1. 神経系及び感覚器官用医薬品
1.1 中枢神経系用薬
1.1.2 催眠鎮静剤、抗不安剤
1.1.2.3 抱水クロラール系製剤
【商品名】トリクロリールシロップ１０％
【一般名】トリクロホスナトリウム
1.1.2.4 ベンゾジアゼピン系製剤
【商品名】２ｍｇセルシン錠
【一般名】ジアゼパム
【商品名】５ｍｇセルシン錠
【一般名】ジアゼパム
【商品名】アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」
【一般名】アルプラゾラム
【商品名】アルプラゾラム錠０．８ｍｇ「サワイ」
【一般名】アルプラゾラム
【商品名】エバミール錠１．０
【一般名】ロルメタゼパム
【商品名】クアゼパム錠１５ｍｇ「サワイ」
【一般名】クアゼパム
【商品名】コンスタン０．４ｍｇ錠
【一般名】アルプラゾラム
【商品名】サイレース錠１ｍｇ
【一般名】フルニトラゼパム
【商品名】サイレース錠２ｍｇ
【一般名】フルニトラゼパム
【商品名】ジアゼパム錠２ｍｇ「アメル」
【一般名】ジアゼパム
【商品名】ジアゼパム錠５ｍｇ「アメル」
【一般名】ジアゼパム
【商品名】セパゾン錠１
【一般名】クロキサゾラム
【商品名】セルシンシロップ０．１％
【一般名】ジアゼパム
【商品名】セルシン散１％
【一般名】ジアゼパム
【商品名】ダルメートカプセル１５
【一般名】フルラゼパム塩酸塩
【商品名】ドラール錠１５
【一般名】クアゼパム
【商品名】ニトラゼパム錠５ｍｇ「トーワ」
【一般名】ニトラゼパム
【商品名】ネルボン錠５ｍｇ
【一般名】ニトラゼパム
【商品名】フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」
【一般名】フルニトラゼパム
【商品名】フルニトラゼパム錠２ｍｇ「アメル」
【一般名】フルニトラゼパム
【商品名】ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」
【一般名】ブロチゾラム
【商品名】ブロマゼパム細粒１％「サンド」
【一般名】ブロマゼパム
【商品名】ブロマゼパム錠２ｍｇ「サンド」
【一般名】ブロマゼパム
【商品名】ブロマゼパム錠５ｍｇ「サンド」
【一般名】ブロマゼパム
【商品名】メイラックス錠１ｍｇ
【一般名】ロフラゼプ酸エチル
【商品名】レキソタン細粒１％

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：コンスタン錠０．４）
【臨時採用薬】臨時採用薬品 後発品（先発品：コンスタ
ン錠０．８）

【臨時採用薬】後発品(先発品：ドラール錠１５ｍｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：セルシン錠 ２ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：セルシン錠 ５ｍｇ）

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品名：ネルボン錠 ５ｍｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：サイレース錠 １ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：サイレース錠 ２ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：レンドルミン錠０．２
５ｍｇ）
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【一般名】ブロマゼパム
【商品名】レキソタン錠２
【一般名】ブロマゼパム
【商品名】レキソタン錠５
【一般名】ブロマゼパム
【商品名】レンドルミン錠０．２５ｍｇ
【一般名】ブロチゾラム
【商品名】ロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」
【一般名】ロラゼパム
【商品名】ワイパックス錠１．０
【一般名】ロラゼパム

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ワイパックス錠 1.0）
【臨時採用薬】院外専用先発品

1.1.2.5 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
【商品名】フェノバール散１０％
【一般名】フェノバルビタール
【商品名】ラボナ錠５０ｍｇ
【一般名】ペントバルビタールカルシウム

【臨時採用薬】臨時採用薬品

1.1.2.9 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
【商品名】アモバン錠７．５
【一般名】ゾピクロン
【商品名】エスゾピクロン錠１ｍｇ「ＫＭＰ」
【一般名】エスゾピクロン
【商品名】エスゾピクロン錠２ｍｇ「ＫＭＰ」
【一般名】エスゾピクロン
【商品名】エスゾピクロン錠３ｍｇ「ＫＭＰ」
【一般名】エスゾピクロン
【商品名】セディール錠１０ｍｇ
【一般名】タンドスピロンクエン酸塩
【商品名】セディール錠５ｍｇ
【一般名】タンドスピロンクエン酸塩
【商品名】ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩
【商品名】ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩
【商品名】タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「日医
工」
【一般名】タンドスピロンクエン酸塩
【商品名】タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」
【一般名】タンドスピロンクエン酸塩
【商品名】マイスリー錠１０ｍｇ
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩
【商品名】マイスリー錠５ｍｇ
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩
【商品名】ルネスタ錠１ｍｇ
【一般名】エスゾピクロン
【商品名】ルネスタ錠２ｍｇ
【一般名】エスゾピクロン
【商品名】ルネスタ錠３ｍｇ
【一般名】エスゾピクロン
1.1.3 抗てんかん剤
1.1.3.2 ヒダントイン系製剤
【商品名】アレビアチン散１０％
【一般名】フェニトイン
【商品名】アレビアチン錠１００ｍｇ
【一般名】フェニトイン
【商品名】ヒダントール錠２５ｍｇ
【一般名】フェニトイン
1.1.3.5 プリミドン系製剤
【商品名】プリミドン細粒９９．５％「日医工」
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【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】院外専用先発品
【臨時採用薬】院外専用先発品

【臨時採用薬】後発品（先発品：セディール錠 10mg）

【臨時採用薬】後発品（先発品：セディール錠 5mg）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

【一般名】プリミドン
【商品名】プリミドン錠２５０ｍｇ「日医工」
【一般名】プリミドン
1.1.3.7 スルホンアミド系製剤
【商品名】オスポロット錠２００ｍｇ
【一般名】スルチアム
1.1.3.9 その他の抗てんかん剤
【商品名】イーケプラドライシロップ５０％
【一般名】レベチラセタム
【商品名】イーケプラ錠２５０ｍｇ
【一般名】レベチラセタム
【商品名】イーケプラ錠５００ｍｇ
【一般名】レベチラセタム
【商品名】イノベロン錠１００ｍｇ
【一般名】ルフィナミド
【商品名】イノベロン錠２００ｍｇ
【一般名】ルフィナミド
【商品名】エクセグラン散２０％
【一般名】ゾニサミド
【商品名】エクセグラン錠１００ｍｇ
【一般名】ゾニサミド
【商品名】エピレオプチマル散５０％
【一般名】エトスクシミド
【商品名】ガバペン錠２００ｍｇ
【一般名】ガバペンチン
【商品名】ガバペン錠４００ｍｇ
【一般名】ガバペンチン
【商品名】カルバマゼピン細粒５０％「アメル」
【一般名】カルバマゼピン
【商品名】カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメル」
【一般名】カルバマゼピン
【商品名】カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」
【一般名】カルバマゼピン
【商品名】セレニカＲ顆粒４０％
【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【商品名】ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」
【一般名】ゾニサミド
【商品名】テグレトール細粒５０％
【一般名】カルバマゼピン
【商品名】テグレトール細粒５０％
【一般名】カルバマゼピン
【商品名】テグレトール錠１００ｍｇ
【一般名】カルバマゼピン
【商品名】テグレトール錠２００ｍｇ
【一般名】カルバマゼピン
【商品名】デパケンＲ錠１００ｍｇ
【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【商品名】デパケンＲ錠２００ｍｇ
【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【商品名】デパケンシロップ５％
【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【商品名】デパケン錠１００ｍｇ
【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【商品名】デパケン錠２００ｍｇ
【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【商品名】トピナ錠５０ｍｇ
【一般名】トピラマート
【商品名】バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「ＤＳＰ」
【一般名】バルプロ酸ナトリウム
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【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】後発品（先発品：テグレトール細粒５
０％）
【臨時採用薬】後発品（先発品：テグレトール錠 １００
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：テグレトール錠 ２００
ｍｇ）

【臨時採用薬】後発品（先発品名：エクセグラン錠 １０
０ｍｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【商品名】バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ１００ｍｇ
「トーワ」
【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【商品名】バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ２００ｍｇ
「トーワ」
【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【商品名】バルプロ酸ナトリウム錠１００ｍｇ「ＤＳＰ」
【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【商品名】バルプロ酸ナトリウム錠２００ｍｇ「ＤＳＰ」
【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【商品名】ヒダントールＦ配合錠
【一般名】フェニトイン フェノバルビタール
【商品名】ビムパットドライシロップ１０％
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【一般名】ラコサミド
【商品名】ビムパット錠１００ｍｇ
【一般名】ラコサミド
【商品名】ビムパット錠５０ｍｇ
【一般名】ラコサミド
【商品名】フィコンパ錠２ｍｇ
【一般名】ペランパネル水和物
【商品名】フィコンパ錠４ｍｇ
【一般名】ペランパネル水和物
【商品名】マイスタン細粒１％
【一般名】クロバザム
【商品名】マイスタン錠１０ｍｇ
【一般名】クロバザム
【商品名】マイスタン錠５ｍｇ
【一般名】クロバザム
【商品名】ラミクタール錠１００ｍｇ
【一般名】ラモトリギン
【商品名】ラミクタール錠２５ｍｇ
【一般名】ラモトリギン
【商品名】ラミクタール錠小児用２ｍｇ
【一般名】ラモトリギン
【商品名】ラミクタール錠小児用５ｍｇ
【一般名】ラモトリギン
【商品名】リボトリール細粒０．１％
【一般名】クロナゼパム
【商品名】リボトリール錠０．５ｍｇ
【一般名】クロナゼパム
1.1.4 解熱鎮痛消炎剤
1.1.4.1 アニリン系製剤；メフェナム酸、フルフェナム酸等
【商品名】アセトアミノフェン細粒２０％「トーワ」
【一般名】アセトアミノフェン
【商品名】アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「マルイシ」
【一般名】アセトアミノフェン
【商品名】カロナールシロップ２％
【一般名】アセトアミノフェン
【商品名】カロナール細粒５０％
【一般名】アセトアミノフェン
【商品名】カロナール錠５００
【一般名】アセトアミノフェン
【商品名】カロナール錠５００
【一般名】アセトアミノフェン
【商品名】ポンタールシロップ３．２５％
【一般名】メフェナム酸
1.1.4.3 サリチル酸系製剤；アスピリン等
【商品名】アスピリン「ヨシダ」
【一般名】アスピリン
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【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】後発品

1.1.4.7 フェニル酢酸系製剤
【商品名】ジクロフェナクナトリウムＳＲカプセル３
７．５ｍｇ「オーハラ」
【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【商品名】ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ
【一般名】ジクロフェナクナトリウム

【臨時採用薬】後発品（先発品：ボルタレンＳＲカプセ
ル ３７．５ｍｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

1.1.4.8 塩基性消炎鎮痛剤
【商品名】ソランタール錠１００ｍｇ
【一般名】チアラミド塩酸塩
1.1.4.9 その他の解熱鎮痛消炎剤
【商品名】イブプロフェン錠２００ｍｇ「タイヨー」
【一般名】イブプロフェン
【商品名】イブプロフェン顆粒２０％「ツルハラ」
【一般名】イブプロフェン
【商品名】セレコキシブ錠１００ｍｇ「明治」
【一般名】セレコキシブ
【商品名】セレコキシブ錠２００ｍｇ「明治」
【一般名】セレコキシブ
【商品名】セレコックス錠１００ｍｇ
【一般名】セレコキシブ
【商品名】セレコックス錠２００ｍｇ
【一般名】セレコキシブ
【商品名】トアラセット配合錠「ＤＳＥＰ」
【一般名】トラマドール塩酸塩 アセトアミノフェン
【商品名】トラマールＯＤ錠２５ｍｇ
【一般名】トラマドール塩酸塩
【商品名】トラムセット配合錠
【一般名】トラマドール塩酸塩 アセトアミノフェン
【商品名】ナイキサン錠１００ｍｇ
【一般名】ナプロキセン
【商品名】ノイロトロピン錠４単位
【一般名】ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液
含有製剤
【商品名】ブルフェン錠２００
【一般名】イブプロフェン
【商品名】ブルフェン顆粒２０％
【一般名】イブプロフェン
【商品名】フロベン顆粒８％
【一般名】フルルビプロフェン
【商品名】メロキシカム錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」
【一般名】メロキシカム
【商品名】モービック錠１０ｍｇ
【一般名】メロキシカム
【商品名】ロキソニン錠６０ｍｇ
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
【商品名】ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「日
医工」
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
【商品名】ロルカム錠４ｍｇ
【一般名】ロルノキシカム
【商品名】ワントラム錠１００ｍｇ
【一般名】トラマドール塩酸塩

【臨時採用薬】後発品（先発品：ブルフェン錠 ２００ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ブルフェン顆粒２０％）
【臨時採用薬】後発品（先発品：セレコックス錠 １００
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：セレコックス錠 ２００
ｍｇ）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】後発品（先発品：トラムセット配合錠）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】後発品（先発品：モービック錠１０ｍｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ロキソニン錠 ６０ｍ
ｇ）

1.1.6 抗パーキンソン剤
1.1.6.1 アマンタジン製剤
【商品名】アマンタジン塩酸塩細粒１０％「サワイ」
【一般名】アマンタジン塩酸塩
【商品名】アマンタジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」
【一般名】アマンタジン塩酸塩

【臨時採用薬】後発品（先発品：シンメトレル細粒１
０％）
【臨時採用薬】後発品（先発品：シンメトレル錠 １００
ｍｇ）
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【商品名】アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」
【一般名】アマンタジン塩酸塩

【臨時採用薬】後発品（先発品：シンメトレル錠 ５０ｍ
ｇ）

1.1.6.2 ビペリデン製剤
【商品名】アキネトン細粒１％
【一般名】ビペリデン塩酸塩
【商品名】アキネトン錠１ｍｇ
【一般名】ビペリデン塩酸塩
【商品名】ビペリデン塩酸塩細粒１％「アメル」
【一般名】ビペリデン塩酸塩
【商品名】ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ「アメル」
【一般名】ビペリデン塩酸塩

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】後発品（先発品：アキネトン錠 １ｍｇ）

1.1.6.4 レボドパ製剤
【商品名】ドパストンカプセル２５０ｍｇ
【一般名】レボドパ
1.1.6.9 その他の抗パーキンソン剤
【商品名】アーテン散１％
【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩
【商品名】アーテン錠（２ｍｇ）
【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩
【商品名】アジレクト錠１ｍｇ
【一般名】ラサギリンメシル酸塩
【商品名】エフピーＯＤ錠２．５
【一般名】セレギリン塩酸塩
【商品名】エンタカポン錠１００ｍｇ「トーワ」
【一般名】エンタカポン
【商品名】カバサール錠０．２５ｍｇ
【一般名】カベルゴリン
【商品名】カバサール錠１．０ｍｇ
【一般名】カベルゴリン
【商品名】カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「サワイ」
【一般名】カベルゴリン
【商品名】カベルゴリン錠１．０ｍｇ「サワイ」
【一般名】カベルゴリン
【商品名】コムタン錠１００ｍｇ
【一般名】エンタカポン
【商品名】スタレボ配合錠Ｌ１００
【一般名】レボドパ カルビドパ水和物 エンタカポン
【商品名】ドパコール配合錠Ｌ１００
【一般名】レボドパ カルビドパ水和物
【商品名】ドパコール配合錠Ｌ５０
【一般名】レボドパ カルビドパ水和物
【商品名】ドプスＯＤ錠１００ｍｇ
【一般名】ドロキシドパ
【商品名】トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ
【一般名】ゾニサミド
【商品名】ノウリアスト錠２０ｍｇ
【一般名】イストラデフィリン
【商品名】ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ
【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物
【商品名】ビ・シフロール錠０．５ｍｇ
【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物
【商品名】プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３７５ｍ
ｇＭＩ「ＤＳＥＰ」
【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物
【商品名】プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５ｍｇＭ
Ｉ「ＤＳＥＰ」
【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物
【商品名】プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．１２５ｍ
ｇ「トーワ」

【臨時採用薬】後発品（先発品：コムタン錠 １００ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品
【臨時採用薬】院外専用先発品
【臨時採用薬】後発品（先発品：カバサール錠 0.25mg）
【臨時採用薬】後発品（先発品：カバサール錠 1.0mg）

【臨時採用薬】後発品（先発品：メネシット配合錠１０
０）
【臨時採用薬】後発品

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ミラペックスＬＡ錠
0.375mg）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ミラペックスＬＡ錠
1.5mg）
【臨時採用薬】後発品（先発品名：ビ・シフロール錠 ０．
１２５ｍｇ）
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【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物
【商品名】プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．５ｍｇ「ト
ーワ」
【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物
【商品名】ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「トーワ」
【一般名】ブロモクリプチンメシル酸塩 メシル酸ブロ
モクリプチン
【商品名】マドパー配合錠
【一般名】レボドパ ベンセラジド塩酸塩
【商品名】ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ
【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物
【商品名】ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ
【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物
【商品名】レキップＣＲ錠２ｍｇ
【一般名】ロピニロール塩酸塩
【商品名】レキップＣＲ錠８ｍｇ
【一般名】ロピニロール塩酸塩
【商品名】レキップ錠０．２５ｍｇ
【一般名】ロピニロール塩酸塩
【商品名】レキップ錠１ｍｇ
【一般名】ロピニロール塩酸塩
【商品名】ロピニロール徐放錠２ｍｇ「トーワ」
【一般名】ロピニロール塩酸塩
【商品名】ロピニロール徐放錠８ｍｇ「トーワ」
【一般名】ロピニロール塩酸塩
【商品名】ロピニロール錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」
【一般名】ロピニロール塩酸塩
【商品名】ロピニロール錠１ｍｇ「ＪＧ」
【一般名】ロピニロール塩酸塩

【臨時採用薬】後発品（先発品名：ビ・シフロール錠 ０．
５ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：パーロデル錠 ２．５ｍ
ｇ）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品名：レキップＣＲ錠 ２ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品名：レキップＣＲ錠 ８ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品名：レキップ錠 ０．２５
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品名：レキップ錠 １ｍｇ）

1.1.7 精神神経用剤
【商品名】シンメトレル細粒１０％
【一般名】アマンタジン塩酸塩
【商品名】シンメトレル錠１００ｍｇ
【一般名】アマンタジン塩酸塩
【商品名】シンメトレル錠５０ｍｇ
【一般名】アマンタジン塩酸塩

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

1.1.7.1 クロルプロマジン製剤
【商品名】ウインタミン細粒（１０％）
【一般名】クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩
【商品名】コントミン糖衣錠２５ｍｇ
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩
【商品名】コントミン糖衣錠５０ｍｇ
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩
1.1.7.2 フェノチアジン系製剤
【商品名】ニューレプチル細粒１０％
【一般名】プロペリシアジン
【商品名】ノバミン錠５ｍｇ
【一般名】プロクロルペラジンマレイン酸塩
【商品名】ピーゼットシー散１％
【一般名】ペルフェナジンフェンジゾ酸塩
【商品名】ヒルナミン錠（５ｍｇ）
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩
【商品名】レボトミン散１０％
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩
【商品名】レボトミン錠２５ｍｇ
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩
【商品名】レボトミン錠５０ｍｇ
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩
【商品名】レボトミン錠５ｍｇ

【臨時採用薬】臨時採用薬品
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【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩
1.1.7.4 イミプラミン系製剤
【商品名】アナフラニール錠１０ｍｇ
【一般名】クロミプラミン塩酸塩
【商品名】トフラニール錠１０ｍｇ
【一般名】イミプラミン塩酸塩
1.1.7.9 その他の精神神経用剤
【商品名】アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ
【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩
【商品名】アモキサンカプセル２５ｍｇ
【一般名】アモキサピン
【商品名】イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ
【一般名】ベンラファキシン塩酸塩
【商品名】イフェクサーＳＲカプセル７５ｍｇ
【一般名】ベンラファキシン塩酸塩
【商品名】インヴェガ錠３ｍｇ
【一般名】パリペリドン
【商品名】インヴェガ錠６ｍｇ
【一般名】パリペリドン
【商品名】インチュニブ錠１ｍｇ
【一般名】グアンファシン塩酸塩
【商品名】インチュニブ錠３ｍｇ
【一般名】グアンファシン塩酸塩
【商品名】エチゾラム細粒１％「ＪＧ」
【一般名】エチゾラム
【商品名】エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」
【一般名】エチゾラム
【商品名】エチゾラム錠１ｍｇ「トーワ」
【一般名】エチゾラム
【商品名】エビリファイ散１％
【一般名】アリピプラゾール
【商品名】エビリファイ錠１２ｍｇ
【一般名】アリピプラゾール
【商品名】エビリファイ錠１ｍｇ
【一般名】アリピプラゾール
【商品名】エビリファイ錠３ｍｇ
【一般名】アリピプラゾール
【商品名】エビリファイ錠６ｍｇ
【一般名】アリピプラゾール
【商品名】エミレース錠１０ｍｇ
【一般名】ネモナプリド
【商品名】オランザピンＯＤ錠１０ｍｇ「明治」
【一般名】オランザピン
【商品名】オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「明治」
【一般名】オランザピン
【商品名】オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「明治」
【一般名】オランザピン
【商品名】オランザピン細粒１％「明治」
【一般名】オランザピン
【商品名】クエチアピン細粒５０％「アメル」
【一般名】クエチアピンフマル酸塩
【商品名】クエチアピン錠１００ｍｇ「アメル」
【一般名】クエチアピンフマル酸塩
【商品名】クエチアピン錠１２．５ｍｇ「アメル」
【一般名】クエチアピンフマル酸塩
【商品名】クエチアピン錠２５ｍｇ「アメル」
【一般名】クエチアピンフマル酸塩
【商品名】グラマリール細粒１０％
【一般名】チアプリド塩酸塩

【臨時採用薬】後発品（先発品：デパス細粒１％）
【臨時採用薬】後発品（先発品：デパス錠０．５ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：デパス錠１ｍｇ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ジプレキサ錠 １０ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ジプレキサ錠 ２．５ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ジプレキサ錠 ５ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ジプレキサ細粒１％）
【臨時採用薬】後発品（先発品：セロクエル細粒５０％）
【臨時採用薬】後発品（先発品：セロクエル １００ｍｇ
錠）
【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】後発品（先発品：セロクエル ２５ｍｇ
錠）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
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【商品名】グラマリール錠２５ｍｇ
【一般名】チアプリド塩酸塩
【商品名】グラマリール錠５０ｍｇ
【一般名】チアプリド塩酸塩
【商品名】クレミン顆粒１０％
【一般名】モサプラミン塩酸塩
【商品名】クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」
【一般名】クロチアゼパム
【商品名】クロフェクトン錠２５ｍｇ
【一般名】クロカプラミン塩酸塩水和物
【商品名】クロフェクトン顆粒１０％
【一般名】クロカプラミン塩酸塩水和物
【商品名】コンサータ錠１８ｍｇ
【一般名】メチルフェニデート塩酸塩
【商品名】コンサータ錠２７ｍｇ
【一般名】メチルフェニデート塩酸塩
【商品名】サインバルタカプセル２０ｍｇ
【一般名】デュロキセチン塩酸塩
【商品名】サインバルタカプセル３０ｍｇ
【一般名】デュロキセチン塩酸塩
【商品名】ジェイゾロフト錠２５ｍｇ
【一般名】セルトラリン塩酸塩
【商品名】ジェイゾロフト錠５０ｍｇ
【一般名】セルトラリン塩酸塩
【商品名】シクレスト舌下錠１０ｍｇ
【一般名】アセナピンマレイン酸塩
【商品名】シクレスト舌下錠５ｍｇ
【一般名】アセナピンマレイン酸塩
【商品名】ジプレキサザイディス錠５ｍｇ
【一般名】オランザピン
【商品名】ジプレキサ細粒１％
【一般名】オランザピン
【商品名】ジプレキサ錠１０ｍｇ
【一般名】オランザピン
【商品名】ジプレキサ錠２．５ｍｇ
【一般名】オランザピン
【商品名】ジプレキサ錠５ｍｇ
【一般名】オランザピン
【商品名】ストラテラカプセル１０ｍｇ
【一般名】アトモキセチン塩酸塩
【商品名】ストラテラカプセル４０ｍｇ
【一般名】アトモキセチン塩酸塩
【商品名】ストラテラカプセル５ｍｇ
【一般名】アトモキセチン塩酸塩
【商品名】ストラテラ内用液０．４％
【一般名】アトモキセチン塩酸塩
【商品名】スルピリド錠１００ｍｇ（ＴＹＫ）
【一般名】スルピリド
【商品名】スルピリド錠２００ｍｇ（ＴＹＫ）
【一般名】スルピリド
【商品名】スルピリド錠５０ｍｇ（ＴＹＫ）
【一般名】スルピリド
【商品名】セルトラリン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
【一般名】セルトラリン塩酸塩
【商品名】セルトラリン錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
【一般名】セルトラリン塩酸塩
【商品名】セレネース細粒１％
【一般名】ハロペリドール
【商品名】セレネース錠０．７５ｍｇ

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】後発品（先発品：リーゼ錠 5mg）

【臨時採用薬】処方医師制限あり
【臨時採用薬】処方医師制限あり
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】後発品（先発品：ドグマチール錠 １００
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ドグマチール錠 ２００
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ドグマチール錠 ５０ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ジェイゾロフト錠 ２５
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ジェイゾロフト錠 ５０
ｍｇ）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
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【一般名】ハロペリドール
【商品名】セレネース錠１．５ｍｇ
【一般名】ハロペリドール
【商品名】セレネース錠３ｍｇ
【一般名】ハロペリドール
【商品名】セレネース内服液０．２％
【一般名】ハロペリドール
【商品名】セロクエル１００ｍｇ錠
【一般名】クエチアピンフマル酸塩
【商品名】セロクエル２５ｍｇ錠
【一般名】クエチアピンフマル酸塩
【商品名】セロクエル細粒５０％
【一般名】クエチアピンフマル酸塩
【商品名】ゾテピン錠５０ｍｇ「ヨシトミ」
【一般名】ゾテピン
【商品名】チアプリド細粒１０％「サワイ」
【一般名】チアプリド塩酸塩
【商品名】チアプリド錠２５ｍｇ「ＪＧ」
【一般名】チアプリド塩酸塩
【商品名】チアプリド錠５０ｍｇ「ＪＧ」
【一般名】チアプリド塩酸塩
【商品名】テトラミド錠１０ｍｇ
【一般名】ミアンセリン塩酸塩
【商品名】デパス細粒１％
【一般名】エチゾラム
【商品名】デパス錠０．５ｍｇ
【一般名】エチゾラム
【商品名】デパス錠１ｍｇ
【一般名】エチゾラム
【商品名】デュロキセチンＯＤ錠２０ｍｇ「明治」
【一般名】デュロキセチン塩酸塩
【商品名】デュロキセチンＯＤ錠３０ｍｇ「明治」
【一般名】デュロキセチン塩酸塩
【商品名】ドグマチール細粒５０％
【一般名】スルピリド
【商品名】ドグマチール錠１００ｍｇ
【一般名】スルピリド
【商品名】ドグマチール錠２００ｍｇ
【一般名】スルピリド
【商品名】ドグマチール錠５０ｍｇ
【一般名】スルピリド
【商品名】トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」
【一般名】トラゾドン塩酸塩
【商品名】トラゾドン塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」
【一般名】トラゾドン塩酸塩
【商品名】トリプタノール錠１０
【一般名】アミトリプチリン塩酸塩
【商品名】トリプタノール錠２５
【一般名】アミトリプチリン塩酸塩
【商品名】トリンテリックス錠１０ｍｇ
【一般名】ボルチオキセチン臭化水素酸塩
【商品名】トリンテリックス錠２０ｍｇ
【一般名】ボルチオキセチン臭化水素酸塩
【商品名】トレドミン錠１５ｍｇ
【一般名】ミルナシプラン塩酸塩
【商品名】トレドミン錠２５ｍｇ
【一般名】ミルナシプラン塩酸塩
【商品名】パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ロドピン錠 ５０ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：グラマリール細粒１
０％）
【臨時採用薬】後発品（先発品：グラマリール錠２５ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：グラマリール錠５０ｍ
ｇ）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：レスリン錠 ２５ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：レスリン錠 ５０ｍｇ）

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】院外専用先発品
【臨時採用薬】院外専用先発品

10

【商品名】パキシルＣＲ錠２５ｍｇ
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物
【商品名】バルネチール細粒５０％
【一般名】スルトプリド塩酸塩
【商品名】バルネチール錠１００
【一般名】スルトプリド塩酸塩
【商品名】バルネチール錠２００
【一般名】スルトプリド塩酸塩
【商品名】ハロペリドール細粒１％「ツルハラ」
【一般名】ハロペリドール
【商品名】ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「ＪＧ」
【一般名】ハロペリドール
【商品名】ハロペリドール錠１．５ｍｇ「ヨシトミ」
【一般名】ハロペリドール
【商品名】ハロペリドール錠３ｍｇ「ＪＧ」
【一般名】ハロペリドール
【商品名】ビプレッソ徐放錠１５０ｍｇ
【一般名】クエチアピンフマル酸塩
【商品名】ビプレッソ徐放錠５０ｍｇ
【一般名】クエチアピンフマル酸塩
【商品名】フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「Ｅ
ＭＥＣ」
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩
【商品名】フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「Ｅ
ＭＥＣ」
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩
【商品名】ブロナンセリン散２％「ＤＳＰＢ」
【一般名】ブロナンセリン
【商品名】ブロナンセリン錠４ｍｇ「ＤＳＰＢ」
【一般名】ブロナンセリン
【商品名】ブロムペリドール細粒１％「サワイ」
【一般名】ブロムペリドール
【商品名】ブロムペリドール錠６ｍｇ「サワイ」
【一般名】ブロムペリドール
【商品名】ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ「アメル」
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物
【商品名】ペロスピロン塩酸塩錠８ｍｇ「アメル」
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物
【商品名】マプロチリン塩酸塩錠１０ｍｇ「アメル」
【一般名】マプロチリン塩酸塩
【商品名】マプロチリン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」
【一般名】マプロチリン塩酸塩
【商品名】ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」
【一般名】ミルタザピン
【商品名】ミルナシプラン塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」
【一般名】ミルナシプラン塩酸塩
【商品名】ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「サワイ」
【一般名】ミルナシプラン塩酸塩
【商品名】モディオダール錠１００ｍｇ
【一般名】モダフィニル
【商品名】ラツーダ錠２０ｍｇ
【一般名】ルラシドン塩酸塩
【商品名】ラツーダ錠４０ｍｇ
【一般名】ルラシドン塩酸塩
【商品名】ラツーダ錠６０ｍｇ
【一般名】ルラシドン塩酸塩
【商品名】ラツーダ錠８０ｍｇ
【一般名】ルラシドン塩酸塩
【商品名】リーゼ錠５ｍｇ
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【臨時採用薬】後発品（先発品：セレネ－ス細粒１％）
【臨時採用薬】後発品（先発品：セレネ－ス錠 ０．７５
ｍｇ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：セレネ－ス錠 ３ｍｇ）
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】後発品（先発品：ロナセン散２％）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ロナセン錠 ４ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：インプロメン細粒１％）
【臨時採用薬】後発品（先発品：インプロメン錠 ６ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品名：ルーラン錠 ４ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品名：ルーラン錠 ８ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品名：ルジオミール錠 １０
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品名：ルジオミール錠 ２５
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：レメロン錠１５ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：トレドミン錠 15mg）
【臨時採用薬】後発品（先発品：トレドミン錠 25mg）
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】院外専用先発品

【一般名】クロチアゼパム
【商品名】リーマス錠１００
【一般名】炭酸リチウム
【商品名】リーマス錠２００
【一般名】炭酸リチウム
【商品名】リスパダールＯＤ錠１ｍｇ
【一般名】リスペリドン
【商品名】リスパダールＯＤ錠２ｍｇ
【一般名】リスペリドン
【商品名】リスパダール細粒１％
【一般名】リスペリドン
【商品名】リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ
【一般名】リスペリドン
【商品名】リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」
【一般名】リスペリドン
【商品名】リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」
【一般名】リスペリドン
【商品名】リスペリドン細粒１％「アメル」
【一般名】リスペリドン
【商品名】リスペリドン内用液分包１ｍｇ「アメル」
【一般名】リスペリドン
【商品名】ルーラン錠４ｍｇ
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物
【商品名】ルーラン錠８ｍｇ
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物
【商品名】ルボックス錠２５
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩
【商品名】ルボックス錠５０
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩
【商品名】レキサルティ錠１ｍｇ
【一般名】ブレクスピプラゾール
【商品名】レキサルティ錠２ｍｇ
【一般名】ブレクスピプラゾール
【商品名】レクサプロ錠１０ｍｇ
【一般名】エスシタロプラムシュウ酸塩
【商品名】レスリン錠２５
【一般名】トラゾドン塩酸塩
【商品名】レスリン錠５０
【一般名】トラゾドン塩酸塩
【商品名】レメロン錠１５ｍｇ
【一般名】ミルタザピン
【商品名】ロドピン細粒１０％
【一般名】ゾテピン
【商品名】ロドピン錠５０ｍｇ
【一般名】ゾテピン
【商品名】ロナセン散２％
【一般名】ブロナンセリン
【商品名】ロナセン錠４ｍｇ
【一般名】ブロナンセリン

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：リスパダール OD 錠 １
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：リスパダール OD 錠 ２
ｍｇ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：リスパダール内用液
1mg／1mL）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

1.1.8 総合感冒剤
【商品名】ＰＬ配合顆粒
【一般名】サリチルアミド アセトアミノフェン 無水カ
フェイン プロメタジンメチレンジサリチル酸塩
1.1.9 その他の中枢神経系用薬
【商品名】アリセプトＤ錠１０ｍｇ
【一般名】ドネペジル塩酸塩
【商品名】アリセプトＤ錠３ｍｇ
【一般名】ドネペジル塩酸塩
【商品名】アリセプトＤ錠５ｍｇ
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【一般名】ドネペジル塩酸塩
【商品名】アリセプトドライシロップ１％
【一般名】ドネペジル塩酸塩
【商品名】ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「ＤＳＥＰ」
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩
【商品名】ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩
【商品名】ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「ＤＳＥＰ」
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩
【商品名】セレジストＯＤ錠５ｍｇ
【一般名】タルチレリン水和物
【商品名】タリージェ錠１０ｍｇ
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
【商品名】タリージェ錠１５ｍｇ
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
【商品名】タリージェ錠２．５ｍｇ
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
【商品名】タリージェ錠５ｍｇ
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
【商品名】タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」
【一般名】タルチレリン水和物
【商品名】デエビゴ錠１０ｍｇ
【一般名】レンボレキサント
【商品名】デエビゴ錠２．５ｍｇ
【一般名】レンボレキサント
【商品名】デエビゴ錠５ｍｇ
【一般名】レンボレキサント
【商品名】ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」
【一般名】ドネペジル塩酸塩
【商品名】ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」
【一般名】ドネペジル塩酸塩
【商品名】ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」
【一般名】ドネペジル塩酸塩
【商品名】ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μｇ「フ
ソー」
【一般名】ナルフラフィン塩酸塩
【商品名】プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ファイザー」
【一般名】プレガバリン
【商品名】プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ファイザー」
【一般名】プレガバリン
【商品名】ベルソムラ錠１５ｍｇ
【一般名】スボレキサント
【商品名】ベルソムラ錠２０ｍｇ
【一般名】スボレキサント
【商品名】メマリーＯＤ錠２０ｍｇ
【一般名】メマンチン塩酸塩
【商品名】メマリーＯＤ錠５ｍｇ
【一般名】メマンチン塩酸塩
【商品名】メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
【一般名】メマンチン塩酸塩
【商品名】メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
【一般名】メマンチン塩酸塩
【商品名】メラトベル顆粒小児用０．２％
【一般名】メラトニン
【商品名】リリカＯＤ錠２５ｍｇ
【一般名】プレガバリン
【商品名】リリカＯＤ錠７５ｍｇ
【一般名】プレガバリン
【商品名】リルゾール錠５０ｍｇ「ＡＡ」
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【臨時採用薬】後発品（先発品：レミニールＯＤ錠
12mg）
【臨時採用薬】後発品（先発品：レミニールＯＤ錠 4mg）
【臨時採用薬】後発品（先発品：レミニールＯＤ錠 8mg）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】後発品（先発品：セレジスト OD 錠５ｍ
ｇ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：アリセプトＤ錠１０ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アリセプトＤ錠３ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アリセプトＤ錠５ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：レミッチＯＤ錠 ２．５
μｇ）

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】後発品（先発品：メマリーＯＤ錠 ２０ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：メマリーＯＤ錠 ５ｍ
ｇ）

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】後発品（先発品：リルテック錠５０ｍｇ）

【一般名】リルゾール
【商品名】リルテック錠５０
【一般名】リルゾール
【商品名】レグテクト錠３３３ｍｇ
【一般名】アカンプロサートカルシウム
【商品名】レグナイト錠３００ｍｇ
【一般名】ガバペンチン エナカルビル
【商品名】レミッチＯＤ錠２．５μｇ
【一般名】ナルフラフィン塩酸塩
【商品名】レミニールＯＤ錠１２ｍｇ
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩
【商品名】レミニールＯＤ錠４ｍｇ
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩
【商品名】レミニールＯＤ錠８ｍｇ
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩
【商品名】ロゼレム錠８ｍｇ
【一般名】ラメルテオン

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

1.2 末梢神経系用薬
1.2.1 局所麻酔剤
1.2.1.4 キシリジン系製剤
【商品名】キシロカインビスカス２％
【一般名】リドカイン
1.2.2 骨格筋弛緩剤
1.2.2.9 その他の骨格筋弛緩剤
【商品名】ダントリウムカプセル２５ｍｇ
【一般名】ダントロレンナトリウム水和物
1.2.3 自律神経剤
1.2.3.1 四級アンモニウム塩製剤；メタンテリンブロミド等
【商品名】ウブレチド錠５ｍｇ
【一般名】ジスチグミン臭化物
【商品名】チアトンカプセル１０ｍｇ
【一般名】チキジウム臭化物
【商品名】チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「サワイ」
【一般名】チキジウム臭化物
【商品名】プロ・バンサイン錠１５ｍｇ
【一般名】プロパンテリン臭化物
【商品名】マイテラーゼ錠１０ｍｇ
【一般名】アンベノニウム塩化物

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：チアトンカプセル１０
ｍｇ）
【臨時採用薬】臨時採用薬品

1.2.3.3 ネオスチグミン系製剤
【商品名】メスチノン錠６０ｍｇ
【一般名】ピリドスチグミン臭化物
1.2.3.9 その他の自律神経剤
【商品名】グランダキシン錠５０
【一般名】トフィソパム
【商品名】トフィソパム錠５０ｍｇ「サワイ」
【一般名】トフィソパム

【臨時採用薬】院外専用先発品
【臨時採用薬】後発品（先発品：グランダキシン錠 50）

1.2.4 鎮けい剤
1.2.4.2 アトロピン系製剤
【商品名】ブスコパン錠１０ｍｇ
【一般名】ブチルスコポラミン臭化物
1.2.4.9 その他の鎮けい剤
【商品名】エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「旭化成」
【一般名】エペリゾン塩酸塩
【商品名】コスパノンカプセル４０ｍｇ
【一般名】フロプロピオン
【商品名】チザニジン錠１ｍｇ「日医工」
【一般名】チザニジン塩酸塩

【臨時採用薬】後発品（先発品：テルネリン錠１ｍｇ）
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【商品名】テルネリン錠１ｍｇ
【一般名】チザニジン塩酸塩
【商品名】ミオナール錠５０ｍｇ
【一般名】エペリゾン塩酸塩
【商品名】リオレサール錠５ｍｇ
【一般名】バクロフェン

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

1.3 感覚器官用薬
1.3.1 眼科用剤
1.3.1.9 その他の眼科用剤
【商品名】アダプチノール錠５ｍｇ
【一般名】ヘレニエン（キサントフィル脂肪酸エステル
混合物）
1.3.2 耳鼻科用剤
1.3.2.9 その他の耳鼻科用剤
【商品名】ストミンＡ配合錠
【一般名】ニコチン酸アミド パパベリン塩酸塩
1.3.3 鎮暈剤
1.3.3.9 その他の鎮暈剤
【商品名】ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」
【一般名】ジフェニドール塩酸塩
【商品名】トラベルミン配合錠
【一般名】ジフェンヒドラミンサリチル酸塩 ジプロフ
ィリン
【商品名】ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＣＥＯ」
【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩
【商品名】メリスロン錠６ｍｇ
【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩
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【臨時採用薬】後発品（先発品：セファドール錠２５ｍ
ｇ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：メリスロン錠６ｍｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

2. 個々の器官系用医薬品
2.1 循環器官用薬
2.1.1 強心剤
2.1.1.3 ジギタリス系製剤
【商品名】ジゴシン散０．１％
【一般名】ジゴキシン
【商品名】ジゴシン錠０．１２５ｍｇ
【一般名】ジゴキシン
【商品名】ジゴシン錠０．２５ｍｇ
【一般名】ジゴキシン
【商品名】ラニラピッド錠０．０５ｍｇ
【一般名】メチルジゴキシン
2.1.1.5 カフェイン系製剤
【商品名】ネオフィリン原末
【一般名】アミノフィリン水和物
2.1.1.9 その他の強心剤
【商品名】カルグート錠５
【一般名】デノパミン
【商品名】デノパミン錠５ｍｇ「日医工」
【一般名】デノパミン
【商品名】ノイキノン錠１０ｍｇ
【一般名】ユビデカレノン
【商品名】ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」
【一般名】ピモベンダン
【商品名】プロタノールＳ錠１５ｍｇ
【一般名】ｄｌ－イソプレナリン塩酸塩
【商品名】ユビデカレノン錠１０ｍｇ「サワイ」
【一般名】ユビデカレノン

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：カルグート錠５ｍｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】後発品（先発品：ノイキノン錠 １０ｍ
ｇ）

2.1.2 不整脈用剤
2.1.2.3β-遮断剤
【商品名】アテノロール錠２５ｍｇ「日新」
【一般名】アテノロール
【商品名】アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」
【一般名】アロチノロール塩酸塩
【商品名】アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」
【一般名】アロチノロール塩酸塩
【商品名】アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＰ」
【一般名】アロチノロール塩酸塩
【商品名】アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」
【一般名】アロチノロール塩酸塩
【商品名】インデラル錠１０ｍｇ
【一般名】プロプラノロール塩酸塩
【商品名】テノーミン錠２５
【一般名】アテノロール
【商品名】テノーミン錠２５
【一般名】アテノロール
【商品名】ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「日医工」
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩
【商品名】ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「日
医工」
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩
【商品名】ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「日医工」
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩
【商品名】メインテート錠０．６２５ｍｇ
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩
【商品名】メインテート錠２．５ｍｇ
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩
16

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アロチノロール塩酸塩
１０ｍｇ「DSP」
）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アロチノロール塩酸塩
錠５ｍｇ「DSP」
）
【臨時採用薬】院外専用先発品
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：メインテート錠０．６
２５ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：メインテート錠２．５
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：メインテート錠５ｍｇ）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

【商品名】メインテート錠５ｍｇ
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩
【商品名】ロプレソール錠２０ｍｇ
【一般名】メトプロロール酒石酸塩

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

2.1.2.9 その他の不整脈用剤
【商品名】アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ「ＴＥ」
【一般名】アミオダロン塩酸塩
【商品名】サンリズムカプセル２５ｍｇ
【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物
【商品名】サンリズムカプセル５０ｍｇ
【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物
【商品名】ジソピラミドカプセル１００ｍｇ「ファイザ
ー」
【一般名】ジソピラミド
【商品名】ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「ファイザー」
【一般名】ジソピラミド
【商品名】ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「ファイザー」
【一般名】リン酸ジソピラミド
【商品名】シベノール錠１００ｍｇ
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩
【商品名】シベノール錠５０ｍｇ
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩
【商品名】シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ「サワ
イ」
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩
【商品名】シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩
【商品名】ソタコール錠８０ｍｇ
【一般名】ソタロール塩酸塩
【商品名】ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「日
医工」
【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物
【商品名】ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「日
医工」
【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物
【商品名】ベプリコール錠５０ｍｇ
【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物
【商品名】メキシチールカプセル１００ｍｇ
【一般名】メキシレチン塩酸塩
【商品名】メキシチールカプセル５０ｍｇ
【一般名】メキシレチン塩酸塩
【商品名】メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「日
医工」
【一般名】メキシレチン塩酸塩
【商品名】メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「日医
工」
【一般名】メキシレチン塩酸塩
【商品名】リスモダンＲ錠１５０ｍｇ
【一般名】ジソピラミドリン酸塩
【商品名】リスモダンカプセル１００ｍｇ
【一般名】ジソピラミド
【商品名】リスモダンカプセル５０ｍｇ
【一般名】ジソピラミド

【臨時採用薬】後発品（先発品：アンカロン錠）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：リスモダンカプセル １
００ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：リスモダンカプセル ５
０ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：リスモダンＲ錠 １５０
ｍｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：シベノール錠１００ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：シベノール錠５０ｍｇ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：サンリズムカプセル２
５ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：サンリズムカプセル５
０ｍｇ）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：メキシチールカプセル
１００ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：メキシチールカプセル
５０ｍｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

2.1.3 利尿剤
2.1.3.3 抗アルドステロン製剤；トリアムテレン等
【商品名】アルダクトンＡ細粒１０％
【一般名】スピロノラクトン
【商品名】アルダクトンＡ錠２５ｍｇ
【一般名】スピロノラクトン

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
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【商品名】スピロノラクトン錠２５ｍｇ「テバ」
【一般名】スピロノラクトン
2.1.3.4 炭酸脱水酵素阻害剤
【商品名】ダイアモックス錠２５０ｍｇ
【一般名】アセタゾラミド
【商品名】ダイアモックス末
【一般名】アセタゾラミド
2.1.3.9 その他の利尿剤
【商品名】イソソルビド内服ゼリー７０％分包３０ｇ
「日医工」
【一般名】イソソルビド
【商品名】サムスカＯＤ錠１５ｍｇ
【一般名】トルバプタン
【商品名】サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ
【一般名】トルバプタン
【商品名】トラセミドＯＤ錠４ｍｇ「ＴＥ」
【一般名】トラセミド
【商品名】フロセミド錠１０ｍｇ「ＮＰ」
【一般名】フロセミド
【商品名】フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」
【一般名】フロセミド
【商品名】フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」
【一般名】フロセミド
【商品名】ラシックス錠２０ｍｇ
【一般名】フロセミド
【商品名】ラシックス錠４０ｍｇ
【一般名】フロセミド
【商品名】ルプラック錠４ｍｇ
【一般名】トラセミド

【臨時採用薬】後発品（先発品：ルプラック錠 ４ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】後発品（先発品：ラシックス錠２０ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ラシックス錠４０ｍｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

2.1.4 血圧降下剤
2.1.4.4 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
【商品名】イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」
【一般名】イミダプリル塩酸塩
【商品名】イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「ケミファ」
【一般名】イミダプリル塩酸塩
【商品名】イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」
【一般名】イミダプリル塩酸塩
【商品名】カプトプリル錠１２．５ｍｇ「日医工」
【一般名】カプトプリル
【商品名】コバシル錠４ｍｇ
【一般名】ペリンドプリルエルブミン
【商品名】タナトリル錠１０
【一般名】イミダプリル塩酸塩
【商品名】タナトリル錠２．５
【一般名】イミダプリル塩酸塩
【商品名】タナトリル錠５
【一般名】イミダプリル塩酸塩
【商品名】ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ「サワイ」
【一般名】ペリンドプリルエルブミン

【臨時採用薬】後発品（先発品：タナトリル錠１０）
【臨時採用薬】後発品（先発品：タナトリル錠２．５）
【臨時採用薬】後発品（先発品：タナトリル錠５）

【臨時採用薬】院外専用先発品
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】後発品（先発品：コバシル錠 ４ｍｇ）

2.1.4.5 メチルドパ製剤
【商品名】アルドメット錠２５０
【一般名】メチルドパ水和物
2.1.4.9 その他の血圧降下剤
【商品名】アーチスト錠１．２５ｍｇ
【一般名】カルベジロール
【商品名】アーチスト錠１０ｍｇ
【一般名】カルベジロール
【商品名】アーチスト錠２．５ｍｇ

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
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【一般名】カルベジロール
【商品名】アジルバ錠１０ｍｇ
【一般名】アジルサルタン
【商品名】アジルバ錠２０ｍｇ
【一般名】アジルサルタン
【商品名】アジルバ錠４０ｍｇ
【一般名】アジルサルタン
【商品名】アゼルニジピン錠１６ｍｇ「タナベ」
【一般名】アゼルニジピン
【商品名】アテレック錠１０
【一般名】シルニジピン
【商品名】アテレック錠５
【一般名】シルニジピン
【商品名】アバプロ錠１００ｍｇ
【一般名】イルベサルタン
【商品名】アムバロ配合錠「サワイ」
【一般名】バルサルタン アムロジピンベシル酸塩
【商品名】イルベサルタンＯＤ錠１００ｍｇ「トーワ」
【一般名】イルベサルタン
【商品名】エックスフォージ配合錠
【一般名】バルサルタン アムロジピンベシル酸塩
【商品名】エブランチルカプセル１５ｍｇ
【一般名】ウラピジル
【商品名】オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
【一般名】オルメサルタン メドキソミル
【商品名】オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
【一般名】オルメサルタン メドキソミル
【商品名】オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
【一般名】オルメサルタン メドキソミル
【商品名】オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ
【一般名】オルメサルタン メドキソミル
【商品名】オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ
【一般名】オルメサルタン メドキソミル
【商品名】オルメテックＯＤ錠４０ｍｇ
【一般名】オルメサルタン メドキソミル
【商品名】カルデナリンＯＤ錠０．５ｍｇ
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩
【商品名】カルデナリンＯＤ錠１ｍｇ
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩
【商品名】カルデナリンＯＤ錠２ｍｇ
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩
【商品名】カルデナリンＯＤ錠４ｍｇ
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩
【商品名】カルブロック錠１６ｍｇ
【一般名】アゼルニジピン
【商品名】カルベジロール錠１．２５ｍｇ「サワイ」
【一般名】カルベジロール
【商品名】カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」
【一般名】カルベジロール
【商品名】カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」
【一般名】カルベジロール
【商品名】カンデサルタンＯＤ錠４ｍｇ「ＥＥ」
【一般名】カンデサルタン シレキセチル
【商品名】ザクラス配合錠ＬＤ
【一般名】アジルサルタン アムロジピンベシル酸塩
【商品名】シルニジピン錠１０ｍｇ「ＪＧ」
【一般名】シルニジピン
【商品名】シルニジピン錠５ｍｇ「ＪＧ」
【一般名】シルニジピン
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【臨時採用薬】後発品（先発品：カルブロック錠 １６ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】後発品（先発品：アバプロ錠 １００ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】後発品（先発品：オルメテックＯＤ錠 １
０ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：オルメテックＯＤ錠 ２
０ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：オルメテックＯＤ錠 ４
０ｍｇ）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アーチスト錠 １．２５
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アーチスト錠 １０ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アーチスト錠 ２．５ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ブロプレス錠 ４ｍｇ）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アテレック錠 １０ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アテレック錠 ５ｍｇ）

【商品名】ジルムロ配合錠ＨＤ「トーワ」
【一般名】アジルサルタン アムロジピンベシル酸塩
【商品名】セララ錠２５ｍｇ
【一般名】エプレレノン
【商品名】セララ錠５０ｍｇ
【一般名】エプレレノン
【商品名】ディオバンＯＤ錠４０ｍｇ
【一般名】バルサルタン
【商品名】ディオバンＯＤ錠８０ｍｇ
【一般名】バルサルタン
【商品名】テルチア配合錠ＢＰ「ＤＳＥＰ」
【一般名】テルミサルタン ヒドロクロロチアジド
【商品名】テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
【一般名】テルミサルタン
【商品名】テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
【一般名】テルミサルタン
【商品名】ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩
【商品名】ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩
【商品名】ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＥＭＥＣ」
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩
【商品名】ナトリックス錠１
【一般名】インダパミド
【商品名】ニューロタン錠２５ｍｇ
【一般名】ロサルタンカリウム
【商品名】ニューロタン錠５０ｍｇ
【一般名】ロサルタンカリウム
【商品名】ニルバジピン錠２ｍｇ「サワイ」
【一般名】ニルバジピン
【商品名】ニルバジピン錠４ｍｇ「サワイ」
【一般名】ニルバジピン
【商品名】バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ファイザー」
【一般名】バルサルタン
【商品名】バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「ファイザー」
【一般名】バルサルタン
【商品名】プレミネント配合錠ＬＤ
【一般名】ロサルタンカリウム ヒドロクロロチアジド
【商品名】ブロプレス錠４
【一般名】カンデサルタン シレキセチル
【商品名】ミカルディス錠２０ｍｇ
【一般名】テルミサルタン
【商品名】ミカルディス錠４０ｍｇ
【一般名】テルミサルタン
【商品名】ミコンビ配合錠ＢＰ
【一般名】テルミサルタン ヒドロクロロチアジド
【商品名】ミネブロ錠１．２５ｍｇ
【一般名】エサキセレノン
【商品名】ミネブロ錠２．５ｍｇ
【一般名】エサキセレノン
【商品名】メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」
【一般名】メトプロロール酒石酸塩
【商品名】ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ファイザー」
【一般名】ロサルタンカリウム
【商品名】ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ファイザー」
【一般名】ロサルタンカリウム
【商品名】ロサルヒド配合錠ＬＤ「ケミファ」
【一般名】ロサルタンカリウム ヒドロクロロチアジド
2.1.6 血管収縮剤
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【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ミコンビ配合錠ＢＰ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ミカルディス錠 ２０ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ミカルディス錠 ４０ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：カルデナリンＯＤ錠 ０．
５ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：カルデナリンＯＤ錠１
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：カルデナリンＯＤ錠２
ｍｇ）

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ニバジール錠２ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ニバジール錠４ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ディオバン錠 ４０ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ディオバン錠 ８０ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】院外専用後発品（先発品：ロプレソール
錠 20mg）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ニューロタン錠２５ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ニューロタン錠５０ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：プレミネント配合錠Ｌ
Ｄ）

【商品名】アマージ錠２．５ｍｇ
【一般名】ナラトリプタン塩酸塩
【商品名】イミグラン錠５０
【一般名】スマトリプタンコハク酸塩
【商品名】スマトリプタン錠５０ｍｇ「タカタ」
【一般名】スマトリプタンコハク酸塩
【商品名】マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ
【一般名】リザトリプタン安息香酸塩
【商品名】ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「テバ」
【一般名】ミドドリン塩酸塩
【商品名】メトリジン錠２ｍｇ
【一般名】ミドドリン塩酸塩

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：イミグラン錠５０ｍｇ）
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】後発品（先発品：メトリジン錠 ２ｍｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

2.1.7 血管拡張剤
2.1.7.1 冠血管拡張剤
【商品名】アイトロール錠２０ｍｇ
【一般名】一硝酸イソソルビド
【商品名】アダラートＣＲ錠２０ｍｇ
【一般名】ニフェジピン
【商品名】アダラートＣＲ錠４０ｍｇ
【一般名】ニフェジピン
【商品名】アダラートＬ錠１０ｍｇ
【一般名】ニフェジピン
【商品名】アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」
【一般名】アムロジピンベシル酸塩
【商品名】アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」
【一般名】アムロジピンベシル酸塩
【商品名】アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」
【一般名】アムロジピンベシル酸塩
【商品名】コメリアンコーワ錠１００
【一般名】ジラゼプ塩酸塩水和物
【商品名】シグマート錠５ｍｇ
【一般名】ニコランジル
【商品名】ジピリダモール散１２．５％「ＪＧ」
【一般名】ジピリダモール
【商品名】ジピリダモール錠２５ｍｇ「ＪＧ」
【一般名】ジピリダモール
【商品名】ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」
【一般名】ジラゼプ塩酸塩水和物
【商品名】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１００ｍｇ
「日医工」
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
【商品名】ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「日医工」
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
【商品名】ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」
【一般名】ニコランジル
【商品名】ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ
【一般名】ニトログリセリン
【商品名】ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「トーワ」
【一般名】ニフェジピン
【商品名】ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「トーワ」
【一般名】ニフェジピン
【商品名】ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「トーワ」
【一般名】ニフェジピン
【商品名】ノルバスクＯＤ錠１０ｍｇ
【一般名】アムロジピンベシル酸塩
【商品名】ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ
【一般名】アムロジピンベシル酸塩
【商品名】ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ
【一般名】アムロジピンベシル酸塩

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ノルバスクＯＤ錠 １０
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アムロジンＯＤ錠２．
５ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ノルバスクＯＤ錠５ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】後発品（先発品：ペルサンチン錠 ２５ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品名：コメリアン錠１００
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ヘルベッサーR カプセ
ル 100mg）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ヘルベッサー錠３０ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：シグマート錠 ５ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】後発品（先発品：アダラートＣＲ錠 ２０
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アダラートＣＲ錠 ４０
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アダラートＬ錠 １０ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
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【商品名】ペルサンチン錠２５ｍｇ
【一般名】ジピリダモール
【商品名】ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
【商品名】ヘルベッサー錠３０
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
【商品名】ワソラン錠４０ｍｇ
【一般名】ベラパミル塩酸塩 塩酸イプロベラトリル
【商品名】一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」
【一般名】一硝酸イソソルビド

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】後発品（先発品：アイトロール錠２０ｍ
ｇ）

2.1.7.9 その他の血管拡張剤
【商品名】コニール錠４
【一般名】ベニジピン塩酸塩

【臨時採用薬】臨時採用薬品

2.1.8 高脂血症用剤
2.1.8.3 クロフィブラート系製剤
【商品名】パルモディア錠０．１ｍｇ
【一般名】ペマフィブラート
【商品名】フェノフィブラート錠５３．３ｍｇ「武田テ
バ」
【一般名】フェノフィブラート
【商品名】フェノフィブラート錠８０ｍｇ「武田テバ」
【一般名】フェノフィブラート
【商品名】ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ
【一般名】ベザフィブラート
【商品名】ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」
【一般名】ベザフィブラート
【商品名】リピディル錠５３．３ｍｇ
【一般名】フェノフィブラート
【商品名】リピディル錠８０ｍｇ
【一般名】フェノフィブラート
2.1.8.9 その他の高脂血症用剤
【商品名】アトルバスタチン錠１０ｍｇ「Ｍｅ」
【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物
【商品名】アトルバスタチン錠５ｍｇ「Ｍｅ」
【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物
【商品名】エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
【一般名】エゼチミブ
【商品名】クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ
【一般名】ロスバスタチンカルシウム
【商品名】クレストールＯＤ錠５ｍｇ
【一般名】ロスバスタチンカルシウム
【商品名】シンバスタチン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」
【一般名】シンバスタチン
【商品名】ゼチーア錠１０ｍｇ
【一般名】エゼチミブ
【商品名】ハイゼット錠５０ｍｇ
【一般名】ガンマオリザノール
【商品名】ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物
【商品名】ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物
【商品名】プラバスタチンＮａ塩錠１０ｍｇ「タナベ」
【一般名】プラバスタチンナトリウム
【商品名】プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「Ｍｅ」
【一般名】プラバスタチンナトリウム
【商品名】メバロチン錠１０
【一般名】プラバスタチンナトリウム
【商品名】メバロチン錠５
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【臨時採用薬】後発品（先発品：リピディル錠 ５３．３
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：リピディル錠 ８０ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ベザトールＳＲ錠２０
０ｍｇ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ゼチーア錠 １０ｍｇ）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】後発品（先発品：リポバス錠

５ｍｇ）

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】後発品（先発品：メバロチン錠 １０ｍ
ｇ）

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

【一般名】プラバスタチンナトリウム
【商品名】リバロＯＤ錠１ｍｇ
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物
【商品名】リバロＯＤ錠２ｍｇ
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物
【商品名】リピトール錠１０ｍｇ
【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物
【商品名】リピトール錠５ｍｇ
【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物
【商品名】ロスーゼット配合錠ＨＤ
【一般名】エゼチミブ ロスバスタチンカルシウム
【商品名】ロスーゼット配合錠ＬＤ
【一般名】エゼチミブ ロスバスタチンカルシウム
【商品名】ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
【一般名】ロスバスタチンカルシウム
【商品名】ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
【一般名】ロスバスタチンカルシウム
【商品名】ロトリガ粒状カプセル２ｇ
【一般名】オメガ－３脂肪酸エチル※
2.1.9 その他の循環器官用薬
【商品名】アデムパス錠０．５ｍｇ
【一般名】リオシグアト
【商品名】アデムパス錠２．５ｍｇ
【一般名】リオシグアト
【商品名】アドシルカ錠２０ｍｇ
【一般名】タダラフィル
【商品名】アマルエット配合錠４番「ニプロ」
【一般名】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
【商品名】アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「サワ
イ」
【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩
【商品名】イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「トー
ワ」
【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩 酒石酸イフェン
プロジル
【商品名】エンレスト錠１００ｍｇ
【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物
【商品名】エンレスト錠５０ｍｇ
【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物
【商品名】オプスミット錠１０ｍｇ
【一般名】マシテンタン
【商品名】カデュエット配合錠４番
【一般名】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
【商品名】カリメート散
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム
【商品名】カリメート散
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム
【商品名】カルタンＯＤ錠５００ｍｇ
【一般名】沈降炭酸カルシウム
【商品名】ケイキサレートドライシロップ７６％
【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム
【商品名】サアミオン錠５ｍｇ
【一般名】ニセルゴリン
【商品名】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル
１００ｍｇ「トーワ」
【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル ニコチ
ン酸トコフェロール

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

【臨時採用薬】後発品（先発品：クレストールＯＤ錠 ２．
５ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：クレストールＯＤ錠 ５
ｍｇ）

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】後発品（先発品：カデュエット配合錠４
番）
【臨時採用薬】後発品（先発品：リズミック錠１０ｍｇ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：セロクラール錠２０ｍ
ｇ）

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ユベラＮカプセル １０
０ｍｇ）
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【商品名】トラクリア錠６２．５ｍｇ
【一般名】ボセンタン水和物
【商品名】ニセルゴリン錠５ｍｇ「ＮＰ」
【一般名】ニセルゴリン
【商品名】ピートル顆粒分包２５０ｍｇ
【一般名】スクロオキシ水酸化鉄
【商品名】ピートル顆粒分包５００ｍｇ
【一般名】スクロオキシ水酸化鉄
【商品名】プロレナール錠５μｇ
【一般名】リマプロスト アルファデクス
【商品名】ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ
【一般名】炭酸ランタン水和物
【商品名】ボセンタン錠６２．５ｍｇ「サワイ」
【一般名】ボセンタン水和物
【商品名】ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口ゼリー２
０％分包２５ｇ「三和」
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム
【商品名】ミグシス錠５ｍｇ
【一般名】ロメリジン塩酸塩
【商品名】ユベラＮカプセル１００ｍｇ
【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル ニコチ
ン酸ｄｌ－α－トコフェロール
【商品名】リオナ錠２５０ｍｇ
【一般名】クエン酸第二鉄水和物
【商品名】リズミック錠１０ｍｇ
【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩
【商品名】リマプロストアルファデクス錠５μｇ「日医
工」
【一般名】リマプロスト アルファデクス
【商品名】ロケルマ懸濁用散分包１０ｇ
【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物
【商品名】ロケルマ懸濁用散分包５ｇ
【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物
【商品名】炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「フソー」
【一般名】炭酸ランタン水和物

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】後発品（先発品：サアミオン錠５ｍｇ）

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：プロレナール錠 ５μ
ｇ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ホスレノールＯＤ錠 ２
５０ｍｇ）

2.2 呼吸器官用薬
2.2.2 鎮咳剤
2.2.2.3 デキストロメトルファン製剤
【商品名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５
ｍｇ「トーワ」
【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
臭化水素酸デキストロメトルファン
【商品名】メジコン錠１５ｍｇ
【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

2.2.2.9 その他の鎮咳剤
【商品名】アストミン錠１０ｍｇ
【一般名】ジメモルファンリン酸塩
2.2.3 去たん剤
2.2.3.3 システイン系製剤
【商品名】カルボシステインＤＳ５０％「トーワ」
【一般名】Ｌ－カルボシステイン
【商品名】カルボシステインシロップ５％「タカタ」
【一般名】Ｌ－カルボシステイン
【商品名】カルボシステインドライシロップ５０％「テ
バ」
【一般名】Ｌ－カルボシステイン
【商品名】カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」
【一般名】Ｌ－カルボシステイン

【臨時採用薬】後発品（先発品：ムコダインシロップ
５％）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ムコダインＤＳ ５０％）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ムコダイン錠２５０ｍ
ｇ）
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【商品名】カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」
【一般名】Ｌ－カルボシステイン
【商品名】クリアナール錠２００ｍｇ
【一般名】フドステイン
【商品名】ムコダインＤＳ５０％
【一般名】Ｌ－カルボシステイン
【商品名】ムコダインシロップ５％
【一般名】Ｌ－カルボシステイン
【商品名】ムコダイン錠２５０ｍｇ
【一般名】Ｌ－カルボシステイン
【商品名】ムコダイン錠５００ｍｇ
【一般名】Ｌ－カルボシステイン

【臨時採用薬】後発品（先発品：ムコダイン錠５００ｍ
ｇ）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

2.2.3.9 その他の去たん剤
【商品名】アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．
３％「タイヨー」
【一般名】アンブロキソール塩酸塩
【商品名】アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ
「サワイ」
【一般名】アンブロキソール塩酸塩
【商品名】アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」
【一般名】アンブロキソール塩酸塩
【商品名】ムコサールドライシロップ１．５％
【一般名】アンブロキソール塩酸塩
【商品名】ムコソルバン錠１５ｍｇ
【一般名】アンブロキソール塩酸塩
【商品名】小児用ムコソルバンシロップ０．３％
【一般名】アンブロキソール塩酸塩

【臨時採用薬】後発品（先発品：小児用ムコソルバンシ
ロップ 0.3％）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ムコソルバンＬカプセ
ル ４５ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ムコソルバン錠１５ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】院外専用先発品

2.2.4 鎮咳去たん剤
2.2.4.9 その他の鎮咳去たん剤
【商品名】アスベリンシロップ０．５％
【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩
【商品名】アスベリン散１０％
【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩
【商品名】アスベリン錠１０
【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩
2.2.5 気管支拡張剤
2.2.5.1 キサンチン系製剤
【商品名】テオドール錠１００ｍｇ
【一般名】テオフィリン
【商品名】テオフィリン徐放Ｕ錠２００ｍｇ「トーワ」
【一般名】テオフィリン
【商品名】テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２
０％「サワイ」
【一般名】テオフィリン
【商品名】テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」
【一般名】テオフィリン
【商品名】テオフィリン徐放錠２００ｍｇ「サワイ」
【一般名】テオフィリン
【商品名】テオロング錠２００ｍｇ
【一般名】テオフィリン
【商品名】ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ
【一般名】テオフィリン
2.2.5.9 その他の気管支拡張剤
【商品名】スピロペント錠１０μｇ
【一般名】クレンブテロール塩酸塩
【商品名】ツロブテロール塩酸塩ＤＳ０．１％「オーハ
ラ」
【一般名】ツロブテロール塩酸塩

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ユニフィルＬＡ錠 ２０
０ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：テオドールドライシロ
ップ 20%）
【臨時採用薬】後発品（先発品：テオドール錠 １００ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：テオロング錠 ２００ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ホクナリンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ
0.1%小児用）
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【商品名】プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ／ｍＬ
「日医工」
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物
【商品名】ホクナリンドライシロップ０．１％小児用
【一般名】ツロブテロール塩酸塩
【商品名】メプチンシロップ５μｇ／ｍＬ
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物

【臨時採用薬】後発品（先発品：メプチンシロップ ５μ
ｇ／ｍＬ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

2.3 消化器官用薬
2.3.1 止しゃ剤、整腸剤
2.3.1.2 タンニン酸系製剤；タンニン酸アルブミン等
【商品名】タンニン酸アルブミンシオエ
【一般名】タンニン酸アルブミン Ａｌｂｕｍｉｎ
ａｎｎａｔｅ

Ｔ

2.3.1.6 活性生菌製剤
【商品名】ビオフェルミンＲ散
【一般名】耐性乳酸菌
【商品名】ミヤＢＭ細粒
【一般名】酪酸菌（宮入菌）製剤
【商品名】ミヤＢＭ錠
【一般名】酪酸菌（宮入菌）製剤

【臨時採用薬】後発品

2.3.1.8 ジメチコン製剤
【商品名】ガスコン錠４０ｍｇ
【一般名】ジメチコン
【商品名】ジメチコン錠４０ｍｇ「ＹＤ」
【一般名】ジメチコン
【商品名】ジメチコン内用液２％「ホリイ」
【一般名】ジメチコン

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ガスコン錠 ４０ｍｇ）

2.3.1.9 その他の止しゃ剤、整腸剤
【商品名】ロペミンカプセル１ｍｇ
【一般名】ロペラミド塩酸塩
【商品名】ロペミン小児用細粒０．０５％
【一般名】ロペラミド塩酸塩
【商品名】ロペラミド塩酸塩細粒小児用０．０５％「タ
イヨー」
【一般名】ロペラミド塩酸塩
【商品名】ロペラミド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」
【一般名】ロペラミド塩酸塩
【商品名】薬用炭「日医工」
【一般名】薬用炭 ＭＥＤＩＣＩＮＡＬ ＣＡＲＢＯＮ

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ロペミン小児用細粒
0.05%）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ロペミンカプセル １ｍ
ｇ）

2.3.2 消化性潰瘍用剤
2.3.2.5Ｈ２遮断剤
【商品名】ガスターＤ錠１０ｍｇ
【一般名】ファモチジン
【商品名】ガスターＤ錠２０ｍｇ
【一般名】ファモチジン
【商品名】シメチジン錠２００ｍｇ「サワイ」
【一般名】シメチジン
【商品名】タガメット錠２００ｍｇ
【一般名】シメチジン
【商品名】ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「サワイ」
【一般名】ファモチジン
【商品名】ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」
【一般名】ファモチジン
【商品名】プロテカジンＯＤ錠１０
【一般名】ラフチジン
【商品名】ラフチジン錠１０ｍｇ「サワイ」
【一般名】ラフチジン

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】後発品（先発品：タガメット錠 ２００ｍ
ｇ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ガスターD 錠１０ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ガスターD 錠２０ｍｇ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：プロテカジンＯＤ錠１
０）

2.3.2.9 その他の消化性潰瘍用剤
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【商品名】アルサルミン内用液１０％
【一般名】スクラルファート水和物
【商品名】アルロイドＧ内用液５％
【一般名】アルギン酸ナトリウム
【商品名】イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「サワ
イ」
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩
【商品名】ガストローム顆粒６６．７％
【一般名】エカベトナトリウム水和物
【商品名】ガスロンＮ・ＯＤ錠２ｍｇ
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩
【商品名】サイトテック錠２００
【一般名】ミソプロストール
【商品名】スクラルファート内用液１０％「タイヨー」
【一般名】スクラルファート水和物
【商品名】セルベックスカプセル５０ｍｇ
【一般名】テプレノン
【商品名】タケキャブ錠１０ｍｇ
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩
【商品名】タケキャブ錠２０ｍｇ
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩
【商品名】テプレノンカプセル５０ｍｇ「トーワ」
【一般名】テプレノン
【商品名】ネキシウムカプセル１０ｍｇ
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物
【商品名】ネキシウムカプセル２０ｍｇ
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物
【商品名】ネキシウム懸濁用顆粒分包２０ｍｇ
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物
【商品名】パリエット錠１０ｍｇ
【一般名】ラベプラゾールナトリウム
【商品名】プロマックＤ錠７５
【一般名】ポラプレジンク
【商品名】ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」
【一般名】ポラプレジンク
【商品名】マーズレンＳ配合顆粒
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 水溶
性アズレン Ｌ－グルタミン
【商品名】ムコスタ錠１００ｍｇ
【一般名】レバミピド
【商品名】ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」
【一般名】ラベプラゾールナトリウム
【商品名】ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」
【一般名】ランソプラゾール
【商品名】レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」
【一般名】レバミピド

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ガスロンＮ・ＯＤ錠 ２
ｍｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】後発品（先発品：セルベックスカプセル
５０ｍｇ）
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】後発品（先発品：プロマックＤ錠７５ｍ
ｇ）

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】後発品（先発品：パリエット錠１０ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：タケプロンＯＤ錠１５
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ムコスタ錠１００ｍｇ）

2.3.3 健胃消化剤
2.3.3.1 消化酵素製剤
【商品名】ガランターゼ散５０％
【一般名】β－ガラクトシダーゼ（アスペルギルス）
【商品名】パンクレアチンシオエ
【一般名】パンクレアチン Ｐａｎｃｒｅａｔｉｎ
【商品名】リパクレオンカプセル１５０ｍｇ
【一般名】パンクレリパーゼ

【臨時採用薬】臨時採用薬品

2.3.3.5 酸類製剤；クエン酸リモナーデ等
【商品名】希塩酸「ケンエー」
【一般名】希塩酸 Ｄｉｌｕｔｅ Ｈｙｄｒｏｃｈｌｏ
ｒｉｃ Ａｃｉｄ
2.3.3.9 その他の健胃消化剤
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【商品名】エクセラーゼ配合錠
【一般名】
【商品名】つくしＡ・Ｍ配合散
【一般名】
2.3.4 制酸剤
2.3.4.3 アルミニウム化合物製剤；水酸化アルミニウム、ケイ酸アルミニウム等
【商品名】アドソルビン原末
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【一般名】天然ケイ酸アルミニウム
2.3.4.4 無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等
【商品名】マグミット錠３３０ｍｇ
【一般名】酸化マグネシウム
【商品名】マグミット錠３３０ｍｇ
【一般名】酸化マグネシウム
【商品名】重質酸化マグネシウム「ケンエー」
【一般名】酸化マグネシウム
【商品名】炭酸水素ナトリウム「ケンエー」
【一般名】炭酸水素ナトリウム

【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】後発品

2.3.5 下剤、浣腸剤
2.3.5.4 植物性製剤；センナ等
【商品名】センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」
【一般名】センノシドＡ・Ｂカルシウム塩
【商品名】センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」
【一般名】センノシドＡ・Ｂカルシウム塩

【臨時採用薬】後発品（先発品：プルゼニド錠 １２ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：プルゼニド錠 １２ｍ
ｇ）

2.3.5.9 その他の下剤、浣腸剤
【商品名】アミティーザカプセル１２μｇ
【一般名】ルビプロストン
【商品名】アミティーザカプセル２４μｇ
【一般名】ルビプロストン
【商品名】アローゼン顆粒
【一般名】センノシドＡ，Ｂ
【商品名】グーフィス錠５ｍｇ
【一般名】エロビキシバット水和物
【商品名】スインプロイク錠０．２ｍｇ
【一般名】ナルデメジントシル酸塩
【商品名】ビーマス配合錠
【一般名】カサンスラノール ジオクチルソジウムスル
ホサクシネート
【商品名】ピコスルファートナトリウム内用液０．７
５％「ＪＧ」
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物
【商品名】モニラック・シロップ６５％
【一般名】ラクツロース
【商品名】モニラック・シロップ６５％
【一般名】ラクツロース
【商品名】モビコール配合内用剤
【一般名】マクロゴール４０００ ポリエチレングリコ
ール４０００
【商品名】ラキソベロン内用液０．７５％
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物
【商品名】ラクツロースシロップ６５％「タカタ」
【一般名】ラクツロース
【商品名】ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ
【一般名】ラクツロース

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】後発品（先発品：ラキソベロン内用液０．
７５％ １０ｍＬ）
【臨時採用薬】院内のみ 院外は一般名
【臨時採用薬】院内のみ 院外は一般名

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】後発品

2.3.6 利胆剤
2.3.6.2 胆汁酸製剤
【商品名】ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「サワ
イ」
【一般名】ウルソデオキシコール酸

【臨時採用薬】後発品（先発品：ウルソ錠１００ｍｇ）
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【商品名】ウルソ錠１００ｍｇ
【一般名】ウルソデオキシコール酸
【商品名】ウルソ顆粒５％
【一般名】ウルソデオキシコール酸

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

2.3.6.9 その他の利胆剤
【商品名】スパカール錠４０ｍｇ
【一般名】トレピブトン
2.3.9 その他の消化器官用薬
【商品名】サラジェン錠５ｍｇ
【一般名】ピロカルピン塩酸塩
【商品名】ゼンタコートカプセル３ｍｇ
【一般名】ブデソニド

【臨時採用薬】臨時採用薬品

2.3.9.1 鎮吐剤
【商品名】アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「サワイ」
【一般名】アプレピタント
【商品名】アプレピタントカプセル８０ｍｇ「サワイ」
【一般名】アプレピタント
【商品名】ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ
【一般名】ラモセトロン塩酸塩
2.3.9.9 他に分類されない消化器官用薬
【商品名】アコファイド錠１００ｍｇ
【一般名】アコチアミド塩酸塩水和物
【商品名】アサコール錠４００ｍｇ
【一般名】メサラジン
【商品名】イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「タナベ」
【一般名】イトプリド塩酸塩
【商品名】イリボーＯＤ錠５μｇ
【一般名】ラモセトロン塩酸塩
【商品名】ガスモチン錠２．５ｍｇ
【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物
【商品名】ガスモチン錠５ｍｇ
【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物
【商品名】ガナトン錠５０ｍｇ
【一般名】イトプリド塩酸塩
【商品名】コロネル細粒８３．３％
【一般名】ポリカルボフィルカルシウム
【商品名】コロネル錠５００ｍｇ
【一般名】ポリカルボフィルカルシウム
【商品名】サリグレンカプセル３０ｍｇ
【一般名】セビメリン塩酸塩水和物
【商品名】セレキノン錠１００ｍｇ
【一般名】トリメブチンマレイン酸塩
【商品名】ドンペリドンドライシロップ小児用１％「日
医工」
【一般名】ドンペリドン
【商品名】ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」
【一般名】ドンペリドン
【商品名】ナウゼリンＯＤ錠１０
【一般名】ドンペリドン
【商品名】ナウゼリンドライシロップ１％
【一般名】ドンペリドン
【商品名】プリンペラン錠５
【一般名】メトクロプラミド
【商品名】ペンタサ錠２５０ｍｇ
【一般名】メサラジン
【商品名】ペンタサ錠５００ｍｇ
【一般名】メサラジン
【商品名】ペンタサ顆粒９４％

【臨時採用薬】後発品（先発品：イメンドカプセル１２
５ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：イメンドカプセル８０
ｍｇ）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ガナトン錠５０ｍｇ）
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】院外専用後発品（先発品：ナウゼリンド
ライシロップ１％）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ナウゼリンＯＤ錠１０
ｍｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
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【一般名】メサラジン
【商品名】ペンタサ顆粒９４％
【一般名】メサラジン
【商品名】ポリカルボフィルＣａ細粒８３．３％「日医
工」
【一般名】ポリカルボフィルカルシウム
【商品名】メサラジン徐放錠２５０ｍｇ「武田テバ」
【一般名】メサラジン
【商品名】メサラジン徐放錠５００ｍｇ「武田テバ」
【一般名】メサラジン
【商品名】メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「ファイザー」
【一般名】メサラジン
【商品名】メトクロプラミド錠５ｍｇ「タカタ」
【一般名】メトクロプラミド
【商品名】モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＥＥ」
【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物
【商品名】モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」
【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物
【商品名】リアルダ錠１２００ｍｇ
【一般名】メサラジン
【商品名】リンゼス錠０．２５ｍｇ
【一般名】リナクロチド

【臨時採用薬】後発品（先発品：コロネル細粒８３．３％）

【臨時採用薬】後発品（先発品：アサコール錠 ４００ｍ
ｇ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ガスモチン錠２．５ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ガスモチン錠５ｍｇ）

2.4 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。
）
2.4.1 脳下垂体ホルモン剤
2.4.1.9 その他の脳下垂体ホルモン剤
【商品名】ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物
【商品名】ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物

【臨時採用薬】臨時採用薬品

2.4.3 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
2.4.3.1 甲状腺ホルモン製剤
【商品名】チラーヂンＳ散０．０１％
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物
【商品名】チラーヂンＳ錠２５μｇ
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物
【商品名】チラーヂンＳ錠５０μｇ
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物
2.4.3.2 抗甲状腺ホルモン製剤
【商品名】プロパジール錠５０ｍｇ
【一般名】プロピルチオウラシル
【商品名】メルカゾール錠２．５ｍｇ
【一般名】チアマゾール
【商品名】メルカゾール錠５ｍｇ
【一般名】チアマゾール
2.4.4 たん白同化ステロイド剤
2.4.4.9 その他のたん白同化ステロイド剤
【商品名】プリモボラン錠５ｍｇ
【一般名】メテノロン酢酸エステル
2.4.5 副腎ホルモン剤
2.4.5.2 コルチゾン系製剤
【商品名】コートリル錠１０ｍｇ
【一般名】ヒドロコルチゾン
2.4.5.4 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
【商品名】デカドロンエリキシル０．０１％
【一般名】デキサメタゾン
【商品名】デカドロン錠０．５ｍｇ
【一般名】デキサメタゾン
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【商品名】デカドロン錠４ｍｇ
【一般名】デキサメタゾン
【商品名】リンデロン錠０．５ｍｇ
【一般名】ベタメタゾン
【商品名】レナデックス錠４ｍｇ
【一般名】デキサメタゾン
2.4.5.6 プレドニゾロン系製剤
【商品名】プレドニゾロン散「タケダ」１％
【一般名】プレドニゾロン
【商品名】プレドニゾロン錠「タケダ」５ｍｇ
【一般名】プレドニゾロン
【商品名】プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成）
【一般名】プレドニゾロン
【商品名】メドロール錠４ｍｇ
【一般名】メチルプレドニゾロン

【臨時採用薬】臨時採用薬品

2.4.5.9 その他の副腎ホルモン剤
【商品名】サクコルチン配合錠
【一般名】ベタメタゾン ｄ－クロルフェニラミンマレ
イン酸塩
【商品名】セレスタミン配合錠
【一般名】ベタメタゾン ｄ－クロルフェニラミンマレ
イン酸塩
【商品名】フロリネフ錠０．１ｍｇ
【一般名】フルドロコルチゾン酢酸エステル

【臨時採用薬】後発品（先発品：セレスタミン配合錠）

【臨時採用薬】院外専用先発品

2.4.7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
2.4.7.4 エチニルエストラジオール系製剤
【商品名】プロセキソール錠０．５ｍｇ
【一般名】エチニルエストラジオール
2.4.7.5 エストリオール系製剤
【商品名】エストリール錠１ｍｇ
【一般名】エストリオール
2.4.7.8 合成黄体ホルモン製剤
【商品名】クロルマジノン酢酸エステル錠２５ｍｇ「タ
イヨー」
【一般名】クロルマジノン酢酸エステル
【商品名】デュファストン錠５ｍｇ
【一般名】ジドロゲステロン
【商品名】ヒスロンＨ錠２００ｍｇ
【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル
【商品名】ヒスロン錠５
【一般名】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル
【商品名】プロスタール錠２５
【一般名】クロルマジノン酢酸エステル

【臨時採用薬】後発品（先発品：プロスタール錠 ２５ｍ
ｇ）

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

2.4.7.9 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
【商品名】プレマリン錠０．６２５ｍｇ
【一般名】結合型エストロゲン
2.4.8 混合ホルモン剤
2.4.8.2 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
【商品名】プラノバール配合錠
【一般名】ノルゲストレル エチニルエストラジオール
【商品名】ヤーズ配合錠
【一般名】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
【商品名】ルナベル配合錠ＬＤ
【一般名】ノルエチステロン エチニルエストラジオー
ル
【商品名】ルナベル配合錠ＵＬＤ
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【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【一般名】ノルエチステロン エチニルエストラジオー
ル
2.4.9 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。
）
【商品名】アボルブカプセル０．５ｍｇ
【一般名】デュタステリド
【商品名】デュタステリド錠０．５ｍｇＡＶ「ＮＳ」
【一般名】デュタステリド

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アボルブカプセル ０．
５ｍｇ）

2.4.9.1 循環ホルモン剤
【商品名】カリジノゲナーゼ錠５０単位「日医工」
【一般名】カリジノゲナーゼ
【商品名】カルナクリン錠５０
【一般名】カリジノゲナーゼ

【臨時採用薬】後発品（先発品：カルナクリン錠５０単
位）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

2.4.9.9 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。
）
【商品名】クロミッド錠５０ｍｇ
【一般名】クロミフェンクエン酸塩
【商品名】ジエノゲスト錠１ｍｇ「モチダ」
【臨時採用薬】後発品（先発品：ディナゲスト錠 １ｍ
【一般名】ジエノゲスト
ｇ）
【商品名】ディナゲスト錠０．５ｍｇ
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【一般名】ジエノゲスト
【商品名】ディナゲスト錠１ｍｇ
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【一般名】ジエノゲスト
【商品名】プロスタグランジンＥ２錠０．５ｍｇ「科研」
【一般名】ジノプロストン
【商品名】プロペシア錠０．２ｍｇ
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【一般名】フィナステリド
【商品名】ボンゾール錠１００ｍｇ
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【一般名】ダナゾール
【商品名】リベルサス錠１４ｍｇ
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）
【商品名】リベルサス錠３ｍｇ
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）
【商品名】リベルサス錠７ｍｇ
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）
【商品名】レルミナ錠４０ｍｇ
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【一般名】レルゴリクス
2.5 泌尿生殖器官及び肛門用薬
2.5.3 子宮収縮剤
2.5.3.1 バッカク類製剤
【商品名】パルタンＭ錠０．１２５ｍｇ
【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩
2.5.4 避妊剤
2.5.4.9 その他の避妊剤
【商品名】シンフェーズＴ２８錠
【一般名】ノルエチステロン エチニルエストラジオー
ル

【臨時採用薬】院外専用

2.5.5 痔疾用剤
2.5.5.9 その他の痔疾用剤
【商品名】ヘモクロンカプセル２００ｍｇ
【一般名】トリベノシド
【商品名】ヘモナーゼ配合錠
【一般名】ブロメライン トコフェロール酢酸エステル
2.5.9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
【商品名】イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ「杏林」
【一般名】イミダフェナシン
【商品名】ウテメリン錠５ｍｇ
【一般名】リトドリン塩酸塩
【商品名】ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ
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【臨時採用薬】後発品（先発品：ウリトスＯＤ錠０．１
ｍｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

【一般名】イミダフェナシン
【商品名】ウロカルン錠２２５ｍｇ
【一般名】ウラジロガシエキス
【商品名】エルサメットＳ配合錠
【一般名】オオウメガサソウエキス ハコヤナギエキス
セイヨウオキナグサエキス スギナエキス 小麦胚芽油
【商品名】ザルティア錠５ｍｇ
【一般名】タダラフィル
【商品名】シアリス錠１０ｍｇ
【一般名】タダラフィル
【商品名】シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＤＳＥＰ」
【一般名】シロドシン
【商品名】シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」
【一般名】シロドシン
【商品名】セルニルトン錠
【一般名】セルニチンＴ－６０ セルニチンＧＢＸ
【商品名】ソリフェナシンコハク酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ
「サワイ」
【一般名】コハク酸ソリフェナシン
【商品名】ソリフェナシンコハク酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サ
ワイ」
【一般名】コハク酸ソリフェナシン
【商品名】タダラフィルＯＤ錠５ｍｇＺＡ「トーワ」
【一般名】タダラフィル
【商品名】タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「サワ
イ」
【一般名】タムスロシン塩酸塩
【商品名】トビエース錠４ｍｇ
【一般名】フェソテロジンフマル酸塩
【商品名】ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＥＥ」
【一般名】ナフトピジル
【商品名】ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＥＥ」
【一般名】ナフトピジル
【商品名】ハルナールＤ錠０．２ｍｇ
【一般名】タムスロシン塩酸塩
【商品名】フリバスＯＤ錠５０ｍｇ
【一般名】ナフトピジル
【商品名】フリバスＯＤ錠７５ｍｇ
【一般名】ナフトピジル
【商品名】プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」
【一般名】プロピベリン塩酸塩
【商品名】プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＭＥＤ」
【一般名】プロピベリン塩酸塩
【商品名】ベオーバ錠５０ｍｇ
【一般名】ビベグロン
【商品名】ベシケアＯＤ錠２．５ｍｇ
【一般名】コハク酸ソリフェナシン
【商品名】ベシケアＯＤ錠５ｍｇ
【一般名】コハク酸ソリフェナシン
【商品名】ベタニス錠５０ｍｇ
【一般名】ミラベグロン
【商品名】ユリーフＯＤ錠２ｍｇ
【一般名】シロドシン
【商品名】ユリーフＯＤ錠４ｍｇ
【一般名】シロドシン
【商品名】リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」
【一般名】リトドリン塩酸塩

【臨時採用薬】後発品（先発品：エビプロスタット配合
錠ＤＢ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ユリーフＯＤ錠２ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ユリーフＯＤ錠４ｍｇ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ハルナールＤ錠０．２
ｍｇ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：フリバスＯＤ錠 ５０ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：フリバスＯＤ錠 ７５ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：バップフォー錠１０ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：バップフォー錠２０ｍ
ｇ）

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ウテメリン錠５ｍｇ）

2.9 その他の個々の器官系用医薬品
【商品名】セファランチン末１％
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【一般名】セファランチン イソテトランドリン シクレ
アニン ベルバミン
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3. 代謝性医薬品
3.1 ビタミン剤
3.1.1 ビタミンＡ及びＤ剤
3.1.1.2 合成ビタミンＤ製剤
【商品名】アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「サワイ」
【一般名】アルファカルシドール
【商品名】アルファカルシドールカプセル０．５μｇ「サ
ワイ」
【一般名】アルファカルシドール
【商品名】アルファカルシドールカプセル１μｇ「サワ
イ」
【一般名】アルファカルシドール
【商品名】アルファロールカプセル０．２５μｇ
【一般名】アルファカルシドールカプセル
【商品名】アルファロールカプセル０．５μｇ
【一般名】アルファカルシドールカプセル
【商品名】アルファロールカプセル１μｇ
【一般名】アルファカルシドールカプセル
【商品名】アルファロール内用液０．５μｇ／ｍＬ
【一般名】アルファカルシドール液
【商品名】エディロールカプセル０．５μｇ
【一般名】エルデカルシトール
【商品名】エディロールカプセル０．７５μｇ
【一般名】エルデカルシトール
【商品名】エルデカルシトールカプセル０．５μｇ「サ
ワイ」
【一般名】エルデカルシトール
【商品名】エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「サ
ワイ」
【一般名】エルデカルシトール

【臨時採用薬】後発品（先発品：アルファロールカプセ
ル ０．２５μｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アルファロールカプセ
ル ０．５μｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アルファロールカプセ
ル １μｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】後発品（先発品：エディロールカプセル
0.5μg）
【臨時採用薬】後発品（先発品：エディロールカプセル
0.75μg）

3.1.1.9 その他のビタミンＡ及びＤ剤
【商品名】チガソンカプセル１０
【一般名】エトレチナート
3.1.2 ビタミンＢ１剤
3.1.2.2 ビタミンＢ１誘導体製剤
【商品名】２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠
【一般名】フルスルチアミン塩酸塩

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

3.1.3 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。
）
3.1.3.1 ビタミンＢ２剤
【商品名】ハイボン錠２０ｍｇ
【一般名】リボフラビン酪酸エステル
【商品名】リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「ツル
ハラ」
【一般名】リボフラビン酪酸エステル

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

3.1.3.2 ニコチン酸系製剤
【商品名】ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」
【一般名】ニコチン酸アミド

【臨時採用薬】臨時採用薬品

3.1.3.3 パントテン酸系製剤
【商品名】パンテチン散２０％「テバ」
【一般名】パンテチン

【臨時採用薬】後発品（先発品：パントシン散２０％）

3.1.3.4 ビタミンＢ６剤
【商品名】ピドキサール錠２０ｍｇ
【一般名】ピリドキサールリン酸エステル水和物
3.1.3.5 葉酸製剤
【商品名】フォリアミン錠
【一般名】葉酸
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3.1.3.6 ビタミンＢ12 剤
【商品名】メチコバール錠５００μｇ
【一般名】メコバラミン

【臨時採用薬】後発品

3.1.6 ビタミンＫ剤
【商品名】グラケーカプセル１５ｍｇ
【一般名】メナテトレノン
【商品名】ケイツーシロップ０．２％
【一般名】メナテトレノン
【商品名】メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「科研」
【一般名】メナテトレノン

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】後発品（先発品：グラケーカプセル １５
ｍｇ）

3.1.7 混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。
）
3.1.7.9 その他の混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。
）
【商品名】シナール配合錠
【一般名】アスコルビン酸 ビタミンＣ パントテン酸カ
ルシウム
【商品名】ダイメジンスリービー配合カプセル２５
【臨時採用薬】後発品（先発品：ビタメジン配合カプセ
【一般名】ベンフォチアミン ピリドキシン塩酸塩 シア ルＢ２５）
ノコバラミン
【商品名】ビタメジン配合カプセルＢ２５
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【一般名】ベンフォチアミン ピリドキシン塩酸塩 ビタ
ミンＢ６ シアノコバラミン ビタミンＢ１２
【商品名】調剤用パンビタン末
【一般名】
3.1.9 その他のビタミン剤
【商品名】ビオチン散０．２％「フソー」
【一般名】ビオチン
3.2 滋養強壮薬
3.2.1 カルシウム剤
3.2.1.1 乳酸カルシウム製剤
【商品名】乳酸カルシウム「ケンエー」
【一般名】乳酸カルシウム水和物
【商品名】乳石錠５００ｍｇ「ファイザー」
【一般名】乳酸カルシウム水和物

【臨時採用薬】臨時採用薬品

3.2.1.9 その他のカルシウム剤
【商品名】デノタスチュアブル配合錠
【一般名】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
【商品名】リン酸水素カルシウム水和物「ヨシダ」
【一般名】リン酸水素カルシウム水和物

【臨時採用薬】臨時採用薬品

3.2.2 無機質製剤
【商品名】ホスリボン配合顆粒
【一般名】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

【臨時採用薬】臨時採用薬品

3.2.2.1 ヨウ素化合物製剤；ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等
【商品名】ヨウレチン錠「１００」
【一般名】ヨウ素レシチン
【商品名】ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【一般名】ヨウ化カリウム
3.2.2.2 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。
）
【商品名】インクレミンシロップ５％
【一般名】溶性ピロリン酸第二鉄
【商品名】クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」
【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム
【商品名】クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒８．３％「ツ
ルハラ」
【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム
【商品名】フェロミア錠５０ｍｇ

【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】後発品（先発品：フェロミア錠 ５０ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：フェロミア顆粒８．３％）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
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【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム
【商品名】フェロミア顆粒８．３％
【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム
3.2.2.9 その他の無機質製剤
【商品名】アスパラカリウム散５０％
【一般名】Ｌ－アスパラギン酸カリウム
【商品名】アスパラカリウム錠３００ｍｇ
【一般名】Ｌ－アスパラギン酸カリウム
【商品名】ソリタ－Ｔ配合顆粒３号
【一般名】
【商品名】塩化カリウム徐放錠６００ｍｇ「Ｓｔ」
【一般名】塩化カリウム

【臨時採用薬】臨時採用薬品

3.2.5 たん白アミノ酸製剤
3.2.5.3 混合アミノ酸製剤
【商品名】アミノバクト配合顆粒
【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン顆粒
【商品名】リーバクト配合顆粒
【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン顆粒

【臨時採用薬】後発品（先発品：リーバクト配合顆粒）
【臨時採用薬】院外専用先発品

3.2.5.9 その他のたん白アミノ酸製剤
【商品名】アミノレバンＥＮ配合散
【一般名】
【商品名】アミノレバンＥＮ配合散
【一般名】
【商品名】エネーボ配合経腸用液
【一般名】
【商品名】エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤
【一般名】
【商品名】エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤
【一般名】
【商品名】エレンタール配合内用剤
【一般名】
【商品名】エンシュア・Ｈ
【一般名】
【商品名】エンシュア・リキッド
【一般名】
【商品名】ラコールＮＦ配合経腸用液
【一般名】
【商品名】ラコールＮＦ配合経腸用液
【一般名】
【商品名】ラコールＮＦ配合経腸用液
【一般名】
【商品名】ラコールＮＦ配合経腸用液
【一般名】
【商品名】ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤
【一般名】

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

3.3 血液・体液用薬
3.3.2 止血剤
3.3.2.1 カルバゾクロム系製剤
【商品名】アドナ散１０％
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
【商品名】アドナ錠３０ｍｇ
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
【商品名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散１
０％「日医工」
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
【商品名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠１０
ｍｇ「日医工」
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

【臨時採用薬】院外専用先発品
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アドナ散１０％）
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3.3.2.7 抗プラスミン剤
【商品名】トランサミン散５０％
【一般名】トラネキサム酸
【商品名】トランサミン錠２５０ｍｇ
【一般名】トラネキサム酸
3.3.3 血液凝固阻止剤
3.3.3.2 ジクマロール系製剤
【商品名】ワーファリン錠０．５ｍｇ
【一般名】ワルファリンカリウム
【商品名】ワーファリン錠１ｍｇ
【一般名】ワルファリンカリウム
【商品名】ワーファリン錠５ｍｇ
【一般名】ワルファリンカリウム
【商品名】ワーファリン顆粒０．２％
【一般名】ワルファリンカリウム
3.3.3.9 その他の血液凝固阻止剤
【商品名】イグザレルトＯＤ錠１０ｍｇ
【一般名】リバーロキサバン
【商品名】イグザレルトＯＤ錠１５ｍｇ
【一般名】リバーロキサバン
【商品名】エリキュース錠２．５ｍｇ
【一般名】アピキサバン
【商品名】エリキュース錠５ｍｇ
【一般名】アピキサバン
【商品名】プラザキサカプセル１１０ｍｇ
【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン
酸塩
【商品名】プラザキサカプセル７５ｍｇ
【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン
酸塩
【商品名】リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【商品名】リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【商品名】リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
3.3.9 その他の血液・体液用薬
3.3.9.9 他に分類されない血液・体液用薬
【商品名】アンプラーグ錠１００ｍｇ
【一般名】サルポグレラート塩酸塩
【商品名】エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ
【一般名】プラスグレル塩酸塩
【商品名】エフィエント錠３．７５ｍｇ
【一般名】プラスグレル塩酸塩
【商品名】キャブピリン配合錠
【一般名】アスピリン ボノプラザンフマル酸塩
【商品名】クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」
【一般名】クロピドグレル硫酸塩
【商品名】クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」
【一般名】クロピドグレル硫酸塩
【商品名】サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「テバ」
【一般名】サルポグレラート塩酸塩
【商品名】シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「トーワ」
【一般名】シロスタゾール
【商品名】シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「トーワ」
【一般名】シロスタゾール
【商品名】チクロピジン塩酸塩細粒１０％「日医工」
【一般名】チクロピジン塩酸塩
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【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

【臨時採用薬】後発品（先発品：プラビックス錠２５ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：プラビックス錠７５ｍ
ｇ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：プレタールＯＤ錠１０
０ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：プレタールＯＤ錠５０
ｍｇ）
【臨時採用薬】臨時採用薬品 後発品（先発品：パナルジ
ン細粒１０％）

【商品名】チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」
【一般名】チクロピジン塩酸塩
【商品名】バイアスピリン錠１００ｍｇ
【一般名】アスピリン
【商品名】バファリン配合錠Ａ８１
【一般名】アスピリン アルミニウム グリシネート 炭
酸マグネシウム
【商品名】プラビックス錠２５ｍｇ
【一般名】クロピドグレル硫酸塩
【商品名】プラビックス錠７５ｍｇ
【一般名】クロピドグレル硫酸塩
【商品名】プレタールＯＤ錠１００ｍｇ
【一般名】シロスタゾール
【商品名】プレタールＯＤ錠５０ｍｇ
【一般名】シロスタゾール
【商品名】プロサイリン錠２０
【一般名】ベラプロストナトリウム
【商品名】ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」
【一般名】ベラプロストナトリウム

【臨時採用薬】後発品（先発品：パナルジン錠 １００ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】後発品

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：プロサイリン錠２０μ
ｇ）

3.9 その他の代謝性医薬品
3.9.1 肝臓疾患用剤
3.9.1.9 その他の肝臓疾患用剤
【商品名】グリチロン配合錠
【一般名】グリチルリチン酸一アンモニウム グリシン
アミノ酢酸 ＤＬ－メチオニン
3.9.2 解毒剤
3.9.2.2 グルタチオン製剤
【商品名】タチオン錠１００ｍｇ
【一般名】グルタチオン
3.9.2.9 その他の解毒剤
【商品名】クレメジン細粒分包２ｇ
【一般名】
【商品名】クレメジン速崩錠５００ｍｇ
【一般名】
【商品名】ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ
【一般名】デフェラシロクス
【商品名】ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ
【一般名】デフェラシロクス
【商品名】デフェラシロクス顆粒分包３６０ｍｇ「サン
ド」
【一般名】デフェラシロクス
【商品名】デフェラシロクス顆粒分包９０ｍｇ「サンド」
【一般名】デフェラシロクス
【商品名】ノベルジン錠２５ｍｇ
【一般名】酢酸亜鉛水和物
【商品名】ノベルジン錠５０ｍｇ
【一般名】酢酸亜鉛水和物
【商品名】ホリナート錠２５ｍｇ「タイホウ」
【一般名】ホリナートカルシウム ロイコボリンカルシ
ウム
【商品名】ロイコボリン錠５ｍｇ
【一般名】ホリナートカルシウム ロイコボリンカルシ
ウム
【商品名】球形吸着炭細粒「マイラン」
【一般名】
3.9.3 習慣性中毒用剤
3.9.3.2 シアナミド製剤
【商品名】シアナマイド内用液１％「タナベ」
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【臨時採用薬】院外専用先発品

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ユーゼル錠 ２５ｍｇ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：クレメジン細粒分包２
ｇ）

【一般名】シアナミド
3.9.4 痛風治療剤
3.9.4.1 コルヒチン製剤
【商品名】コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」
【一般名】コルヒチン
3.9.4.2 プロベネシド製剤
【商品名】ベネシッド錠２５０ｍｇ
【一般名】プロベネシド
3.9.4.3 アロプリノール製剤
【商品名】アロプリノール錠１００ｍｇ「タナベ」
【一般名】アロプリノール

【臨時採用薬】後発品

3.9.4.9 その他の痛風治療剤
【商品名】ウラリット配合錠
【一般名】クエン酸カリウム クエン酸ナトリウム水和
物
【商品名】ウリアデック錠４０ｍｇ
【一般名】トピロキソスタット
【商品名】クエンメット配合錠
【一般名】クエン酸カリウム クエン酸ナトリウム水和
物
【商品名】フェブリク錠１０ｍｇ
【一般名】フェブキソスタット
【商品名】フェブリク錠２０ｍｇ
【一般名】フェブキソスタット
【商品名】ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「日医工」
【一般名】ベンズブロマロン
【商品名】ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「日医工」
【一般名】ベンズブロマロン
【商品名】ユリノーム錠２５ｍｇ
【一般名】ベンズブロマロン
【商品名】ユリノーム錠５０ｍｇ
【一般名】ベンズブロマロン

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ウラリット配合錠）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ユリノーム錠 ２５ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ユリノーム錠 ５０ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

3.9.6 糖尿病用剤
3.9.6.1 スルフォニル尿素系製剤
【商品名】アマリール０．５ｍｇ錠
【一般名】グリメピリド
【商品名】アマリール１ｍｇ錠
【一般名】グリメピリド
【商品名】グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」
【一般名】グリベンクラミド
【商品名】グリメピリド錠０．５ｍｇ「ファイザー」
【一般名】グリメピリド
【商品名】グリメピリド錠１ｍｇ「ファイザー」
【一般名】グリメピリド
3.9.6.2 ビグアナイド系製剤
【商品名】メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＴＥ」
【一般名】メトホルミン塩酸塩
【商品名】メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ＴＥ」
【一般名】メトホルミン塩酸塩
3.9.6.9 その他の糖尿病用剤
【商品名】イニシンク配合錠
【一般名】アログリプチン安息香酸塩 メトホルミン塩
酸塩
【商品名】エクア錠５０ｍｇ
【一般名】ビルダグリプチン
【商品名】エクメット配合錠ＨＤ
【一般名】ビルダグリプチン メトホルミン塩酸塩
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【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：オイグルコン錠 ２．５
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アマリール ０．５ｍｇ
錠）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アマリール １ｍｇ錠）

【臨時採用薬】後発品（先発品：メトグルコ錠２５０ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：メトグルコ錠 ５００ｍ
ｇ）

【商品名】カナグル錠１００ｍｇ
【一般名】カナグリフロジン水和物
【商品名】カナリア配合錠
【一般名】テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 カナ
グリフロジン水和物
【商品名】グルファストＯＤ錠１０ｍｇ
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物
【商品名】グルベス配合ＯＤ錠
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物 ボグリボー
ス
【商品名】ザファテック錠１００ｍｇ
【一般名】トレラグリプチンコハク酸塩
【商品名】ジャディアンス錠１０ｍｇ
【一般名】エンパグリフロジン
【商品名】ジャディアンス錠２５ｍｇ
【一般名】エンパグリフロジン
【商品名】ジャヌビア錠５０ｍｇ
【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物
【商品名】シュアポスト錠０．２５ｍｇ
【一般名】レパグリニド
【商品名】シュアポスト錠０．５ｍｇ
【一般名】レパグリニド
【商品名】スージャヌ配合錠
【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物 イプラグリ
フロジン Ｌ－プロリン
【商品名】セイブルＯＤ錠５０ｍｇ
【一般名】ミグリトール
【商品名】セイブルＯＤ錠７５ｍｇ
【一般名】ミグリトール
【商品名】テネリアＯＤ錠２０ｍｇ
【一般名】テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物
【商品名】デベルザ錠２０ｍｇ
【一般名】トホグリフロジン水和物
【商品名】トラゼンタ錠５ｍｇ
【一般名】リナグリプチン
【商品名】トラディアンス配合錠ＡＰ
【一般名】エンパグリフロジン リナグリプチン
【商品名】トラディアンス配合錠ＢＰ
【一般名】エンパグリフロジン リナグリプチン
【商品名】ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩
【商品名】フォシーガ錠１０ｍｇ
【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和
物
【商品名】フォシーガ錠５ｍｇ
【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和
物
【商品名】ベイスンＯＤ錠０．３
【一般名】ボグリボース
【商品名】ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「ケミファ」
【一般名】ボグリボース
【商品名】マリゼブ錠１２．５ｍｇ
【一般名】オマリグリプチン
【商品名】ミグリトールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」
【一般名】ミグリトール
【商品名】ミグリトールＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」
【一般名】ミグリトール
【商品名】ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「三和」
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物
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【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】後発品（先発品：アクトスＯＤ錠 １５ｍ
ｇ）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ベイスンＯＤ錠０．３
ｍｇ）
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】後発品（先発品：セイブルＯＤ錠 ５０ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：セイブルＯＤ錠 ７５ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：グルファストＯＤ錠 １
０ｍｇ）

【商品名】ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「三和」
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物
【商品名】レパグリニド錠０．２５ｍｇ「サワイ」
【一般名】レパグリニド
【商品名】レパグリニド錠０．５ｍｇ「サワイ」
【一般名】レパグリニド

【臨時採用薬】後発品（先発品：グルファストＯＤ錠 ５
ｍｇ）

3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品
【商品名】オフェブカプセル１００ｍｇ
【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩
【商品名】オフェブカプセル１５０ｍｇ
【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩
【商品名】セルセプトカプセル２５０
【一般名】ミコフェノール酸 モフェチル

【臨時採用薬】臨時採用薬品

3.9.9.2 アデノシン製剤
【商品名】アデホスコーワ顆粒１０％
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物
3.9.9.9 他に分類されないその他の代謝性医薬品
【商品名】アクトネル錠１７．５ｍｇ
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物
【商品名】アラバ錠１０ｍｇ
【一般名】レフルノミド
【商品名】アラバ錠２０ｍｇ
【一般名】レフルノミド
【商品名】アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ファイザー」
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物
【商品名】アレンドロン酸錠５ｍｇ「日医工」
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物
【商品名】イムラン錠５０ｍｇ
【一般名】アザチオプリン
【商品名】エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＮＰ」
【一般名】エパルレスタット
【商品名】エビスタ錠６０ｍｇ
【一般名】ラロキシフェン塩酸塩
【商品名】エベレンゾ錠１００ｍｇ
【一般名】ロキサデュスタット
【商品名】エベレンゾ錠２０ｍｇ
【一般名】ロキサデュスタット
【商品名】エベレンゾ錠５０ｍｇ
【一般名】ロキサデュスタット
【商品名】エルカルチンＦＦ錠１００ｍｇ
【一般名】レボカルニチン
【商品名】エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ
【一般名】レボカルニチン
【商品名】エルカルチンＦＦ内用液１０％
【一般名】レボカルニチン
【商品名】オテズラ錠１０ｍｇ
【一般名】アプレミラスト
【商品名】オテズラ錠２０ｍｇ
【一般名】アプレミラスト
【商品名】オテズラ錠３０ｍｇ
【一般名】アプレミラスト
【商品名】オルケディア錠１ｍｇ
【一般名】エボカルセト
【商品名】オルケディア錠２ｍｇ
【一般名】エボカルセト
【商品名】オルミエント錠２ｍｇ
【一般名】バリシチニブ
【商品名】オルミエント錠４ｍｇ
【一般名】バリシチニブ

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】後発品（先発品：ボナロン錠３５ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：フォサマック錠 ５ｍ
ｇ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：キネダック錠５０ｍｇ）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
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【商品名】カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「テバ」
【一般名】カモスタットメシル酸塩
【商品名】グラセプターカプセル０．５ｍｇ
【一般名】タクロリムス水和物
【商品名】グラセプターカプセル１ｍｇ
【一般名】タクロリムス水和物
【商品名】ケアラム錠２５ｍｇ
【一般名】イグラチモド
【商品名】シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「ファイザ
ー」
【一般名】シクロスポリン サイクロスポリンＡ
【商品名】シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「ファイザ
ー」
【一般名】シクロスポリン サイクロスポリンＡ
【商品名】シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「ファイザ
ー」
【一般名】シクロスポリン サイクロスポリンＡ
【商品名】ジセレカ錠１００ｍｇ
【一般名】フィルゴチニブマレイン酸塩
【商品名】ジセレカ錠２００ｍｇ
【一般名】フィルゴチニブマレイン酸塩
【商品名】ジレニアカプセル０．５ｍｇ
【一般名】フィンゴリモド塩酸塩
【商品名】スマイラフ錠１００ｍｇ
【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩
【商品名】スマイラフ錠５０ｍｇ
【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩
【商品名】ゼルヤンツ錠５ｍｇ
【一般名】トファシチニブクエン酸塩
【商品名】ダーブロック錠１ｍｇ
【一般名】ダプロデュスタット
【商品名】ダーブロック錠２ｍｇ
【一般名】ダプロデュスタット
【商品名】ダーブロック錠４ｍｇ
【一般名】ダプロデュスタット
【商品名】ダーブロック錠６ｍｇ
【一般名】ダプロデュスタット
【商品名】ネオーラル１０ｍｇカプセル
【一般名】シクロスポリン
【商品名】ネオーラル２５ｍｇカプセル
【一般名】シクロスポリン
【商品名】ネオーラル５０ｍｇカプセル
【一般名】シクロスポリン
【商品名】ネオーラル内用液１０％
【一般名】シクロスポリン
【商品名】バゼドキシフェン錠２０ｍｇ「サワイ」
【一般名】バゼドキシフェン酢酸塩
【商品名】バフセオ錠１５０ｍｇ
【一般名】バダデュスタット
【商品名】ビビアント錠２０ｍｇ
【一般名】バゼドキシフェン酢酸塩
【商品名】フオイパン錠１００ｍｇ
【一般名】カモスタットメシル酸塩
【商品名】プラケニル錠２００ｍｇ
【一般名】ヒドロキシクロロキン硫酸塩
【商品名】ブレディニン錠５０
【一般名】ミゾリビン
【商品名】プログラフカプセル０．５ｍｇ
【一般名】タクロリムス水和物
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【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】後発品（先発品：ネオーラル１０ｍｇカ
プセル）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ネオーラル２５ｍｇカ
プセル）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ネオーラル５０ｍｇカ
プセル）
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

【臨時採用薬】院外専用先発品

【商品名】プログラフカプセル１ｍｇ
【一般名】タクロリムス水和物
【商品名】プログラフ顆粒０．２ｍｇ
【一般名】タクロリムス水和物
【商品名】ベネット錠７５ｍｇ
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物
【商品名】ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物
【商品名】ボナロン錠３５ｍｇ
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物
【商品名】ポルトラック原末
【一般名】ラクチトール水和物
【商品名】ミゾリビン錠５０ｍｇ「サワイ」
【一般名】ミゾリビン
【商品名】メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」
【一般名】メトトレキサート
【商品名】ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「日医工」
【一般名】ラロキシフェン塩酸塩水和物
【商品名】リウマトレックスカプセル２ｍｇ
【一般名】メトトレキサート
【商品名】リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ファイザー」
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物
【商品名】リセドロン酸Ｎａ錠７５ｍｇ「トーワ」
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物
【商品名】リンヴォック錠１５ｍｇ
【一般名】ウパダシチニブ水和物
【商品名】レボレード錠１２．５ｍｇ
【一般名】エルトロンボパグ オラミン

44

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ブレディニン錠 50）
【臨時採用薬】後発品（先発品：リウマトレックスカプ
セル 2mg）

【臨時採用薬】院外専用先発品
【臨時採用薬】後発品（先発品：アクトネル錠２．５ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ベネット錠 ７５ｍｇ）
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

4. 組織細胞機能用医薬品
4.2 腫瘍用薬
4.2.1 アルキル化剤
4.2.1.1 クロルエチルアミン系製剤
【商品名】エンドキサン錠５０ｍｇ
【一般名】シクロホスファミド水和物

【臨時採用薬】臨時採用薬品

4.2.1.9 その他のアルキル化剤
【商品名】アルケラン錠２ｍｇ
【一般名】メルファラン
【商品名】テモゾロミド錠１００ｍｇ「ＮＫ」
【一般名】テモゾロミド
【商品名】テモゾロミド錠２０ｍｇ「ＮＫ」
【一般名】テモゾロミド
【商品名】テモダールカプセル１００ｍｇ
【一般名】テモゾロミド
【商品名】テモダールカプセル２０ｍｇ
【一般名】テモゾロミド

【臨時採用薬】臨時採用薬品
ールカプセル １００ｍｇ）
【臨時採用薬】臨時採用薬品
ールカプセル ２０ｍｇ）
【臨時採用薬】臨時採用薬品
発品）
【臨時採用薬】臨時採用薬品
発品）

後発品（先発品名：テモダ
後発品（先発品名：テモダ
院外専用先発品（院内は後
院外専用先発品（院内は後

4.2.2 代謝拮抗剤
4.2.2.1 メルカプトプリン系製剤
【商品名】ロイケリン散１０％
【一般名】メルカプトプリン水和物

【臨時採用薬】臨時採用薬品

4.2.2.2 メトトレキサート製剤
【商品名】メソトレキセート錠２．５ｍｇ
【一般名】メトトレキサート
4.2.2.3 フルオロウラシル系製剤
【商品名】カペシタビン錠３００ｍｇ「サワイ」
【一般名】カペシタビン
【商品名】ゼローダ錠３００
【一般名】カペシタビン

【臨時採用薬】後発品（先発品：ゼローダ錠 ３００ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

4.2.2.9 その他の代謝拮抗剤
【商品名】エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０
【一般名】テガフール ギメラシル オテラシルカリウム
【商品名】エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５
【一般名】テガフール ギメラシル オテラシルカリウム
【商品名】ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０
【一般名】テガフール ギメラシル オテラシルカリウム
【商品名】ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５
【一般名】テガフール ギメラシル オテラシルカリウム
【商品名】ハイドレアカプセル５００ｍｇ
【一般名】ヒドロキシカルバミド
【商品名】ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００
【一般名】テガフール ウラシル
【商品名】ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１５０
【一般名】テガフール ウラシル
【商品名】ユーエフティ配合カプセルＴ１００
【一般名】テガフール ウラシル

【臨時採用薬】後発品（先発品：ティーエスワン配合Ｏ
Ｄ錠Ｔ２０）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ティーエスワン配合Ｏ
Ｄ錠Ｔ２５）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

4.2.4 抗腫瘍性植物成分製剤
【商品名】ラステットＳカプセル２５ｍｇ
【一般名】エトポシド
【商品名】ラステットＳカプセル５０ｍｇ
【一般名】エトポシド

【臨時採用薬】臨時採用薬品

4.2.9 その他の腫瘍用薬
4.2.9.1 その他の抗悪性腫瘍用剤
【商品名】アーリーダ錠６０ｍｇ
【一般名】アパルタミド
【商品名】アナストロゾール錠１ｍｇ「ＤＳＥＰ」
【一般名】アナストロゾール
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【商品名】アフィニトール錠５ｍｇ
【一般名】エベロリムス
【商品名】アリミデックス錠１ｍｇ
【一般名】アナストロゾール
【商品名】アレセンサカプセル１５０ｍｇ
【一般名】アレクチニブ塩酸塩
【商品名】アロマシン錠２５ｍｇ
【一般名】エキセメスタン
【商品名】イクスタンジ錠４０ｍｇ
【一般名】エンザルタミド
【商品名】イクスタンジ錠８０ｍｇ
【一般名】エンザルタミド
【商品名】イレッサ錠２５０
【一般名】ゲフィチニブ
【商品名】インライタ錠１ｍｇ
【一般名】アキシチニブ
【商品名】インライタ錠５ｍｇ
【一般名】アキシチニブ
【商品名】エキセメスタン錠２５ｍｇ「ＮＫ」
【一般名】エキセメスタン
【商品名】オダイン錠１２５ｍｇ
【一般名】フルタミド
【商品名】カソデックス錠８０ｍｇ
【一般名】ビカルタミド
【商品名】カボメティクス錠２０ｍｇ
【一般名】カボザンチニブリンゴ酸塩
【商品名】カボメティクス錠６０ｍｇ
【一般名】カボザンチニブリンゴ酸塩
【商品名】グリベック錠１００ｍｇ
【一般名】イマチニブメシル酸塩
【商品名】ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
【一般名】ゲフィチニブ
【商品名】ザイティガ錠２５０ｍｇ
【一般名】アビラテロン酢酸エステル
【商品名】ジオトリフ錠２０ｍｇ
【一般名】アファチニブマレイン酸塩
【商品名】ジオトリフ錠３０ｍｇ
【一般名】アファチニブマレイン酸塩
【商品名】ジオトリフ錠４０ｍｇ
【一般名】アファチニブマレイン酸塩
【商品名】スーテントカプセル１２．５ｍｇ
【一般名】スニチニブリンゴ酸塩
【商品名】スチバーガ錠４０ｍｇ
【一般名】レゴラフェニブ水和物
【商品名】スプリセル錠２０ｍｇ
【一般名】ダサチニブ水和物
【商品名】スプリセル錠５０ｍｇ
【一般名】ダサチニブ水和物
【商品名】タグリッソ錠４０ｍｇ
【一般名】オシメルチニブメシル酸塩
【商品名】タグリッソ錠８０ｍｇ
【一般名】オシメルチニブメシル酸塩
【商品名】タシグナカプセル２００ｍｇ
【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物
【商品名】タモキシフェン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
【一般名】タモキシフェンクエン酸塩
【商品名】タルセバ錠１００ｍｇ
【一般名】エルロチニブ塩酸塩
【商品名】タルセバ錠１５０ｍｇ

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】後発品（先発品：アロマシン錠２５ｍｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】後発品（先発品：イレッサ錠２５０）

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】後発品
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【一般名】エルロチニブ塩酸塩
【商品名】ニンラーロカプセル４ｍｇ
【一般名】イキサゾミブクエン酸エステル
【商品名】ネクサバール錠２００ｍｇ
【一般名】ソラフェニブトシル酸塩
【商品名】ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＫ」
【一般名】ビカルタミド
【商品名】フェアストン錠４０
【一般名】トレミフェンクエン酸塩
【商品名】フェマーラ錠２．５ｍｇ
【一般名】レトロゾール
【商品名】フルタミド錠１２５ｍｇ「ファイザー」
【一般名】フルタミド
【商品名】ベージニオ錠１５０ｍｇ
【一般名】アベマシクリブ
【商品名】ベネクレクスタ錠１００ｍｇ
【一般名】ベネトクラクス
【商品名】ベネクレクスタ錠５０ｍｇ
【一般名】ベネトクラクス
【商品名】ベレキシブル錠８０ｍｇ
【一般名】チラブルチニブ塩酸塩
【商品名】ポマリストカプセル４ｍｇ
【一般名】ポマリドミド
【商品名】リムパーザ錠１００ｍｇ
【一般名】オラパリブ
【商品名】リムパーザ錠１５０ｍｇ
【一般名】オラパリブ
【商品名】レトロゾール錠２．５ｍｇ「明治」
【一般名】レトロゾール
【商品名】レブラミドカプセル５ｍｇ
【一般名】レナリドミド水和物
【商品名】レンビマカプセル４ｍｇ
【一般名】レンバチニブメシル酸塩

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】後発品（先発品：カソデックス錠８０ｍ
ｇ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：オダイン錠１２５ｍｇ）
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】後発品（先発品：フェマーラ錠 ２．５ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】臨時採用薬品

4.2.9.9 他に分類されない腫瘍用薬
【商品名】アグリリンカプセル０．５ｍｇ
【一般名】アナグレリド塩酸塩水和物
【商品名】ロンサーフ配合錠Ｔ１５
【一般名】トリフルリジン チピラシル塩酸塩
【商品名】ロンサーフ配合錠Ｔ２０
【一般名】トリフルリジン チピラシル塩酸塩

【臨時採用薬】臨時採用薬品

4.4 アレルギー用薬
4.4.1 抗ヒスタミン剤
4.4.1.1 ジフェンヒドラミン系製剤
【商品名】レスタミンコーワ錠１０ｍｇ
【一般名】ジフェンヒドラミン塩酸塩
4.4.1.3 フェノチアジン系製剤
【商品名】ヒベルナ散１０％
【一般名】ヒベンズ酸プロメタジン
【商品名】ヒベルナ糖衣錠２５ｍｇ
【一般名】プロメタジン塩酸塩
4.4.1.9 その他の抗ヒスタミン剤
【商品名】ペリアクチン散１％
【一般名】シプロヘプタジン塩酸塩水和物
【商品名】ポララミン錠２ｍｇ
【一般名】ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩
4.4.2 刺激療法剤
【商品名】オーラノフィン錠３ｍｇ「サワイ」
【一般名】オーラノフィン

【臨時採用薬】後発品
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【商品名】ブシラミン錠１００ｍｇ「日医工」
【一般名】ブシラミン
【商品名】ブシラミン錠５０ｍｇ「日医工」
【一般名】ブシラミン
【商品名】リマチル錠１００ｍｇ
【一般名】ブシラミン
【商品名】リマチル錠５０ｍｇ
【一般名】ブシラミン

【臨時採用薬】後発品（先発品：リマチル錠１００ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：リマチル錠５０ｍｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

4.4.3 非特異性免疫原製剤
【商品名】メタルカプターゼカプセル１００ｍｇ
【一般名】ペニシラミン

【臨時採用薬】臨時採用薬品

4.4.9 その他のアレルギー用薬
【商品名】アイピーディカプセル１００
【一般名】スプラタストトシル酸塩
【商品名】アレグラＯＤ錠６０ｍｇ
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
【商品名】アレグラ錠３０ｍｇ
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
【商品名】アレジオン錠２０
【一般名】エピナスチン塩酸塩
【商品名】アレロックＯＤ錠５
【一般名】オロパタジン塩酸塩
【商品名】エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」
【一般名】エバスチン
【商品名】エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」
【一般名】エバスチン
【商品名】エバステルＯＤ錠１０ｍｇ
【一般名】エバスチン
【商品名】エバステルＯＤ錠５ｍｇ
【一般名】エバスチン
【商品名】エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ファイザー」
【一般名】エピナスチン塩酸塩
【商品名】オノンカプセル１１２．５ｍｇ
【一般名】プランルカスト水和物
【商品名】オノンカプセル１１２．５ｍｇ
【一般名】プランルカスト水和物
【商品名】オノンドライシロップ１０％
【一般名】プランルカスト水和物
【商品名】オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」
【一般名】オロパタジン塩酸塩
【商品名】キプレスＯＤ錠１０ｍｇ
【一般名】モンテルカストナトリウム
【商品名】キプレスチュアブル錠５ｍｇ
【一般名】モンテルカストナトリウム
【商品名】ケタスカプセル１０ｍｇ
【一般名】イブジラスト
【商品名】ケトチフェンＤＳ小児用０．１％「サワイ」
【一般名】ケトチフェンフマル酸塩
【商品名】ザイザルＯＤ錠５ｍｇ
【一般名】レボセチリジン塩酸塩
【商品名】ザイザルシロップ０．０５％
【一般名】レボセチリジン塩酸塩
【商品名】ザジテンドライシロップ０．１％
【一般名】ケトチフェンフマル酸塩
【商品名】ジルテックドライシロップ１．２５％
【一般名】セチリジン塩酸塩
【商品名】シングレア細粒４ｍｇ
【一般名】モンテルカストナトリウム
【商品名】スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ
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【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：エバステルＯＤ錠１０
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：エバステルＯＤ錠５ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アレジオン錠２０ｍｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】後発品（先発品名：アレロックＯＤ錠 ５
ｍｇ）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ザジテンドライシロッ
プ 0.1％）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】院外専用先発品
【臨時採用薬】院外専用先発品
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アイピーディーカプセ

「サワイ」
【一般名】スプラタストトシル酸塩
【商品名】セチリジン塩酸塩ドライシロップ１．２５％
「日医工」
【一般名】セチリジン塩酸塩
【商品名】ディレグラ配合錠
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩 塩酸プソイドエ
フェドリン
【商品名】デザレックス錠５ｍｇ
【一般名】デスロラタジン
【商品名】トラニラストカプセル１００ｍｇ「タイヨー」
【一般名】トラニラスト
【商品名】ビラノア錠２０ｍｇ
【一般名】ビラスチン
【商品名】フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「トーワ」
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
【商品名】フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「トーワ」
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
【商品名】プソフェキ配合錠「サワイ」
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩 塩酸プソイドエ
フェドリン
【商品名】プランルカストＤＳ１０％「タカタ」
【一般名】プランルカスト水和物
【商品名】ミティキュアダニ舌下錠１０，０００ＪＡＵ
【一般名】
【商品名】ミティキュアダニ舌下錠３，３００ＪＡＵ
【一般名】
【商品名】モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「ケミフ
ァ」
【一般名】モンテルカストナトリウム
【商品名】モンテルカスト細粒４ｍｇ「ケミファ」
【一般名】モンテルカストナトリウム
【商品名】モンテルカスト錠１０ｍｇ「ケミファ」
【一般名】モンテルカストナトリウム
【商品名】リザベンカプセル１００ｍｇ
【一般名】トラニラスト
【商品名】ルパフィン錠１０ｍｇ
【一般名】ルパタジンフマル酸塩
【商品名】レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」
【一般名】レボセチリジン塩酸塩
【商品名】レボセチリジン塩酸塩シロップ０．０５％「ニ
プロ」
【一般名】レボセチリジン塩酸塩
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ル１００ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ジルテックドライシロ
ップ１．２５％）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

【臨時採用薬】後発品（先発品：リザベンカプセル
100mg）

【臨時採用薬】後発品（先発品：アレグラ錠 ３０ｍｇ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：アレグラ錠 ６０ｍｇ）

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】後発品（先発品：キプレスチュアブル錠
５ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：シングレア細粒４ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：キプレス錠 １０ｍｇ）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ザイザル錠 OD５ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ザイザルシロップ
0.05%）

5. 生薬及び漢方処方に基づく医薬品
5.2 漢方製剤
【商品名】クラシエ半夏厚朴湯エキス錠
【一般名】半夏厚朴湯
【商品名】ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】よく苡仁湯
【商品名】ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】越婢加朮湯
【商品名】ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】乙字湯
【商品名】ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】温経湯
【商品名】ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）
【一般名】温清飲
【商品名】ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】加味帰脾湯
【商品名】ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）
【一般名】加味逍遙散
【商品名】ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】葛根湯
【商品名】ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）
【一般名】牛車腎気丸
【商品名】ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】桂枝加竜骨牡蛎湯
【商品名】ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】桂枝加朮附湯
【商品名】ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】桂枝加芍薬湯
【商品名】ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）
【一般名】桂枝茯苓丸
【商品名】ツムラ五積散エキス顆粒（医療用）
【一般名】五積散
【商品名】ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）
【一般名】五苓散
【商品名】ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】呉茱萸湯
【商品名】ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】四物湯
【商品名】ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用）
【一般名】治頭瘡一方
【商品名】ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】柴胡加竜骨牡蛎湯
【商品名】ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】柴朴湯
【商品名】ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】柴苓湯
【商品名】ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】十全大補湯
【商品名】ツムラ女神散エキス顆粒（医療用）
【一般名】女神散
【商品名】ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】小建中湯
【商品名】ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】小柴胡湯
【商品名】ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】小青竜湯
【商品名】ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】人参養栄湯
【商品名】ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）
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【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【一般名】清肺湯
【商品名】ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】疎経活血湯
【商品名】ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】大黄甘草湯
【商品名】ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】大建中湯
【商品名】ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】猪苓湯
【商品名】ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）
【一般名】釣藤散
【商品名】ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】桃核承気湯
【商品名】ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】当帰建中湯
【商品名】ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒
（医療用）
【一般名】当帰四逆加呉茱萸生姜湯
【商品名】ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）
【一般名】当帰芍薬散
【商品名】ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】白虎加人参湯
【商品名】ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】麦門冬湯
【商品名】ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）
【一般名】八味地黄丸
【商品名】ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】半夏厚朴湯
【商品名】ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】半夏瀉心湯
【商品名】ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】補中益気湯
【商品名】ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）
【一般名】防風通聖散
【商品名】ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】防已黄耆湯
【商品名】ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】麻黄湯
【商品名】ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）
【一般名】麻子仁丸
【商品名】ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）
【一般名】抑肝散
【商品名】ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）
【一般名】抑肝散加陳皮半夏
【商品名】ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】竜胆瀉肝湯
【商品名】ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】苓桂朮甘湯
【商品名】ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】六君子湯
【商品名】ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）
【一般名】芍薬甘草湯
5.9 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品
【商品名】ヨクイニンエキス散「コタロー」
【一般名】ヨクイニン
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【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

6. 病原生物に対する医薬品
6.1 抗生物質製剤
6.1.1 主としてグラム陽性菌に作用するもの
6.1.1.2 リンコマイシン系抗生物質製剤
【商品名】ダラシンカプセル１５０ｍｇ
【一般名】クリンダマイシン塩酸塩

【臨時採用薬】臨時採用薬品

6.1.1.3 バンコマイシン製剤
【商品名】バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ファイザ
ー」
【一般名】バンコマイシン塩酸塩

【臨時採用薬】後発品（先発品：塩酸バンコマイシン散
０．５ｇ／Ｖ）

6.1.2 主としてグラム陰性菌に作用するもの
6.1.2.3 アミノ酸系抗生物質製剤
【商品名】カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」
【一般名】カナマイシン一硫酸塩
6.1.3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
6.1.3.1 ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン
【商品名】アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」
【一般名】アモキシシリン水和物
【商品名】サワシリンカプセル２５０
【一般名】アモキシシリン水和物
【商品名】ユナシン錠３７５ｍｇ
【一般名】スルタミシリントシル酸塩水和物
【商品名】ワイドシリン細粒２０％
【一般名】アモキシシリン水和物
6.1.3.2 セフェム系抗生物質製剤
【商品名】ケフラール細粒小児用１００ｍｇ
【一般名】セファクロル
【商品名】ケフレックスカプセル２５０ｍｇ
【一般名】セファレキシン
【商品名】セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ
「ファイザー」
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物
【商品名】セフジトレンピボキシル小児用細粒１０％
「ＯＫ」
【一般名】セフジトレン ピボキシル
【商品名】セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「サワ
イ」
【一般名】セフジトレン ピボキシル
【商品名】フロモックス錠１００ｍｇ
【一般名】セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物
【商品名】メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ
【一般名】セフジトレン ピボキシル

【臨時採用薬】後発品（先発品：サワシリンカプセル ２
５０ｍｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】後発品

【臨時採用薬】後発品（先発品：フロモックス錠 １００
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：メイアクトＭＳ小児用
細粒 10％）
【臨時採用薬】後発品（先発品：メイアクト錠１００ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

6.1.3.5 ホスホマイシン製剤
【商品名】ホスミシンドライシロップ４００
【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物
【商品名】ホスミシン錠５００
【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物
6.1.3.9 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【商品名】オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ
【一般名】クラブラン酸カリウム アモキシシリン水和
物
【商品名】クラバモックス小児用配合ドライシロップ
【一般名】クラブラン酸カリウム アモキシシリン水和
物
6.1.4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
6.1.4.1 エリスロマイシン製剤
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【商品名】エリスロシンドライシロップ１０％
【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル
【商品名】エリスロシン錠２００ｍｇ
【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩
6.1.4.9 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
【商品名】アジスロマイシン小児用細粒１０％「タカタ」 【臨時採用薬】後発品（先発品：ジスロマック細粒小児
【一般名】アジスロマイシン水和物
用１０％）
【商品名】アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「テバ」
【臨時採用薬】後発品（先発品：ジスロマック錠 ２５０
【一般名】アジスロマイシン水和物
ｍｇ）
【商品名】クラリスドライシロップ１０％小児用
【一般名】クラリスロマイシン
【商品名】クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」 【臨時採用薬】後発品（先発品：クラリス錠２００ｍｇ）
【一般名】クラリスロマイシン
【商品名】クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「サワ 【臨時採用薬】後発品（先発品：クラリス錠５０ｍｇ小
イ」
児用）
【一般名】クラリスロマイシン
【商品名】クラリス錠２００
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【一般名】クラリスロマイシン
【商品名】クラリス錠５０小児用
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【一般名】クラリスロマイシン
【商品名】ジスロマック錠２５０ｍｇ
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【一般名】アジスロマイシン水和物
6.1.5 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
6.1.5.2 テトラサイクリン系抗生物質製剤
【商品名】ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 【臨時採用薬】後発品
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
【商品名】ミノマイシン顆粒２％
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
6.1.6 主として抗酸菌に作用するもの
6.1.6.4 リファンピシン製剤
【商品名】リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 【臨時採用薬】後発品
【一般名】リファンピシン
6.1.6.9 その他の主として抗酸菌に作用するもの
【商品名】ミコブティンカプセル１５０ｍｇ
【一般名】リファブチン

【臨時採用薬】臨時採用薬品

6.1.7 主としてカビに作用するもの
6.1.7.3 アムホテリシンＢ製剤
【商品名】ハリゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ
【一般名】アムホテリシンＢ
6.1.7.9 その他の主としてカビに作用するもの
【商品名】ノクサフィル錠１００ｍｇ
【一般名】ポサコナゾール
【商品名】ブイフェンド錠２００ｍｇ
【一般名】ボリコナゾール
【商品名】ボリコナゾール錠２００ｍｇ「日医工」
【一般名】ボリコナゾール

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ブイフェンド錠 ２００
ｍｇ）

6.1.9 その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。
）
【商品名】リフキシマ錠２００ｍｇ
【一般名】リファキシミン
6.1.9.9 他に分類されない抗生物質製剤
【商品名】ボノサップパック４００
【一般名】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
【商品名】ボノピオンパック
【一般名】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
6.2 化学療法剤
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6.2.1 サルファ剤
6.2.1.9 その他のサルファ剤
【商品名】アザルフィジンＥＮ錠２５０ｍｇ
【一般名】サラゾスルファピリジン
【商品名】アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ
【一般名】サラゾスルファピリジン
【商品名】サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ
「日医工」
【一般名】サラゾスルファピリジン
【商品名】サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ
「日医工」
【一般名】サラゾスルファピリジン

【臨時採用薬】原則、院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アザルフィジンＥＮ錠
２５０ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アザルフィジンＥＮ錠
５００ｍｇ）

6.2.2 抗結核剤
6.2.2.2 イソニアジド系製剤
【商品名】イスコチン原末
【一般名】イソニアジド
【商品名】イスコチン錠１００ｍｇ
【一般名】イソニアジド
6.2.2.3 ピラジナミド製剤
【商品名】ピラマイド原末
【一般名】ピラジナミド
6.2.2.5 エタンブトール製剤
【商品名】エブトール２５０ｍｇ錠
【一般名】エタンブトール塩酸塩
6.2.4 合成抗菌剤
6.2.4.1 ピリドンカルボン酸系製剤
【商品名】アベロックス錠４００ｍｇ
【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩
【商品名】オゼックス細粒小児用１５％
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
【商品名】オゼックス錠１５０
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
【商品名】クラビット錠２５０ｍｇ
【一般名】レボフロキサシン水和物
【商品名】クラビット錠５００ｍｇ
【一般名】レボフロキサシン水和物
【商品名】グレースビット錠５０ｍｇ
【一般名】シタフロキサシン水和物
【商品名】ジェニナック錠２００ｍｇ
【一般名】メシル酸ガレノキサシン水和物
【商品名】シタフロキサシン錠５０ｍｇ「サワイ」
【一般名】シタフロキサシン水和物
【商品名】シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「日医工」
【一般名】シプロフロキサシン塩酸塩水和物
【商品名】トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒１
５％「明治」
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
【商品名】トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ
「タナベ」
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
【商品名】ラスビック錠７５ｍｇ
【一般名】ラスクフロキサシン塩酸塩
【商品名】レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
【一般名】レボフロキサシン水和物
【商品名】レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」
【一般名】レボフロキサシン水和物
6.2.4.9 その他の合成抗菌剤
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【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】後発品（先発品：グレースビット錠 ５０
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：シプロキサン錠 ２００
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：オゼックス小児用細粒
１５％）
【臨時採用薬】後発品（先発品：オゼックス錠 １５０ｍ
ｇ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：クラビット錠 ２５０ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：クラビット錠 ５００ｍ
ｇ）

【商品名】ザイボックス錠６００ｍｇ
【一般名】リネゾリド
【商品名】リネゾリド錠６００ｍｇ「明治」
【一般名】リネゾリド

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ザイボックス錠 ６００
ｍｇ）

6.2.5 抗ウイルス剤
【商品名】アイセントレス錠４００ｍｇ
【一般名】ラルテグラビルカリウム
【商品名】アシクロビル錠２００ｍｇ「ファイザー」
【一般名】アシクロビル
【商品名】アビガン錠２００ｍｇ
【一般名】ファビピラビル
【商品名】アメナリーフ錠２００ｍｇ
【一般名】アメナメビル
【商品名】エレルサ錠５０ｍｇ
【一般名】エルバスビル
【商品名】エンテカビルＯＤ錠０．５ｍｇ「サワイ」
【一般名】エンテカビル水和物
【商品名】オセルタミビルＤＳ３％「サワイ」
【一般名】オセルタミビルリン酸塩
【商品名】オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」
【一般名】オセルタミビルリン酸塩
【商品名】グラジナ錠５０ｍｇ
【一般名】グラゾプレビル水和物
【商品名】ゼフィックス錠１００
【一般名】ラミブジン
【商品名】ソバルディ錠４００ｍｇ
【一般名】ソホスブビル
【商品名】ゾフルーザ錠１０ｍｇ
【一般名】バロキサビル マルボキシル
【商品名】ゾフルーザ錠２０ｍｇ
【一般名】バロキサビル マルボキシル
【商品名】タミフルカプセル７５
【一般名】オセルタミビルリン酸塩
【商品名】タミフルドライシロップ３％
【一般名】オセルタミビルリン酸塩
【商品名】ツルバダ配合錠
【一般名】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
【商品名】テノゼット錠３００ｍｇ
【一般名】テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩
【商品名】ハーボニー配合錠
【一般名】レジパスビル アセトン付加物 ソホスブビ
ル
【商品名】バラクルード錠０．５ｍｇ
【一般名】エンテカビル水和物
【商品名】バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ「モチダ」
【一般名】バラシクロビル塩酸塩
【商品名】バラシクロビル顆粒５０％「アスペン」
【一般名】バラシクロビル塩酸塩
【商品名】バリキサドライシロップ５０００ｍｇ
【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩
【商品名】バリキサ錠４５０ｍｇ
【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩
【商品名】バルトレックス錠５００
【一般名】バラシクロビル塩酸塩
【商品名】バルトレックス顆粒５０％
【一般名】バラシクロビル塩酸塩
【商品名】ビクタルビ配合錠
【一般名】ビクテグラビルナトリウム エムトリシタビ
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【臨時採用薬】臨時採用薬品 後発品（先発品：ゾビラッ
クス錠２００ｍｇ）
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】後発品（先発品：バラクルード錠 ０．
５ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：タミフルドライシロッ
プ３％）
【臨時採用薬】後発品（先発品：タミフルカプセル ７５
ｍｇ）

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】院内専用

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：バルトレックス錠 ５０
０ｍｇ）

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】臨時採用薬品

ン テノホビル アラフェナミドフマル酸塩
【商品名】ヘプセラ錠１０
【一般名】アデホビル ピボキシル
【商品名】ベムリディ錠２５ｍｇ
【一般名】テノホビル アラフェナミドフマル酸塩
【商品名】マヴィレット配合錠
【一般名】グレカプレビル水和物 ピブレンタスビル
【商品名】レベトールカプセル２００ｍｇ
【一般名】リバビリン
6.2.9 その他の化学療法剤
【商品名】イトラコナゾール錠５０ｍｇ「科研」
【一般名】イトラコナゾール
【商品名】イトラコナゾール内用液１％「ファイザー」
【一般名】イトラコナゾール
【商品名】イトリゾールカプセル５０
【一般名】イトラコナゾール
【商品名】イトリゾール内用液１％
【一般名】イトラコナゾール
【商品名】サムチレール内用懸濁液１５％
【一般名】アトバコン
【商品名】ダイフェン配合錠
【一般名】スルファメトキサゾール トリメトプリム
【商品名】テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サワイ」
【一般名】テルビナフィン塩酸塩
【商品名】ネイリンカプセル１００ｍｇ
【一般名】ホスラブコナゾール Ｌ－リシンエタノール
付加物
【商品名】バクタ配合錠
【一般名】スルファメトキサゾール トリメトプリム
【商品名】バクタ配合顆粒
【一般名】スルファメトキサゾール トリメトプリム
【商品名】フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サワイ」
【一般名】フルコナゾール
【商品名】フロリードゲル経口用２％
【一般名】ミコナゾール
【商品名】ラミシール錠１２５ｍｇ
【一般名】テルビナフィン塩酸塩

【臨時採用薬】後発品（先発品：イトリゾールカプセル
５０ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：イトリゾール内用液
１％）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】後発品（先発品：バクタ配合錠）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ラミシール錠 125mg）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ジフルカンカプセル１
００ｍｇ）

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

6.4 寄生動物用薬
6.4.1 抗原虫剤
6.4.1.9 その他の抗原虫剤
【商品名】スピラマイシン錠１５０万単位「サノフィ」
【一般名】スピラマイシン
【商品名】フラジール内服錠２５０ｍｇ
【一般名】メトロニダゾール
6.4.2 駆虫剤
6.4.2.9 その他の駆虫剤
【商品名】コンバントリンドライシロップ１００ｍｇ
【一般名】ピランテルパモ酸塩
【商品名】ストロメクトール錠３ｍｇ
【一般名】イベルメクチン

【臨時採用薬】臨時採用薬品

56

7. 治療を主目的としない医薬品
7.1 調剤用薬
7.1.1 賦形剤
7.1.1.1 乳糖類
【商品名】乳糖水和物「シオエ」
【一般名】乳糖水和物 Ｌａｃｔｏｓｅ
ｅ

Ｈｙｄｒａｔ

7.1.1.2 デンプン類
【商品名】バレイショデンプン原末「マルイシ」
【一般名】バレイショデンプン
7.1.4 矯味、矯臭、着色剤
7.1.4.2 シロップ製剤；単シロップ等
【商品名】単シロップシオエ
【一般名】単シロップ Ｓｉｍｐｌｅ

Ｓｙｒｕｐ

7.1.4.9 その他の矯味、矯臭、着色剤
【商品名】ｌ－メントール「ケンエー」
【一般名】ｌ－メントール ｌ－Ｍｅｎｔｈｏｌ
7.2 診断用薬（体外診断用医薬品を除く。
）
7.2.1Ｘ線造影剤
7.2.1.1 ヨウ素化合物製剤
【商品名】ガストログラフイン経口・注腸用
【一般名】アミドトリゾ酸
7.2.1.2 バリウム塩製剤
【商品名】バリトップＨＤ
【一般名】硫酸バリウム
7.2.1.3 造影補助剤
【商品名】バロス発泡顆粒－Ｓ
【一般名】炭酸水素ナトリウム 酒石酸
【商品名】マグコロールＰ
【一般名】クエン酸マグネシウム
7.2.2 機能検査用試薬
7.2.2.9 その他の機能検査用試薬
【商品名】膵外分泌機能検査用ＰＦＤ内服液５００ｍｇ
【一般名】ベンチロミド
7.2.9 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。
）
【商品名】トレーランＧ液７５ｇ
【一般名】
【商品名】フェリセルツ散２０％
【一般名】クエン酸鉄アンモニウム
【商品名】ボースデル内用液１０
【一般名】塩化マンガン四水和物
7.9 その他の治療を主目的としない医薬品
7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
【商品名】ビジクリア配合錠
【一般名】化学名 リン酸二水素ナトリウム一水和物 化
学名 無水リン酸水素二ナトリウム
【商品名】プロナーゼＭＳ
【一般名】プロナーゼ
【商品名】モビプレップ配合内用剤
【一般名】
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8. 麻薬
8.1 アルカロイド系麻薬（天然麻薬）
8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬
8.1.1.3 あへんチンキ及びエキス類製剤
【商品名】アヘンチンキ「第一三共」
【一般名】アヘン末

【臨時採用薬】臨時採用薬品

8.1.1.4 モルヒネ系製剤
【商品名】ＭＳコンチン錠１０ｍｇ
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物
【商品名】オプソ内服液１０ｍｇ
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
【商品名】オプソ内服液５ｍｇ
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
8.1.1.5 コデイン系製剤
【商品名】コデインリン酸塩散１０％「第一三共」
【一般名】コデインリン酸塩水和物
【商品名】コデインリン酸塩錠２０ｍｇ「第一三共」
【一般名】コデインリン酸塩水和物
8.1.1.9 その他のあへんアルカロイド系麻薬
【商品名】オキシコドン徐放錠１０ｍｇＮＸ「第一三共」
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【商品名】オキシコドン徐放錠２０ｍｇＮＸ「第一三共」
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【商品名】オキシコドン徐放錠４０ｍｇＮＸ「第一三共」
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【商品名】オキシコドン徐放錠５ｍｇＮＸ「第一三共」
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【商品名】オキノーム散１０ｍｇ
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【商品名】オキノーム散２．５ｍｇ
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【商品名】オキノーム散５ｍｇ
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【商品名】ナルサス錠２４ｍｇ
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩
【商品名】ナルサス錠２ｍｇ
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩
【商品名】ナルサス錠６ｍｇ
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩
【商品名】ナルラピド錠１ｍｇ
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩
【商品名】ナルラピド錠４ｍｇ
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩
8.2 非アルカロイド系麻薬
8.2.1 合成麻薬
8.2.1.9 その他の合成麻薬
【商品名】アブストラル舌下錠１００μｇ
【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【商品名】アブストラル舌下錠２００μｇ
【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【商品名】タペンタ錠１００ｍｇ
【一般名】タペンタドール塩酸塩
【商品名】タペンタ錠５０ｍｇ
【一般名】タペンタドール塩酸塩
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【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】後発品

【臨時採用薬】臨時採用薬品

1. 神経系及び感覚器官用医薬品
1.1 中枢神経系用薬
1.1.1 全身麻酔剤
1.1.1.5 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤
【商品名】イソゾール注射用０．５ｇ
【一般名】チアミラールナトリウム
【商品名】ラボナール注射用０．３ｇ
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【一般名】チオペンタールナトリウム
1.1.1.9 その他の全身麻酔剤
【商品名】ケタラール静注用５０ｍｇ
【一般名】ケタミン塩酸塩
【商品名】ドロレプタン注射液２５ｍｇ
【一般名】ドロペリドール
【商品名】プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」
【一般名】プロポフォール
1.1.2 催眠鎮静剤、抗不安剤
1.1.2.4 ベンゾジアゼピン系製剤
【商品名】サイレース静注２ｍｇ
【一般名】フルニトラゼパム
【商品名】ジアゼパム注射液５ｍｇ「タイヨー」
【一般名】ジアゼパム
【商品名】ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」
【一般名】ミダゾラム

【臨時採用薬】後発品（先発品：セルシン注射液 5mg）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ドルミカム注射液 １０
ｍｇ）

1.1.2.9 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
【商品名】デクスメデトミジン静注液２００μｇ／５０
ｍＬシリンジ「ニプロ」
【一般名】デクスメデトミジン塩酸塩
1.1.3 抗てんかん剤
1.1.3.9 その他の抗てんかん剤
【商品名】イーケプラ点滴静注５００ｍｇ
【一般名】レベチラセタム
【商品名】ノーベルバール静注用２５０ｍｇ
【一般名】フェノバルビタールナトリウム
【商品名】ビムパット点滴静注１００ｍｇ
【一般名】ラコサミド
【商品名】ロラピタ静注２ｍｇ
【一般名】ロラゼパム
1.1.4 解熱鎮痛消炎剤
1.1.4.1 アニリン系製剤；メフェナム酸、フルフェナム酸等
【商品名】アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ
【一般名】アセトアミノフェン
1.1.4.9 その他の解熱鎮痛消炎剤
【商品名】ソセゴン注射液１５ｍｇ
【一般名】ペンタゾシン
【商品名】レペタン注０．２ｍｇ
【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩
【商品名】ロピオン静注５０ｍｇ
【一般名】フルルビプロフェン アキセチル
1.1.6 抗パーキンソン剤
1.1.6.2 ビペリデン製剤
【商品名】乳酸ビペリデン注５ｍｇ「ヨシトミ」
【一般名】ビペリデン

【臨時採用薬】後発品（先発品：アキネトン注射液５ｍ
ｇ）

1.1.6.4 レボドパ製剤
【商品名】ドパストン静注２５ｍｇ
【一般名】レボドパ
1.1.7 精神神経用剤
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1.1.7.2 フェノチアジン系製剤
【商品名】ヒルナミン筋注２５ｍｇ
【一般名】レボメプロマジン塩酸塩
1.1.7.9 その他の精神神経用剤
【商品名】アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ）
【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩
【商品名】エビリファイ持続性水懸筋注用４００ｍｇシ
リンジ
【一般名】アリピプラゾール水和物
【商品名】ゼプリオン水懸筋注１００ｍｇシリンジ
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル
【商品名】ゼプリオン水懸筋注１５０ｍｇシリンジ
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル
【商品名】ゼプリオン水懸筋注２５ｍｇシリンジ
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル
【商品名】ゼプリオン水懸筋注５０ｍｇシリンジ
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル
【商品名】ゼプリオン水懸筋注７５ｍｇシリンジ
【一般名】パリペリドンパルミチン酸エステル
【商品名】ハロペリドール注５ｍｇ「ヨシトミ」
【一般名】ハロペリドール
【商品名】ハロマンス注１００ｍｇ
【一般名】ハロペリドールデカン酸エステル
【商品名】ハロマンス注５０ｍｇ
【一般名】ハロペリドールデカン酸エステル

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】後発品（先発品：セレネース注５ｍｇ）

1.1.9 その他の中枢神経系用薬
【商品名】エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「ＮＰ」 【臨時採用薬】後発品（先発品：ラジカット点滴静注バ
【一般名】エダラボン
ッグ 30mg）
1.2 末梢神経系用薬
1.2.1 局所麻酔剤
1.2.1.1 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤；プロカイン等
【商品名】ロカイン注１％ １％５ｍＬ１管
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【一般名】プロカイン塩酸塩 塩酸プロカイン
1.2.1.4 キシリジン系製剤
【商品名】アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ ０．２％１００
ｍＬ１袋
【一般名】ロピバカイン塩酸塩水和物
【商品名】アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ ０．７５％
１０ｍＬ１管
【一般名】ロピバカイン塩酸塩水和物
【商品名】カルボカインアンプル注１％ １％１０ｍＬ
１管
【一般名】メピバカイン塩酸塩
【商品名】カルボカインアンプル注２％ ２％１０ｍＬ
１管
【一般名】メピバカイン塩酸塩
【商品名】キシロカイン注シリンジ１％
【一般名】リドカイン
【商品名】キシロカイン注ポリアンプ０．５％ ０．５％
１０ｍＬ１管
【一般名】リドカイン塩酸塩水和物
【商品名】キシロカイン注ポリアンプ１％ １％１０ｍ
Ｌ１管
【一般名】リドカイン塩酸塩水和物
【商品名】キシロカイン注ポリアンプ１％ １％５ｍＬ
１管
【一般名】リドカイン塩酸塩水和物
【商品名】キシロカイン注ポリアンプ２％ ２％１０ｍ

【臨時採用薬】後発品
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Ｌ１管
【一般名】リドカイン塩酸塩水和物
【商品名】キシロカイン注射液「０．５％」エピレナミ
ン（１：１００，０００）含有
【一般名】リドカイン アドレナリン
【商品名】キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：
１００，０００）含有
【一般名】リドカイン アドレナリン
【商品名】キシロカイン注射液「２％」エピレナミン（１：
８０，０００）含有
【一般名】リドカイン アドレナリン
【商品名】マーカイン注０．５％
【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物
【商品名】マーカイン注脊麻用０．５％高比重
【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物
【商品名】マーカイン注脊麻用０．５％等比重
【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物
1.2.2 骨格筋弛緩剤
1.2.2.9 その他の骨格筋弛緩剤
【商品名】ダントリウム静注用２０ｍｇ
【一般名】ダントロレンナトリウム水和物
【商品名】ロクロニウム臭化物静注液２５ｍｇ／２．５
ｍＬ「Ｆ」
【一般名】ロクロニウム臭化物
【商品名】ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０
ｍＬ「Ｆ」
【一般名】ロクロニウム臭化物

【臨時採用薬】後発品（先発品：エスラックス静注 25mg
／2.5mL）
【臨時採用薬】後発品（先発品：エスラックス静注 50mg
／5.0mL）

1.2.3 自律神経剤
1.2.3.2 アセチルコリン系製剤
【商品名】オビソート注射用０．１ｇ
【一般名】アセチルコリン塩化物
1.2.3.3 ネオスチグミン系製剤
【商品名】ワゴスチグミン注０．５ｍｇ
【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩
1.2.4 鎮けい剤
1.2.4.2 アトロピン系製剤
【商品名】アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ「タナベ」
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物
【商品名】ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ「トー
ワ」
【一般名】ブチルスコポラミン臭化物 臭化ブチルスコ
ポラミン

【臨時採用薬】後発品（先発品：ブスコパン注 ２０ｍ
ｇ）

1.2.4.3 パパぺリン系製剤
【商品名】パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」
【一般名】パパベリン塩酸塩

【臨時採用薬】臨時採用薬品

1.2.4.4 マグネシウム塩製剤；硫酸マグネシウム注射液等
【商品名】静注用マグネゾール２０ｍＬ
【一般名】硫酸マグネシウム水和物２８） ブドウ糖２
９）
【商品名】硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ
【一般名】硫酸マグネシウム水和物
1.2.9 その他の末梢神経系用薬
【商品名】オンパットロ点滴静注２ｍｇ／ｍＬ
【一般名】パチシランナトリウム
【商品名】オンパットロ点滴静注２ｍｇ／ｍＬ
【一般名】パチシランナトリウム
1.3 感覚器官用薬
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1.3.1 眼科用剤
1.3.1.9 その他の眼科用剤
【商品名】アイリーア硝子体内注射液４０ｍｇ／ｍＬ
【一般名】アフリベルセプト（遺伝子組換え）
【商品名】アイリーア硝子体内注射用キット４０ｍｇ／
ｍＬ
【一般名】アフリベルセプト（遺伝子組換え）
【商品名】ベオビュ硝子体内注射用キット１２０ｍｇ／
ｍＬ
【一般名】ブロルシズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】マキュエイド眼注用４０ｍｇ
【一般名】トリアムシノロンアセトニド
【商品名】ルセンティス硝子体内注射液１０ｍｇ／ｍＬ
【一般名】ラニビズマブ（遺伝子組換え）

【臨時採用薬】臨時採用薬品
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2. 個々の器官系用医薬品
2.1 循環器官用薬
2.1.1 強心剤
2.1.1.3 ジギタリス系製剤
【商品名】ジギラノゲン注０．４ｍｇ
【一般名】デスラノシド
【商品名】ジゴシン注０．２５ｍｇ
【一般名】ジゴキシン
2.1.1.5 カフェイン系製剤
【商品名】ネオフィリン注２５０ｍｇ
【一般名】アミノフィリン水和物
2.1.1.9 その他の強心剤
【商品名】エホチール注１０ｍｇ
【一般名】エチレフリン塩酸塩
【商品名】コアテック注５ｍｇ
【一般名】オルプリノン塩酸塩水和物
【商品名】ドパミン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ファ
イザー」
【一般名】ドパミン塩酸塩
【商品名】ドブタミン点滴静注液１００ｍｇ「Ｆ」
【一般名】ドブタミン塩酸塩
【商品名】プロタノールＬ注０．２ｍｇ
【一般名】ｌ－イソプレナリン塩酸塩
【商品名】塩酸ドパミン注キット２００
【一般名】ドパミン塩酸塩
【商品名】塩酸ドパミン注キット６００
【一般名】ドパミン塩酸塩

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】後発品（先発品：イノバン注１００ｍｇ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ドブトレックス注射液
１００ｍｇ）
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】後発品

2.1.2 不整脈用剤
2.1.2.1 プロカインアミド系製剤
【商品名】アミサリン注２００ｍｇ
【一般名】プロカインアミド塩酸塩
2.1.2.3β-遮断剤
【商品名】インデラル注射液２ｍｇ
【一般名】プロプラノロール塩酸塩
【商品名】オノアクト点滴静注用５０ｍｇ
【一般名】ランジオロール塩酸塩
2.1.2.9 その他の不整脈用剤
【商品名】アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 【臨時採用薬】後発品（先発品：アンカロン注１５０）
【一般名】アミオダロン塩酸塩
【商品名】サンリズム注射液５０
【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物
【商品名】シンビット静注用５０ｍｇ
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【一般名】ニフェカラント塩酸塩
【商品名】ベラパミル塩酸塩静注５ｍｇ「タイヨー」
【臨時採用薬】後発品（先発品：ワソラン静注５ｍｇ）
【一般名】ベラパミル塩酸塩
【商品名】リスモダンＰ静注５０ｍｇ
【一般名】ジソピラミドリン酸塩
【商品名】リドカイン点滴静注液１％「タカタ」
【一般名】リドカイン
【商品名】静注用キシロカイン２％
【一般名】リドカイン
2.1.3 利尿剤
2.1.3.3 抗アルドステロン製剤；トリアムテレン等
【商品名】カンレノ酸カリウム静注用１００ｍｇ「サワ
イ」
【一般名】カンレノ酸カリウム

【臨時採用薬】後発品（先発品：ソルダクトン静注用
100mg）

2.1.3.4 炭酸脱水酵素阻害剤
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【商品名】ダイアモックス注射用５００ｍｇ
【一般名】アセタゾラミドナトリウム

【臨時採用薬】臨時採用薬品

2.1.3.9 その他の利尿剤
【商品名】フロセミド注射液２０ｍｇ「日医工」
【一般名】フロセミド

【臨時採用薬】後発品（先発品：ラシックス注２０ｍｇ）

2.1.4 血圧降下剤
2.1.4.2 ヒドララジン製剤
【商品名】アプレゾリン注射用２０ｍｇ
【一般名】ヒドララジン塩酸塩
2.1.4.9 その他の血圧降下剤
【商品名】ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワイ」
【一般名】ニカルジピン塩酸塩
【商品名】ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「サワイ」
【一般名】ニカルジピン塩酸塩
【商品名】ニトプロ持続静注液６ｍｇ
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【一般名】ニトロプルシドナトリウム水和物
【商品名】ニトログリセリン静注２５ｍｇ／５０ｍＬシ 【臨時採用薬】後発品（先発品：ミリスロール注２５ｍ
リンジ「ＴＥ」
ｇ/５０ｍＬ ）
【一般名】ニトログリセリン
【商品名】ニトログリセリン点滴静注５０ｍｇ／１００
ｍＬ「ＴＥ」
【一般名】ニトログリセリン
2.1.7 血管拡張剤
2.1.7.1 冠血管拡張剤
【商品名】ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
【商品名】ニコランジル点滴静注用２ｍｇ「日医工」
【一般名】ニコランジル
【商品名】ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「日医工」
【一般名】ニコランジル
【商品名】ニトロール持続静注２５ｍｇシリンジ
【一般名】硝酸イソソルビド
【商品名】ニトロール注５ｍｇ
【一般名】硝酸イソソルビド

【臨時採用薬】後発品（先発品：ヘルベッサー注射用５
０）
【臨時採用薬】後発品（先発品：シグマート注 ２ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：シグマート注４８ｍｇ）

2.1.7.9 その他の血管拡張剤
【商品名】ハンプ注射用１０００
【一般名】カルペリチド（遺伝子組換え）
2.1.8 高脂血症用剤
2.1.8.9 その他の高脂血症用剤
【商品名】レパーサ皮下注１４０ｍｇペン
【一般名】エボロクマブ（遺伝子組換え）
2.1.9 その他の循環器官用薬
【商品名】２０％マンニットール注射液「ＹＤ」 ２０％
３００ｍＬ１瓶
【一般名】Ｄ－マンニトール
【商品名】アルプロスタジルアルファデクス注射用２０
μｇ「タカタ」
【一般名】アルプロスタジル アルファデクス
【商品名】アルプロスタジル注１０μｇ「Ｆ」
【一般名】アルプロスタジル
【商品名】オザグレルＮａ静注液４０ｍｇ「日医工」
【一般名】オザグレルナトリウム
【商品名】ノバスタンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ
【一般名】アルガトロバン水和物
【商品名】ヒシセオール配合点滴静注 ２００ｍＬ１袋
【一般名】濃グリセリン 濃グリセロール 果糖 塩化ナ
トリウム

【臨時採用薬】後発品（先発品：プロスタンディン注射
用２０μｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：リプル注１０μｇ ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：グリセオール注２００
ｍＬ ）
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2.2 呼吸器官用薬
2.2.1 呼吸促進剤
2.2.1.3 ジモルホラミン系製剤
【商品名】テラプチク静注４５ｍｇ
【一般名】ジモルホラミン
【商品名】テラプチク皮下・筋注３０ｍｇ
【一般名】ジモルホラミン
2.2.1.9 その他の呼吸促進剤
【商品名】ドプラム注射液４００ｍｇ
【一般名】ドキサプラム塩酸塩水和物
【商品名】ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第一三共」
【一般名】ナロキソン塩酸塩
【商品名】フルマゼニル静注液０．２ｍｇ「ケミファ」 【臨時採用薬】後発品（先発品：アネキセ－ト注射液）
【一般名】フルマゼニル
2.2.2 鎮咳剤
2.2.2.1 エフェドリン及びマオウ製剤
【商品名】ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ
【一般名】エフェドリン塩酸塩
2.2.3 去たん剤
2.2.3.4 ブロムヘキシン製剤
【商品名】ビソルボン注４ｍｇ
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩
2.2.9 その他の呼吸器官用薬
【商品名】ゾレア皮下注１５０ｍｇシリンジ
【一般名】オマリズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】ヌーカラ皮下注１００ｍｇペン
【一般名】メポリズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】ヌーカラ皮下注１００ｍｇペン
【一般名】メポリズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】ヌーカラ皮下注用１００ｍｇ
【一般名】メポリズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】ファセンラ皮下注３０ｍｇシリンジ
【一般名】ベンラリズマブ（遺伝子組換え）

【臨時採用薬】臨時採用薬品

2.3 消化器官用薬
2.3.2 消化性潰瘍用剤
2.3.2.5Ｈ２遮断剤
【商品名】ガスター注射液２０ｍｇ
【一般名】ファモチジン
2.3.2.9 その他の消化性潰瘍用剤
【商品名】タケプロン静注用３０ｍｇ
【一般名】ランソプラゾール
2.3.9 その他の消化器官用薬
【商品名】インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ
「ＮＫ」
【一般名】インフリキシマブ（遺伝子組換え）
［インフリ
キシマブ後続１］

【臨時採用薬】後発品（先発品：レミケード点滴静注用
１００ｍｇ）

2.3.9.1 鎮吐剤
【商品名】アロキシ点滴静注バッグ０．７５ｍｇ
【一般名】パロノセトロン塩酸塩
【商品名】グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５０
ｍＬ「ＨＫ」
【一般名】グラニセトロン塩酸塩
【商品名】グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／５０
ｍＬ「ＨＫ」
【一般名】グラニセトロン塩酸塩
【商品名】パロノセトロン点滴静注バッグ０．７５ｍｇ

【臨時採用薬】後発品（先発品：カイトリル点滴静注バ
ッグ３ｍｇ／５０ｍＬ） 他社の供給困難に伴う代替品
【臨時採用薬】後発品（先発品：カイトリル点滴静注バ
ッグ３ｍｇ／５０ｍＬ） 他社の供給困難に伴う代替品
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／５０ｍＬ「タイホウ」
【一般名】パロノセトロン塩酸塩
2.3.9.9 他に分類されない消化器官用薬
【商品名】エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ
【一般名】ベドリズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】塩酸メトクロプラミド注射液１０ｍｇ「タカ
タ」
【一般名】塩酸メトクロプラミド

【臨時採用薬】後発品（先発品：プリンペラン注射液
10mg）

2.4 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。
）
2.4.1 脳下垂体ホルモン剤
2.4.1.1ＡＣＴＨ製剤
【商品名】コートロシン注射用０．２５ｍｇ
ｍｇ１管
【一般名】テトラコサクチド酢酸塩

０．２５

2.4.1.2 脳下垂体前葉ホルモン製剤
【商品名】グロウジェクト皮下注１２ｍｇ
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）
【商品名】グロウジェクト皮下注６ｍｇ
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）
【商品名】ヒューマトロープ注射用１２ｍｇ
【一般名】ソマトロピン（遺伝子組換え）

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

2.4.1.3 性腺刺激ホルモン製剤
【商品名】ＨＣＧモチダ筋注用５千単位
【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン
【商品名】ＨＭＧ筋注用１５０単位「あすか」
【一般名】ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン
2.4.1.4 脳下垂体後葉ホルモン製剤；オキシトシン等
【商品名】アトニン－Ｏ注５単位
【一般名】オキシトシン
【商品名】ピトレシン注射液２０
【一般名】合成バソプレシン

【臨時採用薬】臨時採用薬品

2.4.3 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
2.4.3.1 甲状腺ホルモン製剤
【商品名】チラーヂンＳ静注液２００μｇ
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物
2.4.3.9 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
【商品名】テリパラチドＢＳ皮下注キット６００μｇ
「モチダ」
【一般名】テリパラチド（遺伝子組換え）
［テリパラチド
後続１］
【商品名】テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェ
クター
【一般名】テリパラチド酢酸塩
【商品名】テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェ
クター
【一般名】テリパラチド酢酸塩
【商品名】テリボン皮下注用５６．５μｇ ５６．５μ
ｇ１瓶
【一般名】テリパラチド酢酸塩
【商品名】フォルテオ皮下注キット６００μｇ
【一般名】テリパラチド（遺伝子組換え）

【臨時採用薬】後発品（先発品：フォルテオ皮下注キッ
ト６００μｇ）

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

2.4.5 副腎ホルモン剤
2.4.5.1 エピネフリン製剤
【商品名】アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 【臨時採用薬】後発品
【一般名】アドレナリン
【商品名】エピペン注射液０．１５ｍｇ
【臨時採用薬】臨時採用薬品：処方医師制限あり
【一般名】アドレナリン エピネフリン
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【商品名】エピペン注射液０．３ｍｇ
【一般名】アドレナリン エピネフリン
【商品名】ノルアドリナリン注１ｍｇ
【一般名】ノルアドレナリン
【商品名】ボスミン注１ｍｇ
【一般名】アドレナリン

【臨時採用薬】臨時採用薬品：処方医師制限あり

2.4.5.2 コルチゾン系製剤
【商品名】ソル・コーテフ静注用５００ｍｇ
【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウ
ム
【商品名】ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ
【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウ
ム
2.4.5.4 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
【商品名】ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０
ｍｇ／１ｍＬ
【一般名】トリアムシノロンアセトニド
【商品名】デキサート注射液１．６５ｍｇ
【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム
【商品名】デキサート注射液３．３ｍｇ
【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム
【商品名】デキサート注射液６．６ｍｇ
【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム
【商品名】リメタゾン静注２．５ｍｇ
【一般名】デキサメタゾンパルミチン酸エステル
【商品名】リンデロン懸濁注
【一般名】ベタメタゾン酢酸エステル ベタメタゾンリ
ン酸エステルナトリウム
【商品名】リンデロン注２ｍｇ（０．４％）
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

【臨時採用薬】後発品（先発品：デカドロン注射液１．
６５ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：デカドロン注射液３．
３ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：デカドロン注射液６．
６ｍｇ）

2.4.5.6 プレドニゾロン系製剤
【商品名】ソル・メドロール静注用１０００ｍｇ
【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナト
リウム
【商品名】ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ
【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナト
リウム
【商品名】ソル・メドロール静注用４０ｍｇ
【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナト
リウム
【商品名】ソル・メドロール静注用５００ｍｇ
【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナト
リウム
【商品名】水溶性プレドニン１０ｍｇ
【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
【商品名】水溶性プレドニン１０ｍｇ
【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
【商品名】水溶性プレドニン２０ｍｇ
【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
【商品名】水溶性プレドニン２０ｍｇ
【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
【商品名】水溶性プレドニン２０ｍｇ
【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
2.4.6 男性ホルモン剤
2.4.6.1 テストステロン製剤
【商品名】テスチノンデポー筋注用１２５ｍｇ
【一般名】テストステロンエナント酸エステル
【商品名】テストステロンエナント酸エステル筋注２５
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０ｍｇ「Ｆ」
【一般名】テストステロンエナント酸エステル
2.4.7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
2.4.7.7 プロゲステロン製剤
【商品名】プロゲデポー筋注１２５ｍｇ
【一般名】ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステ
ル
2.4.8 混合ホルモン剤
2.4.8.1 男性ホルモン、卵胞ホルモン混合製剤
【商品名】プリモジアン・デポー筋注
【一般名】テストステロンエナント酸エステル エスト
ラジオール吉草酸エステル
2.4.8.2 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
【商品名】ルテスデポー注
【一般名】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
2.4.9 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。
）
2.4.9.2 すい臓ホルモン剤
【商品名】アピドラ注ソロスター
【一般名】インスリン グルリジン（遺伝子組換え）
【商品名】インスリンアスパルトＢＳ注ソロスターＮＲ
「サノフィ」
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）
［イ
ンスリン アスパルト後続１］
【商品名】インスリングラルギンＢＳ注ミリオペン「リ
リー」
【一般名】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］
【商品名】インスリンリスプロＢＳ注ソロスターＨＵ
「サノフィ」
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）
［イン
スリン リスプロ後続１］
【商品名】グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ
【一般名】グルカゴン（遺伝子組換え）
【商品名】トレシーバ注フレックスタッチ
【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え）
【商品名】ノボラピッド注１００単位／ｍＬ
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）
【商品名】ノボラピッド注フレックスタッチ
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）
【商品名】ノボラピッド注ペンフィル
【一般名】インスリン アスパルト（遺伝子組換え）
【商品名】ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ
【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）
【商品名】ヒューマリンＲ注ミリオペン
【一般名】インスリン ヒト（遺伝子組換え）
【商品名】ヒューマログ注１００単位／ｍＬ
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）
【商品名】ヒューマログ注カート
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）
【商品名】ヒューマログ注ミリオペン
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）
【商品名】ヒューマログ注ミリオペンＨＤ
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）
【商品名】ライゾデグ配合注フレックスタッチ
【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え） イ
ンスリン アスパルト（遺伝子組換え）
【商品名】ランタスＸＲ注ソロスター

【臨時採用薬】後発品（先発品：ランタス注ソロスター）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ヒューマログ注ミリオ
ペン）

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
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【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え）
【商品名】ルムジェブ注ミリオペン
【一般名】インスリン リスプロ（遺伝子組換え）
【商品名】レベミル注フレックスペン
【一般名】インスリン デテミル（遺伝子組換え）

【臨時採用薬】臨時採用薬品

2.4.9.9 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。
）
【商品名】オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「サ 【臨時採用薬】後発品（先発品：サンドスタチン皮下注
ンド」
用１００μｇ）
【一般名】オクトレオチド酢酸塩
【商品名】オゼンピック皮下注０．２５ｍｇＳＤ
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）
【商品名】オゼンピック皮下注０．５ｍｇＳＤ
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）
【商品名】オゼンピック皮下注１．０ｍｇＳＤ
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）
【商品名】ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ
【一般名】デガレリクス酢酸塩
【商品名】ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ
【一般名】デガレリクス酢酸塩
【商品名】ゴナックス皮下注用２４０ｍｇ
【一般名】デガレリクス酢酸塩
【商品名】ゴナックス皮下注用８０ｍｇ
【一般名】デガレリクス酢酸塩
【商品名】ゴナックス皮下注用８０ｍｇ
【一般名】デガレリクス酢酸塩
【商品名】ジノプロスト注射液１０００μｇ「Ｆ」
【臨時採用薬】後発品（先発品：プロスタルモンＦ注
【一般名】ジノプロスト
1000μｇ）
【商品名】ソマチュリン皮下注１２０ｍｇ
【一般名】ランレオチド酢酸塩
【商品名】ゾラデックス１．８ｍｇデポ
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【一般名】ゴセレリン酢酸塩
【商品名】ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ
【一般名】ゴセレリン酢酸塩
【商品名】トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス
【一般名】デュラグルチド（遺伝子組換え）
【商品名】ビクトーザ皮下注１８ｍｇ
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【一般名】リラグルチド（遺伝子組換え）
【商品名】リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍ
ｇ
【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【商品名】リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍ
ｇ
【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【商品名】リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍ
ｇ
【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【商品名】リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍ
ｇ
【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【商品名】リュープリン注射用１．８８ｍｇ
【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【商品名】リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．８ 【臨時採用薬】後発品（先発品：リュープリン注射用 1.88
８ｍｇ「ＮＰ」
ｍｇ）
【一般名】リュープロレリン酢酸塩
2.5 泌尿生殖器官及び肛門用薬
2.5.3 子宮収縮剤
2.5.3.1 バッカク類製剤
【商品名】メチルエルゴメトリン注０．２ｍｇ「あすか」 【臨時採用薬】後発品
【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩
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2.5.5 痔疾用剤
2.5.5.9 その他の痔疾用剤
【商品名】ジオン注無痛化剤付
【一般名】硫酸アルミニウムカリウム水和物 タンニン
酸
【商品名】パオスクレー内痔核内注射用２５０ｍｇ
【一般名】フェノール

【臨時採用薬】処方医師制限あり

【臨時採用薬】臨時採用薬品

2.5.9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
【商品名】マグセント注１００ｍＬ
【一般名】硫酸マグネシウム水和物 ブドウ糖
【商品名】リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「あす
か」
【一般名】リトドリン塩酸塩

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】後発品（先発品：ウテメリン注 ５０ｍ
ｇ）

2.9 その他の個々の器官系用医薬品
【商品名】セファランチン注１０ｍｇ
【一般名】セファランチン イソテトランドリン シクレ
アニン ベルバミン
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3. 代謝性医薬品
3.1 ビタミン剤
3.1.1 ビタミンＡ及びＤ剤
3.1.1.2 合成ビタミンＤ製剤
【商品名】マキサカルシトール静注透析用１０μｇ「フ
ァイザー」
【一般名】マキサカルシトール
【商品名】マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「フ
ァイザー」
【一般名】マキサカルシトール
【商品名】マキサカルシトール静注透析用５μｇ「ファ
イザー」
【一般名】マキサカルシトール

【臨時採用薬】後発品（先発品：オキサロール注 10μ
g）
【臨時採用薬】後発品（先発品：オキサロール注 2.5μ
g）
【臨時採用薬】後発品（先発品：オキサロール注 5μg）

3.1.2 ビタミンＢ１剤
3.1.2.2 ビタミンＢ１誘導体製剤
【商品名】アリナミンＦ１００注
【一般名】フルスルチアミン塩酸塩
【商品名】アリナミン注射液１０ｍｇ
【一般名】プロスルチアミン

【臨時採用薬】臨時採用薬品

3.1.3 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。
）
3.1.3.3 パントテン酸系製剤
【商品名】パンテノール注１００ｍｇ「ＫＣＣ」
【一般名】パンテノール
【商品名】パンテノール注５００ｍｇ「ＫＣＣ」
【一般名】パンテノール
【商品名】パントール注射液１００ｍｇ
【一般名】パンテノール
【商品名】パントール注射液５００ｍｇ
【一般名】パンテノール

【臨時採用薬】後発品（先発品：パントール注射液１０
０ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：パントール注射液５０
０ｍｇ）

3.1.3.5 葉酸製剤
【商品名】フォリアミン注射液
【一般名】葉酸
3.1.3.6 ビタミンＢ12 剤
【商品名】シアノコバラミン注射液１ｍｇ「日医工」
【一般名】シアノコバラミン
【商品名】メチコバール注射液５００μｇ
【一般名】メコバラミン
3.1.4 ビタミンＣ剤
【商品名】アスコルビン酸注射液５００ｍｇ「トーワ」 【臨時採用薬】後発品（先発品：ビタシミン注射液５０
【一般名】アスコルビン酸
０ｍｇ）
3.1.6 ビタミンＫ剤
【商品名】ケイツーＮ静注１０ｍｇ
【一般名】メナテトレノン
3.1.7 混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。
）
3.1.7.9 その他の混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。
）
【商品名】ダイメジン・マルチ注
【臨時採用薬】後発品（先発品：ネオラミン・マルチＶ
【一般名】
注射用 ）
【商品名】ビタメジン静注用
【一般名】リン酸チアミンジスルフィド ピリドキシン
塩酸塩 ビタミンＢ６ シアノコバラミン ビタミンＢ１
２
3.2 滋養強壮薬
3.2.1 カルシウム剤
3.2.1.3 グルコン酸カルシウム製剤
【商品名】カルチコール注射液８．５％１０ｍＬ
【一般名】グルコン酸カルシウム水和物
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3.2.2 無機質製剤
3.2.2.2 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。
）
【商品名】フェインジェクト静注５００ｍｇ
【一般名】カルボキシマルトース第二鉄
【商品名】フェジン静注４０ｍｇ
【一般名】含糖酸化鉄
3.2.2.9 その他の無機質製剤
【商品名】アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット
「テルモ」
【一般名】Ｌ－アスパラギン酸カリウム
【商品名】メドレニック注
【一般名】塩化第二鉄 塩化マンガン 硫酸亜鉛水和物
硫酸銅 ヨウ化カリウム

【臨時採用薬】後発品（先発品：アスパラカリウム注１
０ｍＥｑ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：エレメンミック注）

3.2.3 糖類剤
3.2.3.1 ブドウ糖製剤
【商品名】ブドウ糖注１０％ＰＬ「フソー」
【一般名】精製ブドウ糖
【商品名】ブドウ糖注５％ＰＬ「フソー」 ５％１００
ｍＬ１瓶
【一般名】精製ブドウ糖
【商品名】ブドウ糖注５％ＰＬ「フソー」 ５％５００
ｍＬ１瓶
【一般名】精製ブドウ糖
【商品名】ブドウ糖注５％バッグ「フソー」 ５％２５
０ｍＬ１袋
【一般名】精製ブドウ糖
【商品名】ブドウ糖注５０％ＰＬ「フソー」
【一般名】精製ブドウ糖
【商品名】大塚糖液２０％
【一般名】精製ブドウ糖
【商品名】大塚糖液５％ ５％２０ｍＬ１管
【一般名】精製ブドウ糖
【商品名】大塚糖液５０％ ５０％５００ｍＬ１袋
【一般名】精製ブドウ糖
3.2.5 たん白アミノ酸製剤
3.2.5.3 混合アミノ酸製剤
【商品名】テルフィス点滴静注
【一般名】
【商品名】ネオアミユー輸液
【一般名】

５００ｍＬ１袋

【臨時採用薬】後発品（先発品：アミノレバン点滴静注
５００ｍＬ）

3.2.5.9 その他のたん白アミノ酸製剤
【商品名】エルネオパＮＦ１号輸液 １０００ｍＬ１キ
ット
【一般名】
【商品名】エルネオパＮＦ２号輸液 １０００ｍＬ１キ
ット
【一般名】
【商品名】ピーエヌツイン－１号輸液
【一般名】
【商品名】ピーエヌツイン－２号輸液
【一般名】
【商品名】ピーエヌツイン－３号輸液
【一般名】
【商品名】ビーフリード輸液 １Ｌ１キット
【一般名】
【商品名】ビーフリード輸液 ５００ｍＬ１キット
【一般名】
3.2.6 臓器製剤
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3.2.6.2 肝臓製剤：肝臓エキス等
【商品名】アデラビン９号注１ｍＬ
【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム
肝臓エキス
3.2.9 その他の滋養強壮薬
3.2.9.9 他に分類されない滋養強壮薬
【商品名】イントラリポス輸液２０％
Ｌ１袋
【一般名】精製大豆油

２０％１００ｍ

3.3 血液・体液用薬
3.3.1 血液代用剤
3.3.1.1 生理食塩液類
【商品名】テルモ生食 １．３Ｌ１袋
【一般名】生理食塩液
【商品名】テルモ生食 １Ｌ１袋
【一般名】生理食塩液
【商品名】生理食塩液「フソー」
【一般名】塩化ナトリウム
【商品名】生理食塩液ＰＬ「フソー」 １００ｍＬ１瓶
【一般名】塩化ナトリウム
【商品名】生理食塩液ＰＬ「フソー」 ２０ｍＬ１管
【一般名】塩化ナトリウム
【商品名】生理食塩液ＰＬ「フソー」 ２０ｍＬ１管
【一般名】塩化ナトリウム
【商品名】生理食塩液ＰＬ「フソー」 ２Ｌ１袋
【一般名】塩化ナトリウム
【商品名】生理食塩液バッグ「フソー」 ５００ｍＬ１
袋
【一般名】塩化ナトリウム
【商品名】生理食塩液バッグ「フソー」 ５００ｍＬ１
袋
【一般名】塩化ナトリウム
【商品名】大塚食塩注１０％
【一般名】塩化ナトリウム
【商品名】大塚食塩注１０％
【一般名】塩化ナトリウム
【商品名】大塚生食注 １Ｌ１瓶
【一般名】塩化ナトリウム
【商品名】大塚生食注 ２５０ｍＬ１瓶
【一般名】塩化ナトリウム
【商品名】大塚生食注 ５００ｍＬ１瓶
【一般名】塩化ナトリウム
【商品名】大塚生食注 ５００ｍＬ１瓶
【一般名】塩化ナトリウム
【商品名】大塚生食注 ５００ｍＬ１瓶
【一般名】塩化ナトリウム
【商品名】大塚生食注 ５００ｍＬ１瓶
【一般名】塩化ナトリウム
【商品名】大塚生食注 ５０ｍＬ１瓶
【一般名】塩化ナトリウム
【商品名】大塚生食注２ポート１００ｍＬ
【一般名】塩化ナトリウム
3.3.1.9 その他の血液代用剤
【商品名】ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」
【一般名】塩化カリウム
【商品名】ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 ２００ｍＬ１袋
【一般名】
【商品名】ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 ５００ｍＬ１袋

【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】後発品（先発品：ソリタ－Ｔ１号輸液２
００ｍＬ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ソリタ－Ｔ１号輸液５
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【一般名】
【商品名】ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 ２００ｍＬ１袋
【一般名】
【商品名】ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 ５００ｍＬ１袋
【一般名】
【商品名】ヴィーンＤ輸液 ５００ｍＬ１袋
【一般名】
【商品名】サブラッド血液ろ過用補充液ＢＳＧ ２０２
０ｍＬ１キット
【一般名】
【商品名】ソリタックス－Ｈ輸液
【一般名】
【商品名】ソリューゲンＦ注 ５００ｍＬ１瓶
【一般名】
【商品名】ビカネイト輸液 ５００ｍＬ１袋
【一般名】
【商品名】フィジオ１４０輸液 ５００ｍＬ１袋
【一般名】１％ブドウ糖加酢酸リンゲル液
【商品名】ボルベン輸液６％
【一般名】ヒドロキシエチルデンプン１３００００
【商品名】ラクテック注 ５００ｍＬ１袋
【一般名】Ｌ－乳酸ナトリウムリンゲル液
【商品名】リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ
【一般名】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

００ｍＬ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ソリタ－Ｔ３号輸液２
００ｍＬ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ソリタ－Ｔ３号輸液５
００ｍＬ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ヴィーンＦ輸液）
【臨時採用薬】臨時採用薬品

3.3.2 止血剤
3.3.2.1 カルバゾクロム系製剤
【商品名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液
１００ｍｇ「日医工」
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

【臨時採用薬】後発品（先発品：アドナ注(静脈用)１０
０ｍｇ ）

3.3.2.7 抗プラスミン剤
【商品名】トラネキサム酸注射液１０００ｍｇ「テバ」 【臨時採用薬】後発品（先発品：トランサミン注 10%）
【一般名】トラネキサム酸
3.3.2.9 その他の止血剤
【商品名】エトキシスクレロール１％注射液
【一般名】ポリドカノール
【商品名】オルダミン注射用１ｇ
【一般名】モノエタノールアミンオレイン酸塩 モノエ
タノールアミン オレイン酸
3.3.3 血液凝固阻止剤
3.3.3.4 ヘパリン製剤
【商品名】ヘパリンＣａ皮下注２万単位／０．８ｍＬ「サ
ワイ」
【一般名】ヘパリンカルシウム
【商品名】ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリ
ンジ「オーツカ」５ｍＬ
【一般名】ヘパリンナトリウム
【商品名】ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリ
ンジ「オーツカ」５ｍＬ
【一般名】ヘパリンナトリウム
【商品名】ヘパリンＮａ透析用２００単位／ｍＬシリン
ジ２０ｍＬ「フソー」
【一般名】ヘパリンナトリウム
【商品名】ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２
ｍＬシリンジ「モチダ」
【一般名】ヘパリンカルシウム
【商品名】ヘパリンナトリウム注１万単位／１０ｍＬ
「ＡＹ」

【臨時採用薬】後発品

【臨時採用薬】後発品（先発品：ﾍﾊﾟﾌﾗｯｼｭ 100 単位/mL
ｼﾘﾝｼﾞ 5mL）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ﾍﾊﾟﾌﾗｯｼｭ 100 単位/mL
ｼﾘﾝｼﾞ 5mL）
【臨時採用薬】後発品

【臨時採用薬】臨時採用薬品 後発品
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【一般名】ヘパリンナトリウム
【商品名】ヘパリンナトリウム注Ｎ５千単位／５ｍＬ
「ＡＹ」
【一般名】ヘパリンナトリウム
【商品名】ローヘパ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ
【一般名】パルナパリンナトリウム
3.3.3.9 その他の血液凝固阻止剤
【商品名】クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ
【一般名】エノキサパリンナトリウム
【商品名】リコモジュリン点滴静注用１２８００
【一般名】トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換
え）
3.3.9 その他の血液・体液用薬
3.3.9.1 プロタミン製剤
【商品名】プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」
【一般名】プロタミン硫酸塩
3.3.9.9 他に分類されない血液・体液用薬
【商品名】ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ
【一般名】ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）
【商品名】ノイトロジン注１００μｇ
【一般名】レノグラスチム（遺伝子組換え）
【商品名】ノイトロジン注２５０μｇ
【一般名】レノグラスチム（遺伝子組換え）
【商品名】フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ
「モチダ」
【一般名】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］
【商品名】プリズバインド静注液２．５ｇ
【一般名】イダルシズマブ（遺伝子組換え）

【臨時採用薬】後発品

【臨時採用薬】後発品（先発品：グランシリンジ 75）

3.4 人工透析用薬
3.4.1 人工腎臓透析用剤
【商品名】キンダリー透析剤３Ｅ
【一般名】
【商品名】キンダリー透析剤ＡＦ３号
水素ナトリウム液付）
【一般名】

９Ｌ１瓶（炭酸

3.4.2 腹膜透析用剤
【商品名】エクストラニール腹膜透析液 １．５Ｌ１袋
（排液用バッグ付）
【一般名】
【商品名】エクストラニール腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排
液用バッグ付）
【一般名】
【商品名】レギュニールＨＣａ１．５腹膜透析液 １Ｌ
１袋（排液用バッグ付）
【一般名】
【商品名】レギュニールＨＣａ１．５腹膜透析液 １Ｌ
１袋（排液用バッグ付）
【一般名】
【商品名】レギュニールＨＣａ２．５腹膜透析液 １Ｌ
１袋（排液用バッグ付）
【一般名】

【臨時採用薬】臨時採用薬品

3.9 その他の代謝性医薬品
3.9.2 解毒剤
3.9.2.3 メルカプト酢酸系製剤（ＢＡＬを含む。
）
【商品名】バル筋注１００ｍｇ「ＡＦＰ」
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【一般名】ジメルカプロール
3.9.2.5 チオ硫酸ナトリウム製剤
【商品名】デトキソール静注液２ｇ
【一般名】チオ硫酸ナトリウム水和物
3.9.2.9 その他の解毒剤
【商品名】ウロミテキサン注１００ｍｇ
【一般名】メスナ
【商品名】ウロミテキサン注１００ｍｇ
【一般名】メスナ
【商品名】ウロミテキサン注１００ｍｇ
【一般名】メスナ
【商品名】ウロミテキサン注４００ｍｇ
【一般名】メスナ
【商品名】ウロミテキサン注４００ｍｇ
【一般名】メスナ
【商品名】デスフェラール注射用５００ｍｇ
【一般名】デフェロキサミンメシル酸塩
【商品名】パム静注５００ｍｇ
【一般名】プラリドキシムヨウ化物 プラリドキシムヨ
ウ化メチル
【商品名】ブリディオン静注２００ｍｇ
【一般名】スガマデクスナトリウム
【商品名】メイロン静注７％ ７％２０ｍＬ１管
【一般名】炭酸水素ナトリウム
【商品名】メイロン静注７％ ７％２５０ｍＬ１袋
【一般名】炭酸水素ナトリウム
【商品名】レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「日医
工」
【一般名】レボホリナートカルシウム水和物
【商品名】レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「日医
工」
【一般名】レボホリナートカルシウム水和物
【商品名】レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「日医
工」
【一般名】レボホリナートカルシウム水和物
【商品名】レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「日医工」
【一般名】レボホリナートカルシウム水和物
【商品名】レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「日医工」
【一般名】レボホリナートカルシウム水和物
【商品名】ロイコボリン注３ｍｇ
【一般名】ホリナートカルシウム ロイコボリンカルシ
ウム
【商品名】ロイコボリン注３ｍｇ
【一般名】ホリナートカルシウム ロイコボリンカルシ
ウム
【商品名】ロイコボリン注３ｍｇ
【一般名】ホリナートカルシウム ロイコボリンカルシ
ウム

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】後発品（先発品：アイソボリン点滴静注
用１００ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アイソボリン点滴静注
用１００ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アイソボリン点滴静注
用１００ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アイソボリン点滴静注
用 ２５ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アイソボリン点滴静注
用 ２５ｍｇ）

3.9.5 酵素製剤
3.9.5.4 ウロキナーゼ製剤
【商品名】ウロナーゼ静注用６万単位
【一般名】ウロキナーゼ
3.9.5.9 その他の酵素製剤
【商品名】アクチバシン注１２００万
【一般名】アルテプラーゼ（遺伝子組換え）
【商品名】アクチバシン注２４００万
【一般名】アルテプラーゼ（遺伝子組換え）
【商品名】クリアクター静注用８０万

【臨時採用薬】臨時採用薬品
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【一般名】モンテプラーゼ（遺伝子組換え）
【商品名】ラスリテック点滴静注用１．５ｍｇ
【一般名】ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）
【商品名】ラスリテック点滴静注用７．５ｍｇ
【一般名】ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

3.9.6 糖尿病用剤
3.9.6.9 その他の糖尿病用剤
【商品名】ソリクア配合注ソロスター
【一般名】インスリン グラルギン（遺伝子組換え） リ
キシセナチド
【商品名】ゾルトファイ配合注フレックスタッチ
【一般名】インスリン デグルデク（遺伝子組換え） リ
ラグルチド（遺伝子組換え）
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品
【商品名】ベンリスタ点滴静注用１２０ｍｇ
【一般名】ベリムマブ（遺伝子組換え）
【商品名】ベンリスタ点滴静注用４００ｍｇ
【一般名】ベリムマブ（遺伝子組換え）
【商品名】ベンリスタ皮下注２００ｍｇオートインジェ
クター
【一般名】ベリムマブ（遺伝子組換え）

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

3.9.9.2 アデノシン製剤
【商品名】アデホス－Ｌコーワ注２０ｍｇ
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物
3.9.9.9 他に分類されないその他の代謝性医薬品
【商品名】アルギメート点滴静注１０％
【一般名】Ｌ－アルギニンＬ－グルタミン酸塩水和物
【商品名】イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ
【一般名】ロモソズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】エスポー皮下用２４０００シリンジ
【一般名】エポエチン アルファ（遺伝子組換え）
【商品名】エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇシリンジ
０．５ｍＬ「ＭＡ」
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）
［エタネルセ
プト後続１］
【商品名】エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇシリンジ
０．５ｍＬ「ＭＡ」
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）
［エタネルセ
プト後続１］
【商品名】エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇペン１．
０ｍＬ「ＭＡ」
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）
［エタネルセ
プト後続１］
【商品名】エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇペン１．
０ｍＬ「ＭＡ」
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）
［エタネルセ
プト後続１］
【商品名】エポエチンアルファＢＳ注３０００シリンジ
「ＪＣＲ」
【一般名】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］
【商品名】エルカルチンＦＦ静注１０００ｍｇシリンジ
【一般名】レボカルニチン
【商品名】エルシトニン注２０Ｓディスポ
【一般名】エルカトニン
【商品名】エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍ
Ｌ
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）
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【臨時採用薬】後発品（先発品：エンブレル皮下注２５
ｍｇシリンジ 0.5ｍL）

【臨時採用薬】後発品（先発品：エンブレル皮下注２５
ｍｇシリンジ 0.5ｍL）

【臨時採用薬】後発品（先発品：エンブレル皮下注５０
ｍｇペン 1.0ｍL）

【臨時採用薬】後発品（先発品：エンブレル皮下注５０
ｍｇペン 1.0ｍL）

【臨時採用薬】後発品（先発品：エスポー注射液 3000
シリンジ）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【商品名】エンブレル皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）
【商品名】エンブレル皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）
【商品名】エンブレル皮下注５０ｍｇシリンジ１．０ｍ
Ｌ
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）
【商品名】エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）
【商品名】オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ
【一般名】アバタセプト（遺伝子組換え）
【商品名】オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェ
クター１ｍＬ
【一般名】アバタセプト（遺伝子組換え）
【商品名】オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェ
クター１ｍＬ
【一般名】アバタセプト（遺伝子組換え）
【商品名】オレンシア皮下注１２５ｍｇシリンジ１ｍＬ
【一般名】アバタセプト（遺伝子組換え）
【商品名】オレンシア皮下注１２５ｍｇシリンジ１ｍＬ
【一般名】アバタセプト（遺伝子組換え）
【商品名】ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ
「サワイ」
【一般名】ガベキサートメシル酸塩
【商品名】ガベキサートメシル酸塩注射用５００ｍｇ
「タカタ」
【一般名】ガベキサートメシル酸塩
【商品名】ケブザラ皮下注２００ｍｇオートインジェク
ター
【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）
【商品名】ケブザラ皮下注２００ｍｇオートインジェク
ター
【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）
【商品名】コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン
【一般名】セクキヌマブ（遺伝子組換え）
【商品名】コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン
【一般名】セクキヌマブ（遺伝子組換え）
【商品名】シベレスタットＮａ点滴静注用１００ｍｇ
「ファイザー」
【一般名】シベレスタットナトリウム水和物
【商品名】シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス
【一般名】セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）
【商品名】シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス
【一般名】セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）
【商品名】シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェク
ター
【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）
【商品名】シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェク
ター
【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）
【商品名】ステラーラ点滴静注１３０ｍｇ
【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）
【商品名】ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ
【一般名】ウステキヌマブ（遺伝子組換え）
【商品名】ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバ
ッグ「ニプロ」
【一般名】ゾレドロン酸水和物
【商品名】ダルベポエチンアルファ注１２０μｇシリン
ジ「ＫＫＦ」
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）
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【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】後発品（先発品：注射用エフオーワイ１
００）

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】後発品（先発品：注射用エラスポール１
００）
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】後発品（先発品：ゾメタ点滴静注４mg）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ネスプ注射液 120μｇ
プラシリンジ）

【商品名】ダルベポエチンアルファ注１８０μｇシリン
ジ「ＫＫＦ」
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）
【商品名】ダルベポエチンアルファ注３０μｇシリンジ
「ＫＫＦ」
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）
【商品名】ダルベポエチンアルファ注６０μｇシリンジ
「ＫＫＦ」
【一般名】ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）
【商品名】トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェクター
【一般名】イキセキズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェクター
【一般名】イキセキズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ
「旭化成」
【一般名】ナファモスタットメシル酸塩
【商品名】ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ
「旭化成」
【一般名】ナファモスタットメシル酸塩
【商品名】パーサビブ静注透析用シリンジ１０ｍｇ
【一般名】エテルカルセチド塩酸塩
【商品名】パーサビブ静注透析用シリンジ２．５ｍｇ
【一般名】エテルカルセチド塩酸塩
【商品名】パーサビブ静注透析用シリンジ５ｍｇ
【一般名】エテルカルセチド塩酸塩
【商品名】ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ
「明治」
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【商品名】ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）
【商品名】ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）
【商品名】プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ
【一般名】デノスマブ（遺伝子組換え）
【商品名】ボンビバ静注１ｍｇシリンジ
【一般名】イバンドロン酸ナトリウム水和物
【商品名】ミラクリッド注射液１０万単位
【一般名】ウリナスタチン
【商品名】ミラクリッド注射液５万単位
【一般名】ウリナスタチン
【商品名】ミルセラ注シリンジ１５０μｇ
【一般名】エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）
【商品名】ミルセラ注シリンジ５０μｇ
【一般名】エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）
【商品名】ミルセラ注シリンジ７５μｇ
【一般名】エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）
【商品名】ラスカルトン注４０
【一般名】エルカトニン
【商品名】ランマーク皮下注１２０ｍｇ
【一般名】デノスマブ（遺伝子組換え）
【商品名】リクラスト点滴静注液５ｍｇ
【一般名】ゾレドロン酸水和物
【商品名】ロミプレート皮下注２５０μｇ調製用
【一般名】ロミプロスチム（遺伝子組換え）
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【臨時採用薬】後発品（先発品：ネスプ注射液 180μｇ
プラシリンジ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ネスプ注射液 30μｇプ
ラシリンジ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ネスプ注射液 60μｇプ
ラシリンジ）
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】後発品（先発品：注射用フサン１０）

【臨時採用薬】後発品（先発品：注射用フサン５０）

【臨時採用薬】後発品（先発品：エルシトニン注４０単
位 ）

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

4. 組織細胞機能用医薬品
4.2 腫瘍用薬
4.2.1 アルキル化剤
4.2.1.1 クロルエチルアミン系製剤
【商品名】注射用イホマイド１ｇ
【一般名】イホスファミド
【商品名】注射用イホマイド１ｇ
【一般名】イホスファミド
【商品名】注射用エンドキサン１００ｍｇ
【一般名】シクロホスファミド水和物
【商品名】注射用エンドキサン１００ｍｇ
【一般名】シクロホスファミド水和物
【商品名】注射用エンドキサン１００ｍｇ
【一般名】シクロホスファミド水和物
【商品名】注射用エンドキサン５００ｍｇ
【一般名】シクロホスファミド水和物
【商品名】注射用エンドキサン５００ｍｇ
【一般名】シクロホスファミド水和物

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

4.2.1.9 その他のアルキル化剤
【商品名】ダカルバジン注用１００
【一般名】ダカルバジン
【商品名】ダカルバジン注用１００
【一般名】ダカルバジン
【商品名】トレアキシン点滴静注液１００ｍｇ／４ｍＬ
【一般名】ベンダムスチン塩酸塩水和物
【商品名】トレアキシン点滴静注液１００ｍｇ／４ｍＬ
【一般名】ベンダムスチン塩酸塩水和物
【商品名】注射用サイメリン５０ｍｇ
【一般名】ラニムスチン
【商品名】注射用サイメリン５０ｍｇ
【一般名】ラニムスチン

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

4.2.2 代謝拮抗剤
4.2.2.2 メトトレキサート製剤
【商品名】メソトレキセート点滴静注液１０００ｍｇ
【一般名】メトトレキサート
【商品名】メソトレキセート点滴静注液１０００ｍｇ
【一般名】メトトレキサート
【商品名】メソトレキセート点滴静注液１０００ｍｇ
【一般名】メトトレキサート
【商品名】メソトレキセート点滴静注液２００ｍｇ
【一般名】メトトレキサート
【商品名】メソトレキセート点滴静注液２００ｍｇ
【一般名】メトトレキサート
【商品名】注射用メソトレキセート５０ｍｇ
【一般名】メトトレキサート
【商品名】注射用メソトレキセート５０ｍｇ
【一般名】メトトレキサート
【商品名】注射用メソトレキセート５０ｍｇ
【一般名】メトトレキサート
【商品名】注射用メソトレキセート５ｍｇ
【一般名】メトトレキサート
【商品名】注射用メソトレキセート５ｍｇ
【一般名】メトトレキサート

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

4.2.2.3 フルオロウラシル系製剤
【商品名】フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」
【一般名】フルオロウラシル
【商品名】フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」
【一般名】フルオロウラシル
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【臨時採用薬】後発品（先発品：５－ＦＵ注 １０００ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：５－ＦＵ注 １０００ｍ
ｇ）

4.2.2.4 シトシン系製剤
【商品名】キロサイド注１００ｍｇ
【一般名】シタラビン
【商品名】キロサイド注１００ｍｇ
【一般名】シタラビン
【商品名】キロサイド注１００ｍｇ
【一般名】シタラビン
【商品名】キロサイド注２００ｍｇ
【一般名】シタラビン
【商品名】キロサイド注２００ｍｇ
【一般名】シタラビン
【商品名】キロサイド注２０ｍｇ
【一般名】シタラビン
【商品名】キロサイド注２０ｍｇ
【一般名】シタラビン
【商品名】ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２５ｍＬ「Ｎ
Ｋ」
【一般名】ゲムシタビン塩酸塩
【商品名】ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２５ｍＬ「Ｎ
Ｋ」
【一般名】ゲムシタビン塩酸塩
【商品名】ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／５ｍＬ
「ＮＫ」
【一般名】ゲムシタビン塩酸塩
【商品名】ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／５ｍＬ
「ＮＫ」
【一般名】ゲムシタビン塩酸塩
【商品名】ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／５ｍＬ
「ＮＫ」
【一般名】ゲムシタビン塩酸塩
【商品名】シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」
【一般名】シタラビン
【商品名】シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」
【一般名】シタラビン

【臨時採用薬】後発品（先発品：ジェムザール注射用 1
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ジェムザール注射用 1
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ジェムザール注射用 200
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ジェムザール注射用 200
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ジェムザール注射用 200
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：キロサイドＮ注１ｇ/５
０ｍL） 臨時採用薬品
【臨時採用薬】後発品（先発品：キロサイドＮ注１ｇ/５
０ｍL） 臨時採用薬品

4.2.2.9 その他の代謝拮抗剤
【商品名】アリムタ注射用１００ｍｇ
【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物
【商品名】アリムタ注射用１００ｍｇ
【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物
【商品名】アリムタ注射用１００ｍｇ
【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物
【商品名】アリムタ注射用５００ｍｇ
【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物
【商品名】アリムタ注射用５００ｍｇ
【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物
【商品名】ジフォルタ注射液２０ｍｇ
【一般名】プララトレキサート
【商品名】ジフォルタ注射液２０ｍｇ
【一般名】プララトレキサート
【商品名】フルダラ静注用５０ｍｇ
【一般名】フルダラビンリン酸エステル
【商品名】フルダラ静注用５０ｍｇ
【一般名】フルダラビンリン酸エステル
【商品名】ペメトレキセド点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」
【一般名】ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物
【商品名】ペメトレキセド点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」
【一般名】ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物
【商品名】ペメトレキセド点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」
【一般名】ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物
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【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【商品名】ペメトレキセド点滴静注液５００ｍｇ「ＮＫ」
【一般名】ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物
【商品名】ペメトレキセド点滴静注液５００ｍｇ「ＮＫ」
【一般名】ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物
4.2.3 抗腫瘍性抗生物質製剤
4.2.3.1 マイトマイシンＣ製剤
【商品名】マイトマイシン注用１０ｍｇ
【一般名】マイトマイシンＣ
【商品名】マイトマイシン注用１０ｍｇ
【一般名】マイトマイシンＣ
【商品名】マイトマイシン注用２ｍｇ
【一般名】マイトマイシンＣ
【商品名】マイトマイシン注用２ｍｇ
【一般名】マイトマイシンＣ

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

4.2.3.4 ブレオマイシン系製剤
【商品名】ブレオ注射用１５ｍｇ
【一般名】ブレオマイシン塩酸塩
【商品名】ブレオ注射用１５ｍｇ
【一般名】ブレオマイシン塩酸塩
4.2.3.5 アントラサイクリン系抗生物質製剤
【商品名】アクラシノン注射用２０ｍｇ
【一般名】アクラルビシン塩酸塩
【商品名】アクラシノン注射用２０ｍｇ
【一般名】アクラルビシン塩酸塩
【商品名】エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」
【一般名】エピルビシン塩酸塩
【商品名】エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」
【一般名】エピルビシン塩酸塩
【商品名】エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」
【一般名】エピルビシン塩酸塩
【商品名】エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」
【一般名】エピルビシン塩酸塩
【商品名】エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」
【一般名】エピルビシン塩酸塩
【商品名】カルセド注射用２０ｍｇ
【一般名】アムルビシン塩酸塩 塩酸アムルビシン
【商品名】カルセド注射用２０ｍｇ
【一般名】アムルビシン塩酸塩 塩酸アムルビシン
【商品名】カルセド注射用２０ｍｇ
【一般名】アムルビシン塩酸塩 塩酸アムルビシン
【商品名】カルセド注射用５０ｍｇ
【一般名】アムルビシン塩酸塩 塩酸アムルビシン
【商品名】カルセド注射用５０ｍｇ
【一般名】アムルビシン塩酸塩 塩酸アムルビシン
【商品名】ダウノマイシン静注用２０ｍｇ
【一般名】ダウノルビシン塩酸塩
【商品名】ダウノマイシン静注用２０ｍｇ
【一般名】ダウノルビシン塩酸塩
【商品名】ドキシル注２０ｍｇ
【一般名】ドキソルビシン塩酸塩
【商品名】ドキシル注２０ｍｇ
【一般名】ドキソルビシン塩酸塩
【商品名】ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」
【一般名】ドキソルビシン塩酸塩
【商品名】ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」
【一般名】ドキソルビシン塩酸塩
【商品名】ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」
【一般名】ドキソルビシン塩酸塩
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【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】後発品（先発品：アドリアシン注用 １０
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アドリアシン注用 １０
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アドリアシン注用 １０
ｍｇ）

【商品名】ドキソルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」
【一般名】ドキソルビシン塩酸塩
【商品名】ドキソルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」
【一般名】ドキソルビシン塩酸塩
【商品名】ピノルビン注射用１０ｍｇ
【一般名】ピラルビシン
【商品名】ピノルビン注射用１０ｍｇ
【一般名】ピラルビシン
【商品名】ピノルビン注射用１０ｍｇ
【一般名】ピラルビシン
【商品名】ピノルビン注射用２０ｍｇ
【一般名】ピラルビシン
【商品名】ピノルビン注射用２０ｍｇ
【一般名】ピラルビシン
4.2.3.9 その他の抗腫瘍性抗生物質製剤
【商品名】マイロターグ点滴静注用５ｍｇ
【一般名】ゲムツズマブオゾガマイシン（遺伝子組換え）
【商品名】マイロターグ点滴静注用５ｍｇ
【一般名】ゲムツズマブオゾガマイシン（遺伝子組換え）
【商品名】マイロターグ点滴静注用５ｍｇ
【一般名】ゲムツズマブオゾガマイシン（遺伝子組換え）
【商品名】マイロターグ点滴静注用５ｍｇ
【一般名】ゲムツズマブオゾガマイシン（遺伝子組換え）
4.2.4 抗腫瘍性植物成分製剤
【商品名】アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ
【一般名】パクリタキセル
【商品名】アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ
【一般名】パクリタキセル
【商品名】イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ
「トーワ」
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物
【商品名】イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ
「トーワ」
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物
【商品名】イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ
「トーワ」
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物
【商品名】イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ト
ーワ」
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物
【商品名】イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ト
ーワ」
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物
【商品名】エクザール注射用１０ｍｇ
【一般名】ビンブラスチン硫酸塩
【商品名】エクザール注射用１０ｍｇ
【一般名】ビンブラスチン硫酸塩
【商品名】エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」
【一般名】エトポシド
【商品名】エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」
【一般名】エトポシド
【商品名】オンコビン注射用１ｍｇ
【一般名】ビンクリスチン硫酸塩
【商品名】オンコビン注射用１ｍｇ
【一般名】ビンクリスチン硫酸塩
【商品名】ジェブタナ点滴静注６０ｍｇ
【一般名】カバジタキセル アセトン付加物
【商品名】ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ニ
プロ」
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【臨時採用薬】後発品（先発品：アドリアシン注用 ５０
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アドリアシン注用 ５０
ｍｇ）

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】後発品（先発品：トポテシン点滴静注１
００ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：トポテシン点滴静注１
００ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：トポテシン点滴静注１
００ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：トポテシン点滴静注 ４
０ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：トポテシン点滴静注 ４
０ｍｇ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ラステット注１００ｍ
ｇ/５ｍＬ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ラステット注１００ｍ
ｇ/５ｍＬ）

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】後発品（先発品：ワンタキソテール点滴
静注２０ｍｇ/１ｍＬ）

【一般名】ドセタキセル
【商品名】ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ニ
プロ」
【一般名】ドセタキセル
【商品名】ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ニ
プロ」
【一般名】ドセタキセル
【商品名】ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ニ
プロ」
【一般名】ドセタキセル
【商品名】ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ニ
プロ」
【一般名】ドセタキセル
【商品名】パクリタキセル点滴静注液１００ｍｇ／１
６．７ｍＬ「ホスピーラ」
【一般名】パクリタキセル
【商品名】パクリタキセル点滴静注液１００ｍｇ／１
６．７ｍＬ「ホスピーラ」
【一般名】パクリタキセル
【商品名】パクリタキセル点滴静注液３０ｍｇ／５ｍＬ
「ホスピーラ」
【一般名】パクリタキセル
【商品名】パクリタキセル点滴静注液３０ｍｇ／５ｍＬ
「ホスピーラ」
【一般名】パクリタキセル
【商品名】パクリタキセル点滴静注液３０ｍｇ／５ｍＬ
「ホスピーラ」
【一般名】パクリタキセル
【商品名】ロゼウス静注液１０ｍｇ
【一般名】ビノレルビン酒石酸塩
【商品名】ロゼウス静注液１０ｍｇ
【一般名】ビノレルビン酒石酸塩
【商品名】ロゼウス静注液１０ｍｇ
【一般名】ビノレルビン酒石酸塩
【商品名】ロゼウス静注液４０ｍｇ
【一般名】ビノレルビン酒石酸塩
【商品名】ロゼウス静注液４０ｍｇ
【一般名】ビノレルビン酒石酸塩
【商品名】注射用フィルデシン１ｍｇ
【一般名】ビンデシン硫酸塩
【商品名】注射用フィルデシン１ｍｇ
【一般名】ビンデシン硫酸塩
【商品名】注射用フィルデシン１ｍｇ
【一般名】ビンデシン硫酸塩
【商品名】注射用フィルデシン３ｍｇ
【一般名】ビンデシン硫酸塩
【商品名】注射用フィルデシン３ｍｇ
【一般名】ビンデシン硫酸塩

【臨時採用薬】後発品（先発品：ワンタキソテール点滴
静注２０ｍｇ/１ｍＬ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ワンタキソテール点滴
静注２０ｍｇ/１ｍＬ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ワンタキソテール点滴
静注８０ｍｇ/４ｍＬ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ワンタキソテール点滴
静注８０ｍｇ/４ｍＬ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：タキソール注射液
100mg）
【臨時採用薬】後発品（先発品：タキソール注射液
100mg）
【臨時採用薬】後発品（先発品：タキソール注射液
30mg）
【臨時採用薬】後発品（先発品：タキソール注射液
30mg）
【臨時採用薬】後発品（先発品：タキソール注射液
30mg）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ナべルビン注 １０）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ナべルビン注 １０）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ナべルビン注 １０）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ナベルビン注 ４０）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ナベルビン注 ４０）

4.2.9 その他の腫瘍用薬
4.2.9.1 その他の抗悪性腫瘍用剤
【商品名】アービタックス注射液１００ｍｇ
【一般名】セツキシマブ（遺伝子組換え）
【商品名】アービタックス注射液１００ｍｇ
【一般名】セツキシマブ（遺伝子組換え）
【商品名】アクプラ静注用１００ｍｇ
【一般名】ネダプラチン
【商品名】アクプラ静注用１００ｍｇ
【一般名】ネダプラチン
【商品名】アクプラ静注用１０ｍｇ

【臨時採用薬】臨時採用品
【臨時採用薬】臨時採用品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
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【一般名】ネダプラチン
【商品名】アクプラ静注用１０ｍｇ
【一般名】ネダプラチン
【商品名】アクプラ静注用１０ｍｇ
【一般名】ネダプラチン
【商品名】アクプラ静注用５０ｍｇ
【一般名】ネダプラチン
【商品名】アクプラ静注用５０ｍｇ
【一般名】ネダプラチン
【商品名】アドセトリス点滴静注用５０ｍｇ
【一般名】ブレンツキシマブ ベドチン（遺伝子組換え）
【商品名】アドセトリス点滴静注用５０ｍｇ
【一般名】ブレンツキシマブ ベドチン（遺伝子組換え）
【商品名】アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ
【一般名】デュルバルマブ（遺伝子組換え）
【商品名】イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ
【一般名】デュルバルマブ（遺伝子組換え）
【商品名】イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ
【一般名】デュルバルマブ（遺伝子組換え）
【商品名】イミフィンジ点滴静注５００ｍｇ
【一般名】デュルバルマブ（遺伝子組換え）
【商品名】イミフィンジ点滴静注５００ｍｇ
【一般名】デュルバルマブ（遺伝子組換え）
【商品名】エムプリシティ点滴静注用３００ｍｇ
【一般名】エロツズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】エムプリシティ点滴静注用３００ｍｇ
【一般名】エロツズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】エムプリシティ点滴静注用３００ｍｇ
【一般名】エロツズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】エムプリシティ点滴静注用４００ｍｇ
【一般名】エロツズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】エムプリシティ点滴静注用４００ｍｇ
【一般名】エロツズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ「サ
ワイ」
【一般名】オキサリプラチン
【商品名】オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ「サ
ワイ」
【一般名】オキサリプラチン
【商品名】オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ「サ
ワイ」
【一般名】オキサリプラチン
【商品名】オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「サワ
イ」
【一般名】オキサリプラチン
【商品名】オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「サワ
イ」
【一般名】オキサリプラチン
【商品名】オプジーボ点滴静注１２０ｍｇ
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【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】後発品（先発品：エルプラット点滴静注
液 100mg）
【臨時採用薬】後発品（先発品：エルプラット点滴静注
液 100mg）
【臨時採用薬】後発品（先発品：エルプラット点滴静注
液 100mg）

【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）
【商品名】オプジーボ点滴静注１２０ｍｇ
【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）
【商品名】オプジーボ点滴静注１２０ｍｇ
【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）
【商品名】オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ
【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）
【商品名】オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ
【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）
【商品名】カイプロリス点滴静注用１０ｍｇ
【一般名】カルフィルゾミブ
【商品名】カイプロリス点滴静注用１０ｍｇ
【一般名】カルフィルゾミブ
【商品名】カイプロリス点滴静注用１０ｍｇ
【一般名】カルフィルゾミブ
【商品名】カイプロリス点滴静注用４０ｍｇ
【一般名】カルフィルゾミブ
【商品名】カイプロリス点滴静注用４０ｍｇ
【一般名】カルフィルゾミブ
【商品名】ガザイバ点滴静注１０００ｍｇ
【一般名】オビヌツズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】ガザイバ点滴静注１０００ｍｇ
【一般名】オビヌツズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ
【一般名】トラスツズマブ エムタンシン（遺伝子組換
え）
【商品名】カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ
【一般名】トラスツズマブ エムタンシン（遺伝子組換
え）
【商品名】カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ
【一般名】トラスツズマブ エムタンシン（遺伝子組換
え）
【商品名】カドサイラ点滴静注用１６０ｍｇ
【一般名】トラスツズマブ エムタンシン（遺伝子組換
え）
【商品名】カドサイラ点滴静注用１６０ｍｇ
【一般名】トラスツズマブ エムタンシン（遺伝子組換
え）
【商品名】カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「日医工」
【一般名】カルボプラチン
【商品名】カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「日医工」
【一般名】カルボプラチン
【商品名】カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「日医工」
【一般名】カルボプラチン
【商品名】カルボプラチン注射液４５０ｍｇ「日医工」
【一般名】カルボプラチン
【商品名】カルボプラチン注射液４５０ｍｇ「日医工」
【一般名】カルボプラチン
【商品名】カルボプラチン注射液５０ｍｇ「日医工」
【一般名】カルボプラチン
【商品名】カルボプラチン注射液５０ｍｇ「日医工」
【一般名】カルボプラチン
【商品名】キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ
【一般名】ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ
【一般名】ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ
【一般名】ラムシルマブ（遺伝子組換え）
【商品名】サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ
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【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】後発品（先発品：パラプラチン注射液１
５０ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：パラプラチン注射液１
５０ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：パラプラチン注射液１
５０ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：パラプラチン注射液４
５０ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：パラプラチン注射液４
５０ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：パラプラチン注射液 ５
０ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：パラプラチン注射液 ５
０ｍｇ）

【一般名】ラムシルマブ（遺伝子組換え）
【商品名】サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ
【一般名】ラムシルマブ（遺伝子組換え）
【商品名】サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ
【一般名】ラムシルマブ（遺伝子組換え）
【商品名】サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ
【一般名】ラムシルマブ（遺伝子組換え）
【商品名】シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」
【一般名】シスプラチン
【商品名】シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」
【一般名】シスプラチン
【商品名】シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」
【一般名】シスプラチン
【商品名】シスプラチン注２５ｍｇ「日医工」
【一般名】シスプラチン
【商品名】シスプラチン注２５ｍｇ「日医工」
【一般名】シスプラチン
【商品名】シスプラチン注５０ｍｇ「日医工」
【一般名】シスプラチン
【商品名】シスプラチン注５０ｍｇ「日医工」
【一般名】シスプラチン
【商品名】ダラキューロ配合皮下注
【一般名】ダラツムマブ（遺伝子組換え） ボルヒアルロ
ニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）
【商品名】ダラキューロ配合皮下注
【一般名】ダラツムマブ（遺伝子組換え） ボルヒアルロ
ニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）
【商品名】ダラザレックス点滴静注１００ｍｇ
【一般名】ダラツムマブ（遺伝子組換え）
【商品名】ダラザレックス点滴静注１００ｍｇ
【一般名】ダラツムマブ（遺伝子組換え）
【商品名】ダラザレックス点滴静注１００ｍｇ
【一般名】ダラツムマブ（遺伝子組換え）
【商品名】ダラザレックス点滴静注４００ｍｇ
【一般名】ダラツムマブ（遺伝子組換え）
【商品名】ダラザレックス点滴静注４００ｍｇ
【一般名】ダラツムマブ（遺伝子組換え）
【商品名】テセントリク点滴静注１２００ｍｇ
【一般名】アテゾリズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】テセントリク点滴静注１２００ｍｇ
【一般名】アテゾリズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】トーリセル点滴静注液２５ｍｇ
【一般名】テムシロリムス
【商品名】トーリセル点滴静注液２５ｍｇ
【一般名】テムシロリムス
【商品名】トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ
「ＮＫ」
【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）
［トラスツズ
マブ後続１］
【商品名】トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ
「ＮＫ」
【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）
［トラスツズ
マブ後続１］
【商品名】ノバントロン注１０ｍｇ
【一般名】ミトキサントロン塩酸塩
【商品名】ノバントロン注１０ｍｇ
【一般名】ミトキサントロン塩酸塩
【商品名】ノバントロン注１０ｍｇ
【一般名】ミトキサントロン塩酸塩

【臨時採用薬】後発品（先発品：ランダ注１０ｍｇ/２０
ｍＬ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ランダ注１０ｍｇ/２０
ｍＬ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ランダ注１０ｍｇ/２０
ｍＬ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ランダ注２５ｍｇ/５０
ｍＬ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ランダ注２５ｍｇ/５０
ｍＬ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ランダ注５０ｍｇ/１０
０ｍＬ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ランダ注５０ｍｇ/１０
０ｍＬ）

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】後発品（先発品：ハーセプチン注射用
150）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ハーセプチン注射用
150）
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【商品名】ノバントロン注２０ｍｇ
【一般名】ミトキサントロン塩酸塩
【商品名】ノバントロン注２０ｍｇ
【一般名】ミトキサントロン塩酸塩
【商品名】パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ
【一般名】ペルツズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ
【一般名】ペルツズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】ハラヴェン静注１ｍｇ
【一般名】エリブリンメシル酸塩
【商品名】ハラヴェン静注１ｍｇ
【一般名】エリブリンメシル酸塩
【商品名】ビダーザ注射用１００ｍｇ
【一般名】アザシチジン
【商品名】ビダーザ注射用１００ｍｇ
【一般名】アザシチジン
【商品名】フェソロデックス筋注２５０ｍｇ
【一般名】フルベストラント
【商品名】フェソロデックス筋注２５０ｍｇ
【一般名】フルベストラント
【商品名】ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ
【一般名】パニツムマブ（遺伝子組換え）
【商品名】ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ
【一般名】パニツムマブ（遺伝子組換え）
【商品名】ベバシズマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ファ
イザー」
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）
［ベバシズマブ
後続１］
【商品名】ベバシズマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ファ
イザー」
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）
［ベバシズマブ
後続１］
【商品名】ベバシズマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ファ
イザー」
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）
［ベバシズマブ
後続１］
【商品名】ベバシズマブＢＳ点滴静注４００ｍｇ「ファ
イザー」
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）
［ベバシズマブ
後続１］
【商品名】ベバシズマブＢＳ点滴静注４００ｍｇ「ファ
イザー」
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）
［ベバシズマブ
後続１］
【商品名】ベルケイド注射用３ｍｇ
【一般名】ボルテゾミブ
【商品名】ベルケイド注射用３ｍｇ
【一般名】ボルテゾミブ
【商品名】ポテリジオ点滴静注２０ｍｇ
【一般名】モガムリズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】ポテリジオ点滴静注２０ｍｇ
【一般名】モガムリズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】ミリプラ動注用７０ｍｇ
【一般名】ミリプラチン水和物
【商品名】ミリプラ動注用７０ｍｇ
【一般名】ミリプラチン水和物
【商品名】ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ
【一般名】イピリムマブ（遺伝子組換え）
【商品名】ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ
【一般名】イピリムマブ（遺伝子組換え）

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
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【臨時採用薬】後発品（先発品：リツキサン注 100mg／
10mＬ）

【商品名】リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＫＨ
Ｋ」
【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）
［リツキシマブ
後続１］
【商品名】リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＫＨ
Ｋ」
【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）
［リツキシマブ
後続１］
【商品名】リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＫＨ
Ｋ」
【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）
［リツキシマブ
後続１］
【商品名】リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ＫＨ
Ｋ」
【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）
［リツキシマブ
後続１］
【商品名】リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ＫＨ
Ｋ」
【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）
［リツキシマブ
後続１］
【商品名】ロイナーゼ注用１００００
【一般名】Ｌ－アスパラギナーゼ
【商品名】ロイナーゼ注用１００００
【一般名】Ｌ－アスパラギナーゼ
【商品名】動注用アイエーコール１００ｍｇ
【一般名】シスプラチン
【商品名】動注用アイエーコール１００ｍｇ
【一般名】シスプラチン
【商品名】無水エタノール注「フソー」
【一般名】無水エタノール

【臨時採用薬】後発品（先発品：リツキサン注 100mg／
10mＬ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：リツキサン注 100mg／
10mＬ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：リツキサン注 500mg／
50mL）

【臨時採用薬】後発品（先発品：リツキサン注 500mg／
50mL）

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

4.2.9.9 他に分類されない腫瘍用薬
【商品名】ピシバニール注射用５ＫＥ
【一般名】
【商品名】ピシバニール注射用５ＫＥ
【一般名】
【商品名】ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ
【一般名】タルク
【商品名】ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ
【一般名】タルク
4.4 アレルギー用薬
4.4.1 抗ヒスタミン剤
4.4.1.9 その他の抗ヒスタミン剤
【商品名】ポララミン注５ｍｇ
【一般名】ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩
4.4.2 刺激療法剤
【商品名】ノイロトロピン注射液３．６単位
【一般名】ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液
含有製剤
4.4.9 その他のアレルギー用薬
【商品名】グリファーゲン静注２０ｍＬ
【一般名】グリチルリチン酸一アンモニウム グリシン
アミノ酢酸 Ｌ－システイン塩酸塩水和物
【商品名】デュピクセント皮下注３００ｍｇシリンジ
【一般名】デュピルマブ（遺伝子組換え）
【商品名】デュピクセント皮下注３００ｍｇシリンジ
【一般名】デュピルマブ（遺伝子組換え）

【臨時採用薬】後発品（先発品：強力ネオミノファーゲ
ンシーＰ静注２０ｍＬ ）
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
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6. 病原生物に対する医薬品
6.1 抗生物質製剤
6.1.1 主としてグラム陽性菌に作用するもの
6.1.1.2 リンコマイシン系抗生物質製剤
【商品名】クリンダマイシン注射液６００ｍｇ「タイヨ
ー」
【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル
6.1.1.3 バンコマイシン製剤
【商品名】バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「サ
ワイ」
【一般名】バンコマイシン塩酸塩
【商品名】バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「明
治」
【一般名】バンコマイシン塩酸塩

【臨時採用薬】後発品（先発品：塩酸バンコマイシン点
滴静注用０．５ｇ）

6.1.1.9 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
【商品名】アルベカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「テバ」
【一般名】アルベカシン硫酸塩
【商品名】キュビシン静注用３５０ｍｇ
【一般名】ダプトマイシン
【商品名】テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「明治」
【一般名】テイコプラニン

【臨時採用薬】後発品（先発品：ハベカシン注射液１０
０ｍｇ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：注射用タゴシッド２０
０ｍｇ）

6.1.2 主としてグラム陰性菌に作用するもの
6.1.2.3 アミノ酸系抗生物質製剤
【商品名】アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「Ｎｉｋ
Ｐ」
【一般名】アミカシン硫酸塩
【商品名】イセパマイシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「日
医工」
【一般名】イセパマイシン硫酸塩

【臨時採用薬】後発品（先発品：アミカシン硫酸塩注射
液 100mg「日医工」 ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：エクサシン注射液２０
０ ）

6.1.3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
6.1.3.1 ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン
【商品名】ビクシリン注射用０．２５ｇ
【一般名】アンピシリンナトリウム
【商品名】ビクシリン注射用１ｇ
【一般名】アンピシリンナトリウム
【商品名】ペントシリン注射用１ｇ
【一般名】ピペラシリンナトリウム
【商品名】ペントシリン注射用２ｇ
【一般名】ピペラシリンナトリウム
6.1.3.2 セフェム系抗生物質製剤
【商品名】クラフォラン注射用０．５ｇ
【一般名】セフォタキシムナトリウム
【商品名】セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「オ
ーツカ」
【一般名】セファゾリンナトリウム
【商品名】セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」
【一般名】セファゾリンナトリウム
【商品名】セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」
【一般名】セフェピム塩酸塩水和物
【商品名】セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「日医工」
【一般名】セフォチアム塩酸塩
【商品名】セフタジジム静注用１ｇ「日医工」
【一般名】セフタジジム水和物
【商品名】セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「サワイ」
【一般名】セフトリアキソンナトリウム水和物
【商品名】セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ
１ｇ「ＮＰ」
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【臨時採用薬】後発品（先発品：セファメジンα点滴用
キット１ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：セファメジンα注射用
１ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：注射用マキシピーム 1g）
【臨時採用薬】後発品（先発品：パンスポリン静注用１
ｇ ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：モダシン静注用１ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ロセフィン静注用１ｇ）
【臨時採用薬】後発品

【一般名】セフメタゾールナトリウム
【商品名】ファーストシン静注用１ｇ
【一般名】セフォゾプラン塩酸塩
6.1.3.3 オキサセフェム系抗生物質製剤
【商品名】フルマリン静注用１ｇ
【一般名】フロモキセフナトリウム
6.1.3.4 アミノ糖系抗生物質製剤
【商品名】ゲンタマイシン硫酸塩注射液１０ｍｇ「日医
工」
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩
【商品名】ゲンタマイシン硫酸塩注射液４０ｍｇ「日医
工」
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩

【臨時採用薬】後発品（先発品：ゲンタシン注 10）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ゲンタシン注 40）

6.1.3.5 ホスホマイシン製剤
【商品名】ホスミシンＳ静注用１ｇ
【一般名】ホスホマイシンナトリウム
6.1.3.9 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【商品名】スルバシリン静注用０．７５ｇ
【臨時採用薬】後発品（先発品：ユナシン-Ｓ静注用）
【一般名】スルバクタムナトリウム アンピシリンナト
リウム
【商品名】スルバシリン静注用１．５ｇ
【臨時採用薬】後発品（先発品：ユナシン-Ｓ静注用）
【一般名】スルバクタムナトリウム アンピシリンナト
リウム
【商品名】スルバシリン静注用３ｇ
【臨時採用薬】後発品（先発品：ユナシン-Ｓ静注用）
【一般名】スルバクタムナトリウム アンピシリンナト
リウム
【商品名】タゾピペ配合静注用２．２５「ファイザー」 【臨時採用薬】後発品（先発品：ゾシン静注用２．２５
【一般名】タゾバクタム ピペラシリン水和物
ｇ）
【商品名】タゾピペ配合静注用２．２５「明治」
【臨時採用薬】供給困難時の代替（先発品：ゾシン静注
【一般名】タゾバクタム ピペラシリン水和物
用２．２５ｇ）
【商品名】タゾピペ配合静注用４．５「ファイザー」
【臨時採用薬】後発品（先発品：ゾシン静注用４．５ｇ）
【一般名】タゾバクタム ピペラシリン水和物
【商品名】タゾピペ配合静注用４．５「明治」
【臨時採用薬】供給困難時の代替（先発品：ゾシン静注
【一般名】タゾバクタム ピペラシリン水和物
用４．５ｇ）
【商品名】チエペネム点滴静注用０．５ｇ
【臨時採用薬】後発品（先発品：チエナム点滴静注用０．
【一般名】イミペネム水和物 シラスタチンナトリウム ５ｇ ）
【商品名】フィニバックス点滴静注用０．５ｇ
【一般名】ドリペネム水和物
【商品名】メロペネム点滴静注用０．５ｇ「トーワ」
【臨時採用薬】後発品（先発品：メロペン点滴用バイア
【一般名】メロペネム水和物
ル０．５ｇ）
【商品名】ワイスタール配合静注用１ｇ
【臨時採用薬】後発品（先発品：スルペラゾン静注用 1g）
【一般名】スルバクタムナトリウム セフォペラゾンナ
トリウム
6.1.4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
6.1.4.9 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
【商品名】ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ
【一般名】アジスロマイシン水和物
6.1.5 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
6.1.5.2 テトラサイクリン系抗生物質製剤
【商品名】ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ
「日医工」
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
【商品名】ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ
「日医工」
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩

【臨時採用薬】後発品（先発品：ミノマイシン点滴静注
用 100mg）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ミノマイシン点滴静注
用 100mg）

6.1.6 主として抗酸菌に作用するもの
6.1.6.1 ストレプトマイシン系抗生物質製剤
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【商品名】硫酸ストレプトマイシン注射用１ｇ「明治」
【一般名】ストレプトマイシン硫酸塩
6.1.6.9 その他の主として抗酸菌に作用するもの
【商品名】硫酸カナマイシン注射液１０００ｍｇ「明治」
【一般名】カナマイシン硫酸塩
6.1.7 主としてカビに作用するもの
6.1.7.3 アムホテリシンＢ製剤
【商品名】アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ
【一般名】アムホテリシンＢ
6.1.7.9 その他の主としてカビに作用するもの
【商品名】ブイフェンド２００ｍｇ静注用
【一般名】ボリコナゾール
【商品名】ブイフェンド２００ｍｇ静注用
【一般名】ボリコナゾール
【商品名】ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「サ
ワイ」
【一般名】ミカファンギンナトリウム水和物
【商品名】ミカファンギンＮａ点滴静注用７５ｍｇ「サ
ワイ」
【一般名】ミカファンギンナトリウム水和物

【臨時採用薬】後発品（先発品：ファンガード点滴用 ５
０ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ファンガード点滴用 ７
５ｍｇ）

6.2 化学療法剤
6.2.2 抗結核剤
6.2.2.2 イソニアジド系製剤
【商品名】イスコチン注１００ｍｇ
【一般名】イソニアジド
6.2.4 合成抗菌剤
6.2.4.1 ピリドンカルボン酸系製剤
【商品名】シプロフロキサシン点滴静注液４００ｍｇ
「ニプロ」
【一般名】シプロフロキサシン
【商品名】レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ
「ファイザー」
【一般名】レボフロキサシン水和物

【臨時採用薬】後発品（先発品：シプロキサン注 ４００
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：クラビット点滴静注バ
ッグ５００ｍｇ）

6.2.4.9 その他の合成抗菌剤
【商品名】リネゾリド点滴静注液６００ｍｇ「明治」
【一般名】リネゾリド

【臨時採用薬】後発品（先発品：ザイボックス注射液
600mg）

6.2.5 抗ウイルス剤
【商品名】アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「サワイ」
【一般名】アシクロビル
【商品名】アラセナ－Ａ点滴静注用３００ｍｇ
【一般名】ビダラビン
【商品名】ガンシクロビル点滴静注用５００ｍｇ「ファ
イザー」
【一般名】ガンシクロビル
【商品名】シナジス筋注液１００ｍｇ
【一般名】パリビズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】シナジス筋注液５０ｍｇ
【一般名】パリビズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】ベクルリー点滴静注用１００ｍｇ
【一般名】レムデシビル
【商品名】ラピアクタ点滴静注液バイアル１５０ｍｇ
【一般名】ペラミビル水和物
【商品名】ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ
【一般名】ペラミビル水和物
6.2.9 その他の化学療法剤
【商品名】プロジフ静注液１００
【一般名】ホスフルコナゾール
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【臨時採用薬】後発品（先発品：ゾビラックス点滴静注
用２５０ｍｇ）
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】後発品（先発品：デノシン点滴静注用
500mg）
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【商品名】プロジフ静注液２００
【一般名】ホスフルコナゾール
6.3 生物学的製剤
6.3.1 ワクチン類
6.3.1.3 ウイルスワクチン類
【商品名】ビームゲン注０．５ｍＬ
【一般名】組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来）
【商品名】ヘプタバックス－ＩＩ水性懸濁注シリンジ
０．２５ｍＬ
【一般名】組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来）
【商品名】ヘプタバックス－ＩＩ水性懸濁注シリンジ
０．２５ｍＬ
【一般名】組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来）
6.3.2 毒素及びトキソイド類
6.3.2.2 トキソイド類
【商品名】沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」
【一般名】沈降破傷風トキソイド ａｄｓｏｒｂｅｄ
ｔｅｔａｎｕｓ ｔｏｘｏｉｄ 沈降破傷風トキソイド
6.3.3 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類
6.3.3.1 抗毒素類
【商品名】乾燥まむし抗毒素「ＫＭＢ」
【一般名】乾燥まむしウマ抗毒素 乾燥まむしウマ抗毒
素
6.3.4 血液製剤類
【商品名】ノボセブンＨＩ静注用５ｍｇシリンジ
【一般名】エプタコグ アルファ（活性型）
（遺伝子組換
え）
6.3.4.3 血漿分画製剤
【商品名】アルブミナー２５％静注１２．５ｇ／５０ｍ
Ｌ
【一般名】人血清アルブミン
【商品名】アルブミナー５％静注１２．５ｇ／２５０ｍ
Ｌ
【一般名】人血清アルブミン
【商品名】テタノブリンＩＨ静注１５００単位
【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫
グロブリン
【商品名】テタノブリンＩＨ静注２５０単位
【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫
グロブリン
【商品名】ノイアート静注用１５００単位
【一般名】乾燥濃縮人アンチトロンビンＩＩＩ
【商品名】ノボエイト静注用１０００
【一般名】ツロクトコグ アルファ（遺伝子組換え）
【商品名】ノボエイト静注用１５００
【一般名】ツロクトコグ アルファ（遺伝子組換え）
【商品名】ノボエイト静注用３０００
【一般名】ツロクトコグ アルファ（遺伝子組換え）
【商品名】ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」
【一般名】人ハプトグロビン
【商品名】フィブロガミンＰ静注用
【一般名】
【商品名】乾燥ＨＢグロブリン筋注用１０００単位「ニ
チヤク」
【一般名】乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン
【商品名】乾燥ＨＢグロブリン筋注用２００単位「ニチ
ヤク」
【一般名】乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
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【商品名】献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注２．５
ｇ／２５ｍＬ
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリ
ン
【商品名】献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注５ｇ／
５０ｍＬ
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリ
ン
【商品名】献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注０．５ｇ
／１０ｍＬ
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリ
ン
【商品名】献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注２．５ｇ
／５０ｍＬ
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリ
ン
【商品名】献血グロベニン－Ｉ静注用２５００ｍｇ
【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロ
ブリン
【商品名】献血グロベニン－Ｉ静注用５０００ｍｇ
【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロ
ブリン
【商品名】抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１０００倍「Ｊ
Ｂ」
【一般名】乾燥抗Ｄ（Ｒｈｏ）人免疫グロブリン

【臨時採用薬】臨時採用薬品

6.3.9 その他の生物学的製剤
6.3.9.3 精製ツベルクリン
【商品名】一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人
用
【一般名】精製ツベルクリン
6.3.9.9 他に分類されない生物学的製剤
【商品名】アクテムラ点滴静注用２００ｍｇ
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】アクテムラ点滴静注用４００ｍｇ
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェ
クター
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェ
クター
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）
【商品名】スミフェロン注ＤＳ６００万ＩＵ
【一般名】インターフェロン アルファ（ＮＡＭＡＬＷ
Ａ）
【商品名】ペガシス皮下注１８０μｇ
【一般名】ペグインターフェロン アルファ－２ａ（遺
伝子組換え）
【商品名】ペガシス皮下注９０μｇ
【一般名】ペグインターフェロン アルファ－２ａ（遺
伝子組換え）

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品

6.4 寄生動物用薬
6.4.1 抗原虫剤
6.4.1.9 その他の抗原虫剤
【商品名】アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ
【一般名】メトロニダゾール
【商品名】ベナンバックス注用３００ｍｇ

【臨時採用薬】臨時採用薬品
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【一般名】ペンタミジンイセチオン酸塩
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7. 治療を主目的としない医薬品
7.1 調剤用薬
7.1.3 溶解剤
7.1.3.1 精製水類
【商品名】大塚蒸留水 ５００ｍＬ１瓶
【一般名】注射用水
【商品名】注射用水「フソー」
【一般名】注射用水（注射用蒸留水） Ｗａｔｅｒ ｆｏ
ｒ Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ
【商品名】注射用水ＰＬ「フソー」 １００ｍＬ１瓶
【一般名】注射用水 Ｗａｔｅｒ ｆｏｒ Ｉｎｊｅｃ
ｔｉｏｎ
【商品名】注射用水ＰＬ「フソー」 ２０ｍＬ１管
【一般名】注射用水 Ｗａｔｅｒ ｆｏｒ Ｉｎｊｅｃ
ｔｉｏｎ
【商品名】注射用水ＰＬ「フソー」 ２０ｍＬ１管
【一般名】注射用水 Ｗａｔｅｒ ｆｏｒ Ｉｎｊｅｃ
ｔｉｏｎ
7.2 診断用薬（体外診断用医薬品を除く。
）
7.2.1Ｘ線造影剤
7.2.1.1 ヨウ素化合物製剤
【商品名】リピオドール４８０注１０ｍＬ
【一般名】ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル
7.2.1.4 配合製剤
【商品名】ウログラフイン注６０％
管
【一般名】アミドトリゾ酸

６０％２０ｍＬ１

7.2.1.9 その他のＸ線造影剤
【商品名】イオパーク３５０注１００ｍＬ
【一般名】イオヘキソール
【商品名】イオパーク３５０注２０ｍＬ
【一般名】イオヘキソール
【商品名】イオパーク３５０注５０ｍＬ
【一般名】イオヘキソール
【商品名】イオパミドール３００注シリンジ１００ｍＬ
「Ｆ」
【一般名】イオパミドール
【商品名】イオパミドール３００注シリンジ５０ｍＬ
「Ｆ」
【一般名】イオパミドール
【商品名】イオパミドール３００注シリンジ８０ｍＬ
「Ｆ」
【一般名】イオパミドール
【商品名】イオパミドール３７０注シリンジ１００ｍＬ
「Ｆ」
【一般名】イオパミドール
【商品名】イオパミドール３７０注シリンジ５０ｍＬ
「Ｆ」
【一般名】イオパミドール
【商品名】イオパミドール３７０注シリンジ８０ｍＬ
「Ｆ」
【一般名】イオパミドール
【商品名】イオメロン３５０注シリンジ１３５ｍＬ
【一般名】イオメプロール
【商品名】イソビスト注３００
【一般名】イオトロラン
【商品名】オムニパーク２４０注１０ｍＬ
【一般名】イオヘキソール
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【商品名】オムニパーク２４０注シリンジ１００ｍＬ
【一般名】イオヘキソール
【商品名】オムニパーク３００注１００ｍＬ
【一般名】イオヘキソール
【商品名】オムニパーク３００注２０ｍＬ
【一般名】イオヘキソール
【商品名】オムニパーク３００注５０ｍＬ
【一般名】イオヘキソール
【商品名】オムニパーク３００注シリンジ１００ｍＬ
【一般名】イオヘキソール
【商品名】オムニパーク３００注シリンジ１２５ｍＬ
【一般名】イオヘキソール
【商品名】オムニパーク３００注シリンジ１５０ｍＬ
【一般名】イオヘキソール
【商品名】オムニパーク３００注シリンジ５０ｍＬ
【一般名】イオヘキソール
【商品名】オムニパーク３００注シリンジ８０ｍＬ
【一般名】イオヘキソール
7.2.2 機能検査用試薬
7.2.2.3 内分泌機能検査用試薬
【商品名】ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「タナベ」
【一般名】ゴナドレリン酢酸塩
【商品名】ＴＲＨ注０．５ｍｇ「タナベ」
【一般名】プロチレリン
【商品名】アルギニン点滴静注３０ｇ「ＡＹ」
【一般名】Ｌ－アルギニン塩酸塩
【商品名】ヒトＣＲＨ静注用１００μｇ「タナベ」
【一般名】コルチコレリン（ヒト）
【商品名】注射用ＧＨＲＰ科研１００
【一般名】プラルモレリン塩酸塩

【臨時採用薬】臨時採用薬品

7.2.2.4 肝機能検査用試薬
【商品名】ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ
【一般名】インドシアニングリーン
7.2.2.5 腎機能検査用試薬
【商品名】インジゴカルミン注２０ｍｇ「ＡＦＰ」
【一般名】インジゴカルミン
【商品名】フェノールスルホンフタレイン注０．６％「Ａ
ＦＰ」
【一般名】フェノールスルホンフタレイン
7.2.2.9 その他の機能検査用試薬
【商品名】アンチレクス静注１０ｍｇ
【一般名】エドロホニウム塩化物
7.2.9 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。
）
【商品名】ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ １８．１
４３％１０ｍＬ１筒
【一般名】ガドキセト酸ナトリウム
【商品名】ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ １８．１
４３％５ｍＬ１筒
【一般名】ガドキセト酸ナトリウム
【商品名】オフサグリーン静注用２５ｍｇ
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【一般名】インドシアニングリーン
【商品名】ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ１
０ｍＬ
【一般名】ガドブトロール
【商品名】ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ５
ｍＬ
【一般名】ガドブトロール
【商品名】ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ７．
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５ｍＬ
【一般名】ガドブトロール
【商品名】ソナゾイド注射用１６μＬ
【一般名】ペルフルブタン
【商品名】フルオレサイト静注５００ｍｇ
【一般名】フルオレセイン
【商品名】プロハンス静注シリンジ１３ｍＬ
【一般名】ガドテリドール
【商品名】プロハンス静注シリンジ１７ｍＬ
【一般名】ガドテリドール
【商品名】リゾビスト注
【一般名】フェルカルボトラン

【臨時採用薬】後発品

7.9 その他の治療を主目的としない医薬品
7.9.9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
【商品名】ミリプラ用懸濁用液４ｍＬ
【一般名】ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル
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8. 麻薬
8.1 アルカロイド系麻薬（天然麻薬）
8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬
8.1.1.4 モルヒネ系製剤
【商品名】モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「シオノギ」
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
【商品名】モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「シオノギ」
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
8.1.1.9 その他のあへんアルカロイド系麻薬
【商品名】オキファスト注５０ｍｇ
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【商品名】ナルベイン注２ｍｇ
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩

【臨時採用薬】臨時採用薬品

8.2 非アルカロイド系麻薬
8.2.1 合成麻薬
8.2.1.1 フェニルピペリジン系製剤
【商品名】ペチジン塩酸塩注射液３５ｍｇ「タケダ」
【一般名】ペチジン塩酸塩
8.2.1.9 その他の合成麻薬
【商品名】フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」
【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【商品名】フェンタニル注射液０．５ｍｇ「テルモ」
【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【商品名】レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」
【一般名】レミフェンタニル塩酸塩
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【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】後発品（先発品：アルチバ静注用 ２ｍ
ｇ ）

1. 神経系及び感覚器官用医薬品
1.1 中枢神経系用薬
1.1.1 全身麻酔剤
1.1.1.9 その他の全身麻酔剤
【商品名】セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」
【一般名】セボフルラン

【臨時採用薬】後発品（先発品：セボフレン吸入麻酔液）

1.1.2 催眠鎮静剤、抗不安剤
1.1.2.3 抱水クロラール系製剤
【商品名】エスクレ坐剤「２５０」
【一般名】抱水クロラール
【商品名】エスクレ坐剤「５００」
【一般名】抱水クロラール
1.1.2.5 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
【商品名】ワコビタール坐剤１５
【一般名】フェノバルビタールナトリウム
【商品名】ワコビタール坐剤５０
【一般名】フェノバルビタールナトリウム
1.1.3 抗てんかん剤
1.1.3.9 その他の抗てんかん剤
【商品名】ダイアップ坐剤４
【一般名】ジアゼパム
【商品名】ダイアップ坐剤６
【一般名】ジアゼパム
1.1.4 解熱鎮痛消炎剤
1.1.4.1 アニリン系製剤；メフェナム酸、フルフェナム酸等
【商品名】アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ
【一般名】アセトアミノフェン
【商品名】アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ
【一般名】アセトアミノフェン
【商品名】アンヒバ坐剤小児用５０ｍｇ
【一般名】アセトアミノフェン
1.1.4.7 フェニル酢酸系製剤
【商品名】ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ
「ゼリア」
【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【商品名】ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「ゼ
リア」
【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【商品名】ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ゼ
リア」
【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【商品名】ボルタレンサポ１２．５ｍｇ
【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【商品名】ボルタレンサポ２５ｍｇ
【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【商品名】ボルタレンサポ５０ｍｇ
【一般名】ジクロフェナクナトリウム
1.1.4.9 その他の解熱鎮痛消炎剤
【商品名】ノルスパンテープ１０ｍｇ
【一般名】ブプレノルフィン
【商品名】ノルスパンテープ２０ｍｇ
【一般名】ブプレノルフィン
【商品名】ノルスパンテープ５ｍｇ
【一般名】ブプレノルフィン
【商品名】レペタン坐剤０．２ｍｇ
【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩

【臨時採用薬】後発品（先発品：ボルタレンサポ１２．
５ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ボルタレンサポ２５ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ボルタレンサポ５０ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

1.1.6 抗パーキンソン剤
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1.1.6.9 その他の抗パーキンソン剤
【商品名】ニュープロパッチ１３．５ｍｇ
【一般名】ロチゴチン
【商品名】ニュープロパッチ２．２５ｍｇ
【一般名】ロチゴチン
【商品名】ニュープロパッチ４．５ｍｇ
【一般名】ロチゴチン
【商品名】ニュープロパッチ９ｍｇ
【一般名】ロチゴチン
1.1.7 精神神経用剤
1.1.7.9 その他の精神神経用剤
【商品名】ロナセンテープ２０ｍｇ
【一般名】ブロナンセリン
【商品名】ロナセンテープ４０ｍｇ
【一般名】ブロナンセリン

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

1.1.9 その他の中枢神経系用薬
【商品名】イクセロンパッチ１３．５ｍｇ
【一般名】リバスチグミン
【商品名】イクセロンパッチ１８ｍｇ
【一般名】リバスチグミン
【商品名】イクセロンパッチ４．５ｍｇ
【一般名】リバスチグミン
【商品名】イクセロンパッチ９ｍｇ
【一般名】リバスチグミン
【商品名】リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「ＹＰ」
【一般名】リバスチグミン
【商品名】リバスチグミンテープ１８ｍｇ「ＹＰ」
【一般名】リバスチグミン
【商品名】リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「ＹＰ」
【一般名】リバスチグミン
【商品名】リバスチグミンテープ９ｍｇ「ＹＰ」
【一般名】リバスチグミン

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

1.2 末梢神経系用薬
1.2.1 局所麻酔剤
1.2.1.1 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤；プロカイン等
【商品名】テーカイン原末
【一般名】パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエ
チル塩酸塩 塩酸パラブチルアミノ安息香酸ジエチルア
ミノエチル
1.2.1.4 キシリジン系製剤
【商品名】キシロカインゼリー２％
【一般名】リドカイン
【商品名】キシロカインポンプスプレー８％
【一般名】リドカイン
【商品名】キシロカイン液「４％」
【一般名】リドカイン
【商品名】リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」
【一般名】リドカイン

【臨時採用薬】後発品

【臨時採用薬】後発品

1.2.1.9 その他の局所麻酔剤
【商品名】エムラクリーム
【一般名】リドカイン プロピトカイン
1.3 感覚器官用薬
1.3.1 眼科用剤
1.3.1.1 散瞳剤；ホマトロピン等
【商品名】サイプレジン１％点眼液
【一般名】シクロペントラート塩酸塩
【商品名】トロピカミド点眼液０．４％「日点」

【臨時採用薬】後発品（先発品：ミドリンＭ点眼液０．
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【一般名】トロピカミド
【商品名】ネオシネジンコーワ５％点眼液
【一般名】フェニレフリン塩酸塩
【商品名】日点アトロピン点眼液１％
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物

４％）

1.3.1.2 縮瞳剤； ピロカルピン等
【商品名】サンピロ点眼液２％
【一般名】ピロカルピン塩酸塩
1.3.1.3 眼科用局所麻酔剤
【商品名】ベノキシール点眼液０．４％
【一般名】オキシブプロカイン塩酸塩
【商品名】ラクリミン点眼液０．０５％
【一般名】オキシブプロカイン塩酸塩
1.3.1.5 眼科用コルチゾン製剤；コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
【商品名】サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％
【臨時採用薬】後発品（先発品：リンデロン点眼･点耳･
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
点鼻液 0.1%）
【商品名】サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％
【臨時採用薬】後発品（先発品：リンデロン点眼･点耳･
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
点鼻液 0.1%）
【商品名】サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％
【臨時採用薬】後発品（先発品：リンデロン点眼･点耳･
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
点鼻液 0.1%）
【商品名】サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％
【臨時採用薬】後発品（先発品：リンデロン点眼･点耳･
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
点鼻液 0.1%）
【商品名】フルオロメトロン点眼液０．１％「日点」
【臨時採用薬】後発品（先発品：フルメトロン点眼液０．
【一般名】フルオロメトロン
１％）
【商品名】フルメトロン点眼液０．１％
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【一般名】フルオロメトロン
【商品名】プレドニン眼軟膏
【一般名】プレドニゾロン酢酸エステル
1.3.1.7 眼科用抗生物質製剤；オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
【商品名】アジマイシン点眼液１％
【一般名】アジスロマイシン水和物
【商品名】パニマイシン点眼液０．３％
【一般名】ジベカシン硫酸塩
【商品名】ピマリシン点眼液５％「センジュ」
【一般名】ピマリシン
【商品名】ベストロン点眼用０．５％
【一般名】セフメノキシム塩酸塩
1.3.1.9 その他の眼科用剤
【商品名】ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液
【一般名】ヨウ素 ポリビニルアルコール
【商品名】アイファガン点眼液０．１％
【一般名】ブリモニジン酒石酸塩
【商品名】アイラミド配合懸濁性点眼液
【一般名】ブリモニジン酒石酸塩 ブリンゾラミド
【商品名】アシクロビル眼軟膏３％「日点」
【一般名】アシクロビル
【商品名】アゾルガ配合懸濁性点眼液
【一般名】ブリンゾラミド チモロールマレイン酸塩
【商品名】アレジオンＬＸ点眼液０．１％
【一般名】エピナスチン塩酸塩
【商品名】エイゾプト懸濁性点眼液１％
【一般名】ブリンゾラミド
【商品名】エイベリス点眼液０．００２％
【一般名】オミデネパグ イソプロピル
【商品名】オペガン０．６眼粘弾剤１％
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【商品名】ガチフロ点眼液０．３％
【一般名】ガチフロキサシン水和物

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
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【商品名】カリーユニ点眼液０．００５％
【一般名】ピレノキシン
【商品名】キサラタン点眼液０．００５％
【一般名】ラタノプロスト
【商品名】グラナテック点眼液０．４％
【一般名】リパスジル塩酸塩水和物
【商品名】コソプト配合点眼液
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩 チモロールマレイン酸
塩
【商品名】ザラカム配合点眼液
【一般名】ラタノプロスト チモロールマレイン酸塩
【商品名】サンドールＰ点眼液
【一般名】トロピカミド フェニレフリン塩酸塩
【商品名】シアノコバラミン点眼液０．０２％「日点」
【一般名】シアノコバラミン
【商品名】シェルガン０．５眼粘弾剤
【一般名】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
【商品名】ジクアス点眼液３％
【一般名】ジクアホソルナトリウム
【商品名】ゾビラックス眼軟膏３％
【一般名】アシクロビル
【商品名】タプコム配合点眼液
【一般名】タフルプロスト チモロールマレイン酸塩
【商品名】タプロス点眼液０．００１５％
【一般名】タフルプロスト
【商品名】タリビッド眼軟膏０．３％
【一般名】オフロキサシン
【商品名】タリムス点眼液０．１％
【一般名】タクロリムス水和物
【商品名】デュオトラバ配合点眼液
【一般名】トラボプロスト チモロールマレイン酸塩
【商品名】トラバタンズ点眼液０．００４％
【一般名】トラボプロスト
【商品名】トルソプト点眼液１％
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩
【商品名】ネバナック懸濁性点眼液０．１％
【一般名】ネパフェナク
【商品名】パタノール点眼液０．１％
【一般名】オロパタジン塩酸塩
【商品名】ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％「ア
ルコン」
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【商品名】ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「センジュ」
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【商品名】ヒアレインミニ点眼液０．３％
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【商品名】ヒアレイン点眼液０．３％
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【商品名】ビーエスエスプラス５００眼灌流液０．０１
８４％
【一般名】オキシグルタチオン
【商品名】ヒーロンＶ眼粘弾剤２．３％シリンジ０．６
ｍＬ
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【商品名】ヒーロン眼粘弾剤１％シリンジ０．８５ｍＬ
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【商品名】プラノプロフェン点眼液０．１％「日点」
【一般名】プラノプロフェン

【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ミドリンＰ点眼液）
【臨時採用薬】後発品（先発品：サンコバ点眼液 0.02％）
【臨時採用薬】後発品

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】臨時採用薬品
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【商品名】フラビタン眼軟膏０．１％
【一般名】フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム
【商品名】ブリモニジン酒石酸塩点眼液０．１％「ＳＥ
Ｃ」
【一般名】ブリモニジン酒石酸塩
【商品名】ブロナック点眼液０．１％
【一般名】ブロムフェナクナトリウム水和物
【商品名】ベガモックス点眼液０．５％
【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩
【商品名】ベルベゾロンＦ点眼・点鼻液
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム フ
ラジオマイシン硫酸塩
【商品名】ベルベゾロンＦ点眼・点鼻液
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム フ
ラジオマイシン硫酸塩
【商品名】ミケランＬＡ点眼液２％
【一般名】カルテオロール塩酸塩
【商品名】ミケルナ配合点眼液
【一般名】カルテオロール塩酸塩 ラタノプロスト
【商品名】ムコスタ点眼液ＵＤ２％
【一般名】レバミピド
【商品名】モキシフロキサシン点眼液０．５％「日点」
【一般名】モキシフロキサシン塩酸塩
【商品名】ラタチモ配合点眼液「ニッテン」
【一般名】ラタノプロスト チモロールマレイン酸塩
【商品名】ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＳＥＣ」
【一般名】ラタノプロスト
【商品名】ルミガン点眼液０．０３％
【一般名】ビマトプロスト
【商品名】レボフロキサシン点眼液１．５％「日点」
【一般名】レボフロキサシン水和物
【商品名】人工涙液マイティア点眼液
【一般名】
【商品名】点眼・点鼻用リンデロンＡ液
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム フ
ラジオマイシン硫酸塩
【商品名】点眼・点鼻用リンデロンＡ液
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム フ
ラジオマイシン硫酸塩

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）
【臨時採用薬】後発品（先発品：点眼･点鼻用リンデロン
Ａ液）
【臨時採用薬】後発品（先発品：点眼･点鼻用リンデロン
Ａ液）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ザラカム配合点眼液）
【臨時採用薬】後発品（先発品名：キサラタン点眼液０．
００５％）

【臨時採用薬】後発品（先発品：クラビット点眼液１．
５％）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

1.3.2 耳鼻科用剤
1.3.2.4 耳鼻科用血管収縮剤
【商品名】トラマゾリン点鼻液０．１１８％「ＡＦＰ」
【一般名】トラマゾリン塩酸塩
【商品名】プリビナ液０．０５％
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【一般名】ナファゾリン硝酸塩
1.3.2.9 その他の耳鼻科用剤
【商品名】アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル
【商品名】オフロキサシン耳科用液０．３％「ＣＥＯ」
【一般名】オフロキサシン
【商品名】タリビッド耳科用液０．３％
【一般名】オフロキサシン
【商品名】ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物
【商品名】ベクロメタゾン鼻用パウダー２５μｇ「トー
ワ」
【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル プロ
ピオン酸ベクロメタゾン
【商品名】モメタゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６噴霧

【臨時採用薬】後発品（先発品：タリビッド耳科用液０．
３％）
【臨時採用薬】院外専用先発品
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：リノコートパウダース
プレー鼻用 ２５μｇ）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ナゾネックス点鼻液５
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用
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物
【商品名】リノコートパウダースプレー鼻用２５μｇ
【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
【商品名】リボスチン点鼻液０．０２５ｍｇ１１２噴霧
用
【一般名】レボカバスチン塩酸塩

０μｇ５６噴霧用）
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2. 個々の器官系用医薬品
2.1 循環器官用薬
2.1.4 血圧降下剤
2.1.4.9 その他の血圧降下剤
【商品名】ビソノテープ４ｍｇ
【一般名】ビソプロロール

【臨時採用薬】臨時採用薬品

2.1.7 血管拡張剤
2.1.7.1 冠血管拡張剤
【商品名】ニトロールスプレー１．２５ｍｇ
【一般名】硝酸イソソルビド
【商品名】ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ
【一般名】ニトログリセリン
【商品名】フランドルテープ４０ｍｇ
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【一般名】硝酸イソソルビド
【商品名】硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 【臨時採用薬】後発品（先発品：フランドルテープ４０
【一般名】硝酸イソソルビド
ｍｇ）
2.1.7.9 その他の血管拡張剤
【商品名】亜硝酸アミル「ＡＦＰ」
【一般名】亜硝酸アミル
2.2 呼吸器官用薬
2.2.1 呼吸促進剤
2.2.1.9 その他の呼吸促進剤
【商品名】サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ
【一般名】肺サーファクタント製剤
2.2.3 去たん剤
2.2.3.3 システイン系製剤
【商品名】ムコフィリン吸入液２０％
【一般名】アセチルシステイン

【臨時採用薬】臨時採用薬品

2.2.3.4 ブロムヘキシン製剤
【商品名】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイ
ヨー」
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩

【臨時採用薬】後発品（先発品：ビソルボン吸入液 0.2％）

2.2.5 気管支拡張剤
2.2.5.2 イソプレナリン系製剤
【商品名】アスプール液（０．５％）
【一般名】ｄｌ－イソプレナリン塩酸塩
2.2.5.4 サルブタモール製剤
【商品名】サルタノールインヘラー１００μｇ
【一般名】サルブタモール硫酸塩
【商品名】ベネトリン吸入液０．５％
【一般名】サルブタモール硫酸塩
2.2.5.9 その他の気管支拡張剤
【商品名】アノーロエリプタ３０吸入用
【一般名】ウメクリジニウム臭化物 ビランテロールト
リフェニル酢酸塩
【商品名】ウルティブロ吸入用カプセル
【一般名】グリコピロニウム臭化物 インダカテロール
マレイン酸塩
【商品名】エンクラッセ６２．５μｇエリプタ３０吸入
用
【一般名】ウメクリジニウム臭化物
【商品名】オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ
【一般名】インダカテロールマレイン酸塩
【商品名】スピオルトレスピマット６０吸入
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物 オロダテロー
ル塩酸塩
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【商品名】スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物
【商品名】ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＹＰ」
【一般名】ツロブテロール
【商品名】ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＹＰ」
【一般名】ツロブテロール
【商品名】ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＹＰ」
【一般名】ツロブテロール
【商品名】ホクナリンテープ０．５ｍｇ
【一般名】ツロブテロール
【商品名】ホクナリンテープ１ｍｇ
【一般名】ツロブテロール
【商品名】ホクナリンテープ２ｍｇ
【一般名】ツロブテロール
2.2.6 含嗽剤
【商品名】アズノールうがい液４％
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
【商品名】イソジンガーグル液７％
【一般名】ポビドンヨード
【商品名】ポビドンヨードガーグル液７％「明治」
【一般名】ポビドンヨード

【臨時採用薬】後発品（先発品：ホクナリンテープ ０．
５ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ホクナリンテープ １ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ホクナリンテープ ２ｍ
ｇ）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：イソジンガ－グル液
７％）

2.2.9 その他の呼吸器官用薬
【商品名】アドエア１００ディスカス６０吸入用
【一般名】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
【商品名】アドエア１２５エアゾール１２０吸入用
【一般名】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
【商品名】アドエア２５０ディスカス６０吸入用
【一般名】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
【商品名】アドエア５０エアゾール１２０吸入用
【一般名】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
【商品名】アニュイティ１００μｇエリプタ３０吸入用
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル
【商品名】エナジア吸入用カプセル中用量
【一般名】インダカテロール酢酸塩 グリコピロニウム
臭化物 モメタゾンフランカルボン酸エステル
【商品名】オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用
【一般名】シクレソニド
【商品名】シムビコートタービュヘイラー３０吸入
【一般名】ブデソニド ホルモテロールフマル酸塩水和
物
【商品名】テリルジー１００エリプタ３０吸入用
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル ウ
メクリジニウム臭化物 ビランテロールトリフェニル酢
酸塩
【商品名】テリルジー２００エリプタ３０吸入用
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル ウ
メクリジニウム臭化物 ビランテロールトリフェニル酢
酸塩
【商品名】パルミコート２００μｇタービュヘイラー５
６吸入
【一般名】ブデソニド
【商品名】パルミコート吸入液０．５ｍｇ
【一般名】ブデソニド
【商品名】ビレーズトリエアロスフィア５６吸入
【一般名】ブデソニド グリコピロニウム臭化物 ホルモ

【臨時採用薬】臨時採用薬品
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テロールフマル酸塩水和物
【商品名】ブデホル吸入粉末剤６０吸入「ニプロ」
【一般名】ブデソニド ホルモテロールフマル酸塩水和
物
【商品名】フルタイド１００ディスカス
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
【商品名】フルタイド５０μｇエアゾール１２０吸入用
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
【商品名】フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸
入用
【一般名】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
【商品名】フルティフォーム５０エアゾール１２０吸入
用
【一般名】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
【商品名】レルベア１００エリプタ３０吸入用
【一般名】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
【商品名】レルベア２００エリプタ３０吸入用
【一般名】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
2.3 消化器官用薬
2.3.5 下剤、浣腸剤
2.3.5.7 グリセリン製剤
【商品名】グリセリンシオエ
【一般名】グリセリン Ｇｌｙｃｅｒｉｎ
【商品名】グリセリン浣腸液５０％「ムネ」１２０ｍＬ
【一般名】グリセリン
【商品名】グリセリン浣腸液５０％「ムネ」３０ｍＬ
【一般名】グリセリン
【商品名】グリセリン浣腸液５０％「ムネ」６０ｍＬ
【一般名】グリセリン

【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】後発品

2.3.5.9 その他の下剤、浣腸剤
【商品名】テレミンソフト坐薬１０ｍｇ
【一般名】ビサコジル
【商品名】テレミンソフト坐薬２ｍｇ
【一般名】ビサコジル
【商品名】ビサコジル坐剤乳幼児用２ｍｇ「ＪＧ」
【一般名】ビサコジル
【商品名】新レシカルボン坐剤
【一般名】炭酸水素ナトリウム 無水リン酸二水素ナト
リウム
2.3.9 その他の消化器官用薬
【商品名】ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」
【一般名】デカリニウム塩化物
【商品名】サリベートエアゾール
【一般名】

【臨時採用薬】後発品

2.3.9.9 他に分類されない消化器官用薬
【商品名】デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」
【一般名】デキサメタゾン
【商品名】ナウゼリン坐剤１０
【一般名】ドンペリドン
【商品名】ナウゼリン坐剤３０
【一般名】ドンペリドン
【商品名】ナウゼリン坐剤６０
【一般名】ドンペリドン
【商品名】ペンタサ坐剤１ｇ
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【一般名】メサラジン
【商品名】ペンタサ注腸１ｇ
【一般名】メサラジン
【商品名】レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回
【一般名】ブデソニド
2.4 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。
）
2.4.1 脳下垂体ホルモン剤
2.4.1.9 その他の脳下垂体ホルモン剤
【商品名】デスモプレシン・スプレー２．５協和
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物
2.4.5 副腎ホルモン剤
2.4.5.1 エピネフリン製剤
【商品名】ボスミン外用液０．１％
【一般名】アドレナリン
2.4.5.6 プレドニゾロン系製剤
【商品名】プレドネマ注腸２０ｍｇ
【一般名】プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム

【臨時採用薬】後発品

2.4.7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
2.4.7.3 エストラジオール系製剤
【商品名】エストラーナテープ０．７２ｍｇ
【一般名】エストラジオール
2.4.9 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。
）
2.4.9.2 すい臓ホルモン剤
【商品名】バクスミー点鼻粉末剤３ｍｇ
【一般名】グルカゴン
2.4.9.9 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。
）
【商品名】プレグランディン腟坐剤１ｍｇ
【臨時採用薬】臨時採用薬品
【一般名】ゲメプロスト
2.5 泌尿生殖器官及び肛門用薬
2.5.1 泌尿器官用剤
2.5.1.9 その他の泌尿器官用剤
【商品名】ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％
【一般名】Ｄ－ソルビトール
2.5.2 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。
）
2.5.2.1 生殖器官用抗生物質製剤
【商品名】クロマイ腟錠１００ｍｇ
【一般名】クロラムフェニコール
2.5.2.9 その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む。
）
【商品名】エストリール腟錠０．５ｍｇ
【一般名】エストリオール
【商品名】オキナゾール腟錠６００ｍｇ
【一般名】オキシコナゾール硝酸塩
【商品名】フラジール腟錠２５０ｍｇ
【一般名】メトロニダゾール
2.5.4 避妊剤
2.5.4.9 その他の避妊剤
【商品名】ミレーナ５２ｍｇ
【一般名】レボノルゲストレル
2.5.5 痔疾用剤
2.5.5.9 その他の痔疾用剤
【商品名】ネリコルト坐剤
【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル 吉草酸ジ
フルコルトロン リドカイン
【商品名】ネリプロクト坐剤
【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル リドカイ

【臨時採用薬】後発品（先発品：ネリプロクト坐剤）

【臨時採用薬】院外専用先発品
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ン
【商品名】ヘモポリゾン軟膏
【一般名】大腸菌死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン痔疾用
軟膏
【商品名】ボラザＧ坐剤
【一般名】トリベノシド リドカイン
【商品名】ボラザＧ軟膏
【一般名】トリベノシド リドカイン
【商品名】強力ポステリザン（軟膏）
【一般名】大腸菌死菌浮遊液 ヒドロコルチゾン

【臨時採用薬】後発品（先発品：強力ポステリザン軟膏）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

2.5.9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
【商品名】ネオキシテープ７３．５ｍｇ
【一般名】オキシブチニン塩酸塩
2.6 外皮用剤
2.6.1 外皮用殺菌消毒剤
2.6.1.2 ヨウ素化合物；ヨードチンキ等
【商品名】ポビドンヨードゲル１０％「明治」
【一般名】ポビドンヨード
【商品名】ポビドンヨードスクラブ液７．５％「明治」
【一般名】ポビドンヨード
【商品名】ポビドンヨード外用液１０％「明治」
【一般名】ポビドンヨード
【商品名】産婦人科用イソジンクリーム５％
【一般名】ポビドンヨード

【臨時採用薬】後発品（先発品：イソジンゲル 10%）
【臨時採用薬】後発品（先発品：イソジンスクラブ液
7.5%）
【臨時採用薬】後発品（先発品：イソジン液１０％）

2.6.1.4 過酸化物製剤；オキシドール、過マンガン酸カリウム等
【商品名】オキシドールシオエ
【一般名】オキシドール Ｏｘｙｄｏｌ
2.6.1.5 アルコール製剤
【商品名】エタノール「ケンエー」
【一般名】エタノール Ｅｔｈａｎｏｌ
【商品名】消毒用エタノール「マルイシ」
【一般名】消毒用エタノール
2.6.1.6 石鹸類製剤
【商品名】オスバン消毒液０．０２５％
【一般名】ベンザルコニウム塩化物
【商品名】オスバン消毒液１０％
【一般名】ベンザルコニウム塩化物
2.6.1.9 その他の外皮用殺菌消毒剤
【商品名】０．０２Ｗ／Ｖ％マスキン水
【一般名】クロルヘキシジン製剤
【商品名】０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水
【一般名】クロルヘキシジン製剤
【商品名】ハイジール消毒用液１０％
【一般名】アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩
【商品名】マスキン液（５Ｗ／Ｖ％）
【一般名】クロルヘキシジン製剤
【商品名】レゾルシン「純生」
【一般名】レゾルシン

【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】製剤材料

2.6.3 化膿性疾患用剤
2.6.3.3 外用サルファ製剤
【商品名】ゲーベンクリーム１％
【一般名】スルファジアジン銀
2.6.3.4 外用抗生物質製剤；ペニシリン軟膏等
【商品名】アクロマイシン軟膏３％
【一般名】テトラサイクリン塩酸塩
【商品名】クリンダマイシンリン酸エステルゲル１％
「サワイ」
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【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル
【商品名】ゲンタシン軟膏０．１％
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩
【商品名】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「タイヨ
ー」
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩
【商品名】ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ
【一般名】フラジオマイシン硫酸塩
【商品名】ダラシンＴゲル１％
【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル
2.6.3.9 その他の化膿性疾患用剤
【商品名】アクアチムクリーム１％
【一般名】ナジフロキサシン
【商品名】ナジフロキサシンクリーム１％「トーワ」
【一般名】ナジフロキサシン

【臨時採用薬】院外専用先発品
【臨時採用薬】後発品（先発品：ゲンタシン軟膏 0.1％）

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

【臨時採用薬】一般名処方（院外限定）

2.6.4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
2.6.4.2 外用抗ヒスタミン製剤
【商品名】レスタミンコーワクリーム１％
【一般名】ジフェンヒドラミン
2.6.4.6 副腎皮質ホルモン製剤
【商品名】アンテベートローション０．０５％
【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス
テル
【商品名】アンテベート軟膏０．０５％
【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス
テル
【商品名】オイラゾンクリーム０．１％
【一般名】デキサメタゾン
【商品名】コムクロシャンプー０．０５％
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
【商品名】デルモベートクリーム０．０５％
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
【商品名】デルモベートスカルプローション０．０５％
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
【商品名】デルモベート軟膏０．０５％
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
【商品名】ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２
【一般名】フルドロキシコルチド
【商品名】ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％
【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル
【商品名】ネリゾナ軟膏０．１％
【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル
【商品名】ボアラ軟膏０．１２％
【一般名】デキサメタゾン吉草酸エステル
【商品名】マイザークリーム０．０５％
【一般名】ジフルプレドナート
【商品名】マイザー軟膏０．０５％
【一般名】ジフルプレドナート
【商品名】メサデルムクリーム０．１％
【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル
【商品名】メサデルムローション０．１％
【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル
【商品名】メサデルム軟膏０．１％
【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル
【商品名】リドメックスコーワローション０．３％
【一般名】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル
【商品名】リンデロン－Ｖクリーム０．１２％
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル

【臨時採用薬】後発品
【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品
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【商品名】ロコイドクリーム０．１％
【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル
【商品名】ロコイド軟膏０．１％
【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル
2.6.4.7 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
【商品名】リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル ゲンタマイシ
ン硫酸塩
【商品名】リンデロン－ＶＧローション
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル ゲンタマイシ
ン硫酸塩
【商品名】リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル ゲンタマイシ
ン硫酸塩
2.6.4.9 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
【商品名】ＭＳ温シップ「タイホウ」
【一般名】サリチル酸メチル ｄｌ－カンフル カプサイ
シン（トウガラシエキスの主成分）
【商品名】アズノール軟膏０．０３３％
【一般名】ジメチルイソプロピルアズレン
【商品名】エキザルベ
【一般名】ヒドロコルチゾン
【商品名】オイラックスＨクリーム
【一般名】クロタミトン ヒドロコルチゾン
【商品名】オイラックスクリーム１０％
【一般名】クロタミトン
【商品名】ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「日医工」
【一般名】ケトプロフェン
【商品名】ケトプロフェンパップＸＲ１２０ｍｇ「テイ
コク」
【一般名】ケトプロフェン
【商品名】ザーネ軟膏０．５％
【一般名】ビタミンＡ油
【商品名】サトウザルベ軟膏２０％
【一般名】酸化亜鉛
【商品名】ジクロフェナクＮａゲル１％「武田テバ」
【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【商品名】スタデルム軟膏５％
【一般名】イブプロフェンピコノール
【商品名】スミルスチック３％
【一般名】フェルビナク
【商品名】セクターローション３％
【一般名】ケトプロフェン
【商品名】セルタッチパップ７０
【一般名】フェルビナク
【商品名】チンク油「ニッコー」
【一般名】チンク油 Ｚｉｎｃ Ｏｘｉｄｅ Ｏｉｌ
【商品名】フェノール・亜鉛華リニメント＜ハチ＞
【一般名】フェノール・亜鉛華リニメント カチリ Ｐｈ
ｅｎｏｌ ａｎｄ Ｚｉｎｃ Ｏｘｉｄｅ Ｌｉｎｉ
ｍｅｎｔ
【商品名】フェルビナクパップ７０ｍｇ「ユートク」
【一般名】フェルビナク
【商品名】ボルタレンゲル１％
【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【商品名】モーラステープＬ４０ｍｇ
【一般名】ケトプロフェン
【商品名】モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ
【一般名】ケトプロフェン

【臨時採用薬】後発品

【臨時採用薬】後発品（先発品：モーラステープＬ ４０
ｍｇ）

【臨時採用薬】後発品

【臨時採用薬】後発品

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】後発品（先発品：セルタッチパップ ７
０）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
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【商品名】モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ
【一般名】ケトプロフェン
【商品名】ユベラ軟膏
【一般名】トコフェロール ビタミンＡ油
【商品名】ロキソニンゲル１％
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
【商品名】ロキソニンテープ５０ｍｇ
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
【商品名】ロキソニンパップ１００ｍｇ
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
【商品名】ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＮＰ」
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
【商品名】ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「科
研」
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
【商品名】ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「科研」
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
【商品名】ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「Ｙ
Ｄ」
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
【商品名】ロコアテープ
【一般名】エスフルルビプロフェン ハッカ油
【商品名】亜鉛華デンプン「コザカイ・Ｍ」
【一般名】酸化亜鉛

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ロキソニンゲル１％）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ロキソニンテープ １０
０ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ロキソニンテープ ５０
ｍｇ）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ロキソニンパップ １０
０ｍｇ）

2.6.5 寄生性皮ふ疾患用剤
2.6.5.2 外用サリチル酸系製剤
【商品名】サリチル酸「ケンエー」
【一般名】サリチル酸 Ｓａｌｉｃｙｌｉｃ

Ａｃｉｄ

2.6.5.5 イミダゾール系製剤
【商品名】ケトコナゾールクリーム２％「ＪＧ」
【一般名】ケトコナゾール
【商品名】ニゾラールクリーム２％
【一般名】ケトコナゾール
【商品名】ルリコンクリーム１％
【一般名】ルリコナゾール
【商品名】ルリコン液１％
【一般名】ルリコナゾール

【臨時採用薬】後発品（先発品：ニゾラールクリーム
２％）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

2.6.5.9 その他の寄生性皮ふ疾患用剤
【商品名】ゼフナートクリーム２％
【一般名】リラナフタート
【商品名】テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「サワイ」 【臨時採用薬】後発品（先発品：ラミシールクリーム 1%）
【一般名】テルビナフィン塩酸塩
【商品名】ラミシールクリーム１％
【臨時採用薬】院外専用先発品
【一般名】テルビナフィン塩酸塩
2.6.6 皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。
）
2.6.6.1 有機酸製剤；トリクロル酢酸等
【商品名】スピール膏Ｍ
【一般名】サリチル酸
【商品名】氷酢酸「ニッコー」
【一般名】氷酢酸
2.6.6.9 その他の皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。
）
【商品名】イオウ・カンフルローション「東豊」
【一般名】イオウ・カンフルローション Ｓｕｌｆｕｒ
ａｎｄ Ｃａｍｐｈｏｒ Ｌｏｔｉｏｎ
【商品名】ウレパールクリーム１０％
【一般名】尿素
【商品名】ケラチナミンコーワクリーム２０％
【一般名】尿素
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2.6.7 毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤）
2.6.7.9 その他の毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤）
【商品名】グラッシュビスタ外用液剤０．０３％５ｍＬ 【臨時採用薬】臨時採用薬品
【一般名】ビマトプロスト
【商品名】フロジン外用液５％
【臨時採用薬】後発品
【一般名】カルプロニウム塩化物水和物
2.6.9 その他の外皮用薬
【商品名】メイスパン配合軟膏
【一般名】精製白糖 ポビドンヨード
【商品名】ユーパスタコーワ軟膏
【一般名】精製白糖 ポビドンヨード

【臨時採用薬】後発品（先発品：ユーパスタコーワ軟膏）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

2.6.9.1 外用ビタミン製剤；ビタミン軟膏等
【商品名】オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ
【一般名】マキサカルシトール
【商品名】ボンアルファ軟膏２μｇ／ｇ
【一般名】タカルシトール水和物
2.6.9.9 他に分類されない外皮用薬
【商品名】アクトシン軟膏３％
【一般名】ブクラデシンナトリウム
【商品名】オルセノン軟膏０．２５％
【一般名】トレチノイン トコフェリル
【商品名】カデックス外用散０．９％
【一般名】ヨウ素 カデキソマー
【商品名】コレクチム軟膏０．５％
【一般名】デルゴシチニブ
【商品名】ディフェリンゲル０．１％
【一般名】アダパレン
【商品名】ドボベットゲル
【一般名】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
【商品名】ドボベットフォーム
【一般名】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
【商品名】ドボベット軟膏
【一般名】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
【商品名】フィブラストスプレー５００
【一般名】トラフェルミン（遺伝子組換え）
【商品名】プロスタンディン軟膏０．００３％
【一般名】アルプロスタジル アルファデクス
【商品名】プロトピック軟膏０．０３％小児用
【一般名】タクロリムス水和物（Ｔａｃｒｏｌｉｍｕｓ
Ｈｙｄｒａｔｅ）
【商品名】プロトピック軟膏０．１％
【一般名】タクロリムス水和物
【商品名】ベピオゲル２．５％
【一般名】過酸化ベンゾイル
【商品名】ヨードコート軟膏０．９％
【一般名】ヨウ素
【商品名】ロゼックスゲル０．７５％
【一般名】メトロニダゾール

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品

【臨時採用薬】臨時採用薬品
【臨時採用薬】臨時採用薬品
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3. 代謝性医薬品
3.3 血液・体液用薬
3.3.2 止血剤
3.3.2.2 ゼラチン製剤
【商品名】スポンゼル ５ｃｍ×２．５ｃｍ１枚
【一般名】ゼラチン
【商品名】ゼルフォーム ２ｃｍ×６ｃｍ×０．７ｃｍ
１枚
【一般名】
3.3.2.3 臓器性止血製剤
【商品名】トロンビン液モチダソフトボトル１万
【一般名】トロンビン
3.3.3 血液凝固阻止剤
3.3.3.9 その他の血液凝固阻止剤
【商品名】ヒルドイドソフト軟膏０．３％
【一般名】ヘパリン類似物質
【商品名】ヒルドイドローション０．３％
【一般名】ヘパリン類似物質
【商品名】ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日
医工」
【一般名】ヘパリン類似物質
【商品名】ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％
「日本臓器」
【一般名】ヘパリン類似物質
【商品名】ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日
医工」
【一般名】ヘパリン類似物質

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：ヒルドイドローション
０．３％）

【臨時採用薬】後発品（先発品：ヒルドイドソフト軟膏
０．３％）

3.3.9 その他の血液・体液用薬
3.3.9.9 他に分類されない血液・体液用薬
【商品名】アルスロマチック関節手術用灌流液
【一般名】乳酸リンゲル液
3.9 その他の代謝性医薬品
3.9.5 酵素製剤
3.9.5.9 その他の酵素製剤
【商品名】ブロメライン軟膏５万単位／ｇ
【一般名】ブロメライン
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4. 組織細胞機能用医薬品
4.2 腫瘍用薬
4.2.2 代謝拮抗剤
4.2.2.3 フルオロウラシル系製剤
【商品名】５－ＦＵ軟膏５％協和
【一般名】フルオロウラシル
4.4 アレルギー用薬
4.4.9 その他のアレルギー用薬
【商品名】クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「サワイ」
【一般名】クロモグリク酸ナトリウム

【臨時採用薬】後発品（先発品：インタール吸入液 1％）
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6. 病原生物に対する医薬品
6.1 抗生物質製剤
6.1.1 主としてグラム陽性菌に作用するもの
6.1.1.3 バンコマイシン製剤
【商品名】バンコマイシン眼軟膏１％
【一般名】バンコマイシン塩酸塩

【臨時採用薬】臨時採用薬品

6.1.1.9 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
【商品名】バクトロバン鼻腔用軟膏２％
【一般名】ムピロシンカルシウム水和物
6.2 化学療法剤
6.2.5 抗ウイルス剤
【商品名】アシクロビル軟膏５％「テバ」
【一般名】アシクロビル
【商品名】アラセナ－Ａ軟膏３％
【一般名】ビダラビン
【商品名】イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ
【一般名】ラニナミビルオクタン酸エステル水和物
【商品名】ゾビラックス軟膏５％
【一般名】アシクロビル
【商品名】ビダラビン軟膏３％「ＳＷ」
【一般名】ビダラビン

【臨時採用薬】後発品（先発品：ゾビラックス軟膏５％）
【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）

【臨時採用薬】院外専用先発品（院内は後発品）
【臨時採用薬】後発品（先発品：アラセナＡ軟膏 ３％）

6.2.9 その他の化学療法剤
【商品名】クレナフィン爪外用液１０％
【一般名】エフィナコナゾール
【商品名】ベセルナクリーム５％
【一般名】イミキモド
6.3 生物学的製剤
6.3.4 血液製剤類
6.3.4.9 その他の血液製剤類
【商品名】タコシール組織接着用シート ９．５ｃｍ×
４．８ｃｍ１枚
【一般名】
【商品名】ベリプラストＰコンビセット組織接着用 ５
ｍＬ２キット１組
【一般名】
【商品名】ベリプラストＰコンビセット組織接着用 ５
ｍＬ２キット１組
【一般名】
6.3.9 その他の生物学的製剤
6.3.9.1 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤
【商品名】イムノブラダー膀注用８０ｍｇ
【一般名】乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日本株）
6.4 寄生動物用薬
6.4.2 駆虫剤
6.4.2.9 その他の駆虫剤
【商品名】スミスリンローション５％
【一般名】フェノトリン
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7. 治療を主目的としない医薬品
7.1 調剤用薬
7.1.2 軟膏基剤
7.1.2.1 油脂性基剤；ワセリン、パラフィン等
【商品名】オリブ油シオエ
【一般名】オリブ油 Ｏｌｉｖｅ Ｏｉｌ
【商品名】プロペト
【一般名】白色ワセリン
7.1.3 溶解剤
7.1.3.1 精製水類
【商品名】滅菌精製水「ケンエー」
【一般名】滅菌精製水 Ｓｔｅｒｉｌｅ
ｅｄ Ｗａｔｅｒ
【商品名】滅菌精製水「ケンエー」
【一般名】滅菌精製水 Ｓｔｅｒｉｌｅ
ｅｄ Ｗａｔｅｒ

Ｐｕｒｉｆｉ

Ｐｕｒｉｆｉ

7.1.9 その他の調剤用薬
【商品名】塩化ナトリウム「オーツカ」
【一般名】塩化ナトリウム
【商品名】塩化ナトリウム「オーツカ」
【一般名】塩化ナトリウム
7.2 診断用薬（体外診断用医薬品を除く。
）
7.2.1Ｘ線造影剤
7.2.1.2 バリウム塩製剤
【商品名】エネマスター注腸散
【一般名】硫酸バリウム
7.3 公衆衛生用薬
7.3.2 防疫用殺菌消毒剤
7.3.2.1 アルコール及びアルデヒド製剤
【商品名】ステリハイドＬ２０Ｗ／Ｖ％液
【一般名】グルタラール

【臨時採用薬】臨時採用薬品
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8. 麻薬
8.1 アルカロイド系麻薬（天然麻薬）
8.1.1 あへんアルカロイド系麻薬
8.1.1.4 モルヒネ系製剤
【商品名】アンペック坐剤１０ｍｇ
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
8.2 非アルカロイド系麻薬
8.2.1 合成麻薬
8.2.1.9 その他の合成麻薬
【商品名】フェントステープ０．５ｍｇ
【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【商品名】フェントステープ１ｍｇ
【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【商品名】フェントステープ２ｍｇ
【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【商品名】フェントステープ４ｍｇ
【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【商品名】フェントステープ８ｍｇ
【一般名】フェンタニルクエン酸塩
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0. 未分類
【商品名】アロンアルフアＡ「三共」
【一般名】
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