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＜中枢神経用薬  1100＞

■全身麻酔剤　1110

溶性ﾊﾞﾙﾋﾞﾂｰﾙ酸系及び溶性ﾁｵﾊﾞﾙﾋﾞﾂｰﾙ酸系製剤　1115

劇 ラボナール注射用0.5g (ﾆﾌﾟﾛESﾌｧｰﾏ) ﾁｵﾍﾟﾝﾀｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 500mg/管 全身麻酔剤

その他の全身麻酔剤　1119

麻劇 ケタラール静注用200mg (第一三共) 塩酸ｹﾀﾐﾝ 200mg/20mL/瓶 全身麻酔剤

劇 スープレン吸入麻酔液 (ﾊﾞｸｽﾀｰ) ﾃﾞｽﾌﾙﾗﾝ 240mL/瓶 全身吸入麻酔剤      

劇 セボフルラン吸入麻酔液｢ﾆｯｺｰ｣ (丸石) ｾﾎﾞﾌﾙﾗﾝ   250mL/瓶 全身吸入麻酔剤      

劇 ドロレプタン注射液25mg (第一三共) ﾄﾞﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 25mg/10mL/瓶 麻酔用神経遮断剤

劇 1%ディプリバン注－キット (ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ) ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ 500mg/50mL/筒 全身麻酔剤

劇 1%プロポフォール注｢ﾏﾙｲｼ｣ (丸石) ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ 200mg/20mL/瓶 全身麻酔剤

劇 1%プロポフォール注｢ﾏﾙｲｼ｣ (丸石) ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ 500mg/50mL/瓶 全身麻酔剤

■催眠鎮痛剤、抗不安剤　1120

有機ブロム化合物製剤　1121

劇 ブロバリン原末 (日本新薬) ﾌﾞﾛﾑﾜﾚﾘﾙ尿素 原末 催眠鎮静剤

抱水クロラール系製剤　1123

エスクレ坐剤｢250｣ (久光) 抱水ｸﾛﾗｰﾙ 250mg/個 催眠鎮静剤

エスクレ坐剤｢500｣ (久光) 抱水ｸﾛﾗｰﾙ 500mg/個 催眠鎮静剤

ベンゾジアゼピン系製剤　1124

向 エバミール錠1.0 (ﾊﾞｲｴﾙ) ﾛﾙﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ 1mg/錠 睡眠剤

向 セニラン坐剤3mg (ｻﾝﾄﾞ) ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 3mg/個 抗不安剤

向 アルプラゾラム錠0.4mg｢ﾄｰﾜ｣ (東和) ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 0.4mg/錠 抗不安剤

向 ダイアップ坐剤4 (和光堂) ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 4mg/個 抗痙攣剤

向 ダイアップ坐剤6 (和光堂) ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 6mg/個 抗痙攣剤

向 ダイアップ坐剤10 (和光堂) ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg/個 抗痙攣剤

向 ミダゾラム注10mg「ｻﾝﾄﾞ」 (富士製薬) ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ 10mg/2mL/管 催眠鎮静剤

向 ニトラゼパム錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ (東和) ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 5mg/錠 睡眠剤・抗てんかん剤

向 ジアゼパム錠2｢サワイ｣ (沢井) ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 2mg/錠 抗不安剤・抗てんかん剤

向 ジアゼパム錠5｢トーワ｣ (東和) ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 5mg/錠 抗不安剤・抗てんかん剤

向 ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」 (武田ﾃﾊﾞ) ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 10mg/2mL/管 抗不安剤・抗てんかん剤

向 ロフラゼプ酸エチル錠1mg「トーワ」 (東和) ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 1mg/錠 抗不安剤

向 エスタゾラム錠1mg｢ｱﾒﾙ｣ (共和) ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ 1mg/錠 睡眠剤

向 セニラン錠2mg (ｻﾝﾄﾞ) ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ 2mg/錠 抗不安剤

向 ブロチゾラムＯＤ錠0.25mg「ｻﾜｲ」 (沢井) ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 0.25mg/錠 睡眠導入剤

向 サイレース錠1mg (ｴｰｻﾞｲ) ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 1mg/錠 睡眠剤

向 サイレース静注2mg (ｴｰｻﾞｲ) ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 2mg/管 睡眠剤

向 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 (沢井) ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg/錠 抗不安剤

ﾊﾞﾙﾋﾞﾂｰﾙ酸系及びﾁｵﾊﾞﾙﾋﾞﾂｰﾙ酸系製剤　1125

劇向 フェノバール錠30mg (第一三共) ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 30mg/錠 ﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ系催眠鎮静剤

劇向 フェノバール散10% (第一三共) ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 100mg/1g ﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ系催眠鎮静剤

劇向 フェノバールエリキシル0.4% (第一三共) ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 4mg/1mL ﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ系催眠鎮静剤

劇向 フェノバール注射液100mg (第一三共) ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ 100mg/1mL/管 ﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ系催眠鎮静剤

劇向 ワコビタール坐剤15 (和光堂) ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 15mg/個 ﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ系催眠鎮静剤

劇向 ワコビタール坐剤30 (和光堂) ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 30mg/個 ﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ系催眠鎮静剤

その他の催眠鎮痛剤、抗不安剤　1129　

ルネスタ錠1mg (ｴｰｻﾞｲ) ｴｽｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 1mg/錠 睡眠障害改善剤

劇 タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」 (沢井) ﾀﾝﾄﾞｽﾋﾟﾛﾝｸｴﾝ酸塩 5mg/錠 抗不安剤

劇 トリクロリールシロップ10% (ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ) ﾄﾘｸﾛﾎｽﾅﾄﾘｳﾑ 100mg/1mL 催眠鎮静剤

向 ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「EE」 (ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ) ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩 5mg/錠 睡眠導入剤

塩酸リルマザホン錠1「MEEK」 (Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ) ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ塩酸塩水和物 1mg/錠 睡眠誘導剤

劇 プレセデックス静注液200μg
/50mLｼﾘﾝｼﾞ

(ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾃﾞｸｽﾒﾃﾞﾄﾐｼﾞﾝ塩酸塩 200μg/50mL/筒 中枢性α２受容体作動性
鎮静剤

■抗てんかん剤　1130　
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ヒダントイン系製剤　1132　

劇 アレビアチン散10% (大日本住友) ﾌｪﾆﾄｲﾝ 100mg/1g 抗てんかん剤

劇 アレビアチン注250mg (大日本住友) ﾌｪﾆﾄｲﾝ 250mg/5mL/管 抗てんかん剤

劇 ホストイン静注750mg (ﾉｰﾍﾞﾙﾌｧｰﾏ) ﾎｽﾌｪﾆﾄｲﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和
物

750mg/10mL/瓶 抗てんかん剤

その他の抗てんかん剤　1139　

劇 ゾニサミド錠100mg「ｱﾒﾙ」 (共和) ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ 100mg/錠 抗てんかん剤

劇 ゾニサミド散20%｢ｱﾒﾙ｣ (共和) ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ 200mg/1g 抗てんかん剤

カルバマゼピン錠100mg｢ｱﾒﾙ｣ (共和) ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 100mg/錠 抗てんかん剤

カルバマゼピン細粒50%「ｱﾒﾙ」 (共和) ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ 500mg/1g 抗てんかん剤

デパケン錠200mg (協和発酵ｷﾘﾝ) ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 200mg/錠 抗てんかん剤

バルプロ酸ナトリウム細粒40%
｢EMEC｣

(ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ) ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 400mg/1g 抗てんかん剤

デパケンシロップ5% (協和発酵ｷﾘﾝ) ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 50mg/1mL 抗てんかん剤

デパケンR錠100mg (協和発酵ｷﾘﾝ) ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg/錠 抗てんかん剤

劇向 ノーベルバール静注用250mg (ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ) ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 250mg/瓶 抗てんかん剤

向 リボトリール錠0.5mg (太陽ﾌｧﾙﾏ) ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 0.5mg/錠 抗てんかん剤

向 リボトリール細粒0.1% (太陽ﾌｧﾙﾏ) ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 1mg/1g 抗てんかん剤

劇 ラミクタール錠25mg (GSK) ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ 25mg/錠 抗てんかん剤/双極性障
害治療剤

イーケプラドライシロップ50% (大塚) ﾚﾍﾞﾁﾗｾﾀﾑ 500mg/1g 抗てんかん剤

イーケプラ錠250mg (大塚) ﾚﾍﾞﾁﾗｾﾀﾑ 250mg/錠 抗てんかん剤

イーケプラ点滴静注500mg (大 塚 ) ﾚﾍﾞﾁﾗｾﾀﾑ 500mg/5mL/瓶 抗てんかん剤

フィコンパ錠２mg  (ｴｰｻﾞｲ) ﾍﾟﾗﾝﾊﾟﾈﾙ水和物 ２mg/錠  抗てんかん剤

向 ミダフレッサ静注0.1％ (ｱﾙﾌﾚｯｻ) ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ     10mg/10mL/瓶 抗てんかん剤

劇 ビムパット錠50mg (第一三共) ﾗｺｻﾐﾄﾞ 50mg/錠 抗てんかん剤

■解熱鎮痛消炎剤　1140　

アニリン系製剤　1141　

カロナール錠200 (あゆみ) ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg/錠 解熱鎮痛剤

劇 コカールドライシロップ40% (三和化学) ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 400mg/1g 解熱鎮痛剤

劇 アセリオ静注液1000mg (ﾃﾙﾓ) ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 1000mg/100mL/瓶 解熱鎮痛剤

アンヒバ坐剤小児用50mg (ﾏｲﾗﾝEPD) ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 50mg/個 外用解熱鎮痛剤

アンヒバ坐剤小児用100mg (ﾏｲﾗﾝEPD) ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 100mg/個 外用解熱鎮痛剤

アンヒバ坐剤小児用200mg (ﾏｲﾗﾝEPD) ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 200mg/個 外用解熱鎮痛剤

ポンタールシロップ3.25% (第一三共) ﾒﾌｪﾅﾑ酸 32.5mg/1mL 解熱鎮痛消炎剤

サリチル酸系製剤　1143　

アスピリン｢ﾒﾀﾙ｣ (中北) ｱｽﾋﾟﾘﾝ 原末 解熱鎮痛消炎剤

ピラゾロン系製剤　1144　

メチロン注25% (第一三共) ｽﾙﾋﾟﾘﾝ 250mg/1mL/管 ピリン系解熱鎮痛剤

フェニル酢酸系製剤　1147　

劇 ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 (東和) ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg/錠 解熱鎮痛消炎剤

劇 ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg
「トーワ」

(東和) ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 37.5mg/C 解熱鎮痛消炎剤

劇 ボルタレンサポ25mg (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 25mg/個 解熱鎮痛消炎剤

劇 ボルタレンサポ50mg (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 50mg/個 解熱鎮痛消炎剤

塩基性消炎鎮痛剤　1148　

ソランタール錠100mg (ＬＴＬﾌｧｰﾏ) ﾁｱﾗﾐﾄﾞ塩酸塩 100mg/錠 解熱鎮痛消炎剤

その他の解熱鎮痛消炎剤　1149　

劇向 ソセゴン注射液15mg (丸石) ﾍﾟﾝﾀｿﾞｼﾝ 15mg/管 麻薬拮抗性鎮痛剤

劇向 ソセゴン注射液30mg (丸石) ﾍﾟﾝﾀｿﾞｼﾝ 30mg/管 麻薬拮抗性鎮痛剤

劇 トラマールOD錠25mg (日本新薬) ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩 25mg/C がん性疼痛・慢性疼痛治
療剤

劇 トラムセット配合錠 (ﾔﾝｾﾝ) ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩･ｱｾﾄｱﾐ
ﾉﾌｪﾝ

配合剤/錠 慢性疼痛/抜歯後疼痛治
療剤

劇 セレコックス錠100mg (ｱｽﾃﾗｽ) ｾﾚｺｷｼﾌﾞ 100mg/錠 選択的COX-2阻害剤
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劇 ナイキサン錠100mg (田辺三菱) ﾅﾌﾟﾛｷｾﾝ 100mg/錠 解熱鎮痛消炎剤

ノイロトロピン錠4単位 (日本臓器) ﾜｸｼﾆｱｳｲﾙｽ接種家兎
炎症皮膚抽出液

4単位/錠 消炎鎮痛剤

生物 ノイロトロピン注射液3.6単位 (日本臓器) ﾜｸｼﾆｱｳｲﾙｽ接種家兎
炎症皮膚抽出液

3mL/管 消炎鎮痛剤

劇 フロベン顆粒8% (科研) ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 80mg/1g 解熱鎮痛消炎剤

劇向 レペタン坐剤0.2mg (大塚製薬) 塩酸ﾌﾞﾌﾟﾚﾉﾙﾌｨﾝ 0.2mg/個 麻薬拮抗性鎮痛剤

劇向 レペタン注0.2mg (大塚製薬) 塩酸ﾌﾞﾌﾟﾚﾉﾙﾌｨﾝ 0.2mg/管 麻薬拮抗性鎮痛剤

ロキソプロフェン錠60mg｢EMEC｣ (ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ) ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 60mg/錠 解熱鎮痛消炎剤

劇 ロピオン静注50mg (科研) ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝｱｷｾﾁﾙ 50mg/5mL/管 解熱鎮痛消炎剤

劇 カピステン筋注50mg (ｷｯｾｲ) ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 50mg/2.5mL/管 解熱鎮痛消炎剤

■抗パーキンソン剤　1160　

アマンタジン製剤　1161　

アマンタジン塩酸塩細粒10%
「サワイ」

(沢井) ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩酸塩 100mg/1g 抗パーキンソン剤

ビペリデン製剤　1162　

アキネトン錠1mg (大日本住友) ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ塩酸塩 1mg/錠 抗パーキンソン剤

劇 アキネトン注射液5mg (大日本住友) 乳酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ 5mg/1mL/管 抗パーキンソン剤

その他の抗パーキンソン剤　1169　

アーテン錠(2mg) (ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆｼﾞﾙ塩酸塩 2mg/錠 抗パーキンソン剤

覚劇 エフピーOD錠2.5 (ｴﾌﾋﾟｰ) ｾﾚｷﾞﾘﾝ塩酸塩 2.5mg/錠 抗パーキンソン剤

劇 カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」 (東和) ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 1mg/錠 抗パーキンソン剤

コムタン錠100mg (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) ｴﾝﾀｶﾎﾞﾝ 100mg/錠 抗パーキンソン剤

ドロキシドパカプセル100mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ (ﾏｲﾗﾝ) ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 100mg/C 抗パーキンソン剤

ドパコール配合錠L100 (扶桑) ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ･ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ 100mg/錠 抗パーキンソン剤

劇 ニュープロパッチ4.5mg (大塚) ﾛﾁｺﾞﾁﾝ 4.5mg/枚 抗パーキンソン剤、ﾚｽﾄﾚ
ｽﾚｯｸﾞｽ症候群治療剤

劇 パーロデル錠2.5mg (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ 2.5mg/錠 抗パーキンソン剤

劇 ミラペックスLA錠0.375mg (日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ) ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩水
和物

0.375mg/錠

劇 トレリーフOD錠25mg (大日本住友) ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ 25mg/錠 抗パーキンソン剤

■精神神経用剤　1170　

クロルプロマジン製剤　1171　

コントミン糖衣錠12.5mg (田辺三菱) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ塩酸塩 12.5mg/錠 統合失調症治療剤

劇 コントミン筋注10mg (田辺三菱) ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ塩酸塩 10mg/2mL/管 統合失調症治療剤

フェノチアジン系製剤　1172　

ノバミン錠5mg (共和) プロクロルペラジンマレ
イン酸塩

5mg/錠 統合失調症治療剤

ノバミン筋注5mg (共和) プロクロルペラジンメシ
ル酸塩

5mg/1mL/管 統合失調症治療剤

ヒルナミン錠(5mg) (共和) ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 5mg/錠 統合失調症治療剤

ヒルナミン錠(25mg) (共和) ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 25mg/錠 統合失調症治療剤

劇 ヒルナミン筋注25mg (共和) ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ塩酸塩 25mg/1mL/管 統合失調症治療剤

イミプラミン系製剤　1174　

アナフラニール錠10mg (ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ) ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ塩酸塩 10mg/錠 三環系抗うつ剤

劇 アナフラニール点滴静注液25mg (ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ) ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ塩酸塩 25mg/2mL/管 三環系抗うつ剤

その他の精神神経用剤　1179　

アタラックス錠10mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ塩酸塩 10mg/錠 精神神経･ｱﾚﾙｷﾞｰ用剤

アタラックス-P注射液(25mg/ml) (ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ塩酸塩 25mg/1mL/管 精神神経･ｱﾚﾙｷﾞｰ用剤

劇 アモキサンｶﾌﾟｾﾙ10mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ｱﾓｷｻﾋﾟﾝ 10mg/C 三環系抗うつ剤

エチゾラム錠0.5mg｢EMEC｣ (ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ) ｴﾁｿﾞﾗﾑ 0.5mg/錠 抗不安剤

劇 エビリファイ錠3mg (大塚製薬) ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 3mg/錠 統合失調症治療剤
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劇 ジェイゾロフト錠25mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ｾﾙﾄﾗﾘﾝ塩酸塩 25mg/錠 ＳＳＲＩ

劇 シクレスト舌下錠５mg (Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ) ｱｾﾅﾋﾟﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 ５mg/錠  統合失調症治療剤    

劇 オランザピンOD錠５mg｢トーワ｣ (東 和) ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ   ５mg/錠  統合失調症治療剤    

劇 セレネース錠0.75mg (大日本住友) ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 0.75mg/錠 統合失調症治療剤

劇 セレネース注5mg (大日本住友) ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 5mg/1mL/管 統合失調症治療剤

劇 クエチアピン錠25mg「明治」 (Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ) ｸｴﾁｱﾋﾟﾝﾌﾏﾙ酸塩 25mg/錠 統合失調症治療剤

テトラミド錠10mg (第一三共) ﾐｱﾝｾﾘﾝ塩酸塩 10mg/錠 四環系抗うつ剤

フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg
「NP」

(ﾆﾌﾟﾛ) ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 25mg/錠 ＳＳＲＩ

トリプタノール錠10 (日医工) ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ塩酸塩 10mg/錠 三環系抗うつ剤

劇 ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「サワイ」 (沢井) ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩 15mg/錠 ＳＮＲＩ

劇 サインバルタカプセル20mg (日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ) ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝ塩酸塩 20mg/C ＳＮＲＩ

劇 パロキセチンOD錠10mg「トーワ」 (東和) ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ塩酸塩水和物 10mg/錠 ＳＳＲＩ

劇 ハロマンス注50mg (大日本住友) ﾃﾞｶﾝ酸ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ 50mg/1mL/管 統合失調症治療剤

劇 リーマス錠100 (大正富山) 炭酸ﾘﾁｳﾑ 100mg/錠 躁病治療剤

劇 リスペリドンOD錠1mg「トーワ」 (東和) ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 1mg/錠 統合失調症治療剤

劇 リスペリドン内用液1mg/mL「MEEK」 (Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ) ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 0.5mg/0.5mL/包 統合失調症治療剤

劇 ペロスピロン塩酸塩錠4mg
「アメル」

(共和) ﾍﾟﾛｽﾋﾟﾛﾝ塩酸塩水和物 4mg/錠 統合失調症治療剤

劇 レクサプロ錠10mg (持田) エスシタロプラムシュウ
酸塩

10mg/錠 ＳＳＲＩ

劇 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 (共和) ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ塩酸塩 25mg/錠 5-ＨＴ2受容体拮抗性抗う
つ剤

劇 レメロン錠15mg (MSD) ﾐﾙﾀｻﾞﾋﾟﾝ 15mg/錠 NaSSA

■総合感冒剤　1180　

ＰＬ配合顆粒 (塩野義) 非ﾋﾟﾘﾝ系感冒剤 1g/包 総合感冒剤

■その他の中枢神経用剤　1190　

劇 アリセプトD錠3mg (ｴｰｻﾞｲ) ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩 3mg/錠 抗アルツハイマー用剤

劇 アリセプトD錠5mg (ｴｰｻﾞｲ) ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩 5mg/錠 抗アルツハイマー用剤

チアプリド錠25mg「サワイ」 (沢井) ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩 25mg/錠 精神･ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ改善剤

エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明
治」

(Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ) ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ 30mg/100mL/ｷｯﾄ 脳保護剤

リルゾール錠50mg「AA」 (あすか) ﾘﾙｿﾞｰﾙ 50mg/錠 ＡＬＳ治療剤

リリカOD錠25mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ 25mg/錠 末梢性神経障害性疼痛
治療剤

リリカOD錠75mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ 75mg/錠 末梢性神経障害性疼痛
治療剤

ロゼレム錠8mg (武田) ﾗﾒﾙﾃｵﾝ 8mg/錠 メラトニン受容体アゴニス
ト

タルチレリンOD錠5mg｢日医工｣ (日医工) ﾀﾙﾁﾚﾘﾝ水和物 5mg/錠 脊髄小脳変性症治療剤

劇 イクセロンパッチ9mg (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 9mg/枚 アルツハイマー型認知症
治療剤

ベルソムラ錠15mg (MSD ) ｽﾎﾞﾚｷｻﾝﾄ 15mg/錠  不眠症治療剤        

劇 メマリーOD錠５mg (第一三共) ﾒﾏﾝﾁﾝ塩酸塩 ５mg/錠  アルツハイマー型認知症
治療剤

＜末梢神経用剤　1200＞

■局所麻酔剤　1210　

アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤　1211

劇 ロカイン注１％    (扶 桑) ﾌﾟﾛｶｲﾝ塩酸塩 １％５mL/管 局所麻酔剤          

キシリジン系製剤　1214　
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劇 アナペイン注2mg/mL (ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ) ﾛﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩水和物 200mg/100mL/袋 局所麻酔剤

劇 アナペイン注7.5mg/mL (ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ) ﾛﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩水和物 75mg/10mL/管 局所麻酔剤

キシロカイン液｢4%｣ (ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ) ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩 4% 100mL/瓶 局所麻酔剤

アネトカインゼリー２％ (小林化工) ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩 50mL/本  局所麻酔剤

劇 キシロカインビスカス2% (ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ) ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩 2% 100mL/瓶 局所麻酔剤

劇 キシロカインﾎﾟﾝﾌﾟｽﾌﾟﾚｰ8% (ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ) ﾘﾄﾞｶｲﾝ 80g/瓶 局所麻酔剤

キシロカイン点眼液4% (ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ) ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩 20mL/瓶 局所麻酔剤

劇 キシロカイン注ポリアンプ1% (ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ) ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩 1% 10mL/管 局所麻酔剤

劇 キシロカイン注シリンジ1% (ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ) ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩 100mg/10mL/筒 局所麻酔剤

劇 キシロカイン注ポリアンプ2% (ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ) ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩 2% 10mL/管 局所麻酔剤

劇 ｷｼﾛｶｲﾝ注射液｢0.5%｣ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ
(1:100,000)含有

(ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ) ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩･ｱﾄﾞﾚﾅﾘ
ﾝ

0.5% 20mL/瓶 局所麻酔剤

劇 ｷｼﾛｶｲﾝ注射液｢1%｣ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ(1:100,000)
含有

(ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ) ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩･ｱﾄﾞﾚﾅﾘ
ﾝ

1% 20mL/瓶 局所麻酔剤

劇 ｷｼﾛｶｲﾝ注射液｢2%｣ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ(1:80,000)含
有

(ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ) ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩･ｱﾄﾞﾚﾅﾘ
ﾝ

2% 20mL/瓶 局所麻酔剤

劇 リドカインテープ18mg｢YP｣ (祐徳) ﾘﾄﾞｶｲﾝ (18mg)30.5mm×
50.0mm/枚

局所麻酔剤

劇 マーカイン注脊麻用0.5%等比重 (ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ) ﾌﾞﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩 0.5% 4mL/管 局所麻酔剤

劇 マーカイン注脊麻用0.5%高比重 (ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ) ﾌﾞﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩 0.5% 4mL/管 局所麻酔剤

劇 ポプスカイン0.5％注50mg/10mL (丸石) ﾚﾎﾞﾌﾞﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩 50mg/10mL/管 局所麻酔剤

その他の局所麻酔剤　1219　

ストロカイン錠5mg (ｴｰｻﾞｲ) ｵｷｾｻｾﾞｲﾝ 5mg/錠 消化管粘膜局麻剤

■骨格筋弛緩剤　1220　

コリン系製剤　1224　

毒 スキサメトニウム注100｢ﾏﾙｲｼ｣ (丸石) ｽｷｻﾒﾄﾆｳﾑ塩化物 100mg/5mL/管 骨格筋弛緩剤

カルバメート系製剤　1225　

リンラキサー錠125mg (大正富山) ｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝ 125mg/錠 骨格筋弛緩剤

その他の骨格筋弛緩剤　1229　

毒 エスラックス静注50mg/5.0mL (MSD) ﾛｸﾛﾆｳﾑ臭化物 50mg/5mL/瓶 骨格筋弛緩剤

ダントリウムカプセル25mg (ｵｰﾌｧﾝﾊﾟｼﾌｯｸ) ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 25mg/C 骨格筋弛緩剤

ダントリウム静注用20mg (ｵｰﾌｧﾝﾊﾟｼﾌｯｸ) ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝﾅﾄﾘｳﾑ 20mg/瓶 骨格筋弛緩剤

毒生物 ボトックス注用100単位 (GSK) A型ﾎﾞﾂﾘﾇｽ毒素 100単位/瓶 骨格筋弛緩剤

毒 ベクロニウム静注用10mg｢F｣ (丸石) ﾍﾞｸﾛﾆｳﾑ臭化物 10mg/瓶 骨格筋弛緩剤

■自律神経剤　1230　

四級アンモニウム塩製剤　1231　

毒 ウブレチド錠5mg (鳥居) ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ臭化物 5mg/錠 自律神経剤

トランコロン錠7.5mg (ｱｽﾃﾗｽ) ﾒﾍﾟﾝｿﾞﾗｰﾄ臭化物 7.5mg/錠 過敏大腸症治療剤

劇 ベサコリン散5% (ｴｰｻﾞｲ) ﾍﾞﾀﾈｺｰﾙ塩化物 50mg/1g 自律神経剤

アセチルコリン系製剤　1232　

劇 オビソート注射用0.1g (第一三共) ｱｾﾁﾙｺﾘﾝ塩化物 100mg/管 自律神経剤

ネオスチグミン系製剤　1233　

劇 ワゴスチグミン注2mg (共和) ﾈｵｽﾁｸﾞﾐﾝﾒﾁﾙ硫酸塩 2mg/4mL/管 ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害剤

その他の自律神経剤　1239　

劇 メスチノン錠60mg (共和) ﾋﾟﾘﾄﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ臭化物 60mg/錠 自律神経剤

■鎮けい剤　1240　

アトロピン系製剤　1242　

劇 ハイスコ皮下注0.5mg (杏林) 臭化水素酸ｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 0.5mg/1mL/管 抗コリン剤

ブスコパン錠10mg (日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ) 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 10mg/錠 抗コリン剤

劇 ブスコパン注20mg (日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ) 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 20mg/1mL/管 抗コリン剤

毒 硫酸アトロピン｢ホエイ｣ (ﾏｲﾗﾝ) ｱﾄﾛﾋﾟﾝ硫酸塩 原末 抗コリン剤

劇 アトロピン硫酸塩注0.5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ (ﾆﾌﾟﾛESﾌｧｰﾏ) ｱﾄﾛﾋﾟﾝ硫酸塩 0.5mg/1mL/管 抗コリン剤

劇 アトロピン注0.05%ｼﾘﾝｼﾞ「ﾃﾙﾓ」 (ﾃﾙﾓ) ｱﾄﾛﾋﾟﾝ硫酸塩 0.5mg/1mL/ｷｯﾄ 抗コリン剤
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パパベリン系製剤　1243　

パパベリン塩酸塩注40mg｢日医工｣ (日医工) ﾊﾟﾊﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩 40mg/1mL/管 鎮けい剤

マグネシウム塩製剤　1244　

静注用マグネゾール20mL (東亜薬工) 硫酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ･ﾌﾞﾄﾞｳ糖 20mL/管 鎮けい剤

硫酸Mg補正液1mEq/mL （大塚工場） 硫酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 20mEq/20mL/管 補正用電解質液

その他の鎮痙剤1249　

コスパノン錠80mg (ｴｰｻﾞｲ) ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 80mg/錠 鎮けい剤

チザニジン錠1mg「トーワ」 (東和) ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ塩酸塩 1mg/錠 筋緊張緩和剤

エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 (東和) ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ塩酸塩 50mg/錠 筋緊張緩和剤

劇 リオレサール錠5mg (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ 5mg/錠 抗痙縮剤

＜感覚器官用薬　1300＞

■眼科用剤　1310　

散瞳剤　1311　

劇 日点アトロピン点眼液1% (日本点眼薬) ｱﾄﾛﾋﾟﾝ硫酸塩 5mL/瓶 眼科用剤

ネオシネジンｺｰﾜ5%点眼液 (興和創薬) 塩酸ﾌｪﾆﾚﾌﾘﾝ 10mL/本 眼科用剤

縮瞳剤　1312　

劇 サンピロ点眼液1% (参天) 塩酸ﾋﾟﾛｶﾙﾋﾟﾝ 5mL/瓶 眼科用剤

眼科用局所麻酔剤　1313　

ベノキシール点眼液0.4% (参天) 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾌﾟﾛｶｲﾝ 0.4% 5mL/本 眼科用剤

眼科用コルチゾン製剤　1315　

サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% (参天) ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘ
ｳﾑ

0.1% 5mL/本 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ眼耳鼻科
用剤

フルメトロン点眼液0.02% (参天) ﾌﾙｵﾛﾒﾄﾛﾝ 0.02% 5mL/本 眼科用剤

フルメトロン点眼液0.1% (参天) ﾌﾙｵﾛﾒﾄﾛﾝ 0.1% 5mL/本 眼科用剤

その他の眼科用剤　1319　

劇 アイオピジンUD点眼液1% (ｱﾙｺﾝﾌｧｰﾏ) 塩酸ｱﾌﾟﾗｸﾛﾆｼﾞﾝ 1mg/0.1mL/本 レーザー術後眼圧上昇防
止剤

アイファガン点眼液0.1% (千寿) ﾌﾞﾘﾓｼﾞﾆﾝ酒石酸塩 5mL/瓶 α2作動性緑内障治療剤

レボカバスチン塩酸塩点眼液
0.025%「わかもと」

(わかもと) ﾚﾎﾞｶﾊﾞｽﾁﾝ塩酸塩 5mL/瓶 アレルギー疾患治療剤

エイゾプト懸濁性点眼液1% (ｱﾙｺﾝﾌｧｰﾏ) ﾌﾞﾘﾝｿﾞﾗﾐﾄﾞ 1%5mL/瓶 眼圧降下剤

トスフロ点眼液0.3% (日東ﾒﾃﾞｨｯｸ) ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩水
和物

5mL/瓶 眼科用抗菌剤

エコリシン眼軟膏 (参天) ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ･ｺﾘｽﾁﾝ 3.5g/本 眼科用抗菌剤

オフサロン点眼液 (わかもと) ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ･ｺﾘｽﾁﾝ 5mL/瓶 眼科用剤

ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184％(日本ｱﾙｺﾝ) ｵｷｼｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 500mL/ｷｯﾄ 眼科用灌流液         

カリーユニ点眼液0.005% (参天) ﾋﾟﾚﾉｷｼﾝ 5m/瓶 白内障治療剤

点眼･点鼻用リンデロンＡ液 (塩野義) ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ･ﾘﾝ酸ﾍﾞﾀﾒﾀ
ｿﾞﾝ

5mL/瓶 眼科・耳鼻科用剤

キサラタン点眼液0.005% (ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ 2.5mL/瓶 眼科用剤

レボフロキサシン点眼液1.5%
｢ファイザー｣

(ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 5mL/本 眼科用剤

人工涙液マイティア点眼液 (千寿) ﾎｳ酸･無機塩類配合剤 5mL/瓶 眼科用剤

ビルレクス眼軟膏3% (日本点眼薬) ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 5g/本 眼科用抗ウイルス剤

タリビッド眼軟膏0.3% (参天) ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 3.5g/本 眼科用剤

チモプトール点眼液0.5% (MSD) ﾏﾚｲﾝ酸ﾁﾓﾛｰﾙ 5mL/本 眼科用剤

プロラノン点眼液0.1% (参天) ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 5mL/本 眼科用剤

ネオメドロールEE軟膏 (ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ･ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ｿﾞﾛﾝ

3g/本 眼科用剤

ネバナック懸濁性点眼液0.1% (ｱﾙｺﾝﾌｧｰﾏ) ﾈﾊﾟﾌｪﾅｸ 0.1% 5mL/瓶 非ステロイド性抗炎症点
眼剤

ティアバランス点眼液0.1% (千寿) ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 0.1% 5mL/瓶 眼科用剤

プロビスク0.85眼粘弾剤１％ (ｱﾙｺﾝ) ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 1%､0.85mL/筒 眼科用剤
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ヒーロンＶ0.6眼粘弾剤2.3% (AMOｼﾞｬﾊﾟﾝ) ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2.3%､0.6mL/筒 眼科用剤

シェルガン0.5眼粘弾剤 (参天) ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ･ｺﾝﾄﾞﾛ
ｲﾁﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ

0.5mL/筒 眼科用剤

ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 (日本点眼薬) ﾎﾟﾘﾋﾞﾆﾙｱﾙｺｰﾙﾖｳ素 0.2% 20mL/瓶 眼科用剤

ＦＡＤ点眼液0.05%｢ｻﾝﾃﾝ｣ (参天) ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁﾄﾞ 5mL/瓶 眼科用剤

フラビタン眼軟膏0.1% (ﾄｰｱｴｲﾖｰ) ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁﾄﾞ 5g/本 眼科用剤

ベストロン点眼用0.5% (千寿) セフメノキシム塩酸塩 25mg/5mL/瓶 眼科用セフェム系抗菌剤

ミドリンＰ点眼液 (参天) ﾄﾛﾋﾟｶﾐﾄﾞ･塩酸ﾌｪﾆﾚﾌﾘﾝ 5mL/本 眼科用剤

ムコスタ点眼液UD２％ (大 塚) ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ     2%0.35mL/本 ドライアイ治療剤    

マキュエイド眼注用40mg (わかもと) ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ 40mg/瓶 眼科手術補助剤

■耳鼻科用剤　1320　

耳鼻科用血管収縮剤　1324　

プリビナ液0.05% (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) 硝酸ﾅﾌｧｿﾞﾘﾝ 10mL/本 点鼻用剤

その他の耳鼻科用剤　1329　

ケトチフェン点鼻液0.05%「サワイ」 (沢井) ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 6.048mg/8mL/瓶 アレルギー性鼻炎治療剤

ジオクチルソジウムスルホサクシネート
耳科用液５％「ＣＥＯ」

(ｾｵﾘｱ) ｼﾞｵｸﾁﾙｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎｻｸｼ
ﾈｰﾄ

10mL/瓶 耳垢除去剤

タリビッド耳科用液0.3% (第一三共) ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 5mL/本 点耳用抗菌剤

アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 (GSK) ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴ
ｽﾃﾙ

56噴霧/ｷｯﾄ アレルギー性鼻炎治療剤

■鎮暈剤　1330　

その他の鎮暈剤　1339　

トラベルミン配合錠 (ｴｰｻﾞｲ) ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ･ｼﾞﾌﾟﾛﾌｨﾘ
ﾝ

配合剤/錠 鎮暈剤

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」 (東和) ﾍﾞﾀﾋｽﾁﾝﾒｼﾙ酸塩 6mg/錠 鎮暈剤

＜循環器官用薬　2100＞

■強心剤　2110　

ジギタリス製剤　2113　

劇 ハーフジゴキシンKY錠0.125 (ﾄｰｱｴｲﾖｰ) ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.125mg/錠 強心剤

劇 ジゴシン散0.1% (太陽ﾌｧﾙﾏ) ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 1mg/1g 強心剤

劇 ジゴシンエリキシル0.05mg/mL (太陽ﾌｧﾙﾏ) ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.05mg/1mL 強心剤

劇 ジゴシン注0.25mg (太陽ﾌｧﾙﾏ) ｼﾞｺﾞｷｼﾝ 0.25mg/1mL/管 強心剤

カフェイン系製剤　2115　

劇 安息香酸ﾅﾄﾘｳﾑｶﾌｪｲﾝ原末「ﾏﾙｲｼ」 (丸石) 安息香酸ﾅﾄﾘｳﾑｶﾌｪｲﾝ 原末 強心剤

レスピア静注･経口液60mg (ﾉｰﾍﾞﾙﾌｧｰﾏ) 無水ｶﾌｪｲﾝ 60mg/３mL/瓶 未熟児無呼吸発作治療
剤

ネオフィリン注250mg (ｴｰｻﾞｲ) ｱﾐﾉﾌｨﾘﾝ 250mg/10mL/管 強心剤

その他の強心剤　2119　

劇 エホチール注10mg (日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ) 塩酸ｴﾁﾚﾌﾘﾝ 10mg/1mL/管 強心剤

劇 カコージン注100mg (日本製薬) ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ塩酸塩 100mg/5mL/管 強心剤

劇 塩酸ドパミン注キット600 (共和ｸﾘﾃｨｹｱ) ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ塩酸塩 600mg/200mL/袋 強心剤

デノパミン錠5mg (日医工) ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 5mg/錠 強心剤

劇 ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg (沢井) ﾄﾞﾌﾞﾀﾐﾝ塩酸塩 100mg/5mL/管 強心剤

劇 ドブポン注0.3%シリンジ (協和発酵ｷﾘﾝ) ﾄﾞﾌﾞﾀﾐﾝ塩酸塩 150mg/50mL/筒 強心剤

劇 プロタノールL注0.2mg (興和創薬) l-塩酸ｲｿﾌﾟﾛﾃﾚﾉｰﾙ 0.2mg/1mL/管 強心剤

ピモベンダン錠1.25mg｢TE｣ (ﾄｰｱｴｲﾖｰ) ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 1.25mg/C ＰＤＥⅢ阻害薬
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劇 ミルリノン注射液10mg｢Ｆ｣ (富士製薬) ﾐﾙﾘﾉﾝ 10mg/10mL/管 ＰＤＥⅢ阻害薬

■不整脈用薬　2120　

プロカインアミド系製剤　2121　

アミサリン注100mg (第一三共) 塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝｱﾐﾄﾞ 100mg/1mL/管 不整脈治療剤

β－遮断剤　2123　

劇 インデラル錠10mg (ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 10mg/錠 β遮断剤

劇 インデラル注射液2mg (ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) 塩酸ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ 2mg/2mL/管 β遮断剤

アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 (日医工) ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ塩酸塩 10mg/錠 α・β遮断剤

劇 オノアクト点滴静注用50mg (小野) ﾗﾝｼﾞｵﾛｰﾙ塩酸塩 50mg/瓶 β1遮断剤

アテノロール錠25mg「トーワ」 (東和) ｱﾃﾉﾛｰﾙ 25mg/錠 β1遮断剤

メインテート錠0.625mg (田辺三菱) ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩 0.625mg/錠 β1遮断剤

ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワ
イ」

(サワイ) ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩 2.5mg/錠 β1遮断剤

その他の不整脈用薬　2129　

劇 アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」 (ﾆﾌﾟﾛ) ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ塩酸塩 10mg/C 不整脈治療剤

毒 アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 (ﾄｰｱｴｲﾖｰ) ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩 100mg/錠 不整脈治療剤

劇 アミオダロン塩酸塩静注150mg
「TE」

(ﾄｰｱｴｲﾖｰ) ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩 150mg/3mL/管 不整脈治療剤         

劇 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

(東和) ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩水和
物

25mg/錠 不整脈治療剤

劇 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トー
ワ」

(東和) ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩 100mg/錠 不整脈治療剤

劇 シンビット静注用50mg (ﾄｰｱｴｲﾖｰ) 塩酸ﾆﾌｪｶﾗﾝﾄ 50mg/瓶 不整脈治療剤

劇 タンボコール錠50mg (ｴｰｻﾞｲ) 酢酸ﾌﾚｶｲﾆﾄﾞ 50mg/錠 不整脈治療剤

劇 プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハ
ラ」

(大原) ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ塩酸塩 150mg/錠 不整脈治療剤

劇 ベプリコール錠50mg (第一三共) 塩酸ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ 50mg/錠 不整脈治療剤

劇 メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワ
イ」

(沢井) ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩 50mg/C 不整脈治療剤

劇 メキシチール点滴静注125mg (日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ) 塩酸ﾒｷｼﾚﾁﾝ 125mg/5mL/管 不整脈治療剤

劇 ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トー
ワ」

(東和) ジソピラミドリン酸塩 150mg/錠 不整脈治療剤

劇 リスモダンＰ静注50mg (ｻﾉﾌｨ) ジソピラミドリン酸塩 50mg/5mL/管 不整脈治療剤

劇 リドカイン静注用2%ｼﾘﾝｼﾞ｢ﾃﾙﾓ｣ (ﾃﾙﾓ) リドカイン塩酸塩 100mg/5mL/筒 不整脈治療剤

劇 オリベス点滴用1% (高田) ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2g/200mL/瓶 不整脈治療剤

劇 ワソラン静注5mg (ｴｰｻﾞｲ) ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩 5mg/2mL/管 Ｃａ拮抗剤

■利尿剤　2130　

チアジド系製剤　2132　

フルイトラン錠1mg (塩野義) ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 1mg/錠 サイアザイド系利尿剤

抗アルドステロン製剤　2133　

スピロノラクトン錠25mg｢日医工｣ (日医工 ) ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 25mg/錠  Ｋ保持性利尿剤

アルダクトンA細粒10% (ﾌｧｲｻﾞｰ) ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 100mg/1g Ｋ保持性利尿剤

劇 カンレノ酸カリウム静注用200mg
「サワイ」

(沢井) ｶﾝﾚﾉ酸ｶﾘｳﾑ 200mg/管 Ｋ保持性利尿剤

炭酸脱水酵素阻害剤　2134　

ダイアモックス末 (三和化学) ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ 炭酸脱水酵素阻害剤

ダイアモックス注射用500mg (三和化学) ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞﾅﾄﾘｳﾑ 500mg/瓶 炭酸脱水酵素阻害剤

その他の利尿剤　2139　

イソソルビド内用液70%「CEO」 (ｾｵﾘｱ) ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 700mg/1mL 浸透圧利尿剤･メニエー
ル病改善剤

ダイアート錠30mg (三和化学) ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ 30mg/錠 持続性ループ利尿剤
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フロセミド錠20mg｢NP｣ (ﾆﾌﾟﾛ ) ﾌﾛｾﾐﾄﾞ     20mg/錠  ループ利尿剤

ラシックス細粒4% (日医工) ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 40mg/1g ループ利尿剤

ラシックス注20mg (日医工) ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 20mg/管 ループ利尿剤

トラセミドOD錠4mg「TE」 (ﾄｰｱｴｲﾖｰ) ﾄﾗｾﾐﾄﾞ     ４mg/錠  K保持性ループ利尿剤

劇 サムスカ錠7.5mg［科限定］ (大塚) ﾄﾙﾊﾞﾌﾟﾀﾝ 7.5mg/錠 ﾊﾞｿﾌﾟﾚｼﾝV2-受容体拮抗
剤

■血圧降下剤　2140　

ヒドララジン製剤　2142　

アプレゾリン錠10mg (田辺三菱) ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ塩酸塩 10mg/錠 血圧降下剤

ラウオルフィア製剤　2143　

劇 アポプロン注0.5mg (第一三共) ﾚｾﾙﾋﾟﾝ 0.5mg/1mL/管 血圧降下剤

アンジオテンシン変換酵素阻害剤　2144　　

カプトプリル錠12.5mg｢SW｣ (沢井) ｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾙ 12.5mg/錠 ＡＣＥ阻害剤

エナラプリル錠2.5MEEK (小林化工) ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 2.5mg/錠 ＡＣＥ阻害剤

ペリンドプリルエルブミン錠2mg「トーワ」 (東和) ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 2mg/錠 ＡＣＥ阻害剤

メチルドパ製剤　2145　

アルドメット錠125 (ﾐﾉﾌｧｰｹﾞﾝ) ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ水和物 125mg/錠 血圧降下剤

その他の血圧降下剤　2149　

エブランチルカプセル15mg (科研) ｳﾗﾋﾟｼﾞﾙ 15mg/C α1遮断剤・排尿障害治
療剤

メシル酸ドキサゾシン錠１｢MEEK｣ (小林化工) ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝﾒｼﾙ酸塩 1mg/錠 α1遮断剤

アーチスト錠1.25mg (第一三共) ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 1.25mg/錠 α・β遮断剤

カルベジロール錠10mg「サワイ」 (沢井) ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ 10mg/錠 α・β遮断剤

劇 メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」 (東和) ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ酒石酸塩 20mg/錠 β1遮断剤

ビソノテープ４mg (ﾄｰｱｴｲﾖｰ) ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ ４mg/枚 β1遮断剤

アジルバ錠20mg (武田) ｱｼﾞﾙｻﾙﾀﾝ 20mg/錠 ＡＲＢ

オルメテックOD錠20mg (第一三共) ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝ 20mg/錠 ＡＲＢ

ロサルタンK錠25mg「トーワ」 (東和) ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ 25mg/錠 ＡＲＢ

カンデサルタン錠4mg「あすか」 (あすか) ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ ｼﾚｷｾﾁﾙ 4mg/錠 ＡＲＢ

ミカルディス錠20mg (ｱｽﾃﾗｽ) ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 20mg/錠 ＡＲＢ

ラジレス錠150mg (ｵｰﾌｧﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ) ｱﾘｽｷﾚﾝﾌﾏﾙ酸塩 150mg/錠 直接的レニン阻害剤

シルニジピン錠5mg「サワイ」 (沢井) ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ ５mg/錠 Ｃａ拮抗剤

劇 ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワ
イ」

(沢井) ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩 10mg/10mL/管 Ｃａ拮抗剤

劇 ランデル錠20 (塩野義) 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 20mg/錠 Ｃａ拮抗剤

セララ錠25mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ｴﾌﾟﾚﾚﾉﾝ 25mg/錠 選択的ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝﾌﾞﾛｯｶｰ

■血管収縮剤　2160　

劇 スマトリプタン錠50mg「トーワ」 (東和) ｺﾊｸ酸ｽﾏﾄﾘﾌﾟﾀﾝ 50mg/錠 片頭痛治療剤

劇 イミグラン点鼻液20 (GSK) ｽﾏﾄﾘﾌﾟﾀﾝ 20mg/0.1mL/個 片頭痛治療剤

劇 ネオシネジンコーワ注1mg (興和創薬) フェニレフリン塩酸塩 1mg/1mL/管 α刺激薬

メトリジン錠2mg (大正富山) 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 2mg/錠 低血圧症用薬

■血管拡張剤　2170　

冠血管拡張剤　2171　

劇 ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 (東和) ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 20mg/錠 Ｃａ拮抗剤

劇 セパミット細粒1% (日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ) ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg/1g Ｃａ拮抗剤

劇 セパミット-Rカプセル10 (日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ) ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 10mg/C Ｃａ拮抗剤

劇 アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 (東和) ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩 2.5mg/錠 Ｃａ拮抗剤

劇 ベニジピン塩酸塩錠2mg｢OME｣ (ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ) ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩 ２mg/錠  高血圧症･狭心症治療剤

ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル　100mg
「サワイ」

(沢井) ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩 100mg/C Ｃａ拮抗剤

劇 ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg
｢ｻﾜｲ｣

(沢井) ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩 50mg/瓶 Ｃａ拮抗剤

9



ワソラン錠40mg (ｴｰｻﾞｲ) ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩 40mg/錠 Ｃａ拮抗剤

劇 ニトロペン舌下錠0.3mg (日本化薬) ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ 0.3mg/錠 ニトログリセリン製剤

劇 ミオコールスプレー0.3mg (ﾄｰｱｴｲﾖｰ) ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ 0.65%7.2g1缶 ニトログリセリン製剤

劇 ミリステープ5mg (日本化薬) ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ 5mg,4.05×4.05cm/枚 ニトログリセリン製剤

劇 ミリスロール注5mg/10mL (日本化薬) ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ 5mg/10mL/管 ニトログリセリン製剤

劇 ミオコール点滴静注25mg (ﾄｰｱｴｲﾖｰ) ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ 25mg/50mL/袋 ニトログリセリン製剤

アイトロール錠20mg (ﾄｰｱｴｲﾖｰ) 一硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg/錠 一硝酸イソソルビド製剤

硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 (ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ) 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 40mg/枚 硝酸イソソルビド製剤

ニトロール錠5mg (ｴｰｻﾞｲ) 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 5mg/錠 硝酸イソソルビド製剤

ニトロールRカプセル20mg (ｴｰｻﾞｲ) 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 20mg/C 硝酸イソソルビド製剤

ニトロールスプレー1.25mg (ｴｰｻﾞｲ) 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 163.5mg/10g/瓶 硝酸イソソルビド製剤

ニトロール注5mg (ｴｰｻﾞｲ) 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ 5mg/10mL/管 硝酸イソソルビド製剤

劇 ハンプ注射用1000 (第一三共) ｶﾙﾍﾟﾘﾁﾄﾞ 1,000μg/瓶 心房性Ｎａ利尿ペプチド

ペルサンチン錠25mg (日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ) ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 25mg/錠 血管拡張剤

ペルサンチン静注10mg (日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ) ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ 10mg/2mL/管 血管拡張剤

ジラゼプ塩酸塩錠50mg｢ﾄｰﾜ｣ (東和) ｼﾞﾗｾﾞﾌﾟ塩酸塩 50mg/錠 血管拡張剤

ニコランジル錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ (東和) ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 5mg/錠 血管拡張剤

ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」 (沢井) ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ 12mg/瓶 血管拡張剤

■高脂血症用剤　2180　

クロフィブラート系製剤　2183

ベザフィブラートSR錠200mg
｢日医工｣

(日医工) ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 200mg/錠 脂質異常症治療剤

リピディル錠80mg (科研) ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ ８0mg/錠 脂質異常症治療剤

その他の高脂血症用剤　2189　

ゼチーア錠10mg (MSD) ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ 10mg/錠 脂質異常症治療剤

クレストールOD錠2.5mg (ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ 　2.5mg/錠 脂質異常症治療剤

プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」 (東和) ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 10mg/錠 脂質異常症治療剤

アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 (東和) ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ 水
和物

10mg/錠 脂質異常症治療剤

レパーサ皮下注140mgペン (ｱｽﾃﾗｽ) ｴﾎﾞﾛｸﾏﾌﾞ   140mg/1mL/ｷｯﾄ 脂質異常症治療剤

■その他の循環器官用剤　2190　

劇 インダシン静注用1mg (MSD) ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 1mg/瓶 未熟児動脈管開存症治
療剤

劇 エリル点滴静注液30mg (旭化成ﾌｧｰﾏ) 塩酸ﾌｧｽｼﾞﾙ水和物 30.8mg/2mL/管 脳虚血改善剤

カリメート散 (興和創薬) ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ｶﾙｼｳ
ﾑ

5g/包 高Ｋ血症治療剤

カリメート経口液20% (興和創薬) ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ｶﾙｼｳ
ﾑ

5g/25g/包 高Ｋ血症治療剤

沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 (三和化学) 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg/錠 高リン血症治療剤

ホスレノールチュアブル錠250mg (ﾊﾞｲｴﾙ) 炭酸ランタン水和物 250mg/錠 高リン血症治療剤

グリセレブ配合点滴静注 (ﾃﾙﾓ) 濃ｸﾞﾘｾﾘﾝ･果糖 200mL/袋 脳圧・眼圧改善剤

アルガトロバン注射液10mg｢ｻﾜｲ｣ (沢井) ｱﾙｶﾞﾄﾛﾊﾞﾝ 10mg/20mL/管 抗トロンビン剤

ニセルゴリン錠5mg｢ﾄｰﾜ｣ (東和) ﾆｾﾙｺﾞﾘﾝ 5mg/錠 脳循環・代謝改善剤

劇 アルプロスタジルアルファデクス注射用
20μg「タカタ」

(高田) ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 20μg/管 ＰＧＥ1製剤

劇 アルプロスタジルアルファデクス注射用
500μg「タカタ」

(高田) ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 500μg/瓶 ＰＧＥ1製剤

ニコリン注射液250mg (武田) ｼﾁｺﾘﾝ 250mg/2mL/管 意識障害用剤

劇 アルプロスタジル注5μg｢ｻﾜｲ｣ (沢井) ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ 5μg/1mL/管 ＰＧＥ1製剤

20%マンニットール注射液｢YD｣ (陽進堂) D-ﾏﾝﾆﾄｰﾙ 300mL/瓶 脳圧効果・浸透圧利尿剤

ユベラNｶﾌﾟｾﾙ100mg (ｴｰｻﾞｲ) ﾆｺﾁﾝ酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 100mg/C 循環器官用薬

アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医
工」

(日医工) ｱﾒｼﾞﾆｳﾑﾒﾁﾙ硫酸塩 10mg/錠 低血圧症用剤

レナジェル錠250mg (中外) 塩酸ｾﾍﾞﾗﾏｰ 250mg/錠 高リン血症治療剤

＜呼吸器官用薬　2200＞
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■呼吸促進剤　2210　

その他の呼吸促進剤　2219　

生物 サーファクテン気管注入用120mg (田辺三菱) 肺ｻｰﾌｧｸﾀﾝﾄ 120mg/瓶 呼吸促進剤

劇 ドプラム注射液400mg (ｷｯｾｲ) 塩酸ﾄﾞｷｻﾌﾟﾗﾑ 400mg/20mL/瓶 呼吸促進剤

劇 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」 (ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ) ﾅﾛｷｿﾝ塩酸塩 0.2mg/1mL/管 麻薬拮抗剤

劇 フルマゼニル注射液0.5mg｢F｣ (丸石) ﾌﾙﾏｾﾞﾆﾙ 0.5mg/5mL/管 ベンゾジアゼピン受容体
拮抗剤

■鎮咳剤　2220　

エフェドリン及びマオウ製剤　2221　

劇 ヱフェドリン｢ナガヰ｣注射液40mg (日医工) 塩酸ｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ 40mg/1mL/管 鎮咳剤

デキストロメトルファン製剤　2223　

メジコン錠15mg (塩野義) 臭化水素酸ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄﾙ
ﾌｧﾝ

15mg/錠 鎮咳剤

その他の鎮咳剤　2229　

アストミン錠10mg (ｵｰﾌｧﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ) ﾘﾝ酸ｼﾞﾒﾓﾙﾌｧﾝ 10mg/錠 鎮咳剤

■去たん剤　2230　

システイン系製剤　2233　

カルボシステイン錠250mg「トーワ」 (東和) ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 250mg/錠 気道粘液調整・粘膜正常
化剤

カルボシステインＤＳ50％「タカタ」 (高田) ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 500mg/1g 気道粘液調整・粘膜正常
化剤

カルボシステインシロップ小児用
５％「トーワ」

(東和) ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 50mg/1mL 気道粘液調整・粘膜正常
化剤

ムコフィリン吸入液20% (ｴｰｻﾞｲ) ｱｾﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 2mL/包 去たん剤

ブロムヘキシン製剤　2234　

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2％
「タイヨー」

(武田ﾃﾊﾞ) ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩 45mL/瓶 去たん剤

その他の去痰剤　2239　

アンブロキソール塩酸塩錠15mg
｢ﾀｲﾖｰ｣

(三和化学) ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩 15mg/錠 気道潤滑去痰剤      

ムコサールドライシロップ1.5% (ｻﾉﾌｨ) ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩 15mg/1g 気道潤滑去痰剤      

アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用
0.3%％「トーワ」

(東和) ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩 3mg/1mL  気道潤滑去痰剤      

■鎮咳去たん剤　2240　

植物性製剤　2241　

サリパラ液 (丸石) 桜皮ｴｷｽ 鎮咳去たん剤

コデイン系製剤（家庭麻薬）　2242　

劇 リン酸コデイン散1%｢ﾒﾀﾙ｣ (吉田) ｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩水和物 10mg/1g/包 オピオイド製剤

その他の鎮咳去たん剤　2249　

アスベリン散10% (田辺三菱) ﾋﾍﾞﾝｽﾞ酸ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ 100mg/1g 鎮咳去たん剤

レスプレン錠20mg (太陽ﾌｧﾙﾏ) ｴﾌﾟﾗｼﾞﾉﾝ塩酸塩 20mg/錠 鎮咳去たん剤

■気管支拡張剤　2250　

キサンチン系製剤　2251　

劇 テルバンスDS20% (ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ) ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg/1g 気管支拡張剤

テオロング錠100mg (ｴｰｻﾞｲ) ﾃｵﾌｨﾘﾝ 100mg/錠 気管支拡張剤

劇 テオロング錠200mg (ｴｰｻﾞｲ) ﾃｵﾌｨﾘﾝ 200mg/錠 気管支拡張剤

その他の気管支拡張剤　2259　

インタール吸入液1% (ｻﾉﾌｨ) ｸﾛﾓｸﾞﾘｸ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 20mg/2mL/管 気管支喘息治療剤

ウルティブロ吸入用カプセル (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩・
ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ臭化物

配合剤/C ＣＯＰＤ治療剤
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スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 (日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ) ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ臭化物水和
物

60吸入/ｷｯﾄ ＣＯＰＤ治療剤

スピロペント錠10μg (帝人ﾌｧｰﾏ) 塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 10μg/錠 気管支拡張剤

ツロブテロールテープ0.5mg｢HMT｣ (Meiji Seikaﾌｧﾙﾏ) ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 0.5mg/枚 気管支拡張剤

ツロブテロールテープ1mg｢HMT｣ (Meiji Seikaﾌｧﾙﾏ) ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 1mg/枚 気管支拡張剤

メプチン錠50μg (大塚製薬) ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩水和
物

50μg/錠 気管支拡張剤

エステルチンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ0.01% (日本化薬) ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩水和
物

100μg/1g 気管支拡張剤

メプチンシロップ5μg/mL (大塚製薬) ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩水和
物

5μg/1mL 気管支拡張剤

メプチンエアー10μg吸入100回 (大塚製薬) ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩水和
物

0.0143% 5mL/瓶 気管支拡張剤

メプチンキッドエアー5μg吸入100回 (大塚製薬) ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩水和
物

0.0143% 2.5mL/瓶 気管支拡張剤

メプチン吸入液0.01％ (大 塚 ) ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩水和
物

30mL/瓶  気管支拡張剤

メプチン吸入液ユニット0.3mL (大 塚 ) ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩水和
物

30μg/0.3mL/個 気管支拡張剤

 アノーロエリプタ30吸入用 (GSK) ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳﾑ臭化物・ﾋﾞﾗ
ﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩

30吸入/キット ＣＯＰＤ治療剤

 スピオルトレスピマット60吸入 (日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ) ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ臭化物水和
物・ｵﾛﾀﾞﾃﾛｰﾙ塩酸塩

60吸入/ｷｯﾄ ＣＯＰＤ治療剤

■含嗽剤　2260　

イソジンガーグル液7% (塩野義) ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ 30mL/瓶 含嗽剤

アズレン含嗽用散0.4%｢トーワ｣ (東和) ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
水和物

1.5g/包 含嗽剤

■その他の呼吸器官用薬　2290　

シムビコートタービュヘイラー60吸入 (ｱｽﾃﾗｽ) ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ･ﾌﾏﾙ酸ﾎﾙﾓﾃ
ﾛｰﾙ

60吸入/ｷｯﾄ 吸入用喘息治療剤

フルティフォーム125エアゾール56吸入
用

(杏林) ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃ
ﾙ・ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩
水和物

56吸入用/瓶 吸入用喘息治療剤

パルミコート吸入液0.25mg (ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ 0.25mg/2mL/管 ステロイド吸入剤

フルタイド50μgエアゾール120
吸入用

(GSK) ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸
ｴｽﾃﾙ

9.72mg/10.6g/瓶 ステロイド吸入剤

フルタイド50ディスカス (GSK) ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸
ｴｽﾃﾙ

50μg60B/ｷｯﾄ ステロイド吸入剤

生物 ゾレア皮下注用150mg (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) ｵﾏﾘｽﾞﾏﾌﾞ 150mg/瓶 気管支喘息治療剤

劇生物 ファセンラ皮下注30mgシリンジ (ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) ﾍﾞﾝﾗﾘｽﾞﾏﾌﾞ 30mg/1mL/筒 気管支喘息治療剤     

レルベア100エリプタ30吸入用 (GSK) ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙ･ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ 30吸入/ｷｯﾄ 吸入用喘息治療剤

レルベア200エリプタ30吸入用 (GSK) ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙ･ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ 30吸入/ｷｯﾄ 吸入用喘息治療剤

 パルミコート200μgタービュヘイラー56
吸入

(ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ 56吸入/ｷｯﾄ 吸入用喘息治療剤

＜消化器官用薬　2300＞

■止しゃ剤、整腸剤　2310　

タンニン酸系製剤　2312　

タンニン酸アルブミン｢メタル｣ (中北) ﾀﾝﾆﾝ酸ｱﾙﾌﾞﾐﾝ 原末 止しゃ剤

活性生菌製剤　2316　

ミヤBM細粒 (ﾐﾔﾘｻﾝ) 酪酸菌製剤 1g/包 整腸剤

ラックビー微粒N (興和創薬) ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌製剤 1g/包 整腸剤

ビオスリー配合錠 (東亜新薬) 酪酸菌配合剤 配合剤/錠 整腸剤

ビオスリー配合散 (東亜新薬) 酪酸菌配合剤 1g/包 整腸剤

ジメチコン製剤　2318　
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ガスコン錠40mg (ｷｯｾｲ) ｼﾞﾒﾁｺﾝ 40mg/錠 消化管ガス駆除剤

バロス消泡内用液２％ (堀 井 ) ｼﾞﾒﾁｺﾝ     300mL/本 胃内有泡性粘液除去剤

その他の止しゃ剤、整腸剤　2319　

リーダイ配合錠    (武田ﾃﾊﾞ) ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ･ｹﾞﾝﾉｼｮｳｺｴｷ
ｽ

配合剤/錠 止しゃ剤

薬用炭「日医工」 (日医工) 薬用炭 50g/瓶 吸着・解毒剤

ロペラミド錠1mg｢EMEC｣ (ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ) ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸塩 1mg/錠 止しゃ剤

ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

(武田ﾃﾊﾞ) ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸塩 0.5mg/1g 止しゃ剤

■消化性潰瘍用剤　2320　

Ｈ2遮断剤　2325　

ファモチジンD錠10mg「サワイ」 (沢井) ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 10mg/錠 Ｈ2遮断剤

ファモチジン散10%｢ｻﾜｲ｣ (沢井) ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 100mg/1g Ｈ2遮断剤

ガスター注射液20mg (LTLﾌｧｰﾏ) ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg/2mL/管 Ｈ2遮断剤

劇 ラニチジン注射液50mg「タイヨー」 (武田ﾃﾊﾞ) ﾗﾆﾁｼﾞﾝ     50mg/2mL/管 Ｈ2遮断剤

ラフチジン錠10mg「トーワ」 (東和) ﾗﾌﾁｼﾞﾝ 10mg/錠 Ｈ2遮断剤

その他の消化性潰瘍用剤　2329　

オメプラゾール注射用20mg
「日医工」

(日医工) ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 20mg/瓶 ＰＰＩ製剤

ランソプラゾールOD錠15mg
「トーワ」

(東和) ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 15mg/錠 ＰＰＩ製剤

タケプロン静注用30mg (武田) ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 30mg/瓶 ＰＰＩ製剤

ネキシウムカプセル20mg (第一三共) ｴｿﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙMg水和物 20mg/C ＰＰＩ製剤

パリエット錠５mg  (ｴｰｻﾞｲ) ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ ５mg/錠  ＰＰＩ製剤

スクラルファート顆粒90%「トーワ」 (東和) ｽｸﾗﾙﾌｧｰﾄ水和物 1g/包 消化性潰瘍用剤

スクラルファート内用液10％
「タイヨー」

(武田ﾃﾊﾞ) ｽｸﾗﾙﾌｧｰﾄ 10mL/包 消化性潰瘍用剤

アルロイドG内用液５％ (ｶｲｹﾞﾝ ) ｱﾙｷﾞﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 600mL/瓶 消化性潰瘍用剤

エカベトNa顆粒66.7％「サワイ」 (沢井) ｴｶﾍﾞﾄﾅﾄﾘｳﾑ 1.5g/包 消化性潰瘍用剤

テプレノンカプセル50mg「トーワ」 (東和) ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 50mg/C 消化性潰瘍用剤

スルピリド錠50mg「サワイ」 (沢井) ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 50mg/錠 消化性潰瘍･統合失調
症･うつ治療剤

ポラプレジンクOD錠75mg｢サワイ｣ (沢井) ﾎﾟﾗﾌﾟﾚｼﾞﾝｸ 75mg/錠 消化性潰瘍用剤

マーズレンS配合顆粒 (EAﾌｧｰﾏ) ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ･
L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ

0.5g/包 消化性潰瘍用剤

レバミピド錠100mg「トーワ」 (東和) ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 100mg/錠 消化性潰瘍用剤

タケキャブ錠10mg  (武田) ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝﾌﾏﾙ酸塩 10mg/錠 消化性潰瘍用剤

■健胃消化剤　2330　

その他の健胃消化剤　2339　

フェンラーゼ配合カプセル (日医工) ﾋﾞｵｼﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞ1000配
合剤

配合剤/C 消化酵素製剤

ベリチーム配合顆粒 (塩野義) 膵臓性消化酵素配合剤 1g/包 消化酵素製剤

ミルラクト細粒50% (塩野義) ﾁﾗｸﾀｰｾﾞ 1g/包 乳糖分解酵素製剤

リパクレオン顆粒300mg分包 (ﾏｲﾗﾝEPD) ﾊﾟﾝｸﾚﾘﾊﾟｰｾﾞ 300mg/包 膵消化酵素補充剤

■制酸剤　2340　

アルミニウム化合物製剤　2343　

アドソルビン原末 (第一三共) 天然ｹｲ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ 止瀉剤・吸着剤

無機塩製剤　2344　

炭酸水素ナトリウム｢ヨシダ｣ (吉田製薬) 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ 1g/包 制酸剤

重カマ｢ヨシダ｣ (吉田製薬) 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 0.5g/包 制酸剤

マグミット錠250mg (日本新薬) 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 250mg/錠 制酸剤

マグミット錠330mg (日本新薬) 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 330mg/錠 制酸剤
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配合剤　2349　

マーロックス懸濁用配合顆粒 (ｻﾉﾌｨ) 水酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑｹﾞﾙ･水
酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ

1.2g/包 制酸剤

■下剤、浣腸剤　2350　

植物性製剤　2354　

アジャストAコーワ錠40mg (興和創薬) ｾﾝﾅｴｷｽ 40mg/錠 緩下剤

センノシド錠12mg｢トーワ｣ (東 和 ) ｾﾝﾉｼﾄﾞ     12mg/錠  緩下剤

グリセリン製剤　2357　

グリセリン｢ヨシダ｣ (吉田製薬) ｸﾞﾘｾﾘﾝ 25mL/瓶､500mL/瓶 グリセリン

グリセリン浣腸｢オヲタ｣小児用30 (日医工) ｸﾞﾘｾﾘﾝ 50% 30mL/個 浣腸剤

グリセリン浣腸｢オヲタ｣60 (日医工) ｸﾞﾘｾﾘﾝ 50% 60mL/個 浣腸剤

グリセリン浣腸｢オヲタ｣120 (日医工) ｸﾞﾘｾﾘﾝ 50% 120mL/個 浣腸剤

その他の下剤、浣腸剤　2359　

アローゼン顆粒 (ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ) ｾﾝﾅ･ｾﾝﾅ実 0.5g/包 緩下剤

新レシカルボン坐剤 (ｾﾞﾘｱ) 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ･無水ﾘ
ﾝ酸二水素ﾅﾄﾘｳﾑ

下剤･浣腸剤

ピコスルファートナトリウム内用液0.75％
「CHOS」

(ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ水和
物

10mL/本 緩下剤

アミティーザカプセル24μg (ﾏｲﾗﾝEPD) ﾙﾋﾞﾌﾟﾛｽﾄﾝ 24μg/Ｃ 慢性便秘症治療剤    

スインプロイク錠0.2mg (塩野義) ﾅﾙﾃﾞﾒｼﾞﾝﾄｼﾙ酸塩 0.2mg/錠 オピオイド誘発性便秘症
治療剤

■利胆剤　2360　

胆汁酸製剤　2362　

ウルソデオキシコール酸錠100mg　｢ZE｣ (日医工) ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 100mg/錠 利胆剤

■その他の消化器官用薬　2390　

鎮吐剤　2391　

イメンドカプセル80mg (小野) ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ 80mg/C 選択的NK1受容体拮抗型
制吐剤

イメンドカプセル125mg (小野) ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ 125mg/C 選択的NK2受容体拮抗型
制吐剤

劇 アロキシ静注0.75mg (大鵬薬品) ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ塩酸塩 0.75mg/5mL/瓶 5-HT3受容体拮抗型制吐
剤

劇 カイトリル細粒0.4% (太陽ﾌｧﾙﾏ) ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ塩酸塩 2mg/包 5-HT3受容体拮抗型制吐
剤

劇 グラニセトロン点滴静注バッグ
3mg/100mL「NK」

(日本化薬) ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ塩酸塩 3mg/100mL/袋 5-HT3受容体拮抗型制吐
剤

その他の消化器官用薬　2399　

アフタシール25μg (大正富山) ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ 25μg/枚 口腔内貼付剤

SPトローチ0.25mg「明治」 (Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ) 塩化ﾃﾞｶﾘﾆｳﾑ 0.25mg/錠 口腔用剤

モサプリドクエン酸塩錠５mg「トーワ」 (東和) ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩水和物 5mg/錠 消化管運動機能改善剤

ケナログ口腔用軟膏0.1% (ﾌﾞﾘｽﾄﾙ) ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ 5g/本 口腔用外用剤

ポリカルボフィルCa細粒83.3%
「日医工」

(日医工) ﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾌｨﾙｶﾙｼｳﾑ 1.2g/包 過敏性腸症候群治療剤

サリグレンカプセル30mg (日本化薬) 塩酸ｾﾋﾞﾒﾘﾝ水和物 30mg/C 口腔乾燥治療剤

サリベートエアゾール (帝人ﾌｧｰﾏ) ﾘﾝ酸一水素ｶﾘｳﾑ･無機
塩類配合剤

50g/本 人工唾液製剤

サルコートカプセル外用50μg (帝人ﾌｧｰﾏ) ﾍﾞｸﾛﾒﾀｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴ
ｽﾃﾙ

50μg/C 口内炎治療剤

ゼンタコートカプセル3mg (ゼリア) ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ 3mg/C クローン病治療剤

トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トー
ワ」

(東和) ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 100mg/錠 オピアト作動剤

デスパコーワ口腔用クリーム (興和創薬) 塩酸ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ･ｼﾞﾌｪﾝ
ﾋﾄﾞﾗﾐﾝ配合剤

5g/本 口腔用外用剤
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ドンペリドン錠10mg｢EMEC｣ (ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ) ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg/錠 消化器官用薬

ナウゼリン坐剤10 (協和発酵ｷﾘﾝ) ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 10mg/個 消化器官用薬

ナウゼリン坐剤30 (協和発酵ｷﾘﾝ) ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 30mg/個 消化器官用薬

ナウゼリン坐剤60 (協和発酵ｷﾘﾝ) ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 60mg/個 消化器官用薬

プリンペラン注射液10mg (ｱｽﾃﾗｽ) ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 10mg/2mL/管 消化器官用薬

プリンペラン錠5 (ｱｽﾃﾗｽ) ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 5mg/錠 消化器官用薬

劇生物 エンタイビオ点滴静注用300mg (武田) ﾍﾞﾄﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ   300mg/瓶 潰瘍性大腸炎治療剤   

アサコール錠400mg (協和発酵ｷﾘﾝ) ﾒｻﾗｼﾞﾝ 400mg/錠 潰瘍性大腸炎治療剤

ペンタサ注腸1g (杏林) ﾒｻﾗｼﾞﾝ 1g/個 消化器官用薬

メサラジン錠250mg「トーワ」 (東和) ﾒｻﾗｼﾞﾝ 250mg/錠 潰瘍性大腸炎・クローン
病治療剤

ペンタサ顆粒94％  (杏 林) ﾒｻﾗｼﾞﾝ     1000mg/1.06g/包 潰瘍性大腸炎・クローン
病治療剤

劇生物 レミケード点滴静注用100 (田辺三菱) ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞ 100mg/瓶 抗ヒトTNFαモノクローナ
ル抗体製剤

劇生物 インフリキシマブBS点滴静注用
100mg「NK」

(日本化薬) ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞ 100mg/瓶 抗ヒトTNFαモノクローナ
ル抗体製剤

レクタブル2mg注腸フォーム14回 (ｷｯｾｲ) ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ 48mg/30.8g/瓶 潰瘍性大腸炎治療剤

＜ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)　2400＞

■脳下垂体ホルモン製剤　2410　

ACTH製剤　2411　

コートロシン注射用0.25mg (第一三共) ﾃﾄﾗｺｻｸﾁﾄﾞ酢酸塩 0.25mg/管 合成ACTH製剤

コートロシンＺ筋注0.5mg (第一三共) ﾃﾄﾗｺｻｸﾁﾄﾞ酢酸塩 1mg/瓶 持続性合成ACTH製剤

性腺刺激ホルモン製剤　2413　

生物 HMG注テイゾー75 (あすか) 下垂体性性腺刺激ﾎﾙﾓ
ﾝ

75単位/瓶 脳下垂体ホルモン剤

生物 ゴナトロピン注用5000単位 (あすか) 胎盤性性腺刺激ﾎﾙﾓﾝ 5,000単位/管 脳下垂体ホルモン剤

脳下垂体後葉ホルモン製剤　2414　

アトニン-Ｏ注5単位 (あすか) ｵｷｼﾄｼﾝ 5単位/1mL/管 脳下垂体ホルモン剤

ピトレシン注射液20 (第一三共) ﾊﾞｿﾌﾟﾚｼﾝ 20単位/1mL/管 脳下垂体ホルモン剤

その他の脳下垂体ホルモン剤　2419　

劇 デスモプレシン･ｽﾌﾟﾚｰ2.5協和 (協和発酵ｷﾘﾝ) 酢酸ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ 125μg/瓶 脳下垂体ホルモン剤

■甲状腺、副甲状腺ホルモン剤　2430　

甲状腺ホルモン製剤　2431　

劇 チラーヂンS錠50μg (あすか) ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50μg/錠 甲状腺ホルモン剤

劇 チラーヂンＳ散0.01% (あすか) ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 100μg/1g 甲状腺ホルモン剤

抗甲状腺ホルモン製剤　2432　

メルカゾール錠5mg (あすか) ﾁｱﾏｿﾞｰﾙ 5mg/錠 抗甲状腺ホルモン剤

その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤　2439

テリボン皮下注用56.5μg (旭化成ﾌｧｰﾏ) ﾃﾘﾊﾟﾗﾁﾄﾞ酢酸塩 56.5μg/瓶 骨粗鬆症治療剤

フォルテオ皮下注キット600μg (日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ) ﾃﾘﾊﾟﾗﾁﾄﾞ   600μg/ｷｯﾄ 骨粗鬆症治療剤

■タンパク質同化ステロイド剤　2440　

その他のタンパク質同化ステロイド剤　2449　

プリモボラン錠5mg (バイエル) 酢酸ﾒﾃﾉﾛﾝ 5mg/錠 蛋白同化ステロイド剤

■副腎ホルモン剤　2450　
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エピネフリン製剤　2451　
劇 ノルアドリナリン注1mg (第一三共) ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ 1mg/1mL/管 カテコールアミン製剤

ボスミン外用液0.1% (第一三共) ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ 1mg/1mL カテコールアミン製剤

劇 アドレナリン注0.1%ｼﾘﾝｼﾞ｢ﾃﾙﾓ｣ (ﾃﾙﾓ) ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ 1mg/1mL/筒 カテコールアミン製剤

劇 ボスミン注1mg［限定採用］ (第一三共) ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ 1mg/1mL/管 カテコールアミン製剤

コルチゾン系製剤　2452　

コートリル錠10mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ 10mg/錠 副腎皮質ホルモン剤

ソル･コーテフ注射用100mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ｺﾊｸ酸ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝﾅﾄﾘｳ
ﾑ

100mg/瓶 副腎皮質ホルモン剤

水溶性ハイドロコートン注射液500mg (日医工) ﾘﾝ酸ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ 500mg/10mL/瓶 副腎皮質ホルモン剤

劇 フロリネフ錠0.1mg (ｱｽﾍﾟﾝ) 酢酸ﾌﾙﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ 0.1mg/錠 ミネラルコルチコイド製剤

フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤　2454　

ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸
注40mg/1mL

(ﾌﾞﾘｽﾄﾙ) ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ 40mg/瓶 副腎皮質ホルモン剤

ケナコルト－Ａ皮内用関節腔内用水懸
注50mg/5mL
[皮膚科、形成外科限定]

(ﾌﾞﾘｽﾄﾙ) ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ 50mg/瓶 副腎皮質ホルモン剤

デカドロン錠0.5mg (日医工) ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg/錠 副腎皮質ホルモン剤

レナデックス錠4mg (ｾﾙｼﾞｰﾝ) ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 4mg/錠 副腎皮質ホルモン剤

デキサート注射液1.65mg (富士製薬) ﾘﾝ酸ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ 1.65mg/0.5mL/管 副腎皮質ホルモン剤

デキサート注射液6.6mg (富士製薬) ﾘﾝ酸ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ 6.6mg/2mL/瓶 副腎皮質ホルモン剤

リンデロン錠0.5mg (塩野義) ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 0.5mg/錠 副腎皮質ホルモン剤

リンデロン坐剤1.0mg (塩野義) ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 1mg/個 副腎皮質ホルモン剤

リンデロン注2mg(0.4%) (塩野義) ﾘﾝ酸ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ 2mg/0.5mL/管 副腎皮質ホルモン剤

プレドニゾロン系製剤　2456　

プレドニゾロン錠1mg(旭化成) (旭化成ﾌｧｰﾏ) ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 1mg/錠 副腎皮質ホルモン剤

プレドニン錠5mg (塩野義) ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 5mg/錠 副腎皮質ホルモン剤

プレドニゾロン散｢ﾀｹﾀﾞ｣1% (武田) ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 10mg/1g 副腎皮質ホルモン剤

プレドネマ注腸20mg (杏林) ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅ
ﾄﾘｳﾑ

20mg/個 副腎皮質ホルモン剤

水溶性プレドニン10mg (塩野義) ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙ
ﾅﾄﾘｳﾑ

10mg/管 副腎皮質ホルモン剤

メドロール錠4mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 4mg/錠 副腎皮質ホルモン剤

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa
注射用40mg「AFP」

(ｱﾙﾌﾚｯｻ) ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴ
ｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ

40mg/瓶 副腎皮質ホルモン剤

注射用ソル･メルコート500 (富士製薬) ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴ
ｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ

500mg/瓶 副腎皮質ホルモン剤

■男性ホルモン剤　2460　

テストステロン製剤　2461　

エナルモンデポー筋注125mg (あすか) ｴﾅﾝﾄ酸ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ 125mg/1mL/管 男性ホルモン剤

■卵胞ホルモン剤および黄体ホルモン剤　2470　

エストラジオール系製剤　2473　

ペラニンデポー筋注5mg (持田) ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ吉草酸エス
テル

5mg/管 卵胞ホルモン剤

エチニルエストラジオール系製剤　2474　

プロセキソール錠0.5mg (あすか) ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 0.5mg/錠 卵胞ホルモン製剤

プロゲステロン製剤　2477　

プロゲストンデポー筋注125mg (富士製薬) ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝｶﾌﾟﾛ
ﾝ酸ｴｽﾃﾙ

125mg/1mL/管 黄体ホルモン剤

合成黄体ホルモン製剤　2478　

ヒスロンＨ錠200mg (協和発酵ｷﾘﾝ) 酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ 200mg/錠 黄体ホルモン系抗癌剤
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■混合ホルモン剤　2480　

卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤　2482　

プラノバール配合錠 (あすか) ﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ･ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗ
ｼﾞｵｰﾙ

配合剤/錠 中用量ピル

■その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)　2490　

循環ホルモン剤　2491　

カルナクリン錠25 (三和化学) ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ 25単位/錠 循環障害改善剤

すい臓ホルモン剤　2492　

劇 ヒューマリンR注100単位/mL (日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ) 生合成ﾋﾄｲﾝｽﾘﾝ 1000単位/10mL/瓶 インスリン製剤

劇 ヒューマリンN注100単位/mL (日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ) 生合成ﾋﾄｲﾝｽﾘﾝ 1000単位/10mL/瓶 インスリン製剤

劇 ヒューマログ注カート (日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ) ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ 300単位/3mL/筒 インスリンアナログ混合製
剤

劇 ヒューマログミックス50注カート (日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ) ﾘｽﾌﾟﾛ・ﾘｽﾌﾟﾛNPH 300単位/3mL/筒 インスリンアナログ混合製
剤

劇 ノボリンR注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ (ﾉﾎﾞ) 生合成ﾋﾄｲﾝｽﾘﾝ 300単位/3mL/ｷｯﾄ インスリン製剤

劇 ノボリンN注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ (ﾉﾎﾞ) 生合成ﾋﾄｲﾝｽﾘﾝ 300単位/3mL/ｷｯﾄ インスリン製剤

劇 ノボラピッド注フレックスタッチ (ﾉﾎﾞ) ｲﾝｽﾘﾝｱｽﾊﾟﾙﾄ 300単位/3mL/ｷｯﾄ 超速効型インスリンアナ
ログ製剤

劇 ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ30ﾐｯｸｽ注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ (ﾉﾎﾞ) ｱｽﾊﾟﾙﾄ･ｱｽﾊﾟﾙﾄNPH 300単位/3mL/ｷｯﾄ インスリンアナログ混合製
剤

劇 ヒューマログ注ミリオペン (日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ) ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ 300単位/3mL/ｷｯﾄ インスリンアナログ製剤

劇 トレシーバ注フレックスタッチ                                                  (ﾉﾎﾞ) ｲﾝｽﾘﾝ ﾃﾞｸﾞﾙﾃﾞｸ 300単位/3mL/ｷｯﾄ 超持続型インスリンア
ナログ製剤

劇 ｲﾝｽﾘﾝ ｸﾞﾗﾙｷﾞﾝBS注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ｢ﾘﾘｰ｣ (日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ) ｲﾝｽﾘﾝ ｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ  300単位/3mL/ｷｯﾄ 超持続型インスリンア
ナログ製剤

劇 レベミル注フレックスペン (ﾉﾎﾞ) ｲﾝｽﾘﾝ ﾃﾞﾃﾐﾙ 300単位/3mL/ｷｯﾄ 超持続型インスリンア
ナログ製剤

劇 ランタスXR注ソロスター (ｻﾉﾌｨ) ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ 450単位/1.5mL/ｷｯﾄ 持効型インスリンアナログ
製剤

劇 ライゾデグ配合注フレックスタッチ (ﾉﾎﾞ) ｲﾝｽﾘﾝﾃﾞｸﾞﾙﾃﾞｸ･
ｲﾝｽﾘﾝｱｽﾊﾟﾙﾄ

300単位/3mL/ｷｯﾄ 超速効型3:持効型7
混合ｲﾝｽﾘﾝｱﾅﾛｸﾞ製剤

その他のホルモン剤　2499　

劇 アボルブカプセル0.5mg (GSK) ﾃﾞｭﾀｽﾃﾘﾄﾞ 0.5mg/C 前立腺肥大症治療剤

劇 オペプリム (ﾔｸﾙﾄ) ﾐﾄﾀﾝ 500mg/C 副腎癌治療剤

劇 ゴナックス皮下注用120mg (ｱｽﾃﾗｽ) ﾃﾞｶﾞﾚﾘｸｽ酢酸塩 120mg/瓶 GnRHアンタゴニスト製剤

劇 ゴナックス皮下注用80mg (ｱｽﾃﾗｽ) ﾃﾞｶﾞﾚﾘｸｽ酢酸塩 80mg/瓶 GnRHアンタゴニスト製剤

劇 サンドスタチン皮下注用50μg (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) 酢酸ｵｸﾄﾚｵﾁﾄﾞ 50μg/1mL/管 ソマトスタチンアナログ製
剤

劇 ゾラデックス1.8mgデポ (ｷｯｾｲ) 酢酸ｺﾞｾﾚﾘﾝ 1.8mg/筒 GnRHアゴニスト製剤

劇 ゾラデックス3.6mgデポ (ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) 酢酸ｺﾞｾﾚﾘﾝ 3.6mg/筒 GnRHアゴニスト製剤

劇 ゾラデックスLA10.8mgデポ (ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) 酢酸ｺﾞｾﾚﾘﾝ 10.8mg/筒 GnRHアゴニスト製剤

劇 プレグランディン腟坐剤1mg (小野) ｹﾞﾒﾌﾟﾛｽﾄ 1mg/個 プロスタグランジン製剤

劇 ジノプロスト注射液1000μg「F」 (富士製薬) ｼﾞﾉﾌﾟﾛｽﾄ 1mg/1mL/管 プロスタグランジン製剤

劇 リュープリンPRO注射用キット
22.5mg[患者限定]

(武田) ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩 22.5mg/筒 GnRHアゴニスト製剤

劇 リュープリンSR注射用キット11.25 (武田) ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩 11.25mg/筒 GnRHアゴニスト製剤

劇 リュープリン注射用1.88 (武田) ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩 1.88mg/瓶 GnRHアゴニスト製剤

劇  リュープロレリン酢酸塩注射用
キット3.75mg「NP」

(ﾆﾌﾟﾛ) ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩 3.75mg/筒 GnRHアゴニスト製剤

劇 ビクトーザ皮下注18mg (ﾉ ﾎﾞ) ﾘﾗｸﾞﾙﾁﾄﾞ   18mg/3mL/ｷｯﾄ GLP-1アナログ製剤

劇生物 トルリシティ皮下注0.75mgアテオス (大日本住友) ﾃﾞｭﾗｸﾞﾙﾁﾄﾞ 0.75mg/0.5mL/ｷｯﾄ 持続性GLP-1受容体
作動剤

＜泌尿生殖器官用剤及び肛門用薬　2500＞

■泌尿生殖器官用剤　2510　
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その他泌尿生殖器官用剤　2519　

ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液3% (ﾊﾞｸｽﾀｰ) D-ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ 3L/袋 泌尿器系灌流液

■生殖器官用剤(性病予防剤を含む)　2520　

生殖器官用抗生物質製剤　2521　

クロマイ腟錠100mg (第一三共) ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ 100mg/錠 膣用抗菌剤

その他の生殖器官用剤　2529　

アデスタン腟錠300mg (バイエル) 硝酸ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ 300mg/個 膣用抗真菌剤

フラジール腟錠250mg (富士製薬) ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg/錠 膣用抗トリコモナス剤

フロリード腟坐剤100mg (持田) 硝酸ﾐｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg/個 膣用抗真菌剤

ホーリンＶ腟用錠1mg (あすか) ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 1mg/錠 膣用エストリオール製剤

ミレーナ52mg (ﾊﾞｲｴﾙ) ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ 1ｷｯﾄ 過多月経治療剤

■子宮収縮剤　2530　

バッカク類製剤　2531　

劇 パルタンM錠0.125mg (持田) ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.125mg/錠 子宮収縮止血剤

劇 パルタンM注0.2mg (持田) ﾏﾚｲﾝ酸ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ 0.2mg/1mL/管 子宮収縮止血剤

■痔疾用剤　2550　

その他の痔疾用剤　2559　

強力ポステリザン軟膏 (ﾏﾙﾎ) 大腸菌死菌･ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞ
ﾝ

2g/本 痔疾用剤

劇 ネリコルト坐剤 (武田ﾃﾊﾞ) 吉草酸ｼﾞﾌﾙｺﾙﾄﾛﾝ･ﾘﾄﾞ
ｶｲﾝ

配合剤/個 痔疾用剤

劇 ネリプロクト軟膏 (ﾊﾞｲｴﾙ) 吉草酸ｼﾞﾌﾙｺﾙﾄﾛﾝ･ﾘﾄﾞ
ｶｲﾝ

2g/本 痔疾用剤

プロクトセディル軟膏 (EAﾌｧｰﾏ) ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ･ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼ
ﾝ配合剤

2g/個 痔疾用剤

ボラザG軟膏 (天藤) ﾄﾘﾍﾞﾉｼﾄﾞ･ﾘﾄﾞｶｲﾝ 2.4g/本 痔疾用剤

■その他の泌尿生殖器官用剤及び肛門用薬　2590　

リトドリン錠5mg「ＰＰ」 (ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ) ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ塩酸塩 5mg/錠 切迫流・早産治療剤

劇 リトドリン点滴静注50mg｢PP｣ (ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ) ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ塩酸塩 50mg/5mL/管 切迫流・早産治療剤

塩酸プロピベリン錠10mg「SW」 (沢井) ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩 10mg/錠 頻尿・尿失禁治療剤

タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」 (沢井) ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩 0.1mg/錠 排尿障害治療剤

ベシケアOD錠2.5mg (ｱｽﾃﾗｽ) ｺﾊｸ酸ｿﾘﾌｪﾅｼﾝ 2.5mg/錠 過活動膀胱治療剤

マグセント注100mL (東亜新薬) 硫酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ･ﾌﾞﾄﾞｳ糖 100mL/瓶 子宮収縮抑制剤

劇 ユリーフＯＤ錠２mg (第一三共) ｼﾛﾄﾞｼﾝ     ２mg/錠  排尿障害改善剤      

劇 ベタニス錠25mg    (ｱｽﾃﾗｽ) ﾐﾗﾍﾞｸﾞﾛﾝ   25mg/錠  選択的β3アドレナリン

受容体作動性過活動膀
胱治療剤

＜外皮用薬　2600＞

■外皮用殺菌消毒剤　2610　

ヨウ素化合物　2612

ポビドンヨードゲル10%｢明治｣ (Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ) ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ ４ｇ/本  外皮用殺菌消毒剤

ポビドンヨードゲル10%｢明治｣ (Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ) ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ 90g/本 外皮用殺菌消毒剤

希ヨードチンキ｢東豊｣ (吉田製薬) 希ﾖｰﾄﾞ 500mL/瓶 外皮用殺菌消毒剤
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産婦人科用イソジンクリーム5% (塩野義) ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ 5%　250g/瓶 外皮用殺菌消毒剤

イオダインＭ消毒液10% （健栄） ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ 10% 50mL/瓶 外皮用殺菌消毒剤

ポピヨドン液10% (吉田製薬) ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ 10% 250mL/瓶 外皮用殺菌消毒剤

イソジンスクラブ液7.5% (塩野義) ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ 7.5% 500mL/瓶 外皮用殺菌消毒剤

劇 ヨウ素「コザカイ・Ｍ」 (吉田製薬) ﾖｳ素 ヨウ素製剤

ｵﾗﾈｼﾞﾝ液1.5%消毒用ｱﾌﾟﾘｹｰﾀ
25mL(手術室限定)

(大塚工場) ｵﾗﾈｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩 25mL/ｷｯﾄ ビグアナイド系外皮用
消毒剤

過酸化物製剤　2614　

オキシドールオキシドール
「コザカイ・Ｍ」

(中北) ｵｷｼﾄﾞｰﾙ 500mL/瓶 外皮用殺菌消毒剤

アルコール製剤　2615　

エタノール｢ﾖｼﾀﾞ｣ (吉田製薬) 95%ｴﾀﾉｰﾙ 500mL/瓶 外皮用殺菌消毒剤

無水エタノール｢ﾖｼﾀﾞ｣ (吉田製薬) 無水ｴﾀﾉｰﾙ 500mL/瓶 エタノール製剤

消毒用エタIP「メタル」 (中北) ｴﾀﾉｰﾙ･ｲｿﾌﾟﾛﾊﾟﾉｰﾙ 500mL/瓶 外皮用殺菌消毒剤

石鹸類製剤　2616　

ハイアミン液10% (第一三共ｴｽﾌｧ) 塩化ﾍﾞﾝｾﾞﾄﾆｳﾑ 10% 1L/本(用時希釈) 外皮用殺菌消毒剤

ベゼトン液0.025 (健栄) 塩化ﾍﾞﾝｾﾞﾄﾆｳﾑ 0.025%　500mL/瓶 外皮用殺菌消毒剤

その他の外皮用殺菌消毒剤　2619　

ケンエーアクリノール液0.1 (健栄) ｱｸﾘﾉｰﾙ 0.1% 500mL/瓶 外皮用殺菌消毒剤

ネオ消アル｢ヨシダ｣ (吉田製薬) 変性アルコール 500mL/瓶 外皮用殺菌消毒剤

アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩
消毒液10%「メタル」

(中北) ｱﾙｷﾙｼﾞｱﾐﾉｴﾁﾙｸﾞﾘｼﾝ
塩酸塩

10%　500mL/瓶 外皮用殺菌消毒剤

劇 液状フェノール｢東豊｣ (吉田製薬) ﾌｪﾉｰﾙ水 500mL/瓶 外皮用殺菌消毒剤

0.5%ヘキザックアルコール液 (吉田製薬) ｸﾞﾙｺﾝ酸ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ 500mL/瓶 外皮用殺菌消毒剤

マーキュロクロム液「コザカイ・Ｍ」 (小堺) ﾏｰｷｭﾛｸﾛﾑ 500mL/瓶 外皮用殺菌消毒剤

マスキンスクラブ4% (丸石) ｸﾞﾙｺﾝ酸ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ 4% 500mL/瓶 外皮用殺菌消毒剤

■化膿性疾患用剤　2630　

外用サルファ製剤　2633　

ゲーベンクリーム1% (田辺三菱) ｽﾙﾌｧｼﾞｱｼﾞﾝ銀 50g/本 外用化膿性疾患用剤

外用抗生物質製剤　2634　

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1％「タイ
ヨー」

(武田ﾃﾊﾞ) ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩 10g/本 外用化膿性疾患用剤

ソフラチュール貼付剤10cm (ﾃｲｶ) 硫酸ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ 10cm×10cm/枚 外用化膿性疾患用剤

硫酸ポリミキシンＢ散300万単位
｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

(ﾌｧｲｻﾞｰ) 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB 300万単位/瓶 外用化膿性疾患用剤

その他の化膿性疾患用剤　2639　

ナジフロクリーム1% (ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ) ﾅｼﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 10g/本 外用化膿性疾患用剤

ナジフロローション1% (ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ) ﾅｼﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 20mL/本 外用化膿性疾患用剤

生物 フランセチン･T･パウダー (持田) ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ･ﾄﾘﾌﾟｼﾝ 10g/本 外用化膿性疾患用剤

■鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤　2640　

外用抗ヒスタミン製剤　2642　

レスタミンコーワクリーム1% (興和創薬) ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ アレルギー性疾患外用治
療剤

副腎皮質ホルモン製剤　2646　

劇 デルモベート軟膏0.05% (GSK) ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙ 5g/本 ステロイド外用剤

劇 トプシム軟膏0.05% (田辺三菱) ﾌﾙｵｼﾉﾆﾄﾞ 10g/本 ステロイド外用剤

劇 トプシムクリーム0.05% (田辺三菱) ﾌﾙｵｼﾉﾆﾄﾞ 10g/本 ステロイド外用剤

ドレニゾンテープ4μg/cm2 (大日本住友) ﾌﾙﾄﾞﾛｷｼｺﾙﾁﾄﾞ 7.5cm×10cm 皮膚疾患用密封療法剤

劇 フルメタ軟膏 (塩野義) ﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ﾓﾒﾀｿﾞﾝ 10g/本 ステロイド外用剤

マイザー軟膏0.05% (田辺三菱) ｼﾞﾌﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾅｰﾄ 10g/本 ステロイド外用剤
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リドメックスコーワ軟膏0.3% (興和創薬) 吉草酸酢酸ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 10g/本 ステロイド外用剤

リドメックスコーワクリーム0.3% (興和創薬) 吉草酸酢酸ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 10g/本 ステロイド外用剤

リドメックスコーワローション0.3% (興和創薬) 吉草酸酢酸ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 10g/本 ステロイド外用剤

リンデロン-V軟膏0.12% (塩野義) 吉草酸ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 10g/本 ステロイド外用剤

リンデロン-Vｸﾘｰﾑ0.12% (塩野義) 吉草酸ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 10g/本 ステロイド外用剤

リンデロン-Vﾛｰｼｮﾝ (塩野義) 吉草酸ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 10mL/本 ステロイド外用剤

ロコイド軟膏0.1% (鳥居) 酪酸ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ 5g/本 ステロイド外用剤

抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤　2647　

リンデロン-VG軟膏0.12% (塩野義) 吉草酸ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ･ｹﾞﾝﾀﾏ
ｲｼﾝ

5g/本 抗菌剤配合ステロイド外
用剤

リンデロン-VGｸﾘｰﾑ0.12% (塩野義) 吉草酸ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ･ｹﾞﾝﾀﾏ
ｲｼﾝ

5g/本 抗菌剤配合ステロイド外
用剤

リンデロン-VGﾛｰｼｮﾝ (塩野義) 吉草酸ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ･ｹﾞﾝﾀﾏ
ｲｼﾝ

10mL/本 抗菌剤配合ステロイド外
用剤

その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤　2649　

亜鉛華(10%)単軟膏｢ﾖｼﾀﾞ｣ (吉田製薬) 亜鉛華単軟膏 500g/瓶 創傷保護剤

亜鉛華デンプン「マルイシ」 (丸石) 亜鉛華ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ 外用消炎・保護剤

アズノール軟膏0.033% (日本新薬) ｱｽﾞﾚﾝ 20g/本､500g/瓶 外用消炎剤

インドメタシンクリーム１％「日医工」 (日医工) ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 50g/本 外用消炎鎮痛剤

エキザルベ (ﾏﾙﾎ) 混合死菌浮遊液・ﾋﾄﾞﾛｺ
ﾙﾁｿﾞﾝ配合剤

5g/本 ステロイド配合外用剤

MS温シップ｢タイホウ｣ (大鵬薬品) ﾄｳｶﾞﾗｼｴｷｽ配合剤 5枚/袋 外用消炎貼付剤

オイラックスクリーム10% (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 10% 10g/本 外用鎮痒剤

オイラックスＨクリーム (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ･ｸﾛﾀﾐﾄﾝ 10g/本 外用鎮痒消炎剤

インドメタシンパップ70mg「日医工」 (日医工) ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ ７枚/袋 外用消炎鎮痛剤

カチリ｢ﾖｼﾀﾞ｣ (吉田製薬) ﾌｪﾉｰﾙ･亜鉛華ﾘﾆﾒﾝﾄ 500g/瓶 外用鎮痒剤

ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg
「ケミファ」

(日本ｹﾐﾌｧ) ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 14cm×10cm　7枚/袋 外用消炎鎮痛剤

■寄生性皮膚疾患用剤　2650　

外用サリチル酸系製剤　2652　

10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 (東豊) ｻﾘﾁﾙ酸 500g/瓶 寄生性皮ふ疾患用剤

サリチル酸原末｢ﾏﾙｲｼ｣ (吉田製薬) ｻﾘﾁﾙ酸 500g/瓶 サリチル酸製剤

イミダゾール系製剤　2655　

プルナクリーム2% (共和) ｹﾄｺﾅｿﾞｰﾙ 10g/本 抗真菌外用剤

その他の寄生性皮膚疾患用剤　2659　

ブテナフィン塩酸塩クリーム1%
「トーワ」

(東和) ﾌﾞﾃﾅﾌｨﾝ塩酸塩 10g/本 外用抗真菌剤

ブテナフィン塩酸塩液1%「トーワ」 (東和) ﾌﾞﾃﾅﾌｨﾝ塩酸塩 10mL/本 外用抗真菌剤

塩酸テルビナフィンクリーム1%
「MEEK」

(MeijiSeikaﾌｧﾙﾏ) 塩酸ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ 10g/本 外用抗真菌剤

■皮膚軟化剤(腐食剤を含む)　2660　

有機酸製剤　2661　

酢酸｢ヨシダ｣ (吉田製薬) 酢酸 皮膚軟化剤

スピール膏M (ﾆﾁﾊﾞﾝ) ｻﾘﾁﾙ酸絆創膏 25cm2/枚 皮膚軟化剤

金属製剤　2663　

劇 硝酸銀｢ホエイ｣ (ファイザー) 硝酸銀 皮膚腐食剤

その他の皮膚軟化剤　2669　
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ウレパールローション10% (大塚製薬) 尿素 10%　20g/本 皮膚軟化剤

ベギンクリーム10% (第一三共) 尿素 20g/本 皮膚軟化剤

■その他の外皮用薬　2690　

外用ビタミン製剤　2691

劇 ドボネックス軟膏50μg/g (鳥居) ｶﾙｼﾎﾟﾄﾘｵｰﾙ 10g/本 活性型ＶＤ3角化症治療
剤

その他の外皮用薬　2699　

アクトシン軟膏3% (ﾏﾙﾎ) ﾌﾞｸﾗﾃﾞｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 30g/本 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

フィブラストスプレー500 (科研) ﾄﾗﾌｪﾙﾐﾝ 500μg/瓶 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

劇 プロスタンディン軟膏0.003% (小野) ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 10g/本 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

劇 プロトピック軟膏0.1% (ﾏﾙﾎ) ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 5g/本 アトピー性皮膚炎治療剤

ヨードコート軟膏0.9% (ﾏﾙﾎ) ﾖｳ素配合 50g/本 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

レクチゾール錠25mg (田辺三菱) ｼﾞｱﾌｪﾆﾙｽﾙﾎﾝ 25mg/錠 抗らい剤

デュアック配合ゲル (ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ) ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ･過酸化
ﾍﾞﾝｿﾞｲﾙ

10ｇ/本  尋常性ざ瘡治療剤    

ロゼックスゲル0.75% (ﾏﾙﾎ) ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 50ｇ/本  癌性皮膚潰瘍臭改善剤

＜歯科口腔用薬　2700＞

■歯科用局所麻酔剤　2710　

劇 歯科用キシロカインカートリッジ (ﾃﾞﾝﾂﾌﾟﾗｲ三金) 塩酸ﾘﾄﾞｶｲﾝ･ｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ 1.8mL/管 歯科用局所麻酔剤

劇 歯科用シタネスト－オクタプレシンカート
リッジ

(ﾃﾞﾝﾂﾌﾟﾗｲ三金) 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾄｶｲﾝ･ﾌｪﾘﾌﾟﾚ
ｼﾝ

1.8mL/管 歯科用局所麻酔剤

■歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齲窩消毒剤を含む)　2730　

劇 歯科用ホルマリンクレゾール (日本歯科) ﾎﾙﾏﾘﾝ･ｸﾚｿﾞｰﾙ 15mL/瓶 根管消毒剤

■歯科用抗生物質製剤　2760　

ペリオフィール歯科用軟膏2% (昭和薬品化工) ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩 10mg/0.5g/筒 歯科用抗生物質製剤

■その他の歯科口腔用剤　2790　

劇 歯科用ヨード･グリセリン (日本歯科) ﾖｰﾄﾞ･ｸﾞﾘｾﾘﾝ 25mL/瓶 歯科口腔用剤

＜その他の個々の器官系用医薬品　2900＞
劇 セファランチン注10mg (化研生薬) ｾﾌｧﾗﾝﾁﾝ 10mg/2mL/管 白血球減少症･脱毛症治

療剤

＜ビタミン剤　3100＞

■ビタミンA及びD剤　3110　

合成ビタミンD製剤　3112　

劇 カルフィーナ錠0.25μg (ﾏﾙﾎ) ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 0.25μg/錠 活性型Ｖ.Ｄ3製剤

劇 カルフィーナ錠1.0μg (ﾏﾙﾎ) ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1μg/錠 活性型Ｖ.Ｄ3製剤

劇 オキサロール注10μg (中外) ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙ 10μg/1mL/管 活性型Ｖ.Ｄ3製剤

■ビタミンB1剤　3120　

ビタミンB1剤　3121　

メタボリンG注射液10mg (武田) 塩酸ﾁｱﾐﾝ 10mg/1mL/管 ビタミンＢ1製剤
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ビタミンB1誘導体製剤　3122　

25mgアリナミンF糖衣錠 (武田) ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 25mg/錠 ビタミンＢ1剤

■ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)　3130　

ビタミンB2剤　3131　

フラビタン錠5mg (ﾄｰｱｴｲﾖｰ) ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁﾄﾞ 5mg/錠 ＦＡＤ製剤

FAD注20mg（ツルハラ） (鶴原) ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁﾄﾞ 20mg/2mL/管 ＦＡＤ製剤

ニコチン酸系製剤　3132　

ニコチン酸アミド散10%｢ｿﾞﾝﾈ｣ (鳥居) ﾆｺﾁﾝ酸ｱﾐﾄﾞ 100mg/1g ニコチン酸アミド製剤

パントテン酸系製剤　3133　

パントール注射液500mg (ｱｽﾃﾗｽ) ﾊﾟﾝﾃﾉｰﾙ 500mg/2mL/管 パントテン酸製剤

ビタミンB6剤　3134　

アデロキザール散7.8% (鳥居) ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙｶﾙｼｳﾑ 100mg/1g ビタミンＢ6製剤

ピドキサール錠10mg (太陽ﾌｧﾙﾏ) ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ
水和物

10mg/錠 ビタミンＢ6製剤

葉酸製剤　3135　

フォリアミン錠5mg (日本製薬) 葉酸 5mg/錠 葉酸製剤

フォリアミン注射液15mg (日本製薬) 葉酸 15mg/1mL/管 葉酸製剤

ビタミンB12剤　3136　

メコバラミン注射液500μg「トーワ」 (東和) ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 500μg/1mL/管 ビタミンＢ12製剤

メチコバール錠500μg (ｴｰｻﾞｲ) ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 500μg/錠 ビタミンＢ12製剤

■ビタミンC剤　3140　

アスコルビン酸注射液500mg
｢ｻﾜｲ｣

(沢井) ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸 500mg/2mL/管 ビタミンＣ製剤

■ビタミンE剤　3150　

ユベラ顆粒20% (ｴｰｻﾞｲ) 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 200mg/1g ビタミンＥ製剤

■ビタミンK剤　3160　

メナテトレノンカプセル15mg「YD」 (沢井) ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 15mg/C 骨粗鬆症治療用ビタミン
Ｋ2剤

ケーワン錠5mg (ｴｰｻﾞｲ) ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 5mg/錠 ビタミンＫ製剤

ケイツーシロップ0.2% (ｴｰｻﾞｲ) ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 2mg/1mL ビタミンＫ製剤

ケイツーＮ静注10mg (ｴｰｻﾞｲ) ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 10mg/2mL/管 ビタミンＫ製剤

■混合ビタミン剤(ﾋﾞﾀﾐﾝA・D混合製剤を除く)　3170　

その他の混合ビタミン剤　3179　

シナール配合顆粒 (塩野義) ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸･ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸ｶ
ﾙｼｳﾑ

1g/包 ビタミンＣ配合剤

調剤用パンビタン末 (武田) ﾚﾁﾉｰﾙ･ｶﾙｼﾌｪﾛｰﾙ配
合剤

配合剤/1g 混合ビタミン剤

ビタメジン配合カプセルB25 (第一三共) B1･B6･B12配合剤 配合剤/C Ｂ1・Ｂ6・Ｂ12配合剤

ビタメジン静注用 (第一三共) ﾁｱﾐﾝﾓﾉﾎｽﾌｪｲﾄｼﾞｽﾙﾌｨ
ﾄﾞ･B6･B12配合剤

配合剤/瓶 Ｂ1・Ｂ6・Ｂ12配合剤

マルタミン注射用 (陽進堂) TPN用総合ﾋﾞﾀﾐﾝ剤 配合剤/瓶 ＴＰＮ用総合ビタミン剤

＜滋養強壮剤　3200＞

■カルシウム剤　3210　

乳酸カルシウム製剤　3211　

乳酸カルシウム水和物｢ヨシダ｣ (吉田製薬) 乳酸ｶﾙｼｳﾑ 1g/包 カルシウム剤

乳石錠500mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ (ファイザー) 乳酸ｶﾙｼｳﾑ 500mg/錠 カルシウム剤
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グルコン酸カルシウム製剤　3213　

カルチコール注射液8.5%10mL (日医工) ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 850mg/10mL/管 カルシウム補給剤

ハロゲン化カルシウム製剤　3215　

大塚塩カル注2% (大塚工場) 塩化ｶﾙｼｳﾑ 400mg/20mL/管 電解質補正液

その他のカルシウム製剤 3219

デノタスチュアブル配合錠 (第一三共) 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ･ｺﾚｶﾙ
ｼﾌｪﾛｰﾙ（天然型VD）･
炭酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ

配合剤/錠 ランマーク注、プラリア注
使用時のカルシウム補給

リン酸水素カルシウム水和物
「ヨシダ」

(吉 田 ) ﾘﾝ酸水素ｶﾙｼｳﾑ水和
物

原末 カルシウム補給剤

■無機質製剤　3220　

ヨウ素化合物製剤　3221　

劇 ヨウ化カリウム｢ホエイ｣ (ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾖｳ化ｶﾘｳﾑ 500g/瓶 無機質製剤

ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 (日医工) ﾖｳ化ｶﾘｳﾑ 50mg/丸 無機質製剤

鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）　3222　

インクレミンシロップ5% (ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ) 溶性ﾋﾟﾛﾘﾝ酸第二鉄 鉄　6mg/mL 鉄剤

クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 (沢井) ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 鉄 50mg/錠 鉄剤

フェロミア顆粒8.3% (ｴｰｻﾞｲ) ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 鉄 100mg/1.2g 鉄剤

フェジン静注40mg (日医工) 含硫酸化鉄 40mg/2mL/管 鉄剤

その他の無機質製剤　3229　

アスパラカリウム錠300mg (田辺三菱) L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ 300mg/錠　K=1.8mEq カリウム製剤

アスパラギン酸カリウム注10mEqｷｯﾄ｢ﾃ
ﾙﾓ｣

(ﾃﾙﾓ) L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ 1.7g/10mL/ｷｯﾄ､
K=10mEq

カリウム製剤

グルコンサンK細粒4mEq/g (科研) ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾘｳﾑ K=4mEq/1g カリウム製剤

ケーサプライ錠600mg (ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ) 塩化ｶﾘｳﾑ 600mg/錠　K=8mEq 徐放性カリウム製剤

エレジェクト注シリンジ (ﾃﾙﾓ) 配合剤         ２mL/筒  TPN用微量元素製剤    

ホスリボン配合顆粒 (ｾﾞﾘｱ) ﾘﾝ酸Na塩配合 100mg/包 経口リン補給剤      

■糖類剤　3230　

ブドウ糖製剤　3231　

大塚糖液5% (大塚工場) ﾌﾞﾄﾞｳ糖 5% 20mL/管 糖類剤

大塚糖液5% (大塚工場) ﾌﾞﾄﾞｳ糖 5% 50mL/瓶 糖類剤

大塚糖液5%2ポート100mL (大塚工場) ﾌﾞﾄﾞｳ糖 5% 100mL/ｷｯﾄ 糖類剤

大塚糖液5% (大塚工場) ﾌﾞﾄﾞｳ糖 5% 250mL/瓶 糖類剤

大塚糖液5% (大塚工場) ﾌﾞﾄﾞｳ糖 5% 500mL/袋 糖類剤

大塚糖液10% (大塚工場) ﾌﾞﾄﾞｳ糖 10% 20mL/管 糖類剤

大塚糖液10% (大塚工場) ﾌﾞﾄﾞｳ糖 10% 500mL/袋 糖類剤

大塚糖液20% (大塚工場) ﾌﾞﾄﾞｳ糖 20% 20mL/管 糖類剤

大塚糖液50% (大塚工場) ﾌﾞﾄﾞｳ糖 50% 20mL/管 糖類剤

大塚糖液50% (大塚工場) ﾌﾞﾄﾞｳ糖 50% 200mL/袋 糖類剤

大塚糖液70% (大塚工場) ﾌﾞﾄﾞｳ糖 70% 350mL/袋 糖類剤

その他の糖類剤　3239　

ハイカリックRF輸液 (ﾃﾙﾓ) 高ｶﾛﾘｰ輸液用基本液 500mL/袋 腎不全用高カロリー輸液
用基本液

ハイカリック液-1号 (ﾃﾙﾓ) 高ｶﾛﾘｰ輸液用基本液 700mL/袋 高カロリー輸液用基本液

ハイカリック液-2号 (ﾃﾙﾓ) 高ｶﾛﾘｰ輸液用基本液 700mL/袋 高カロリー輸液用基本液

■タンパクアミノ酸剤　3250　

混合アミノ酸製剤　3253　
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リックル配合顆粒 (沢井) ｲｿﾛｲｼﾝ･ﾛｲｼﾝ･ﾊﾞﾘﾝ 4.74g/包 分岐鎖アミノ酸製剤

アミノレバン点滴静注 (大塚工場) 肝不全用ｱﾐﾉ酸製剤 500mL/袋 肝性脳症改善剤

キドミン輸液 (大塚工場) 腎不全用ｱﾐﾉ酸製剤 200mL/袋 腎不全用アミノ酸製剤

プレアミン-Ｐ注射液 (扶 桑 ) 小児用ｱﾐﾉ酸製剤 200mL/袋 小児ＴＰＮ用アミノ酸製剤

その他のタンパクアミノ酸剤　3259　

アミノレバンEN配合散 (大塚製薬) 配合剤 50g/袋 肝不全用アミノ酸製剤

エレンタール配合内用剤 (EAﾌｧｰﾏ) 配合剤 80g/袋 成分栄養剤

エンシュア･リキッド (ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ) 配合剤 250mL/管 半消化態経腸栄養剤

ラコールNF配合経腸用液 (大塚工場) 配合剤 200mL/袋 半消化態経腸栄養剤

ラコールNF配合経腸用半固形剤 (大塚工場) 配合剤 300ｇ/袋 胃瘻用栄養剤        

プロテアミン12注射液 (ﾃﾙﾓ) 総合ｱﾐﾉ酸製剤 200mL/袋 アミノ酸製剤

ビーフリード輸液 (大塚工場) ｱﾐﾉ酸･糖･電解質･ビタ
ミンB1

500mL/1ｷｯﾄ ＰＰＮ製剤

エルネオパNF1号輸液 (大塚工場) ｱﾐﾉ酸･糖･電解質･微量
元素

1000mL/ｷｯﾄ 微量元素含有ＴＰＮキット
製剤

エルネオパNF2号輸液 (大塚工場) ｱﾐﾉ酸･糖･電解質･微量
元素

1000mL/ｷｯﾄ 微量元素含有ＴＰＮキット
製剤

ピーエヌツイン-3号輸液 (陽進堂) ｱﾐﾉ酸･糖･電解質 1,200mL/ｷｯﾄ ＴＰＮ製剤

■臓器製剤　3260　

肝臓製剤　3262　

アセラート注射液1mＬ (沢井) 肝臓ｴｷｽ･FAD 1mL/管 肝庇護剤

■その他の滋養強壮剤　3290　

その他の滋養強壮剤　3299　

イントラリポス輸液20% (大塚工場) ﾀﾞｲｽﾞ油 100mL/袋 静注用脂肪乳剤

＜血液･体液用薬　3300＞

■血液代用剤　3310　

生理食塩液類　3311　

生食注ｼﾘﾝｼﾞ｢ｵｰﾂｶ｣5mL (大塚工場) 生理食塩液 5mL/筒 生理食塩液

生食注ｼﾘﾝｼﾞ｢NP｣ (ﾆﾌﾟﾛ) 生理食塩液 10mL/筒 生理食塩液

大塚生食注 (大塚工場) 生理食塩液 20mL/管 生理食塩液

大塚生食注 (大塚工場) 生理食塩液 50mL/瓶 生理食塩液

大塚生食注 (大塚工場) 生理食塩液 100mL/瓶 生理食塩液

生食注キット｢ﾌｿｰ｣ (扶桑) 生理食塩液 100mL/ｷｯﾄ 生理食塩液

大塚生食注 (大塚工場) 生理食塩液 250mL/袋 生理食塩液

大塚生食注 (大塚工場) 生理食塩液 500mL/袋 生理食塩液

大塚生食注(細口開栓) (大塚工場) 生理食塩液 500mL/瓶 生理食塩液

大塚生食注(広口開栓)
[手術室限定]

(大塚工場) 生理食塩液 1L/瓶 生理食塩液

テルモ生食 (ﾃﾙﾓ) 生理食塩液 1L/袋 生理食塩液

カーミパック生理食塩液Ｌ[透析室限定] (川澄) 生理食塩液 1.３L/袋 生理食塩液

生理食塩液ＰＬ「ﾌｿｰ」
[手術室限定]

(扶桑) 生理食塩液 ２Ｌ/袋 生理食塩液

大塚食塩注10% (大塚工場) 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 2g/20mL/管 電解質補正液

その他の血液代用剤　3319　

ソルデム1輸液 (ﾃﾙﾓ) 開始液 200mL/袋 電解質輸液製剤

ソルデム1輸液 (ﾃﾙﾓ) 開始液 500mL/袋 電解質輸液製剤

ソルデム3A輸液 (ﾃﾙﾓ) 維持液 200mL/袋 電解質輸液製剤

ソルデム3A輸液 (ﾃﾙﾓ) 維持液 500mL/袋 電解質輸液製剤

ソルデム3A輸液 (ﾃﾙﾓ) 維持液 1L/袋 電解質輸液製剤

ソルデム3AG輸液 (ﾃﾙﾓ) 維持液 500mL/袋 電解質輸液製剤

ソルデム6輸液 (ﾃﾙﾓ) 術後回復液 500mL/袋 電解質輸液製剤

ビカネイト輸液 (大塚工場) 重炭酸リンゲル液 1L/袋 重炭酸リンゲル液
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フィジオ140輸液（手術室限定） (大塚工場) ﾌﾞﾄﾞｳ糖加酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ液 500mL/袋 電解質輸液製剤

ヴィーンD輸液 (興和創薬) ﾌﾞﾄﾞｳ糖加酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ液 500mL/瓶 電解質輸液製剤

ラクテック注 (大塚工場) 乳酸ﾘﾝｹﾞﾙ液 500mL/袋 電解質輸液製剤

ラクテック注 (大塚工場) 乳酸ﾘﾝｹﾞﾙ液 1L/袋 電解質輸液製剤

低分子デキストランL注 (大塚工場) 乳酸ﾘﾝｹﾞﾙ液(ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ
40加)

500mL/袋 代用血漿製剤

ヘスパンダー輸液 (大塚工場) ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙﾃﾞﾝﾌﾟﾝ配合
剤

500mL/袋 代用血漿製剤

ボルベン輸液６％
[手術室限定］

(大塚工場) ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙﾃﾞﾝﾌﾟﾝ
130000

500mL/袋 代用血漿製剤

KCL注20mEqキット｢ﾃﾙﾓ｣ (ﾃﾙﾓ) 塩化カリウム 0.02ﾓﾙ/20mL/ｷｯﾄ
K=20mEq

カリウム製剤

ﾘﾝ酸Na補正液0.5mmol/mL (大塚工場) リン酸水素Na水和物・
リン酸二水素Na水和物

10mmol/20mL/管 電解質補正液

■止血剤　3320　

カルバゾクロム系製剤　3321　

アドナ錠30mg (田辺三菱) ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳ
ﾑ

30mg/錠 止血剤

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静
注液100mg「日医工」

(日医工) ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳ
ﾑ水和物

100mg/20mL/管 止血剤

ゼラチン製剤　3322　

スポンゼル (ｱｽﾃﾗｽ) ｾﾞﾗﾁﾝ 5cm×2.5cm/枚 止血剤

臓器性止血製剤　3323　

生物 トロンビン液モチダｿﾌﾄﾎﾞﾄﾙ1万 (持田) ﾄﾛﾝﾋﾞﾝ 10,000単位/10mL/ｷｯﾄ 止血剤

ｾﾙﾛｰｽ系製剤（可吸収性充填止血ｶﾞｰｾﾞ類を含む）　3325　

ｻｰｼﾞｾﾙ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾍﾓｽﾀｯﾄ (J&J) 酸化ｾﾙﾛｰｽ 綿型5.1cm×2.5cm/枚 止血剤

ｻｰｼﾞｾﾙ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾍﾓｽﾀｯﾄ (J&J) 酸化ｾﾙﾛｰｽ 10.2cm×20.3cm/枚 止血剤

ｻｰｼﾞｾﾙ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾍﾓｽﾀｯﾄ (J&J) 酸化ｾﾙﾛｰｽ ﾆｭｰﾆｯﾄ15.2cm×22.9cm
/枚

止血剤

抗プラスミン剤　3327　

トラネキサム酸カプセル250mg
｢ﾄｰﾜ｣

(東和) ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 250mg/C 止血剤

トランサミン注10% (第一三共) ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 1g/10mL/管 止血剤

その他の止血剤　3329　

劇 オルダミン注射用1g (あすか) ｵﾚｲﾝ酸ﾓﾉｴﾀﾉｰﾙｱﾐﾝ 10% 10g/瓶 食道静脈瘤硬化療法剤

プロタミン硫酸塩静注100mg｢ﾓﾁﾀﾞ｣ (持田) ﾌﾟﾛﾀﾐﾝ硫酸塩 100mg/10mL/瓶 ヘパリン拮抗剤

■血液凝固阻止剤　3330　

ジクマロール系製剤　3332　

ワーファリン錠0.5mg (ｴｰｻﾞｲ) ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 0.5mg/錠 血液凝固阻止剤

ワーファリン錠1mg (ｴｰｻﾞｲ) ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ 1mg/錠 血液凝固阻止剤

ヘパリン製剤　3334　

生物 ヘパリンＮａ注５千単位／５ｍＬ
「モチダ」

(持田) ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 5,000単位/5mL/瓶 血液凝固阻止剤

生物 ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用10単位/mLｼﾘﾝｼﾞ
｢ｵｰﾂｶ｣5mL

(大塚工場) ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50単位/5mL/筒 血液凝固阻止剤

生物 ヘパリンＮａ透析用２５０単位/mLシリン
ジ12mL「ﾆﾌﾟﾛ」

(ﾆﾌﾟﾛ) ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 3,000単位/12mL/筒 血液凝固阻止剤

生物 ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリ
ンジ「ニプロ」

(ﾆﾌﾟﾛ) ﾀﾞﾙﾃﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 3,000低分子ヘパリン国
際単位/12mL/筒

血液凝固阻止剤

生物 ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑ皮下注5千単位
/0.2mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾓﾁﾀﾞ」

(持田) ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑ 5,000単位/0.2mL/筒 血液凝固阻止剤

生物 クレキサン皮下注キット2000IU (ｻﾉﾌｨ) ｴﾉｷｻﾊﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 2000IU/0.2mL/筒 血液凝固阻止剤
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その他の血液凝固阻止剤　3339

イグザレルト錠10mg (ﾊﾞｲｴﾙ) ﾘﾊﾞｰﾛｷｻﾊﾞﾝ 10mg/錠  経口Ⅹa阻害剤

イグザレルト錠15mg (ﾊﾞｲｴﾙ) ﾘﾊﾞｰﾛｷｻﾊﾞﾝ 15mg/錠  経口Ⅹa阻害剤

エリキュース錠2.5mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ｱﾋﾞｷｻﾊﾞﾝ 2.5mg/錠 経口Ⅹa阻害剤

リクシアナOD錠30mg (第一三共) ｴﾄﾞｷｻﾊﾞﾝﾄｼﾙ酸塩水和
物

30mg/錠 経口Ⅹa阻害剤

プラザキサｶﾌﾟｾﾙ75mg (日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ) ﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾗﾝｴ
ﾃｷｼﾗｰﾄ

75mg/C 直接ﾄﾛﾝﾋﾞﾝ阻害剤

プラザキサｶﾌﾟｾﾙ110mg (日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ) ﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾗﾝｴ
ﾃｷｼﾗｰﾄ

110mg/C 直接ﾄﾛﾝﾋﾞﾝ阻害剤

ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質油性ｸﾘｰﾑ0.3%
｢日医工｣

(持田 ) ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質 25ｇ/本  血行促進･皮膚保湿剤 

ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質外用泡状スプレー0.3%｢
ﾆｯﾄｰ｣
[褥瘡対策ケアチーム限定]

(日東ﾒﾃﾞｨｯｸ ) ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質 100ｇ/本 血行促進･皮膚保湿剤 

リコモジュリン点滴静注用12800 (旭化成ﾌｧｰﾏ) ﾄﾛﾝﾎﾞﾓｼﾞｭﾘﾝ ｱﾙﾌｧ 12,800単位/瓶 ＤＩＣ治療剤

■その他の血液・体液用剤　3390　

その他の血液・体液用剤　3399　

アルスロマチック関節手術用灌流液 (ﾊﾞｸｽﾀｰ) 乳酸ﾘﾝｹﾞﾙ 3L/袋 関節手術用灌流･洗浄液

サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トー
ワ」

(東和) ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩 100mg/錠 抗血小板剤

エパデールS900 (持田) ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 900mg/包 ＥＰＡ製剤

エフィエント錠3.75mg (第一三共) ﾌﾟﾗｽｸﾞﾚﾙ塩酸塩 3.75mg/錠 抗血小板剤

エフィエント錠５mg (第一三共) ﾌﾟﾗｽｸﾞﾚﾙ塩酸塩 ５mg/錠 抗血小板剤

リマプロストアルファデクス錠5μg「日医
工」

(日医工) ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ 5μg/錠 経口ＰGE１誘導体製剤

ﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑBS注75μgｼﾘﾝｼﾞ
｢ｻﾝﾄﾞ｣

(沢 井) ﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ 75μg/0.25mL/筒 G-ＣＳＦ製剤

グランｼﾘﾝｼﾞM300 (協和発酵ｷﾘﾝ) ﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ 300μg/0.7mL/筒 G-ＣＳＦ製剤

ジーラスタ皮下注3.6mg (協和発酵ｷﾘﾝ) ﾍﾟｸﾞﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ 3.6mg/0,36ｍL/筒 持続型G-CSF製剤

生物 ノイトロジン注250μg (中外) ﾚﾉｸﾞﾗｽﾁﾑ 250μg/瓶 G-ＣＳＦ製剤

バイアスピリン錠100mg (ﾊﾞｲｴﾙ) ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg/錠 抗血小板剤

プラビックス錠25mg (ｻﾉﾌｨ) ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ硫酸塩 25mg/錠 抗血小板剤

プラビックス錠75mg (ｻﾉﾌｨ) ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ硫酸塩 75mg/錠 抗血小板剤

シロスタゾールOD錠100mg「マイラン」 (ﾌｧｲｻﾞｰ) ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 100mg/錠 抗血小板剤

劇 ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 (沢井) ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 20μg/錠 ＰGＩ2製剤

プリズバインド静注液２．５ｇ (日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ) ｲﾀﾞﾙｼｽﾞﾏﾌﾞ 2.5g/50mL/瓶 ダビガトラン特異的中和
剤

＜人工透析用薬　3400＞

■人工腎臓透析用剤　3410　

AK-ソリタ透析剤･DP (陽進堂) 人工透析液 9L/瓶 人工腎臓透析用剤

カーボスター透析剤・Ｌ (陽進堂) 人工透析液 6L/瓶 人工腎臓透析用剤

カーボスター透析剤・Ｍ (陽進堂) 人工透析液 10L/瓶(重曹付) 人工透析液

キンダリー透析剤ＡＦ2Ｐ号 (扶桑) 人工透析液 10L/瓶 人工腎臓透析用剤

キンダリー透析剤ＡＦ2号 (扶桑) 人工透析液 6L/瓶 人工腎臓透析用剤

キンダリー透析剤ＡＦ3号 (扶桑) 人工透析液 6L/瓶 人工腎臓透析用剤

サブラッド血液ろ過用補充液BSG (扶桑) 人工透析液 2020mL/ｷｯﾄ 人工腎臓透析用剤

■腹膜透析用剤　3420　

エクストラニール腹膜透析液ツインバッ
グ

(ﾊﾞｸｽﾀｰ) 腹膜透析液 1.5L/袋 腹膜透析用剤

エクストラニール腹膜透析液UVﾂｲﾝﾊﾞｯｸ (ﾊﾞｸｽﾀｰ) 腹膜透析液 ２Ｌ/袋 腹膜透析用剤

ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ･機器
専用

(ﾊﾞｸｽﾀｰ) 腹膜透析液     ２Ｌ/袋  腹膜透析用剤

ﾚｷﾞｭﾆｰﾙLCa 1.5 腹膜透析液UVﾂｲﾝﾊﾞｯ
ｸﾞ

(ﾊﾞｸｽﾀｰ) 腹膜透析液     ２Ｌ/袋  腹膜透析用剤
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ﾚｷﾞｭﾆｰﾙLCa 2.5 腹膜透析液UVﾂｲﾝﾊﾞｯ
ｸﾞ

(ﾊﾞｸｽﾀｰ) 腹膜透析液     ２Ｌ/袋  腹膜透析用剤

ﾚｷﾞｭﾆｰﾙLCa1.5腹膜透析液ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯ
ｸﾞ･機器専用

(ﾊﾞｸｽﾀｰ) 腹膜透析液     2.5Ｌ/袋 腹膜透析用剤

ﾚｷﾞｭﾆｰﾙLCa2.5腹膜透析液ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯ
ｸﾞ･機器専用

(ﾊﾞｸｽﾀｰ) 腹膜透析液     2.5Ｌ/袋 腹膜透析用剤

＜その他の代謝性医薬品　3900＞

■肝臓疾患用剤　3910　

その他の肝臓疾患用剤　3919　

グリチロン配合錠 (ﾐﾉﾌｧｰｹﾞﾝ) ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ･DL-ﾒﾁｵﾆﾝ
配合剤

配合剤/錠 肝臓疾患用剤

ネオファーゲン静注20mL (大鵬) ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ･ｸﾞﾘｼﾝ･ｼｽﾃｲ
ﾝ配合剤

20mL/管 肝臓疾患用剤

■解毒剤　3920　

グルタチオン製剤　3922　

タチオン錠100mg (日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ) ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 100mg/錠 解毒剤

タチオン注射用200mg (日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ) ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 200mg/管 解毒剤

チオ硫酸ナトリウム製剤　3925　

デトキソール静注液2g (日医工) ﾁｵ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 2g/20mL/管 解毒剤

その他の解毒剤　3929　

ウロミテキサン注400mg (塩野義) ﾒｽﾅ 400mg/4mL/管 イホスファミド解毒剤

球形吸着炭細粒｢ﾏｲﾗﾝ｣ (ﾏｲﾗﾝEPD) 球形吸着炭 2g/包 慢性腎不全用剤

劇 ジャドニュ顆粒分包360mg (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) ﾃﾞﾌｪﾗｼﾛｸｽ 360mg/包 鉄過剰症治療剤       

劇 ジャドニュ顆粒分包90mg (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) ﾃﾞﾌｪﾗｼﾛｸｽ 90mg/包  鉄過剰症治療剤       

劇 デスフェラール注射用500mg (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) ﾒｼﾙ酸ﾃﾞﾌｪﾛｷｻﾐﾝ 500mg/瓶 鉄過剰症治療剤

パム静注500mg (大日本住友) ﾖｳ化ﾌﾟﾗﾘﾄﾞｷｼﾑ 500mg/20mL/管 解毒剤

バル筋注100mg｢第一三共｣ (第一三共) ｼﾞﾒﾙｶﾌﾟﾛｰﾙ 100mg/1mL/管 重金属解毒剤

ブリディオン静注200mg (MSD) ｽｶﾞﾏﾃﾞｸｽﾅﾄﾘｳﾑ 200mg/2mL/瓶 筋弛緩回復剤

メイロン静注7% (大塚工場) 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ 7% 20mL/管 炭酸水素ナトリウム製剤

メイロン静注8.4% (大塚工場) 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ 8.4% 250mL/瓶 炭酸水素ナトリウム製剤

ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注用25mg｢NP｣ (ﾆﾌﾟﾛ) ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ 25mg/瓶 活性型葉酸製剤

ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注用100mg｢NP｣ (ﾆﾌﾟﾛ) ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ 100mg/瓶 活性型葉酸製剤

ロイコボリン錠5mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ 5mg/錠 活性型葉酸製剤

ユーゼル錠25mg (大鵬) ﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ 25mg/錠 活性型葉酸製剤

ロイコボリン注3mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ 3mg/1mL/管 活性型葉酸製剤

劇 サビーン点滴静注用500mg (ｷｯｾｲ) ﾃﾞｸｽﾗｿﾞｷｻﾝ 500mg/瓶 ｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗がん剤
の血管外漏出治療剤

アセチルシステイン内用液17.6%
「あゆみ」

(あゆみ) ｱｾﾁﾙｼｽﾃｲﾝ 20mL/瓶 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ中毒の解毒
剤

ノベルジン錠25mg  (ﾉｰﾍﾞﾙﾌｧｰﾏ) 酢酸亜鉛水和物 25mg/錠  ウィルソン病・低亜鉛血症
治療剤

■痛風治療剤　3940　

アロプリノール製剤　3943　

アロプリノール錠100mg「あゆみ｣ (あゆみ) ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ 100mg/錠 高尿酸血症治療剤

その他の痛風治療剤　3949　

劇 ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」 (東和) ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ 50mg/錠 痛風治療剤

フェブリク錠20mg (帝人ﾌｧｰﾏ) ﾌｪﾌﾞｷｿｽﾀｯﾄ 20mg/錠 高尿酸血症治療剤
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ウリアデック錠20mg (三和化学) ﾄﾋﾟﾛｷｿｽﾀｯﾄ 20mg/錠  高尿酸血症治療剤     

■酵素製剤　3950　

ウロキナーゼ製剤　3954　

生物 ウロナーゼ静注用６万単位 (持田) ｳﾛｷﾅｰｾﾞ ６万単位/瓶 線維素溶解酵素剤

その他の酵素製剤　3959　

生物 アクチバシン注600万 (協和発酵ｷﾘﾝ) ｱﾙﾃﾌﾟﾗｰｾﾞ(遺伝子組
換え)

600万国際単位/瓶 血栓溶解剤(ｔ-ＰＡ)

生物 クリアクター静注用80万 (ｴｰｻﾞｲ) ﾓﾝﾃﾌﾟﾗｰｾﾞ(遺伝子組換
え)

80万国際単位/瓶 血栓溶解剤(ｔ-ＰＡ)

■糖尿病用剤　3960　

スルフォニル尿素系製剤　3961　

劇 グリメピリドOD錠1mg「EMEC」 (ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ) ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ 1mg/錠 糖尿病用剤

ビグアナイド系製剤　3962　

劇 メトグルコ錠250mg (大日本住友) ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩 250mg/錠 ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ系糖尿病用剤

その他の糖尿病用剤　3969　

ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」 (日医工) ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ塩酸塩 15mg/錠 インスリン抵抗性改善剤

グルファスト錠10mg (ｷｯｾｲ) ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞｶﾙｼｳﾑ水和物 10mg/錠 速効型SU剤

エクア錠50mg                                                                  (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 　50mg/錠 選択的ＤＰＰ-４阻害剤

ジャヌビア錠25mg                                                              (ＭＳＤ) ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝﾘﾝ酸塩水和
物

25mg/錠 選択的ＤＰＰ-４阻害剤

トラゼンタ錠5mg (日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ) ﾘﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 5mg/錠 選択的ＤＰＰ-４阻害剤

ザファテック錠100mg (武 田 ) ﾄﾚﾗｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝｺﾊｸ酸塩 100mg/錠 選択的ＤＰＰ-４阻害剤

セイブル錠50mg (三和化学) ﾐｸﾞﾘﾄｰﾙ 50mg/錠 αグルコシダーゼ阻害剤

ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 (東和) ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 0.2mg/錠 αグルコシダーゼ阻害剤

ジャディアンス錠10mg (日本べｰﾘﾝｶﾞｰ) ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ 10mg/錠  SGLT2阻害剤          

フォシーガ錠５mg  (小 野 ) ﾀﾞﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
ｸﾞﾘｺｰﾙ水和物

５mg/錠  SGLT2阻害剤         

■他に分類されないその他の代謝性医薬品　3990　

アデノシン製剤　3992　

アデホスコーワ顆粒10% (興和創薬) ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ 100mg/1g ＡＴＰ製剤

アデホス-Lコーワ注40mg (興和創薬) ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ 40mg/2mL/管 ＡＴＰ製剤

その他の代謝性医薬品　3999　

劇生物 エスポー注射液750 (協和発酵ｷﾘﾝ) ｴﾎﾟｴﾁﾝα 750IU/0.5mL/管 エリスロポエチン製剤

劇生物 エポジン皮下注シリンジ24000 (中外) ｴﾎﾟｴﾁﾝβ 24,000IU/0.5mL/筒 エリスロポエチン製剤

劇生物 ネスプ注射液20μｇプラシリンジ (協和発酵ｷﾘﾝ) ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝα 20μg/0.5mL/筒 持続型赤血球造血刺激
因子製剤

劇生物 ネスプ注射液30μgプラシリンジ (協和発酵ｷﾘﾝ) ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝα 30μg/0.5mL/筒 持続型赤血球造血刺激
因子製剤

劇生物  ネスプ注射液60μgプラシリンジ (協和発酵ｷﾘﾝ) ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝα 60μg/0.5mL/筒 持続型赤血球造血刺激
因子製剤

劇生物 ネスプ注射液120μgプラシリンジ (協和発酵ｷﾘﾝ) ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝα 120μg/0.5mL/筒 持続型赤血球造血刺激
因子製剤

劇生物 ネスプ注射液180μgプラシリンジ (協和発酵ｷﾘﾝ) ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧ 180μg/0.5mL/筒 持続型赤血球造血刺激
因子製剤

劇生物 ミルセラ注シリンジ100μg (中外) ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ 100μg/0.3mL/筒 持続型赤血球造血刺激
因子製剤
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劇生物 ミルセラ注シリンジ200μg (中外) ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ 200μg/0.3mL/筒 持続型赤血球造血刺激
因子製剤

劇 エルカトニン注40単位「NP」 (ﾆﾌﾟﾛ) ｴﾙｶﾄﾆﾝ 40ｴﾙｶﾄﾆﾝ単位/1mL/管 カルシトニン製剤

カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」 (東和) ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩 100mg/錠 タンパク分解酵素阻害剤

劇 ガベキサートメシル酸塩注射用
100mg「AFP」

(ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ) ｶﾞﾍﾞｷｻｰﾄﾒｼﾙ酸塩 100mg/瓶 タンパク分解酵素阻害剤

劇 ガベキサートメシル酸塩注射用
500mg「AFP」

(ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ) ｶﾞﾍﾞｷｻｰﾄﾒｼﾙ酸塩 500mg/瓶 タンパク分解酵素阻害剤

劇 コアヒビター注射用10mg (陽進堂) ﾒｼﾙ酸ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄ 10mg/瓶 タンパク分解酵素阻害剤

劇 コアヒビター注射用50mg (陽進堂) ﾒｼﾙ酸ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄ 50mg/瓶 タンパク分解酵素阻害剤

生物 ミラクリッド注射液5万単位 (持田) ｳﾘﾅｽﾀﾁﾝ 5万単位/1mL/管 多価酵素阻害剤

シベレスタットNa点滴静注用100mg｢ﾌｧｲ
ｻﾞｰ｣

(ﾌｧｲｻﾞｰ) ｼﾍﾞﾚｽﾀｯﾄﾅﾄﾘｳﾑ水和
物

100mg/瓶 急性肺障害治療剤

オザグレルNa点滴静注80mg｢ﾀｶﾀ｣ (高田) ｵｻﾞｸﾞﾚﾙﾅﾄﾘｳﾑ 80mg/4mL/瓶 トロンボキサン合成酵素
阻害剤

劇 アクトネル錠75mg (ｴｰｻﾞｲ) ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物 75mg/錠 ビスホスフォネート製剤

劇 アレンドロン酸錠35mg
「ファイザー」

(ﾌｧｲｻﾞｰ) ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和
物

35mg/錠 ビスホスフォネート製剤

劇 リカルボン錠50mg (小野) ﾐﾉﾄﾞﾛﾝ酸水和物 50mg/錠 ビスホスフォネート製剤

劇 ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッ
グ「NK」

(日本化薬) ｿﾞﾚﾄﾞﾛﾝ酸水和物 4mg/100mL/袋 ビスホスフォネート製剤

劇 ボナロン点滴静注バッグ900μg (帝人ﾌｧｰﾏ) ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和
物

900μg/100mL/袋 ビスホスフォネート製剤

劇 ボンビバ静注1mgシリンジ (大正富山) ｲﾊﾞﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和
物

1mg/1mL/筒 ビスホスフォネート製剤

アルツディスポ関節注25mg (科研) ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 25mg/2.5mL/筒 関節機能改善剤

イムラン錠50mg (ｱｽﾍﾟﾝ) ｱｻﾞﾁｵﾌﾟﾘﾝ 50mg/錠 免疫抑制剤

劇 サンディミュン点滴静注用250mg (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 250mg/5mL/管 免疫抑制剤

劇 シクロスポリンカプセル25mg
｢ファイザー｣

(ﾌｧｲｻﾞｰ) ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 25mg/C 免疫抑制剤

ブレディニン錠50 (旭化成ﾌｧｰﾏ) ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 50mg/錠 免疫抑制剤

劇 タクロリムスカプセル0.5mg「ファイザー」 (ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 0.5mg/C 免疫抑制剤

劇 プログラフ注射液2mg (ｱｽﾃﾗｽ) ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 2mg/0.4mL/管 免疫抑制剤

劇生物 シンポニー皮下注50mgシリンジ (田辺三菱) ｺﾞﾘﾑﾏﾌﾞ 50mg/0.5mL/ｷｯﾄ ヒト型抗ヒトTNFαモノク
ローナル抗体製剤

劇 リウマトレックスｶﾌﾟｾﾙ2mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾚﾌﾙﾉﾐﾄﾞ 2mg/Ｃ 抗リウマチ剤

劇生物 ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL (ｴｰｻﾞｲ) ｱﾀﾞﾘﾑﾏﾌﾞ   40mg/0.4mL/ｷｯﾄ ヒト型抗ヒトTNFαモノク
ローナル抗体製剤

劇生物 ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL (ｴｰｻﾞｲ) ｱﾀﾞﾘﾑﾏﾌﾞ   80mg/0.8mL/ｷｯﾄ ヒト型抗ヒトTNFαモノク
ローナル抗体製剤

エパルレスタット錠50mg
「ファイザー」

(ﾌｧｲｻﾞｰ) ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 50mg/錠 糖尿病性末梢神経障害
治療剤

ポルトラック原末 (日本新薬) ﾗｸﾁﾄｰﾙ水和物 6g/本 高アンモニア血症治療剤

ピアーレシロップ65% (日本化薬) ﾗｸﾂﾛｰｽ 650mg/1mL 高アンモニア血症治療剤

レグパラ錠25mg (協和発酵ｷﾘﾝ) 塩酸ｼﾅｶﾙｾﾄ 25mg/錠 二次性副甲状腺機能亢
進症治療剤

劇 ピレスパ錠200mg (塩野義) ﾋﾟﾙﾌｪﾆﾄﾞﾝ 200mg/錠 抗線維化剤

劇 ランマーク皮下注120mg (第一三共) ﾃﾞﾉｽﾏﾌﾞ 120mg/1.7mL/瓶 ヒト型抗RANKLモノク
ローナル抗体製剤

劇 プラリア皮下注60mgシリンジ (第一三共) ﾃﾞﾉｽﾏﾌﾞ 60mg/1mL/筒 ヒト型抗RANKLモノク
ローナル抗体製剤

エビスタ錠60mg (日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ) ﾗﾛｷｼﾌｪﾝ塩酸塩 60mg/錠 閉経後骨粗鬆症治療剤

エルカルチンFF錠250mg (大塚) ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ 250mg/錠 カルニチン欠乏症治療剤

劇  リクラスト点滴静注液5mg (旭化成ﾌｧｰﾏ) ｿﾞﾚﾄﾞﾛﾝ酸水和物 5mg/100mL/瓶 骨粗鬆症治療剤

劇生物 ステラーラ皮下注45mgシリンジ
[患者限定

(ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ) ｳｽﾃｷﾇﾏﾌﾞ 45mg/0.5mL/筒 乾癬・クローン病治療剤

劇生物 ステラーラ点滴錠注130mg
[患者限定]

(ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ) ｳｽﾃｷﾇﾏﾌﾞ 130mg/26mL/瓶 クローン病治療剤
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劇 ゼルヤンツ錠５mg  (ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾄﾌｧｼﾁﾆﾌﾞｸｴﾝ酸塩 ５mg/錠  ヤヌスキナーゼ（JAK）
阻害剤

＜腫瘍用薬　4200＞

■アルキル化剤　4210　

クロルエチルアミン系製剤　4211　

劇 エンドキサン錠50mg (塩野義) ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ 50mg/錠 アルキル化剤

劇 注射用エンドキサン500mg (塩野義) ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ 500mg/瓶 アルキル化剤

劇 注射用イホマイド1g (塩野義) ｲﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ 1g/瓶 アルキル化剤

スルホン酸エステル系製剤　4213　　

劇 ブスルフェクス点滴静注用60mg (協和発酵ｷﾘﾝ) ブスルファン 60mg/管 造血幹細胞移植前治療
剤

劇 マブリン散1% (大原) ブスルファン 10mg/1g アルキル化剤

その他のアルキル化剤　4219　

毒 アルケラン錠2mg (GSK) ﾒﾙﾌｧﾗﾝ 2mg/錠 アルキル化剤

毒 アルケラン静注用50mg (GSK) ﾒﾙﾌｧﾗﾝ 50mg/瓶 造血幹細胞移植前処置
剤

劇 エストラサイトカプセル156.7mg (日本新薬) ﾘﾝ酸ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 156.7mg/C アルキル化剤

劇 ダカルバジン注用100 (ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ) ﾀﾞｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ 100mg/瓶 アルキル化剤

劇 注射用サイメリン50mg (ﾆﾌﾟﾛESﾌｧｰﾏ) ﾗﾆﾑｽﾁﾝ 50mg/瓶 アルキル化剤

劇 トレアキシン点滴静注用25mg (ｴｰｻﾞｲ) ﾍﾞﾝﾀﾞﾑｽﾁﾝ塩酸塩 25mg/瓶 アルキル化剤

劇 トレアキシン点滴静注用100mg (ｴｰｻﾞｲ) ﾍﾞﾝﾀﾞﾑｽﾁﾝ塩酸塩 100mg/瓶 アルキル化剤

劇 ニドラン注射用50mg (第一三共) 塩酸ﾆﾑｽﾁﾝ 50mg/瓶 アルキル化剤

■代謝拮抗剤　4220　

メルカプトプリン系製剤　4221　

劇 ロイケリン散10% (大原) ﾒﾙｶﾌﾟﾄﾌﾟﾘﾝ 100mg/1g 代謝拮抗剤

メトトレキサート製剤　4222　

劇 アリムタ注射用100mg (日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ) ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞﾅﾄﾘｳﾑ水和
物

100mg/瓶 葉酸代謝拮抗剤

劇 アリムタ注射用500mg (日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ) ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞﾅﾄﾘｳﾑ水和
物

500mg/瓶 葉酸代謝拮抗剤

劇 メソトレキセート錠2.5mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2.5mg/錠 葉酸代謝拮抗剤

劇 注射用メソトレキセート5mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 5mg/瓶 葉酸代謝拮抗剤

劇 注射用メソトレキセート50mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 50mg/瓶 葉酸代謝拮抗剤

劇 メソトレキセート点滴静注液200mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 200mg/8mL/瓶 葉酸代謝拮抗剤

フルオロウラシル系製剤　4223　

劇 5-FU注1000mg (協和発酵ｷﾘﾝ) ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 1000mg/20mL/瓶 代謝拮抗剤

劇 ゼローダ錠300 (中外) ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ 300mg/錠 代謝拮抗剤

シトシン製剤　4224　

劇 キロサイド注20mg (日本新薬) ｼﾀﾗﾋﾞﾝ 20mg/管 代謝拮抗剤

劇 シタラビン点滴静注液400mg「テバ」 (武田ﾃﾊﾞ) ｼﾀﾗﾋﾞﾝ     400mg/20mL/瓶 代謝拮抗剤

劇 シタラビン点滴静注液１ｇ｢テバ｣ (武田ﾃﾊﾞ) ｼﾀﾗﾋﾞﾝ     １ｇ/50mL/瓶 代謝拮抗剤

劇 ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「サ
ンド」

(ｻﾝﾄﾞ) ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ塩酸塩 200mg/5mL/瓶 代謝拮抗剤

劇 ゲムシタビン点滴静注液１g/25mL「サン
ド」

(ｻﾝﾄﾞ) ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ塩酸塩 1g/25mL/瓶 代謝拮抗剤

劇 サンラビン点滴静注用250mg (旭化成ﾌｧｰﾏ) ｴﾉｼﾀﾋﾞﾝ 250mg/瓶 代謝拮抗剤

その他の代謝拮抗剤　4229　

劇 ティーエスワン配合OD錠T20 (大鵬薬品) ﾃｶﾞﾌｰﾙ･ｷﾞﾒﾗｼﾙ･ｵﾃﾗｼ
ﾙ配合剤

20mg/錠
(ﾃｶﾞﾌｰﾙ相当量)

代謝拮抗剤

劇 ティーエスワン配合OD錠T25 (大鵬薬品) ﾃｶﾞﾌｰﾙ･ｷﾞﾒﾗｼﾙ･ｵﾃﾗｼ
ﾙ配合剤

25mg/錠
(ﾃｶﾞﾌｰﾙ相当量)

代謝拮抗剤
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劇 ハイドレアカプセル500mg (ﾌﾞﾘｽﾄﾙ) ﾋﾄﾞﾛｷｼｶﾙﾊﾞﾐﾄﾞ 500mg/C 代謝拮抗剤

劇 フルダラ錠10mg (ｻﾉﾌｨ) ﾘﾝ酸ﾌﾙﾀﾞﾗﾋﾞﾝ 10mg/錠 代謝拮抗剤

劇 フルダラ静注用50mg (ｻﾉﾌｨ) ﾘﾝ酸ﾌﾙﾀﾞﾗﾋﾞﾝ 50mg/瓶 代謝拮抗剤

劇 ユーエフティ配合カプセルT100 (大鵬薬品) ﾃｶﾞﾌｰﾙ･ｳﾗｼﾙ 配合剤/C
(ﾃｶﾞﾌｰﾙ100mg)

代謝拮抗剤

劇 ユーエフティE配合顆粒T150 (大鵬薬品) ﾃｶﾞﾌｰﾙ･ｳﾗｼﾙ 0.75g/包(ﾃｶﾞﾌｰﾙ150mg) 代謝拮抗剤

■抗腫瘍性抗生物質製剤　4230　

マイトマイシンC製剤　4231　

毒 マイトマイシン注用10mg (協和発酵ｷﾘﾝ) ﾏｲﾄﾏｲｼﾝC 10mg/瓶 抗腫瘍性抗生物質製剤

アクチノマイシンD製剤　4233　

劇 コスメゲン静注用0.5mg (MSD) ｱｸﾁﾉﾏｲｼﾝD 0.5mg/瓶 抗腫瘍性抗生物質製剤

ブレオマイシン系製剤　4234　

劇 ブレオ注射用5mg (日本化薬) 塩酸ﾌﾞﾚｵﾏｲｼﾝ 5mg/瓶 ブレオマイシン系抗癌剤

劇 ペプレオ注射用5mg (日本化薬) 硫酸ﾍﾟﾌﾟﾛﾏｲｼﾝ 5mg/瓶 ブレオマイシン系抗癌剤

アントラサイクリン系抗生物質製剤　4235　

劇 アクラシノン注射用20mg (ｱｽﾃﾗｽ) 塩酸ｱｸﾗﾙﾋﾞｼﾝ 20mg/瓶 ｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗癌剤

劇 ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg「サン
ド」

(ｻﾝﾄﾞ) ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩 50mg/25mL/瓶 ｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗癌剤

劇 ドキシル注20mg (持田) ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩 20mg/10mL/瓶 ｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗癌剤

毒 イダマイシン静注用5mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ｲﾀﾞﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩 5mg/瓶 ｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗癌剤

劇 カルセド注射用20mg (日本化薬) ｱﾑﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩 20mg/瓶 ｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗癌剤

劇 ダウノマイシン静注用20mg (Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ) ﾀﾞｳﾉﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩 20mg/瓶 ｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗癌剤

劇 ピノルビン注射用10mg (日本化薬) ﾋﾟﾗﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩 10mg/瓶 ｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗癌剤

劇 エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL
「NK」

(日本化薬) ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩 10mg/5mL/瓶 ｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗癌剤

劇 エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL
「NK」

(日本化薬) ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩 50mg/25mL/瓶 ｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗癌剤

■抗腫瘍性植物成分製剤　4240　

毒特生 アブラキサン点滴静注用100mg (大鵬) ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁
型

100mg/瓶 タキサン系抗癌剤

毒 パクリタキセル注30mg/5mL｢NK｣ (日本化薬) ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ 30mg/5mL/瓶 タキサン系抗癌剤

毒 パクリタキセル注100mg/16.7mL
｢NK｣

(日本化薬) ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ 100mg/16.7mL/瓶 タキサン系抗癌剤

毒 ドセタキセル点滴静注用20mg
「ｻﾜｲ」

(沢 井) ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ水和物 20mg/0.5mL/瓶 タキサン系抗癌剤

毒 ドセタキセル点滴静注用80mg
「ｻﾜｲ」

(沢 井) ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ水和物 80mg/２mL/瓶 タキサン系抗癌剤

劇 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タ
イホウ」

(大鵬) ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩水和物 100mg/5mL/瓶 トポイソメラーゼⅠ阻害剤

劇 ハイカムチン注射用1.1mg (日本化薬) 塩酸ﾉｷﾞﾃｶﾝ 1.1mg/瓶 トポイソメラーゼⅠ阻害剤

劇 ラステットSカプセル50mg (日本化薬) ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 50mg/C トポイソメラーゼⅡ阻害剤

劇 エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 (ｻﾝﾄﾞ) ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 100mg/5mL/瓶 トポイソメラーゼⅡ阻害剤

劇 エクザール注射用10mg (日本化薬) ﾋﾞﾝﾌﾞﾗｽﾁﾝ硫酸塩 10mg/瓶 ﾋﾞﾝｶｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系抗癌剤

劇 オンコビン注射用1mg (日本化薬) 硫酸ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ 1mg/瓶 ﾋﾞﾝｶｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系抗癌剤

毒 ロゼウス静注液10mg (日本化薬) ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ酒石酸塩 10mg/1mL/瓶 ﾋﾞﾝｶｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系抗癌剤

毒 ロゼウス静注液40mg (日本化薬) ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ酒石酸塩 40mg/4mL/瓶 ﾋﾞﾝｶｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系抗癌剤

劇 注射用フィルデシン1mg (塩野義) 硫酸ﾋﾞﾝﾃﾞｼﾝ 1mg/瓶 ﾋﾞﾝｶｱﾙｶﾛｲﾄﾞ系抗癌剤

■その他の腫瘍用剤　4290　

その他の抗悪性腫瘍剤　4291　

劇生物 アバスチン点滴静注用100mg/4mL (中外) ﾍﾞﾊﾞｼﾂﾞﾏﾌﾞ 100mg/4mL/瓶 抗VEGFヒト化モノクロー
ナル抗体

劇生物 アバスチン点滴静注用
400mg/16mL

(中 外) ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ   400mg/16mL/瓶 抗VEGFヒト化モノクロー
ナル抗体
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劇生物 アービタックス注射液100mg (ﾒﾙｸｾﾛｰﾉ) ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ 100mg/20mL/瓶 抗ﾋﾄEGFRﾓﾉｸﾛｰﾅﾙ抗体
製剤

劇生物 エムプリシティ点滴静注用300mg (ﾌﾞﾘｽﾄﾙ) ｴﾛﾂｽﾞﾏﾌﾞ 300mg/瓶 多発性骨髄腫治療剤

劇生物 エムプリシティ点滴静注用400mg (ﾌﾞﾘｽﾄﾙ) ｴﾛﾂｽﾞﾏﾌﾞ 400mg/瓶 多発性骨髄腫治療剤

毒 カイプロリス点滴静注用10mg (小野) ｶﾙﾌｨｿﾞﾐﾌﾞ 10mg/瓶 多発性骨髄腫治療剤

毒 カイプロリス点滴静注用40mg (小野) ｶﾙﾌｨｿﾞﾐﾌﾞ 40mg/瓶 多発性骨髄腫治療剤

劇生物 ガザイバ点滴静注1000mg※ (日本新薬) ｵﾋﾞﾇﾂｽﾞﾏﾌﾞ 1000mg/40mL/瓶 CD20陽性濾胞性リンパ
腫
治療剤劇生物 カドサイラ点滴静注用100mg (中外) トラスツズマブ　エムタ

ンシン
100mg/瓶 抗HER2抗体ﾁｭｰﾌﾞﾘﾝ重

合阻害剤複合体

劇生物 カドサイラ点滴静注用160mg (中外) トラスツズマブ　エムタ
ンシン

160mg/瓶 抗HER2抗体ﾁｭｰﾌﾞﾘﾝ重
合阻害剤複合体

劇生物 ベクティビックス点滴静注100mg (武田) ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ 100mg/5mL/瓶 :ヒト型抗EGFRモノクロー
ナル抗体

劇生物 ベクティビックス点滴静注400mg (武 田) ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ   400mg/20mL/瓶 :ヒト型抗EGFRモノクロー
ナル抗体

劇 コホリン静注用7.5mg (KMﾊﾞｲｵﾛｼﾞｸｽ) ﾍﾟﾝﾄｽﾀﾁﾝ 7.5mg/瓶 代謝拮抗剤

劇 ザイティガ錠250mg (ﾔﾝｾﾝ) ｱﾋﾞﾗﾃﾛﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ 250mg/錠 去勢抵抗性前立腺がん
治療剤

毒 サレドカプセル100 (藤本) ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ 100mg/C 多発性骨髄腫治療剤

毒 トリセノックス注10mg (日本新薬) 亜砒酸 10mg/10mL/管 再発･難治性ＡＰＬ治療剤

劇 塩酸プロカルバジンカプセル50mg
｢中外｣

(太陽ﾌｧﾙﾏ) ﾌﾟﾛｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ塩酸塩 50mg/C アルキル化剤

毒 ノバントロン注20mg (日本製薬) 塩酸ﾐﾄｷｻﾝﾄﾛﾝ 20mg/10mL/瓶 ｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗癌剤

劇 イレッサ錠250 (ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) ｹﾞﾌｨﾁﾆﾌﾞ 250mg/錠 チロシンキナーゼ阻害剤

劇 インライタ錠5mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ｱｷｼﾁﾆﾌﾞ 5mg/錠 キナーゼ阻害剤

劇 グリベック錠100mg (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) ﾒｼﾙ酸ｲﾏﾁﾆﾌﾞ 100mg/錠 チロシンキナーゼ阻害剤

劇 ジオトリフ錠30mg (日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ) ｱﾌｧﾁﾆﾌﾞﾏﾚｲﾝ酸塩 30mg/錠 チロシンキナーゼ阻害剤

劇 ジオトリフ錠40mg (日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ) ｱﾌｧﾁﾆﾌﾞﾏﾚｲﾝ酸塩 40mg/錠 チロシンキナーゼ阻害剤

劇 スーテントカプセル12.5mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ｽﾆﾁﾆﾌﾞﾘﾝｺﾞ酸塩 12.5mg/C チロシンキナーゼ阻害剤

劇 タシグナカプセル150mg (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) ﾆﾛﾁﾆﾌﾞ塩酸塩水和物 150mg/C チロシンキナーゼ阻害剤

劇 タルセバ錠150mg (中外) ｴﾙﾛﾁﾆﾌﾞ塩酸塩 150mg/錠 EGFRﾁﾛｼﾝｷﾅｰｾﾞ阻害剤

劇 ネクサバール錠200mg (ﾊﾞｲｴﾙ) ﾄｼﾙ酸ｿﾗﾌｪﾆﾌﾞ 200mg/錠 マルチキナーゼ阻害剤

生物 ハーセプチン注射用60 (中 外) ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 60mg/瓶  抗HER2ヒト化モノクロー
ナル抗体

生物 ハーセプチン注射用150 (中外) ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 150mg/瓶 抗HER2ヒト化モノクロー
ナル抗体

劇生物 パージェタ点滴静注420mg/14mL (中外) ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ 420mg/14mL/瓶 モノクローナル抗体製剤

劇生物 ベージニオ錠150mg (日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ) ｱﾍﾞﾏｼｸﾘﾌﾞ 150mg/錠 乳がん治療剤         

生物 リツキサン点滴静注100mg (中外) ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ 100mg/10mL/瓶 モノクローナル抗体製剤

生物 リツキサン点滴静注500mg (中外) ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ 500mg/50mL/瓶 モノクローナル抗体製剤

劇 オダイン錠125mg (日本化薬) ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ 125mg/錠 前立腺癌治療剤

劇 カソデックス錠80mg (ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 80mg/錠 前立腺癌治療剤

劇 ロイナーゼ注用5000 (協和発酵ｷﾘﾝ) L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾅｰｾﾞ 5,000K単位/瓶 白血病治療剤

毒 動注用アイエーコール50mg (日本化薬) ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ 50mg/瓶 白金系抗癌剤

毒 アクプラ静注用50mg (日医工) ﾈﾀﾞﾌﾟﾗﾁﾝ 50mg/瓶 白金系抗癌剤

毒 エルプラット点滴静注液50mg (ﾔｸﾙﾄ) ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ 50mg/10mL/瓶 白金系抗癌剤

毒 エルプラット点滴静注液100mg (ﾔｸﾙﾄ) ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ 100mg/20mL/瓶 白金系抗癌剤

毒 エルプラット点滴静注液200mg (ﾔｸﾙﾄ) ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ 200mg/40mL/瓶 白金系抗癌剤

毒 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液50mg｢NK｣ (日本化薬) ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ 50mg/5mL/瓶 白金系抗癌剤

毒 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液450mg｢NK｣ (日本化薬) ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ 450mg/45mL/瓶 白金系抗癌剤

毒 シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 (ﾔｸﾙﾄ) ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ 10mg/20mL/瓶 白金系抗癌剤

毒 シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 (ﾔｸﾙﾄ) ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ 50mg/100mL/瓶 白金系抗癌剤

劇 ベサノイドカプセル10mg (富士) ﾄﾚﾁﾉｲﾝ 10mg/C 抗造血器悪性腫瘍剤

毒 ベルケイド注射用3mg (ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ) ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ 3mg/瓶 ﾌﾟﾛﾃｱｿｰﾑ阻害剤

毒 ニンラーロカプセル2.3mg (武田) ｲｷｻｿﾞﾐﾌﾞｸｴﾝ酸ｴｽﾃﾙ 2.3mg/C ﾌﾟﾛﾃｱｿｰﾑ阻害剤

毒 ニンラーロカプセル3mg (武田) ｲｷｻｿﾞﾐﾌﾞｸｴﾝ酸ｴｽﾃﾙ 3mg/C ﾌﾟﾛﾃｱｿｰﾑ阻害剤

毒 ニンラーロカプセル4mg (武田) ｲｷｻｿﾞﾐﾌﾞｸｴﾝ酸ｴｽﾃﾙ 4mg/C ﾌﾟﾛﾃｱｿｰﾑ阻害剤
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劇 アリミデックス錠1mg (ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) ｱﾅｽﾄﾛｿﾞｰﾙ 1mg/錠 アロマターゼ阻害剤

劇 フェアストン錠40 (日本化薬) ｸｴﾝ酸ﾄﾚﾐﾌｪﾝ 40mg/錠 選択的ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ修飾剤

毒 ポマリストカプセル４mg (ｾﾙｼﾞｰﾝ) ﾎﾟﾏﾘﾄﾞﾐﾄﾞ   ４mg/Ｃ  多発性骨髄腫治療剤  

毒 レブラミドカプセル5mg (ｾﾙｼﾞｰﾝ) ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ水和物 5mg/C 抗造血器悪性腫瘍剤

毒 ハラヴェン静注１mg (ｴｰｻﾞｲ) エリブリンメシル酸塩 1mg/2mL/瓶 抗悪性腫瘍剤

劇 フェソロデックス筋注250mg (ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) ﾌﾙﾍﾞｽﾄﾗﾝﾄ 250mg/5mL/筒 閉経後乳癌治療剤

劇 サイラムザ点滴静注液100mg (ﾘﾘｰ ) ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ   100mg/10mL/瓶 ヒト型抗VEGFR-2モノク
ローナル抗体

劇 サイラムザ点滴静注液500mg (ﾘﾘｰ ) ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ   500mg/50mL/瓶 ヒト型抗VEGFR-2モノク
ローナル抗体

劇生物 イミフィンジ点滴静注120mg※ (ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ 120mg/瓶 免疫ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ阻害剤

劇生物 イミフィンジ点滴静注500mg※ (ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ 500mg/瓶 免疫ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ阻害剤

劇生物 オプジーボ点滴静注240mg (小野) ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ 240mg/24mL/瓶 免疫ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ阻害剤

劇生物 キイトルーダ点滴静注20mg (MSD) ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ 20mg/0.8mL/瓶 免疫ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ阻害剤

劇生物 キイトルーダ点滴静注100mg (MSD) ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ 100mg/4mL/瓶 免疫ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ阻害剤

劇生物 テセントリク点滴静注1200mg※３ (中外) ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ 1200mg/20mL/瓶 免疫ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ阻害剤

劇 リムパーザ錠100mg※ (ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) ｵﾗﾊﾟﾘﾌﾞ     100mg/錠 PARP阻害剤           

劇 リムパーザ錠150mg※ (ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) ｵﾗﾊﾟﾘﾌﾞ     150mg/錠 PARP阻害剤           

その他の腫瘍用剤（免疫賦活剤）　4299　

劇生物 ピシバニール注射用5KE (中外) ﾚﾝｻ球菌抽出物 5KE/瓶 免疫賦活剤

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g (ﾉｰﾍﾞﾙﾌｧｰﾏ) 滅菌調整ﾀﾙｸ 4g/瓶 悪性胸水治療剤

＜放射性医薬品　4300＞

メタストロン注 (日本ﾒｼﾞﾌｨｼﾞｯｸｽ) 塩化ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ（89Sr） 141mBq/3.8mL/瓶 骨転移疼痛緩和剤

＜アレルギー用薬　4400＞

■抗ヒスタミン剤　4410　

ジフェンヒドラミン系製剤　4411　

レスタミンコーワ錠10mg (興和創薬) 塩酸ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ 10mg/錠 抗ヒスタミン剤

その他の抗ヒスタミン剤　4419　

ポララミン錠2mg (高田) d-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸
塩

2mg/錠 抗ヒスタミン剤

ポララミンシロップ0.04% (高田) d-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸
塩

0.4mg/1mL 抗ヒスタミン剤

ポララミン注5mg (高田) d-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸
塩

5mg/1mL/管 抗ヒスタミン剤

■刺激療法剤　4420　

劇 ブシラミン錠100mg「トーワ」 (参天) ﾌﾞｼﾗﾐﾝ 100mg/錠 抗リウマチ剤

■その他のアレルギー用剤　4490　

スプラタストトシル酸塩カプセル100mg
「サワイ」

(沢井) ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩 100mg/C Ｔｈ2サイトカイン阻害薬

オロパタジン塩酸塩OD錠5mg
「トーワ」

(東和) ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩 5mg/錠 塩基性抗アレルギー剤
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ザイザル錠5mg (GSK) ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩 5mg/錠 塩基性抗アレルギー剤

ザイザルシロップ0.05% (GSK) ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩 0.5mg/1mL 塩基性抗アレルギー剤

ケトチフェンDS小児用0.1%
「サワイ」

(沢井) ﾌﾏﾙ酸ｹﾄﾁﾌｪﾝ 1mg/1g 塩基性抗アレルギー剤

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg
「SANIK」

(日医工) ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩 60mg/錠 塩基性抗アレルギー剤

プランルカストDS10％「EK」 (ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ) ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 100mg/1g ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤

モンテルカストチュアブル錠5mg
「トーワ」

(東和) ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ ５mg/錠  ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤

モンテルカストOD錠10mg「EE」 (ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ) ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ 10mg/錠  ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ受容体拮抗剤

トラニラストカプセル100mg
「タイヨー」

(武田ﾃﾊﾞ) ﾄﾗﾆﾗｽﾄ 100mg/C 酸性系抗アレルギー剤

＜漢方製剤 5200＞

ﾂﾑﾗ葛根湯ｴｷｽ顆粒(医療用) (ﾂﾑﾗ) 葛根湯 2.5g/包 漢方製剤

ﾂﾑﾗ加味逍遙散ｴｷｽ顆粒(医療用) (ﾂﾑﾗ) 加味逍遙散 2.5g/包 漢方製剤

ﾂﾑﾗ牛車腎気丸ｴｷｽ顆粒(医療用) (ﾂﾑﾗ) 牛車腎気丸 2.5g/包 漢方製剤

ﾂﾑﾗ五苓散ｴｷｽ顆粒(医療用) (ﾂﾑﾗ) 五苓散 2.5g/包 漢方製剤

ﾂﾑﾗ芍薬甘草湯ｴｷｽ顆粒(医療用) (ﾂﾑﾗ) 芍薬甘草湯 2.5g/包 漢方製剤

ﾂﾑﾗ小青竜湯ｴｷｽ顆粒(医療用) (ﾂﾑﾗ) 小青竜湯 3g/包 漢方製剤

ﾂﾑﾗ十全大補湯ｴｷｽ顆粒(医療用) (ﾂﾑﾗ) 十全大補湯 2.5g/包 漢方製剤

ﾂﾑﾗ大建中湯ｴｷｽ顆粒(医療用) (ﾂﾑﾗ) 大建中湯 2.5g/包 漢方製剤

ﾂﾑﾗ猪苓湯ｴｷｽ顆粒(医療用) (ﾂﾑﾗ) 猪苓湯 2.5g/包 漢方製剤

ﾂﾑﾗ八味地黄丸ｴｷｽ顆粒(医療用) (ﾂﾑﾗ) 八味地黄丸 2.5g/包 漢方製剤

ﾂﾑﾗ半夏厚朴湯ｴｷｽ顆粒(医療用) (ﾂﾑﾗ) 半夏厚朴湯 2.5g/包 漢方製剤

ﾂﾑﾗ麦門冬湯ｴｷｽ顆粒(医療用) (ﾂﾑﾗ) 麦門冬湯 3g/包 漢方製剤

ﾂﾑﾗ補中益気湯ｴｷｽ顆粒(医療用) (ﾂﾑﾗ) 補中益気湯 2.5g/包 漢方製剤

ﾂﾑﾗ抑肝散ｴｷｽ顆粒(医療用) (ﾂﾑﾗ) 抑肝散 2.5g/包 漢方製剤

ﾂﾑﾗ六君子湯ｴｷｽ顆粒（医療用） (ﾂﾑﾗ) 六君子湯 2.5g/包 漢方製剤

＜抗生物質製剤  6100＞

■主としてグラム陽性菌に作用するもの  6110　

ペニシリン系抗生物質製剤　6111　

バイシリンG顆粒40万単位 (MSD) ﾍﾞﾝｼﾞﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝﾍﾞﾝｻﾞﾁﾝ 40万単位/1g ペニシリン系抗菌剤

注射用ﾍﾟﾆｼﾘﾝGｶﾘｳﾑ100万単位 (Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ) ﾍﾞﾝｼﾞﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 100万単位/瓶 ペニシリン系抗菌剤

リンコマイシン系抗生物質製剤　6112　

ダラシンカプセル150mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ塩酸塩 150mg/C リンコマイシン系抗菌剤

クリンダマイシンリン酸エステル注射液
600mg「サワイ」

(沢井) ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ 600mg/4mL/管 リンコマイシン系抗菌剤

バンコマイシン製剤　6113　

バンコマイシン塩酸塩散0.5g
｢MEEK｣

(Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ) ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩 0.5g/瓶 グリコペプチド系抗菌剤

バンコマイシン点滴静注用0.5g
「トーワ」

(東和) ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩 0.5ｇ/瓶 グリコペプチド系抗菌剤

その他、主にグラム陽性菌に作用する抗生物質製剤　6119　

バクトロバン鼻腔用軟膏2% (GSK) ﾑﾋﾟﾛｼﾝｶﾙｼｳﾑ水和物 3g/本 抗ＭＲＳＡ抗菌剤

劇 テイコプラニン点滴静注用400mg
「トーワ」

(東和) ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ 400mg/瓶 グリコペプチド系抗菌剤

劇 アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミ
ファ」

(日本ｹﾐﾌｧ) ｱﾙﾍﾞｶｼﾝ硫酸塩 100mg/2mL/管 アミノグリコシド系
抗ＭＲＳＡ抗菌剤

キュビシン静注用350mg (MSD) ﾀﾞﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ 350mg/瓶 環状リポペプチド系抗菌剤
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■主としてグラム陰性菌に作用するもの　6120　

アミノ糖系抗生物質製剤　6123　

劇 トブラシン注60mg (ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ) ﾄﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ 60mg/管 アミノグリコシド系抗菌剤

アミカシン硫酸塩注射液100mg
｢サワイ｣

(沢井) ｱﾐｶｼﾝ硫酸塩 100mg/1mL/管 アミノグリコシド系抗菌剤

■主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの　6130　

ペニシリン系抗生物質製剤　6131　

ビクシリン注射用0.25g (Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ) ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 250mg/瓶 ペニシリン系抗菌剤

ビクシリン注射用1g (Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ) ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 1g/瓶 ペニシリン系抗菌剤

アモキシシリンカプセル250mg
「日医工」

(日医工) ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 250mg/C ペニシリン系抗菌剤

ワイドシリン細粒20% (Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ) ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 200mg/1g ペニシリン系抗菌剤

ペントシリン注射用1g (大正富山) ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 1g/瓶 ペニシリン系抗菌剤

セフェム系抗生物質製剤　6132　

セファレキシン錠250mg｢日医工｣ (日医工) ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 250mg/錠 セフェム系抗菌剤

セファクロル細粒小児用10%
「サワイ」

(塩野義) ｾﾌｧｸﾛﾙ 100mg/1g セフェム系抗菌剤

セファゾリンNa注射用1g「NP」 (ﾆﾌﾟﾛ) ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 1g/瓶 セフェム系抗菌剤

セファゾリンNa点滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞ｢ｵｰﾂ
ｶ｣

(大塚工場) ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 1g/ｷｯﾄ(生食100mL) セフェム系抗菌剤

セフジニル細粒小児用10%
「サワイ」

(沢井) ｾﾌｼﾞﾆﾙ 100mg/1g セフェム系抗菌剤

セフメタゾールNa静注用1g「NP」 (ﾆﾌﾟﾛ) ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 1g/瓶 セフェム系抗菌剤

ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ点滴静注用ﾊﾞｯｸﾞ1g｢
NP｣

(ﾆﾌﾟﾛ) ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 1g/ｷｯﾄ(生食100mL) セフェム系抗菌剤

セフポドキシムプロキセチル錠100mg「サ
ワイ」

(沢井) ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 100mg/錠 セフェム系抗菌剤

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg
「サワイ」

(沢井) ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩 100mg/錠 セフェム系抗菌剤

フロモックス小児用細粒100mg (塩野義) ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩 100mg/1g セフェム系抗菌剤

セフジトレンピボキシル錠100mg「トーワ」 (東和) ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg/錠 セフェム系抗菌剤

メイアクトMS小児用細粒10% (Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ) ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 100mg/1g セフェム系抗菌剤

クラフォラン注射用1g (ｻﾉﾌｨ) ｾﾌｫﾀｷｼﾑﾅﾄﾘｳﾑ 1g/瓶 セフェム系抗菌剤

セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日
医工」

(日医工) ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ 1g/瓶 セフェム系抗菌剤

モベンゾシン静注用1g (日本ｹﾐﾌｧ) ｾﾌﾀｼﾞｼﾞﾑ 1g/瓶 セフェム系抗菌剤

注射用マキシピーム1g (ﾌﾞﾘｽﾄﾙ) 塩酸ｾﾌｪﾋﾟﾑ 1g/瓶 セフェム系抗菌剤

オキサセフェム系抗生物質製剤　6133　

フルマリン静注用1g (塩野義) ﾌﾛﾓｷｾﾌﾅﾄﾘｳﾑ 1g/瓶 オキサセフェム系抗菌剤

アミノ糖系抗生物質製剤　6134　

劇 ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医
工」

(日医工) ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩 10mg/1mL/管 アミノグリコシド系抗菌剤

劇 ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医
工」

(日医工) ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩 40mg/1mL/管 アミノグリコシド系抗菌剤

ホスホマイシン製剤　6135　

ホスミシン錠500mg (Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ) ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ
水和物

500mg/錠 ホスホマイシン系抗菌剤

ホスホマイシンカルシウムドライ
シロップ40%「日医工」

(日医工) ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 400mg/1g ホスホマイシン系抗菌剤

ホスホマイシンNa静注用2g「NP」 (ﾆﾌﾟﾛ) ﾎｽﾎﾏｲｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 2g/瓶 ホスホマイシン系抗菌剤

その他、主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの　6139　
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オーグメンチン配合錠125SS (GSK) ｱﾓｷｼｼﾘﾝ･ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸ｶﾘ
ｳﾑ

187.5mg/錠 β-ﾗｸﾀﾏｰｾﾞ阻害剤配合
ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗菌剤

クラバモックス小児用配合ドライシロップ (GSK) ｱﾓｷｼｼﾘﾝ･ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸ｶﾘ
ｳﾑ

配合剤/0.505ｇ/包 β-ﾗｸﾀﾏｰｾﾞ阻害剤配合
ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗菌剤

スルバシリン静注用1.5g (Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ) ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑ･ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 1.5g/瓶 β－ラクタマーゼ阻害剤
配合ペニシリン系抗菌剤

セフォセフ静注用1g (沢井) ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑ･ｾﾌｫﾍﾟﾗｿﾞﾝ 1g/瓶 β－ラクタマーゼ阻害剤
配合セフェム系抗菌剤

タゾピペ配合静注用2.25｢DSEP｣ (第一三共ｴｽﾌｧ) ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ･ﾋﾟﾍﾟﾗ
ｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ

2.25ｇ/瓶 β－ラクタマーゼ阻害剤
配合ペニシリン系抗菌剤

タゾピペ配合静注用4.5｢DSEP｣ (第一三共ｴｽﾌｧ) ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ･ﾋﾟﾍﾟﾗ
ｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ

4.5ｇ/瓶 β－ラクタマーゼ阻害剤
配合ペニシリン系抗菌剤

チエペネム点滴静注用0.5g (日本ｹﾐﾌｧ) ｲﾐﾍﾟﾈﾑ･ｼﾗｽﾀﾁﾝ 500mg/瓶 カルバペネム系抗菌剤

フィニバックス点滴静注用0.5ｇ (塩野義) ﾄﾞﾘﾍﾟﾈﾑ水和物 500mg/瓶 カルバペネム系抗菌剤

メロペネム点滴静注用0.5g「明治」 (Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ) ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ 三水和物 500mg/瓶 カルバペネム系抗菌剤

ファロム錠150mg (ﾏﾙﾎ) ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ 150mg/錠 ペネム系抗菌剤

ファロムドライシロップ小児用10% (ﾏﾙﾎ) ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ 100mg/1g ペネム系抗菌剤

■主としてｸﾞﾗﾑ(+)菌、ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏに作用するもの　6140　

エリスロマイシン製剤　6141　

エリスロシンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ10% (ﾏｲﾗﾝEPD) ｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg/1g マクロライド系抗菌剤

エリスロシン点滴静注用500mg (ﾏｲﾗﾝEPD) ﾗｸﾄﾋﾞｵﾝ酸ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 500mg/瓶 マクロライド系抗菌剤

その他、主としてｸﾞﾗﾑ(+)菌､ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏに作用するもの　6149　

クラリスロマイシン錠200mg｢サワイ｣ (沢井) ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 200mg/錠 マクロライド系抗菌剤

クラリスロマイシンDS小児用10%　　｢タカ
タ｣

(高田) ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 100mg/1g マクロライド系抗菌剤

アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 (第一三共ｴｽﾌｧ) ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ 水和物 250mg/錠 マクロライド系抗菌剤

ジスロマック錠600mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ 水和物 600mg/錠 マクロライド系抗菌剤

アジスロマイシン小児用細粒10％｢タカ
タ｣

(高田) ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ 水和物 100mg/1g マクロライド系抗菌剤

ジスロマック点滴静注用500mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ 水和物 500mg/瓶 マクロライド系抗菌剤

■主としてｸﾞﾗﾑ(+)(-)菌､ﾘｯｹﾁｱ､ｸﾗﾐｼﾞｱに作用するもの　6150　

テトラサイクリン系抗生物質製剤　6152　

ミノサイクリン塩酸塩錠50mg
｢日医工｣

(日医工) ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩 50mg/錠  テトラサイクリン系抗菌剤

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg
「サワイ」

(沢井) ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩 100mg/瓶 テトラサイクリン系抗菌剤

■主として抗酸菌に作用するもの　6160　

ストレプトマイシン系抗生物質製剤　6161　

硫酸ストレプトマイシン注射用1g
｢明治｣

(Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ) 硫酸ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ 1g/瓶 抗結核薬

リファンピシン製剤　6164　

ミコブティンカプセル150mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾘﾌｧﾌﾞﾁﾝ 150mg/C リファマイシン系抗菌剤

リファンピシンカプセル150mg「サンド」 (ﾆﾌﾟﾛ) ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 150mg/C リファマイシン系抗菌剤

■主としてカビに作用するもの　6170　

アムホテリシンB製剤　6173　

劇 ハリゾンシロップ100mg/mL (富士製薬) ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 100mg/1mL 抗真菌剤

毒 アムビゾーム点滴静注用50mg (大日本住友) ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 50mg/瓶 抗真菌剤

その他、主としてカビに作用するもの　6179

劇 ブイフェンド錠50mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ボリコナゾール 50mg/錠 抗真菌剤
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劇 ブイフェンド200mg静注用 (ﾌｧｲｻﾞｰ) ボリコナゾール 200mg/瓶 抗真菌剤

劇 ファンガード点滴用50mg (ｱｽﾃﾗｽ) ﾐｶﾌｧﾝｷﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ 50mg/瓶 抗真菌剤

■その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む）　6190　

他に分類されない抗生物質製剤　6199　

リフキシマ錠200mg (あすか) ﾘﾌｧｷｼﾐﾝ 200mg/錠 肝性脳症における高アン
モニア血症の改善

＜化学療法剤　6200＞

■サルファ剤　6210　

その他のサルファ剤　6219　

サラゾピリン錠500mg (田辺三菱) ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ 500mg/錠 潰瘍性大腸炎治療剤

■抗結核剤　6220　

イソニアジド系製剤　6222　

イスコチン錠100mg (第一三共) ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 100mg/錠 抗結核剤

イスコチン注100mg (第一三共) ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 100mg/2mL/管 抗結核剤

ピラジナミド製剤　6223　

ピラマイド原末 (第一三共) ﾋﾟﾗｼﾞﾅﾐﾄﾞ 抗結核剤

エタンブトール製剤　6225　

劇 エサンブトール錠250mg (ｻﾝﾄﾞ) 塩酸ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ 250mg/錠 抗結核剤

■合成抗菌剤　6240　

ピリドンカルボン酸系製剤　6241　

アベロックス錠400mg (ﾊﾞｲｴﾙ薬品) ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩 400mg/錠 ニューキノロン系抗菌剤

シプロフロキサシン錠200mg
｢日医工｣

(日医工) 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 200mg/錠 ニューキノロン系抗菌剤

シプロフロキサシン点滴静注
300mg/150mL「明治」

(Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ) ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 300mg/150mL/瓶 ニューキノロン系抗菌剤

オゼックス小児用細粒15% (大正富山) ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩水
和物

150mg/1g ニューキノロン系抗菌剤

レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 (第一三共ｴｽﾌｧ) ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 250mg/錠 ニューキノロン系抗菌剤

レボフロキサシン細粒10％「DSEP」 (第一三共ｴｽﾌｧ) ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 250mg/2.5g/包 ニューキノロン系抗菌剤

クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL (第一三共) ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 500mg/100mL/ｷｯﾄ ニューキノロン系抗菌剤

その他の合成抗菌剤　6249

ザイボックス注射液600mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾘﾈｿﾞﾘﾄﾞ 600mg/300mL/袋 ｵｷｻｿﾞﾘｼﾞﾉﾝ系抗菌剤

■抗ウイルス剤　6250　

バラシクロビル錠500mg「トーワ」 (東和) ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ塩酸塩 500mg/錠 抗ウイルス剤

ビクロックス顆粒40% (Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ) ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 400mg/1g 抗ウイルス剤

アシクロビル軟膏5%「トーワ」 (東和) ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 5g/本 外用抗ウイルス剤

アシクロビル点滴静注用250mg「PP」 (ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ) ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 250mg/管 抗ウイルス剤

ビダラビン軟膏3%「MEEK」 (Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ) ﾋﾞﾀﾞﾗﾋﾞﾝ 5g/本 外用抗ウイルス剤

アラセナ-A点滴静注用300mg (持田) ﾋﾞﾀﾞﾗﾋﾞﾝ 300mg/瓶 抗ウイルス剤

生物 シナジス筋注液50mg (ｱｯｳﾞｨ) ﾊﾟﾘﾋﾞｽﾞﾏﾌﾞ 50mg/0.5mL/瓶 抗ＲＳＶモノクローナル抗
体製剤

生物 シナジス筋注液100mg (ｱｯｳﾞｨ) ﾊﾟﾘﾋﾞｽﾞﾏﾌﾞ 100mg/1mL/瓶 抗ＲＳＶモノクローナル抗
体製剤

劇 バラクルード錠0.5mg (ﾌﾞﾘｽﾄﾙ) ｴﾝﾃｶﾋﾞﾙ水和物 0.5mg/錠 抗ＨＢＶ剤
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ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg (塩野義) ﾍﾟﾗﾐﾋﾞﾙ水和物 150mg/15mL/瓶 抗ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

ゾフルーザ錠10mg
(感染症内科・小児科限定薬)

(塩野義) ﾊﾞﾛｷｻﾋﾞﾙ ﾏﾙﾎﾞｷｼﾙ 10mg/錠  抗ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

ゾフルーザ錠20mg
(感染症内科・小児科限定薬)

(塩野義) ﾊﾞﾛｷｻﾋﾞﾙ ﾏﾙﾎﾞｷｼﾙ 20mg/錠  抗ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

タミフルカプセル75 (中外) ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙﾘﾝ酸塩 75mg/C 抗ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

タミフルドライシロップ3% (中外) ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙﾘﾝ酸塩 30mg/1g 抗ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

リレンザ (GSK) ｻﾞﾅﾐﾋﾞﾙ水和物 5mg/B 抗ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ剤

毒 バリキサ錠450mg (田辺三菱) ｶﾞﾝｼｸﾛﾋﾞﾙ 450mg/錠 抗サイトメガロウイルス剤

毒 デノシン点滴静注用500mg (田辺三菱) ｶﾞﾝｼｸﾛﾋﾞﾙ 500mg/瓶 抗サイトメガロウイルス剤

毒 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL (ｸﾘﾆｼﾞｪﾝ) ﾎｽｶﾙﾈｯﾄﾅﾄﾘｳﾑ水和物 6g/250mL/瓶 抗サイトメガロウイルス剤

劇 プレバイミス錠240mg※ (MSD) ﾚﾃﾙﾓﾋﾞﾙ  240mg錠  サイトメガロウイルス感染
発症予防

劇 プレバイミス点滴静注240mg※ (MSD) ﾚﾃﾙﾓﾋﾞﾙ   240mg/12mL/瓶 サイトメガロウイルス感染
発症予防

劇生物 アイセントレス錠600mg (MSD) ﾗﾙﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙｶﾘｳﾑ 600mg/錠 HIVインテグラーゼ阻害剤

劇 インテレンス錠100mg (ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ) ｴﾄﾗﾋﾞﾘﾝ 100mg/錠 抗ＨＩＶ剤

劇 エジュラント錠25mg (ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ) ﾘﾙﾋﾟﾋﾞﾘﾝ塩酸塩 25mg/錠  HIV治療剤            

劇 エピビル錠150 (GSK) ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ 150mg/錠 抗ＨＩＶ剤

劇 エプジコム配合錠 (GSK) ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ･硫酸ｱﾊﾞｶﾋﾞﾙ 配合剤/錠 抗ＨＩＶ剤

劇 ザイアジェン錠300mg (GSK) 硫酸ｱﾊﾞｶﾋﾞﾙ 300mg/錠 抗ＨＩＶ剤

劇 ストックリン錠200mg (MSD) ｴﾌｧﾋﾞﾚﾝﾂ 200mg/錠 抗ＨＩＶ剤

劇  デシコビ配合錠LT (鳥居) ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ･ﾃﾉﾎﾋﾞﾙｱﾗ
ﾌｪﾅﾐﾄﾞﾌﾏﾙ酸塩

配合剤/錠 抗ＨＩＶ剤

劇  デシコビ配合錠HT (鳥居) ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ･ﾃﾉﾎﾋﾞﾙｱﾗ
ﾌｪﾅﾐﾄﾞﾌﾏﾙ酸塩

配合剤/錠 抗ＨＩＶ剤

劇 テビケイ錠50mg (GSK) ﾄﾞﾙﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙﾅﾄﾘｳﾑ 50mg/錠 抗ＨＩＶ剤

劇 トリーメク配合錠  (GSK) ﾄﾞﾙﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙ･ｱﾊﾞｶﾋﾞﾙ･ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ配合剤/錠 HIV治療剤            

劇 ノービア錠100mg (ｱｯｳﾞｨ) ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ 100mg/錠 抗ＨＩＶ剤

劇 プリジスタ錠600mg (ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ) ﾀﾞﾙﾅﾋﾞﾙｴﾀﾉｰﾙ付加物 600mg/錠 抗ＨＩＶ剤

劇 プリジスタナイーブ錠800mg (ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ) ﾀﾞﾙﾅﾋﾞﾙｴﾀﾉｰﾙ付加物 800mg/錠 抗ＨＩＶ剤

劇 プレジコビックス配合錠 (ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ) ﾀﾞﾙﾅﾋﾞﾙｴﾀﾉｰﾙ付加物・
ｺﾋﾞｼｽﾀｯﾄ

配合剤/錠 抗ＨＩＶ剤

劇 レトロビルカプセル100mg (GSK) ｼﾞﾄﾞﾌﾞｼﾞﾝ 100mg/C 抗ＨＩＶ剤

■その他の化学療法剤　6290　

イトリゾール内用液1% (ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ) ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 10mg/1mL 抗真菌剤

フルコナゾールｶﾌﾟｾﾙ100mg
「サワイ」

(沢井) ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg/C 抗真菌剤

フルコナゾール静注液100mg
「タカタ」

(高田) ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg/50mL/瓶 抗真菌剤

バクトラミン配合錠 (太陽ﾌｧﾙﾏ) ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ･ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

配合剤/錠 ＳＴ合剤

バクトラミン配合顆粒 (太陽ﾌｧﾙﾏ) ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ･ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

配合剤 ＳＴ合剤

フロリードゲル経口用2% (持田) ﾐｺﾅｿﾞｰﾙ 100mg/5g/本 抗真菌剤

サムチレール内用懸濁液15％ (GSK) ｱﾄﾊﾞｺﾝ 750mg/5mL/包 ニューモシスチス肺炎治
療剤

＜6300　生物学的製剤＞

■ワクチン類　6310　

細菌ワクチン類　6311　

劇生物 アクトヒブ (第一三共) 破傷風ﾄｷｿｲﾄﾞ結合ｲﾝﾌ
ﾙｴﾝｻﾞ菌b型多糖

１瓶 インフルエンザ菌ｂ型ワク
チン

劇生物 ニューモバックスNP (MSD) 肺炎球菌ﾜｸﾁﾝ 575μg/0.5mL/瓶 23価肺炎球菌ワクチン
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劇生物 プレベナー13水性懸濁注 (ﾌｧｲｻﾞｰ) 沈降13価肺炎球菌結合
型ﾜｸﾁﾝ

0.5mL/筒 13価肺炎球菌ワクチン

ウイルスワクチン類　6313　

劇生物 フルービックＨＡ (田辺三菱) ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ 0.5mL/瓶 インフルエンザワクチン

劇生物 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢ﾋﾞｹﾝHA｣ (田辺三菱) ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ 1mL/瓶 インフルエンザワクチン

劇生物 エイムゲン (ｱｽﾃﾗｽ) 乾燥組織培養不活化A
型肝炎ﾜｸﾁﾝ

0.5μg/0.5mL Ａ型肝炎ワクチン

劇生物 経口生ポリオワクチン (日本ﾎﾟﾘｵ研究所) 経口生ﾎﾟﾘｵﾜｸﾁﾝ 1mL(20人分)/瓶 経口生ポリオワクチン

劇生物 イモバックスポリオ皮下注 (ｻﾉﾌｨ) 不活化ﾎﾟﾘｵﾜｸﾁﾝ 0.5mL/筒 不活化ポリオワクチン

劇生物 サーバリックス (GSK) ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｲﾙｽ粒子様
ﾜｸﾁﾝ

0.5mL/筒 子宮頸がんワクチン

劇生物 ヘプタバックス－ＩＩ (MSD) 組換え沈降B型肝炎ﾜｸ
ﾁﾝ(酵母由来)

10μg/0.5mL/瓶 Ｂ型肝炎ワクチン

劇生物 おたふくかぜ生ワクチン｢北里第一三共｣ (第一三共) 乾燥弱毒生おたふくか
ぜﾜｸﾁﾝ

1人分/瓶 ワクチン類

劇生物 乾燥弱毒生水痘ワクチン｢ビケン｣ (武田) 乾燥弱毒生水痘ﾜｸﾁﾝ 1人分/瓶 ワクチン類

劇生物 乾燥弱毒生風しんワクチン｢タケダ｣ (武田) 乾燥弱毒生風しんﾜｸﾁﾝ 1人分/瓶 ワクチン類

劇生物 乾燥弱毒生麻しんワクチン (第一三共) 乾燥弱毒生麻しんﾜｸﾁﾝ 1人分/瓶 ワクチン類

劇生物 組織培養不活化狂犬病ワクチン (ｱｽﾃﾗｽ) 乾燥組織培養不活化狂
犬病ﾜｸﾁﾝ

107LD50以上/1mL ワクチン類

劇生物 ジェービックV (武田) 乾燥細胞培養日本脳炎
ﾜｸﾁﾝ

1人分/瓶 ワクチン類

■毒素及びトキソイド類　6320　

トキソイド類　6322　

劇生物 沈降破傷風トキソイドキット｢タケダ｣ (武田) 沈降破傷風ﾄｷｿｲﾄﾞ 0.5mL/筒 トキソイド類

■血液製剤類　6340　

血漿分画製剤　6343　

特生 アルブミナー5%静注12.5g/250mL (CSLﾍﾞｰﾘﾝｸﾞ) 人血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝ 5%　12.5g/250mL/瓶 アルブミン製剤

特生 献血ｱﾙﾌﾞﾐﾝ25%静注12.5g/50mL｢ﾆﾁﾔｸ｣ (日本製薬) ﾋﾄ血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝ 25%　12.5g/50mL/瓶 アルブミン製剤

特生 献血ノンスロン1500注射用 (日本製薬) 乾燥濃縮人ｱﾝﾁﾄﾛﾝﾋﾞﾝ
III

1,500単位/瓶 アンチトロンビン製剤

特生 グロブリン筋注450mg／3mL｢JB｣ (日本血液製剤機
構)

人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ 450mg/3mL/瓶 筋注用人免疫グロブリン
製剤

特生 献血ヴェノグロブリンIH
10%静注5g/50mL[神経内科限定]

(日本血液製剤機
構)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理人
免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ

5g/50mL  筋注用人免疫グロブリン
製剤

特生 献血グロベニン－I静注用2500mg (日本製薬) 乾燥ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処
理人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ

2.5g/瓶 静注用人免疫グロブリン
製剤

特生 献血ベニロン－I静注用500mg (帝人ﾌｧｰﾏ) 乾燥ｽﾙﾎ化人免疫ｸﾞﾛ
ﾌﾞﾘﾝ

500mg/瓶 静注用人免疫グロブリン
製剤

特生 献血ベニロン－I静注用2500mg (帝人ﾌｧｰﾏ) 乾燥ｽﾙﾎ化人免疫ｸﾞﾛ
ﾌﾞﾘﾝ

2.5g/瓶 静注用人免疫グロブリン
製剤

特生 献血ポリグロビンN5%静注5g/100mL (日本血液製剤機
構)

pH4処理酸性人免疫ｸﾞﾛ
ﾌﾞﾘﾝ

5g/100mL/瓶 静注用人免疫グロブリン
製剤

特生 サングロポール点滴静注用2.5g (CSLﾍﾞｰﾘﾝｸﾞ) 乾燥pH４処理酸性人免
疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ

2.5g/瓶 静注用人免疫グロブリン
製剤

特生 抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位／
1mL「JB」

(日本血液製剤機
構)

抗HBs人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ 200単位/1mL/瓶 抗ＨＢｓ人免疫グロブリン
製剤

特生 抗HBs人免疫グロブリン筋注1000単位
／5mL「JB」

(日本血液製剤機
構)

抗HBs人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ 1,000単位/5mL/瓶 抗ＨＢｓ人免疫グロブリン
製剤

特生 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍｢
JB｣

(日本血液製剤機
構)

乾燥抗D(Rho)人免疫ｸﾞ
ﾛﾌﾞﾘﾝ

1,000倍/瓶 抗Ｄ人免疫グロブリン製
剤

特生 テタノブリンIH静注250単位 (日本血液製剤機
構)

乾燥ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処
理抗破傷風人免疫ｸﾞﾛ
ﾌﾞﾘﾝ

250IU/瓶 抗破傷風人免疫グロブリ
ン製剤

特生 ハプトグロビン静注2000単位「JB」 (日本血液製剤機
構)

人ﾊﾌﾟﾄｸﾞﾛﾋﾞﾝ 2,000単位/100mL/瓶 溶血ヘモグロビン処理用
剤

特生 フィブロガミンP静注用 (CSLﾍﾞｰﾘﾝｸﾞ) ﾋﾄ血漿由来乾燥血液凝
固XIII因子

正常人血漿1mL中含有
量の240倍1瓶

血液凝固ⅩⅢ因子製剤
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特生 フィブリノゲンHT静注用1g｢JB｣
[産婦人科限定]

(日本血液製剤機
構)

乾燥人ﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝ 1g/瓶 血液凝固剤

特生 ケイセントラ静注用500 (CSLﾍﾞｰﾘﾝｸﾞ) 500国際単位/瓶 乾燥濃縮人プロトロンビ
ン複合体

静注用人プロトロンビン複
合体製剤

特生 ケイセントラ静注用1000 (CSLﾍﾞｰﾘﾝｸﾞ) 1000国際単位/瓶 乾燥濃縮人プロトロンビ
ン複合体

静注用人プロトロンビン複
合体製剤

■混合生物学的製剤　6360　

劇生物 クアトロバック皮下注シリンジ (ｱｽﾃﾗｽ) 沈降精製百日せきｼﾞﾌﾃ
ﾘｱ破傷風不活化ﾎﾟﾘｵ
混合ﾜｸﾁﾝ

0.5mL/筒 ﾜｸﾁﾝ･ﾄｷｿｲﾄﾞ混合製剤

劇生物 沈降精製百日せきジフテリア破傷風　混
合ワクチン｢タケダ｣

(武田) 沈降精製百日せきｼﾞﾌﾃ
ﾘｱ破傷風混合ﾜｸﾁﾝ

0.5mL/筒 ﾜｸﾁﾝ･ﾄｷｿｲﾄﾞ混合製剤

劇生物 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド
「タケダ」

(武田) 沈降ジフテリア破傷風
混合トキソイド

1mL/瓶 ﾄｷｿｲﾄﾞ混合製剤

劇生物 はしか風しん混合生ワクチン「北里第一
三共」

(第一三共) 乾燥弱毒生麻しん風し
ん混合ﾜｸﾁﾝ

一人分/瓶 ウイルスワクチン類混合
製剤

■その他の生物学的製剤　6390　

結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤　6391　

劇生物 イムノブラダー膀注用80mg (日本BCG) 乾燥BCG膀胱内用(日
本株)

80mg/瓶 免疫賦活剤

精製ツベルクリン　6393　

劇生物 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人
用

(日本BCG) 精製ﾂﾍﾞﾙｸﾘﾝ 0.25μg/瓶 生物学的製剤

その他の生物学的製剤　6399　

劇生物 スミフェロン注ＤＳ600万ＩＵ (大日本住友) ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ-α注射液 600万IU/筒 ＩＦＮ－α製剤

劇 ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ皮下注用50μg/0.5mL用 (MSD) IFN-α-2b 50μg/0.5mL/瓶 ＰEG－ＩＦＮ－α－2ｂ製剤

劇 ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ皮下注用100μg/0.5mL用 (MSD) IFN-α-2b 100μg/0.5mL/瓶 ＰEG－ＩＦＮ－α－2ｂ製剤

劇 ペガシス皮下注90μg (中外) ペグインターフェロンα
－2ａ

90μg/瓶 ＰEG－ＩＦＮ-α-2a製剤

劇 ペガシス皮下注180μg (中外) ペグインターフェロンα
－2ａ

180μg/瓶 ＰEG－ＩＦＮ-α-2a製剤

劇生物 フエロン注射用300万 (東ﾚ) 注射用乾燥ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ-
β

300万IU/瓶 ＩＦＮ－β製剤

劇生物 イムネース注35 (塩野義) ﾃｾﾛｲｷﾝ 35万国内標準単位/瓶 ＩＬ－2製剤

劇特生 ベタフェロン皮下注用960万国際
単位

(バイエル) ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ-β-1b 960万IU/瓶 ＩＦＮ－β－1ｂ製剤

劇生物 サイモグロブリン点滴静注用25mg (ｻﾉﾌｨ) 抗ﾋﾄ胸腺細胞ｳｻｷﾞ免
疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ

25mg/瓶 抗ﾋﾄ胸腺細胞免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘ
ﾝ

生物 ジーンプラバ点滴静注625mg (MSD) ﾍﾞｽﾞﾛﾄｸｽﾏﾌﾞ 625mg/25mL/瓶 CD感染症の再発抑制   

＜寄生動物用薬　6400＞

■抗原虫剤　6410　

キニーネ製剤　6415　

塩酸キニーネ｢ホエイ｣ (ﾌｧｲｻﾞｰ) ｷﾆｰﾈ塩酸塩水和物 原末 抗原虫剤

その他の抗原虫剤　6419　

アネメトロ点滴静注液500mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 500mg/100mL/瓶 嫌気性菌感染症治療剤

アメパロモカプセル250mg                                                       (ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾊﾟﾛﾓﾏｲｼﾝ硫酸塩 250mg/Ｃ 腸管アメーバ症治療剤

バクトラミン注 (太陽ﾌｧﾙﾏ) ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ･ﾄﾘﾒﾄ
ﾌﾟﾘﾑ

配合剤　5mL/管 ＳＴ合剤

フラジール内服錠250mg (塩野義) ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 250mg/錠 抗トリコモナス剤

劇 ベナンバックス注用300mg (ｻﾉﾌｨ) ｲｾﾁｵﾝ酸ﾍﾟﾝﾀﾐｼﾞﾝ 300mg/瓶 カリニ肺炎治療剤
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劇 マラロン配合錠                                                                (ＧＳＫ) ｱﾄﾊﾞｺﾝ･ﾌﾟﾛｸﾞｱﾆﾙ塩
酸塩

配合剤/錠 マラリア治療剤

メファキン｢ﾋｻﾐﾂ｣錠275 (久光) ﾒﾌﾛｷﾝ塩酸塩 275mg/錠 マラリア治療剤

劇 プリマキン錠15mg「サノフィ｣ (ｻﾉﾌｨ) ﾌﾟﾘﾏｷﾝﾘﾝ酸塩 15mg/錠  マラリア治療剤

劇 リアメット配合錠 (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) ｱﾙﾃﾒﾃﾙ･ﾙﾒﾌｧﾝﾄﾘﾝ 配合剤/錠 マラリア治療剤

■駆虫剤　6420　

その他の駆虫剤　6429　

コンバントリンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ100mg (ﾌｧｲｻﾞｰ) ﾊﾟﾓ酸ﾋﾟﾗﾝﾃﾙ 100mg/1g 駆虫剤

ビルトリシド錠600mg (ﾊﾞｲｴﾙ) ﾌﾟﾗｼﾞｶﾝﾃﾙ 600mg/錠 駆虫剤

＜調剤用薬　7100＞

■賦形剤　7110　

乳糖類　7111　

乳糖水和物｢ﾖｼﾀﾞ｣ (吉田製薬) 乳糖水和物 原末 賦形剤

デンプン類　7112　

トウモロコシデンプン｢ﾖｼﾀﾞ｣ (吉田製薬) ﾄｳﾓﾛｺｼﾃﾞﾝﾌﾟﾝ 原末 賦形剤

■軟膏基剤　7120　

その他の軟膏基剤　7129　

オリブ油｢ﾖｼﾀﾞ｣ (吉田製薬) ｵﾘﾌﾞ油 100mL/瓶 皮膚・粘膜保護剤

吸水クリーム「ニッコー」 (丸石) 吸水軟膏 500g/瓶 軟膏基剤

精製ラノリン (日興) 精製ﾗﾉﾘﾝ 500g/瓶 軟膏基剤

ソルベース (陽進堂) ﾏｸﾛｺﾞｰﾙ 500g/瓶 軟膏基剤

白色ワセリン (中北) 白色ﾜｾﾘﾝ 500g/瓶 軟膏基剤

■溶解剤　7130　

精製水類　7131　

注射用蒸留水 (共和ｸﾘﾃｨｹｱ) 注射用蒸留水 5mL/管 注射用水

大塚蒸留水 (大塚工場) 注射用蒸留水 20mL/管 注射用水

大塚蒸留水 (大塚工場) 注射用蒸留水 100mL/瓶 注射用水

大塚蒸留水(ゴム栓タイプ) (大塚工場) 注射用蒸留水 500mL/瓶 注射用水

大塚蒸留水(広口開栓タイプ) (大塚工場) 注射用蒸留水 500mL/瓶 注射用水

滅菌精製水 (吉田製薬) 滅菌精製水 4L/瓶 滅菌精製水

■矯味、矯臭、着色剤　7140　

シロップ製剤　7142　

単シロップ (中北) 単ｼﾛｯﾌﾟ 500mL/瓶 矯味剤

その他の矯味、矯臭、着色剤　7149　

クエン酸水和物｢ヨシダ｣ (吉田製薬) ｸｴﾝ酸 500g/瓶 矯味剤

ハッカ油｢ヨシダ｣ (吉田製薬) ﾊｯｶ油 20mL/瓶 矯味・矯臭剤

■その他の調剤用薬　7190　

塩化ナトリウム「オーツカ」 (大塚製薬) 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500g/箱 塩化ナトリウム

ホスコE-75 (丸石) ｳｲﾃﾌﾟｿﾞｰﾙ 500g/瓶 ウイテプゾール

ホスコH-15 (丸石) ｳｲﾃﾌﾟｿﾞｰﾙ 500g/瓶 ウイテプゾール

ホスコS-55 (丸石) ｳｲﾃﾌﾟｿﾞｰﾙ 500g/瓶 ウイテプゾール

＜診断用薬(体外診断用医薬品を除く)　7200＞
■X線造影剤　7210　

ヨウ素化合物製剤　7211　
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ガストログラフイン経口・注腸用 (バイエル) ｱﾐﾄﾞﾄﾘｿﾞ酸ﾅﾄﾘｳﾑﾒｸﾞﾙﾐ
ﾝ

100mL/瓶 Ｘ線造影剤

リピオドール480注10mL (ｹﾞﾙﾍﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ) ﾖｰﾄﾞ化ｹｼ油脂肪酸ｴﾁﾙ
ｴｽﾃﾙ

10mL/管 Ｘ線造影剤

バリウム塩製剤　7212　

エネマスター注腸散 (伏見) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ   400g/袋  Ｘ線造影剤

バリコンミール (堀井) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ 1.2kg/瓶 Ｘ線造影剤

バリトゲンHD (伏見) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ 300g/瓶 Ｘ線造影剤

バリトゲン-デラックス (伏見) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ   600g/袋  Ｘ線造影剤

造影補助剤　7213　

バリエース発泡顆粒 (伏見) 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ･酒石
酸

2.5g/包 Ｘ線造影補助剤

バロス発泡顆粒 (堀井) 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ･酒石
酸

5g/包 Ｘ線造影補助剤

バロス発泡顆粒-S (堀井) 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ･酒石
酸

3.5g/包 Ｘ線造影補助剤

マグコロールP (堀井) ｸｴﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 50g/包 大腸検査・手術前処置用
下剤

配合製剤　7214　

ウログラフイン注60% (ﾊﾞｲｴﾙ) ｱﾐﾄﾞﾄﾘｿﾞ酸ﾅﾄﾘｳﾑﾒｸﾞﾙﾐ
ﾝ

60%20mL/管 Ｘ線造影剤

その他のＸ線造影剤　7219　

イオパミロン注150 (ﾊﾞｲｴﾙ) ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ 200mL/瓶 非イオン性Ｘ線造影剤

イオパミロン注300 (ﾊﾞｲｴﾙ) ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ 61.24%20mL/瓶 非イオン性Ｘ線造影剤

イオパミロン注300 (ﾊﾞｲｴﾙ) ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ 61.24%100mL/瓶 非イオン性Ｘ線造影剤

オイパロミン300注シリンジ50mL (富士製薬) ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ 61.24%50mL/筒 非イオン性Ｘ線造影剤

オイパロミン300注シリンジ100mL (富士製薬) ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ 61.24%100mL/筒 非イオン性Ｘ線造影剤

オイパロミン370注50mL
[ｱﾝｷﾞｵ室限定]

(富士製薬) ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ 75.52%50mL/瓶 非イオン性Ｘ線造影剤

オイパロミン370注100mL
[ｱﾝｷﾞｵ室限定]

(富士製薬) ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ 75.52%100mL/瓶 非イオン性Ｘ線造影剤

オイパロミン370注シリンジ80mL (富士製薬) イオパミドール 75.52%80mL/筒 非イオン性Ｘ線造影剤

オムニパーク240注10mL (第一三共) ｲｵﾍｷｿｰﾙ 51.26%10mL/瓶 非イオン性Ｘ線造影剤

オムニパーク300注50mL (第一三共) ｲｵﾍｷｿｰﾙ 64.71% 50mL/瓶 非イオン性Ｘ線造影剤

オムニパーク300注100mL (第一三共) ｲｵﾍｷｿｰﾙ 64.71% 100mL/瓶 非イオン性Ｘ線造影剤

イソビスト注240 (ﾊﾞｲｴﾙ) ｲｵﾄﾛﾗﾝ 51.26%10mL/瓶 非イオン性Ｘ線造影剤

イソビスト注300 (ﾊﾞｲｴﾙ) ｲｵﾄﾛﾗﾝ 64.08%10mL/瓶 非イオン性Ｘ線造影剤

ビリスコピン点滴静注50 (ﾊﾞｲｴﾙ) ｲｵﾄﾛｸｽ酸ﾒｸﾞﾙﾐﾝ 10.55% 100mL/瓶 イオン性Ｘ線造影剤

イオメロン350注50mL (ｴｰｻﾞｲ) ｲｵﾒﾌﾟﾛｰﾙ 71.44% 50mL/瓶 非イオン性Ｘ線造影剤

イオメロン350注100mL (ｴｰｻﾞｲ) ｲｵﾒﾌﾟﾛｰﾙ 71.44% 100mL/瓶 非イオン性Ｘ線造影剤

■機能検査用試薬　7220　

下垂体機能検査用試薬・その他の内分泌機能検査用試薬　7223　

アルギニン点滴静注30g｢AY｣ (ｴｲﾜｲﾌｧｰﾏ) 塩酸ｱﾙｷﾞﾆﾝ 30g/300mL/瓶 下垂体機能用検査薬

LH-RH注0.1mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ (ﾆﾌﾟﾛESﾌｧｰﾏ) 酢酸ｺﾞﾅﾄﾞﾚﾘﾝ 0.1mg/管 下垂体機能用検査薬

生物 注射用GRF住友50 (大日本住友) 酢酸ｿﾏﾄﾚﾘﾝ 50μg/瓶 機能検査用試薬

TRH注0.5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ (ﾆﾌﾟﾛESﾌｧｰﾏ) ﾌﾟﾛﾁﾚﾘﾝ 0.5mg/管 機能検査用試薬

ヒトＣＲＨ静注用100μg「タナベ」 (ﾆﾌﾟﾛESﾌｧｰﾏ) ｺﾙﾁｺﾚﾘﾝ(ﾋﾄ) 100μg/瓶 機能検査用試薬

プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg
「ｻﾜｲ」

(沢井) ﾌﾟﾛﾁﾚﾘﾝ酒石酸塩 0.5mg/1mL/管 遷延性意識障害治療剤、
脊髄小脳変性症治療剤、
TSH分泌機能検査用剤

肝機能検査用試薬　7224　

ジアグノグリーン注射用25mg (第一三共) ｲﾝﾄﾞｼｱﾆﾝｸﾞﾘｰﾝ 25mg/瓶 機能検査用試薬

腎機能検査用試薬　7225　
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インジゴカルミン注20mg
「第一三共」

(第一三共) ｲﾝｼﾞｺﾞｶﾙﾐﾝ 20mg/5mL/管 腎機能検査用薬

その他の機能検査用試薬　7229　

劇 アンチレクス静注10mg (杏林) 塩化ｴﾄﾞﾛﾎﾆｳﾑ 10mg/1mL/管 機能検査用試薬

劇 グルカゴンGノボ注射用1mg (ｴｰｻﾞｲ) ｸﾞﾙｶｺﾞﾝ 1mg/瓶 グルカゴン製剤

■その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)　7290　

ユービット錠100mg (大塚製薬) 尿素(13C) 100mg/錠 Ｈ.ピロリ診断用薬

プロハンス静注シリンジ13mＬ (エーザイ) ｶﾞﾄﾞﾃﾘﾄﾞｰﾙ 13mL/筒 非イオン性MＲＩ用造影剤

EOB･プリモビスト注シリンジ (バイエル) ｶﾞﾄﾞｷｾﾄ酸ナトリウム 18.143%/10mL/筒 MＲＩ用造影剤

マグネスコープ静注38%シリンジ10mL (ｹﾞﾙﾍﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ) ガドテル酸メグルミン 37.695%10mL/筒 MＲＩ用造影剤

マグネスコープ静注38%シリンジ15mL (ｹﾞﾙﾍﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ) ガドテル酸メグルミン 37.695%15mL/筒 MＲＩ用造影剤

マグネビスト静注シリンジ (バイエル) ｶﾞﾄﾞﾍﾟﾝﾃﾄ酸ﾒｸﾞﾙﾐﾝ 37.14% 10mL/筒 MＲＩ用造影剤

リゾビスト注 (富士ﾌｨﾙﾑRIﾌｧｰ
ﾏ)

ﾌｪﾙｶﾙﾎﾞﾄﾗﾝ 44.6mg/1.6mL/瓶 肝臓用MＲＩ造影剤

レギチーン注射液５mg (ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) ﾌｪﾝﾄﾗﾐﾝﾒｼﾙ酸塩 ５mg/1mL/管 褐色細胞腫用α遮断剤

トレーランG液75g (陽進堂) ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ部分加水分解物 225mL/瓶 糖尿病診断用薬

フルオレサイト静注500mg (ｱﾙｺﾝﾌｧｰﾏ) ﾌﾙｵﾚｾｲﾝ 10%､5mL/瓶 診断用薬

フローレス眼検査用試験紙0.7mg (あゆみ) ﾌﾙｵﾚｾｲﾝﾅﾄﾘｳﾑ 1枚 診断用薬

ソナゾイド注射用16μL                                                         (第一三共) ﾍﾟﾙﾌﾙﾌﾞﾀﾝ １瓶 超音波診断用造影剤

アラグリオ顆粒剤分包1.5g (中外) ｱﾐﾉﾚﾌﾞﾘﾝ酸塩酸塩 1.5g/包 光線力学的診断薬

ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ陽性対照液
｢ﾄﾘｲ｣

(鳥居) ﾋｽﾀﾐﾝ二塩酸塩 ２mL/瓶  診断用アレルゲンエキス

＜公衆衛生用薬　7300＞

■防疫用殺菌消毒剤　7320　

劇 ステリゾール液2% (健栄) ｸﾞﾙﾀﾗｰﾙ 5L/瓶 グルタラール系殺菌消毒
剤

ディスオーパ消毒液0.55% (J&J) ﾌﾀﾗｰﾙ 3.8L/瓶 フタラール系殺菌消毒剤

＜その他治療を主目的としない医薬品　7900＞

■他に分類されない治療を主目的としない医薬品　7990　

アロンアルファA｢三共｣ (第一三共) ｼｱﾉｱｸﾘﾚｰﾄ 0.5g/管 瞬間接着剤

D-ソルビトール内用液75%｢ｺｰﾜ｣ (興和創薬) D-ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ 0.75g/1mL Ｘ線造影促進・栄養補給
剤

プロナーゼMS (科研) ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞ 2万単位/0.5g/包 検査前処置薬

ミオテクター冠血管注 (持田) 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ･塩化ｶﾘｳﾑ
配合剤

A液495mL､B液5mL 心停止・心筋保護液

ミンクリア内用散布液0.8% (あすか) l-ﾒﾝﾄｰﾙ 20mL/筒 胃蠕動運動抑制剤

ムーベン配合内用液 (日本製薬) ﾅﾄﾘｳﾑ･ｶﾘｳﾑ配合液 500mL/瓶 腸管洗浄剤          

特生 タコシール組織接着用シート (CSLﾍﾞｰﾘﾝｸﾞ) ﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝ配合剤 4.8cm×4.8cm/枚 組織接着剤

特生 タコシール組織接着用シート (CSLﾍﾞｰﾘﾝｸﾞ) ﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝ配合剤 9.5cm×4.8cm/枚 組織接着剤

特生 ボルヒール組織接着用 (帝人ﾌｧｰﾏ) ﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝ加XIII因子 0.5mL4瓶1組 組織接着剤

特生 ボルヒール組織接着用 (帝人ﾌｧｰﾏ) ﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝ加XIII因子 3mL4瓶1組 組織接着剤

特生 ボルヒール組織接着用 (帝人ﾌｧｰﾏ) ﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝ加XIII因子 5mL4瓶2組 組織接着剤

＜アルカロイド系麻薬(天然麻薬)　8100＞

■アヘンアルカロイド系麻薬　8110　
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あへんチンキ及びエキス類製剤　8113　

麻劇 アヘンチンキ (武田) ｱﾍﾝ ｱﾍﾝ末100mg/1mL(ﾓﾙﾋ
ﾈとして10mg/1mL)

オピオイド製剤

モルヒネ系製剤　8114　

麻毒 モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 (武田) ﾓﾙﾋﾈ塩酸塩 原末 オピオイド製剤

麻劇 モルヒネ塩酸塩錠10mg｢DSP｣ (大日本住友) ﾓﾙﾋﾈ塩酸塩 10mg/錠 オピオイド製剤

麻劇 オプソ内服液5mg (大日本住友) ﾓﾙﾋﾈ硫酸塩 5mg/2.5mL/包 オピオイド製剤

麻劇 オプソ内服液10mg (大日本住友) ﾓﾙﾋﾈ硫酸塩 10mg/5mL/包 オピオイド製剤

麻劇 MSツワイスロンカプセル10mg (帝國製薬) ﾓﾙﾋﾈ硫酸塩 10mg/C オピオイド製剤

麻劇 MSツワイスロンカプセル30mg (帝國製薬) ﾓﾙﾋﾈ硫酸塩 30mg/C オピオイド製剤

麻劇 アンペック坐剤10mg (大日本住友) ﾓﾙﾋﾈ硫酸塩 10mg/個 オピオイド製剤

麻劇 モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」 (塩野義) ﾓﾙﾋﾈ塩酸塩  10mg/1mL/管 麻薬性鎮痛剤         

麻劇 モルヒネ塩酸塩注射液｢ｼｵﾉｷﾞ｣50mg (塩野義) ﾓﾙﾋﾈ塩酸塩 50mg/5mL/管 オピオイド製剤

麻劇 アンペック注200mg (大日本住友) ﾓﾙﾋﾈ塩酸塩 200mg/5mL/管 オピオイド製剤

その他アヘンアルカロイド系麻薬　8119　

麻劇 オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」 (ﾃﾙﾓ) ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物 5mg/C オピオイド製剤

麻劇 オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」 (ﾃﾙﾓ) ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物 20mg/C オピオイド製剤

麻劇 オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」 (ﾃﾙﾓ) ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物 40mg/C オピオイド製剤

麻劇 オキノーム散2.5mg (塩野義) ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物 2.5mg/0.5g/包 オピオイド製剤

麻劇 オキノーム散5mg (塩野義) ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物 5mg/1g/包 オピオイド製剤

麻劇 オキファスト注10mg (塩野義) ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物 10mg/1mL/管 オピオイド製剤

麻劇 オキファスト注50mg (塩野義) ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物 50mg/5mL/管 オピオイド製剤

麻劇 ナルサス錠2mg （第一三共) ﾋﾄﾞﾛﾓﾙﾌｫﾝ塩酸塩 2mg/錠 徐放性麻薬性鎮痛剤

麻劇 ナルサス錠6mg （第一三共) ﾋﾄﾞﾛﾓﾙﾌｫﾝ塩酸塩 6mg/錠 徐放性麻薬性鎮痛剤

麻劇 ナルラピド錠1mg （第一三共) ﾋﾄﾞﾛﾓﾙﾌｫﾝ塩酸塩 1mg/錠 速効性麻薬性鎮痛剤

＜非アルカロイド系麻薬　8200＞

■合成麻薬　8210　

フェニルピペリジン系製剤　8211　

麻劇 ペチジン塩酸塩注射液35mg
｢ﾀｹﾀﾞ｣

(武田) ﾍﾟﾁｼﾞﾝ塩酸塩 35mg/1mL/管 オピオイド製剤

その他の合成麻薬　8219　

麻劇 デュロテップMTパッチ2.1mg (ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ) ﾌｪﾝﾀﾆﾙ 2.1mg/枚 オピオイド製剤

麻劇 デュロテップMTパッチ4.2mg (ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ) ﾌｪﾝﾀﾆﾙ 4.2mg/枚 オピオイド製剤

麻劇 イーフェンバッカル錠100μg (大鵬) ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩 100μg/錠 口腔粘膜吸収がん性疼
痛治療剤

麻劇 イーフェンバッカル錠200μg (大鵬) ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩 200μg/錠 口腔粘膜吸収がん性疼
痛治療剤

麻劇 フェントステープ1mg (協和発酵ｷﾘﾝ) ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩 1mg/枚 オピオイド製剤

麻劇 フェントステープ2mg (協和発酵ｷﾘﾝ) ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩 2mg/枚 オピオイド製剤

麻劇 フェンタニル注射液0.1mg｢ﾔﾝｾﾝ｣ (ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ) ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩 100μg/2mL/管 オピオイド製剤

麻劇 フェンタニル注射液0.5mg｢ﾔﾝｾﾝ｣ (ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ) ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩 500μg/10mL/管 オピオイド製剤

麻劇 レミフェンタニル静注用2mg
｢第一三共｣

(第一三共) ﾚﾐﾌｪﾝﾀﾆﾙ塩酸塩 2mg/瓶 オピオイド製剤

麻劇 メサペイン錠5mg (塩野義) ﾒｻﾄﾞﾝ塩酸塩 5mg/錠 オピオイド製剤
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＜その他　薬価未収載のもの＞

アビテン (ｾﾞﾘｱ) 微線維性ｺﾗｰｹﾞﾝ塩酸塩 1g/ﾄﾚｰ 吸収性局所止血剤

アビテン (ｾﾞﾘｱ) 微線維性ｺﾗｰｹﾞﾝ塩酸塩 70mm×35mm/ｼｰﾄ 吸収性局所止血剤

ボーンワックス (東京MI) ﾐﾂﾛｳ 手術時の骨髄止血

滅菌ハイポアルコール (吉田製薬) 10%ﾁｵ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ含有 500mL/瓶 ヨード脱色剤

グリセリンBC液60%｢ｹﾝｴｰ｣ (健栄) 塩化ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ添加ｸﾞ
ﾘｾﾘﾝ

250mL/瓶 潤滑･保存剤

スコピゾル眼科用液 (千寿) 配合剤 15mL/瓶 特殊コンタクトレンズ角膜
装着補助剤

ＡＣＤｰＡ液       (ﾃﾙﾓ) 生物学的製剤基準
血液保存液A液

500mL/袋 血液抗凝固剤        
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