

注 ラピアクタ点滴静注液バイアル１５０ｍｇ 3400 塩野義製薬
ペラミビル水和物 １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶×１０瓶

院内 注 ロナプリーブ点滴静注セット1332 中外製薬
カシリビマブ／イビデビマブ 各1332mg1セット

院内 注 ロナプリーブ点滴静注セット300 中外製薬
カシリビマブ／イビデビマブ 各300㎎1セット
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毒
注 点滴静注用ホスカビル注２４ｍｇ／ｍＬ 10743 クリニジェン 血内限定/要時購入

ホスカルネットナトリウム水和物 ６ｇ２５０ｍＬ１瓶

外 アラセナ－Ａ軟膏３％ 217.9 持田製薬
ビダラビン ３％１ｇ　５ｇ×５本

院外 外 イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ 2179.5 第一三共
ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 ２０ｍｇ１キット

外 リレンザ 140.3 グラクソ・スミスクライン
ザナミビル水和物 ５ｍｇ／ブリスター　４ブリスター×５

629  その他の化学療法剤

院内 内  イトラコナゾール内用液1％「ファイザー」 32.3 ファイザー
イトラコナゾール 1％1mL

内 イトリゾールカプセル５０ 233.8 ヤンセンファ－マ
イトラコナゾール ５０ｍｇ／カプセル　ＰＴＰ　１０カプセル×１０

院外 内 イトリゾール内用液１％ 62.7 ヤンセンファ－マ
イトラコナゾール １％１ｍＬ　１４０ｍＬ×１瓶

内 サムチレール内用懸濁液１５％ 1759.6 ＧＳＫ 要時購入
アトバコン ７５０ｍｇ５ｍＬ１包

院外 内 ジフルカンカプセル１００ｍｇ 475.3 ファイザー
フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル

院内 内 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＣＨ」 45.9 田辺製薬販売
テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

院外 内 ネイリンカプセル１００ｍｇ 817.1 佐藤製薬
ホスラブコナゾール １００ｍｇ１カプセル

内 バクトラミン配合錠 15.9 太陽ファルマ
スルファメトキサゾール・トリメトプリム ＰＴＰ　１０錠×１０

内 バクトラミン配合顆粒 78.8 太陽ファルマ
スルファメトキサゾール・トリメトプリム バラ　１００ｇ×１缶

院内 内 フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サワイ」 226.9 沢井製薬
フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル

内 フロリードゲル経口用２％ 98.2 持田製薬
ミコナゾール ２％１ｇ　５ｇ×１０本

院外 内 ラミシール錠１２５ｍｇ 150 ノバルティスファーマ
テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠

劇
注 イトリゾール注１％ 13864 ヤンセンファ－マ

イトラコナゾール １％２０ｍＬ１管（溶解液付）×１管

注 プロジフ静注液１００ 3695 ファイザ－
ホスフルコナゾール ８％１．２５ｍＬ１瓶×１０瓶

院外 外 クレナフィン爪外用液１０％ 1578.3 科研製薬
エフィナコナゾール １０％１ｇ(3.56g)

院外 外 ベセルナクリーム５％ 1172.9 持田
イミキモド ５％２５０ｍｇ１包

院外 外 ルコナック爪外用液５％ 868.5 佐藤製薬
ルリコナゾール ５％１ｇ

631  ワクチン類

注 エイムゲン ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 要時購入
乾燥組織培養不活化Ａ型肝炎ワクチン １回分　１本

劇
注 エンセバック ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 要時購入

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン １人分　１本

院内 注 シルガード9水性懸濁筋注シリンジ MSD 要時購入
　組換え沈降 9 価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン 0.5ｍL１本

院内 注 ニューモバックスNPシリンジ 4735 MSD
肺炎球菌ワクチン 0.5mL1筒

劇
注 ビームゲン注０．２５ｍＬ 2178 アステラス製薬

組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） ０．２５ｍＬ１瓶

劇
注 ビームゲン注０．５ｍＬ 2424 アステラス製薬

組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） ０．５ｍＬ１瓶

劇
注 プレベナー13水性懸濁注 ファイザー 0.5mL/筒

注 ヘプタバックス－ＩＩ水性懸濁注シリンジ０．５ｍＬ 2462 ＭＳＤ
組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） ０．５ｍＬ１筒

院内 注 メナクトラ筋注 20194 サノフィ
4価髄膜炎菌ワクチン（ジフテリアトキソイド結合体） 0.5ｍL1瓶

劇
注 乾燥BCGワクチン（経皮用・１人用） 日本ビーシージー製造

注 組織培養不活化狂犬病ワクチン 11511 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン １瓶　１ｍＬ（溶）付

632  毒素及びトキソイド類
劇

注 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 644 武田薬品工業
沈降破傷風トキソイド ０．５ｍＬ×１筒　（プレフィルド・シリンジ型ワクチン）

634  血液製剤類

注 テタノブリン筋注用２５０単位 3416 日本血液製剤機構
乾燥抗破傷風人免疫グロブリン ２５０国際単位×１瓶　２．５ｍＬ（溶）付

注 ハプトグロビン静注２０００単位「JB」 44376 日本血液製剤機構 要時購入
人ハプトグロビン ２０００単位１００ｍＬ１瓶×１瓶

注 フィブロガミンＰ静注用 8324 ＣＳＬベーリング 要時購入
ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ⅩⅢ因子 正常人血漿１ｍＬ中含有量の２４０倍１瓶（溶解液付）

院内 注 ヘブスブリン筋注用1000単位 36939 日本血液製剤機構
乾燥抗HBｓ人免疫グロブリン 1000単位1バイアル（添付溶剤　注射用水5mL）

注 ヘブスブリン筋注用２００単位 8855 日本血液製剤機構
乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン ２００単位／ｍＬ　１ｍＬ×１瓶　１ｍＬ（溶）付

注 ベリプラストＰコンビセット組織接着用 8561.8 ＣＳＬベーリング
フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 ０．５ｍＬ２キット１組

注 献血アルブミン５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ「JB」 4491 田辺三菱製薬
人血清アルブミン ５％２５０ｍＬ１瓶×１瓶

注 献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ 37871 日本血液製剤機構
ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン ５ｇ５０ｍＬ１瓶

注 献血ノンスロン１５００注射用 54896 武田薬品工業
乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ １，５００単位１瓶（溶解液付）

注 献血ベニロン－Ｉ静注用２５００ｍｇ 18670 帝人ファ－マ 要時購入
乾燥スルホ化人免疫グロブリン ２．５ｇ５０ｍＬ×１瓶　５０ｍＬ（溶）付

注 抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１０００倍「ＪＢ」 20155 日本血液製剤機構
乾燥抗Ｄ（Ｒｈｏ）人免疫グロブリン １０００倍×１瓶　２ｍＬ（溶）付

注 赤十字アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ 4800 日本赤十字社
人血清アルブミン ２５％５０ｍＬ１瓶×１瓶

外 タコシール組織接着用シート 10997.1 ＣＳＬベ－リング
フィブリノゲン配合剤 （９．５ｃｍ×４．８ｃｍ）１枚×１枚　（レギュラーサイズ）

院内 外 ボルヒール組織接着用 49541.1 帝人ファーマ
フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 ５ｍＬ４瓶１組
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院内 外 ボルヒール組織接着用 10851.6 帝人ファ－マ
フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 １ｍＬ４瓶×１組　

院内 外 ボルヒール組織接着用 29787.3 帝人ファ－マ
フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 ３ｍＬ４瓶×１組

劇
注 クアトロバック皮下シリンジ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

ワクチン 0.5mL/筒

劇
注 テトラビック皮下注シリンジ 田辺三菱製薬 期間限定

ワクチン 0.5mL

639  その他の生物学的製剤
劇

注 アクテムラ点滴静注用２００ｍｇ 36572 中外製薬
トシリズマブ（遺伝子組換え） ２００ｍｇ／１０ｍＬ×１瓶

劇
注 アクテムラ点滴静注用４００ｍｇ 73298 中外製薬

トシリズマブ（遺伝子組換え） ４００ｍｇ２０ｍＬ１瓶×１瓶

劇
注 アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ 14919 中外製薬

トシリズマブ（遺伝子組換え） ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶×１瓶

劇
院内 注 サイモグロブリン点滴静注用25㎎ 41296 サノフィ

抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン 25㎎1瓶

劇
注 ペガシス皮下注１８０μｇ 19316 中外製薬

ペグインターフェロンアルファ－２ａ（遺伝子組換え） １８０μｇ／１ｍＬ×１瓶

劇
注 ペガシス皮下注９０μｇ 10117 中外製薬

ペグインターフェロンアルファ－２ａ（遺伝子組換え） ９０μｇ／１ｍＬ×１瓶

劇
注 ペグイントロン皮下注用１００μｇ／０．５ｍＬ用 シェリング・プラウ

ペグインターフェロンアルファ－２ｂ（遺伝子組換え） １００μｇ／０．５ｍＬ×１瓶

劇
注 ペグイントロン皮下注用５０μｇ／０．５ｍＬ用 12192 シェリング・プラウ

ペグインターフェロンアルファ－２ｂ（遺伝子組換え） ５０μｇ／０．５ｍＬ×１瓶

劇
注 ベタフェロン皮下注用９６０万国際単位 8965 バイエル薬品

インターフェロンベータ－１ｂ（遺伝子組換え） ９６０万国際単位×５瓶　１．２ｍＬ（溶）付

劇
注 一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ） 1557 日本ビ－シ－ジ－製造

精製ツベルクリン １μｇ×１瓶　３ｍＬ（溶）付

劇
注 一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用 1215 日本ビ－シ－ジ－製造

精製ツベルクリン （一般診断用・１人用）０．２５μｇ×１０瓶　０．５ｍＬ（溶）付

劇
外 イムノブラダー膀注用８０ｍｇ 14667.8 日本化薬

乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日本株） ８０ｍｇ×１瓶　２ｍＬ（溶）付

641  抗原虫剤

院外 内 スピラマイシン錠１５０万単位「サノフィ」 228.8 サノフィ
スピラマイシン １５０万国際単位１錠

内 フラジール内服錠２５０ｍｇ 36.2 塩野義製薬
メトロニダゾール ２５０ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１０

注 アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ 1275 ファイザー 要時購入
メトロニダゾール ５００ｍｇ１００ｍＬ１瓶

注 バクトラミン注 455 太陽ファルマ
スルファメトキサゾール・トリメトプリム ５ｍＬ×１０管

劇
注 ベナンバックス注用３００ｍｇ 7759 サノフィ

ペンタミジンイセチオン酸塩 ３００ｍｇ１瓶

642  駆虫剤

院外 内 コンバントリンドライシロップ１００ｍｇ 79.8 佐藤製薬
ピランテルパモ酸塩 １０％１ｇ

劇
内 ストロメクトール錠３ｍｇ 652.6 マルホ

イベルメクチン ３ｍｇ／錠　ＰＴＰ　１０錠×１

内 ビルトリシド錠６００ｍｇ 1283.5 バイエル薬品
プラジカンテル ６００ｍｇ／錠　バラ　６錠×１瓶

外 スミスリンローション５％ 75.4 クラシエ
フェノトリン ５％１ｇ　３０ｇ／本

711  賦形剤

内 バレイショデンプン「ケンエー」 0.75 健栄製薬
バレイショデンプン バラ　５００ｇ×１瓶

内 乳糖水和物「ケンエー」 1.77 健栄製薬
乳糖水和物 バラ　５００ｇ×１瓶　（粒状）

712  軟膏基剤

院内 外 オリブ油「ケンエー」25mL（滅菌） 2.8 健栄製薬
オリブ油 ２５ｍL１瓶

外 オリブ油「ヨシダ」 2.7 吉田製薬
オリブ油 ５００ｍＬ×１瓶

外 プロペト 2.38 丸石製薬
白色ワセリン 1００ｇ×1本

院内 外 流動パラフィン「コザカイ・M」 0.89 小堺製薬
流動パラフィン 500ｍL１本

713  溶解剤

注 大塚蒸留水 62 大塚製薬
注射用水 ２０ｍＬ×５０管

注 注射用水 125 光製薬
注射用水 １００ｍＬ×１０瓶　（プラスチック）

院内 注 注射用水 166 光製薬
注射用水 ５００ｍＬ×２０本　（細口開栓型）

注 注射用水 220 光製薬
注射用水 １Ｌ１瓶×１０瓶　（プラスチック　広口開栓型）

注 注射用水バッグ「フソー」 220 扶桑薬品
注射用水 1000mL 10袋

院外 外 滅菌精製水 0.28 光製薬
滅菌精製水（容器入り） ５００ｍL1瓶

714  矯味，矯臭，着色剤

院外 内 ハッカ油「ケンエー」 20.1 健栄製薬
ハッカ油 ２０ｍＬ×１本

内 単シロップ「ケンエー」 0.72 健栄製薬
単シロップ ５００ｍＬ×１本

719  その他の調剤用薬

外 塩化ナトリウム「オ－ツカ」 0.66 大塚製薬
塩化ナトリウム バラ　５００ｇ×１箱　（紙）

721  Ｘ線造影剤

内 ガストログラフイン経口・注腸用 13.4 バイエル薬品
アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン １００ｍＬ×１本

内 マグコロール散68％分包50g 385 堀井薬品工業
クエン酸マグネシウム 50g1包
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注 イオパミドール１５０注５０ｍＬ 952 富士製薬工業
イオパミドール ３０．６２％５０ｍＬ１瓶×５瓶

注 イオパミドール３００注１００ｍＬ「F」 3353 富士製薬工業
イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ１瓶×５瓶

注 イオパミドール３００注２０ｍＬ「F」 900 富士製薬工業
イオパミドール ６１．２４％２０ｍＬ１瓶×５瓶

注 イオパミドール３００注５０ｍＬ「F」 1724 富士製薬工業
イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１瓶×５瓶

注 イオパミドール３００注シリンジ１００ｍＬ「F」 3462 富士製薬工業
イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ１筒×５筒

注 イオパミドール３００注シリンジ５０ｍＬ「F」 2367 富士製薬工業
イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１筒×５筒

注 イオパミドール３７０注１００ｍＬ 3211 富士製薬工業
イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ１瓶×５瓶

注 イオパミドール３７０注５０ｍＬ「F」 1769 富士製薬工業
イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１瓶×５瓶

注 イオパミドール３７０注シリンジ１００ｍＬ「F」 3896 富士製薬工業
イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ１筒×５筒

注 イオパミドール３７０注シリンジ８０ｍＬ「F」 3118 富士製薬工業
イオパミドール ７５．５２％８０ｍＬ１筒×５筒

注 イオパミロン注１５０ 4426 バイエル薬品
イオパミドール ３０．６２％　２００ｍＬ×１瓶

注 イオパミロン注１５０ 1438 バイエル薬品
イオパミドール ３０．６２％　５０ｍＬ×５瓶

注 イオパミロン注３００ 4376 バイエル薬品
イオパミドール ６１．２４％　１００ｍＬ×５瓶

注 イオパミロン注３００ 2298 バイエル薬品
イオパミドール ６１．２４％　５０ｍＬ×５瓶

注 イオパミロン注３００ 1136 バイエル薬品
イオパミドール ６１．２４％　２０ｍＬ×５瓶

注 イオパミロン注３００シリンジ 2536 バイエル薬品
イオパミドール ６１．２４％　５０ｍＬ×５筒

注 イオパミロン注３００シリンジ 4347 バイエル薬品
イオパミドール ６１．２４％　１００ｍＬ×５筒

注 イオパミロン注３７０ 2195 バイエル薬品
イオパミドール ７５．５２％　５０ｍＬ×５瓶

注 イオパミロン注３７０ 4005 バイエル薬品
イオパミドール ７５．５２％　１００ｍＬ×５瓶

注 イオパミロン注３７０シリンジ 4893 バイエル薬品
イオパミドール ７５．５２％　１００ｍＬ×５筒

注 イオベリン２４０注５０ｍＬ 武田テバファーマ
イオヘキソール ５１．７７％５０ｍＬ１瓶

注 イオメロン３５０注シリンジ１３５ｍL１筒 8629 エーザイ
イオメプロール ７１．４４％１３５ｍＬ１筒

注 イソビスト注２４０ 5400 バイエル薬品
イオトロラン ５１．２６％　１０ｍＬ×５瓶

注 イソビスト注３００ 8123 バイエル薬品
イオトロラン ６４．０８％　１０ｍＬ×５瓶

注 ウログラフイン注６０％ 2113 バイエル薬品
アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン ６０％　２０ｍＬ×５管　（ガラス）

注 オムニパーク２４０注１０ｍＬ 521 ＧＥヘルスケアファーマ
イオヘキソール ５１．７７％１０ｍＬ×５瓶　ガラス・点滴セット無し品）

注 ビリスコピン点滴静注５０ 2173 バイエル薬品
イオトロクス酸メグルミン １０．５５％１００ｍＬ１瓶×１瓶

注 リピオドール４８０注１０ｍＬ 16550 ゲルベ・ジャパン
ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル １０ｍＬ１管×５管

722  機能検査用試薬

内 膵外分泌機能検査用ＰＦＤ内服液５００ｍｇ 724.5 エ－ザイ
ベンチロミド ５％１０ｍＬ１管×１０管

注 ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「タナベ」 3719 田辺三菱製薬
ゴナドレリン酢酸塩 ０．１ｍｇ／１ｍＬ×５管

注 ＴＲＨ注０．５ｍｇ「タナベ」 3831 田辺三菱製薬
プロチレリン ０．５ｍｇ／１ｍＬ×５管

注 アルギニン点滴静注３０ｇ「AY」 2017 陽進堂
Ｌ－アルギニン塩酸塩 １０％３００ｍＬ１袋×２袋　（プラスチックバッグ）

劇
注 アンチレクス静注１０ｍｇ 112 杏林製薬

エドロホニウム塩化物 １０ｍｇ／１ｍＬ×１０管

注 インジゴカルミン注２０ｍｇ「AFP」 245 アルフレッサ　ファーマ
インジゴカルミン ０．４％５ｍＬ１管×１０管

注 ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ 569 第一三共
インドシアニングリーン ２５ｍｇ１瓶×１０瓶　１０ｍＬ（溶）付

注 テリパラチド酢酸塩静注用１００「旭化成」 19087 旭化成ファ－マ
テリパラチド酢酸塩 １００酢酸テリパラチド単位１瓶×１瓶

注 ヒトＣＲＨ静注用１００μｇ「タナベ」 17787 田辺三菱製薬
コルチコレリン（ヒト） １００μｇ×１瓶　１ｍＬ（溶）付

注 プロチレリン酒石酸塩注射液０．５ｍｇ「サワイ」 403 沢井製薬
プロチレリン酒石酸塩水和物 ０．５ｍｇ１管×１０管

注 注射用GHRP科研１００ 6923 科研製薬 院内要時購入
プラルモレリン塩酸塩 １００μg１瓶（溶解液付）

729  その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

院内 内 アラグリオ顆粒剤分包１．５ｇ 76190.5 中外製薬
アミノレブリン酸塩酸塩 １．５ｇ１包

内 トレ－ランＧ液５０ｇ 169.6 陽進堂
デンプン部分加水分解物 １５０ｍＬ１瓶×３０瓶

内 トレ－ランＧ液７５ｇ 206.7 陽進堂
デンプン部分加水分解物 ２２５ｍＬ１瓶×２０瓶

院内 内 ボースデル内用液１０ 1084.1 協和キリン
塩化マンガン四水和物 １０ｍｇ２５０ｍＬ１袋

内 ユービット錠１００ｍｇ 2724.3 大塚製薬
尿素（１３Ｃ） １００ｍｇ／錠　ＳＰ　２錠×５

注 ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ 21303 バイエル薬品
ガドキセト酸ナトリウム １８．１４３％１０ｍＬ１筒×５筒

院内 注 アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」・スギ 8114 鳥居薬品
診断用アレルゲンエキス １ｍＬ１瓶

院内 注 アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」・ダニ 8114 鳥居薬品
診断用アレルゲンエキス １ｍＬ１瓶

注 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ１０ｍＬ 9064 バイエル 要時購入
ガドブトロール ６０．４７％１０ｍＬ１筒

注 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ５ｍＬ 4806 バイエル
ガドブトロール ６０．４７％５ｍＬ１筒

44 東京北医療センター　薬剤室　DI　発行



東京北医療センター採用医薬品集 薬効順
採用
区分 薬種 品名 薬価　（円） 販売元名

2021年10月5日

コメント 規格

注 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ７．５ｍＬ 6973 バイエル
ガドブトロール ６０．４７％７．５ｍＬ１筒

注 フルオレサイト静注５００ｍｇ 1098 ノバルティスファーマ
フルオレセイン １０％５ｍＬ×１２瓶

注 プロハンス静注シリンジ１３ｍＬ 5506 エ－ザイ
ガドテリドール １３ｍＬ１筒×１筒

注 プロハンス静注シリンジ１７ｍＬ 6826 エーザイ
ガドテリドール １７ｍＬ１筒

注 リゾビスト注 15693 富士フイルムＲＩファ－
フェルカルボトラン ４４．６ｍｇ１．６ｍＬ１瓶×１瓶

注 レギチ－ン注射液１０ｍｇ 59 ノバルティスファ－マ
フェントラミンメシル酸塩 １％１ｍＬ１管×５管

注 レボビスト注射用 7870 バイエル薬品
ガラクトース・パルミチン酸混合物 ２．５ｇ×１瓶　２０ｍＬ（溶）付

院内 外 アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」 鳥居薬品 １ｍＬ１瓶

院内 外 オフサグリーン静注用２５ｍｇ 1445 参天製薬
インドシアニングリーン ２５ｍｇ１瓶（溶解液付）

院内 外 パッチテストパネル（S) 15769.9 佐藤製薬
各種アレルゲン 2枚1組

外 パッチテスト試薬　ｌ－メントール１％ 814.2 鳥居薬品
パッチテスト用塩類 ５ｇ×１瓶

外 フローレス眼検査用試験紙０．７ｍｇ 15.1 昭和薬品化工
フルオレセイン ２５枚×８瓶

外 ディスオーパ消毒液0.55% ASPジャパン
フタラール 3.8L

799  他に分類されない治療を主目的としない医薬品
劇

内 チャンピックス錠０．５ｍｇ 138.7 ファイザー 要時購入
バレニクリン酒石酸塩 ０．５ｍｇ１錠

劇
内 チャンピックス錠１ｍｇ 248 ファイザー 要時購入

バレニクリン酒石酸塩 １ｍｇ１錠

内 ニフレック配合内用剤（バッグ） 915.7 ＥＡファーマ
ナトリウム・カリウム配合剤 １袋

内 ビジクリア配合錠 54.5 ゼリア新薬工業
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 ＰＴＰ　１０錠×２５

内 プロナーゼＭＳ 128.7 科研製薬
プロナーゼ 分包　０．５ｇ×６０包　（１包：２００００単位／０．５ｇ）

院内 内 ミンクリア内用散布液０．８％「あすか」 858.4 日本製薬
ｌ－メントール ２０ｍＬ１筒

内 モビプレップ配合内用剤 1958.3 ＥＡファーマ
ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤 分包　１袋×５袋　（１袋：２４４．２１２ｇ）

注 アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ「ＦＲＩ」 5822 富士フイルムＲＩファー
アデノシン ６０ｍｇ２０ｍＬ１筒

注 ミリプラ用懸濁用液４ｍＬ 319 大日本住友製薬
ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル ４ｍＬ１管×１管

外 インターシード J&J
酸化再生セルロース 7.6cm × 10.2cm

外 インターシード J&J
酸化再生セルロース 12.7cm×15.2cm

外 ゼルフィルム 7010.6 ファイザ－
ゼラチンフィルム （１０ｃｍ×１２．５ｃｍ）×１袋

院外 外 ニコチネルＴＴＳ１０ 346.8 ノバルティスファ－マ
ニコチン （１７．５ｍｇ）１０ｃｍ（２）１枚×１４枚

院外 外 ニコチネルＴＴＳ２０ 365.8 ノバルティスファ－マ
ニコチン （３５ｍｇ）２０ｃｍ（２）１枚×１４枚

院外 外 ニコチネルＴＴＳ３０ 389.1 ノバルティスファ－マ
ニコチン （５２．５ｍｇ）３０ｃｍ（２）１枚×１４枚

外 フロシール 日本メドトロニック
ヒトトロンビン含有ゼラチン使用吸収性局所止血剤 ５ｍL１本

外 眼科用ゼルフィルム 516.3 ファイザー
ゼラチンフィルム ２．５ｃｍ×５ｃｍ１枚

811  あへんアルカロイド系麻薬
劇

内 ＭＳコンチン錠１０ｍｇ 245.6 塩野義製薬
モルヒネ硫酸塩水和物 １０ｍｇ１錠

劇
内 ＭＳコンチン錠３０ｍｇ 713.5 塩野義製薬

モルヒネ硫酸塩水和物 ３０ｍｇ１錠

劇
内 オキシコンチンＴＲ錠２０ｍｇ 453.3

オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠

劇
内 オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ 831.5

オキシコドン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ１錠

劇
内 オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ 130.4

オキシコドン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠

劇
内 オキノーム散１０ｍｇ 226.8 塩野義製薬

オキシコドン塩酸塩水和物 分包　１０ｍｇ１包×３０包　（２ｇ／包）

劇
内 オキノーム散２．５ｍｇ 56.8 塩野義製薬

オキシコドン塩酸塩水和物 分包　２．５ｍｇ１包×３０包

劇
内 オキノーム散２０ｍｇ 471.4 塩野義製薬

オキシコドン塩酸塩水和物 分包　２０ｍｇ１包×３０包

劇
内 オキノーム散５ｍｇ 114.2 塩野義製薬

オキシコドン塩酸塩水和物 分包　５ｍｇ１包×３０包

劇
内 オプソ内服液１０ｍｇ 213.7 塩野義製薬

モルヒネ塩酸塩水和物 １０ｍｇ／５ｍＬ×２０包

劇
内 オプソ内服液５ｍｇ 115.6 塩野義製薬

モルヒネ塩酸塩水和物 ５ｍｇ／２．５ｍＬ×２０包

内 ナルサス錠２ｍｇ 206.6 第一三共
ヒドロモルフォン塩酸塩 ２ｍｇ１錠

内 ナルサス錠６ｍｇ 540 第一三共
ヒドロモルフォン塩酸塩 ６ｍｇ１錠

内 ナルラピド錠１ｍｇ 112.6 第一三共
ヒドロモルフォン塩酸塩 １ｍｇ１錠

内 ナルラピド錠２ｍｇ 206.6 第一三共
ヒドロモルフォン塩酸塩 ２ｍｇ１錠

注 オキシコドン注射用10mg「第一三共」 158 第一三共
オキシコドン塩酸塩水和物 1％1mL1管

注 オキシコドン注射用50mg「第一三共」 733 第一三共
オキシコドン塩酸塩水和物 １％５ｍＬ１管

劇
注 ナルベイン注２０ｍｇ 6457 第一三共 要時購入

ヒドロモルフォン  ２０ｍｇ/2mL 1管

劇
注 ナルベイン注２ｍｇ 738 第一三共

ヒドロモルフォン  ２ｍｇ１ｍL１管
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注 モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「シオノギ」 305 塩野義製薬
モルヒネ塩酸塩水和物 １％１ｍＬ１管

注 モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「シオノギ」 1371 塩野義
モルヒネ塩酸塩水和物 １％５ｍＬ１管

劇
外 アンペック坐剤１０ｍｇ 320.1 塩野義製薬

モルヒネ塩酸塩水和物 １０ｍｇ／個　５０個

劇
内 アブストラル舌下錠１００μｇ 560.8 協和キリン

フェンタニルクエン酸塩 １００μｇ１錠

劇
内 アブストラル舌下錠２００μｇ 789.5 協和キリン

フェンタニルクエン酸塩 ２００μｇ１錠

劇
内 タペンタ錠２５ｍｇ 110.7 ヤンセンファーマ 要時購入

タペンタドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠

注 オピスタン注射液３５ｍｇ 341 塩野義製薬
ペチジン塩酸塩 ３５ｍｇ／１ｍＬ×１０管　（３５ＭＧ）

劇
注 フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」 188 テルモ

フェンタニルクエン酸塩 ０．００５％２ｍＬ１管×１０管

劇
注 フェンタニル注射液０．５ｍｇ「テルモ」 890 テルモ

フェンタニルクエン酸塩 １０ｍＬ×５管

注 ペチジン塩酸塩注射液３５ｍｇ「タケダ」 341 塩野義製薬
ペチジン塩酸塩 ３．５％１ｍＬ１管

院内 注 レミフェンタニル静注用２mg「第一三共」 1039 第一三共
レミフェンタニル塩酸塩 ２mg１瓶

劇
外 デュロテップＭＴパッチ１６．８ｍｇ 10201.7 ヤンセンファ－マ

フェンタニル １６．８ｍｇ１枚×５袋

劇
外 デュロテップＭＴパッチ４．２ｍｇ 3073 ヤンセンファ－マ

フェンタニル ４．２ｍｇ１枚×５袋

劇
外 デュロテップＭＴパッチ８．４ｍｇ 5821.2 ヤンセンファ－マ

フェンタニル ８．４ｍｇ１枚×５袋

院内 外 フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 260 第一三共
フェンタニルクエン酸塩 1mg1枚

院内 外 フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」 485.9 第一三共
フェンタニルクエン酸塩 2mg1枚

院内 外 フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」 907.1 第一三共
フェンタニルクエン酸塩 4mg1枚

劇
外 フェントステープ０．５ｍｇ 278.8 協和キリン

フェンタニルクエン酸塩 ０．５ｍｇ１枚

劇
院外 外 フェントステープ１ｍｇ 518.9 協和キリン

フェンタニルクエン酸塩 １ｍｇ１枚×７枚

劇
院外 外 フェントステープ２ｍｇ 964.7 協和キリン

フェンタニルクエン酸塩 ２ｍｇ１枚×７枚

劇
院外 外 フェントステープ４ｍｇ 1801.3 協和キリン

フェンタニルクエン酸塩 ４ｍｇ１枚×７枚
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