
薬効分類番号
（３ケタ）

成分名 規格 先発医薬品名 医療機関名 備考

111 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍL１管
１％プロポフォール注「マル
イシ」

１％ディプリバン注
①　②　③　④　⑤　⑦　⑧　
⑨　⑩　⑫　⑪　⑬　⑭　⑰　

⑱　⑲

111 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍL１瓶
プロポフォール静注１％５０
ｍＬ「FK」

１％ディプリバン注 ⑨　⑩

111 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍL１瓶
１％プロポフォール注「ファイ
ザー」

１％ディプリバン注 ⑯ 追加

111 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍL１瓶
１％プロポフォール注「マル
イシ」

１％ディプリバン注 ③　⑤　⑦　⑧　⑪　⑬

111 プロポフォール １ｇ５０ｍL１瓶
２％プロポフォール注「マル
イシ」

- ②　⑨

111 プロポフォール １ｇ１００ｍL１瓶
１％プロポフォール注「マル
イシ」

１％ディプリバン注 ⑬　⑯

112 ジアゼパム １０ｍｇ１管
ジアゼパム注射液１０ｍｇ「タ
イヨー」

セルシン注射液１０ｍｇ、ホリゾン注射液１
０ｍｇ

③　⑨　⑪　⑫　⑯　⑰

112 ミダゾラム １０ｍｇ２ｍL１管 ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 ドルミカム注射液１０ｍｇ
①　②　③　④　⑤　⑧　⑬　

⑮　⑰　⑱

112 ミダゾラム １０ｍｇ２ｍL１管
ミダゾラム注射液１０ｍｇ「テ
バ」

ドルミカム注射液１０ｍｇ ⑪　⑫　⑯

114 ケトプロフェン注射液 ５０ｍｇ１管
ケトプロフェン筋注５０ｍｇ
「日新」

カピステン筋注５０ｍｇ ③ 追加

114
サリチル酸ナトリウム・コンド
ロイチン硫酸エステルナトリ
ウム配合

２０ｍL１管 ザルソロイチン静注２０ｍL カシワドール静注、カシミタール静注 ⑫

114
サリチル酸ナトリウム・コンド
ロイチン硫酸エステルナトリ
ウム配合

２０ｍL１管 ロイサールＳ注射液 カシワドール静注、カシミタール静注 ⑧

114
サリチル酸ナトリウム、ジブ
カイン配合剤

２ｍL１管 ジカベリン注２ｍL ネオビタカイン注２ｍL ⑥

114
サリチル酸ナトリウム、ジブ
カイン配合剤

５ｍＬ１管 ジカベリン注５ｍL ネオビタカイン注５ｍL ⑯

114
ブプレノルフィン塩酸塩注射
液

０．２ｍｇ１管
ブプレノルフィン注０．２ｍｇ
「日新」

レペタン注０．２ｍｇ ③　⑬　⑯

114 ペンタゾシン １ｍL１管 トスパリール注３０ｍｇ ソセゴン注射液３０ｍｇ ⑯

116 乳酸ビペリデン ０．５％１ｍL１管 タスモリン注５ｍｇ アキネトン注射液５ｍｇ ⑦　⑪

117 ハロペリドール ０．５％１ｍL１管 リントン注５ｍｇ セレネース注５ｍｇ ⑦　⑧

117 ハロペリドール ０．５％１ｍL１管
ハロペリドール注５ｍｇ「ヨシ
トミ」

セレネース注５ｍｇ ⑪　⑯　⑰

119 エダラボン
３０ｍｇ１００ｍL１キッ
ト

エダラボン点滴静注３０ｍｇ
バッグ「ＤSEP]

ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ ⑱

119 エダラボン
３０ｍｇ１００ｍL１キッ
ト

エダラボン点滴静注３０ｍｇ
バッグ「ＮＰ」

ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ ⑤　⑦

119 エダラボン
３０ｍｇ１００ｍL１キッ
ト

エダラボン点滴静注３０ｍｇ
バッグ「タカタ]

ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ ⑫

119 エダラボン
３０ｍｇ１００ｍL１キッ
ト

エダラボン点滴静注液バッ
グ３０ｍｇ｢トーワ｣

ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ ⑨

119 エダラボン
３０ｍｇ１００ｍL１キッ
ト

エダラボン点滴静注液バッ
グ３０ｍｇ「日医工」

ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ ⑥　⑭　⑯　⑰

119 エダラボン
３０ｍｇ１００ｍL１キッ
ト

エダラボン点滴静注液３０ｍ
ｇバッグ「ケミファ」

ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ ⑲

119 エダラボン
３０ｍｇ１００ｍL１キッ
ト

エダラボン点滴静注液３０ｍ
ｇバッグ「明治」

ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ ③　⑧　⑩　⑪　⑬

121 メピバカイン塩酸塩 ０．５％１０ｍL１筒
塩酸メピバカイン注シリンジ
０．５％「ＮＰ」

- ① ⑪

121 メピバカイン塩酸塩 １％１０ｍL１筒
塩酸メピバカイン注シリンジ
１％「ＮＰ」

- ②　⑨　⑪　⑫　⑬

121 メピバカイン塩酸塩 ２％１０ｍL１筒
塩酸メピバカイン注シリンジ
２％「ＮＰ」

- ⑨　⑪

121 リドカイン塩酸塩 ０．５％５ｍL１管
リドカイン塩酸塩注射液０．
５％「ファイザー」

- ⑯ 追加

121 リドカイン塩酸塩 ０．５％１０ｍL１筒
キシロカイン注シリンジ０．
５％

- ③　⑪

121 リドカイン塩酸塩 １％５ｍL１管
リドカイン塩酸塩注射液１％
「ファイザー」

- ⑯　⑱

121 リドカイン塩酸塩 １％１０ｍL１筒 キシロカイン注シリンジ１％ -
①　③　④　⑨　⑪　⑫　⑭　

⑰　⑱　⑲

121 リドカイン塩酸塩 １％２００ｍL１袋 オリベス点滴用１％ -
①　②　③　⑤　⑥　⑦　⑨　
⑩　⑪　⑫　⑮　⑯　⑰　⑱　

⑲

121 リドカイン塩酸塩 ２％５ｍL１管
リドカイン塩酸塩注射液２％
「ファイザー」

- ⑫　⑯ 追加

122 ベクロニウム臭化物 ４ｍｇ１管（溶解液付） マスキュレート静注用４ｍｇ マスキュラックス静注用４ｍｇ ⑦

122 ベクロニウム臭化物 ４ｍｇ１管（溶解液付）
ベクロニウム静注用４ｍｇ
「Ｆ」

マスキュラックス静注用４ｍｇ ③　⑬　⑯　⑲

後発医薬品採用リスト（注射薬）

１１９　その他の中枢神経系用薬

１２１　局所麻酔剤

１２２　骨格筋弛緩剤

１１７　精神神経用剤

１１１　全身麻酔剤

１１２　催眠鎮静剤、抗不安剤

１１４　解熱鎮痛消炎剤

１１６　抗パーキンソン剤
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122 ベクロニウム臭化物 １０ｍｇ１瓶
ベクロニウム静注用１０ｍｇ
「F」

マスキュラックス静注用１０ｍｇ ⑤　⑧　⑬　⑰

122 ロクロニウム臭化物 ２５ｍｇ１瓶
ロクロニウム臭化物静注用
２５ｍｇ／２．５ｍＬ「マルイ
シ」

エスラックス静注用２５ｍｇ／２．５ｍＬ ②

122 ロクロニウム臭化物 ２５ｍｇ１瓶
ロクロニウム臭化物静注液
２５ｍｇ／２．５ｍＬ｢F｣

エスラックス静注用２５ｍｇ／２．５ｍＬ ⑯

122 ロクロニウム臭化物 ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶
ロクロニウム臭化物静注用
５０ｍｇ／５．０ｍＬ「マルイ
シ」

エスラックス静注用５０ｍｇ／５ｍＬ ②　⑧　⑨　⑬　⑱

122 ロクロニウム臭化物 ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶
ロクロニウム臭化物静注用
５０ｍｇ／５．０ｍＬ「Ｆ」

エスラックス静注用５０ｍｇ／５ｍＬ ③　⑯　⑰

124 アトロピン硫酸塩水和物 ０．０５％１ｍL１筒
アトロピン注０．０５％シリン
ジ「テルモ」

- ④　⑦　⑧　⑪　⑬　⑯　⑲

124 ブチルスコポラミン臭化物 ２％１ｍL１管 スコルパン注２０ｍｇ ブスコパン注２０ｍｇ ⑮

124 ブチルスコポラミン臭化物 ２％１ｍL１管
ブチルスコポラミン臭化物注
２０ｍｇ「日医工」

ブスコパン注２０ｍｇ ④　⑫　⑭　⑯　⑰

124 ブチルスコポラミン臭化物 ２％１ｍL１管
ブチルスコポラミン臭化物注
２０ｍｇ「ＮＰ」

ブスコパン注２０ｍｇ ⑪ 追加

211 ドパミン塩酸塩 １００ｍｇ５ｍＬ１管 カコージン注１００ｍｇ イノバン注１００ｍｇ ①　⑬

211 ドパミン塩酸塩 １００ｍｇ５ｍＬ１管
ドパミン塩酸塩点滴静注１０
０ｍｇ「アイロム」

イノバン注１００ｍｇ ⑪

211 ドパミン塩酸塩 １００ｍｇ５ｍＬ１管
ドパミン塩酸塩点滴静注１０
０ｍｇ「タイヨー」

イノバン注１００ｍｇ ⑯

211 ドパミン塩酸塩 ０．１％２００ｍL１袋 塩酸ドパミン注キット２００ - ⑩

211 ドパミン塩酸塩 ０．１％２００ｍL１袋
ドパミン塩酸塩点滴静注液２
００ｍｇキット｢ファイザー｣

- ①　⑤　⑥　⑪　⑯　⑲

211 ドパミン塩酸塩 ０．１％２００ｍL１袋 カコージンＤ注０．１％ - ⑬　⑮

211 ドパミン塩酸塩 ０．３％２００ｍL１袋 塩酸ドパミン注キット６００ - ⑨　⑭　⑰

211 ドパミン塩酸塩 ０．３％２００ｍL１袋
ドパミン塩酸塩点滴静注液６
００ｍｇキット｢ファイザー｣

-
②　③　④　⑤　⑥　⑦　⑧　

⑪　⑫　⑮　⑲

211 ドパミン塩酸塩 ０．３％２００ｍL１袋 カコージンＤ注０．３％ - ⑬

211 ドパミン塩酸塩 ０．３％２００ｍL１袋 カタボンＨｉ注６００ｍｇ - ①

211 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管
ドブタミン点滴静注１００ｍｇ
「F」

ドブトレックス注射液１００ｍｇ ⑬

211 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管
ドブタミン点滴静注液１００ｍ
ｇ「ファイザー」

ドブトレックス注射液１００ｍｇ ⑪

211 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管
ドブタミン塩酸塩点滴静注液
１００ｍｇ｢サワイ｣

ドブトレックス注射液１００ｍｇ ⑲

211 ドブタミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ１袋
ドブタミン点滴静注液６００ｍ
ｇキット「ファイザー」

ドブトレックスキット点滴静注用６００ｍｇ ③　⑪　⑫　⑰　⑱

211 ドブタミン塩酸塩 ０．３％５０ｍL１筒 ドブポン注０．３％シリンジ -
①　②　⑤　⑦　⑧　⑨　⑩　

⑬　⑭　⑯　⑰　⑱

211 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍL１管
ミルリノン静注液１０ｍｇ「タイ
ヨー」

ミルリーラ注射液１０ｍｇ ⑧　⑯

211 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍL１管 ミルリノン注１０ｍｇ「KN」 ミルリーラ注射液１０ｍｇ ⑦　⑨

211 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍL１管 ミルリノン注１０ｍｇ「タカタ」 ミルリーラ注射液１０ｍｇ ⑪　⑫　⑬　⑱　⑲

212 アミオダロン塩酸塩 １５０ｍｇ３ｍＬ１管
アミオダロン塩酸塩静注１５
０ｍｇ「ＴＥ」

アンカロン注１５０ ②　⑩　⑯ 追加

212 塩酸リドカイン ２％５ｍL１筒
リドカイン静注用２％シリン
ジ「テルモ」

-
③　⑧　⑨　⑩　⑪　⑫　⑬　

⑯

212
ピルシカイニド塩酸塩水和
物

５０ｍｇ５ｍＬ１管
ピルシカイニド塩酸塩静注５
０ｍｇ「ＹＤ」

サンリズム注射液５０ ③　⑫　⑯　⑰

212 ベラパミル塩酸塩 ０．２５％２ｍL１管
ベラパミル塩酸塩静注５ｍｇ
「タイヨー」

ワソラン静注５ｍｇ ③　⑨　⑪　⑫　⑯　⑱

213 カンレノ酸カリウム １００ｍｇ１瓶
カンレノ酸カリウム静注用１
００ｍｇ｢サワイ｣

ソルダクトン静注用１００ｍｇ ③　⑤　⑦　⑯　⑰

213 カンレノ酸カリウム １００ｍｇ１管 ベネクトミン静注用１００ｍｇ ソルダクトン静注用１００ｍｇ ⑥

213 カンレノ酸カリウム ２００ｍｇ１瓶
カンレノ酸カリウム静注用２
００ｍｇ｢サワイ｣

ソルダクトン静注用２００ｍｇ ④　⑧　⑨　⑪　⑫　⑬　⑲

213 カンレノ酸カリウム ２００ｍｇ１管 ベネクトミン静注用２００ｍｇ ソルダクトン静注用２００ｍｇ ⑥

213 フロセミド ２０ｍｇ１管 フロセミド注２０ｍｇ「トーワ」 ラシックス注２０ｍｇ ①　④　⑤　⑥　⑨　⑭　⑰

213 フロセミド ２０ｍｇ１管 フロセミド注２０ｍｇ「日医工」 ラシックス注２０ｍｇ ⑪　⑫　⑯　⑱

214 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍL１管
ニカルジピン塩酸塩注射液
２ｍｇ「サワイ」

ペルジピン注射液２ｍｇ ②　③　⑩　⑫　⑱

214 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍL１管
ニカルジピン塩酸塩注射液
２ｍｇ「日医工」

ペルジピン注射液２ｍｇ ⑪　⑮　⑯

214 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管
ニカルジピン塩酸塩注２ｍｇ
「タイヨー」

ペルジピン注射液２ｍｇ ⑬

214 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍｌ１管
ニカルジピン塩酸塩注射液
２ｍｇ「ＦＹ」

ペルジピン注射液２ｍｇ ⑧ 追加

１２４　鎮けい剤

２１１　強心剤

２１２　不整脈用剤

２１３　利尿剤

２１４　血圧降下剤
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214 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍL１管
ニカルジピン塩酸塩注射液
１０ｍｇ「サワイ」

ペルジピン注射液１０ｍｇ
①　②　③　⑤　⑩　⑫　⑱　

⑲

214 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍL１管
ニカルジピン塩酸塩注射液
１０ｍｇ「日医工」

ペルジピン注射液１０ｍｇ ⑪　⑮　⑯　⑰

214 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍL１管
ニカルジピン塩酸塩注射液
10ｍｇ「FY」

ペルジピン注射液１０ｍｇ ⑧

214 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管
ニカルジピン塩酸塩注１０ｍ
ｇ「タイヨー」

ペルジピン注射液１０ｍｇ ⑬

214 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍL１管
ニカルジピン塩酸塩注10mg
「トーワ」

ペルジピン注射液１０ｍｇ ⑨ 追加

214 ニカルジピン塩酸塩 ２５ｍｇ２５ｍL１管
ニカルジピン塩酸塩注射液
２５ｍｇ「FY」

ペルジピン注射液２５ｍｇ ⑧

217 ジルチアゼム塩酸塩 １０ｍｇ１管
ジルチアゼム塩酸塩静注用
１０ｍｇ「日医工」

ヘルベッサー注射用１０ ②　⑧

217 ジルチアゼム塩酸塩 １０ｍｇ１瓶
ジルチアゼム塩酸塩注射用
１０ｍｇ「サワイ」

ヘルベッサー注射用１０ ③　⑬

217 ジルチアゼム塩酸塩 ５０ｍｇ１管
ジルチアゼム塩酸塩静注用
５０ｍｇ｢日医工｣

ヘルベッサー注射用５０ ②　⑧　⑨　⑪　⑯　⑰　⑱

217 ジルチアゼム塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶
ジルチアゼム塩酸塩注射用
５０ｍｇ「サワイ」

ヘルベッサー注射用５０
①　③　⑤　⑩　⑫　⑬　⑮　

⑲

217 ニコランジル ２ｍｇ１瓶
ニコランジル点滴静注用２ｍ
ｇ「サワイ」

シグマート注２ｍｇ ③　⑩　⑪　⑫　⑰　⑲

217 ニコランジル ２ｍｇ１瓶
ニコランジル点滴静注用２ｍ
ｇ「日医工」

シグマート注２ｍｇ ⑧

217 ニコランジル １２ｍｇ１瓶
ニコランジル点滴静注用１２
ｍｇ「サワイ」

シグマート注１２ｍｇ ⑤　⑯

217 ニコランジル １２ｍｇ１瓶
ニコランジル点滴静注用１２
ｍｇ「日医工」

シグマート注１２ｍｇ ⑧　⑨　⑱

217 ニコランジル ４８ｍｇ１瓶
ニコランジル点滴静注用４８
ｍｇ「Ｆ」

シグマート注４８ｍｇ ⑮

217 ニコランジル ４８ｍｇ１瓶
ニコランジル点滴静注用４８
ｍｇ「サワイ」

シグマート注４８ｍｇ ③　⑩　⑪　⑫　⑰　⑲

217 ニコランジル ４８ｍｇ１瓶
ニコランジル点滴静注用４８
ｍｇ「日医工」

シグマート注４８ｍｇ ⑧　⑱

217 ニトログリセリン ５ｍｇ１０ｍL１管 ミオコール静注５ｍｇ ミリスロール注５ｍｇ／１０ｍＬ ⑪　⑬　⑭　⑰　⑱

217 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１袋 ミオコール点滴静注２５ｍｇ ミリスロール注２５ｍｇ／５０ｍL ⑧　⑬

217 ニトログリセリン ５０ｍｇ１００ｍＬ１袋 ミオコール点滴静注５０ｍｇ ミリスロール注５０ｍｇ／１００ｍL
③　⑨　⑩　⑪　⑫　⑬　⑭　

⑮　⑯　⑰　⑱　⑲

217 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍL1筒
ニトログリセリン静注２５ｍｇ
／５０ｍLシリンジ「ＴＥ」

ミリスロール注２５ｍｇ／５０ｍＬ ⑧　⑲

217 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍL1筒
ニトログリセリン注２５ｍｇ／
５０ｍLシリンジ「テルモ」

ミリスロール注２５ｍｇ／５０ｍＬ ②　⑦

219 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍL１管
アルガトロバン注射液１０ｍ
ｇ「サワイ」

スロンノンＨＩ注、ノバスタンＨＩ注 ⑧　⑨　⑱

219 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍL１管
アルガトロバン注射液１０ｍ
ｇ「ＳＮ」

スロンノンＨＩ注、ノバスタンＨＩ注 ⑫　⑰

219 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍL１筒
アルガトロバン注１０ｍｇシリ
ンジ「ＳＮ」

スロンノンＨＩ注、ノバスタンＨＩ注 ⑯

219 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍL１筒
アルガトロバン注シリンジ１０
ｍｇ「ＮＰ」

スロンノンＨＩ注、ノバスタンＨＩ注 ⑧ 追加

219 アルプロスタジル ５μｇ１ｍL１管
アルプロスタジル注５μｇ
「Ｆ」

パルクス注５μｇ、リプル注５μｇ ④

219 アルプロスタジル ５μｇ１ｍL１筒
アルプロスタジル注５μgシリ
ンジ「日医工」

パルクス注５μｇ、リプル注５μｇ ⑦　⑩

219 アルプロスタジル ５μｇ１ｍL１筒
アルプロスタジル注５μｇシ
リンジ「Ｆ」

パルクス注５μｇ、リプル注５μｇ ⑧

219 アルプロスタジル １０μｇ２ｍL１管
アルプロスタジル注１０μｇ
「F」

パルクス注１０μｇ、リプル注１０μｇ ⑧　⑰

219 アルプロスタジル １０μｇ２ｍL１筒
アルプロスタジル注１０μｇ
シリンジ「トーワ」

パルクス注ディスポ１０μｇ、リプルキット
注１０μｇ

⑨

219 アルプロスタジル １０μｇ２ｍL１筒
アルプロスタジル注１０μｇ
シリンジ「サワイ」

パルクス注ディスポ１０μｇ、リプルキット
注１０μｇ

③　⑤　⑪　⑲

219 アルプロスタジル １０μｇ２ｍL１筒
アルプロスタジル注１０μｇ
シリンジ「科研」

パルクス注ディスポ１０μｇ、リプルキット
注１０μｇ

③　⑲　⑥

219 アルプロスタジル １０μｇ２ｍL１筒 プリンク注シリンジ１０μｇ
パルクス注ディスポ１０μｇ、リプルキット
注１０μｇ

①

219 アルプロスタジル １０μｇ２ｍL１筒
アルプロスタジル注１０μｇ
シリンジ「Ｆ」

パルクス注１０μｇ、リプル注１０μｇ ⑧　⑫

219
アルプロスタジルアルファデ
クス

２０μｇ１管
アピスタンディン注射用２０
μｇ

注射用プロスタンディン２０ ③　⑥　⑪

219
アルプロスタジルアルファデ
クス

２０μｇ１管 注射用アルテジール２０ 注射用プロスタンディン２０ ⑯

219
アルプロスタジルアルファデ
クス

２０μｇ１瓶
アルプロスタジルアルファデ
クス注射用２０μｇ「タカタ」

注射用プロスタンディン２０ ⑬ 追加

219
アルプロスタジルアルファデ
クス

２０μｇ１瓶 タンデトロン注射用２０ 注射用プロスタンディン２０ ①　④　⑧　⑨　⑫　⑰　⑲

219
アルプロスタジルアルファデ
クス

５００μｇ１瓶
アピスタンディン注射用５００
μg

注射用プロスタンディン５００ ⑨　⑪

219
アルプロスタジルアルファデ
クス

５００μｇ１瓶 タンデトロン注射用５００ 注射用プロスタンディン５００ ①　④　⑬　⑯　⑰　⑲

219
エポプロステノールナトリウ
ム

０．５ｍｇ１瓶
エポプロステノール静注用
０．５ｍｇ「ＡＣＴ」

静注用フローラン０．５ｍｇ ⑧

219
エポプロステノールナトリウ
ム

０．５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

エポプロステノール静注用
０．５ｍｇ「ＡＣＴ」

静注用フローラン０．５ｍｇ ⑬

219
エポプロステノールナトリウ
ム

１．５ｍｇ１瓶
エポプロステノール静注用
１．５ｍｇ「ＡＣＴ」

静注用フローラン１．５ｍｇ ⑧

219
エポプロステノールナトリウ
ム

１．５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

エポプロステノール静注用
１．５ｍｇ「ＡＣＴ」

静注用フローラン１．５ｍｇ ⑬

２１９　その他の循環器官用薬

２１７　血管拡張剤
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219 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１管
オザグレルＮａ点滴静注２０
ｍｇ「IP」

キサンボンS注射液２０ｍｇ ⑰

219 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋
オザグレルＮａ点滴静注８０
ｍｇバッグ「テルモ」

キサンボンS注射液４０ｍｇ ⑪

219 シチコリン １２．５％２ｍＬ１管
シチコリン注２５０ｍｇ/２ｍL
「日医工」

ニコリン注射液２５0ｍｇ ⑪　⑯

219 シチコリン １０００ｍｇ１管 シチコリンH注1g「KN」 ニコリンＨ注射液１ｇ ⑥

219 シチコリン １０００ｍｇ１管
レコグナンＳ注射液１０００ｍ
ｇ／４ｍL

ニコリンＨ注射液１ｇ ①

219 濃グリセリン、果糖 ２００ｍL１袋 グリセリンＦ注 グリセオール注 ①　⑱　⑲

219 濃グリセリン、果糖 ２００ｍL１袋
グリセリン・果糖配合点滴静
注「HK」

グリセオール注 ②　④　⑧　⑬　⑯

219 濃グリセリン、果糖 ２００ｍL１袋 グリセレブ配合点滴静注 グリセオール注 ③　⑨　⑪　⑫　⑰

219 濃グリセリン、果糖 ２００ｍL１袋
ヒシセオール配合点滴静注
液２００ｍｌ

グリセオール注 ⑥

221 フルマゼニル ０．２ｍｇ２ｍL１管
フルマゼニル注射液０．２ｍ
ｇ「ケミファ」

- ③　⑧

221 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍL１管
フルマゼニル注射液０．５ｍ
ｇ「Ｆ」

アネキセート注射液０．５ｍｇ ①　⑧　⑪　⑬

221 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍL１管
フルマゼニル注射液０．５ｍ
ｇ「ケミファ」

アネキセート注射液０．５ｍｇ ⑭　⑰　⑱

221 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍL１管
フルマゼニル静注液０．５ｍ
ｇ「タイヨー」

アネキセート注射液０．５ｍｇ ⑲

221 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍL１管
フルマゼニル静注液０．５ｍ
ｇ「テバ」

アネキセート注射液０．５ｍｇ ⑨　⑫　⑯

223 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．２％２ｍＬ１管
ブロムヘキシン塩酸塩注射
液４ｍｇ「タイヨー」

ビソルボン注４ｍｇ
③　⑧　⑪　⑫　⑬　⑭　⑯　

⑰　⑱　⑲

232 オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶
オメプラゾール注用２０ｍｇ
「ＮＰ」

オメプラール注用２０ ①　③　⑥　⑨　⑩

232 オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶
オメプラゾール注用２０ｍｇ
「ＴＹＫ」

オメプラール注用２０ ⑬

232 オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶
オメプラゾール注射用２０ｍ
ｇ「日医工」

オメプラール注用２０
④　⑤　⑦　⑧　⑪　⑫　⑭　

⑯　⑰　⑱　⑲

232 シメチジン １０％２ｍＬ１管
シメチジン注射液２００ｍｇ｢
サワイ｣

タガメット注射液２００ｍｇ ⑲

232 シメチジン １０％２ｍＬ１管 シメチジン注２００ｍｇ「ＮＰ」 タガメット注射液２００ｍｇ ⑬

232 ファモチジン ２０ｍｇ１管
ファモチジン注射用２０ｍｇ
「オーハラ」

ガスター注射液２０ｍｇ ⑤

232 ファモチジン ２０ｍｇ１管
ファモチジン注射用２０ｍｇ
「デバ」

ガスター注射液２０ｍｇ ⑫　⑭　⑯　⑰

232 ファモチジン ２０ｍｇ１管
ファモチジン注射用２０ｍｇ
「日医工」

ガスター注射液２０ｍｇ ③　⑦

232 ファモチジン ２０ｍｇ１管
ファモチジン静注２０ｍｇ「日
新」

ガスター注射液２０ｍｇ ⑩ 追加

232 ラニチジン塩酸塩 ２．５％２ｍL１管
ラニチジン注射液５０ｍｇ「タ
イヨー」

ザンタック注射液５０ｍｇ ③　⑥　⑦　⑲

232 ラニチジン塩酸塩 ２．５％４ｍL１管
ラニチジン注射液１００ｍｇ
「タイヨー」

ザンタック注射液１００ｍｇ ⑤　⑥　⑮

239 アザセトロン塩酸塩 １０ｍｇ２ｍL１管
アザセトロン塩酸塩静注液１
０ｍｇ「ＳＮ」

セロトーン静注液10mg ⑧ 追加

239 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍL１管
グラニセトロン静注液１ｍｇ
「NK」

カイトリル注１ｍｇ ⑪

239 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍL１管
グラニセトロン静注液１ｍｇ
「テバ」

カイトリル注１ｍｇ ④

239 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管
グラニセトロン静注液１ｍｇ
「サワイ」

カイトリル注１ｍｇ ⑬ 追加

239 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍL１管
グラニセトロン静注液３ｍｇ
「明治」

カイトリル注３ｍｇ ⑤

239 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管
グラニセトロン静注液３ｍｇ
「サワイ」

カイトリル注３mg ⑬ 追加

239 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍL１袋
グラニセトロン点滴静注バッ
グ１ｍｇ/５０ｍＬ「テバ」

- ⑯

239 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍL１袋
グラニセトロン点滴静注バッ
グ１ｍｇ/５０ｍＬ「テルモ」

- ③

239 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍL１袋
グラニセトロン点滴静注バッ
グ１ｍｇ／５０ｍＬ「ＨＫ」

- ⑨　⑪　⑫

239 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍL１袋
グラニセトロン点滴静注液３
ｍｇ／１００ｍＬ「テバ」

カイトリル点滴静注用３ｍｇバッグ ④　⑯

239 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍL１袋
グラニセトロン点滴静注バッ
グ３ｍｇ／１００ｍＬ「ＨＫ」

カイトリル点滴静注用３ｍｇバッグ ⑦　⑩　⑰

239 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍL１袋
グラニセトロン点滴静注液３
ｍｇバッグ「ＮＫ」

カイトリル点滴静注用３ｍｇバッグ ②　⑱

239 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍL１袋
グラニセトロン点滴静注バッ
グ３ｍｇ/１００ｍL「マイラン」
（マイラン･ファイザー）

カイトリル点滴静注用３ｍｇバッグ ⑲

239 メトクロプラミド ０．５％２ｍL１管
塩酸メトクロプラミド注射液１
０ｍｇ「タカタ」

プリンペラン注射液１０ｍｇ ⑫　⑭　⑯　⑰

239 メトクロプラミド ０．５％２ｍL１管
メトクロプラミド注１０ｍｇ「テ
バ」

プリンペラン注射液１０ｍｇ ⑪

239 メトクロプラミド ０．５％２ｍL１管 テルペラン注射液10mg プリンペラン注射液１０ｍｇ ⑨ 追加

２２１　呼吸促進剤

２２５　気管支拡張剤

２３２　消化性潰瘍用剤

２３９　その他の消化器官用薬

２２３　気道粘液溶解剤
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239 ラモセトロン塩酸塩 ０．３ｍｇ２ｍＬ１管
ラモセトロン塩酸塩注射液
０．３ｍｇ「ＥＭＥＣ」

ナゼア注射液０．３ｍｇ ⑧　⑬

239 インフリキシマブ
100mg20mL1バイア
ル

インフリキシマブＢＳ点滴静
注用１００ｍｇ「ＮＫ」

レミケード点滴静注用100 ③　⑧

239 インフリキシマブ
100mg20mL1バイア
ル

インフリキシマブＢＳ点滴静
注用１００ｍｇ「あゆみ」

レミケード点滴静注用100 ⑩ 追加

241
ヒト下垂体性性腺刺激ホル
モン

７５単位１管（溶解液
付）

ＨMG筋注用７５単位「Ｆ」 - ⑬

241
ヒト下垂体性性腺刺激ホル
モン

７５単位１管（溶解液
付）

ＨMG注テイゾー７５ - ②　⑩　⑬

241
ヒト下垂体性性腺刺激ホル
モン

７５単位１管（溶解液
付）

ゴナピュール注用７５ - ⑬　⑰　⑲

241
ヒト下垂体性性腺刺激ホル
モン

７５単位１瓶（溶解液
付）

ＨMG注射用７５ＩＵ「フェリン
グ」

- ⑪

241
ヒト下垂体性性腺刺激ホル
モン

１５０単位１管（溶解
液付）

ＨMG筋注用１５０単位「Ｆ」 - ⑬　⑯　⑰

241
ヒト下垂体性性腺刺激ホル
モン

１５０単位１管（溶解
液付）

ＨMG注テイゾー１５０ - ⑦　⑬　⑯　⑱　⑲

241
ヒト下垂体性性腺刺激ホル
モン

１５０単位１管（溶解
液付）

ゴナピュール注用１５０ - ②　⑬　⑱　⑲

241
ヒト下垂体性性腺刺激ホル
モン

１５０単位１管（溶解
液付）

フォリルモンP注１５０ - ⑪

241
ヒト下垂体性性腺刺激ホル
モン

１５０ＩＵ１瓶（溶解液
付）

HMG注射用１５０IU「フェリン
グ」

- ⑪　⑰

245 アドレナリン ０．１％１ｍL１筒
アドレナリン注０．１％シリン
ジ「テルモ」

ボスミン注１ｍｇ
①　②　④　⑤　⑦　⑧　⑨　
⑩　⑪　⑫　⑬　⑭　⑯　⑰　

⑱　⑲

245
デキサメタゾンリン酸エステ
ルナトリウム

１．６５ｍｇ０．５ｍL１
管

デキサート注射液１．６５ｍｇ デカドロン注射液１．６５ｍｇ
①　③　⑤　⑧　⑩　⑪　⑯　

⑱　⑲

245
デキサメタジンリン酸エステ
ルナトリウム

３．３ｍｇ１ｍL１管 デキサート注射液３．３ｍｇ デカドロン注射液３．３ｍｇ
③　④　⑤　⑧　⑩　⑭　⑰　

⑲

245
デキサメタゾンリン酸エステ
ルナトリウム

６．６ｍｇ２ｍL１瓶 デキサート注射液６．６ｍｇ デカドロン注射液６．６ｍｇ ⑧　⑨　⑩　⑪　⑫　⑯　⑱

245
デキサメタゾンリン酸エステ
ルナトリウム

１００ｍｇ５ｍL１瓶 ソルコート静注液１００ｍｇ - ①

245
ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステルナトリウム

１００ｍｇ１瓶（溶解液
付）

サクシゾン注射用１００ｍｇ ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ
②　③　⑧　⑨　⑪　⑫　⑬　

⑮　⑯　⑱　⑲

245
ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステルナトリウム

３００ｍｇ１瓶（溶解液
付）

サクシゾン注射用３００ｍｇ -
③　⑧　⑨　⑪　⑬　⑮　⑱　

⑲

245
ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステルナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解液
付）

サクシゾン静注用５００ｍｇ ソル・コーテフ静注用５００ｍｇ ②　⑮

245
ヒドロコルチゾンリン酸エス
テルナトリウム

１００ｍｇ／２ｍＬ／１
管

ヒドロコルチゾンリン酸エス
テルＮａ静注液１００ｍｇ「ＡＦ
Ｐ」

水溶性ハイドロコートン注射液１００ｍｇ ⑪

245
プラステロン硫酸エステルナ
トリウム水和物

２００ｍｇ１瓶 レボスパ静注用２００ｍｇ - ⑨

245
ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

２ｍｇ１管
リノロサール注射液２ｍｇ
（０．４％）

リンデロン注２ｍｇ（０．４％） ⑫　⑰

245
ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

４ｍｇ１管
リノロサール注射液４ｍｇ
（０．４％）

リンデロン注２ｍｇ（０．４％） ⑯

245
メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

４０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

注射用ソル・メルコート４０ ソル・メドロール静注用４０ｍｇ ③　⑤　⑧　⑫　⑯　⑱

245
メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

４０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルＮａ注射用４０ｍｇ
「ＡＦＰ」

ソル・メドロール静注用４０ｍｇ ⑪

245
メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

４０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルＮａ注射用４０ｍｇ
｢サワイ｣

ソル・メドロール静注用４０ｍｇ ⑬

245
メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

１２５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

注射用ソル・メルコート１２５ ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ ③　④　⑤　⑧　⑫　⑯　⑰

245
メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

１２５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルＮａ注射用１２５
ｍｇ「ＡＦＰ」

ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ ⑪

245
メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

１２５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルＮａ注射用１２５
ｍｇ｢サワイ｣

ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ ⑨　⑬　⑲

245
メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解液
付）

注射用ソル・メルコート５００ ソル・メドロール静注用５００ｍｇ
③　④　⑤　⑧　⑫　⑯　⑰　

⑱

245
メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解液
付）

メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルＮａ注射用５００
ｍｇ「ＡＦＰ」

ソル・メドロール静注用５００ｍｇ ⑪

245
メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解液
付）

メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルＮａ注射用５００
ｍｇ｢サワイ｣

ソル・メドロール静注用５００ｍｇ ⑨　⑬　⑲

245
メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液付）
注射用ソル・メルコート１００
０

ソル・メドロール静注用１０００ｍｇ ③　⑧　⑫　⑯　⑱

245
メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液付）
メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルＮａ注射用１０００
ｍｇ「ＡＦＰ」

ソル・メドロール静注用１０００ｍｇ ⑪

245
メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液付）
メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルＮａ注射用１０００
ｍｇ｢サワイ｣

ソル・メドロール静注用１０００ｍｇ ⑨　⑬

247
ヒドロキシプロゲステロンカ
プロン酸エステル

１２５ｍｇ１管
プロゲストンデポー筋注１２
５mg

プロゲデポー筋注１２５mg ⑬

248
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

１ｍL１管 ダイホルモン・デポー注 プリモジアン・デポー筋注 ①　⑯

２４１　脳下垂体ホルモン剤

２４５　副腎ホルモン剤

２４８　混合ホルモン剤

２４７　卵胞ホルモン剤及び黄体ホルモン剤
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249
インスリン　グラルギン（遺伝
子組換え）

３００単位１キット
インスリン　グラルギンＢＳ注
ミリオペン「リリー」

ランタス注ソロスター
②　③　④　⑥　⑦　⑧　⑨　
⑩　⑪　⑫　⑬　⑭　⑯　⑰　

⑱　⑲

249
インスリン　グラルギン（遺伝
子組換え）

３００単位１キット
インスリン　グラルギンＢＳ注
キット「ＦＦＰ」

ランタス注ソロスター ⑧

249 オクトレオチド酢酸塩 ５０μｇ１ｍＬ１管
オクトレオチド酢酸塩皮下注
５０μｇ「サンド」

サンドスタチン皮下注用５０μｇ ②　⑪ 追加

249 オクトレオチド酢酸塩 １００μｇ１ｍL１管
オクトレオチド皮下注１００μ
ｇ「あすか」

サンドスタチン皮下注用１００μｇ
③　④　⑤　⑧　⑩　⑫　⑯　

⑲

249 オクトレオチド酢酸塩 １００μｇ１ｍＬ１管
オクトレオチド酢酸塩皮下注
１００μｇ「サンド」

サンドスタチン皮下注用１００μｇ ②　⑪　⑬ 追加

249 酢酸リュープロレリン １．８８ｍｇ１筒
リュープロレリン酢酸塩注射
用キット１．８８ｍｇ「あすか」

リュープリン注射用キット１．８８ｍｇ ⑪　⑯

249 酢酸リュープロレリン １．８８ｍｇ１筒
リュープロレリン酢酸塩注射
用ｷｯﾄ１．８８ｍｇ「ＮＰ」

リュープリン注射用キット１．８８ｍｇ ⑫ 追加

249 酢酸リュープロレリン ３．７５ｍｇ１筒
リュープロレリン酢酸塩注射
用キット３．７５ｍｇ「あすか」

リュープリン注射用キット３．７５ｍｇ ③　⑧　⑪　⑯

249 酢酸リュープロレリン ３．７５ｍｇ１筒
リュープロレリン酢酸塩注射
用ｷｯﾄ３．７５ｍｇ「ＮＰ」

リュープリン注射用キット３．７５ｍｇ ⑫ 追加

249 ジノプロスト １ｍｇ１ｍL１管
ジノプロスト注射液１０００μ
ｇ｢Ｆ｣

プロスタルモン・Ｆ注射液１０００
①　③　⑧　⑪　⑬　⑯　⑰　

⑲

253
メチルエルゴメトリンマレイン
酸塩

０．０２％１ｍL１管 パルタンＭ注０．２ｍｇ - ⑦　⑨　⑪　⑱　⑲

253
メチルエルゴメトリンマレイン
酸塩

０．０２％１ｍL１管
メチルエルゴメトリン注０．２
ｍｇ「あすか」

- ①　②　⑧　⑬　⑯　⑰

259 リトドリン塩酸塩 １％５ｍL１管
リトドリン点滴静注５０ｍｇ「Ｐ
Ｐ」

ウテメリン注５０ｍｇ ①　⑦　⑬

259 リトドリン塩酸塩 １％５ｍL１管
リトドリン塩酸塩点滴静注液
５０ｍｇ「オーハラ」

ウテメリン注５０ｍｇ ⑨

259 リトドリン塩酸塩 １％５ｍL１管
リトドリン塩酸塩点滴静注液
５０ｍｇ「日医工」

ウテメリン注５０ｍｇ ②　⑱

259 リトドリン塩酸塩 １％５ｍL１管
リトドリン塩酸塩点滴静注液
５０ｍｇ「Ｆ」

ウテメリン注５０ｍｇ ⑯ 追加

271
塩酸リドカイン、酒石酸水素
エピネフリン

１．０ｍL１管
オーラ注歯科用カートリッジ
１．０ｍL

- ④ 追加

271
塩酸リドカイン、酒石酸水素
エピネフリン

１．８ｍL１管
オーラ注歯科用カートリッジ
１．８ｍL

- ④　⑦　⑪　⑲

276 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶
ミノサイクリン塩酸塩点滴静
注用１００ｍｇ「サワイ」

ミノマイシン点滴静注用１００ｍｇ ②

276 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶
ミノサイクリン塩酸塩点滴静
注用１００ｍｇ「日医工」

ミノマイシン点滴静注用１００ｍｇ
⑦　⑨　⑪　⑫　⑬　⑮　⑰　

⑱

311 カルシトリオール ０．５μｇ１ｍＬ１管
カルシトリオール静注液０．
５μｇ「Ｆ」

ロカルトロール注０．５ ⑫　⑬　⑯　⑰　⑱

311 カルシトリオール １μｇ１ｍＬ１管
カルシトリオール静注液１μ
ｇ「Ｆ」

ロカルトロール注１ ⑬　⑯　⑰

311 マキサカルシトール ２．５μｇ１ｍＬ１管
マキサカルシトール静注透
析用２．５μｇ「テバ」

オキサロール注２．５μｇ ③

311 マキサカルシトール ２．５μｇ１ｍＬ１管
マキサカルシトール静注透
析用２．５μｇ「ファイザー」

オキサロール注２．５μｇ ⑬

311 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管
マキサカルシトール静注透
析用５μｇ「テバ」

オキサロール注５μｇ ③　⑧　⑩　⑫

311 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管
マキサカルシトール静注透
析用５μｇ「ファイザー」

オキサロール注５μｇ ⑬

311 マキサカルシトール １０μｇ１ｍＬ１管
マキサカルシトール静注透
析用１０μｇ「テバ」

オキサロール注１０μｇ ③　⑧

311 マキサカルシトール １０μｇ１ｍＬ１管
マキサカルシトール静注透
析用１０μｇ「ファイザー」

オキサロール注１０μｇ ⑬

312 フルスルチアミン １０ｍｇ１管
フルスルチアミン注１０ｍｇ
「トーワ」

アリナミンＦ注１０ｍｇ ⑮

312 フルスルチアミン ５０ｍｇ１管
フルスルチアミン静注５０ｍｇ
「トーワ」

アリナミンＦ注５０ｍｇ ④　⑪ 追加

313 パンテノール １００ｍｇ１管 パンテニール注１００ｍｇ パントール注射液１００ｍｇ ⑪

313 パンテノール ２５０ｍｇ１管 パンテニール注２５０ｍｇ パントール注射液２５０ｍｇ ⑭　⑱

313 パンテノール ５００ｍｇ１管 パンテニール注５００ｍｇ パントール注射液５００ｍｇ ⑫　⑯　⑰

313 ヒドロキソコバラミン酢酸塩 １ｍｇ１管
ヒドロキソコバラミン注１０００
μｇ「イセイ」

フレスミンＳ注射液１０００μｇ、マスブロン
注１ｍｇ

⑩

313
ピリドキサールリン酸エステ
ル水和物

３０ｍｇ１管 ビタゼックス注３０ｍｇ
ピドキサール注３０ｍｇ、ハイピリドキシン
注３０ｍｇ

⑮

313
フラビンアデニンジヌクレオ
チドナトリウム

１０ｍｇ１管 フラジレン注１０ｍｇ
フラビタン注射液１０ｍｇ、アデフラビン注１
０ｍｇ、ワカデニン注射液１０ｍｇ

⑩

313 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 イセコバミン注５００μｇ
メチコバール注射液５００μｇ、バンコミン
筋注５００μｇ

⑯　⑰

313 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 メコバラミン注５００μｇ｢ＮＰ｣
メチコバール注射液５００μｇ、バンコミン
筋注５００μｇ

①　③　⑤　⑨　⑫　⑬

313 メコバラミン ０．５ｍｇ１管
メコバラミン注５００μｇ｢トー
ワ｣

メチコバール注射液５００μｇ、バンコミン
筋注５００μｇ

④ 追加

２７１　歯科用局所麻酔剤

２４９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

２５３　子宮収縮剤

２５９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

２７６　歯髄覆罩剤

３１２　ビタミンＢ１剤

３１３　ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く）

３１１　ビタミンＡ及びＤ剤

- 52 -



薬効分類番号
（３ケタ）

成分名 規格 先発医薬品名 医療機関名 備考

313
フラビンアデニ ンジヌクレオ
チ ド

30ｍｇ１管 ワカデニン注射液３０ｍｇ フラビタン注 ⑥ 追加

314 アスコルビン酸 ５００ｍｇ１管
アスコルビン酸注５００ｍｇ
PB「日新」

ビタシミン注射液５００ｍｇ ⑩　⑫

314 アスコルビン酸 ５００ｍｇ１管
アスコルビン酸注射液５００
ｍｇ「日医工」

ビタシミン注射液５００ｍｇ ⑦ 追加

317
高カロリー輸液用総合ビタミ
ン剤

１瓶 ダイメジン・マルチ注 ネオラミン・マルチＶ注射用 ⑦　⑨　⑯　⑲

317
高カロリー輸液用総合ビタミ
ン剤

２筒１キット ビタジェクト注キット -
①　②　③　④　⑤　⑧　⑪　

⑫　⑬　⑭　⑰

317
チアミンジスフィド、B６・B１２
配合剤

１０ｍＬ１管 ナイロジン注 - ⑯

322 Ｌ－アスパラギン酸カリウム
１７．１２％１０ｍL１
管

Ｌ－アスパラギン酸Ｋ点滴静
注液１０ｍＥｑ「タイヨー」

アスパラカリウム注１０ｍＥｑ ①

322 Ｌ－アスパラギン酸カリウム
１７．１２％１０ｍL１
管

アスパラギン酸カリウム注１
０ｍＥｑキット「テルモ」

アスパラカリウム注１０ｍＥｑ
②　⑤　⑧　⑩　⑫　⑬　⑰　

⑱

322
塩化マンガン、硫酸亜鉛水
和物配合剤

２ｍL１管 ミネラミック注 エレメンミック注、ミネラリン注 ③　⑤　⑧　⑬　⑭

322
塩化マンガン、硫酸亜鉛水
和物配合剤

２ｍL１管 メドレニック注 エレメンミック注、ミネラリン注 ⑦　⑯　⑰

322
塩化マンガン、硫酸亜鉛水
和物配合剤

２ｍL１筒 ミネリック－５注シリンジ エレメンミック注、ミネラリン注 ④　⑩　⑲

322
塩化マンガン、硫酸亜鉛水
和物配合剤

２ｍL１筒
ミネリック－５配合点滴静注
シリンジ

エレメンミック注、ミネラリン注 ⑥　⑨　⑪

322
塩化マンガン、硫酸亜鉛水
和物配合剤

２ｍL１筒
エレジェクト注シリンジ「テル
モ」

エレメンミック注、ミネラリン注 ⑱ 追加

323 ブドウ糖 ５％５０ｍＬ１キット 大塚糖液５％２ポート５０ｍＬ 大塚糖液５％ＴＮ ⑦

323 ブドウ糖 ５％１００ｍL１キット
大塚糖液５％２ポート１００ｍ
L

大塚糖液５％ＴＮ ⑧　⑨

323 ブドウ糖 ５％１００ｍL１キット ５％糖液キットＨ - ①

323 ブドウ糖 ５０％２０ｍL１筒
ブドウ糖注５０％シリンジ「テ
ルモ」

- ③　⑧　⑩　⑬

325 アミノ酸、糖、電解質 ５００ｍL１キット ツインパル輸液 アミノフリード輸液 ⑤　⑦

325 肝不全用アミノ酸製剤 ２００ｍL１袋 ヒカリレバン注 アミノレバン点滴静注 ⑧　⑪　⑬　⑰

325 肝不全用アミノ酸製剤 ５００ｍL１袋 ヒカリレバン注 アミノレバン点滴静注
①　③　⑤　⑧　⑨　⑪　⑫　

⑬　⑭　⑯　⑲

325 胎盤加水分解物 ２ｍＬ１管 ラエンネック注 - ⑰

326
肝臓エキス、フラビンアデニ
ンジヌクレオチド

１ｍL１管 アセラート注射液１ｍL アデラビン９号注１ｍL ⑧

326
肝臓エキス、フラビンアデニ
ンジヌクレオチド

１ｍL１管 リバレス注 アデラビン９号注１ｍL ④　⑯

329 ダイズ油 ２５０ｍL１袋 イントラリポス輸液１０％ - ④　⑥　⑨　⑩　⑬

329 ダイズ油 ２０％５０ｍL１袋 イントラリポス輸液２０％ イントラファット注２０％ ⑪　⑬

329 ダイズ油 ２０％１００ｍL１袋 イントラリポス輸液２０％ イントラファット注２０％
①　②　③　⑦　⑧　⑪　⑫　

⑬　⑭　⑮　⑯　⑱　⑲

329 ダイズ油 ２０％２５０ｍL１袋 イントラリポス輸液２０％ イントラファット注２０％ ⑤　⑦　⑧　⑬　⑭　⑰　⑱

331 維持液 ２００ｍL１袋 ソルデム３Ａ輸液 ソリタ－Ｔ３号輸液（２００ｍＬ）
①　②　③　④　⑤　⑦　⑧　
⑨　⑩　⑪　⑫　⑬　⑱　⑲

331 維持液 ２００ｍL１袋 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 ソリタ－Ｔ３号輸液（２００ｍＬ） ⑮

331 維持液 ２００ｍL１袋 ソルデム３ＡＧ輸液 ソリタ－Ｔ３号G輸液（２００ｍＬ） ⑬

331 維持液 ２００ｍL１袋 ハルトマン-G３号輸液 ソリタ－Ｔ３号輸液（２００ｍＬ） ⑯

331 維持液 ２００ｍL１袋 ヒシナルク３号輸液 ソリタ－Ｔ３号輸液（２００ｍＬ） ⑰

331 維持液 ５００ｍL１袋 ソルデム３Ａ輸液 ソリタ－Ｔ３号輸液（５００ｍＬ）
①　②　③　④　⑤　⑥　⑦　
⑧　⑨　⑩　⑪　⑫　⑬　⑱　

⑲

331 維持液 ５００ｍL１袋 ソルデム３ＡＧ輸液 ソリタ－Ｔ３号G輸液（５００ｍＬ）
①　②　③　④　⑤　⑧　⑨　
⑩　⑪　⑫　⑬　⑯　⑰　⑱　

⑲

331 維持液 ５００ｍL１袋 ハルトマン－Ｇ３号輸液 ソリタ－Ｔ３号輸液（５００ｍＬ） ⑯

331 維持液 ５００ｍL１袋 ヒシナルク３号輸液 ソリタ－Ｔ３号輸液（５００ｍＬ） ⑰

331 維持液 ５００ｍL１袋 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 ソリタ－Ｔ３号輸液（５００ｍＬ） ⑮ 追加

331 維持液（ブドウ糖加） ２５０ｍL１袋 グルアセト３５注 フィジオ３５輸液（２５０ｍL袋） ⑪　⑭

331 塩化アンモニウム ５モル２０ｍＬ１管
塩化アンモニウム補正液５
ｍＥｑ／ｍＬ

- ⑪　⑬

３２３　糖類剤

３２５　タンパクアミノ酸製剤

３２６　臓器製剤

３２９　その他の滋養強壮薬

３３１　血液代用剤

３１７　混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）

３２２　無機質製剤

３１４　ビタミンＣ剤
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331 塩化カリウム １モル１０ｍL１キット
ＫＣＬ注１０ｍＥｑキット「テル
モ」

- ④　⑨

331 塩化カリウム １モル２０ｍL１キット
ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テル
モ」

-
①　②　③　④　⑤　⑧　⑩　
⑪　⑫　⑬　⑭　⑯　⑰　⑱

331 塩化ナトリウム １０％２０ｍL１筒
塩化ナトリウム注１０％シリ
ンジ「テルモ」

- ③　⑬　⑰

331 開始液 ２００ｍL１袋 ソルデム１輸液 -
①　②　③　④　⑤　⑦　⑧　
⑨　⑩　⑪　⑫　⑬　⑭　⑰　

⑱　⑲

331 開始液 ２００ｍL１袋 ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 ソリタ－Ｔ１号輸液（２００ｍＬ） ⑮　⑯

331 開始液 ５００ｍL１袋 ソルデム１輸液 -
①　②　③　④　⑤　⑦　⑧　
⑨　⑩　⑪　⑫　⑬　⑭　⑰　

⑱　⑲

331 開始液 ５００ｍL１袋 ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 ソリタ－Ｔ１号輸液（５００ｍＬ） ⑮

331 開始液 ５００ｍL１瓶 リプラス１号輸液 - ⑯

331 酢酸リンゲル ５００ｍL１瓶 ソリューゲンＦ注 ヴィーンＦ注（５００ｍL）
③　⑤　⑦　⑧　⑨　⑩　⑫　

⑬　⑭　⑯　⑰　⑲

331 酢酸リンゲル ５００ｍL１袋 ソルアセトＦ輸液 ヴィーンＦ注（５００ｍL） ②　⑪　⑱

331 酢酸維持液（ブドウ糖加） ５００ｍL１瓶 アセトキープ３G注 ヴィーン３G注（５００ｍＬボトル） ③　⑪　⑯

331 酢酸維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１袋 アセテート維持液３Ｇ「ＨＫ」 ヴィーン３Ｇ輸液 ⑬

331 術後回復液 ２００ｍL１袋 ソルデム６輸液 ＫＮ４号輸液（２００ｍＬ袋） ③　⑥

331 術後回復液 ５００ｍL１袋 ソルデム６輸液 ＫＮ４号輸液（５００ｍＬ袋） ③　⑥　⑦　⑨　⑱　⑲

331 生理食塩液 ５ｍL１筒
生食注シリンジ「オーツカ」５
ｍL

- ②　⑪　⑫　⑬

331 生理食塩液 １０ｍL１筒 生食注シリンジ「ＳＮ」１０ｍL - ⑭

331 生理食塩液 １０ｍL１筒
生食注シリンジ「オーツカ」１
０ｍL

- ①　③　⑧　⑪　⑯

331 生理食塩液 １０ｍL１筒
生食注シリンジ「テルモ」１０
ｍL

- ④　⑰

331 生理食塩液 ２０ｍL１筒 生食注シリンジ「ＮＰ」 - ④

331 生理食塩液 ２０ｍL１筒
生食注シリンジ「オーツカ」２
０ｍL

-
①　②　③　⑧　⑨　⑪　⑬　

⑯　⑱

331 生理食塩液 ５０ｍＬ１筒
生食注シリンジ５０ｍＬ「ニプ
ロ」

- ⑬

331 生理食塩液 ２０ｍL１管 生食液ＮＳ - ⑫　⑱

331 生理食塩液 ５０ｍＬ１キット 大塚生食注２ポート５０ｍＬ - ⑯

331 生理食塩液 ５０ｍL１キット 生食溶解液キットＨ - ⑦　⑨

331 生理食塩液 １００ｍL１キット 大塚生食注２ポート１００ｍL -
⑦　⑧　⑨　⑪　⑬　⑭　⑯　

⑰

331 生理食塩液 １００ｍL１キット 生食注キット「フソー」 - ⑩

331 生理食塩液 １００ｍL１キット 生食溶解液キットＨ - ①　②　③　⑧　⑱　⑲

331
ソルビトール加乳酸リンゲル
液

２５０ｍL１袋 ラクテックG輸液 - ⑬

331
ソルビトール加乳酸リンゲル
液

５００ｍL１袋 ラクテックG輸液 -
②　⑤　⑧　⑫　⑬　⑭　⑮　

⑯　⑰　⑲

331 デキストラン４０、ブドウ糖 ５００ｍL１袋
低分子デキストラン糖注※
（大塚製薬工場）

- ②　⑱

331
デキストラン４０乳酸リンゲ
ル液

５００ｍL１袋 サヴィオゾール輸液 - ⑦

331 乳酸リンゲル液 ５００ｍL１袋 ソルラクト輸液
ラクテック注（５００ｍL袋）、ラクトリンゲル
液"フソー"

③　⑦　⑪　⑫　⑬　⑯

331 乳酸リンゲル液 １０００ｍL１袋 ソルラクト輸液
ラクテック注（１０００ｍＬ袋）、ラクトリンゲ
ル液"フソー"

⑫　⑬

331 乳酸リンゲル液 １０００ｍL１袋 ハルトマン輸液ｐＨ８「ＮＰ」
ラクテック注（１０００ｍL袋）、ラクトリンゲ
ル液"フソー"

②

331
ヒドロキシエチルデンプン７０
０００

６％５００ｍL１袋 サリンヘス輸液６％ - ①　②　⑪　⑰

331 ブドウ糖加乳酸リンゲル液 ５００ｍL１袋 ラクテックＤ輸液 - ⑰

331 ブドウ糖加酢酸リンゲル液 ５００ｍL１袋 ソルアセトＤ輸液 - ①

331 ブドウ糖加酢酸リンゲル液 ５００ｍL１瓶 ソリューゲンG注 ヴィーンＤ注（５００ｍLボトル） ⑦　⑨

332
カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％５ｍＬ１管
カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム静注液２５ｍｇ「日医
工」

アドナ（静脈用）２５㎎ ⑪

332
カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％１０ｍL１管
カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム注５０ｍｇ「日医工」

アドナ注（静脈用）５０ｍｇ ⑤　⑫　⑭　⑯　⑰

332
カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％２０ｍL１管 アドナミン静注１００ｍｇ アドナ注（静脈用）１００ｍｇ ⑮

332
カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％２０ｍL１管
カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム静注液１００ｍｇ「日
医工」

アドナ注（静脈用）１００ｍｇ ④　⑪

332 トラネキサム酸 ５％５ｍL１管
トラネキサム酸注２５０ｍｇ／
５ｍL「日新」

トランサミン注５％ ②　⑥　⑧　⑫

332 トラネキサム酸 １０％１０ｍL１管 トラネキサム酸注１ｇ「ＮＰ」 トランサミン注１０％ ⑤　⑭　⑰

332 トラネキサム酸 １０％１０ｍL１管
トラネキサム酸注射液１００
０ｍｇ「タイヨー」

トランサミン注１０％ ⑮

３３２　止血剤
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332 トラネキサム酸 １０％１０ｍL１管
トラネキサム酸注射液１００
０ｍｇ「テバ」

トランサミン注１０％ ⑨　⑪　⑯

332 トラネキサム酸 １０％１０ｍL１管
トラネキサム酸注１０００ｍｇ
／１０ｍＬ「日新」

トランサミン注１０％ ②　④　⑧　⑫　⑱

333 ダルテパリンナトリウム
２５００低分子ヘパリ
ン国際単位１０ｍＬ　
1筒

ダルテパリンＮａ静注２５００
単位／１０ｍＬシリンジ「ニプ
ロ」

フラグミン静注５０００単位／５ｍL ⑲

333 ダルテパリンナトリウム
３０００低分子ヘパリ
ン国際単位１２ｍＬ　
1筒

ダルテパリンNa静注３０００
単位／１２ｍＬシリンジ「ニプ
ロ」

フラグミン静注５０００単位／５ｍL ⑲

333 ダルテパリンナトリウム
４０００低分子ヘパリ
ン国際単位１６ｍＬ　
1筒

ダルテパリンNa静注４０００
単位／１６ｍＬシリンジﾞ「ニプ
ロ」

フラグミン静注５０００単位／５ｍL ⑨　⑲

333 ダルテパリンナトリウム
５０００低分子ヘパリ
ン国際単位１瓶

ダルテパリンＮａ静注５０００
単位／５ｍL「日医工」

フラグミン静注５０００単位／５ｍL ⑯　⑱

333 ダルテパリンナトリウム
５０００低分子ヘパリ
ン国際単位１瓶

ダルテパリンＮａ静注５０００
単位／５ｍL「サワイ」

フラグミン静注５０００単位／５ｍL ⑤　⑧

333 ダルテパリンナトリウム
５０００低分子ヘパリ
ン国際単位１管

ダルテパリンＮａ静注５０００
単位／５ｍL「日新」

フラグミン静注５０００単位／５ｍL ④

333 ダルテパリンナトリウム
５０００低分子ﾍヘパ
リン国際単位２０ｍＬ　
１筒

ダルテパリンＮａ静注５０００
単位／２０ｍＬシリンジﾞ「ニプ
ロ」

フラグミン静注５０００単位／５ｍL ⑪　⑰　⑱　⑲

333 ヘパリンカルシウム
５０００単位０．２ｍL
１筒

ヘパリンカルシウム皮下注５
千単位／０．２ｍLシリンジ
「モチダ」

-
②　③　④　⑦　⑨　⑩　⑪　

⑬　⑯　⑰　⑱　⑲

333 ヘパリンカルシウム ２００００単位１瓶
カプロシン皮下注２万単位／
０．８ｍL

- ⑦　⑱

333 ヘパリンカルシウム ２００００単位１瓶
ヘパリンCa皮下注２万単位/
０．８ｍＬ「サワイ」

- ⑤　⑧　⑫　⑬　⑯

333 ヘパリンナトリウム ５０単位５ｍL１筒
ヘパリンＮａロック用１０単位
／ｍLシリンジ「オーツカ」５
ｍL

ヘパリンNaロック用１０単位／mLシリンジ
５mL「タナベ」、ヘパフラッシュ１０単位／
mLシリンジ５mL

⑨　⑩　⑪　⑱

333 ヘパリンナトリウム １００単位１０ｍL１筒
ヘパリンＮａロック用１０単位
／ｍLシリンジ１０ｍL「テバ」

ヘパリンNaロック用１０単位／mLシリンジ
１０mL「タナベ」、ヘパフラッシュ１０単位／
mLシリンジ１０mL

②

333 ヘパリンナトリウム １００単位１０ｍL１筒
ヘパリンNaロック用１０単位
／ｍLシリンジ｢ＳＮ｣１０ｍL

ヘパリンNaロック用１０単位／mLシリンジ
１０mL「タナベ」、ヘパフラッシュ１０単位／
mLシリンジ１０mL

⑰

333 ヘパリンナトリウム ５００単位５ｍL１筒
ヘパリンＮａロック用１００単
位／ｍLシリンジ「オーツカ」
５ｍL

ヘパリンNaロック用１００単位／mLシリン
ジ５mL「ニプロ」、ヘパフラッシュ１００単位
／mLシリンジ５mL

⑬

333 ヘパリンナトリウム
１０００単位１０ｍL１
筒

ヘパリンＮａロック用１００単
位／ｍLシリンジ「オーツカ」
１０ｍL

ヘパリンNaロック用１００単位／mLシリン
ジ１０mL「タナベ」、ヘパフラッシュ１００単
位／mLシリンジ１０mL

③　④　⑦　⑧　⑨　⑪　⑫　
⑬　⑭　⑮　⑯

333 ヘパリンナトリウム
１０００単位１０ｍL１
筒

ヘパリンNaロック用１００単
位／ｍLシリンジ｢ＳＮ｣１０ｍ
L

ヘパリンNaロック用１００単位／mLシリン
ジ１０mL「タナベ」、ヘパフラッシュ１００単
位／mLシリンジ１０mL

⑰

333 ヘパリンナトリウム
３０００単位２０ｍL１
筒

ヘパリンNa透析用１５０単位
／ｍＬシリンジ２０ｍＬ「フ
ソー」

- ⑯

333 ヘパリンナトリウム
４０００単位２０ｍL１
筒

ヘパリンNa透析用２００単位
／ｍＬシリンジ２０ｍＬ「フ
ソー」

- ⑯

333 ヘパリンナトリウム
５０００単位１０ｍL１
筒

ヘパリンＮａ透析用５００単位
／ｍLシリンジ１０ｍL「ＮＰ」

- ②　⑩　⑲

333 ヘパリンナトリウム
５０００単位２０ｍL１
筒

ヘパフィルド透析用２５０単
位／ｍLシリンジ２０ｍL

- ⑧　⑨　⑫　⑬　⑰

333 ヘパリンナトリウム
５０００単位２０ｍL１
筒

ヘパリンNa透析用２５０単位
／ｍLシリンジ２０ｍＬ「ニプ
ロ」

- ⑪

333 ヘパリンナトリウム
１００００単位２０ｍL
１筒

ヘパリンＮａ透析用５００単位
／ｍLシリンジ２０ｍL「ＮＰ」

- ⑩　⑲

339 フィルグラスチム ７５μｇ０．３ｍL１筒
フィルグラスチムＢＳ注７５μ
ｇシリンジ「モチダ」

グランシリンジ７５
①　②　③　④　⑤　⑩　⑯　

⑱　⑲

339 フィルグラスチム ７５μｇ０．３ｍL１筒
フィルグラスチムＢＳ注７５μ
gシリンジ「サンド」

グランシリンジ７５ ⑦　⑨ 追加

339 フィルグラスチム ７５μｇ０．３ｍL１筒
フィルグラスチムＢＳ注７５μ
ｇシリンジ「Ｆ」

グランシリンジ７５ ⑰

339 フィルグラスチム ７５μｇ０．３ｍL１筒
フィルグラスチムＢＳ注７５μ
ｇシリンジ「NK」

グランシリンジ７５ ⑧　⑪ 追加

339 フィルグラスチム １５０μｇ０．６ｍL１筒
フィルグラスチムＢＳ注１５０
μｇリンジ「モチダ」

グランシリンジ１５０ ②　⑯

339 フィルグラスチム １５０μｇ０．６ｍL１筒
フィルグラスチムＢＳ注１５０
μｇシリンジ「NK」

グランシリンジ１５０ ⑧　⑪ 追加

339 フィルグラスチム ３００μｇ０．７ｍＬ１筒
フィルグラスチムＢＳ注３００
μｇシリンジ「NK」

グランシリンジＭ３００ ⑧ 追加

341 人工透析液 ２０２０ｍL１キット
サブパック血液ろ過用補充
液－Ｂｉ

サブラッド血液ろ過用補充液ＢＳＧ ③　⑤　⑫　⑬　⑭　⑰

342 腹膜透析液 １．５L１袋 ニコペリック腹膜透析液 エクストラニール腹膜透析液１．５L/袋 ⑪　⑬

342 腹膜透析液
１．５L１袋(排液用
バッグ付)

ニコペリック腹膜透析液
エクストラニール腹膜透析液１．５L/袋(排
液用バッグ付)

③　⑪　⑬

342 腹膜透析液 ２L１袋 ニコペリック腹膜透析液 エクストラニール腹膜透析液２L/袋 ⑪　⑬

342 腹膜透析液
２L１袋(排液用バッグ
付)

ニコペリック腹膜透析液
エクストラニール腹膜透析液２L/袋(排液
用バッグ付)

⑪　⑬

３３３　血液凝固阻止剤

３３９　その他の血液・体液用薬

３４１　人工腎臓透析用剤

３９１　肝臓疾患用剤

３４２　腹膜透析液
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391
グリチルリチン、グリシン、シ
ステイン配合剤

２０ｍＬ１管 グリファーゲン静注２０ｍＬ 強力ネオミノファーゲンシー静注２０ｍＬ ⑧　⑫　⑯

391
グリチルリチン、グリシン、シ
ステイン配合剤

２０ｍL１管 ネオファーゲン静注２０ｍｌ 強力ネオミノファーゲンシー静注２０ｍL ③　⑤　⑥　⑭　⑮　⑱

391
グリチルリチン、グリシン、シ
ステイン配合剤

２０ｍL１管 ニチファーゲン注 強力ネオミノファーゲンシー静注２０ｍL ④ 追加

391
グリチルリチン、グリシン、シ
ステイン配合剤

２０ｍL１筒
ヒシファーゲン配合静注シリ
ンジ２０ｍL

強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ２
０ｍL

⑨　⑩　⑪

391
グリチルリチン、グリシン、シ
ステイン配合剤

４０ｍL１筒
ヒシファーゲン配合静注シリ
ンジ４０ｍＬ

強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ４
０ｍL

⑨　⑩　⑪

391
グリチルリチン、グリシン、シ
ステイン配合剤

１００ｍL１袋 ネオファーゲン静注１００ｍｌ 強力ネオミノファーゲンシー静注１００ｍL ③ 追加

392 グルタチオン ２００ｍｇ1管
グルタチオン注射用２００ｍｇ
「タイヨー」

タチオン注射用２００ｍｇ ⑬　⑯

392 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用２
５ｍｇ「F」

アイソボリン点滴静注用２５ｍｇ ①

392 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用２
５ｍｇ「ＮＫ」

アイソボリン点滴静注用２５ｍｇ ④　⑦　⑫

392 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用２
５ｍｇ「ＮＰ」

アイソボリン点滴静注用２５ｍｇ ⑪　⑬　⑱

392 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用２
５「オーハラ」（第一三共エス
ファ）

アイソボリン点滴静注用２５ｍｇ ⑲

392 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用２
５ｍｇ「トーワ」

アイソボリン点滴静注用２５ｍｇ ⑤　⑧　⑨

392 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用２
５ｍｇ「ヤクルト」

アイソボリン点滴静注用２５ｍｇ ③　⑩　⑭　⑯　⑰

392 レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用１
００ｍｇ「F」

アイソボリン点滴静注用１００ｍｇ ①

392 レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用１
００ｍｇ「ＮＫ」

アイソボリン点滴静注用１００ｍｇ ④　⑦　⑫

392 レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用１
００ｍｇ「ＮＰ」

アイソボリン点滴静注用１００ｍｇ ⑪　⑬　⑱

392 レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用１
００「オーハラ」（第一三共エ
スファ）

アイソボリン点滴静注用１００ｍｇ ⑲

392 レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用１
００ｍｇ「トーワ」

アイソボリン点滴静注用１００ｍｇ ⑤　⑧　⑨

392 レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用１
００ｍｇ「ヤクルト」

アイソボリン点滴静注用１００ｍｇ ③　⑩　⑭　⑯　⑰

395 ウロキナーゼ ６００００単位１瓶
ウロキナーゼ注「フジ」
60,000

ウロキナーゼ静注用6万単位「ベネシス」 ①　⑦

399
アデノシン三リン酸二ナトリ
ウム

２０ｍｇ１管 ＡＴＰ注２０ｍｇ「イセイ」
アデホス－Ｌコーワ注２０ｍｇ、トリノシンS
注射液１０ｍｇ

⑪　⑮　⑯

399
アレンドロン酸ナトリウム水
和物

９００μｇ１００ｍＬ
１袋

アレンドロン酸点滴静注バッ
グ９００μｇ「ＨＫ」

ボナロン点滴静注バッグ９００μｇ ③　⑫

399
エポエチン　カッパ（遺伝子
組換え）（エポエチンアルファ
後続１）

７５０国際単位０．５
ｍL１筒

エポエチンアルファＢＳ注７５
０シリンジ「ＪＣＲ」

- ⑧　⑨　⑯

399
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）

１５００国際単位１ｍL
１筒

エポエチンアルファBS注１５
００シリンジ「JCR」

- ⑧　⑩　⑪　⑬　⑲

399
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）

３０００国際単位２ｍL
１筒

エポエチンアルファBS注３０
００シリンジ「JCR」

- ⑧　⑨　⑩　⑪　⑫　⑬　⑲

399 エルカトニン
２０エルカトニン単位
１ｍＬ１管

エルカトニン筋注２０単位「サ
ワイ」

エルシトニン注２０Ｓ ⑦

399 エルカトニン
２０エルカトニン単位
１ｍＬ１管

エルカトニン筋注２０単位「Ｎ
Ｐ」

エルシトニン注２０Ｓ ③

399 エルカトニン
４０エルカトニン単位
１ｍＬ１管

エルカトニン注４０単位「ＮＰ」 エルシトニン注４０単位 ③　⑦　⑧　⑬

399 エルカトニン
４０エルカトニン単位
１ｍＬ１管

エルカトニン注４０単位「Ｆ」 エルシトニン注４０単位 ⑪　⑯

399 エルカトニン
４０エルカトニン単位
１管

ラスカルトン注４０ エルシトニン注４０単位 ⑲

399 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍL１管
オザグレルＮａ点滴静注２０
ｍｇ「ＩＰ」

注射用カタクロット２０ｍｇ、キサンボン注
射用２０ｍｇ

⑭　⑰

399 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２ｍＬ１管
オザグレルＮａ点滴静注用２
０ｍｇ「ＳＷ」

注射用カタクロット２０ｍｇ、キサンボン注
射用２０ｍｇ

⑧

399 オザグレンナトリウム ２０ｍｇ２ｍＬ１管
オザグレルＮａ点滴静注２０
ｍｇ「ＭＥＥＫ」

注射用カタクロット２０ｍｇ、キサンボン注
射用２０ｍｇ

⑥

399 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍL１管
オザグレルＮａ点滴静注４０
ｍｇ「ＩＰ」

注射用カタクロット４０ｍｇ、キサンボン注
射用４０ｍｇ

⑦

399 オザグレンナトリウム ４０ｍｇ４ｍＬ１管
オザグレルＮａ点滴静注４０
ｍｇ「ＭＥＥＫ」

注射用カタクロット４０ｍｇ、キサンボン注
射用４０ｍｇ

⑥　⑱

399 オザグレンナトリウム ４０ｍｇ４ｍＬ１管
オザグレルＮａ点滴静注４０
ｍｇ「日医工」

注射用カタクロット４０ｍｇ、キサンボン注
射用４０ｍｇ

⑤

399 オザグレンナトリウム ８０ｍｇ８ｍＬ１管
オザグレルＮａ点滴静注８０
ｍｇ「ＭＥＥＫ」

- ③　⑥

399 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍL１筒
オザグレルＮａ注射液８０ｍｇ
シリンジ「サワイ」

- ⑨　⑩　⑯

399 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍL１筒
キサクロット注８０ｍｇシリン
ジ

- ①

399 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍL１袋
オザグレルＮａ点滴静注８０
ｍｇバック「テルモ」

- ⑪　⑫

399 ガベキサートメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶
ガベキサートメシル酸塩注
射用１００ｍｇ「サワイ」

注射用エフオーワイ１００ ⑩　⑬　⑯

399 ガベキサートメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶
ガベキサートメシル酸塩注
射用１００ｍｇ「ALF」

注射用エフオーワイ１００ ⑤

399 ガベキサートメシル酸塩 1００ｍｇ１瓶
ガベキサートメシル酸塩注
射用1００ｍｇ「日医工」

注射用エフオーワイ1００ ⑰

３９２　解毒剤

３９９　他に分類されない代謝性医薬品

３９５　酵素製剤
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399 ガベキサートメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 注射用プロビトール１００ｍｇ 注射用エフオーワイ１００ ⑰

399 ガベキサートメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 レミナロン注射用１００ｍｇ 注射用エフオーワイ１００
①　②　③　⑦　⑧　⑪　⑱　

⑲

399 ガベキサートメシル酸塩 ５００ｍｇ１瓶
ガベキサートメシル酸塩注
射用５００ｍｇ「サワイ」

注射用エフオーワイ５００ ④　⑨　⑬　⑯

399 ガベキサートメシル酸塩 ５００ｍｇ１瓶
ガベキサートメシル酸塩注
射用５００ｍｇ「日医工」

注射用エフオーワイ５００ ⑥　⑰

399 ガベキサートメシル酸塩 ５００ｍｇ１瓶
ガベキサートメシル酸塩注
射用５００ｍｇ「ALF」

注射用エフオーワイ５００ ⑤

399 ガベキサートメシル酸塩 ５００ｍｇ１瓶 レミナロン注射用５００ｍｇ 注射用エフオーワイ５００ ①　②　⑦　⑧　⑪　⑱

399 ガベキサートメシル酸塩 ５００ｍｇ１瓶
ガベキサートメシル酸塩注
射用５００ｍｇ「タカタ」

注射用エフオーワイ５００ ⑲ 追加

399
シベレスタットナトリウム水
和物

１００ｍｇ１瓶
シベレスタットＮａ点滴静注
用１００ｍｇ「テバ」

注射用エラスポール１００ ⑨　⑫　⑯

399
シベレスタットナトリウム水
和物

１００ｍｇ１瓶
シベレスタットＮａ点滴静注
用１００ｍｇ「ニプロ」

注射用エラスポール１００ ⑤　⑬　⑭　⑰

399
シベレスタットナトリウム水
和物

１００ｍｇ１瓶
シベレスタットＮａ点滴静注
用１００ｍｇ「ファイザー」

注射用エラスポール１００ ③　⑪

399 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ１瓶
ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ/
５ｍＬ「サンド」

ゾメタ点滴静注４ｍｇ ⑲

399 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ１瓶
ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ/
５ｍＬ「ニプロ」

ゾメタ点滴静注４ｍｇ ④

399 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ１瓶
ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ/
５ｍＬ「ヤクルト」

ゾメタ点滴静注４ｍｇ ⑯

399 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ／１００ｍＬ１袋
ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ/
１００ｍＬバッグ「トーワ」

ゾメタ点滴静注４ｍｇ ③

399 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ／１００ｍＬ１袋
ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ/
１００mLバッグ「サノフィ」

ゾメタ点滴静注４ｍｇ/1００mL ⑧

399 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ／１００ｍＬ１袋
ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ/
１００mLバッグ「ニプロ」

ゾメタ点滴静注４ｍｇ/１００mL ④　⑦

399 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ／１００ｍＬ１袋
ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ/
１００mLバッグ「ヤクルト」

ゾメタ点滴静注４ｍｇ/１００mL ⑩　⑪　⑫　⑰

399 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ／１００ｍＬ１袋
ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ/
１００mLバッグ「NK」

ゾメタ点滴静注４ｍｇ/１００mL ⑤

399 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ／１００ｍＬ１袋
ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ/
１００mLバッグ「テバ」

ゾメタ点滴静注４ｍｇ/１００mL ⑨

399 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 コアヒビター注射用１０ｍｇ 注射用フサン１０ ①　⑱

399 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶
注射用ナファモスタット１０
「ＭＥＥＫ」

注射用フサン１０ ③　⑤　⑧　⑫　⑬

399 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 注射用ブイペル１０ 注射用フサン１０ ⑦　⑯

399 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶
ナファモスタット注射用１０ｍ
ｇ「SW」

注射用フサン１０ ⑨

399 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶
ナファモスタットメシル酸塩
注射用１０ｍｇ「フソー」

注射用フサン１０ ②　⑪　⑲

399 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶
ナファモスタットメシル酸塩
注射用１０ｍｇ「Ｆ」

注射用フサン１０ ⑰

399 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶
ナファモスタットメシル酸塩
注射用１０ｍｇ｢ＮＰ｣

注射用フサン１０　 ⑲

399 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 コアヒビター注射用５０ｍｇ 注射用フサン５０ ①　⑩　⑱

399 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶
注射用ナファモスタット５０
「ＭＥＥＫ」

注射用フサン５０ ③　⑤　⑧　⑫　⑬

399 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 注射用ブイペル５０ 注射用フサン５０ ⑦　⑯

399 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶
ナファモスタットメシル酸塩
注射用５０ｍｇ「Ｆ」

注射用フサン５０ ⑰

399 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶
ナファモスタット注射用５０ｍ
ｇ「SW」

注射用フサン５０ ⑨

399 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶
ナファモスタットメシル酸塩
注射用５０ｍｇ｢ＮＰ｣

注射用フサン５０ ⑲

399 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶
ナファモスタットメシル酸塩
注射用５０ｍｇ「フソー」

注射用フサン５０ ②　⑪　⑲

399 ナファモスタットメシル酸塩 １５０ｍｇ１瓶 コアヒビター注射用１５０ｍｇ - ⑩

399
パミドロン酸二ナトリウム水
和物

１５ｍｇ１瓶
パミドロン酸二Ｎａ点滴静注
用１５ｍｇ「Ｆ」

- ⑬

399
パミドロン酸二ナトリウム水
和物

３０ｍｇ1瓶
パミドロン酸二Ｎａ点滴静注
用３０ｍｇ「サワイ」

- ⑥　⑲

399 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍL１筒
アダントディスポ関節注２５
ｍｇ

アルツディスポ関節注２５ｍｇ ⑥　⑧　⑯

399 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍL１筒
ヒアルロン酸Ｎａ関節注シリ
ンジ２５ｍｇ「ＮＰ」

アルツディスポ関節注２５ｍｇ ⑤

422 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶
ゲムシタビン点滴静注用２０
０ｍｇ「タイホウ」

ジェムザール注射用２００ｍｇ ①

422 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶
ゲムシタビン点滴静注用２０
０ｍｇ「ＮＫ」

ジェムザール注射用２００ｍg ②　⑤　⑧　⑭　⑰

422 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶
ゲムシタビン点滴静注用２０
０ｍｇ「ホスピーラ」

ジェムザール注射用２００ｍｇ ⑲

422 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶
ゲムシタビン点滴静注用２０
０ｍｇ「ヤクルト」

ジェムザール注射用２００ｍg
③　④　⑨　⑩　⑪　⑫　⑬　

⑯

422 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ５ｍＬ１瓶
ゲムシタビン点滴静注液２０
０ｍｇ／５ｍＬ「NK」

ジェムザール注射用２００ｍｇ ⑦ 追加

422 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶
ゲムシタビン点滴静注用１ｇ
「ＮＫ」

ジェムザール注射用１ｇ ②　⑤　⑧　⑭　⑰

422 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶
ゲムシタビン点滴静注用１ｇ
「タイホウ」

ジェムザール注射用１ｇ ①

422 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶
ゲムシタビン点滴静注用１ｇ
「ホスピーラ」

ジェムザール注射用１ｇ ⑲

422 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶
ゲムシタビン点滴静注用１ｇ
「ヤクルト」

ジェムザール注射用１ｇ
③　④　⑨　⑩　⑪　⑫　⑬　

⑯
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422 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ２５ｍＬ１瓶
ゲムシタビン点滴静注液１ｇ
／２５ｍＬ「NK」

ジェムザール注射用１ｇ ⑦ 追加

422 シタラビン ４００ｍｇ１２０ｍＬ１瓶
シタラビン点滴静注液４００
ｍｇ「テバ」

キロサイドN注４００ｍｇ ④　⑨　⑪

422 シタラビン １ｇ１５０ｍＬ１瓶
シタラビン点滴静注液１ｇ「テ
バ」

キロサイドN注1g ④　⑨　⑪

422 フルオロウラシル ２５０ｍｇ１瓶
フルオロウラシル注２５０ｍｇ
「トーワ」

5-FU注２５０ｍｇ ③　④　⑤　⑧　⑪　⑬　⑯

422 フルオロウラシル １ｇ１瓶
フルオロウラシル注１０００ｍ
ｇ「トーワ」

5-FU注１０００ｍｇ ③　④　⑤　⑧　⑪　⑬　⑯

423 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶
エピルビシン塩酸塩注射用
１０ｍｇ「ＮＫ」

ファルモルビシン注射用１０ｍｇ
①　③　④　⑧　⑩　⑪　⑫　

⑬　⑲

423 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶
エピルビシン塩酸塩注射用
１０ｍｇ「サワイ」

ファルモルビシン注射用１０ｍｇ ⑨　⑰

423 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍL１瓶
エピルビシン塩酸塩注射液
１０ｍｇ／５ｍL「ＮＫ」

ファルモルビシンＲＴＵ注射液１０ｍｇ ⑤　⑪　⑯

423 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍL１瓶
エピルビシン塩酸塩注射液
１０ｍｇ／５ｍL　「サワイ」

ファルモルビシンＲＴＵ注射液１０ｍｇ ⑭　⑰

423 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶
エピルビシン塩酸塩注射用
５０ｍｇ「ＮＫ」

ファルモルビシン注射用５０ｍｇ
①　③　④　⑧　⑩　⑫　⑬　

⑲

423 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍL１瓶
エピルビシン塩酸塩注射液
５０ｍｇ／２５ｍL「ＮＫ」

ファルモルビシンＲＴＵ注射液５０ｍｇ ⑤　⑪　⑫　⑯

423 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍL１瓶
エピルビシン塩酸塩注射液
５０ｍｇ／２５ｍL　「サワイ」

ファルモルビシンＲＴＵ注射液５０ｍｇ ⑨　⑭　⑰

423 ドキソルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶
ドキソルビシン塩酸塩注射
用１０ｍｇ「ＮＫ」

アドリアシン注用１０
②　④　⑧　⑩　⑪　⑫　⑬　

⑭　⑰　⑱

423 ドキソルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶
ドキソルビシン塩酸塩注射
用１０ｍｇ「サンド」

アドリアシン注用１０ ⑨ 追加

423 ドキソルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶
ドキソルビシン塩酸塩注射
用５０ｍｇ「ＮＫ」

アドリアシン注用５０
②　④　⑧　⑩　⑪　⑫　⑬　

⑭　⑰　⑱

423 ドキソルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶
ドキソルビシン塩酸塩注射
用５０ｍｇ「サンド」

アドリアシン注用５０ ⑨ 追加

423 ドキソルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍｌ１瓶
ドキソルビシン塩酸塩注射
液５０ｍｇ「サンド」

アドリアシン注用５０ ⑲

424 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍL１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注
液４０ｍｇ「ＮＫ」

トポテシン点滴静注４０ｍｇ、カンプト点滴
静注４０ｍｇ

⑦　⑧

424 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍL１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注
液４０ｍｇ「サワイ」

トポテシン点滴静注４０ｍｇ、カンプト点滴
静注４０ｍｇ

⑰

424 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍL１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注
液４０ｍｇ「タイホウ」

トポテシン点滴静注４０ｍｇ、カンプト点滴
静注４０ｍｇ

③　⑪　⑬

424 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍL１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注
液４０ｍｇ「トーワ」

トポテシン点滴静注４０ｍｇ、カンプト点滴
静注４０ｍｇ

④　⑤　⑨

424 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍL１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注
液４０ｍｇ「ホスピーラ」

トポテシン点滴静注４０ｍｇ、カンプト点滴
静注４１ｍｇ

⑫　⑯

424 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍL１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注
液１００ｍｇ「ＮＫ」

トポテシン点滴静注１００ｍｇ、カンプト点
滴静注１００ｍｇ

⑦　⑧　⑲

424 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍL１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注
液１００ｍｇ「サワイ」

トポテシン点滴静注１００ｍｇ、カンプト点
滴静注１００ｍｇ

⑰

424 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍL１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注
液１００ｍｇ「タイホウ」

トポテシン点滴静注１００ｍｇ、カンプト点
滴静注１００ｍｇ

③　⑪　⑬

424 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍL１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注
液１００ｍｇ「トーワ」

トポテシン点滴静注１００ｍｇ、カンプト点
滴静注１００ｍｇ

④　⑤　⑨

424 イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍL１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注
液１００ｍｇ「ホスピーラ」

トポテシン点滴静注１００ｍｇ、カンプト点
滴静注１００ｍｇ

⑫　⑯

424 エトポシド １００ｍｇ５ｍL１瓶
エトポシド点滴静注液１００
ｍｇ「ＳＮ」

ベプシド注１００ｍｇ、ラステット注１００ｍｇ
／５ｍＬ

⑨　⑬　⑯　⑰

424 エトポシド １００ｍｇ５ｍL１瓶
エトポシド点滴静注液１００
ｍｇ「サンド」

ベプシド注１００ｍｇ、ラステット注１００ｍｇ
／５ｍＬ

④　⑧　⑪

424 エトポシド １００ｍｇ５ｍL１瓶
エトポシド点滴静注１００ｍｇ
「タイヨー」

ベプシド注１００ｍｇ、ラステット注１００ｍｇ
／５ｍＬ

⑫　⑲

424 ドセタキセル水和物
２０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶
（溶解液付）

ドセタキセル点滴静注用２０
ｍｇ「サワイ」

タキソテール点滴静注用２０ｍｇ ⑪

424 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注用２０
ｍｇ／１ｍＬ「ケミファ」

ワンタキソテール点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ ③　④

424 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注液２０
ｍｇ／１ｍＬ「ＮＫ」

ワンタキソテール点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ ⑦　⑬

424 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注２０ｍ
ｇ／１ｍＬ｢ＥＥ｣

ワンタキソテール点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ ⑫　⑱

424 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注液２０
ｍｇ/１ｍL「サワイ」

ワンタキソテール点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ ①

424 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注２０ｍ
ｇ／１ｍＬ「ヤクルト」

ワンタキソテール点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ ⑨　⑯　⑲

424 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注２０ｍ
ｇ／１ｍＬ「ニプロ」

ワンタキソテール点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ ④　⑪　⑭　⑰

424 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ２ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注液２０
ｍｇ／２ｍＬ「ホスピーラ」

ワンタキソテール点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ ⑤　⑩　⑪

424 ドセタキセル水和物
８０ｍｇ２ｍＬ１瓶（溶
解液付）

ドセタキセル点滴静注用８０
ｍｇ「サワイ」

タキソテール点滴静注用８０ｍｇ ⑪

424 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注用８０
ｍｇ／４ｍＬ「ケミファ」

ワンタキソテール点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ ③　④

424 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注８０ｍ
ｇ／４ｍＬ｢ＥＥ｣

ワンタキソテール点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ ⑫　⑱

424 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注液８０
ｍｇ／４ｍＬ「ＮＫ」

ワンタキソテール点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ ⑦　⑬

424 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注液８０
ｍｇ／４ｍＬ「ヤクルト」

ワンタキソテール点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ ⑨　⑯　⑲

424 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注液８０
ｍｇ/４ｍＬ「サワイ」

ワンタキソテール点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ ①

424 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注８０ｍ
ｇ／４ｍＬ「ニプロ」

ワンタキソテール点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ ④　⑧　⑪　⑭　⑰

424 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ８ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注液８０
ｍｇ／８ｍＬ「ホスピーラ」

ワンタキソテール点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ ⑤　⑩　⑪

４２４　抗腫瘍性植物成分製剤

４２３　抗腫瘍性抗生物質製剤
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424 ドセタキセル水和物 １２０ｍｇ１２ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注液１２
０ｍｇ/１２ｍL「ホスピーラ」

- ⑪

424 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍL１瓶
パクリタキセル注３０ｍｇ／５
ｍL「ＮＫ」

タキソール注射液３０ｍｇ
②　③　⑧　⑩　⑪　⑫　⑬　

⑭　⑯　⑰　⑱

424 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍL１瓶
パクリタキセル注射液３０ｍ
ｇ「サワイ」

タキソール注射液３０ｍｇ ④　⑨

424 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶
パクリタキセル注３０ｍｇ「マ
イラン」

タキソール注射液３０ｍｇ ⑲

424 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍL１瓶
パクリタキセル点滴静注液３
０ｍｇ/５ｍL「ホスピーラ」

タキソール注射液３０ｍｇ ⑤　⑦　⑧　⑪

424 パクリタキセル
１００ｍｇ１６．７ｍL１
瓶

パクリタキセル注１００ｍｇ／
１６．７ｍL「ＮＫ」

タキソール注射液１００ｍｇ
②　③　⑩　⑪　⑫　⑬　⑯　

⑰　⑱

424 パクリタキセル
１００ｍｇ１６．７ｍL１
瓶

パクリタキセル注射液１００
ｍｇ「サワイ」

タキソール注射液１００ｍｇ ④　⑨

424 パクリタキセル
１００ｍｇ１６．７ｍＬ１
瓶

パクリタキセル注１００ｍｇ
「マイラン」

タキソール注射液１００ｍｇ ⑲

424 パクリタキセル
１００ｍｇ１６．７ｍL１
瓶

パクリタキセル点滴静注液１
００ｍｇ/１６．７ｍL「ホスピー
ラ」

タキソール注射液１００ｍｇ ⑤　⑦　⑧　⑪

424 ビノレルビン酒石酸塩 １０ｍｇ１ｍL１瓶 ロゼウス静注液１０ｍｇ ナベルビン注１０ ④　⑤　⑩　⑪　⑫　⑰

424 ビノレルビン酒石酸塩 ４０ｍｇ４ｍL１瓶 ロゼウス静注液４０ｍｇ ナベルビン注４０
④　⑨　⑤　⑩　⑪　⑯　⑰　

⑱　⑲

429 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶
オキサリプラチン点滴静注
液５０ｍｇ「ＮＫ」

エルプラット点滴静注液５０ｍｇ ⑤　⑦　⑧　⑩　⑫　⑬

429 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶
オキサリプラチン点滴静注５
０ｍｇ「トーワ」

エルプラット点滴静注液５０ｍｇ ⑨

429 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶
オキサリプラチン点滴静注５
０ｍｇ「ホスピーラ」

エルプラット点滴静注液５０ｍｇ ③　⑪

429 オキサリプラチン １００ｍｇ２０ｍL１瓶
オキサリプラチン点滴静注
液１００ｍｇ「ＮＫ」

エルプラット点滴静注液１００ｍｇ ⑤　⑦　⑧　⑩　⑫　⑬

429 オキサリプラチン １００ｍｇ２０ｍL１瓶
オキサリプラチン点滴静注１
００ｍｇ「トーワ」

エルプラット点滴静注液１００ｍｇ ⑨

429 オキサリプラチン １００ｍｇ２０ｍL１瓶
オキサリプラチン点滴静注
液１００ｍｇ/２０ｍＬ「ホス
ピーラ」

エルプラット点滴静注液１００ｍｇ ③　⑪　⑲

429 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍL１瓶
オキサリプラチン点滴静注
液２００ｍｇ「ＮＫ」

エルプラット点滴静注液２００ｍｇ ⑦　⑬

429 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍL１瓶
カルボプラチン点滴静注液５
０ｍｇ「ＮＫ」

パラプラチン注射液５０ｍｇ
①　②　③　⑤　⑧　⑩　⑪　

⑫　⑬　⑭　⑰　⑲

429 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍL１瓶
カルボプラチン点滴静注液５
０ｍｇ「サワイ」

パラプラチン注射液５０ｍｇ ④　⑨

429 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍL１瓶
カルボプラチン注射液５０ｍ
ｇ「日医工」

パラプラチン注射液５０ｍｇ ⑦　⑯　⑱

429 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍL１瓶
カルボプラチン点滴静注液１
５０ｍｇ「ＮＫ」

パラプラチン注射液１５０ｍｇ
①　②　③　⑤　⑧　⑩　⑪　

⑬　⑭　⑰　⑲

429 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍL１瓶
カルボプラチン点滴静注液１
５０ｍｇ「サワイ」

パラプラチン注射液１５０ｍｇ ④　⑨

429 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍL１瓶
カルボプラチン注射液１５０
ｍｇ「日医工」

パラプラチン注射液１５０ｍｇ ⑦　⑯　⑱

429 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍL１瓶
カルボプラチン点滴静注液４
５０ｍｇ「ＮＫ」

パラプラチン注射液４５０ｍｇ
①　②　③　⑤　⑩　⑪　⑫　

⑬　⑭　⑰　⑲

429 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍL１瓶
カルボプラチン点滴静注液４
５０ｍｇ「サワイ」

パラプラチン注射液４５０ｍｇ ④　⑨

429 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍL１瓶
カルボプラチン注射液４５０
ｍｇ「日医工」

パラプラチン注射液４５０ｍｇ ⑦　⑯　⑱

429 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍL１瓶
シスプラチン注１０ｍｇ「日医
工」

ブリプラチン注１０ｍｇ、ランダ注１０ｍｇ／
２０ｍL

⑤　⑦　⑧　⑨　⑩　⑭　⑯　
⑰　⑱　⑲

429 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍL１瓶
シスプラチン点滴静注１０ｍ
ｇ「マルコ」

ブリプラチン注１０ｍｇ、ランダ注１０ｍｇ／
２０ｍL

②　③　④　⑬

429 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍL１瓶
シスプラチン点滴静注１０ｍ
ｇ「ファイザー」

ブリプラチン注１０ｍｇ、ランダ注１０ｍｇ／
２０ｍL

⑪　⑫

429 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍL１瓶 プラトシン注１０
ブリプラチン注１０ｍｇ、ランダ注１０ｍｇ／
２０ｍL

①　⑫

429 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍL１瓶
シスプラチン注２５ｍｇ「日医
工」

ブリプラチン注２５ｍｇ、ランダ注２５ｍｇ／
５０ｍL

⑤　⑩　⑭　⑱

429 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍL１瓶
シスプラチン点滴静注２５ｍ
ｇ「マルコ」

ブリプラチン注２５ｍｇ、ランダ注２５ｍｇ／
５０ｍL

②　③　④

429 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍL１瓶
シスプラチン点滴静注液２５
ｍｇ｢ファイザー｣

ブリプラチン注２５ｍｇ、ランダ注２５ｍｇ／
５０ｍL

⑪　⑫

429 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍL１瓶 プラトシン注２５
ブリプラチン注２５ｍｇ、ランダ注２５ｍｇ／
５０ｍL

①

429 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍL１瓶
シスプラチン注５０ｍｇ「日医
工」

ブリプラチン注５０ｍｇ、ランダ注５０ｍｇ／
１００ｍL

⑤　⑦　⑧　⑨　⑩　⑭　⑯　
⑰　⑱　⑲

429 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍL１瓶
シスプラチン点滴静注５０ｍ
ｇ「マルコ」

ブリプラチン注５０ｍｇ、ランダ注５０ｍｇ／
１００ｍL

②　③　④　⑬

429 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍL１瓶
シスプラチン点滴静注５０ｍ
ｇ「ファイザー」

ブリプラチン注５０ｍｇ、ランダ注５０ｍｇ／
１００ｍL

⑧

429 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍL１瓶 プラトシン注５０
ブリプラチン注５０ｍｇ、ランダ注５０ｍｇ／
１００ｍL

①　⑧

429 リツキシマブ １００ｍｇ１０ｍＬ１瓶
リツキシマブＢＳ点滴静注１
００ｍｇ「ＫＨＫ」

リツキサン注１００ｍｇ ④　⑫　⑬ 追加

429 リツキシマブ ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶
リツキシマブＢＳ点滴静注５
００ｍｇ「ＫＨＫ」

リツキサン注５００ｍｇ ④　⑫　⑬ 追加

430
テクネチウム大凝集人血清
アルブミン（９９ｍＴｃ）

１０MBｑ ラングシンチＴｃ－９９ｍ注 テクネＭＡＡキット ⑦　⑪　⑲

441
クロルフェニラミンマレイン酸
塩

１％１ｍL 1管
ネオレスタール注射液１０ｍ
ｇ

クロール・トリメトン注１０ｍｇ ⑬　⑱

４２９　その他の腫瘍用薬

４３０　放射性医薬品

４４１　抗ヒスタミン剤
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薬効分類番号
（３ケタ）

成分名 規格 先発医薬品名 医療機関名 備考

611 アルベカシン硫酸塩 １００ｍｇ２ｍL１管
アルベカシン硫酸塩注射液
１００ｍｇ「ケミファ」

ハベカシン注射液１００ｍｇ ⑧　⑨　⑰

611 アルベカシン硫酸塩 １００ｍｇ２ｍL１管
アルベカシン硫酸塩注射液
１００mg「HK」

ハベカシン注射液１００ｍｇ ③　⑲

611 アルベカシン硫酸塩 ２００ｍｇ４ｍL１管
アルベカシン硫酸塩注射液
２００ｍｇ「ＨＫ」

ハベカシン注射液２００ｍｇ ⑦　⑩

611 アルベカシン硫酸塩 ２００ｍｇ４ｍL１管
アルベカシン硫酸塩注射液
２００ｍｇ「ケミファ」

ハベカシン注射液２００ｍｇ ⑤　⑫

611 アルベカシン硫酸塩 ２００ｍｇ４ｍL１管
アルベカシン硫酸塩注射液
２００ｍｇ「テバ」

ハベカシン注射液２００ｍｇ ⑯ 追加

611
クリンダマイシンリン酸エス
テル

３００ｍｇ１管
クリンダマイシンリン酸エス
テル注射液３００ｍｇ「ＮＰ」

ダラシンＳ注射液３００ｍｇ ①　③

611
クリンダマイシンリン酸エス
テル

３００ｍｇ１管
クリンダマイシンリン酸エス
テル注射液３００ｍｇ「サワ
イ」

ダラシンＳ注射液３００ｍｇ ⑨　⑬

611
クリンダマイシンリン酸エス
テル

６００ｍｇ１管
クリンダマイシンリン酸エス
テル注６００mg｢F｣

ダラシンＳ注射液６００ｍｇ ⑫　⑱

611
クリンダマイシンリン酸エス
テル

６００ｍｇ１管
クリダマイシンリン酸エステ
ル注６００ｍｇ「トーワ」

ダラシンＳ注射液６００ｍｇ ⑰

611
クリンダマイシンリン酸エス
テル

６００ｍｇ１管
クリンダマイシン注射液６００
ｍｇ「タイヨー」

ダラシンＳ注射液６００ｍｇ ⑤　⑦　⑩　⑯

611
クリンダマイシンリン酸エス
テル

６００ｍｇ１管
クリンダマイシンリン酸エス
テル注射液６００ｍｇ「サワ
イ」

ダラシンＳ注射液６００ｍｇ ⑧　⑨　⑬　⑲

611
クリンダマイシンリン酸エス
テル

６００ｍｇ１管
クリンダマイシンリン酸エス
テル注射液６００ｍｇ「ＮＰ」

ダラシンＳ注射液６００ｍｇ ①　⑪

611 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶
テイコプラニン点滴静注用２
００ｍｇ「トーワ」

注射用タゴシッド２００ｍｇ ⑤　⑨

611 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶
テイコプラニン点滴静注用２
００ｍｇ「ＨＫ」

注射用タゴシッド２００ｍｇ ⑩

611 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶
テイコプラニン点滴静注用２
００ｍｇ「テバ」

注射用タゴシッド２００ｍｇ ⑯ 追加

611 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶
テイコプラニン点滴静注用２
００ｍｇ「日医工」

注射用タゴシッド２００ｍｇ ②　⑥　⑦　⑬　⑭

611 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶
テイコプラニン点滴静注用２
００ｍｇ｢ファイザー｣

注射用タゴシッド２００ｍｇ ③　⑧　⑪

611 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶
テイコプラニン点滴静注用２
００ｍｇ「明治」

注射用タゴシッド２００ｍｇ ⑱　⑲

611 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶
テイコプラニン点滴静注用２
００ｍｇ「サワイ」

注射用タゴシッド２００ｍｇ ⑫

611 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶
バンコマイシン点滴静注用
０．５ｇ「トーワ」

塩酸バンコマイシン点滴静注用０．５ｇ＊
(シオノギ)

①　⑨

611 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶
バンコマイシン塩酸塩点滴
静注用０．５ｇ「ＭＥＥＫ」

塩酸バンコマイシン点滴静注用０．５ｇ＊
(シオノギ)

②　③　④　⑤　⑥　⑦　⑧　
⑩　⑪　⑫　⑬　⑮　⑱　⑲

611 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶
バンコマイシン塩酸塩点滴
静注用０．５ｇ「タイヨー」

塩酸バンコマイシン点滴静注用０．５ｇ＊
(シオノギ)

⑯

611 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶
塩酸バンコマイシン点滴静
注用０．５ｇ「ＴＸ」

塩酸バンコマイシン点滴静注用０．５ｇ＊
(シオノギ)

⑰

611 バンコマイシン塩酸塩 １ｇ１瓶
点滴静注用バンコマイシン
１．０「ＭＥＥＫ」

塩酸バンコマイシン点滴静注用１ｇ ③　⑪

611 バンコマイシン塩酸塩 １ｇ１瓶
バンコマイシン塩酸塩点滴
静注用１ｇ｢ファイザー｣

塩酸バンコマイシン点滴静注用１ｇ ⑰

611 リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍL１管 リズピオン注６００ｍｇ リンコシン注射液６００ｍｇ ⑥

612 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管
アミカマイシン注射液１００ｍ
ｇ

アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「日医
工」、硫酸アミカシン注射液「萬有」１００ｍ
ｇ

①　⑲

612 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管
アミカシン硫酸塩注射液１０
０ｍｇ「サワイ」

アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「日医
工」、硫酸アミカシン注射液「萬有」１００ｍ
ｇ

⑤　⑮

612 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管
アミカシン硫酸塩注射液「Ｎｉ
ｋＰ」

アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「日医
工」、硫酸アミカシン注射液「萬有」１００ｍ
ｇ

⑰

612 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管
アミカシン硫酸塩注射液１０
０ｍｇ「Ｆ」

アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「日医
工」、硫酸アミカシン注射液「萬有」１００ｍ
ｇ

⑪

612 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管
アミカマイシン注射液２００ｍ
ｇ

アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「日医
工」、硫酸アミカシン注射液「萬有」２００ｍ
ｇ

①

612 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管
アミカシン硫酸塩注射液２０
０ｍｇ「サワイ」

アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「日医
工」、硫酸アミカシン注射液「萬有」２００ｍ
ｇ

⑫　⑬

612 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管
アミカシン硫酸塩注射液２０
０ｍｇ「ＮｉｋＰ」

アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「日医
工」、硫酸アミカシン注射液「萬有」２００ｍ
ｇ

⑯

612 イセパマイシン硫酸塩 ２００ｍｇ２ｍL１管
イセパマイシン硫酸塩注射
液２００ｍｇ｢日医工」

イセパシン注射液２００、エクサシン注射
液２００

⑥　⑬

612 イセパマイシン硫酸塩 ４００ｍｇ２ｍL１管
イセパマイシン硫酸塩注射
液４００ｍｇ｢日医工」

イセパシン注射液４００、エクサシン注射
液４００

⑥

613
イミペネム水和物、シラスタ
チンナトリウム

２５０ｍｇ１瓶
イミペネム・シラスタチン点滴
用０．２５ｇ「サンド」

チエナム点滴静注用０．２５ｇ ⑬

613
イミペネム水和物、シラスタ
チンナトリウム

２５０ｍｇ１瓶
チエペネム点滴静注用０．２
５ｇ

チエナム点滴静注用０．２５ｇ ⑧

613
イミペネム水和物、シラスタ
チンナトリウム

５００ｍｇ１瓶
イミペネム・シラスタチン点滴
用０．５ｇ「サンド」

チエナム点滴静注用０．５ｇ ①　④　⑤　⑫　⑬　⑯　⑰

613
イミペネム水和物、シラスタ
チンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 チエクール点滴用０．５ｇ チエナム点滴静注用０．５ｇ ③　⑨

613
イミペネム水和物、シラスタ
チンナトリウム

５００ｍｇ１瓶
チエペネム点滴静注用０．５
ｇ

チエナム点滴静注用０．５ｇ ⑧　⑩　⑪

613 ゲンタマイシン硫酸塩 １０ｍｇ１管
ゲンタマイシン硫酸塩注射
液１０ｍｇ「日医工」

ゲンタシン注１０ ⑦　⑨　⑪　⑬　⑯　⑰

６１１　主としてグラム陽性菌に作用するもの

６１２　主としてグラム陰性菌に作用するもの

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
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613 ゲンタマイシン硫酸塩 ４０ｍｇ１管 エルタシン注４０ｍｇ ゲンタシン注４０ ⑲

613 ゲンタマイシン硫酸塩 ４０ｍｇ1管
ゲンタマイシン硫酸塩注射
液４０ｍｇ「日医工」

ゲンタシン注４０ ⑬　⑰

613 ゲンタマイシン硫酸塩 ６０ｍｇ１管
ゲンタマイシン硫酸塩注射
液６０ｍｇ「日医工」

ゲンタシン注６０ ①　③　⑦　⑪　⑫　⑬　⑯

613
スルバクタムナトリウムアン
ピシリンナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 スルバシリン静注用０．７５ｇ ユナシン－Ｓ静注用０．７５ｇ ①　⑨　⑬

613
スルバクタムナトリウムアン
ピシリンナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 スルバクシン静注用０．７５ｇ ユナシン－Ｓ静注用０．７５ｇ ⑯

613
スルバクタムナトリウムアン
ピシリンナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 ピシリバクタ静注用０．７５ｇ ユナシン－Ｓ静注用０．７５ｇ ⑯ 追加

613
スルバクタムナトリウムアン
ピシリンナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 スルバシリン静注用１．５ｇ ユナシン－Ｓ静注用１．５ｇ
①　②　③　⑤　⑨　⑪　⑬　

⑭　⑰　⑱　⑲

613
スルバクタムナトリウムアン
ピシリンナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 スルバクシン静注用１．５ｇ ユナシン－Ｓ静注用１．５ｇ ⑯ 追加

613
スルバクタムナトリウムアン
ピシリンナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 ピシリバクタ静注用１．５ｇ ユナシン－Ｓ静注用１．５ｇ ④　⑦　⑧

613
スルバクタムナトリウムアン
ピシリンナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 ピスルシン静注用１．５ｇ ユナシン－Ｓ静注用１．５ｇ ⑫

613
スルバクタムナトリウムアン
ピシリンナトリウム

（３ｇ）１瓶 スルバクシン静注用３ｇ ユナシン－Ｓ静注用３ｇ ⑨ 追加

613
スルバクタムナトリウムアン
ピシリンナトリウム

（３ｇ）１瓶 スルバシリン静注用３ｇ ユナシン－Ｓ静注用３ｇ ⑨　⑬

613
スルバクタムナトリウム、セ
フォペラゾンナトリウム

（０．５ｇ）１瓶
ワイスタール配合静注用０．
５ｇ

スルペラゾン静注用０．５ｇ ⑪

613
スルバクタムナトリウム、セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 スルタムジン静注用１ｇ スルペラゾン静注用１ｇ ⑥

613
スルバクタムナトリウム、セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 セファセフ静注用１ｇ スルペラゾン静注用１ｇ ③　⑲

613
スルバクタムナトリウム、セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 セフォン静注用１ｇ スルペラゾン静注用１ｇ ⑧　⑩

613
スルバクタムナトリウム、セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 セフロニック静注用１ｇ スルペラゾン静注用１ｇ ⑯

613
スルバクタムナトリウム、セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 バクフォーゼ静注用１ｇ スルペラゾン静注用１ｇ ⑰

613
スルバクタムナトリウム、セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 ワイスタール配合静注用１ｇ スルペラゾン静注用１ｇ ①　②　⑤　⑦　⑨

613
スルバクタムナトリウム、セ
フォペラゾンナトリウム

１ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍL付）

注用ワイスタール１ｇバッグ
Ｓ

スルペラゾンキット静注用１ｇ ⑪　⑱

613
スルバクタムナトリウム、セ
フォペラゾンナトリウム

１ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍL付）

ワイスタール配合点滴静注
用１ｇバッグ

スルペラゾンキット静注用１ｇ ④　⑫

613 セファゾリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶
セファゾリンＮａ注射用０．２５
ｇ「タイヨー」

セファメジンα注射用０．２５ｇ ⑬

613 セファゾリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶
セファゾリンナトリウム注射
用０．２５ｇ｢日医工｣

セファメジンα注射用０．２５ｇ ⑯

613 セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶
セファゾリンナトリウム注射
用０．５ｇ｢日医工｣

セファメジンα注射用０．５ｇ ①　⑰　⑲

613 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶
セファゾリンＮａ注射用１ｇ「タ
イヨー」

セファメジンα注射用１ｇ ⑬

613 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶
セファゾリンナトリウム注射
用1ｇ｢日医工｣

セファメジンα注射用１ｇ
①　②　⑤　⑥　⑧　⑩　⑪　

⑭　⑯　⑰　⑲

613 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶
セファゾリンＮａ注射用１ｇ｢Ｎ
Ｐ｣

セファメジンα点滴用１ｇ ③　⑦　⑨

613 セファゾリンナトリウム
１ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍL付）

セファゾリンＮａ点滴静注用１
ｇバッグ「オーツカ」

セファメジンα点滴用キット１ｇ ④　⑪　⑫　⑮　⑱

613 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶
セファゾリンナトリウム注射
用２ｇ｢日医工｣

セファメジンα注射用２ｇ ②　⑫

613 セフェピム塩酸塩水和物 １ｇ１瓶
セフェピム塩酸塩静注用１ｇ
「ＣＭＸ」

注射用マキシピーム１ｇ ⑭　⑰

613 セフェピム塩酸塩水和物 １ｇ１瓶
セフェピム塩酸塩静注用１ｇ
「サンド」

注射用マキシピーム１ｇ
③　④　⑥　⑪　⑫　⑯　⑱　

⑲

613 セフェピム塩酸塩水和物 １ｇ１瓶
セフェピム塩酸塩静注用１ｇ
「日医工」

注射用マキシピーム１ｇ ⑲

613 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶
セファピコール静注用０．２５
ｇ

パンスポリン静注用０．２５ｇ、ハロスポア
静注用０．２５ｇ

⑨

613 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶
セフォチアム塩酸塩静注用
０．２５ｇ「ＮＰ」

パンスポリン静注用０．２５ｇ、ハロスポア
静注用０．２５ｇ

⑪

613 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶
セフォチアム塩酸塩静注用
０．５ｇ「ＮＰ」

パンスポリン静注用０．５ｇ、ハロスポア静
注用０．５ｇ

⑬

613 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶
セフォチアム塩酸塩静注用１
ｇ｢ＮＰ｣

パンスポリン静注用１ｇ、ハロスポア静注
用１ｇ

①　③　⑥　⑦　⑨　⑪　⑬　
⑰　⑲

613 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶
セフォチアム塩酸塩静注用１
ｇ「日医工」

パンスポリン静注用１ｇ、ハロスポア静注
用１ｇ

⑤　⑧　⑫　⑯

613 セフォチアム塩酸塩
１ｇ１キット（生食１００
ｍL付）

パセトクール静注用１ｇバッ
グＳ

パンスポリン静注用１ｇバッグＳ ⑱

613 セフォチアム塩酸塩
１ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍL付）

セフォチアム静注用１ｇバッ
グ「日医工」

パンスポリン静注用１ｇバッグＳ ⑩　⑫

613 セフォチアム塩酸塩
１ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍL付）

セフォチアム塩酸塩点滴静
注用１ｇバッグ「ＮＰ」

パンスポリン静注用１ｇバッグＳ ⑪

613 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶
セフタジジム静注用０．５ｇ
「サワイ」

モダシン静注用０．５ｇ ⑪　⑬

613 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 セパダシン静注用１ｇ モダシン静注用１ｇ ⑩

613 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶
セフタジジム静注用１ｇ「Ｓ
Ｎ」

モダシン静注用１ｇ ⑰　⑨

613 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶
セフタジジム静注用１ｇ｢サワ
イ｣

モダシン静注用１ｇ ⑪　⑬

613 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶
セフタジジム静注用１ｇ「日医
工」

モダシン静注用１ｇ ③　⑦　⑭

613 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶
セフタジジム静注用１ｇ「マイ
ラン」

モダシン静注用１ｇ ①　④　⑤　⑧　⑯　⑲

613 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 モベンゾシン静注用１ｇ モダシン静注用１ｇ ⑱

613
セフトリアキソンナトリウム水
和物

５００ｍｇ１瓶
セフトリアキソンＮａ静注用
０．５ｇ「ファイザー」

ロセフィン静注用０．５ｇ ⑬
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613
セフトリアキソンナトリウム水
和物

１ｇ１瓶
セフトリアキソンＮａ静注用１
ｇ「サワイ」

ロセフィン静注用１ｇ ④　⑭

613
セフトリアキソンナトリウム水
和物

１ｇ１瓶
セフトリアキソンナトリウム静
注用１ｇ「日医工」

ロセフィン静注用１ｇ
①　②　③　⑤　⑥　⑦　⑧　

⑫　⑯　⑰　⑲

613
セフトリアキソンナトリウム水
和物

１ｇ１瓶
セフトリアキソンＮａ静注用１
ｇ「ファイザー」

ロセフィン静注用１ｇ ⑩　⑪　⑬

613
セフトリアキソンナトリウム水
和物

１ｇ１瓶
セフトリアキソンＮａ静注用１
ｇ「ＮＰ」

ロセフィン静注用１ｇ ⑨

613
セフトリアキソンナトリウム水
和物

１ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍL付）

セフトリアキソンナトリウム点
滴用１ｇバッグ「ＮＰ」

ロセフィン点滴静注用１ｇバッグ ⑱

613 セフピロム硫酸塩 ０．５ｇ１瓶
硫酸セフピロム静注用０．５ｇ
「マイラン」

ブロアクト静注用０．５ｇ、ケイテン静注用
０．５ｇ

⑪

613 セフピロム硫酸塩 １ｇ１瓶
硫酸セフピロム静注用１ｇ
「マイラン」

ブロアクト静注用１ｇ、ケイテン静注用１ｇ ⑪

613 セフメタゾールナトリウム ０．２５ｇ１瓶
セフメタゾールNa静注用０．
２５ｇ「ＮＰ」

セフメタゾン静注用０．２５ｇ ⑬

613 セフメタゾールナトリウム ０．５ｇ１瓶
セフメタゾールNa静注用０．
５ｇ「ＮＰ」

セフメタゾン静注用０．５ｇ ⑪　⑬

613 セフメタゾールナトリウム １ｇ１瓶
セフメタゾールＮａ静注用１ｇ
「ＮＰ」

セフメタゾン静注用１ｇ ①　②　③　⑬　⑰　⑲

613 セフメタゾールナトリウム １ｇ１瓶
セフメタゾールナトリウム静
注用１ｇ「日医工」

セフメタゾン静注用１ｇ ⑧　⑨　⑫　⑯

613 セフメタゾールナトリウム
１ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍL付）

セフメタゾールナトリウム点
滴静注用バッグ１ｇ「ＮＰ」

セフメタゾンキット点滴静注用１ｇ ④　⑤　⑪　⑭　⑱

613
タゾバクタム・ピペラシリン水
和物配合剤

（２．２５ｇ）１瓶
タゾピペ配合静注用２．２５
「明治」

ゾシン静注用２．２５ ⑦　⑧　⑨　⑬　⑲

613
タゾバクタム・ピペラシリン水
和物配合剤

（２．２５ｇ）１瓶
タゾピペ配合静注用２．２５
「ファイザー」２．２５ｇ

ゾシン静注用２．２５ ③ 追加

613
タゾバクタム・ピペラシリン水
和物配合剤

（２．２５ｇ）１瓶
タゾピペ配合静注用２．２５
「ニプロ」

ゾシン静注用２．２５ ④ 追加

613
タゾバクタム・ピペラシリン水
和物配合剤

（４．５ｇ）１瓶
タゾピペ配合静注用４．５「明
治」

ゾシン静注用４．５ ⑤　⑦　⑧　⑨　⑬　⑲

613
タゾバクタム・ピペラシリン水
和物配合剤

（４．５ｇ）１瓶
タゾピペ配合静注用４．５
「ファイザー」４．５ｇ

ゾシン静注用４．５ ③ 追加

613
タゾバクタム・ピペラシリン水
和物配合剤

（４．５ｇ）１瓶
タゾピペ配合静注用４．５「明
治」

ゾシン静注用４．５ ②　⑬

613
タゾバクタム・ピペラシリン水
和物配合剤

（４．５ｇ）１瓶
タゾピペ配合静注用４．５「ニ
プロ」

ゾシン静注用４．５ ⑫　⑯

613 タゾバクタム・ピペラシリン水
和物配合剤

（４．５ｇ）１キット（生
理食塩液１００ｍL
付）

タゾピペ配合点滴静注用
バッグ４．５「ＤＳＥＰ」

ゾシン配合点滴静注用バッグ４．５ ⑮ 追加

613 タゾバクタム・ピペラシリン水
和物配合剤

（４．５ｇ）１キット（生
理食塩液１００ｍL
付）

タゾピペ配合点滴静注用
バック４．５「ニプロ」

ゾシン配合点滴静注用バッグ４．５ ④　⑥

613 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶
ピペラシリンＮａ注射用１ｇ
「テバ｣

ペントシリン注射用１ｇ ①

613 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶
ピペラシリンナトリウム注射
用１g「日医工」

ペントシリン注射用１ｇ
④　⑤　⑥　⑧　⑨　⑩　⑪　

⑲

613 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶
ピペラシリンナトリウム注射
用２ｇ「日医工」

ペントシリン注射用２ｇ ③　④　⑥　⑧　⑭　⑩　⑯

613 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶
ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ
「ＮＰ」

ホスミシンＳ静注用１ｇ ①　③　⑬

613 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶
ホスホマイシンナトリウム静
注用１ｇ｢日医工」

ホスミシンＳ静注用１ｇ ⑥　⑧

613 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶
ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ
「ＮＰ」

ホスミシンＳ静注用２ｇ ⑬　⑯

613 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶
ホスホマイシンナトリウム静
注用２ｇ｢日医工｣

ホスミシンＳ静注用２ｇ ⑤　⑥　⑫

613 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶
ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ
｢タカタ｣

ホスミシンＳ静注用２ｇ ⑲

613 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶
メロペネム点滴静注用0.25g
「ファイザー」

メロペン点滴用バイアル０．２５ｇ ⑨ 追加

613 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶
メロペネム点滴静注用０．５
ｇ「ＮＰ」

メロペン点滴用バイアル０．５ｇ ⑰

613 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶
メロペネム点滴静注用０．５
ｇ「サワイ」

メロペン点滴用バイアル０．５ｇ ⑯

613 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶
メロペネム点滴静注用０．５
ｇ「トーワ」

メロペン点滴用バイアル０．５ｇ ①　④

613 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶
メロペネム点滴静注用０．５
ｇ「ファイザー」

メロペン点滴用バイアル０．５ｇ ⑧　⑨　⑫　⑲

613 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶
メロペネム点滴静注用０．５
ｇ「明治」

メロペン点滴用バイアル０．５ｇ
②　③　⑥　⑦　⑩　⑪　⑬　

⑱

613 メロペネム水和物 ５００ｍｇ/１００ｍＬ
メロペネム点滴静注用バッ
グ０．５ｇ「ＮＰ」

メロペン点滴用キット０．５ｇ ⑤　⑰

613 メロペネム水和物 ５００ｍｇ/１００ｍＬ
メロペネム点滴静注用バッ
グ０．５ｇ「日医工」

メロペン点滴用キット０．５ｇ ⑮

615 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶
ミノサイクリン塩酸塩点滴静
注用１００ｍｇ「サワイ」

ミノマイシン点滴静注用１００ｍｇ ②　⑧

615 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶
ミノサイクリン塩酸塩点滴静
注用１００ｍｇ「タイヨー」

ミノマイシン点滴静注用１００ｍｇ ⑩

615 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶
ミノサイクリン塩酸塩点滴静
注用１００ｍｇ「日医工」

ミノマイシン点滴静注用１００ｍｇ
①　③　④　⑤　⑥　⑦　⑨　
⑪　⑫　⑬　⑮　⑯　⑰　⑱　

⑲

624 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍL１袋
シプロフロキサシン点滴静注
２００ｍｇ／１００ｍL「明治」

シプロキサン注２００ｍｇ ⑧

624 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍL１袋
シプロフロキサシン点滴静注
３００ｍｇ「ＮＰ」

シプロキサン注３００ｍｇ ⑱

624 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍL１袋
シプロフロキサシン点滴静注
３００ｍｇ／１５０ｍL「明治」

シプロキサン注３００ｍｇ ③　⑤　⑧　⑪　⑬　⑲

６１５　主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの

６２４　合成抗菌剤
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624 シプロフロキサシン ３００ｍｇ２５０ｍL１袋
シプロフロキサシンＤＵ点滴
静注３００ｍｇ／２５０ｍL「明
治」

シプロキサン注３００ｍｇ ②　⑩

624 シプロフロキサシン ４００ｍｇ２００ｍL１袋
シプロフロキサシン点滴静注
４００ｍｇ「ニプロ」

シプロキサン注４００ｍｇ ⑯ 追加

624 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１００ｍL１袋
レボフロキサシン点滴静注
バッグ５００ｍｇ／１００ｍL「Ｄ
ＳＥＰ」

クラビット点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００
ｍL

②　③　⑥　⑬ 追加

613 レボフロキサシン水和物 500mg/100mL
レボフロキサシン点滴静注
バッグ５００ｍｇ「ＨＫ」

クラビット点滴静注バッグ５００ｍｇ ⑧ 追加

625 アシクロビル １２５ｍｇ１管
ビクロックス点滴静注１２５ｍ
ｇ

- ⑬

625 アシクロビル ２５０ｍｇ１管
アシクロビン点滴静注２５０
ｍｇ

ゾビラックス点滴静注用２５０ ⑦　⑪　⑱　⑲

625 アシクロビル ２５０ｍｇ１管
ビクロックス点滴静注２５０ｍ
ｇ

ゾビラックス点滴静注用２５０ ③　⑧　⑬

625 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶
アシクロビル点滴静注用２５
０ｍｇ「ＰＰ」

ゾビラックス点滴静注用２５０ ①　⑤　⑰

625 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶
アシクロビル点滴静注用２５
０ｍｇ「サワイ」

ゾビラックス点滴静注用２５０ ④　⑦　⑮

625 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶
アシクロビル点滴静注用２５
０ｍｇ「トーワ」

ゾビラックス点滴静注用２５０ ⑨

625 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶
アシクロビル点滴静注液２５
０ｍｇ｢日医工｣

ゾビラックス点滴静注用２５０ ⑫ 追加

625 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶
アシクロビル点滴静注用２５
０ｍｇ「SN」

ゾビラックス点滴静注用２５０ ⑯ 追加

625 アシクロビル ２５０ｍｇ１００ｍL１袋
アシクロビル点滴静注液２５
０ｍｇバッグ１００ｍL「アイロ
ム」

ゾビラックス点滴静注用２５０ ⑥　⑩

625 ビダラビン ３００ｍｇ１瓶
ビダラビン点滴静注用３００
ｍｇ「Ｆ」

アラセナ－Ａ点滴静注用３００ｍｇ ⑲

629 フルコナゾール ０．１％５０ｍｇ１瓶
フルコナゾール静注液５０ｍ
ｇ「サワイ」

ジフルカン静注液５０ｍｇ ⑬

629 フルコナゾール ０．１％５０ｍｇ１瓶
フルコナゾール静注液５０ｍ
ｇ「トーワ」

ジフルカン静注液５０ｍｇ ⑥

629 フルコナゾール ０．１％５０ｍｇ１瓶
フルコナゾール静注液１００
ｍｇ「トーワ」

ジフルカン静注液１００ｍｇ ⑥

629 フルコナゾール ０．２％５０ｍｇ１瓶 ミコシスト静注液０．２％ ジフルカン静注液１００ｍｇ ①

629 フルコナゾール ０．２％１００ｍｇ１瓶
フルコナゾール静注液２００
ｍｇ「サワイ」

ジフルカン静注液２００ｍｇ ⑬

721 イオパミドール
３０．６２％５０ｍＬ１
瓶

オイパロミン１５０注５０ｍＬ イオパミロン注１５０ ③　⑪

721 イオパミドール
３０．６２％２００ｍＬ１
瓶

オイパロミン１５０注２００ｍＬ イオパミロン注１５０ ⑪

721 イオパミドール
６１．２４％２０ｍL１
瓶

オイパロミン３００注２０ｍL イオパミロン注３００ ①　⑫

721 イオパミドール
６１．２４％５０ｍL１
瓶

オイパロミン３００注５０ｍL イオパミロン注３００ ⑧　⑪　⑫

721 イオパミドール
６１．２４％５０ｍL１
筒

モイオパミン注３００シリンジ イオパミロン注３００シリンジ ①

721 イオパミドール
６１．２４％８０ｍL１
筒

オイパロミン３００注シリンジ
８０ｍL

イオパミロン注３００シリンジ ①　②　⑪

721 イオパミドール
６１．２４％１００ｍL１
瓶

オイパロミン３００注１００ｍL イオパミロン注３００ ①　⑧　⑨　⑫　⑯

721 イオパミドール
６１．２４％１００ｍL１
瓶

バイステージ注３００ イオパミロン注３００ ④

721 イオパミドール
６１．２４％１００ｍL１
筒

オイパロミン３００注シリンジ
１００ｍL

イオパミロン注３００シリンジ
①　②　③　⑤　⑧　⑪　⑫　

⑱

721 イオパミドール
６１．２４％１５０ｍL１
筒

オイパロミン３００注シリンジ
１５０ｍL

イオパミロン注３００シリンジ ⑧

721 イオパミドール
７５．５２％２０ｍＬ１
瓶

オイパロミン３７０注２０ｍＬ イオパミロン注３７０ ⑫ 追加

721 イオパミドール
７５．５２％５０ｍL１
瓶

オイパロミン３７０注５０ｍＬ イオパミロン注３７０ ①　⑫　⑯　⑱

721 イオパミドール
７５．５２％８０ｍL１
筒

オイパロミン３７０注シリンジ
８０ｍL

イオパミロン注３７０シリンジ ①　②　⑧　⑫　⑱

721 イオパミドール
７５．５２％１００ｍL１
筒

イオパミドール３７０注シリン
ジ１００ｍＬ「ＨＫ」

イオパミロン注３７０シリンジ ③

721 イオパミドール
７５．５２％１００ｍＬ１
瓶

オイパロミン３７０注１００ｍL イオパミロン注３７０ ⑫　⑯　⑱

721 イオパミドール
７５．５２％１００ｍL１
筒

オイパロミン３７０注シリンジ
１００ｍＬ

イオパミロン注３７０シリンジ
①　②　③　⑤　⑧　⑨　⑪　

⑫　⑯　⑱

721 イオパミドール
７５．５２％１００ｍL１
筒

バイステージ注３７０シリンジ
１００ｍL

イオパミロン注３７０シリンジ ④

721 イオプロミド
６２．３４％２０ｍＬ１
瓶

イオプロミド３００注２０ｍＬ「Ｆ
ＲＩ」

プロスコープ３００注２０ｍＬ ⑬ 追加

721 イオプロミド
６２．３４％５０ｍＬ１
瓶

イオプロミド３００注５０ｍＬ「Ｆ
ＲＩ」

プロスコープ３００注５０ｍＬ ⑬ 追加

721 イオプロミド
６２．３４％１００ｍＬ１
瓶

イオプロミド３００注１００ｍＬ
「ＦＲＩ」

プロスコープ３００注１００ｍＬ ⑬ 追加

721 イオプロミド
６２．３４％１００ｍＬ１
筒

イオプロミド３００注シリンジ１
００ｍＬ「ＦＲＩ」

プロスコープ３００注シリンジ１００ｍＬ ⑬　⑲ 追加

721 イオプロミド
７６．８９％８０ｍＬ１
筒

イオプロミド３７０注シリンジ８
０ｍＬ「ＦＲＩ」

プロスコープ３７０注シリンジ８０ｍＬ ⑬ 追加

721 イオプロミド
７６．８９％１００ｍＬ１
筒

イオプロミド３７０注シリンジ１
００ｍＬ「ＦＲＩ」

プロスコープ３７０注シリンジ１００ｍＬ ⑬　⑲ 追加

721 イオヘキソール
５１．７７％１０ｍL１
瓶

イオベリン２４０注１０ｍＬ オムニパーク２４０注１０ｍＬ ⑧　⑯

６２５　抗ウイルス剤

６２９　その他の化学療法剤

７２１　Ｘ線造影剤
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721 イオヘキソール
５１．７７％１００ｍL１
筒

イオパーク２４０注シリンジ１
００ｍL

オムニパーク２４０注シリンジ１００ｍL ⑪　⑯

721 イオヘキソール
６４．７１％１０ｍL１
瓶

イオパーク３００注１０ｍL オムニパーク３００注１０ｍL ⑧

721 イオヘキソール
６４．７１％１０ｍL１
瓶

イオベリン３００注１０ｍL オムニパーク３００注１０ｍL ⑨

721 イオヘキソール
６４．７１％２０ｍＬ１
瓶

イオパーク３００注２０ｍＬ オムニパーク３００注２０ｍL ⑯

721 イオヘキソール
６４．７１％５０ｍL１
瓶

イオパーク３００注５０ｍL オムニパーク３００注５０ｍL ⑧　⑰

721 イオヘキソール
６４．７１％１００ｍL１
瓶

イオパーク３００注１００ｍL オムニパーク３００注１００ｍL ⑧　⑦　⑰

721 イオヘキソール
６４．７１％５０ｍL１
筒

イオパーク３００注シリンジ５
０ｍL

オムニパーク３００シリンジ５０ｍL ⑫　⑯

721 イオヘキソール
６４．７１％５０ｍL１
筒

イオベリン３００注シリンジ５
０ｍＬ

オムニパーク３００注シリンジ５０ｍL ⑪

721 イオヘキソール
６４．７１％８０ｍL１
筒

イオパーク３００注シリンジ８
０ｍL

オムニパーク３００シリンジ８０ｍL ②　⑰　⑱

721 イオヘキソール
６４．７１％８０ｍL１
筒

イオベリン３００注シリンジ８
０ｍＬ

オムニパーク３００注シリンジ８０ｍL ⑪

721 イオヘキソール
６４．７１％１００ｍL１
筒

イオパーク３００注シリンジ１
００ｍL

オムニパーク３００シリンジ１００ｍL ②　③　⑧　⑨　⑩　⑯　⑰

721 イオヘキソール
６４．７１％１００ｍL１
筒

イオヘキソール３００注シリン
ジ１００ｍＬ「ＨＫ」

オムニパーク３００注シリンジ１００ｍL ③

721 イオヘキソール
６４．７１％１００ｍL１
筒

イオベリン３００注シリンジ１
００ｍＬ

オムニパーク３００注シリンジ１００ｍL ④　⑪

721 イオヘキソール
６４．７１％１２５ｍL１
筒

イオパーク３００注シリンジ１
２５ｍＬ

オムニパーク３００注シリンジ１２５ｍL ⑧　⑯

721 イオヘキソール
６４．７１％１２５ｍL１
筒

イオベリン３００注シリンジ１
２５mL

オムニパーク３００注シリンジ１２５ｍL ⑪

721 イオヘキソール
６４．７１％１５０ｍL１
筒

イオパーク３００注シリンジ１
５０ｍＬ

オムニパーク３００注シリンジ１００ｍL ③　⑧　⑨　⑪　⑯

721 イオヘキソール
６４．７１％１５０ｍL１
筒

イオヘキソール３００注シリン
ジ１５０ｍＬ「ＨＫ」

オムニパーク３００注シリンジ１５０ｍL ③

721 イオヘキソール
７５．４９％５０ｍL１
瓶

イオパーク３５０注５０ｍL オムニパーク３５０注５０ｍL ②　③　⑩　⑯　⑰

721 イオヘキソール
７５．４９％７０ｍL１
瓶

イオパーク３５０注7０ｍL オムニパーク３５０注7０ｍL ⑪ 追加

721 イオヘキソール
７５．４９％７０ｍL１
筒

イオパーク３５０注シリンジ7
０ｍL

オムニパーク３５０注シリンジ7０ｍL ⑨ 追加

721 イオヘキソール
７５．４９％１００ｍL１
瓶

イオパーク３５０注１００ｍL オムニパーク３５０注１００ｍL ②　③　⑩　⑯　⑰

721 イオヘキソール
７５．４９％１００ｍL１
筒

イオパーク３５０注シリンジ１
００ｍL

オムニパーク３５０注シリンジ１００ｍL ②　③　⑰

721 イオヘキソール
７５．４９％１００ｍL１
筒

イオベリン３５０注シリンジ１
００ｍＬ

オムニパーク３５０注シリンジ１００ｍL ⑪

722 グルカゴン
１Ｕ．Ｓ．Ｐ．単位１瓶
（溶解液付）

グルカゴン注射用１単位「イ
トウ」

グルカゴンGノボ注射用１ｍｇ ⑦　⑩　⑭　⑮　⑲

722
プロチレリン酒石酸塩水和
物

０．５ｍｇ１管 ヒシダリン注０．５ｍｇ ヒルトニン０．５ｍｇ注射液 ①　⑱

722
プロチレリン酒石酸塩水和
物

０．５ｍｇ１管
プロチレリン酒石酸塩注０．
５ｍｇ｢ＮＰ｣

ヒルトニン０．５ｍｇ注射液 ⑰

722
プロチレリン酒石酸塩水和
物

０．５ｍｇ１管
プロチレリン酒石酸塩注射
液０．５ｍｇ「サワイ」

ヒルトニン０．５ｍｇ注射液 ⑪　⑬　⑲

722
プロチレリン酒石酸塩水和
物

０．５ｍｇ１管 ボグニン注０．５ｍｇ ヒルトニン０．５ｍｇ注射液 ⑯

729 ガドテリドール １３ｍＬ１筒
ガドテリドール静注シリンジ
１３ｍＬ「ＨＫ」

プロハンス静注シリンジ13mL ⑧ 追加

729 ガドテリドール １７ｍＬ１筒
ガドテリドール静注シリンジ
１７ｍＬ「ＨＫ」

プロハンス静注シリンジ17mL ⑧ 追加

729 ガドジアミド水和物 ３２．３％１５ｍL１筒
ガドジアミド静注３２％シリン
ジ１５ｍL「ＨＫ」

オムニスキャン静注３２％シリンジ１５ｍＬ ⑩

729 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％５ｍL１筒
ガドペンテト酸メグルミン静
注液３７．１４％シリンジ５ｍL
「Ｆ」

マグネビスト静注シリンジ ①

729 ガドペンテト酸メグルミン
３７．１４％１０ｍL１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静
注液３７．１４％シリンジ１０
ｍL「Ｆ」

マグネビスト静注シリンジ ①

729 ガドペンテト酸メグルミン
３７．１４％１３ｍL１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静
注液３７．１４％シリンジ１３
ｍL「Ｆ」

マグネビスト静注シリンジ ①

729 ガドペンテト酸メグルミン
３７．１４％１５ｍL１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静
注液３７．１４％シリンジ１５
ｍL「Ｆ」

マグネビスト静注シリンジ ①　⑯

729 ガドペンテト酸メグルミン
３７．１４％２０ｍL１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静
注液３７．１４％シリンジ２０
ｍL「ＤＫ」

マグネビスト静注シリンジ ⑰

729 ガドペンテト酸メグルミン
３７．１４％２０ｍL１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静
注液３７．１４％シリンジ２０
ｍL「Ｆ」

マグネビスト静注シリンジ ①　⑯

729 フルオレセイン １０％５ｍL１瓶 フルオレサイト静注５００ｍｇ -
①　②　③　⑦　⑨　⑩　⑪　
⑫　⑬　⑭　⑯　⑰　⑱　⑲

799 アデノシン ６０ｍｇ２０ｍｌ１筒
アデノシン負荷用静注６０ｍ
ｇシリンジ「ＦＲＩ」

アデノスキャン６０ｍｇ２０ｍｌ ②　⑭　⑲

811 モルヒネ塩酸塩水和物 １％１０ｍL１筒
プレペノン注１００ｍｇシリン
ジ

- ③　④

８２１　合成麻薬

７２２　機能検査用試薬

７２９　その他の診断用薬

８１１　アヘンアルカロイド系製剤

７９９　他に分類されない治療を主目的としない医薬品
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薬効分類番号
（３ケタ）

成分名 規格 先発医薬品名 医療機関名 備考

821 フェンタニルクエン酸塩 ０．００５％２ｍL１管
フェンタニル注射液０．１ｍｇ
「ヤンセン」

フェンタニル注射液０．１ｍｇ「第一三共」
②　③　④　⑦　⑧　⑩　⑪　

⑫　⑬　⑭　⑯　⑰　⑲

821 フェンタニルクエン酸塩 ０．００５％５ｍL１管
フェンタニル注射液０．２５ｍ
ｇ「ヤンセン」

フェンタニル注射液０．２５ｍｇ「第一三共」 ⑦　⑪　⑭　⑯

821 フェンタニルクエン酸塩
０．００５％１０ｍL１
管

フェンタニル注射液０．５ｍｇ
「ヤンセン」

- ②　④　⑦　⑨　⑬　⑯　⑱

821 レミフェンタニル塩酸塩 ２ｍｇ１瓶
レミフェンタニル静注用２ｍｇ
「第一三共」

アルチバ静注用２ｍｇ ③　⑦　⑧　⑯　⑱

821 レミフェンタニル塩酸塩 ５ｍｇ１瓶
レミフェンタニル静注用５ｍｇ
「第一三共」

アルチバ静注用５ｍｇ ⑨　⑬　⑱
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