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抗菌薬 ペニシリン系 内服 アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 250mg アモキシシリン水和物 後発 サワシリン

抗菌薬 ペニシリン系 内服 サワシリン細粒10％ 100mg アモキシシリン水和物

抗菌薬 βラクタマーゼ阻害薬配合剤 内服 オーグメンチン配合錠250RS A250/C125 アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム配合

抗菌薬 セフェム系 内服 ケフラールカプセル250mg 250mg セファクロル

抗菌薬 セフェム系 内服 ケフラール細粒小児用100mg 100mg/g セファクロル

抗菌薬 セフェム系 内服 セフゾンカプセル100mg 100mg セフジニル

抗菌薬 セフェム系 内服 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 100mg セフカペンピボキシル塩酸塩水和物 後発 フロモックス

抗菌薬 セフェム系 内服 フロモックス小児用細粒100mg 100mg/g セフカペンピボキシル塩酸塩水和物

抗菌薬 マクロライド系 内服 エリスロシン錠200mg 200mg エリスロマイシンステアリン酸塩

抗菌薬 マクロライド系 内服 クラリスロマイシン錠200mg｢サワイ」 200mg クラリスロマイシン 後発 クラリス

抗菌薬 マクロライド系 内服 アジスロマイシン錠250mg「トーワ」 250mg アジスロマイシン 後発 ジスロマック

抗菌薬 ニューキノロン系 内服 レボフロキサシン錠500mg「杏林」 500mg レボフロキサシン 後発 クラビット

抗菌薬 ホスホマイシン系 内服 ホスミシン錠500 500mg ホスホマイシンカルシウルム水和物

抗菌薬 アミノグリコシド系 内服 カナマイシンカプセル250mg「明治」 250mg カナマイシン一硫酸塩

抗菌薬 テトラサイクリン系 内服 ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」 50mg ミノサイクリン塩酸塩 後発 ミノマイシン

抗菌薬 配合剤 内服 バクタ配合錠 S400/T80 スルファメトキサゾール・トリメトプリム

抗菌薬 抗結核 内服 イスコチン錠100mg 100mg イソニアジド

抗菌薬 抗結核 内服 エサンブトール錠250mg 250mg エタンブトール塩酸塩

抗菌薬 抗結核 内服 ピラマイド原末 ピラジナミド

抗菌薬 抗結核 内服 リファンピシンカプセル150mg「サンド」 150mg リファンピシン 後発 リファジン

抗菌薬 ペニシリン系 注射 ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」 2g ピペラシリンナトリウム 後発 ペントシリン

抗菌薬 βラクタマーゼ阻害薬配合剤 注射 タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」 4.5g タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム 後発 ゾシン

抗菌薬 βラクタマーゼ阻害薬配合剤 注射 ユナスピン静注用3g 3g アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム 後発 ユナシン-Ｓ

抗菌薬 セフェム系 注射 セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 1g セファゾリンナトリウム 後発 セファメジンα

抗菌薬 セフェム系 注射 セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」 1g セフォチアム塩酸塩 後発 パンスポリン

抗菌薬 セフェム系 注射 セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」 1g セフメタゾールナトリウム 後発 セフメタゾン

抗菌薬 セフェム系 注射 スルペラゾン静注用1g CPZ0.5/SBT0.5 セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム

抗菌薬 セフェム系 注射 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「CHM」 1g セフトリアキソンナトリウム水和物 後発 ロセフィン

抗菌薬 セフェム系 注射 セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」 1g セフェピム塩酸塩水和物 後発 マキシピーム

抗菌薬 アミノグリコシド系 注射 アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」 2mL アルベカシン硫酸塩 後発 ハベカシン

抗菌薬 アミノグリコシド系 注射 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」 1g ストレプトマイシン硫酸塩

抗菌薬 アミノグリコシド系 注射 アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「F」 100mg/mL アミカシン硫酸塩 後発 アミカシン

抗菌薬 アミノグリコシド系 注射 イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「日医工」 400mg/2mL イセパマイシン硫酸塩

抗菌薬 カルバペネム系 注射 メロペネム点滴静注用0.5g「明治」 0.5g メロペネム水和物 後発 メロペン

抗菌薬 グリコペプチド系 注射 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」 0.5g バンコマイシン塩酸塩 後発 塩酸バンコマイシン

抗菌薬 グリコペプチド系 注射 テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」 200mg テイコプラニン 後発 タゴシッド

抗菌薬 テトラサイクリン系 注射 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 100mg ミノサイクリン塩酸塩 後発 ミノマイシン

抗菌薬 ニューキノロン系 注射 パシル点滴静注液500mg 500mg/100mL パズフロキサシンメシル酸塩

抗菌薬 ホスホマイシン系 注射 ホスホマイシンナトリウム静注用1g「日医工」 1g ホスホマシシンカルシウウム水和物 後発 ホスミシンS

抗菌薬 リンコマイシン系 注射 クリンダマイシン注射液600mg「NIG」 600mg/4mL クリンダマイシン 後発 ダラシンS

1 ページ



薬効大分類 薬効分類 剤形 当院採用商品名 量 一般名 後発品 先発商品名

抗真菌薬 トリアゾール系 内服 イトラコナゾール錠50mg「日医工」 50mg イトラコナゾール 後発 イトリゾール

抗真菌薬 トリアゾール系 内服 ジフルカンカプセル50mg 50mg フルコナゾール

抗真菌薬 ポリエン系 内服 ファンギゾンシロップ100mg/mL 100mg/mL アムホテリシン；

抗ウイルス薬 ヘルペスウイルス感染症治療薬 内服 バラシクロビル錠500mg「SPKK」 500mg バラシクロビル塩酸塩 後発 バルトレックス

抗ウイルス薬 インフルエンザ治療 内服 オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 75mg オセルタミビルリン酸塩 後発 タミフル

抗ウイルス薬 抗ＡＢＶ 内服 アイセントレス錠400mg 400mg ラルテグラビルカリウム

抗ウイルス薬 抗ＡＢＶ 内服 ツルバダ配合錠 E200/T300 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

抗ウイルス薬 COVID-19治療 内服 パキロビッドパック N150/R100 ニルマトレルビル  150mg・リトナビル  100mg

抗ウイルス薬 COVID-19治療 内服 ラゲブリオカプセル200mg 200mg モルヌピラビル

抗寄生虫薬 広域駆虫薬 内服 コンバントリン錠100mg 100mg ピランテルパモ酸塩

抗寄生虫薬 糞線虫駆除薬 内服 ストロメクトール錠3mg 3mg イベルメクチン

抗原虫薬 内服 フラジール内服錠250mg 250mg メトロニダゾール

抗ウイルス薬 インフルエンザ治療 外用 イナビル吸入粉末剤20mg 20mg ラニナビル

抗真菌薬 キャンディン系 注射 ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」 50mg ミカファンギンナトリウム 後発 ファンガード

抗真菌薬 トリアゾール系 注射 フルコナゾール静注液100mg「サワイ」 100mg/50mL フルコナゾール 後発 ジフルカン

抗ウイルス薬 ヘルペスウイルス感染症治療薬 注射 アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」 250mg/10mL アシクロビル 後発 ゾラビックス

抗ウイルス薬 インフルエンザ治療 注射 ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg 300mg/60mL ペラミビル水和物

抗ウイルス薬 COVID-19治療 注射 ベクルリー点滴静注用100mg 100mg レムデシビル

抗癌剤 代謝拮抗剤 内服 ティーエスワン配合OD錠T20 T20/G5.8/O19.6 テガフール、ギメラシル、オテラシルカリウム

抗癌剤 代謝拮抗剤 内服 ティーエスワン配合OD錠T25 T25/G7.25/O24.5 テガフール、ギメラシル、オテラシルカリウム

抗癌剤 代謝拮抗剤 内服 カペシタビン錠300mg「日医工」 300mg カペシタビン 後発 ゼローダ

抗癌剤 ホルモン製剤 内服 ビカルタミド錠80mg「日医工」 80mg ビカルタミド 後発 カソデックス

抗癌剤 ホルモン製剤 内服 イクスタンジ錠40mg 40mg エンゼルタミド

抗癌剤 ホルモン製剤 内服 ザイティガ錠250mg 250mg アビラテロン酢酸エステル

抗癌剤 抗エストロゲン薬 内服 タモキシフェン錠20mg「日医工」 20mg タモキシフェンクエン酸塩 後発 ノルバデックス

抗癌剤 ホルモン製剤 内服 アナストロゾール錠1mg「日医工」 1mg アナストロゾール 後発 アリミデックス

抗癌剤 ホルモン製剤 内服 レトロゾール錠2.5mg「日医工」 2.5mg レトロゾール 後発 フェマーラ

抗癌剤 ホルモン製剤 内服 アロマシン錠25mg 25mg エキセメスタン

抗癌剤 分子標的治療薬 内服 アフィニトール錠2.5mg 2.5mg エベロリムス

抗癌剤 分子標的治療薬 内服 アフィニトール錠5mg 5mg エベロリムス

抗癌剤 分子標的治療薬 内服 イブランス錠25mg 25mg パルボシクリブ

抗癌剤 分子標的治療薬 内服 イブランス錠125mg 125mg パルボシクリブ

抗癌剤 分子標的治療薬 内服 ネクサバール錠200mg 200mg ソラフェニブトシル酸塩

抗癌剤 分子標的治療薬 内服 ベージニオ錠50mg 50mg アベマシクリブ

抗癌剤 分子標的治療薬 内服 ベージニオ錠100mg 100mg アベマシクリブ

抗癌剤 分子標的治療薬 内服 ベージニオ錠150mg 150mg アベマシクリブ

抗癌剤 非特異的免疫賦活剤 外用 イムノブラダー膀注用80mg 80mg 乾燥；＜＠／日本株

抗癌剤 抗生物質抗癌剤 注射 エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」 10mg/5mL エピルビシン塩酸塩 後発

抗癌剤 抗生物質抗癌剤 注射 エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」 50mg/25mL エピルビシン塩酸塩 後発

抗癌剤 抗生物質抗癌剤 注射 アドリアシン注用10 10mg ドキソルビシン塩酸塩

抗癌剤 抗生物質抗癌剤 注射 マイトマイシン注用2mg 2mg マイトマイシン＜

抗癌剤 白金製剤 注射 ランダ注10mg/20mL 10mg/20mL シスプラチン

抗癌剤 白金製剤 注射 ランダ注25mg/50mL 25mg/50mL シスプラチン

2 ページ



薬効大分類 薬効分類 剤形 当院採用商品名 量 一般名 後発品 先発商品名

抗癌剤 白金製剤 注射 ランダ注50mg/100mL 50mg/100mL シスプラチン

抗癌剤 白金製剤 注射 カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 50mg/5mL カルボプラチン 後発 パラプラチン

抗癌剤 白金製剤 注射 カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 150mg/15mL カルボプラチン 後発 パラプラチン

抗癌剤 白金製剤 注射 カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 450mg/45mL カルボプラチン 後発 パラプラチン

抗癌剤 白金製剤 注射 エルプラット点滴静注液50mg 50mg/10mL オキサリプラチン

抗癌剤 白金製剤 注射 エルプラット点滴静注液100mg 100mg/20mL オキサリプラチン

抗癌剤 トポイソメラーゼ゛阻害薬 注射 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」 40mg/2mL イリノテカン塩酸塩水和物 後発 カンプト

抗癌剤 トポイソメラーゼ゛阻害薬 注射 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」 100mg/5mL イリノテカン塩酸塩水和物 後発 カンプト

抗癌剤 代謝拮抗剤 注射 フルオロウラシル注250mg「トーワ」 250mg/5mL フルオロウラシル 後発 5-FU

抗癌剤 代謝拮抗剤 注射 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 1000mg/20mL フルオロウラシル 後発 5-FU

抗癌剤 代謝拮抗剤 注射 ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」 200mg ゲムシタビン塩酸塩 後発 ジェムザール

抗癌剤 代謝拮抗剤 注射 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 1g ゲムシタビン塩酸塩 後発 ジェムザール

抗癌剤 分子標的治療薬 注射 トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」 60mg トラスツズマブ 後発 ハーセプチン

抗癌剤 分子標的治療薬 注射 トラスツズマブBS点滴静注用150mg「CTH」 150mg トラスツズマブ 後発 ハーセプチン

抗癌剤 分子標的治療薬 注射 ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」 100mg/4mL ベバシズマブ 後発 アバスチン

抗癌剤 分子標的治療薬 注射 ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」 400mg/16mL ベバシズマブ 後発 アバスチン

抗癌剤 分子標的治療薬 注射 ベクティビックス点滴静注100mg 100mg/5mL パニツブマブ

抗癌剤 分子標的治療薬 注射 ベクティビックス点滴静注400mg 400mg/20mL パニツブマブ

抗癌剤 分子標的治療薬 注射 アービタックス注射液100mg 100mg/20mL セツキシマブ

抗癌剤 分子標的治療薬 注射 サイラムザ点滴静注液100mg 100mg/10mL ラムシルマブ

抗癌剤 分子標的治療薬 注射 サイラムザ点滴静注液500mg 500mg/50mL ラムシルマブ

抗癌剤 分子標的治療薬 注射 オプジーボ点滴静注240mg 240mg/24mL ニボルマブ

抗癌剤 分子標的治療薬 注射 カドサイラ点滴静注用100mg 100mg/5mL トラスツズマブ　エムタンシン

抗癌剤 分子標的治療薬 注射 カドサイラ点滴静注用160mg 160mg/8mL トラスツズマブ　エムタンシン

抗癌剤 分子標的治療薬 注射 エンハーツ点滴静注用100mg 100mg トラスツズマブ　デルクステカン

抗癌剤 分子標的治療薬 注射 パージェタ点滴静注420mg/14mL 420mg/14mL ペルツズマブ

抗癌剤 微小管阻害 注射 パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」 30mg/5mL パクリタキセル 後発 タキソール

抗癌剤 微小管阻害 注射 パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」 100mg/16.7mL パクリタキセル 後発 タキソール

抗癌剤 微小管阻害 注射 アブラキサン点滴静注用100mg 100mg パクリタキセル（アルブミン懸濁型）

抗癌剤 微小管阻害 注射 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」 20mg/mL ドセタキセル水和物 後発 ワンタキソテール

抗癌剤 微小管阻害 注射 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」 80mg/4mL ドセタキセル水和物 後発 ワンタキソテール

抗癌剤 微小管阻害 注射 ハラヴェン静注1mg 1mg/2mL エリブリンメシル酸塩

抗癌剤 アルキル化剤 注射 注射用エンドキサン100mg 100mg シクロホスファミド

抗癌剤 アルキル化剤 注射 注射用エンドキサン500mg 500mg シクロホスファミド

抗癌剤 代謝拮抗剤 注射 注射用メソトレキセート50mg 50mg メトトレキサート

抗癌剤 ホルモン製剤 注射 リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 3.75mg/mL リュープロレリン酢酸塩 後発 リュープリン

抗癌剤 ホルモン製剤 注射 リュープリンSR注射用キット11.25mg 11.25mg/ｍL リュープロレリン酢酸塩

抗癌剤 ホルモン製剤 注射 ゾラデックス3.6mgデポ 3.6mg ゴセレリン酢酸塩

抗癌剤 ホルモン製剤 注射 フェソロデックス筋注250mg 250ｍｇ/5mL フルベストラント

抗癌剤 活性型葉酸製剤 注射 レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」 25mg レボホリナートカルシウム 後発 アイソボリン

抗癌剤 活性型葉酸製剤 注射 レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 100mg レボホリナートカルシウム 後発 アイソボリン
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解熱・鎮痛・消炎剤 酸性ＧＳ：Ｂ＝ 内服 ジクロフェナクNa錠25mg「武田テバ」 25mg ジクロフェナクナトリウム 後発 ボルタレン

解熱・鎮痛・消炎剤 酸性ＧＳ：Ｂ＝ 内服 ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5「トーワ」 37.5mg ジクロフェナクナトリウム 後発 ボルタレンＳＲ

解熱・鎮痛・消炎剤 酸性ＧＳ：Ｂ＝ 内服 ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 60mg ロキソプロフェンナトリウム水和物 後発 ロキソニン錠

解熱・鎮痛・消炎剤 酸性ＧＳ：Ｂ＝ 内服 ソレトン錠80 80mg ザルトプロフェン

解熱・鎮痛・消炎剤 酸性ＧＳ：Ｂ＝ 内服 ブルフェン錠100 100mg イブプロフェン

解熱・鎮痛・消炎剤 COX-2選択的阻害NSAID 内服 セレコキシブ錠100mg「日新」 100mg セレコキシブ 後発 セレコックス

解熱・鎮痛・消炎剤 塩基性ＧＳ：Ｂ＝ 内服 ソランタール錠100mg 100mg チアラミド塩酸塩

解熱・鎮痛・消炎剤 非ピリン系 内服 カロナール細粒20% 200mg/g アセトアミノフェン

解熱・鎮痛・消炎剤 非ピリン系 内服 アセトアミノフェン錠200mg「三和」 200mg アセトアミノフェン 後発 カロナール

解熱・鎮痛・消炎剤 非ピリン系 内服 アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 500mg アセトアミノフェン 後発 カロナール

解熱・鎮痛・消炎剤 合剤（ピリン系） 内服 SG配合顆粒 1g イソプロピルアンチピリン、アリルイソプロピルアセチル尿素、アセトアミノフェン、無水カフェイン

解熱・鎮痛・消炎剤 合剤 内服 ペレックス配合顆粒 1g サリチルアミド、アセトアミノフェン、無水カフェイン、クロルフェニラミンマレイン酸塩

解熱・鎮痛・消炎剤 その他 内服 ノイロトロピン錠4単位 4単位 ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液

解熱・鎮痛・消炎剤 神経障害性疼痛 内服 プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 25mg プレガバリン 後発 リリカ

解熱・鎮痛・消炎剤 神経障害性疼痛 内服 プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 75mg プレガバリン 後発 リリカ

解熱・鎮痛・消炎剤 合剤 内服 トアラセット配合錠「杏林」 T37.5/A325 トラマドール塩酸塩、アセトアミノフェン 後発 トラムセット

解熱・鎮痛・消炎剤 非ピリン系 外用 アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」 200mg アセトアミノフェン 後発 アンヒバ

解熱・鎮痛・消炎剤 ＧＳ：Ｂ＝ 外用 ジクロフェナクNa坐剤25mg「NIG」 25mg ジクロフェナクナトリウム 後発 ボルタレン

解熱・鎮痛・消炎剤 ＧＳ：Ｂ＝ 外用 ジクロフェナクNa坐剤50mg「NIG」 50mg ジクロフェナクナトリウム 後発 ボルタレン

鎮痛消炎外用剤 皮膚潰瘍治療薬 外用 アズノール軟膏0.033% 20g アズレン

鎮痛消炎外用剤 非ステロイド 外用 フエナゾール軟膏5% 10g ウフェナマート

鎮痛消炎外用剤 ＧＳ：Ｂ＝ 外用 インドメタシンゲル1%「日医工」 50g インドメタシン 後発 インテバン

鎮痛消炎外用剤 ＧＳ：Ｂ＝ 外用 インドメタシン外用液1%「日医工」 60mL インドメタシン 後発 インテバン

鎮痛消炎外用剤 ＧＳ：Ｂ＝ 外用 ジクロフェナクNaゲル1%「NIG」 25ｇ ジクロフェナクナトリウム 後発 ボルタレンゲル

鎮痛消炎外用剤 ＧＳ：Ｂ＝ 外用 フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 40g フェルビナク 後発 ナパゲルン　セルタッチ

鎮痛消炎外用剤 ＧＳ：Ｂ＝ 外用 ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%「YD」 100g ロキソプロフェンナトリウム水和物 後発

鎮痛消炎外用剤 ＧＳ：Ｂ＝ 外用 アドフィードパップ40mg 6枚 フルルビプロフェン

鎮痛消炎外用剤 ＧＳ：Ｂ＝ 外用 ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「杏林」 7枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 後発 ロキソニンテープ

鎮痛消炎外用剤 ＧＳ：Ｂ＝ 外用 ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「杏林」 7枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 後発 ロキソニンテープ

鎮痛消炎外用剤 ＧＳ：Ｂ＝ 外用 ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「杏林」 7枚 ロキソプロフェンナトリウム水和物 後発 ロキソニンパップ

鎮痛消炎外用剤 ＧＳ：Ｂ＝ 外用 ロコアテープ 7枚 エスフルルビプロフェン、ハッカ油

鎮痛消炎外用剤 ＧＳ：Ｂ＝ 外用 フェルビナクパップ70mg「タイホウ」 7枚 フェルビナク 後発 セルタッチ

解熱・鎮痛・消炎剤 酸性ＧＳ：Ｂ＝ 注射 ロピオン静注50mg 　50mg/5mL フルルビプロフェン　アキセチル

解熱・鎮痛・消炎剤 非ピリン系 注射 アセリオ静注液1000mgバッグ 1000mg/100mL アセトアミノフェン

解熱・鎮痛・消炎剤 ピリン系 注射 スルピリン注射液250mg「日医工」 250mg/mL スルピリン水和物

解熱・鎮痛・消炎剤 その他 注射 ノイロトロピン注射液3.6単位 3mL ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液

非麻薬性鎮痛剤 非麻薬性鎮痛薬 注射 ソセゴン注射液15mg　 15mg/mL 塩酸ペンタゾシン

非麻薬性鎮痛剤 非麻薬性鎮痛薬 注射 レペタン注0.2mg 0.2mg/mL ブプレノルフィン塩酸塩
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麻薬鎮痛剤 アヘンアルカロイド系 内服 MSコンチン錠10mg 10mg モルヒネ硫酸塩水和物

麻薬鎮痛剤 アヘンアルカロイド系 内服 オキシコドン徐放錠NX5mg「第一三共」 5mg オキシコドン塩酸塩水和物 後発 オキシコンチン

麻薬鎮痛剤 アヘンアルカロイド系 内服 オキシコドン徐放錠NX10mg「第一三共」 10mg オキシコドン塩酸塩水和物 後発 オキシコンチン

麻薬鎮痛剤 アヘンアルカロイド系 内服 オキノーム散2.5mg 2.5mg/0.5g オキシコドン塩酸塩

麻薬鎮痛剤 アヘンアルカロイド系 内服 オプソ内服液5mg 5mg/2.5mL モルヒネ塩酸塩

麻薬鎮痛剤 アヘンアルカロイド系 外用 アンペック坐剤10mg 10mg モルヒネ塩酸塩

麻薬鎮痛剤 非アルカロイド系 外用 フェントステープ0.5mg 0.5mg フェンタニルクエン酸塩

麻薬鎮痛剤 非アルカロイド系 外用 フェントステープ1mg 1mg フェンタニルクエン酸塩

麻薬鎮痛剤 非アルカロイド系 外用 フェントステープ2mg 2mg フェンタニルクエン酸塩

麻薬鎮痛剤 アヘンアルカロイド系 注射 モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」 10mg/mL モルヒネ塩酸塩

麻薬鎮痛剤 アヘンアルカロイド系 注射 オキファスト注10mg 10mg/mL オキシコドン塩酸塩水和物

麻薬鎮痛剤 非アルカロイド系 注射 フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」　 0.1mg/2mL フェンタニルクエン酸塩 後発

麻薬鎮痛剤 非アルカロイド系 注射 フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」 0.25mg/5mL フェンタニルクエン酸塩 後発

麻薬鎮痛剤 非アルカロイド系 注射 レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 2mg レミフェンタニル塩酸塩 後発 アルチバ

気管支拡張薬 β２刺激 内服 プロカテロール塩酸塩錠50μg「トーワ」 50μg プロカテロール塩酸塩 後発 メプチン

気管支拡張薬 β２刺激 内服 クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」 10μg クレンブテロール塩酸塩 後発 スピロペント

気管支拡張薬 キサンチン誘導体 内服 テオロング錠100mg 100mg テオフィリン

気管支拡張薬 キサンチン誘導体 内服 テオドール顆粒20% 100mg/0.5g テオフィリン

気管支拡張薬 β２刺激 外用 ツロブテロールテープ2mg「日医工」 2mg ツロブテロール 後発 ホクナリンテープ

気管支拡張薬 β２刺激 外用 サルタノールインヘラー100μg 100μg サルブタモール

気管支拡張薬 β２刺激 外用 メプチンエアー10μg吸入100回 10μg プロカテロール

気管支拡張薬 β２刺激 外用 メプチン吸入液0.01% 100μg/mL プロカテロール

気管支拡張薬 抗コリン薬 外用 スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 2.5μg チオトロピウム臭化物水和物

気管支拡張薬 吸入ステロイド 外用 フルタイド100ディスカス 100μg フルチカゾンプロピオン酸エステル

気管支拡張薬 吸入ステロイド 外用 フルタイド200ディスカス 200μg フルチカゾンプロピオン酸エステル

気管支拡張薬 β２刺激＋ステロイド 外用 レルベア100エリプタ30吸入用 V25/F100 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配合

気管支拡張薬 β２刺激＋ステロイド 外用 レルベア200エリプタ30吸入用 V25/F200 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配合

気管支拡張薬 β２刺激＋ステロイド 外用 フルティフォーム50エアゾール56吸入用 FP50/F5 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

気管支拡張薬 β２刺激＋ステロイド 外用 フルティフォーム125エアゾール56吸入用 FP125/F5 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

気管支拡張薬 抗コリン＋β２刺激 外用 アノーロエリプタ30吸入用 U62.5/V25 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

気管支拡張薬 Ｂ＜Ｓ＋Ｅ：；：＋Ｅ：Ｆ： 外用 テリルジー100エリプタ30吸入用 FP100/U62.5/V25 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

気管支拡張薬 Ｂ＜Ｓ＋Ｅ：；：＋Ｅ：Ｆ： 外用 テリルジー200エリプタ30吸入用 FP200/U62.5/V25 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

気管支拡張薬 β2刺激 注射 ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg 40mg/mL エフェドリン塩酸塩

気管支拡張薬 キサンチン誘導体 注射 アミノフィリン静注250mg「トーワ」 250mg/10mL アミノフィリン水和物 後発 ネオフィリン

鎮咳・去痰剤 中枢性非麻薬 内服 アスベリン錠10 10mg チペピジンヒベンズ酸塩

鎮咳・去痰剤 中枢性非麻薬 内服 アスベリン散10% 100mg/g チペピジンヒベンズ酸塩

鎮咳・去痰剤 中枢性非麻薬 内服 アストミン散10% 100mg/g ジメモルファンリン酸塩

鎮咳・去痰剤 中枢性非麻薬 内服 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 15mg デキストロメトルファン臭化水素酸塩 後発 メジコン

鎮咳・去痰剤 中枢性非麻薬 内服 コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉 10mg/g コデインリン酸塩

鎮咳・去痰剤 中枢性非麻薬 内服 フスコデ配合錠 D3/M7/C1.5 ジヒドロコデインリン酸塩・ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩・クロルフェニラミンマレイン酸塩
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鎮咳・去痰剤 気道潤滑薬 内服 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「クニヒロ」 15mg アンブロキソール塩酸塩 後発 ムコソルバン

鎮咳・去痰剤 気道潤滑薬 内服 アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」 45mg アンブロキソール塩酸塩 後発 ムコソルバンＥ

鎮咳・去痰剤 粘液溶解薬 内服 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」 4mg ブロムヘキシン塩酸塩 後発 ビソルボン

鎮咳・去痰剤 粘液修復薬 内服 カルボシステイン錠250mg「トーワ」 250mg カルボシステイン 後発 ムコダイン

鎮咳・去痰剤 分泌細胞正常化薬 内服 クリアナール錠200mg 200mg フドステイン

鎮咳・去痰剤 気道粘液溶解薬 外用 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 2mg/mL ブロムヘキシン塩酸塩 後発 ビソルボン

鎮咳・去痰剤 粘液溶解薬 注射 ビソルボン注4mg 4mg/2mL ブロムヘキシン塩酸塩

抗ヒスタミン剤 第１世代 内服 ポララミン錠2mg 2mg クロルフェニラミンマレイン酸塩

抗ヒスタミン剤 第１世代 内服 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」 6mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 後発 ポララミン復効錠

抗ヒスタミン剤 第２世代 内服 ザイザル錠5mg 5mg レボセチリジン塩酸塩

抗ヒスタミン剤 第２世代 内服 オロパタジン塩酸塩錠5mg「日医工」 5mg オロパタジン塩酸塩 後発 アレロック

抗ヒスタミン剤 第２世代 内服 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「YD」 60mg フェキソフェナジン塩酸塩 後発 アレグラ

抗ヒスタミン剤 第２世代 内服 ロラタジン錠10mg「ケミファ」 10mg ロラタジン 後発 クラリチン

抗ヒスタミン剤 第２世代 内服 ビラノア錠20mg 20mg ビラスチン

抗ヒスタミン剤 第１世代 注射 ポララミン注5mg　 5mg/mL クロルフェニラミンマレイン酸塩

抗アレルギー薬 ロイコトリエン拮抗 内服 モンテルカスト錠10mg「KM」 10mg モンテルカストナトリウム 後発 キプレス

抗アレルギー薬 フェノチアジン系 内服 ヒベルナ糖衣錠5mg 5mg プロメタジン塩酸塩

抗アレルギー薬 ピペラジン系 内服 ペリアクチンシロップ0.04% 0.4mg/mL シプロヘプタジン塩酸塩

抗アレルギー薬 ピペラジン系 内服 アタラックス−Pカプセル25mg 25mg ヒドロキシジンパモ酸塩

抗アレルギー薬 フェノチアジン系 注射 ヒベルナ注25mg 25mg/mL プロメタジン塩酸塩

呼吸促進剤 末梢性呼吸刺激薬 注射 ドプラム注射液400mg 20mL ドキサプラム塩酸塩水和物

抗不整脈薬 第Ⅰａ群 内服 ジソピラミドカプセル１００ｍｇ「ファイザー」 100mg ジソピラミド 後発 リスモダン

抗不整脈薬 第Ⅰａ群 内服 ジソピラミドリン酸塩徐放錠１５０ｍｇ「トーワ」 150mg リン酸ジソピラミド 後発 リスモダンＲ

抗不整脈薬 第Ⅰｂ群 内服 アスペノンカプセル１０ 10mg アプリンジン塩酸塩

抗不整脈薬 第Ⅰｂ群 内服 メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「Ｃ＠」 100mg メキシレチン塩酸塩 後発 メキシチール

抗不整脈薬 第Ⅰｃ群 内服 ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サワイ」 50mg ピルシカイニド塩酸塩水和物 後発 サンリズム

抗不整脈薬 第Ⅰｃ群 内服 フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ファイザー」 50mg フレカイニド酢酸塩 後発 タンボコール

抗不整脈薬 第Ⅰｃ群 内服 プロノン錠１００ｍｇ 100mg プロパフェノン塩酸塩

抗不整脈薬 第Ⅲ群 内服 アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「Ｔ＞」 100mg アミオダロン塩酸塩 後発 アンカロン

抗不整脈薬 ＜ａ拮抗薬 内服 ワソラン錠４０ｍｇ 40mg ベラパミル塩酸塩

抗不整脈薬 ＜ａ拮抗薬 内服 ベプリコール錠５０ｍｇ 50mg ベプリジル塩酸水和物

抗不整脈薬 第Ⅰａ群 注射 リスモダンP静注50mg 5mL ジソピラミドリン酸塩

抗不整脈薬 第Ⅰｂ群 注射 リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL リドカイン塩酸塩 後発 キシロカイン

抗不整脈薬 第Ⅰｂ群 注射 静注用キシロカイン2% 5mL リドカイン塩酸塩

抗不整脈薬 第Ⅰｃ群 注射 サンリズム注射液50mg 5mL ピルジカイニド塩酸塩水和物

抗不整脈薬 第Ⅲ群 注射 アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 150mg アミオダロン塩酸塩 後発 アンカロン

抗不整脈薬 β１選択的遮断薬 注射 オノアクト50注 50mg ランジオロール塩酸塩

抗不整脈薬 ＜ａ拮抗薬 注射 ワソラン静注５mg 2mL ベラパミル塩酸塩
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心不全治療薬 ジギタリス製剤 内服 ハーフジゴキシンＤＹ錠0.125 0.125mg ジゴキシン

心不全治療薬 ジギタリス製剤 内服 ジゴシン散0.1％ 0.1% ジゴキシン

心不全治療薬 ジギタリス製剤 内服 メチルジゴキシン錠0.1ｍｇ「NIG」 0.1mg メチルジゴキシン 後発 ラニラピッド

心不全治療薬 カテコールアミン系 内服 デノパミン錠１０ｍｇ「日医工」 10mg デノパミン 後発 カルグート

心不全治療薬 その他 内服 ユビデカレノンカプセル１０ｍｇ「杏林」 10mg ユビデカレノン 後発 ノイキノン

心不全治療薬 Ｉ＝＞Ⅲ阻害 内服 ピモベンダン錠1.25ｍｇ「Ｔ＞」 1.25mg ピモベンダン 後発 アカルディ

心不全治療薬 ジギタリス製剤 注射 ジゴシン注0.25mg　 1mL ジゴキシン

心不全治療薬 カテコールアミン系 注射 ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「VTRS」 200mL ドパミン塩酸塩 後発 プレドパ

心不全治療薬 カテコールアミン系 注射 ドブタミン点滴静注100ｍｇ「アイロム」 100mg ドブタミン塩酸塩 後発 ドブトレックス

心不全治療薬 カテコールアミン系 注射 アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mL アドレナリン

心不全治療薬 カテコールアミン系 注射 ノルアドリナリン注1mg 1mL ノルアドレナリン

心不全治療薬 β刺激 注射 プロタノールL注0.2mg 1mL イソプレナリン塩酸塩

心不全治療薬 ポリペプチド製剤 注射 ハンプ注射用1000 1000μg カルペリチド

抗狭心症薬 硝酸薬 内服 ニトロペン舌下錠0.3ｍｇ 0.3mg ニトログリセリン

抗狭心症薬 硝酸薬 内服 ニトロール錠５mg 5mg 硝酸イソソルビド

抗狭心症薬 硝酸薬 内服 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「Ｓｔ」 20mg 硝酸イソソルビド 後発 ニトロールＲ

抗狭心症薬 Ｄチャネル開口薬 内服 ニコランジル錠５mg「トーワ」 5mg ニコランジル 後発 シグマート

抗狭心症薬 微小循環改善 内服 コメリアンコーワ錠100 100mg ジラゼプ塩酸塩水和物

抗狭心症薬 冠血管拡張 内服 ペルサンチン錠25mg 25mg ジピリダモール

抗狭心症薬 硝酸薬 外用 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 40mg 硝酸イソソルビド 後発 フランドル

抗狭心症薬 硝酸薬 外用 ニトロールスプレー1.25mg 1.25mg 硝酸イソソルビド

抗狭心症薬 硝酸薬 外用 ミオコールスプレー0.3mg 0.3mg ニトログリセリン

抗狭心症薬 硝酸薬 注射 ニトログリセリン静注5mg「TE」 10mL ニトログリセリン 後発 ミリスロール

抗狭心症薬 硝酸薬 注射 ニトログリセリン点滴静注50mg「HK」 100mL ニトログリセリン 後発 ミリスロール

抗狭心症薬 Ｄチャネル開口薬 注射 ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」 48mg ニコランジル 後発 シグマート

降圧薬 α遮断 内服 ドキサゾシン錠1mg「ファイザー」 1mg ドキサゾシンメシル酸塩 後発 カルデナリン

降圧薬 α遮断 内服 エブランチルカプセル15mg 15mg ウラピジル

降圧薬 αβ遮断 内服 カルベジロール錠1.25mg「Me」 1.25mg カルベジロール 後発 アーチスト

降圧薬 αβ遮断 内服 カルベジロール錠10mg「Me」 10mg カルベジロール 後発 アーチスト

降圧薬 αβ遮断 内服 アロチノロール塩酸塩錠100mg「日医工」 10mg アロチノロール塩酸塩 後発 アロチノロール塩酸塩「DSP」

降圧薬 β１選択的遮断 内服 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」 0.625mg ビソプロロールフマル酸塩 後発 メインテート

降圧薬 β１選択的遮断 内服 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5「サワイ」 2.5mg ビソプロロールフマル酸塩 後発 メインテート

降圧薬 β１選択的遮断 内服 アテノロール錠25mg「トーワ」 25mg アテノロール 後発 テノーミン

降圧薬 β１非選択的遮断 内服 カルテオロール塩酸塩錠5mg「日医工」 5mg カルテオロール塩酸塩 後発 ミケラン

降圧薬 β１非選択的遮断 内服 インデラル錠10mg 10mg プロプラノロール塩酸塩

降圧薬 β１非選択的遮断 内服 ハイパジールコーワ錠3 3mg ニプラジロール

降圧薬 ＜ａ拮抗薬 内服 ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 5mg ニフェジピン 後発 アダラート

降圧薬 ＜ａ拮抗薬 内服 ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」 10mg ニフェジピン 後発 アダラート

降圧薬 ＜ａ拮抗薬 内服 ニフェジピンCR錠10mg「日医工」 10mg ニフェジピン徐放錠 後発 アダラートCR

降圧薬 ＜ａ拮抗薬 内服 ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 20mg ニフェジピン徐放錠 後発 アダラートCR
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降圧薬 ＜ａ拮抗薬 内服 セパミット−R細粒2％ 2%0.5g ニフェジピン

降圧薬 ＜ａ拮抗薬 内服 アムロジピン錠2.5mg「サンド」 2.5mg アムロジピンベシル酸塩 後発 アムロジン

降圧薬 ＜ａ拮抗薬 内服 アムロジピン錠5mg「サンド」 5mg アムロジピンベシル酸塩 後発 アムロジン

降圧薬 ＜ａ拮抗薬 内服 ベニジピン塩酸塩錠4mg「日医工」 4mg ベニジピン塩酸塩 後発 コニール

降圧薬 ＜ａ拮抗薬 内服 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」 30mg ジルチアゼム塩酸塩 後発 ヘルベッサー

降圧薬 ＜ａ拮抗薬 内服 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」 100mg ジルチアゼム塩酸塩 後発 ヘルベッサー

降圧薬 ＜ａ拮抗薬 内服 アゼルニジピン錠8mg「日医工」 8mg アゼルニジピン 後発 カルブロック

降圧薬 ＜ａ拮抗薬 内服 ニカルジピン錠20mg「トーワ」 20mg ニカルジピン塩酸塩 後発 ペルジピン

降圧薬 ：＜＞阻害 内服 テモカプリル錠2mg「サワイ」 2mg テモカプリル塩酸塩 後発 エースコール

降圧薬 ：＜＞阻害 内服 エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」 2.5mg エナラプリルマレイン酸塩 後発 レニベース

降圧薬 ：＜＞阻害 内服 リシノプリル錠10mg「タイヨー」 10mg リシノプリル水和物 後発 ゼストリル

降圧薬 ：＜＞阻害 内服 イミダプリル塩酸塩錠5mg「オーハラ」 5mg イミダプリル塩酸塩 後発 タナトリル

降圧薬 ：Ｒ； 内服 オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 10mg オルメサルタン 後発 オルメテック

降圧薬 ：Ｒ； 内服 オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 20mg オルメサルタン 後発 オルメテック

降圧薬 ：Ｒ； 内服 イルベサルタン錠100mg「オーハラ」 100mg イルベサルタン 後発 アバプロ

降圧薬 ARB+Ca-b 内服 イルアミクス配合錠LD「三和」 イルベサルタン、アムロジピン 後発 アイミクス

降圧薬 ARB+Ca-b 内服 ジルムロ配合OD錠LD「トーワ」 アジルサルタン、アムロジピン 後発 ザクラス

降圧薬 ARB+Ca-b 内服 ジルムロ配合OD錠HD「トーワ」 アジルサルタン、アムロジピン 後発 ザクラス

降圧薬 選択的アルドステロン拮抗薬 内服 ミネブロ錠2.5mg 2.5mg エサキセレノン

降圧薬 選択的アルドステロン拮抗薬 内服 ミネブロ錠5mg 5mg エサキセレノン

降圧薬 中枢性α２アゴニスト 内服 アルドメット錠２５０ 250mg メチルドパ水和物

降圧薬 β１遮断 外用 ビソノテープ4mg 4mg ビソプロロール

降圧薬 β１非選択的遮断 注射 インデラル注射液2mg 2mL プロプラノロール塩酸塩

降圧薬 ＜ａ拮抗薬 注射 ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」 50mg ジルチアゼム塩酸塩 後発 ヘルベッサー

降圧薬 ＜ａ拮抗薬 注射 ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 2mL ニカルジピン塩酸塩 後発 ペルジピン

降圧薬 ＜ａ拮抗薬 注射 ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」 10mL ニカルジピン塩酸塩 後発 ペルジピン

利尿薬 ループ利尿薬 内服 フロセミド錠20mg「NIG」 20mg フロセミド 後発 ラシックス

利尿薬 ループ利尿薬 内服 フロセミド錠40mg「武田テバ」 40mg フロセミド 後発 ラシックス

利尿薬 ループ利尿薬 内服 トラセミド錠4mg「KO」 4mg トラセミド 後発 ルプラック

利尿薬 サイアザイド系 内服 トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」 2mg トリクロルチアジド 後発 フルイトラン

利尿薬 カリウム保持性利尿 内服 スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 25mg スピロノラクトン 後発 アルダクトン：

利尿薬 炭酸脱水酵素抑制薬 内服 ダイアモックス錠250mg 250mg アセタゾラミド

利尿薬 浸透圧利尿薬 内服 イソバイドシロップ70% 30mL イソソルビド

利尿薬 バソプレシン拮抗 内服 トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 7.5mg トルバプタン 後発 サムスカ

利尿薬 バソプレシン拮抗 内服 トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」 15mg トルバプタン 後発 サムスカ

利尿薬 ループ利尿薬 注射 フロセミド注20mg「トーワ」 2mL フロセミド 後発 ラシックス

利尿薬 カリウム保持性利尿 注射 ソルダクトン静注用200mg 200mg カンレノ酸カリウム

利尿薬 バソプレシン拮抗 注射 サムタス点滴静注用8mg 8mg トルバプタンリン酸エステルナトリウム

利尿薬 炭酸脱水酵素抑制薬 注射 ダイアモックス注射用500mg 500mg アセタゾラミド

利尿薬 浸透圧利尿薬 注射 グリセリン・果糖点滴静注「HK」 300mL イソソルビド 後発 グリセオール
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昇圧薬 交感神経亢進 内服 アメジニウム錠10mg「トーワ」 10mg アメジニウムメチル硫酸塩 後発 リズミック

昇圧薬 末梢血管収縮 注射 ネオシネジンコーワ注1mg 1mL フェニレフリン塩酸塩

脂質異常症治療薬 フィブラート系 内服 ベザフィブラートSR錠100mg「日医工」 100mg ベザフィブラート 後発 ベザトール

脂質異常症治療薬 ＩＩ：Ｒαモジュレーター 内服 パルモディア錠0.1mg 0.1mg ペマフィブラート

脂質異常症治療薬 ＡＦ＠－＜ｏ：還元酵素阻害 内服 リバロ錠1mg 1mg ピタバスタチンカルシウム

脂質異常症治療薬 ＡＦ＠－＜ｏ：還元酵素阻害 内服 リバロ錠2mg 2mg ピタバスタチンカルシウム

脂質異常症治療薬 ＡＦ＠－＜ｏ：還元酵素阻害 内服 プラバスタチンナトリウム錠5mg「トーワ」 5mg プラバスタチンナトリウム 後発 メバロチン

脂質異常症治療薬 ＡＦ＠－＜ｏ：還元酵素阻害 内服 アトルバスタチン錠10mg「Me」 10mg アトルバスタチンカルシウム水和物 後発 リピトール

脂質異常症治療薬 ＡＦ＠－＜ｏ：還元酵素阻害 内服 ロスバスタチンOD錠2.5mg「明治」 2.5mg ロスバスタチンカルシウム 後発 クレストール

脂質異常症治療薬 ＡＦ＠－＜ｏ：還元酵素阻害 内服 ロスバスタチンOD錠5mg「明治」 5mg ロスバスタチンカルシウム 後発 クレストール

脂質異常症治療薬 小腸＜ｈｏトランスポーター阻害 内服 エゼチミブ錠10mg「フェルゼン」 10mg エゼチミブ 後発 ゼチーア

脂質異常症治療薬 ビタミン＞製剤 内服 ユベラNカプセル100mg 100mg トコフェロールニコチン酸エステル

脂質異常症治療薬 多価不飽和脂肪酸 内服 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 900mg イコサペント酸エチル 後発 エパデール

抗血栓薬 血小板凝集抑制 内服 バファリン配合錠A81 81mg アスピリン、ダイアルミネート 後発

抗血栓薬 血小板凝集抑制 内服 バイアスピリン錠100mg 100mg アスピリン 後発

抗血栓薬 血小板凝集抑制 内服 チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」 100mg チクロピジン 後発 パナルジン

抗血栓薬 血小板凝集抑制 内服 クロピドグレル錠25mg「杏林」 25mg クロピドグレル硫酸塩 後発 プラビックス

抗血栓薬 血小板凝集抑制 内服 クロピドグレル錠75mg「杏林」 75mg クロピドグレル硫酸塩 後発 プラビックス

抗血栓薬 血小板凝集抑制 内服 シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」 50mg シロスタゾール 後発 プレタール

抗血栓薬 血小板凝集抑制 内服 サルポグレラート塩酸塩錠100mg｢日医工｣ 100mg サルポグレラート塩酸塩 後発 アンプラーグ

抗血栓薬 クマリン系 内服 ワルファリンK錠0.5mg「NP」 0.5mg ワルファリンカリウム 後発

抗血栓薬 クマリン系 内服 ワルファリンK錠1mg「NP」 1mg ワルファリンカリウム 後発

抗血栓薬 合成Ⅹａ阻害薬 内服 エリキュース錠2.5mg 2.5mg アピキサバン

抗血栓薬 合成Ⅹａ阻害薬 内服 エリキュース錠5mg 5mg アピキサバン

抗血栓薬 合成Ⅹａ阻害薬 内服 リクシアナOD錠30mg 30mg エドキサバン

抗血栓薬 合成Ⅹａ阻害薬 内服 リクシアナOD錠60mg 60mg エドキサバン

抗血栓薬 プロスタグランジン製剤 内服 ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 20μg ベラプロストナトリウム 後発 ドルナー

抗血栓薬 血小板凝集抑制 注射 オザグレルNa点滴静注20mg「IP」 20mg オザグレルナトリウム 後発 キサンボン

抗血栓薬 血栓溶解剤 注射 アクチバシン注600万 600万単位 アルテプラーゼ グルトパ

抗血栓薬 血栓溶解剤 注射 アクチバシン注2400万 2400万単位 アルテプラーゼ グルトパ

抗血栓薬 抗トロンビン 注射 アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 10mg アルガトロバン水和物 後発 スロンノン

抗血栓薬 ヘパリン製剤 注射 ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL 10mL ヘパリンナトリウム 後発

抗血栓薬 ヘパリン製剤 注射 ヘパリンナトリウム注１万単位/10mL「AY」 10mL ヘパリンナトリウム

抗血栓薬 ヘパリン製剤 注射 ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」 0.8mL ヘパリンカルシウム 後発

抗血栓薬 トロンボモジュリン 注射 リコモジュリン点滴静注用12800 12800U トロンボモジュリンアルファ

脳循環・代謝改善薬 脳血管拡張薬 内服 ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 5mg ニセルゴリン 後発 サアミオン

脳循環・代謝改善薬 ベンザミド系 内服 チアプリド錠25mg「日新」 25mg チアプリド塩酸塩 後発 グラマリール

脳循環・代謝改善薬 脳血管拡張薬 内服 イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」 20mg イフェンプロジル酒石酸塩 後発 セロクラール

脳循環・代謝改善薬 生理活性物質 注射 シチコリン注500mg/2mL「日医工」 500mg シチコリン 後発 ニコリン

脳循環・代謝改善薬 生理活性物質 注射 ATP注20mg「イセイ」 20mg アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 後発 アデホス

脳循環・代謝改善薬 脳保護薬 注射 エダラボン点滴静注30mg「NP」 30mg エダラボン 後発 ラジカット
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血管拡張薬 血管拡張作用 内服 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 5μg リマプロストアルファデクス 後発 プロレナール、オパルモン

血管拡張薬 プロスタグランジン製剤 注射 アルプロスタジル注10μg「武田テバ」 2mL アルプロスタジル 後発 リプル

血管拡張薬 プロスタグランジン製剤 注射 アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「F」 20μg アルプロスタジルアルファデクス 後発 プロスタンディン

消化性潰瘍治療薬 Ａ２ブロッカー 内服 ファモチジンOD錠20mg「トーワ」 20mg ファモチジン 後発 ガスター

消化性潰瘍治療薬 Ａ２ブロッカー 内服 プロテカジン錠10 10mg ラフチジン

消化性潰瘍治療薬 ＩＩＢ 内服 オメプラゾール錠20mg「日医工」 20mg オメプラゾール 後発 オメプラール

消化性潰瘍治療薬 ＩＩＢ 内服 ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 15mg ランソプラゾール 後発 タケプロン

消化性潰瘍治療薬 ＩＩＢ 内服 ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 30mg ランソプラゾール 後発 タケプロン

消化性潰瘍治療薬 ＩＩＢ 内服 パリエット錠5mg 5mg ラベプラゾールナトリウム

消化性潰瘍治療薬 ＩＩＢ 内服 パリエット錠10mg 10mg ラベプラゾールナトリウム

消化性潰瘍治療薬 粘膜抵抗強化 内服 アルサルミン細粒90% 90%1g スクラルファート

消化性潰瘍治療薬 粘膜抵抗強化 内服 プロマック顆粒15% 15%0.5g ポラプレジンク

消化性潰瘍治療薬 粘液産生・分泌促進 内服 レバミピド錠100mg「オーツカ」 100mg レバミピド 後発 ムコスタ

消化性潰瘍治療薬 粘液産生・分泌促進 内服 テプレノンカプセル50mg「トーワ」 50mg テプレノン 後発 セルベックス

消化性潰瘍治療薬 粘液産生・分泌促進 内服 セルベックス細粒10% 10%0.5g テプレノン

消化性潰瘍治療薬 組織修復促進薬 内服 ガストローム顆粒66.7% 1.5g エカベトナトリウム

消化性潰瘍治療薬 酸中和薬 内服 マーロックス懸濁用配合顆粒 1.2g 水酸化アルミニウムゲル、水酸化マグネシウム 後発 マルファ

消化性潰瘍治療薬 Ａ２ブロッカー 注射 ファモチジン静注20mg「日新」 20mL ファモチジン 後発 ガスター

消化性潰瘍治療薬 ＩＩＢ 注射 オメプラゾール注射用20mg「日医工」 20mg オメプラゾールナトリウム 後発 オメプラール

消化管運動機能改善薬 ドパミン拮抗 内服 メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 5mg メトクロプラミド 後発 プリンペラン、エリーテン

消化管運動機能改善薬 胃腸機能調整薬 内服 ドンペリドン錠10mg「トーワ」 10mg ドンペリドン 後発 ナウゼリン

消化管運動機能改善薬 オピアト作動 内服 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 100mg トリメブチンマレイン酸塩 後発 セレキノン

消化管運動機能改善薬 セロトニン作動 内服 モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 5mg モサプリドクエン酸塩水和物 後発 ガスモチン

消化管運動機能改善薬 ：＜ｈ＞阻害 内服 アコファイド錠100mg 100mg アコチアミド塩酸塩水和物

消化管運動機能改善薬 ドパミン拮抗 内服 イトプリド塩酸塩錠5mg「タナベ」 50mg イトプリド塩酸塩 後発 ガナトン

消化管運動機能改善薬 局所麻酔薬 内服 ストロカイン錠5mg 5mg オキセサゼイン

消化管運動機能改善薬 総合消化酵素 内服 エクセラーゼ配合錠 サナクターゼ、プロクターゼ、オリパーゼ、メイセラーゼ、膵臓性消化酵素Ｔ：

消化管運動機能改善薬 総合消化酵素 内服 ベリチーム配合顆粒 0.5g 濃厚膵臓性分解酵素、細菌性脂肪酵素、アスペルギルス産生消化酵素、繊維素分解酵素

消化管運動機能改善薬 その他 内服 ＧＢＦ配合散 1.3g

制吐薬 ５-ＡＴ₃受容体拮抗薬 内服 ナゼアOD錠0.1mg 0.1mg ラモセトロン

制吐薬 ＧＤ１拮抗薬 内服 アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 80mg アプレピタント 後発 イメンド

制吐薬 ＧＤ１拮抗薬 内服 アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 125mg アプレピタント 後発 イメンド

制吐薬 胃腸機能調整薬 外用 ナウゼリン坐剤10 10mg ドンペリドン

制吐薬 胃腸機能調整薬 外用 ナウゼリン坐剤60 60mg ドンペリドン

消化器機能調整剤 胃腸機能調整薬 注射 塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」 2mL メトクロプラミド 後発 プリンペラン、エリーテン

制吐薬 ５-ＡＴ₃受容体拮抗薬 注射 グラニセトロン静注液3mg「日医工」 3mL グラニセトロン塩酸塩 後発 カイトリル

制吐薬 ５-ＡＴ₃受容体拮抗薬 注射 オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」 2mL オンダンセトロン塩酸塩水和物 後発

制吐薬 ５-ＡＴ₃受容体拮抗薬 注射 パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 0.75mg パロノセトロン 後発
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止痢・整腸剤 止痢薬 内服 タンニン酸アルブミン「ケンエー」 タンニン酸アルブミン

止痢・整腸剤 止痢薬 内服 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」 1mg 塩酸ロペラミド 後発 ロペミン

止痢・整腸剤 止痢薬 内服 アドソルビン原末 天然ケイ酸アルミニウム

止痢・整腸剤 過敏性腸症候群 内服 トランコロン錠7.5mg 7.5mg メペンゾラート臭化物

止痢・整腸剤 消化管ガス駆除薬 内服 ジメチコン錠40mg「YD」 40mg ジメチコン 後発 ガスコン

止痢・整腸剤 消化管ガス駆除薬 内服 ガスコンドロップ内用液2％ 2% ジメチコン

止痢・整腸剤 炎症性腸疾患治療薬 内服 サラゾピリン錠500mg 500mg サラゾスルファピリジン

止痢・整腸剤 炎症性腸疾患治療薬 内服 ペンタサ錠250mg 250mg メサラジン

止痢・整腸剤 整腸剤 内服 ラックビー微粒N 1g ビフィズス菌

止痢・整腸剤 整腸剤 内服 ビオフェルミン錠剤 ビフィズス菌 後発

止痢・整腸剤 整腸剤 内服 ビオフェルミンR散 1g 耐性乳酸菌

止痢・整腸剤 整腸剤 内服 ビオスリー配合OD錠 ラクトミン、酪酸菌、糖化菌

痔疾治療薬 抗炎症薬 内服 ヘモナーゼ配合錠 ブロメライン、トコフェロール

痔疾治療薬 痔疾患治療薬 外用 強力ポステリザン（軟膏） 2g 大腸菌死菌、ヒドロコルチゾン配合

下剤 塩類下剤 内服 酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」 250mg 酸化マグネシウム 後発 酸化マグネシウム

下剤 塩類下剤 内服 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 330mg 酸化マグネシウム 後発 酸化マグネシウム

下剤 塩類下剤 内服 重質酸化マグネシウム「ケンエー」 0.33g 酸化マグネシウム

下剤 塩類下剤 内服 重質酸化マグネシウム「ケンエー」 0.5g 酸化マグネシウム

下剤 塩類下剤 内服 重質酸化マグネシウム「ケンエー」 酸化マグネシウム

下剤 大腸性刺激性 内服 ピコスルファートナトリウム内用液0.75％「Ｃ＠」 0.75%10mL ピコスルファートナトリウム 後発 ラキソベロン

下剤 大腸性刺激性 内服 アローゼン顆粒 0.5g センナ、センナジツ

下剤 大腸性刺激性 内服 センノシド錠12mg「サンド」 12mg センノシド 後発 プルゼニド

下剤 上皮機能変容薬 内服 アミティーザカプセル24μg 24μg ルビプロストン

下剤 過敏性腸症候群治療薬 内服 リンゼス錠0.25mg 0.25mg リナクロチド

下剤 胆汁酸トランスポーター阻害剤 内服 グーフィス錠5mg 5mg エロビキシバット水和物

下剤 浸透圧性下剤 内服 モビコール配合内用剤LD 6.85g マクロゴール4000

下剤 腸管前処置 内服 ニフレック配合内用剤 137.155g 塩化ナトリウム、塩化カリウム、炭酸水素ナトリウム、無水硫酸ナトリウム

下剤 腸管前処置 内服 マグコロール散68％分包 50g クエン酸マグネシウム

下剤 腸管前処置 内服 マグコロール散68％分包 100g クエン酸マグネシウム

下剤 腸管前処置 内服 マグコロール内用液13.6％分包 250mL クエン酸マグネシウム

下剤 浣腸剤 外用 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 60mL グリセリン

下剤 浣腸剤 外用 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 120mL グリセリン

下剤 大腸刺激性 外用 テレミンソフト坐薬10mg 10mg ビサコジル

肝・胆・膵疾患治療薬 利胆薬 内服 ウルソデオキシコール酸錠「ZE」 100mg ウルソデオキシコール酸 後発 ウルソ

肝・胆・膵疾患治療薬 蛋白分解酵素阻害 内服 カモスタットメシル酸塩錠「トーワ」 100mg カモスタットメシル酸塩 後発 フオイパン

肝・胆・膵疾患治療薬 肝疾患治療 内服 グリチロン配合錠 ＝Ｅ－メチオニン、グリシン、グリチルリチン酸一アンモニウム

肝・胆・膵疾患治療薬 肝疾患治療 内服 タチオン錠100mg 100mg グルタチオン

肝・胆・膵疾患治療薬 肝疾患治療 内服 ラグノスNF経口ゼリー 12g ラクツロース 後発 モニラック

肝・胆・膵疾患治療薬 肝不全用経腸栄養剤 内服 アミノレバンEN配合散（フルーツ味） 50g

肝・胆・膵疾患治療薬 肝不全用経腸栄養剤 内服 アミノレバンEN配合散（コーヒー味） 50g

肝・胆・膵疾患治療薬 アミノ酸製剤 内服 リックル配合顆粒 4.74g イソロイシン、ロイシン、バリン 後発 リーバクト

11 ページ



薬効大分類 薬効分類 剤形 当院採用商品名 量 一般名 後発品 先発商品名

肝・胆・膵疾患治療薬 肝疾患治療 注射 アデラビン9号注1mL 1mL 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

肝・胆・膵疾患治療薬 肝疾患治療 注射 タチオン注射用100mg 100mg グルタチオン

肝・胆・膵疾患治療薬 肝疾患治療 注射 ネオファーゲン静注20mL 20mL グリチルリチン酸、グリシン、メチオニン 後発 強力ネオミノファーゲン＜

肝・胆・膵疾患治療薬 蛋白分解酵素阻害 注射 ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」 100mg ガベキサートメシル酸塩 後発 エフオーワイ

肝・胆・膵疾患治療薬 蛋白分解酵素阻害 注射 ミラクリッド注射液5万単位 1mL ウリナスチン

解毒・中毒治療 慢性腎不全用剤 内服 クレメジンカプセル200mg 200mg 球形吸着炭

解毒・中毒治療 慢性腎不全用剤 内服 クレメジン細粒分包2g 2g 球形吸着炭

解毒・中毒治療 還元型葉酸製剤 注射 ロイコボリン注3mg 1mL ホリナートカルシウム

解毒・中毒治療 シアン化物・ヒ素中毒治療 注射 デトキソール静注液2g 20mL チオ硫酸ナトリウム

解毒・中毒治療 ベンゾジアゼピン拮抗薬 注射 フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」 5mL フルマゼニル 後発 アネキセート

解毒・中毒治療 麻薬拮抗薬 注射 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 1mL ナロキソン塩酸塩

全身麻酔剤 ブチロフェノン系 注射 ドロレプタン注射液25mg 10mL ドロペリドール

全身麻酔剤 中枢性α２アドレナリン作動薬 注射 デクスメデトミジン注200μg「ニプロ」シリンジ 50mL デクスメデトミジン塩酸塩 後発

全身麻酔剤 GABAA作動薬 注射 プロポフォール静注1％「マルイシ」 20mL プロポフォール 後発 ディプリバン

全身麻酔剤 GABAA作動薬 注射 1%ディプリバン注−キット 50mL プロポフォール

全身麻酔剤 ハロゲン化吸入麻酔 外用 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 250mL セボフルラン 後発

全身麻酔剤 ハロゲン化吸入麻酔 外用 スープレン吸入麻酔液 240mL デスフルラン

局所麻酔剤 アミド型 注射 キシロカイン注ポリアンプ1% 5mL リドカイン塩酸塩

局所麻酔剤 アミド型 注射 キシロカイン注ポリアンプ1% 10mL リドカイン塩酸塩 手術室のみ

局所麻酔剤 アミド型 注射 キシロカイン注ポリアンプ2% 10mL リドカイン塩酸塩 手術室のみ

局所麻酔剤 アミド型 注射 ポプスカイン0.25％注バッグ250mg 100mL レボブピバカイン塩酸塩

局所麻酔剤 アミド型 注射 ポプスカイン0.5%注シリンジ50mg/10mL 10mL レボブピバカイン塩酸塩

局所麻酔剤 アミド型 注射 アナペイン注10mg/mL 10mL ロピバカイン塩酸塩水和物

局所麻酔剤 アミド型 注射 マーカイン注0.25% 20mL ブピバカイン塩酸塩水和物

局所麻酔剤 アミド型 注射 マーカイン注脊麻用高比重0.5% 4mL ブピバカイン塩酸塩水和物

局所麻酔剤 アミド型 注射 マーカイン注脊麻用等比重0.5% 4mL ブピバカイン塩酸塩水和物

局所麻酔剤 アミド型 注射 キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1：100,000）含有 20mL リドカイン、アドレナリン

局所麻酔剤 アミド型 注射 ネオビタカイン注シリンジ 5mL ジブカイン塩酸塩、サリチル酸ナトリウム、臭化カルシウム

局所麻酔剤 アミド型 外用 キシロカイン液　4% 100mL リドカイン塩酸塩

局所麻酔剤 アミド型 外用 キシロカインゼリー　2% 30mL リドカイン塩酸塩

局所麻酔剤 アミド型 外用 キシロカインビスカス　2% 100mL リドカイン塩酸塩

局所麻酔剤 アミド型 外用 キシロカインポンプスプレー　8% 80g リドカイン塩酸塩

局所麻酔剤 アミド型 外用 ペンレステープ 18mg リドカイン

抗てんかん薬 第1世代バルプロ酸ナトリウム 内服 バルプロ酸Na徐放錠A200mg「トーワ」 200mg バルプロ酸ナトリウム 後発 デパケン

抗てんかん薬 第1世代バルプロ酸ナトリウム 内服 バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 5% バルプロ酸ナトリウム 後発 デパケン

抗てんかん薬 第1世代フェニトイン系 内服 アレビアチン錠100mg 100mg フェニトイン

抗てんかん薬 第1世代フェニトイン系 内服 フェニトイン散10% 10% フェニトイン

抗てんかん薬 第1世代バルビツール酸系 内服 フェノバール錠30mg 30mg フェノバルビタール

抗てんかん薬 第1世代バルビツール酸系 内服 フェノバール散10% 10% フェノバルビタール

抗てんかん薬 第1世代カルバマゼピン 内服 テグレトール錠100mg 100mg カルバマゼピン
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抗てんかん薬 第1世代ベンズイソキサゾール系 内服 ゾニサミド錠100mgEX「KO」 100mg ゾニサミド 後発 エクセグラン

抗てんかん薬 第1世代；ｚ系 内服 リボトリール錠1mg 1mg クロナゼパム

抗てんかん薬 第２世代 内服 イーケプラ錠500mg 500mg レベチラセタム

抗てんかん薬 第２世代 内服 ビムパット錠50mg 50mg ラコサミド

抗てんかん薬 第1世代フェニトイン系 注射 アレビアチン注250mg 5mL フェニトイン

抗てんかん薬 第1世代バルビツール酸系 注射 フェノバール注射液100mg 1mL フェノバルビタール

抗精神病薬 フェノチアジン系 内服 ノバミン錠5mg 5mg プロクロルペラジンマレイン酸塩

抗精神病薬 ブチロフェノン系 内服 ハロペリドール錠0.75mg「アメル」 0.75mg ハロペリドール 後発 セレネース

抗精神病薬 ベンザミド系 内服 スルピリド錠50mg「サワイ」 50mg スルピリド 後発 ドグマチール

抗精神病薬 Ｓ＝： 内服 リスペリドン錠1mg「アメル」 1mg リスペリドン 後発 リスパダール

抗精神病薬 Ｓ＝： 内服 リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」 0.5mg リスペリドン 後発 リスパダール内用液

抗精神病薬 Ｆ：ＲＴ： 内服 クエチアピン錠25mg「アメル」 25mg クエチアピンフマル酸塩 後発 セロクエル

抗精神病薬 フェノチアジン系 注射 ヒルナミン筋注25mg 1mL レボメプロマジン

抗精神病薬 ブチロフェノン系 注射 セレネース注5mg 1mL ハロペリドール

抗うつ薬 三環系 内服 トリプタノール錠10 10mg アミトリプチリン塩酸塩

抗うつ薬 四環系 内服 ルジオミール錠10mg 10mg マプロチリン塩酸塩

抗うつ薬 ＳＳＲＢ 内服 パロキセチン錠10mg「日新」 10mg パロキセチン 後発 パキシル

抗うつ薬 ＳＳＲＢ 内服 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg｢杏林｣ 25mg フルボキサミンマレイン酸塩 後発 デプロメール　ルボックス

抗うつ薬 ＳＧＲＢ 内服 デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 20mg デュロキセチン塩酸塩 後発 サインバルタ

抗うつ薬 その他の抗うつ薬 内服 レスリン錠25 25mg トラゾドン塩酸塩

抗不安薬 ；ｚ系　短 内服 クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 5mg クロチアゼパム 後発 リーゼ

抗不安薬 ；ｚ系　短 内服 エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 0.5mg エチゾラム 後発 デパス

抗不安薬 ；ｚ系　中 内服 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 0.5mg ロラゼパム 後発 ワイパックス

抗不安薬 ；ｚ系　中 内服 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 0.4mg アルプラゾラム 後発 ソラナックス

抗不安薬 ；ｚ系　長 内服 ジアゼパム錠2mg「トーワ」 2mg ジアゼパム 後発 セルシン　ホリゾン

抗不安薬 ；ｚ系　長 内服 ジアゼパム錠5mg「トーワ」 5mg ジアゼパム 後発 セルシン　ホリゾン

抗不安薬 ；ｚ系　超長 内服 ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」 1mg ロフラゼプ酸エチル 後発 メイラックス

抗不安薬 Ａ１受容体拮抗薬 注射 アタラックス−P注射液(50mg/ml) 1mL ヒドロキシジン

抗不安薬 ；ｚ系 注射 ホリゾン注射液10mg 2mL ジアゼパム 後発 セルシン　

催眠・鎮静薬 ；ｚ系　超短 内服 トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 0.25mg トリアゾラム 後発 ハルシオン

催眠・鎮静薬 ；ｚ系　短 内服 ブロチゾラム錠0.25mg「トーワ」 0.25mg ブロチゾラム 後発 レンドルミン

催眠・鎮静薬 ；ｚ系　中 内服 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 1mg フルニトラゼパム 後発 ロヒプノール

催眠・鎮静薬 ；ｚ系　中 内服 ベンザリン錠5 5mg ニトラゼパム

催眠・鎮静薬 非；ｚ　超短 内服 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「杏林」 5mg ゾルピデム酒石酸塩 後発 マイスリー

催眠・鎮静薬 非；ｚ　超短 内服 エスゾピクロン錠1mg「杏林」 1mg エスゾピクロン 後発 ルネスタ

催眠・鎮静薬 メラトニン受容体刺激 内服 ラメルテオン錠8mg「杏林」 8mg ラメルテオン 後発 ロゼレム

催眠・鎮静薬 オレキシン受容体拮抗 内服 ベルソムラ錠15mg 15mg スボレキサント

催眠・鎮静薬 オレキシン受容体拮抗 内服 デエビゴ錠5mg 5mg レンボレキサント

催眠・鎮静薬 ；ｚ系　超短 注射 ドルミカム注射液10mg 2mL ミダゾラム

催眠・鎮静薬 ；ｚ系　中 注射 サイレース静注２mg 1mL フルニトラゼパム ロヒプノール
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鎮暈・耳鳴治療剤 抗めまい薬 内服 セファドール錠25mg 25mg ジフェニドール

鎮暈・耳鳴治療剤 抗めまい薬 内服 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」 6mg ベタヒスチンメシル塩酸塩 後発 メリスロン

鎮暈・耳鳴治療剤 中枢性制吐・鎮暈薬 内服 トラベルミン配合錠 ジフェンヒドラミン、ジプロフィリン配合

鎮暈・耳鳴治療剤 生理活性物質 内服 アデホスコーワ顆粒10% 1g アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

筋弛緩剤 中枢性筋弛緩薬 内服 アフロクアロン錠20mg「トーワ」 20mg アフロクアロン 後発 アロフト

筋弛緩剤 中枢性筋弛緩薬 内服 エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 50mg エペリゾン塩酸塩 後発 ミオナール

筋弛緩剤 中枢性筋弛緩薬 内服 チザニジン錠1mg「杏林」 1mg チザニジン塩酸塩 後発 テルネリン

筋弛緩剤 末梢性筋弛緩薬 内服 ダントリウムカプセル25mg 25mg ダントロレンナトリウム水和物

筋弛緩剤 末梢性筋弛緩薬 注射 ロクロニウム臭化物静注液50mg「マルイシ」 5mL ロクロニウム臭化物 後発

筋弛緩剤 末梢性筋弛緩薬 注射 ダントリウム静注用20mg 20mg ダントロレンナトリウム水和物

筋弛緩剤 筋弛緩回復薬 注射 ブリディオン静注200mg 2mL スガマデクスナトリウム

抗パーキンソン剤 ドパミン遊離促進薬 内服 アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 50mg アマンタジン塩酸塩 後発 シンメトレル

抗パーキンソン剤 ドパミン受容体刺激薬 内服 プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」 0.5mg プラミペキソール塩酸塩水和物 後発 ビ・シフロール

抗パーキンソン剤 レボドパ含有製剤 内服 マドパー配合錠 レボドパ、ベンセラジド（４：１）配合

抗パーキンソン剤 レボドパ含有製剤 内服 ドパコール配合錠L100 レボドパ、カルビドパ（10：1）配合 後発 メネシット

抗パーキンソン剤 ノルアドレナリン前駆物質 内服 ドプスOD錠100mg 100mg ドロキシドパ

抗パーキンソン剤 副交感神経遮断薬 内服 アーテン錠（2mg） 2mg トリヘキシフェニジル塩酸塩

抗パーキンソン剤 ドパミン受容体刺激薬 外用 ニュープロパッチ4.5mg 4.5mg ロチゴチン

抗パーキンソン剤 ドパミン受容体刺激薬 外用 ニュープロパッチ13.5mg 13.5mg ロチゴチン

抗パーキンソン剤 レボドパ含有製剤 注射 ドパストン静注５０ｍｇ 20mL レボドパ

抗認知症薬 コリンエステラーゼ阻害薬 内服 アリセプト錠3mg 3mg ドネペジル塩酸塩

抗認知症薬 コリンエステラーゼ阻害薬 内服 アリセプト錠5mg 5mg ドネペジル塩酸塩

抗認知症薬 コリンエステラーゼ阻害薬 内服 ドネペジル塩酸塩錠5mg「日医工」 5mg ドネペジル塩酸塩 後発 アリセプト

抗認知症薬 コリンエステラーゼ阻害薬 内服 アリセプト錠10mg 10mg ドネペジル塩酸塩

抗認知症薬 ＧＦ＝：受容体アンタゴニスト 内服 メマリー錠5mg 5mg メマンチン塩酸塩

抗認知症薬 ＧＦ＝：受容体アンタゴニスト 内服 メマリー錠20mg 20mg メマンチン塩酸塩

抗認知症薬 コリンエステラーゼ阻害薬 外用 リバスチグミンテープ4.5mg「ニプロ」 4.5mg リバスチグミン 後発 リバスタッチパッチ

抗認知症薬 コリンエステラーゼ阻害薬 外用 リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」 9mg リバスチグミン 後発 リバスタッチパッチ

抗認知症薬 コリンエステラーゼ阻害薬 外用 リバスチグミンテープ13.5mg「ニプロ」 13.5mg リバスチグミン 後発 リバスタッチパッチ

抗認知症薬 コリンエステラーゼ阻害薬 外用 リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」 18mg リバスチグミン 後発 リバスタッチパッチ

自律神経系用剤 副交感神経興奮薬 内服 ベサコリン散5% 5% ベタネコール塩化物

自律神経系用剤 副交感神経興奮薬 内服 ウブレチド錠5mg 5mg ジスチグミン臭化物

自律神経系用剤 抗コリン薬 内服 ロートエキス散〈ハチ〉 1% ロートエキス

自律神経系用剤 抗コリン薬 内服 チアトンカプセル10mg 10mg チキジウム臭化物

自律神経系用剤 膵胆道・尿路系鎮痙剤 内服 コスパノンカプセル40mg 40mg フロプロピオン

自律神経系用剤 自律神経調節薬 内服 トフィソパム錠50mg「日医工」 50mg トフィソパム 後発 グランダキシン

自律神経系用剤 副交感神経興奮薬 注射 オビソート注射用0.1g 0.1g アセチルコリン塩化物

自律神経系用剤 抗コリン薬 注射 アトロピン注0.05％シリンジ「テルモ」 1mL アトロピン硫酸塩水和物

自律神経系用剤 鎮痙剤 注射 ブスコパン注20mg　 1mL ブチルスコポラミン臭化物
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骨・カルシウム代謝薬 ビスホスホネート製剤 内服 ボナロン錠35mg 35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物

骨・カルシウム代謝薬 ビスホスホネート製剤 内服 ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」 50mg ミノドロン酸水和物 後発 ボノテオ
骨・カルシウム代謝薬 ビタミンＤ２製剤 内服 グラケーカプセル15mg 15mg メナテトレノン
骨・カルシウム代謝薬 Ｓ＞ＲＦ（選択的エストロゲン受容体モジュレーター） 内服 ラロキシフェン錠60mg「日新」 60mg ラロキシフェン塩酸塩 後発 エビスタ
骨・カルシウム代謝薬 活性型ビタミン＝３製剤 内服 アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」 1μg アルファカルシドール 後発 ワンアルファ　アルファロール

骨・カルシウム代謝薬 活性型ビタミン＝３製剤 内服 エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」 0.5μg エルデカルシトール 後発 エディロール

骨・カルシウム代謝薬 活性型ビタミン＝３製剤 内服 エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 0.75μg エルデカルシトール 後発 エディロール

骨・カルシウム代謝薬 内服 デノタスチュアブル配合錠 沈降炭酸カルシウム、コレカルシフェロール、炭酸マグネシウム配合

骨・カルシウム代謝薬 ビスホスホネート製剤 注射 イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」 1mg イバンドロン酸ナトリウム水和物 後発 ボンビバ
骨・カルシウム代謝薬 ビスホスホネート製剤 注射 ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mLバッグ「VTRS」 4mg ゾレドロン酸水和物 後発 ゾメタ
骨・カルシウム代謝薬 ビスホスホネート製剤 注射 リクラスト点滴静注液5mg 100mL ゾレドロン酸水和物
骨・カルシウム代謝薬 骨形成促進剤 注射 テリボン皮下注用56.5μg 56.5μg テリパラチド
骨・カルシウム代謝薬 骨形成促進剤 注射 テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター 28.2μg テリパラチド
骨・カルシウム代謝薬 抗Ｒ：ＧＤＥ抗体 注射 プラリア皮下注60mgシリンジ 60mg デノスマブ

骨・カルシウム代謝薬 抗Ｒ：ＧＤＥ抗体 注射 ランマーク皮下注120mg 120mg デノスマブ
骨・カルシウム代謝薬 スクレロスチン抗体 注射 イベニティ皮下注105mgシリンジ 105mg ロモソズマブ

骨・カルシウム代謝薬 カルシトニン製剤 注射 エルシトニン注20S 1mL エルカトニン

抗リウマチ剤 免疫調節薬 内服 ブシラミン錠100mg「日医工」 100mg ブシラミン 後発 リマチル

抗リウマチ剤 免疫抑制薬 内服 ブレディニン錠50 50mg ミゾリビン

抗リウマチ剤 免疫抑制薬 内服 メトトレキサート錠「タナベ」 2mg メトトレキサート 後発 リウマトレックス

抗リウマチ剤 リウマチ性疾患治療補助薬 注射 アルツディスポ関節注25mg 2.5mL 精製ヒアルロン酸ナトリウム

痛風治療剤 酸性尿改善薬 内服 ウラリット-U配合散 1g クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム配合

痛風治療剤 痛風発作治療薬 内服 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 0.5mg コルヒチン

痛風治療剤 尿酸生成抑制薬 内服 フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 10mg フェブキソスタット 後発 フェブリク

痛風治療剤 尿酸生成抑制薬 内服 フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 20mg フェブキソスタット 後発 フェブリク

痛風治療剤 尿酸生成抑制薬 内服 アロプリノール錠100mg「サワイ」 100mg アロプリノール 後発 ザイロリック

痛風治療剤 尿酸排泄促進薬 内服 ベンズブロマロン錠50mg「日医工」 50mg ベンズブロマロン 後発 ユリノーム

糖尿病治療剤 スルホニル尿素系 内服 グリメピリド錠0.5mg「YD」 0.5mg グリメピリド 後発 アマリール

糖尿病治療剤 ビグアナイド系 内服 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「明治」 250mg メトホルミン塩酸塩 後発 メトグルコ

糖尿病治療剤 ビグアナイド系 内服 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「明治」 500mg メトホルミン塩酸塩 後発 メトグルコ

糖尿病治療剤 速効型インスリン分泌促進薬 内服 ミチグリニドCa･OD錠10mg「三和」 10mg ミチグリニド 後発 グルファスト

糖尿病治療剤 速効型インスリン分泌促進薬 内服 レパグリニド錠0.25mg「サワイ」 0.25mg レパグリニド 後発 シュアポスト

糖尿病治療剤 速効型インスリン分泌促進薬 内服 レパグリニド錠0.5mg「サワイ」 0.5mg レパグリニド 後発 シュアポスト

糖尿病治療剤 チアゾリジン系 内服 ピオグリタゾンOD錠30mg「NS」 30mg ピオグリタゾン塩酸塩 後発 アクトス

糖尿病治療剤 α－グルコシダーゼ阻害薬 内服 ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 0.2mg ボグリボース 後発 ベイスン

糖尿病治療剤 ＝ＩＩ－４阻害薬 内服 ジャヌビア錠50mg 50mg シタグリプチンリン酸塩水和物

糖尿病治療剤 ＝ＩＩ－４阻害薬 内服 トラゼンタ錠5mg 5mg リナグリプチン

糖尿病治療剤 ＝ＩＩ－４阻害薬 内服 スイニー錠100mg 100mg アナグリプチン

糖尿病治療剤 合剤 内服 エクメット配合錠LD ビルダグリプチン、メトホルミン

糖尿病治療剤 合剤 内服 エクメット配合錠HD ビルダグリプチン、メトホルミン

糖尿病治療剤 Ｓ＠ＥＴ２阻害薬 内服 ジャディアンス錠10mg 10mg エンパグリフロジン

糖尿病治療剤 糖尿病性末梢神経障害治療薬 内服 エパルレスタット錠50mg「日医工」 50mg エパルレスタット 後発 キネダック
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糖尿病治療剤 ヒトインスリン 注射 ヒューマリンR注100単位/mL 10mL ヒトインスリン

糖尿病治療剤 ヒトインスリン 注射 ヒューマリンR注ミリオペン 300単位 ヒトインスリン

糖尿病治療剤 インスリンアナログ 注射 インスリン　リスプロBS注ソロスター　HU「サノフィ」 300単位 インスリンリスプロ 後発 ヒューマログミリオペン　300単位

糖尿病治療剤 インスリンアナログ 注射 ヒューマログミックス25注ミリオペン 300単位 インスリンリスプロ混合製剤

糖尿病治療剤 インスリンアナログ 注射 ヒューマログミックス50注ミリオペン 300単位 インスリンリスプロ混合製剤

糖尿病治療剤 インスリンアナログ 注射 インスリン　グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 300単位 インスリングラルギン 後発 ランタス

糖尿病治療剤 インスリンアナログ 注射 ランタスXR注ソロスター 450単位 インスリングラルギン

糖尿病治療剤 インスリンアナログ 注射 アピドラ注ソロスター 300単位 インスリングルリジン

糖尿病治療剤 ＠ＥＩー１アナログ 注射 トルリシティ皮下注アテオス 0.75mg デュラグルチド

糖尿病治療剤 ＠ＥＩー１アナログ 注射 リキスミア皮下注300μg 3mL リキシセナチド

糖尿病治療剤 合剤 注射 ソリクア配合注ソロスター 3mL インスリングラルギン、リキシセナチド

ホルモン剤（抗ホルモン含） 副腎皮質ステロイド 内服 フロリネフ錠0.1mg 0.1mg フルドロコルチゾン酢酸エステル

ホルモン剤（抗ホルモン含） 副腎皮質ステロイド 内服 プレドニゾロン錠1mg（旭化成） 1mg プレドニゾロン

ホルモン剤（抗ホルモン含） 副腎皮質ステロイド 内服 プレドニン錠5mg 5mg プレドニゾロン

ホルモン剤（抗ホルモン含） 副腎皮質ステロイド 内服 プレドニゾロン散1% 1% プレドニゾロン

ホルモン剤（抗ホルモン含） 副腎皮質ステロイド 内服 リンデロン錠0.5mg 0.5mg ベタメタゾン

ホルモン剤（抗ホルモン含） 副腎皮質ステロイド 内服 デカドロン錠4mg 4mg デキサメタゾン

ホルモン剤（抗ホルモン含） 副腎皮質ステロイド・抗ヒスタミン配合剤 内服 セレスタミン配合錠 α－クロルフェニラミンマレイン酸塩、ベタメタゾン配合

ホルモン剤（抗ホルモン含） 脱毛治療薬 内服 プロペシア錠1mg【外来限定】 1mg フィナステリド

ホルモン剤（抗ホルモン含） 循環系ホルモン製剤 内服 カリジノゲナーゼ錠25単位「トーワ」 25単位 カリジノゲナーゼ 後発 カリクレイン

ホルモン剤（抗ホルモン含） 抗甲状腺薬 内服 メルカゾール錠5mg 5mg チアマゾール

ホルモン剤（抗ホルモン含） 抗甲状腺薬 内服 プロパジール錠50mg 50mg プロピルチオウラシル

ホルモン剤（抗ホルモン含） 甲状腺ホルモン製剤 内服 レボチロキシンＧａ錠25μg「サンド」 25μg レボチロキシンナトリウム（Ｔ４）水和物 　 チラーヂンＳ

ホルモン剤（抗ホルモン含） 甲状腺ホルモン製剤 内服 レボチロキシンＧａ錠50μg「サンド」 50μg レボチロキシンナトリウム（Ｔ４）水和物 　 チラーヂンＳ

ホルモン剤（抗ホルモン含） 甲状腺ホルモン製剤 内服 チラーヂンS散0.01% 0.01% レボチロキシンナトリウム（Ｔ４）水和物

ホルモン剤（抗ホルモン含） 副腎皮質ステロイド 注射 水溶性ハイドロコートン注射液100mg 2mL ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム

ホルモン剤（抗ホルモン含） 副腎皮質ステロイド 注射 ソル・コーテフ注射用100mg 2mL ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

ホルモン剤（抗ホルモン含） 副腎皮質ステロイド 注射 ソル・コーテフ静注用500mg 4mL ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

ホルモン剤（抗ホルモン含） 副腎皮質ステロイド 注射 水溶性プレドニン10mg 10mg プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ホルモン剤（抗ホルモン含） 副腎皮質ステロイド 注射 ソル・メドロール静注用125mg 125mg メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ホルモン剤（抗ホルモン含） 副腎皮質ステロイド 注射 ソル・メドロール静注用500mg 500mg メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ホルモン剤（抗ホルモン含） 副腎皮質ステロイド 注射 ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg 1mL トリアムシノロンアセトニド

ホルモン剤（抗ホルモン含） 副腎皮質ステロイド 注射 デキサート注射液1.65mg 0.5mL デキサメタゾン 後発 デカドロン

ホルモン剤（抗ホルモン含） 副腎皮質ステロイド 注射 リノロサール注2mg（0.4%） 0.5mL ベタメタゾン 後発 リンデロン

ホルモン剤（抗ホルモン含） 男性ホルモン 注射 エナルモンデポー筋注125mg 1mL テストステロンエナント酸エステル

ホルモン剤（抗ホルモン含） 黄体ホルモン 内服 エフメノカプセル100mg 100mg プロゲステロン

ホルモン剤（抗ホルモン含） 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 内服 ヤーズ配合錠 エチニルエストラジオール0.02mg、ドロスピレノン3mg

ホルモン剤（抗ホルモン含） 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 内服 ルナベル配合錠ULD ノルエチステロン1mg、エチニルエストラジオール0.02mg

ホルモン剤（抗ホルモン含） 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 内服 フリウェル配合錠LD「モチダ」 ノルエチステロン1mg、エチニルエストラジオール0.035mg 後発 ルナベルLD

ホルモン剤（抗ホルモン含） 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 内服 プラノバール配合錠 ノルゲストレル0.5mg、エチニルエストラジオール0.05mg
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ホルモン剤（抗ホルモン含） 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 内服 ヤーズフレックス配合錠 ドロスピレノン3mg、エチニルエストラジオール0.02mg

ホルモン剤（抗ホルモン含） 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 内服 ジェミーナ配合錠 レボノルゲストレル0.09mg、エチニルエストラジオール0.02mg

ホルモン剤（抗ホルモン含） 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 内服 アンジュ28錠 レボノルゲストレル、エチニルエストラジオール

ホルモン剤（抗ホルモン含） 卵胞ホルモン 内服 ジュリナ錠0.5mg 0.5mg エストラジオール
ホルモン剤（抗ホルモン含） 合成黄体ホルモン 内服 デュファストン錠5mg 5mg ジドロゲステロン
ホルモン剤（抗ホルモン含） 卵胞ホルモン・黄体ホルモン製剤 外用 メノエイドコンビパッチ エストラジオール0.62mg、酢酸ノルエチステロン2.7mg

ホルモン剤（抗ホルモン含） 卵胞ホルモン 外用 エストリール膣錠0.5mg 0.5mg エストリオール
ホルモン剤（抗ホルモン含） 卵胞ホルモン 外用 ディビゲル1mg 1mg エストラジオール
ホルモン剤（抗ホルモン含） 卵胞ホルモン 外用 エストラーナテープ0.72mg 0.72mg エストラジオール
ホルモン剤（抗ホルモン含） 排卵誘発剤 内服 クロミッド錠50mg 50mg クロミフェンクエン酸塩
ホルモン剤（抗ホルモン含） 排卵誘発剤 内服 セキソビット錠100mg 100mg シクロフェニル
ホルモン剤（抗ホルモン含） 子宮内膜症治療剤 内服 ディナゲスト錠0.5mg 0.5mg ジエノゲスト
ホルモン剤（抗ホルモン含） 子宮内膜症治療剤 内服 ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」 1mg ジエノゲスト 後発 ディナゲスト
ホルモン剤（抗ホルモン含） ＠ｎＲＡアンタゴニスト 内服 レルミナ錠40mg 40mg レルゴリクス
ホルモン剤（抗ホルモン含） 黄体ホルモン放出システム 外用 ミレーナ52mg 52mg レボノルゲストレル
ホルモン剤（抗ホルモン含） 緊急避妊薬 内服 ノルレボ錠1.5mg 1.5mg レボノルゲストレル
ホルモン剤（抗ホルモン含） ＥＡ－ＲＡ誘導体 注射 リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」 1.88mg リュープロレリン酢酸塩 後発 リュープリン
ホルモン剤（抗ホルモン含） ゴナドトロピン製剤 注射 HMG筋注用75単位「あすか」 75U ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン 後発

ホルモン剤（抗ホルモン含） ゴナドトロピン製剤 注射 HMG筋注用150単位「あすか」 150U ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン 後発

ホルモン剤（抗ホルモン含） ゴナドトロピン製剤 注射 HCGモチダ筋注用5千単位 5000U ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

ホルモン剤（抗ホルモン含） ゴナドトロピン製剤 注射 ゴナールエフ皮下注ペン300 300IU ホリトロピン　アルファ
ホルモン剤（抗ホルモン含） ゴナドトロピン製剤 注射 ゴナールエフ皮下注ペン450 450IU ホリトロピン　アルファ
ホルモン剤（抗ホルモン含） ゴナドトロピン製剤 注射 ゴナールエフ皮下注ペン900 900IU ホリトロピン　アルファ
ホルモン剤（抗ホルモン含） 下垂体後葉ホルモン製剤 注射 ピトレシン注射液20 20U 合成バソプレシン

子宮用薬 子宮収縮剤 内服 メチルエルゴメトリン錠「あすか」 0.125mg メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

子宮用薬 子宮収縮剤 注射 パルタンM注 0.2mg メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 後発

ビタミン剤 ビタミン；１・；１誘導体 内服 フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 25mg フルスルチアミン 後発 アリナミンF

ビタミン剤 ビタミン；６ 内服 ピドキサール錠10mg 10mg ピリドキサールリン酸エステル水和物

ビタミン剤 ビタミン；１２ 内服 メコバラミン錠500「トーワ」 500μg メコバラミン 後発 メチコバール

ビタミン剤 混合ビタミン；群 内服 ビタメジン配合カプセルB25 25mg ；１・；６・；１２混合

ビタミン剤 ビタミン＜ 内服 シナール配合錠 200mg アスコルビン酸、パントテン酸カルシウム

ビタミン剤 ビタミン＜ 内服 シナール配合顆粒 20%1g アスコルビン酸、パントテン酸カルシウム

ビタミン剤 パントテン酸（；５） 内服 パントシン散20% 20%1g パンテチン

ビタミン剤 ビタミン＞ 内服 トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」 50mg トコフェロール酢酸エステル 後発 ユベラ

ビタミン剤 葉酸 内服 フォリアミン錠 5mg 葉酸

ビタミン剤 ビタミン；１ 注射 チアミン塩化物塩酸塩注射液10mg「日医工」 1mL チアミン塩化物塩酸塩

ビタミン剤 ビタミン；２ 注射 リボフラビン注射液10mg「日医工」 1mL リボフラビンリン酸エステルナトリウム

ビタミン剤 ビタミン；６ 注射 ピリドキシン塩酸塩注射液10mg「日医工」 1mL ピリドキシン塩酸塩

ビタミン剤 ビタミン；１２ 注射 メチコバール注射液500μg 1mL メコバラミン

ビタミン剤 混合ビタミン；群 注射 ネオラミン・スリービー液(静注用) 10mL ；１・；６・；１２混合

ビタミン剤 ビタミン＜ 注射 アスコルビン酸注射液500mg「日医工」 2mL アスコルビン酸

ビタミン剤 ビタミン；５ 注射 パンテノール注「KCC」500mg 2mL パンテノール 後発 パントール

ビタミン剤 ビタミンＤ 注射 ケイツーN静注10mg 2mL メナテトレノン
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輸液・補正・栄養剤 カリウム製剤 内服 アスパラカリウム錠300mg 300mg Ｅ－アスパラギン酸カリウム

輸液・補正・栄養剤 カリウム製剤 内服 アスパラカリウム散50% 50% Ｅ－アスパラギン酸カリウム

輸液・補正・栄養剤 血清カリウム抑制剤 内服 カリメート散 5g ポリスチレンスルホン酸カルシウム

輸液・補正・栄養剤 血清カリウム抑制剤 内服 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包「三和」 25g ポリスチレンスルホン酸カルシウム 後発 カリメート

輸液・補正・栄養剤 カルシウム製剤 内服 乳酸カルシウム「ケンエー」 1g 乳酸カルシウム水和物

輸液・補正・栄養剤 ナトリウム製剤 内服 塩化ナトリウム「オーツカ」 塩化ナトリウム

輸液・補正・栄養剤 経腸栄養剤 内服 エンシュア・リキッド　バニラ 250mL

輸液・補正・栄養剤 経腸栄養剤 内服 エンシュア・リキッド　コーヒー 250mL

輸液・補正・栄養剤 経腸栄養剤 内服 ラコールNF配合経腸用液（コーンフレーバー） 200mL

輸液・補正・栄養剤 経腸栄養剤 内服 ラコールNF配合経腸用液 400mL

輸液・補正・栄養剤 アシドーシス補正用製剤 内服 炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」 炭酸水素ナトリウム

輸液・補正・栄養剤 注射 大塚蒸留水（20mL管） 20mL

輸液・補正・栄養剤 注射 大塚蒸留水（500mL瓶） 500mL

輸液・補正・栄養剤 電解質輸液製剤 注射 大塚生食注（20ｍL管） 20mL

輸液・補正・栄養剤 電解質輸液製剤 注射 生理食塩液「ヒカリ」（50mLプラスチックボトル） 50mL

輸液・補正・栄養剤 電解質輸液製剤 注射 テルモ生食ＴＤ (100mL) 100mL

輸液・補正・栄養剤 電解質輸液製剤 注射 大塚生食注（100ｍL瓶） 100mL

輸液・補正・栄養剤 電解質輸液製剤 注射 テルモ生食 (250mL) 250mL

輸液・補正・栄養剤 電解質輸液製剤 注射 大塚生食注（500ｍL袋） 500mL

輸液・補正・栄養剤 電解質輸液製剤 注射 テルモ生食 (1000mL) 1L

輸液・補正・栄養剤 電解質輸液製剤 注射 生理食塩液PL「フソー」 2000mL（バッグ） 2L

輸液・補正・栄養剤 ブドウ糖製剤 注射 大塚糖液５％（20ｍL管） 20mL ブドウ糖

輸液・補正・栄養剤 ブドウ糖製剤 注射 大塚糖液５％（50ｍL瓶） 50mL ブドウ糖

輸液・補正・栄養剤 ブドウ糖製剤 注射 大塚糖液５％（250ｍL袋） 250mL ブドウ糖

輸液・補正・栄養剤 ブドウ糖製剤 注射 大塚糖液５％（500ｍL袋） 500mL ブドウ糖

輸液・補正・栄養剤 ブドウ糖製剤 注射 テルモ糖注１０％ (500mL) 500mL ブドウ糖

輸液・補正・栄養剤 ブドウ糖製剤 注射 大塚糖液５０％（20ｍL管） 20mL ブドウ糖

輸液・補正・栄養剤 ブドウ糖製剤 注射 テルモ糖注５０％ (200mL) 200mL ブドウ糖

輸液・補正・栄養剤 ブドウ糖製剤 注射 大塚糖液７０％(350mL袋) 350mL ブドウ糖

輸液・補正・栄養剤 電解質輸液製剤 注射 ラクテック輸液（250mL） 250mL

輸液・補正・栄養剤 電解質輸液製剤 注射 ラクテック輸液（500mL） 500mL

輸液・補正・栄養剤 電解質輸液製剤 注射 フィジオ140輸液 500mL

輸液・補正・栄養剤 電解質輸液製剤 注射 ビカネイト輸液 500mL

輸液・補正・栄養剤 電解質輸液製剤 注射 ソルデム1輸液 500mL

輸液・補正・栄養剤 電解質輸液製剤 注射 アクチット輸液（200mL） 200mL

輸液・補正・栄養剤 電解質輸液製剤 注射 アクチット輸液（500mL) 500mL

輸液・補正・栄養剤 電解質輸液製剤 注射 ソルデム3A輸液 500mL

輸液・補正・栄養剤 ビタミン；１加末梢静脈栄養用輸液製剤 注射 ビーフリード輸液 500mL

輸液・補正・栄養剤 血漿代用剤 注射 ボルベン輸液6% 500mL ヒドロキシエチルデンプン

輸液・補正・栄養剤 血漿代用剤 注射 低分子デキストラン糖注 500mL デキストラン４０、ブドウ糖 後発
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輸液・補正・栄養剤 アミノ酸輸液製剤 注射 アミパレン輸液 200mL

輸液・補正・栄養剤 肝不全用アミノ酸輸液製剤 注射 アミノレバン輸液 500mL

輸液・補正・栄養剤 腎不全用アミノ酸輸液製剤 注射 ネオアミユー輸液 200mL

輸液・補正・栄養剤 アシドーシス補正用製剤 注射 炭酸水素Ｇａ静注7%「フソー」 20mL 炭酸水素ナトリウム 後発 メイロン

輸液・補正・栄養剤 浸透圧利尿薬 注射 マンニットルS注射液 300mL ＝－マンニトール/D-ソルビトール

輸液・補正・栄養剤 アシドーシス補正用製剤 注射 メイロン静注7％(250mL袋） 250mL 炭酸水素ナトリウム

輸液・補正・栄養剤 塩化ナトリウム製剤 注射 大塚食塩注10% 20mL 塩化ナトリウム 塩化ナトリウム

輸液・補正・栄養剤 カリウム製剤 注射 Ｄ＜Ｅ注２０ｍ＞ｑキット「テルモ」 20mL 塩化カリウム

輸液・補正・栄養剤 カリウム製剤 注射 アスパラカリウム注10mEq 10mL Ｅ－アスパラギン酸カリウム

輸液・補正・栄養剤 カルシウム製剤 注射 カルチコール注射液8.5％ 5mL グルコン酸カルシウム水和物

輸液・補正・栄養剤 マグネシウム製剤 注射 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 硫酸マグネシウム水和物

輸液・補正・栄養剤 中心静脈栄養用キット製剤 注射 ネオパレン1号輸液 1000mL

輸液・補正・栄養剤 中心静脈栄養用キット製剤 注射 ネオパレン2号輸液 1000mL

輸液・補正・栄養剤 中心静脈栄養用キット製剤 注射 ネオパレン2号輸液 1500mL

輸液・補正・栄養剤 微量元素製剤 注射 シザナリン配合点滴静注液 2mL 後発 エレメンミック

輸液・補正・栄養剤 高カロリー輸液用総合ビタミン製剤 注射 オーツカMV注 ビタジェクト

輸液・補正・栄養剤 脂肪乳剤 注射 イントラリポス輸液20% 100mL ダイズ油 後発 イントラファット

輸液・補正・栄養剤 関節手術用灌流・洗浄液 外用 アルスロマチック関節手術用灌流液 3L

止血剤 血管強化薬 内服 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 30mg カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 後発 アドナ

止血剤 抗プラスミン薬 内服 トラネキサム酸錠250mg「日医工」 250mg トラネキサム酸 後発 トランサミン

止血剤 局所止血薬 外用 トロンビン液モチダソフトボトル5千 5mL トロンビン

止血剤 局所止血薬 外用 アルト原末 アルギン酸ナトリウム

止血剤 局所止血薬 外用 スポンゼル 2.5×5 ゼラチン

止血剤 局所止血剤 外用 ボスミン外用液0.1% 100mL アドレナリン

止血剤 血液製剤 外用 タコシール組織接着用シート 9.5×4.8 フィブリノゲン配合

止血剤 血液製剤 外用 ベリプラストPコンビセット組織接着用 3mL フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子

止血剤 血管強化薬 注射 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」 10mL カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 後発 アドナ

止血剤 食道静脈瘤硬化療法薬 注射 オルダミン注射用１ｇ 10mL モノエタノールアミノオレイン酸

止血剤 ヘパリン拮抗薬 注射 プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 10mL プロタミン硫酸塩

止血剤 抗プラスミン薬 注射 トラネキサム酸注1000mg「日新」 10mL トラネキサム酸 後発 トランサミン

造血薬 有機酸鉄剤 内服 クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」 50mg クエン酸第一鉄ナトリウム 後発 フェロミア

造血薬 有機酸鉄剤 内服 フェロミア顆粒8.3% 1.2g クエン酸第一鉄ナトリウム

造血薬 腎性貧血治療剤 内服 バフセオ錠150mg 150mg バダデュスタット

造血薬 腎性貧血治療剤 内服 バフセオ錠300mg 300mg バダデュスタット

造血薬 注射用鉄剤 注射 フェジン静注40mg　 2mL 含糖酸化鉄

造血薬 エリスロポエチン 注射 エスポー皮下用24000シリンジ 0.5mL エポエチンアルファ

造血薬 エリスロポエチン 注射 ダルベポエチン　アルファBS注射液30μgシリンジ「MYL」 30μg ダルベポエチンアルファ 後発 ネスプ

造血薬 エリスロポエチン 注射 ダルベポエチン　アルファBS注射液60μgシリンジ「MYL」 60μg ダルベポエチンアルファ 後発 ネスプ

造血薬 ＠－＜Ｓ？ 注射 フィルグラスチム；Ｓ注７５μｇシリンジ「？」 75μg フィルグラスチム 後発
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泌尿器用剤 排尿障害治療薬 内服 タムスロシンOD錠0.2mg「日医工」 0.2mg タムスロシン塩酸塩 後発 ハルナール

泌尿器用剤 排尿障害治療薬 内服 エビプロスタット配合錠DB 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　精製小麦胚芽油

泌尿器用剤 排尿障害治療薬 内服 フリバス錠50mg 50mg ナフトピジル

泌尿器用剤 排尿障害治療薬 内服 シロドシンOD錠4mg「DSEP」 4mg シロドシン 後発 ユリーフ

泌尿器用剤 排尿障害治療薬 内服 デュタステリドカプセルAV0.5mg「BMD」 0.5mg デュタステリド 後発 アボルブ

泌尿器用剤 排尿障害治療薬 内服 タダラフィルOD錠ZA2.5mg「トーワ」 2.5mg タダラフィル 後発 ザルティア

泌尿器用剤 排尿障害治療薬 内服 タダラフィルOD錠ZA5mg「トーワ」 5mg タダラフィル 後発 ザルティア

泌尿器用剤 排尿障害治療薬 内服 セルニルトン錠 セルニチンポーレンエキス

泌尿器用剤 頻尿・過活動膀胱治療薬 内服 ウリトス錠0.1mg 0.1mg イミダフェナシン

泌尿器用剤 頻尿・過活動膀胱治療薬 内服 ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」 5mg コハク酸ソリフェナシン 後発 ベシケア

泌尿器用剤 頻尿・過活動膀胱治療薬 内服 トビエース錠4mg 4mg フェソテロジンフマル酸塩

泌尿器用剤 頻尿・過活動膀胱治療薬 内服 トビエース錠8mg 8mg フェソテロジンフマル酸塩

泌尿器用剤 頻尿・過活動膀胱治療薬 内服 ベタニス錠50mg 50mg ミラベグロン

泌尿器用剤 頻尿・過活動膀胱治療薬 内服 ベオーバ錠50mg 50mg ビベグロン

泌尿器用剤 結石排出促進薬 内服 ウロカルン錠225mg 225mg ウラジロガシエキス

泌尿器用剤 勃起不全改善薬 内服 バイアグラ錠【外来限定】 25mg シルデナフィルクエン酸塩

泌尿器用剤 勃起不全改善薬 内服 バイアグラ錠【外来限定】 50mg シルデナフィルクエン酸塩

血液製剤 アルブミン製剤 注射 献血アルブミン20%静注「JB」10g 50mL 人血清アルブミン

血液製剤 アルブミン製剤 注射 献血アルブミン5%静注「JB」12.5g 250mL 人血清アルブミン

血液製剤 ヒト免疫グロブリン製剤 注射 献血ベニロン−I静注用2500mg 50mL 乾燥スルホ化人免疫グロブリンG

血液製剤 アンチトロンビンⅢ製剤 注射 ノイアート静注用500単位 10mL 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ

血液製剤 抗Ａ；ｓグロブリン製剤 注射 ヘブスブリンIH静注1000単位 5mL ポリエチレングリコール処理抗Ａ；ｓ人免疫グロブリン

血液製剤 抗破傷風グロブリン製剤 注射 テタノブリンIH静注250単位 3.4mL 抗破傷風人免疫グロブリン

予防接種 不活化ワクチン 注射 インフルエンザHAワクチン 1mL インフルエンザＡ：ワクチン

予防接種 不活化ワクチン 注射 ニューモバックスNPシリンジ 0.5mL 肺炎球菌ワクチン

予防接種 不活化ワクチン 注射 プレベナー13水性懸濁注 0.5mL 肺炎球菌ワクチン

予防接種 トキソイド 注射 沈降破傷風トキソイド「生研」 0.5mL 沈降破傷風トキソイド

予防接種 生ワクチン 注射 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン 麻しん風しんワクチン

予防接種 不活化ワクチン 注射 ビームゲン注 0.5mL 組換え沈降；型肝炎ワクチン

予防接種 不活化ワクチン 注射 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 0.5mL 4価ヒトパピローマウイルスワクチン

予防接種 不活化ワクチン 注射 シルガード9水性懸濁筋注シリンジ 0.5mL 9価ヒトパピローマウイルスワクチン

機能検査薬 経口糖忍容試験薬 内服 トレーランG液75g 225mL ７５ｇブドウ糖

機能検査薬 ヘリコバクター・ピロリ感染診断用薬 内服 ユービット錠100mg 100mg 尿素

機能検査薬 胃蠕動運動抑制剤 内服 ミンクリア内用散布液 0.8% 20mL ｌ-メントール

機能検査薬 眼検査用試験紙 外用 フローレス眼検査用試験紙 0.7mg フルオレセインナトリウム

機能検査薬 腎機能検査薬 注射 インジゴカルミン注20mg「AFP」 5mL インジコカルミン

機能検査薬 ホルモン製剤 注射 グルカゴン注射用1単位「ILS」 1USP単位 グルカゴン

機能検査薬 肝・循環機能検査用薬 注射 ジアグノグリーン注射用25mg 25mg インドシアニングリーン

機能検査薬 腎機能検査用薬 注射 フェノールスルホンフタレイン注0.6%「AFP」 1.3mL フェノールスルホンフタレイン
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造影剤 消化管系 内服 ガストログラフィン経口・注腸用 100mL アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

造影剤 消化管系 内服 コロンフォート内用懸濁液25% 32mL 硫酸バリウム

造影剤 ＦＲＢ用 内服 ボースデル内用液10mg 250mL 塩化マンガン四水和物

造影剤 ＦＲＢ用 内服 フェリセルツ散20%600mg 3g クエン酸鉄アンモニウム

造影剤 尿路・血管系 注射 オムニパーク240注 10mL イオヘキソール

造影剤 尿路・血管系 注射 オムニパーク300注 100mL イオヘキソール

造影剤 尿路・血管系 注射 オムニパーク300注シリンジ 100mL イオヘキソール

造影剤 尿路・血管系 注射 オムニパーク350注シリンジ 100mL イオヘキソール

造影剤 尿路・血管系 注射 イオパミドール３７０注シリンジ「F」 100mL イオパミドール 後発 イオパミロン

造影剤 尿路・血管系 注射 イオヘキソール300注シリンジ「HK」（尿路・CT用） 100mL イオヘキソール 後発 オムニパーク

造影剤 膵胆・尿路・関節・唾液腺系 注射 ウログラフィン注60% 20mL アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

造影剤 胆道系 注射 ビリスコピン点滴静注50 100mL イオトロクス酸メグルミン

造影剤 子宮卵管系 注射 イソビスト注300 10mL イオトロラン

造影剤 リンパ・子宮卵管系 注射 リピオドール480注 10mL ヨード化ケシ油脂肪酸エステル

造影剤 ＦＲＢ用 注射 ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ 7.5mL ガドブトロール

造影剤 ＦＲＢ用 注射 ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ 10mL ガドブトロール

造影剤 ＦＲＢ用 注射 EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL ガドキセト酸ナトリウム

片頭痛治療薬 トリプタン系 内服 スマトリプタン錠50mg「SPKK」 50mg スマトリプタン 後発 イミグラン

片頭痛治療薬 トリプタン系 内服 ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」 2.5mg ゾルミトリプタン 後発 ゾーミッグRM

片頭痛治療薬 トリプタン系 内服 レルパックス錠20mg 20mg エレトリプタン臭化水素酸塩

片頭痛治療薬 トリプタン系 内服 ナラトリプタン錠2.5mg「KO」 2.5mg ナラトリプタン塩酸塩 後発 アマージ

片頭痛治療薬 トリプタン系 外用 イミグラン点鼻液20 0.1mL スマトリプタン

その他の内服 賦形剤 内服 乳糖　結晶

禁煙補助剤 ニコチン依存症治療薬 内服 チャンピックス 0.5mg バレニクリン酒石酸塩

禁煙補助剤 ニコチン依存症治療薬 内服 チャンピックス 1mg バレニクリン酒石酸塩

禁煙補助剤 ニコチン依存症治療薬 外用 ニコチネルTTS 10cm2 ニコチン

禁煙補助剤 ニコチン依存症治療薬 外用 ニコチネルTTS 20cm2 ニコチン

禁煙補助剤 ニコチン依存症治療薬 外用 ニコチネルTTS 30cm2 ニコチン

眼科用剤 調節機能改善薬 外用 サンコバ点眼液0.02% 5mL シアノコバラミン

眼科用剤 角膜治療薬 外用 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「日新」 5mL 精製ヒアルロン酸ナトリウム 後発 ヒアレイン

眼科用剤 角膜治療薬 外用 ヒアルロン酸Na点眼液0.3％「科研」 5mL 精製ヒアルロン酸ナトリウム 後発 ヒアレイン

眼科用剤 角膜治療薬 外用 ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4mL 精製ヒアルロン酸ナトリウム

眼科用剤 角膜治療薬 外用 ジクアスLX点眼液3% 5mL ジクアホソルナトリウム

眼科用剤 角膜治療薬 外用 ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL レバミピド

眼科用剤 白内障治療薬 外用 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005％「参天」 5mL ピレノキシン 後発 カタリンK

眼科用剤（緑内障） β遮断薬 外用 カルテオロール塩酸塩LA点眼液2％「わかもと」 2.5mL カルテオロール塩酸塩 後発 ミケランLA

眼科用剤（緑内障） プロスタグランジン関連薬 外用 ラタノプロスト点眼液0.005%「TS」 2.5mL ラタノプロスト 後発 キサラタン

眼科用剤（緑内障） プロスタグランジン関連薬 外用 タプロス点眼液0.0015% 2.5mL タフルプロスト

眼科用剤（緑内障） プロスタグランジン関連薬 外用 タプロスミニ点眼液 0.0015％ 0.3mL タフルプロスト

眼科用剤（緑内障） プロスタグランジン関連薬 外用 トラバタンズ点眼液0.004% 2.5mL トラボプロスト
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眼科用剤（緑内障） プロスタグランジン関連薬 外用 エイベリス点眼液 0.002％ 2.5mL オミデネパグ　イソプロピル

眼科用剤（緑内障） α２作動薬 外用 アイファガン点眼液0.1% 5mL ブリモニジン酒石酸塩

眼科用剤（緑内障） ＲＨ＜Ｄ阻害薬 外用 グラナテック点眼液0.4％ 5mL リパスジル塩酸塩

眼科用剤（緑内障） 炭酸脱水酵素阻害薬 外用 トルソプト点眼液1% 5mL ドルゾラミド塩酸塩
眼科用剤（緑内障） 炭酸脱水酵素阻害＋β遮断 外用 ドルモロール配合点眼液「ニットー」 5mL ドルゾラミド/チモロールマレイン酸 後発 コソプト

眼科用剤（緑内障） 炭酸脱水酵素阻害＋β遮断 外用 アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL ブリンゾラミド/チモロールマレイン酸

眼科用剤（緑内障） プロスタグランジン＋β遮断 外用 タプコム配合点眼液 2.5mL タフルプロスト/チモロールマレイン酸

眼科用剤（緑内障） プロスタグランジン＋β遮断 外用 トラチモ配合点眼液「ニットー」 2.5mL トラボプロスト/チモロールマレイン酸 後発 デュオトラバ

眼科用剤（緑内障） プロスタグランジン＋β遮断 外用 ミケルナ配合点眼液 2.5mL ラタノプロスト/カルテオロール塩酸塩

眼科用剤（緑内障） α2作動+炭酸脱水酵素阻害 外用 アイラミド配合懸濁性点眼液 5mL ブリモニジン酒石酸塩/ブリンゾラミド

眼科用剤（緑内障） 副交感神経刺激 外用 サンピロ点眼液2% 5mL ピロカルピン塩酸塩

眼科用剤 散瞳薬 外用 サイプレジン1%点眼液 10mL シクロペントラート塩酸塩

眼科用剤 散瞳薬 外用 日点アトロピン点眼液1% 5mL アトロピン硫酸塩水和物

眼科用剤 散瞳薬 外用 ネオシネジンコーワ点眼液5% 10mL フェニレフリン塩酸塩

眼科用剤 散瞳薬 外用 ミドリンM点眼液0.4% 5mL トロピカミド

眼科用剤 散瞳薬 外用 ミドリンP点眼液 5mL トロピカミド配合

眼科用剤 抗アレルギー薬 外用 ゼペリン点眼液0.1% 5mL アシタザノラスト

眼科用剤 抗アレルギー薬 外用 レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025%「わかもと」 5mL レボカバスチン塩酸塩 後発 リボスチン

眼科用剤 抗アレルギー薬 外用 パタノール点眼液0.1% 5mL オロパタジン塩酸塩

眼科用剤 抗アレルギー薬 外用 アレジオンLX点眼液0.1% 5mL エピナスチン塩酸塩

眼科用剤 NSAID 外用 ジクロード点眼液0.1% 5mL ジクロフェナクナトリウム

眼科用剤 補助・ステロイド 注射 マキュエイド眼注用40mg 40mg トリアムシノロンアセトニド

眼科用剤 加齢黄斑変性治療薬 注射 アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL 0.05mL アフリベルセプト

眼科用剤 加齢黄斑変性治療薬 注射 ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL 0.05mL ラニビズマブ

眼科用剤 粘弾性物質 注射 シェルガン0.5眼粘弾剤 0.5mL 精製ヒアルロン酸ナトリウム 後発 ビスコート

眼科用剤 粘弾性物質 注射 ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「アルコン」 0.85mL 精製ヒアルロン酸ナトリウム 後発 オペガンハイ

眼科用剤 蛍光眼底造影剤 注射 フルオレサイト静注500mg10% 5mL フルオレセイン 後発

眼科用剤 眼内灌流液 注射 ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184％ 20mL オキシグルタチオン

眼科用剤 局所麻酔薬 外用 ベノキシール点眼液0.4% 10mL オキシブプロカイン塩酸塩

眼科用剤 特殊コンタクトレンズ角膜装着補助剤 外用 スコピゾル 15mL

眼科用剤 抗菌薬 外用 レボフロキサシン点眼液「日新」1.5% 5mL レボフロキサシン水和物 後発 クラビット

眼科用剤 抗菌薬 外用 ガチフロ点眼液0.3% 5mL ガチフロキサシン

眼科用剤 抗菌薬 外用 モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」 5mL モキシフロキサシン塩酸塩 後発 ベガモックス

眼科用剤 抗菌薬 外用 ベストロン点眼用0.5% 5mL セフメノキシム塩酸塩

眼科用剤 抗菌薬 外用 トブラシン点眼液0.3% 5mL トブラマイシン

眼科用剤 抗菌薬 外用 オフサロン点眼液 5mL クロラムフェニコール/コリスチン 後発

眼科用剤 抗菌薬 外用 タリビッド眼軟膏 3.5ｇ オフロキサシン

眼科用剤 抗真菌薬 外用 ピマリシン点眼液5% 5mL ピマリシン

眼科用剤 抗ウイルス薬 外用 ゾビラックス眼軟膏3% 5g アシクロビル

眼科用剤 副腎皮質ステロイド 外用 フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」 5mL フルオロメトロン 後発 フルメトロン

眼科用剤 副腎皮質ステロイド 外用 フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」 5mL フルオロメトロン 後発 フルメトロン

眼科用剤 副腎皮質ステロイド 外用 点眼・点鼻用リンデロンA液0.1% 5mL ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム配合

眼科用剤 副腎皮質ステロイド 外用 ネオメドロールEE軟膏 3g メチルプレドニゾロン、フラジオマイシン
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含嗽・口腔用剤 口内炎等治療薬 外用 アフタッチ口腔用貼付剤25μg 25μg トリアムシノロンアセトニド

含嗽・口腔用剤 口内炎等治療薬 外用 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 5g デキサメタゾン 後発 アフタゾロン

含嗽・口腔用剤 殺菌消毒薬含有トローチ 外用 SPトローチ「明治」 0.25mg デカリニウム塩化物 後発

含嗽・口腔用剤 含嗽薬 外用 アズノールうがい液4% 5mL アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 後発

含嗽・口腔用剤 含嗽薬 外用 ポビドンヨードガーグル液7%「イワキ」 30mL ポビドンヨード 後発 イソジン

ステロイド外用剤 ウイーク 外用 ドレニゾンテープ 0.3mg 7.5×10 フルドロキシコルチド

ステロイド外用剤 ミディアム 外用 アルメタ軟膏0.1% 5g アルクロメタゾンプロピオン酸エステル

ステロイド外用剤 ストロング 外用 リンデロンVG軟膏0.12% 5g ベタメタゾン吉草酸エステル、ゲンタマイシン硫酸塩

ステロイド外用剤 ストロング 外用 リンデロンVGローション0.12% 10mL ベタメタゾン吉草酸エステル、ゲンタマイシン硫酸塩

ステロイド外用剤 ストロング 外用 リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 5mL ベタメタゾン吉草酸エステル

ステロイド外用剤 ストロング 外用 メサデルムクリーム0.1% 5g プロピオン酸デキサメタゾン

ステロイド外用剤 ベリーストロング 外用 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオンエステル軟膏0.05%「MYK」 5g ベタメタゾン酪酸エステルプロピオンエステル 後発 アンテベート

ステロイド外用剤 ベリーストロング 外用 テクスメテン　ユニバーサル　クリーム0.1％ 10g ジフルコルトロン吉草酸エステル ネリゾナ

ステロイド外用剤 ストロンゲスト 外用 デルモベート軟膏0.05% 5g クロベタゾールプロピオン酸エステル

ステロイド外用剤 耳鼻咽喉科用剤 外用 フルナ－ゼ点鼻液50μg 28噴霧 フルチカゾンプロピオン酸エステル

ステロイド外用剤 耳鼻咽喉科用剤 外用 モメタゾン点鼻液50μg「杏林」 56噴霧 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 後発 ナゾネックス

ステロイド外用剤 耳鼻咽喉科用剤 外用 アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液

その他の外用剤 血管収縮薬 外用 プリビナ液0.05% 500mL ナファゾリン硝酸塩

耳科用剤 抗菌薬 外用 タリビッド耳科用液0.3% 5mL オフロキサシン

殺菌・消毒剤 速乾性手指消毒薬 外用 ウエルパス手指消毒液0.2％ 1000ｍL ベンザルコニウム塩化物

殺菌・消毒剤 低水準 外用 オスバン消毒液0.025% 500mL ベンザルコニウム塩化物

殺菌・消毒剤 過酸化物製剤 外用 オキシドール「ケンエー」 500mL オキシドール

殺菌・消毒剤 アルコール類 外用 ハイポエタノール液2%「ニッコー」 500mL チオ硫酸ナトリウム水和物、エタノール配合 後発

殺菌・消毒剤 低水準 外用 クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液5%「NP」 500mL クロルヘキシジングルコン酸塩 後発 ヒビテン

殺菌・消毒剤 低水準 外用 ヒビスクラブ消毒液4% 500mL クロルヘキシジングルコン酸塩

殺菌・消毒剤 低水準 外用 ステリクロンR液0.05 500mL クロルヘキシジングルコン酸塩 後発 ヒビテン

殺菌・消毒剤 低水準 外用 ステリクロンW液0.02 500mL クロルヘキシジングルコン酸塩 後発 ヒビテン

殺菌・消毒剤 中水準 外用 無水エタノール「ヨシダ」 500mL エタノール

殺菌・消毒剤 中水準 外用 消毒用エタノールIP 500mL エタノール

殺菌・消毒剤 中水準 外用 ポピラール消毒液10% 500mL ポビドンヨード 後発 イソジン

殺菌・消毒剤 外用 ポピヨドンスクラブ7.5% 500mL ヨウ素化合物 後発 イソジン

殺菌・消毒剤 眼科用 外用 PA・ヨード点眼・洗眼液0.2% 20mL ポリビニルアルコールヨウ素

殺菌・消毒剤 消毒薬 外用 複方ヨードグリセリン「ヨシダ」 500mL 複方ヨードグリセリン

殺菌・消毒剤 中水準 外用 イソプロパノール消毒液50%「ケンエー」 500mL イソプロパノール

殺菌・消毒剤 中水準 外用 タマガワヨードホルムガーゼ 30×500 ヨードホルム

その他の外用薬 アミノグリコシド系薬 外用 ソフラチュール貼付剤 10×10 フラジオマイシン硫酸塩

その他の外用薬 アミノグリコシド系薬 外用 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「NIG」 10ｇ ゲンタマイシン硫酸塩 後発 ゲンタシン

その他の外用薬 痤瘡治療薬 外用 ダラシンTゲル1% 10g クリンダマイシンリン酸エステル

その他の外用薬 爪白癬用抗真菌薬 外用 クレナフィン爪外用液10% 3.56g エフィナコナゾール

その他の外用剤 表在性抗真菌薬 外用 テルビナフィン塩酸塩クリーム1％「サワイ」 10ｇ テルビナフィン塩酸塩 後発 ラミシール

その他の外用剤 表在性抗真菌薬 外用 ケトコナゾールクリーム2%「JG」 10g ケトコナゾール 後発 ニゾラール

その他の外用剤 表在性抗真菌薬 外用 アトラント外用液1% 10mL ネチコナゾール塩酸塩

その他の外用剤 表在性抗真菌薬 外用 ゼフナートクリーム2% 10g リラナフタート
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その他の外用剤 耳鼻咽喉科用剤 外用 バクトロバン鼻腔用軟膏2% 3g ムピロシンカルシウム水和物

その他の外用剤 抗ヘルペスウイルス薬 外用 ビダラビン軟膏3%「SW」 5g ビダラビン 後発 アラセナ

その他の外用剤 クロラムフェニコール系薬 外用 クロマイーP軟膏 25g クロラムフェニコール、フラジオマイシン、プレドニゾロン

その他の外用剤 クロラムフェニコール系薬 外用 クロマイ膣錠100mg 100mg クロラムフェニコール

その他の外用剤 抗寄生虫 外用 フラジール膣錠250mg 250mg メトロニダゾール

その他の外用剤 抗真菌薬 外用 オキナゾール膣錠600mg 600mg オキシコナゾール硝酸塩

その他の外用剤 皮膚保湿剤 外用 プロペト 100ｇ・500g 白色ワセリン

その他の外用剤 鎮痒薬 外用 オイラックスクリーム10% 10g クロタミトン

その他の外用剤 鎮痒薬 外用 オイラックスHクリーム 5g クロタミトン、ヒドロコルチゾン配合

その他の外用剤 抗アレルギー薬 外用 レスタミンコーワクリーム1% 500g ジフェンヒドラミン

その他の外用剤 血行促進・皮膚保湿剤 外用 ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」 25g ヘパリン類似物質 後発 ヒルドイドソフト

その他の外用剤 血行促進・皮膚保湿剤 外用 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 50ｇ ヘパリン類似物質 後発 ヒルドイドローション

その他の外用剤 角化症・乾癬治療薬 外用 ベギンクリーム10% 20g 尿素 後発 ウレパールクリーム

その他の外用剤 角化症・乾癬治療薬 外用 ザーネ軟膏0.5% 500g ビタミン：

その他の外用剤 角質軟化薬 外用 10％サリチル酸ワセリン軟膏　東豊 500g サリチル酸、白色ワセリン 後発

その他の外用剤 角質軟化薬 外用 スピール膏M 25㎠ 6枚 サリチル酸

その他の外用剤 皮膚潰瘍治療薬 外用 亜鉛華軟膏「ヨシダ」 500g 酸化亜鉛

その他の外用剤 皮膚潰瘍治療薬 外用 プロスタンディン軟膏0.003% 30g アルプロスタジルアルファデクス

その他の外用剤 皮膚潰瘍治療薬 外用 エキザルベ 5g 混合死菌浮遊液、ヒドロコルチゾン配合

その他の外用剤 皮膚潰瘍治療薬 外用 ゲーベンクリーム1% 100g スルファジアジン銀

その他の外用剤 皮膚潰瘍治療薬 外用 オルセノン軟膏0.25% 100g トレチノイントコフェリル

その他の外用剤 皮膚潰瘍治療薬 外用 カデックス軟膏0.9% 40g ヨウ素

その他の外用剤 皮膚潰瘍治療薬 外用 ポピヨドンゲル10% 90g ポビドンヨード 後発 イソジン

その他の外用剤 皮膚潰瘍治療薬 外用 イソジンシュガーパスタ軟膏 100g 白糖、ポビドンヨード配合 後発 ユーパスタ

その他の外用剤 皮膚潰瘍治療薬 外用 フィブラストスプレー500 5mL トラフェルミン

その他の外用剤 タンパク分解酵素 外用 ブロメライン軟膏5万単位/g 20g ブロメライン

その他の外用剤 がん性皮膚潰瘍臭改善剤 外用 ロゼックスゲル0.75％ 50g メトロニダゾール

その他の外用剤 染色用試薬 外用 0.5％ピオクタニンブルー溶液 100mL メチルロザニリン塩化物

その他の外用剤 軟膏基剤 外用 オリブ油 500mL

その他の外用剤 調剤用基剤 外用 グリセリン「ヨシダ」滅菌 25mL

その他の外用剤 湿潤・粘滑剤 外用 グリセリンBC液60%「ケンエー」 250mL

その他の外用剤 調剤用基剤 外用 グリセリン「ケンエー」 500mL

その他の外用剤 溶解剤 外用 精製水「ケンエー」 500mL

その他の外用剤 洗浄・吸入剤 外用 生理食塩液「ヒカリ」（500mLプラスチックボトル細口開栓型） 500mL

その他の外用剤 医薬品注入用針 外用 ペンニードルプラス32G 4mm 14×5本

24 ページ



薬効大分類 薬効分類 剤形 当院採用商品名 量 一般名 後発品 先発商品名

　　漢方製剤 内服 ヨクイニンエキス錠「コタロー」

　　漢方製剤 １ 内服 ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 2.5g 　※３以外は「ツムラ」

　　漢方製剤 ３ 内服 クラシエ乙字湯エキス細粒 3.0g

　　漢方製剤 ７ 内服 ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 １２ 内服 ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 １４ 内服 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 １６ 内服 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 １７ 内服 ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 １９ 内服 ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) 3.0g

　　漢方製剤 ２０ 内服 ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 ２３ 内服 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 ２４ 内服 ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 ２５ 内服 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 ２７ 内服 ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 ２９ 内服 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) 3.0g

　　漢方製剤 ３１ 内服 ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 ３７ 内服 ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 ３８ 内服 ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 ３９ 内服 ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 ４０ 内服 ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 ４１ 内服 ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 ４３ 内服 ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 ４５ 内服 ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 ４８ 内服 ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 ５４ 内服 ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 ６０ 内服 ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 ６２ 内服 ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 ６８ 内服 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 ８４ 内服 ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 １００ 内服 ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 １０７ 内服 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 2.5g

　　漢方製剤 １１４ 内服 ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) 3.0g

　　漢方製剤 １２７ 内服 ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用) 2.5g

25 ページ


