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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
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・ワイパックス錠１．０ ................... 2
・サイレース静注２ｍｇ .................. 59
・ジアゼパム注射液５ｍｇ「タイヨー」 .... 59
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・セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 .. 100

・エスゾピクロン錠１ｍｇ「ＫＭＰ」 ....... 2
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1.1.2.3 抱水クロラール系製剤
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............................................ 2
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・タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「日医
工」 ........................................ 2
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・エバミール錠１．０ .................... 1

............................................ 2
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・マイスリー錠１０ｍｇ ................... 2

・コンスタン０．４ｍｇ錠 ................ 1

・マイスリー錠５ｍｇ ..................... 2

・サイレース錠１ｍｇ .................... 1

・ルネスタ錠１ｍｇ ....................... 2

・サイレース錠２ｍｇ .................... 1

・ルネスタ錠２ｍｇ ....................... 2

・ジアゼパム錠２ｍｇ「アメル」 .......... 1

・ルネスタ錠３ｍｇ ....................... 2
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・デクスメデトミジン静注液２００μｇ／５０ｍ

・セパゾン錠１ .......................... 1
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1.1.3 抗てんかん剤
1.1.3.2 ヒダントイン系製剤
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・アレビアチン散１０％ ................... 2

・ドラール錠１５ ........................ 1

・アレビアチン錠１００ｍｇ ............... 2
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・ヒダントール錠２５ｍｇ ................. 2

・ネルボン錠５ｍｇ ...................... 1
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............................................ 4
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・カロナールシロップ２％ ................. 4

・セレニカＲ顆粒４０％ .................. 3

・カロナール細粒５０％ ................... 4

・ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」 ...... 3

・カロナール錠５００ ...................... 4

・テグレトール細粒５０％ ................. 3

・ポンタールシロップ３．２５％ ........... 4

・テグレトール錠１００ｍｇ .............. 3

・アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ ...... 59

・テグレトール錠２００ｍｇ .............. 3

・アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ ......... 100

・デパケンＲ錠１００ｍｇ ................ 3

・アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ ......... 100

・デパケンＲ錠２００ｍｇ ................ 3

・アンヒバ坐剤小児用５０ｍｇ ........... 100

・デパケンシロップ５％ .................. 3
・デパケン錠１００ｍｇ .................. 3
・デパケン錠２００ｍｇ .................. 3

1.1.4.3 サリチル酸系製剤；アスピリン等
・アスピリン「ヨシダ」 ................... 4
1.1.4.7 フェニル酢酸系製剤

・トピナ錠５０ｍｇ ...................... 3

・ジクロフェナクナトリウムＳＲカプセル３７．

・バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「ＤＳＰ」

５ｍｇ「オーハラ」 ........................... 5

............................................ 3

・ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ ..... 5

・バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ１００ｍｇ「ト

・ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ

ーワ」 ...................................... 4

「ゼリア」 ................................ 100

・バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ２００ｍｇ「ト

・ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「ゼリ

ーワ」 ...................................... 4

ア」 ...................................... 100

・バルプロ酸ナトリウム錠１００ｍｇ「ＤＳＰ」
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............................................ 4

ア」 ...................................... 100
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............................................ 4
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・ビムパット錠５０ｍｇ .................. 4

・ボルタレンサポ５０ｍｇ ............... 100
1.1.4.8 塩基性消炎鎮痛剤
・ソランタール錠１００ｍｇ ............... 5
1.1.4.9 その他の解熱鎮痛消炎剤

・フィコンパ錠２ｍｇ .................... 4

・イブプロフェン錠２００ｍｇ「タイヨー」 . 5

・フィコンパ錠４ｍｇ .................... 4

・イブプロフェン顆粒２０％「ツルハラ」 ... 5

・マイスタン細粒１％ .................... 4

・セレコキシブ錠１００ｍｇ「明治」 ....... 5

・マイスタン錠１０ｍｇ .................. 4

・セレコキシブ錠２００ｍｇ「明治」 ....... 5

・マイスタン錠５ｍｇ .................... 4

・セレコックス錠１００ｍｇ ............... 5

・ラミクタール錠１００ｍｇ .............. 4
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・ラミクタール錠小児用２ｍｇ ............ 4

・トラマールＯＤ錠２５ｍｇ ............... 5

・ラミクタール錠小児用５ｍｇ ............ 4

・トラムセット配合錠 ..................... 5

・リボトリール細粒０．１％ .............. 4

・ナイキサン錠１００ｍｇ ................. 5

・リボトリール錠０．５ｍｇ .............. 4

・ノイロトロピン錠４単位 ................. 5

・イーケプラ点滴静注５００ｍｇ ......... 59
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・ノーベルバール静注用２５０ｍｇ ....... 59

・ブルフェン顆粒２０％ ................... 5

・ビムパット点滴静注１００ｍｇ ......... 59

・フロベン顆粒８％ ....................... 5
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・ロキソニン錠６０ｍｇ .................. 5

・プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．１２５ｍｇ
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「トーワ」 .................................. 6
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・ロピオン静注５０ｍｇ ................. 59
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・レキップＣＲ錠２ｍｇ ................... 7

・ノルスパンテープ２０ｍｇ ............ 100

・レキップＣＲ錠８ｍｇ ................... 7

・ノルスパンテープ５ｍｇ .............. 100

・レキップ錠０．２５ｍｇ ................. 7

・レペタン坐剤０．２ｍｇ .............. 100

・レキップ錠１ｍｇ ....................... 7

1.1.6 抗パーキンソン剤
1.1.6.1 アマンタジン製剤

・ロピニロール徐放錠２ｍｇ「トーワ」 ..... 7
・ロピニロール徐放錠８ｍｇ「トーワ」 ..... 7

・アマンタジン塩酸塩細粒１０％「サワイ」. 5

・ロピニロール錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 ..... 7

・アマンタジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 5

・ロピニロール錠１ｍｇ「ＪＧ」 ........... 7

・アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」. 6

・ニュープロパッチ１３．５ｍｇ ......... 101

1.1.6.2 ビペリデン製剤

・ニュープロパッチ２．２５ｍｇ ......... 101

・アキネトン細粒１％ .................... 6

・ニュープロパッチ４．５ｍｇ ........... 101

・アキネトン錠１ｍｇ .................... 6

・ニュープロパッチ９ｍｇ ............... 101

・ビペリデン塩酸塩細粒１％「アメル」 .... 6

1.1.7 精神神経用剤

・ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ「アメル」 .... 6

・シンメトレル細粒１０％ ................. 7

・乳酸ビペリデン注５ｍｇ「ヨシトミ」 ... 59

・シンメトレル錠１００ｍｇ ............... 7

1.1.6.4 レボドパ製剤
・ドパストンカプセル２５０ｍｇ .......... 6
・ドパストン静注２５ｍｇ ............... 59
1.1.6.9 その他の抗パーキンソン剤
・アーテン散１％ ........................ 6
・アーテン錠（２ｍｇ） .................. 6

・シンメトレル錠５０ｍｇ ................. 7
1.1.7.1 クロルプロマジン製剤
・ウインタミン細粒（１０％） ............. 7
・コントミン糖衣錠２５ｍｇ ............... 7
・コントミン糖衣錠５０ｍｇ ............... 7
1.1.7.2 フェノチアジン系製剤

・アジレクト錠１ｍｇ .................... 6

・ニューレプチル細粒１０％ ............... 7

・エフピーＯＤ錠２．５ .................. 6

・ノバミン錠５ｍｇ ....................... 7

・エンタカポン錠１００ｍｇ「トーワ」 .... 6

・ピーゼットシー散１％ ................... 7

・カバサール錠０．２５ｍｇ .............. 6

・ヒルナミン錠（５ｍｇ） ................. 7

・カバサール錠１．０ｍｇ ................ 6

・レボトミン散１０％ ..................... 7

・カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「サワイ」... 6

・レボトミン錠２５ｍｇ ................... 7

・カベルゴリン錠１．０ｍｇ「サワイ」 .... 6

・レボトミン錠５０ｍｇ ................... 7

・コムタン錠１００ｍｇ .................. 6

・レボトミン錠５ｍｇ ..................... 7

・スタレボ配合錠Ｌ１００ ................ 6

・ヒルナミン筋注２５ｍｇ ................ 60

・ドパコール配合錠Ｌ１００ .............. 6
・ドパコール配合錠Ｌ５０ ................ 6
・ドプスＯＤ錠１００ｍｇ ................ 6
・トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ .............. 6

1.1.7.4 イミプラミン系製剤
・アナフラニール錠１０ｍｇ ............... 8
・トフラニール錠１０ｍｇ ................. 8
1.1.7.9 その他の精神神経用剤

・ノウリアスト錠２０ｍｇ ................ 6

・アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ ....... 8

・ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ ........ 6

・アモキサンカプセル２５ｍｇ ............. 8
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・チアプリド細粒１０％「サワイ」 ........ 10

・エビリファイ錠６ｍｇ .................. 8
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・デパス細粒１％ ........................ 10
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・ドグマチール細粒５０％ ................ 10
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・ドグマチール錠１００ｍｇ .............. 10
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・サアミオン錠５ｍｇ ................... 23
・トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１

2.2.2.9 その他の鎮咳剤
・アストミン錠１０ｍｇ .................. 24
2.2.3 去たん剤
2.2.3.3 システイン系製剤

００ｍｇ「トーワ」 ......................... 23

・カルボシステインＤＳ５０％「トーワ」 .. 24

・トラクリア錠６２．５ｍｇ ............. 24

・カルボシステインシロップ５％「タカタ」 24

・ニセルゴリン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ......... 24

・カルボシステインドライシロップ５０％「テ

・ピートル顆粒分包２５０ｍｇ ........... 24

バ」 ....................................... 24

・ピートル顆粒分包５００ｍｇ ........... 24

・カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」 24

・プロレナール錠５μｇ ................. 24

・カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 25

・ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ ......... 24

・クリアナール錠２００ｍｇ .............. 25

・ボセンタン錠６２．５ｍｇ「サワイ」 ... 24

・ムコダインＤＳ５０％ .................. 25

・ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口ゼリー２０％

・ムコダインシロップ５％ ................ 25

分包２５ｇ「三和」 ......................... 24

・ムコダイン錠２５０ｍｇ ................ 25

・ミグシス錠５ｍｇ ..................... 24

・ムコダイン錠５００ｍｇ ................ 25

・ユベラＮカプセル１００ｍｇ ........... 24

・ムコフィリン吸入液２０％ ............. 106

・リオナ錠２５０ｍｇ ................... 24
・リズミック錠１０ｍｇ ................. 24

2.2.3.4 ブロムヘキシン製剤
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・ケトプロフェンパップＸＲ１２０ｍｇ「テイコ
ク」 ...................................... 112

・アクロマイシン軟膏３％ .............. 110

・ザーネ軟膏０．５％ ................... 112

・クリンダマイシンリン酸エステルゲル１％「サ

・サトウザルベ軟膏２０％ ............... 112

ワイ」 .................................... 110

・ジクロフェナクＮａゲル１％「武田テバ」 112

・ゲンタシン軟膏０．１％ .............. 111

・スタデルム軟膏５％ ................... 112

薬効別索引
・スミルスチック３％ .................. 112
・セクターローション３％ .............. 112
・セルタッチパップ７０ ................ 112
・チンク油「ニッコー」 ................ 112
・フェノール・亜鉛華リニメント＜ハチ＞. 112
・フェルビナクパップ７０ｍｇ「ユートク」 112
・ボルタレンゲル１％ .................. 112
・モーラステープＬ４０ｍｇ ............ 112

・フロジン外用液５％ ................... 114
2.6.9 その他の外皮用薬
・メイスパン配合軟膏 ................... 114
・ユーパスタコーワ軟膏 ................. 114
2.6.9.1 外用ビタミン製剤；ビタミン軟膏等
・オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ ......... 114
・ボンアルファ軟膏２μｇ／ｇ ........... 114
2.6.9.9 他に分類されない外皮用薬

・モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ ........ 112

・アクトシン軟膏３％ ................... 114

・モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ ........ 113

・オルセノン軟膏０．２５％ ............. 114

・ユベラ軟膏 .......................... 113

・カデックス外用散０．９％ ............. 114

・ロキソニンゲル１％ .................. 113

・コレクチム軟膏０．５％ ............... 114

・ロキソニンテープ５０ｍｇ ............ 113

・ディフェリンゲル０．１％ ............. 114

・ロキソニンパップ１００ｍｇ .......... 113

・ドボベットゲル ....................... 114

・ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＮＰ」. 113

・ドボベットフォーム ................... 114

・ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「科

・ドボベット軟膏 ....................... 114

研」 ...................................... 113

・フィブラストスプレー５００ ........... 114

・ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「科研」

・プロスタンディン軟膏０．００３％ ..... 114

.......................................... 113

・プロトピック軟膏０．０３％小児用 ..... 114

・ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「Ｙ

・プロトピック軟膏０．１％ ............. 114

Ｄ」 ...................................... 113

・ベピオゲル２．５％ ................... 114

・ロコアテープ ........................ 113

・ヨードコート軟膏０．９％ ............. 114

・亜鉛華デンプン「コザカイ・Ｍ」 ...... 113
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
・サリチル酸「ケンエー」 .............. 113
2.6.5.5 イミダゾール系製剤
・ケトコナゾールクリーム２％「ＪＧ」 .. 113
・ニゾラールクリーム２％ .............. 113
・ルリコンクリーム１％ ................ 113
・ルリコン液１％ ...................... 113
2.6.5.9 その他の寄生性皮ふ疾患用剤
・ゼフナートクリーム２％ .............. 113

・ロゼックスゲル０．７５％ ............. 114

2.9 その他の個々の器官系用医薬品
・セファランチン末１％ .................. 33
・セファランチン注１０ｍｇ .............. 70

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
・アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「サワイ」 ................................. 35

・テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「サワイ」

・アルファカルシドールカプセル０．５μｇ「サ

.......................................... 113

ワイ」 ..................................... 35

・ラミシールクリーム１％ .............. 113

・アルファカルシドールカプセル１μｇ「サワ

2.6.6 皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。
）

イ」 ....................................... 35

2.6.6.1 有機酸製剤；トリクロル酢酸等

・アルファロールカプセル０．２５μｇ .... 35

・スピール膏Ｍ ........................ 113

・アルファロールカプセル０．５μｇ ...... 35

・氷酢酸「ニッコー」 .................. 113

・アルファロールカプセル１μｇ .......... 35

2.6.6.9 その他の皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。
）

・アルファロール内用液０．５μｇ／ｍＬ .. 35

・イオウ・カンフルローション「東豊」 .. 113

・エディロールカプセル０．５μｇ ........ 35

・ウレパールクリーム１０％ ............ 113

・エディロールカプセル０．７５μｇ ...... 35

・ケラチナミンコーワクリーム２０％ .... 113

・エルデカルシトールカプセル０．５μｇ「サワ

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）
・グラッシュビスタ外用液剤０．０３％５ｍＬ.
114

イ」 ....................................... 35
・エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「サ
ワイ」 ..................................... 35
・マキサカルシトール静注透析用１０μｇ「ファ
イザー」 ................................... 71

薬効別索引
・マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「フ
ァイザー」 ................................. 71
・マキサカルシトール静注透析用５μｇ「ファイ
ザー」 ..................................... 71
3.1.1.9 その他のビタミンＡ及びＤ剤
・チガソンカプセル１０ ................. 35
3.1.2 ビタミンＢ１剤
3.1.2.2 ビタミンＢ１誘導体製剤
・２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 ........... 35
・アリナミンＦ１００注 ................. 71
・アリナミン注射液１０ｍｇ ............. 71
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
・ハイボン錠２０ｍｇ ................... 35
・リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「ツルハ
ラ」 ....................................... 35
3.1.3.2 ニコチン酸系製剤
・ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」 ... 35
3.1.3.3 パントテン酸系製剤
・パンテチン散２０％「テバ」 ........... 35

・ビタメジン静注用 ...................... 71
3.1.9 その他のビタミン剤
・ビオチン散０．２％「フソー」 .......... 36

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
・乳酸カルシウム「ケンエー」 ............ 36
・乳石錠５００ｍｇ「ファイザー」 ........ 36
3.2.1.3 グルコン酸カルシウム製剤
・カルチコール注射液８．５％１０ｍＬ .... 71
3.2.1.9 その他のカルシウム剤
・デノタスチュアブル配合錠 .............. 36
・リン酸水素カルシウム水和物「ヨシダ」 .. 36
3.2.2 無機質製剤
・ホスリボン配合顆粒 .................... 36
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
・ヨウレチン錠「１００」 ................ 36
・ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 .... 36
3.2.2.2 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。
）

・パンテノール注１００ｍｇ「ＫＣＣ」 ... 71

・インクレミンシロップ５％ .............. 36

・パンテノール注５００ｍｇ「ＫＣＣ」 ... 71

・クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 36

・パントール注射液１００ｍｇ ........... 71

・クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒８．３％「ツル

・パントール注射液５００ｍｇ ........... 71

ハラ」 ..................................... 36

3.1.3.4 ビタミンＢ６剤
・ピドキサール錠２０ｍｇ ............... 35
3.1.3.5 葉酸製剤
・フォリアミン錠 ....................... 35
・フォリアミン注射液 ................... 71
3.1.3.6 ビタミンＢ12 剤

・フェロミア錠５０ｍｇ .................. 36
・フェロミア顆粒８．３％ ................ 37
・フェインジェクト静注５００ｍｇ ........ 72
・フェジン静注４０ｍｇ .................. 72
3.2.2.9 その他の無機質製剤
・アスパラカリウム散５０％ .............. 37

・メチコバール錠５００μｇ ............. 36

・アスパラカリウム錠３００ｍｇ .......... 37

・シアノコバラミン注射液１ｍｇ「日医工」 71

・ソリタ－Ｔ配合顆粒３号 ................ 37

・メチコバール注射液５００μｇ ......... 71

・塩化カリウム徐放錠６００ｍｇ「Ｓｔ」 .. 37

3.1.4 ビタミンＣ剤
・アスコルビン酸注射液５００ｍｇ「トーワ」 71
3.1.6 ビタミンＫ剤
・グラケーカプセル１５ｍｇ ............. 36
・ケイツーシロップ０．２％ ............. 36

・アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット
「テルモ」 ................................. 72
・メドレニック注 ........................ 72
3.2.3 糖類剤
3.2.3.1 ブドウ糖製剤

・メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「科研」 36

・ブドウ糖注１０％ＰＬ「フソー」 ........ 72

・ケイツーＮ静注１０ｍｇ ............... 71

・ブドウ糖注５％ＰＬ「フソー」

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。
）

５％１００ｍ

Ｌ１瓶 ..................................... 72
・ブドウ糖注５％ＰＬ「フソー」

５％５００ｍ

Ｌ１瓶 ..................................... 72
・ブドウ糖注５％バッグ「フソー」

５％２５０

・シナール配合錠 ....................... 36

ｍＬ１袋 ................................... 72

・ダイメジンスリービー配合カプセル２５.. 36

・ブドウ糖注５０％ＰＬ「フソー」 ........ 72

・ビタメジン配合カプセルＢ２５ ......... 36

・大塚糖液２０％ ........................ 72

・調剤用パンビタン末 ................... 36

・大塚糖液５％

・ダイメジン・マルチ注 ................. 71

・大塚糖液５０％

５％２０ｍＬ１管 ........ 72
５０％５００ｍＬ１袋 .. 72

薬効別索引
3.2.5 たん白アミノ酸製剤

・ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 .... 73

3.2.5.3 混合アミノ酸製剤

・ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液

２００ｍＬ１袋 73

・アミノバクト配合顆粒 ................. 37

・ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液

５００ｍＬ１袋 73

・リーバクト配合顆粒 ................... 37

・ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液

２００ｍＬ１袋 74

・テルフィス点滴静注

・ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液

５００ｍＬ１袋 74

５００ｍＬ１袋 ... 72

・ネオアミユー輸液 ..................... 72
3.2.5.9 その他のたん白アミノ酸製剤

・ヴィーンＤ輸液

５００ｍＬ１袋 ........ 74

・サブラッド血液ろ過用補充液ＢＳＧ

２０２０

・アミノレバンＥＮ配合散 ................ 37

ｍＬ１キット................................ 74

・エネーボ配合経腸用液 ................. 37

・ソリタックス－Ｈ輸液 .................. 74

・エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤 ...... 37

・ソリューゲンＦ注

・エレンタール配合内用剤 ............... 37

・ビカネイト輸液

・エンシュア・Ｈ ....................... 37

・フィジオ１４０輸液

・エンシュア・リキッド ................. 37

・ボルベン輸液６％ ...................... 74

・ラコールＮＦ配合経腸用液 ........ 37,37,37

・ラクテック注

・ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 ....... 37

・リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ .. 74

・エルネオパＮＦ１号輸液

１０００ｍＬ１キッ

ト ......................................... 72
・エルネオパＮＦ２号輸液

５００ｍＬ１瓶 ...... 74
５００ｍＬ１袋 ........ 74
５００ｍＬ１袋 .... 74

５００ｍＬ１袋 .......... 74

3.3.2 止血剤
3.3.2.1 カルバゾクロム系製剤

１０００ｍＬ１キッ

・アドナ散１０％ ........................ 37

ト ......................................... 72

・アドナ錠３０ｍｇ ...................... 37

・ピーエヌツイン－１号輸液 ............. 72

・カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散１０％

・ピーエヌツイン－２号輸液 ............. 72

「日医工」 ................................. 37

・ピーエヌツイン－３号輸液 ............. 72

・カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠１０ｍ

・ビーフリード輸液 １Ｌ１キット ....... 72

ｇ「日医工」................................ 37

・ビーフリード輸液 ５００ｍＬ１キット.. 72

・カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液１

3.2.6 臓器製剤

００ｍｇ「日医工」 .......................... 74

3.2.6.2 肝臓製剤：肝臓エキス等

3.3.2.2 ゼラチン製剤

・アデラビン９号注１ｍＬ ............... 73
3.2.9 その他の滋養強壮薬

５ｃｍ×２．５ｃｍ１枚 ... 115

・ゼルフォーム

3.2.9.9 他に分類されない滋養強壮薬
・イントラリポス輸液２０％

・スポンゼル

２０％１００ｍＬ

１袋 ....................................... 73

3.3 血液・体液用薬

２ｃｍ×６ｃｍ×０．７ｃｍ１

枚 ........................................ 115
3.3.2.3 臓器性止血製剤
・トロンビン液モチダソフトボトル１万 ... 115
3.3.2.7 抗プラスミン剤

3.3.1 血液代用剤

・トランサミン散５０％ .................. 38

3.3.1.1 生理食塩液類

・トランサミン錠２５０ｍｇ .............. 38

・テルモ生食 １．３Ｌ１袋 ............. 73
・テルモ生食 １Ｌ１袋 ................. 73

・トラネキサム酸注射液１０００ｍｇ「テバ」 74
3.3.2.9 その他の止血剤

・生理食塩液「フソー」 ................. 73

・エトキシスクレロール１％注射液 ........ 74

・生理食塩液ＰＬ「フソー」

１００ｍＬ１瓶 73

・オルダミン注射用１ｇ .................. 74

・生理食塩液ＰＬ「フソー」

２０ｍＬ１管. 73

・生理食塩液ＰＬ「フソー」

２Ｌ１袋 ... 73

・生理食塩液バッグ「フソー」

3.3.3 血液凝固阻止剤
3.3.3.2 ジクマロール系製剤

５００ｍＬ１袋

・ワーファリン錠０．５ｍｇ .............. 38

............................................ 73

・ワーファリン錠１ｍｇ .................. 38

・大塚食塩注１０％ ...................... 73

・ワーファリン錠５ｍｇ .................. 38

・大塚生食注 １Ｌ１瓶 ................. 73

・ワーファリン顆粒０．２％ .............. 38

・大塚生食注 ２５０ｍＬ１瓶 ........... 73

3.3.3.4 ヘパリン製剤

・大塚生食注 ５００ｍＬ１瓶 ...... 73,73,73

・ヘパリンＣａ皮下注２万単位／０．８ｍＬ「サ

・大塚生食注 ５０ｍＬ１瓶 ............. 73

ワイ」 ..................................... 74

・大塚生食注２ポート１００ｍＬ ......... 73
3.3.1.9 その他の血液代用剤

・ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリン
ジ「オーツカ」５ｍＬ ......................... 74

薬効別索引
・ヘパリンＮａ透析用２００単位／ｍＬシリンジ

・プラビックス錠７５ｍｇ ................ 39

２０ｍＬ「フソー」 ......................... 74

・プレタールＯＤ錠１００ｍｇ ............ 39

・ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍ

・プレタールＯＤ錠５０ｍｇ .............. 39

Ｌシリンジ「モチダ」 ....................... 74

・プロサイリン錠２０ .................... 39

・ヘパリンナトリウム注１万単位／１０ｍＬ「Ａ

・ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」 .. 39

Ｙ」 ....................................... 74

・ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ ............ 75

・ヘパリンナトリウム注Ｎ５千単位／５ｍＬ「Ａ

・ノイトロジン注１００μｇ .............. 75

Ｙ」 ....................................... 75

・ノイトロジン注２５０μｇ .............. 75

・ローヘパ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２０

・フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「モ

ｍＬ ....................................... 75

チダ」 ..................................... 75

3.3.3.9 その他の血液凝固阻止剤
・イグザレルトＯＤ錠１０ｍｇ ........... 38
・イグザレルトＯＤ錠１５ｍｇ ........... 38
・エリキュース錠２．５ｍｇ ............. 38
・エリキュース錠５ｍｇ ................. 38
・プラザキサカプセル１１０ｍｇ ......... 38
・プラザキサカプセル７５ｍｇ ........... 38
・リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ ............. 38
・リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ ............. 38
・リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ ............. 38
・クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ ... 75
・リコモジュリン点滴静注用１２８００ ... 75
・ヒルドイドソフト軟膏０．３％ ........ 115
・ヒルドイドローション０．３％ ........ 115
・ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日医
工」 ...................................... 115
・ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％
「日本臓器」 .............................. 115
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