院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
医薬品名

2022/3/30

成分名

会社名

【内用薬】571品目
112 催眠鎮静剤，抗不安剤
ユーロジン2mg錠

エスタゾラム錠

武田テバ薬品=武田

ベンザリン錠2

ニトラゼパム錠

共和薬品

ベンザリン錠5

ニトラゼパム錠

共和薬品

トリアゾラム錠0.25mg「EMEC」

トリアゾラム0.25mg錠

サンノーバ=エルメッド=日医工

サイレース錠2mg

フルニトラゼパム錠

エーザイ

ブロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」

ブロチゾラム0.25mg口腔内崩壊錠

共和薬品

エバミール錠1.0

ロルメタゼパム錠

バイエル

セパゾン錠1

クロキサゾラム錠

アルフレッサファーマ

セルシン散1%

ジアゼパム散

武田テバ薬品=武田

2mgセルシン錠

ジアゼパム錠

武田テバ薬品=武田

ホリゾン錠5mg

ジアゼパム錠

丸石

セルシンシロップ0.1%

ジアゼパムシロップ

武田テバ薬品=武田

レキソタン錠2

ブロマゼパム錠

サンドファーマ=サンド

ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」

ロラゼパム0.5mg錠

沢井=日本ジェネリック

アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」

アルプラゾラム0.4mg錠

東和薬品

ロフラゼプ酸エチル錠1mg「トーワ」

ロフラゼプ酸エチル1mg錠

東和薬品

クアゼパム錠15mg「サワイ」

クアゼパム15mg錠

沢井

フェノバール散10%

フェノバルビタール散10%

藤永=第一三共

フェノバール錠30mg

フェノバルビタール錠

藤永=第一三共

フェノバールエリキシル0.4%

フェノバルビタール液

藤永=第一三共

トリクロリールシロップ10%

トリクロホスナトリウムシロップ

アルフレッサファーマ

リスミー錠2mg

リルマザホン塩酸塩水和物錠

共和薬品

ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」

ゾピクロン7.5mg錠

東和薬品

タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」

タンドスピロンクエン酸塩10mg錠

東和薬品

ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」

ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠

沢井

エスゾピクロン錠1mg「トーワ」

エスゾピクロン錠

東和薬品

アレビアチン散10%

フェニトイン散

大日本住友

アレビアチン錠100mg

フェニトイン錠

大日本住友

プリミドン細粒99.5%「日医工」

プリミドン細粒

日医工

テグレトール細粒50%

カルバマゼピン細粒

サンファーマ

テグレトール錠200mg

カルバマゼピン錠

サンファーマ

リボトリール細粒0.1%

クロナゼパム細粒

太陽ファルマ

リボトリール錠0.5mg

クロナゼパム錠

太陽ファルマ

セレニカR顆粒40%

バルプロ酸ナトリウム徐放顆粒

興和=田辺三菱=吉富薬品

バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」

バルプロ酸ナトリウム錠

大日本住友

バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」

バルプロ酸ナトリウム100mg徐放錠

東和薬品

バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」

バルプロ酸ナトリウム200mg徐放錠

東和薬品

バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」

バルプロ酸ナトリウムシロップ

大日本住友

ゾニサミド散20%「アメル」

ゾニサミド20%散

共和薬品

ゾニサミド錠100mg「アメル」

ゾニサミド100mg錠

共和薬品

ガバペン錠200mg

ガバペンチン錠

富士製薬

ラモトリギン錠25mg「トーワ」

ラモトリギン錠

東和薬品

イーケプラ錠500mg

レベチラセタム錠

UCB

イーケプラドライシロップ50%

レベチラセタムシロップ用

UCB

フィコンパ錠2mg

ペランパネル水和物錠

エーザイ

ビムパット錠50mg

ラコサミド錠

UCB=第一三共

カロナール細粒20%

アセトアミノフェン細粒

あゆみ製薬

アセトアミノフェン錠200ｍｇ「マルイシ」

アセトアミノフェン錠

丸石

アスピリン原末「マルイシ」

アスピリン

丸石

ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」

ジクロフェナクナトリウム37.5mg徐放カプセル東和薬品

ソランタール錠100mg

チアラミド塩酸塩錠

113 抗てんかん剤

114 解熱鎮痛消炎剤

LTL

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
医薬品名

2022/3/30

成分名

会社名

ブルフェン錠100

イブプロフェン錠

科研

ナイキサン錠100mg

ナプロキセン錠

田辺三菱=ニプロES

ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」

ロキソプロフェンナトリウム水和物錠

大原=旭化成ファーマ

ノイロトロピン錠4単位

ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液

日本臓器

セレコキシブ錠100mg「DSEP」

セレコキシブ100mg錠

第一三共エスファ

セレコキシブ錠200mg「DSEP」

セレコキシブ200mg錠

第一三共エスファ

トラマールOD錠25mg

トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠

日本新薬

ワントラム錠100mg

トラマドール塩酸塩徐放錠(1)

日本新薬

トアラセット配合錠「トーワ」

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤錠
東和薬品

116 抗パーキンソン剤
アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」

アマンタジン塩酸塩50mg錠

日医工

ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」

ビペリデン塩酸塩錠

田辺三菱=吉富薬品

アーテン錠(2mg)

トリヘキシフェニジル塩酸塩錠

ファイザー

ブロモクリプチン錠2.5mg「F」

ブロモクリプチンメシル酸塩2.5mg錠

富士製薬

ドプスOD錠１００ｍｇ

ドロキシドパ口腔内崩壊錠

大日本住友

エフピーOD錠2.5

セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠

エフピー

カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」

カベルゴリン1mg錠

沢井

ミラペックスLA錠1.5mg

プラミペキソール塩酸塩水和物徐放錠

日本ベーリンガー

ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」

ロピニロール塩酸塩徐放錠

東和薬品

ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」

ロピニロール塩酸塩徐放錠

東和薬品

エンタカポン錠100mg「トーワ」

エンタカポン錠

東和薬品

マドパー配合錠

レボドパ・ベンセラジド塩酸塩錠

太陽ファルマ

ドパコール配合錠L100

レボドパ・カルビドパL100錠

ダイト=扶桑=日医工

コントミン糖衣錠12.5mg

クロルプロマジン塩酸塩錠

田辺三菱=吉富薬品

コントミン糖衣錠25mg

クロルプロマジン塩酸塩錠

田辺三菱=吉富薬品

ウインタミン細粒(10%)

クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩細粒 共和薬品

ノバミン錠5mg

プロクロルペラジンマレイン酸塩錠

共和薬品

ヒルナミン細粒10%

レボメプロマジンマレイン酸塩細粒

共和薬品

ヒルナミン錠(5mg)

レボメプロマジンマレイン酸塩錠

共和薬品

ヒルナミン錠(25mg)

レボメプロマジンマレイン酸塩錠

共和薬品

アナフラニール錠25mg

クロミプラミン塩酸塩錠

アルフレッサファーマ

トフラニール錠10ｍｇ

イミプラミン塩酸塩錠

アルフレッサファーマ

アモキサンカプセル10mg

アモキサピンカプセル

ファイザー

アモキサンカプセル25mg

アモキサピンカプセル

ファイザー

トリプタノール錠10

アミトリプチリン塩酸塩錠

日医工

トリプタノール錠25

アミトリプチリン塩酸塩錠

日医工

ノリトレン錠10mg

ノルトリプチリン塩酸塩錠

大日本住友

マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」

マプロチリン塩酸塩10mg錠

共和薬品

クロチアゼパム錠5mg「トーワ」

クロチアゼパム5mg錠

東和薬品

リーマス錠100

炭酸リチウム錠

大正製薬

アタラックス-Pカプセル25mg

ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル

ファイザー

ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」

ハロペリドール細粒

田辺三菱=吉富薬品

ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」

ハロペリドール錠

田辺三菱=吉富薬品

ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」

ハロペリドール錠

田辺三菱=吉富薬品

ロドピン錠50mg

ゾテピン錠

LTL

エチゾラム錠0.5mg「EMEC」

エチゾラム0.5mg錠

サンノーバ=エルメッド=日医工

エチゾラム錠1mg「EMEC」

エチゾラム錠

サンノーバ=エルメッド=日医工

テトラミド錠10mg

ミアンセリン塩酸塩錠

オルガノン=第一三共

トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」

トラゾドン塩酸塩25mg錠

共和薬品=日本ジェネリック

トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」

トラゾドン塩酸塩50mg錠

共和薬品=日本ジェネリック

リスペリドン錠1mg「アメル」

リスペリドン1mg錠

共和薬品

リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」

リスペリドン0.1%0.5mL液

共和薬品

リスペリドン内用液分包1mg「アメル」

リスペリドン0.1%1mL液

共和薬品

フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」

フルボキサミンマレイン酸塩錠

日医工

117 精神神経用剤

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
医薬品名

2022/3/30

成分名

会社名

ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」

ミルナシプラン塩酸塩錠

共和薬品

パロキセチン錠10mg「ファイザー」

パロキセチン塩酸塩水和物錠

ファイザー

クエチアピン細粒50%「トーワ」

クエチアピンフマル酸塩細粒

東和薬品

クエチアピン錠25mg「トーワ」

クエチアピンフマル酸塩25mg錠

東和薬品

クエチアピン錠100mg「トーワ」

クエチアピンフマル酸塩100mg錠

東和薬品

クエチアピン錠12.5mg「アメル」

クエチアピンフマル酸塩錠

共和薬品

ペロスピロン塩酸塩錠4ｍｇ「アメル」

ペロスピロン塩酸塩水和物

共和薬品

オランザピンOD錠5mg「タカタ」

オランザピン5mg口腔内崩壊錠

高田

ジプレキサザイディス錠2.5mg

オランザピン口腔内崩壊錠

リリー

アリピプラゾール錠6mg「ヨシトミ」

アリピプラゾール6mg錠

ニプロES=吉富薬品

セルトラリン錠25mg「明治」

セルトラリン塩酸塩錠

MeijiSeika

ロナセン錠4mg

ブロナンセリン錠

大日本住友

ミルタザピン錠15mg「杏林」

ミルタザピン15mg錠

キョーリンリメディオ=杏林

デュロキセチンOD錠20mg「明治」

デュロキセチン塩酸塩口腔内崩壊錠

MeijiSeika

レクサプロ錠10mg

エスシタロプラムシュウ酸塩錠

持田=田辺三菱

非ピリン系感冒剤(4)顆粒

東和薬品

チアプリド細粒10%「サワイ」

チアプリド塩酸塩10%細粒

沢井

チアプリド錠25mg「サワイ」

チアプリド塩酸塩25mg錠

沢井

リルゾール錠50mg「タナベ」

リルゾール錠

ニプロES

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」

ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠

東和薬品

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」

ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠

東和薬品

タルチレリンOD錠5mg「日医工」

タルチレリン水和物口腔内崩壊錠

日医工

ロゼレム錠8mg

ラメルテオン錠

武田

プレガバリンOD錠25mg「トーワ」

プレガバリン口腔内崩壊錠

東和薬品

プレガバリンOD錠75mg「トーワ」

プレガバリン口腔内崩壊錠

東和薬品

メマンチン塩酸塩OD錠5mg「杏林」

メマンチン塩酸塩5mg口腔内崩壊錠

キョーリンリメディオ=杏林

ベルソムラ錠15mg

スボレキサント錠

MSD

ベルソムラ錠20mg

スボレキサント錠

MSD

タリージェ錠5mg

ミロガバリンベシル酸塩錠

第一三共

タリージェ錠10mg

ミロガバリンベシル酸塩錠

第一三共

キシロカインビスカス2%

リドカイン塩酸塩液

サンドファーマ=サンド

ストロカイン錠5mg

オキセサゼイン錠

サンノーバ=エーザイ

ダントロレンナトリウム水和物カプセル

オーファンパシフィック

ベサコリン散5%

ベタネコール塩化物散

サンノーバ=エーザイ

トランコロン錠7.5mg

メペンゾラート臭化物錠

アステラス

ウブレチド錠5mg

ジスチグミン臭化物錠

鳥居

ブスコパン錠10mg

ブチルスコポラミン臭化物錠

サノフィ

コスパノンカプセル40mg

フロプロピオンカプセル

エーザイ

エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」

エペリゾン塩酸塩50mg錠

旭化成ファーマ

チザニジン錠1mg「日医工」

チザニジン塩酸塩1mg錠

日医工

アダプチノール錠5mg

ヘレニエン錠

バイエル

ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」

ジフェニドール塩酸塩25mg錠

武田テバファーマ=武田

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」

ベタヒスチンメシル酸塩6mg錠

日医工ファーマ=日医工

トラベルミン配合錠

ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン錠
サンノーバ=エーザイ

118 総合感冒剤
トーワチーム配合顆粒
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
ダントリウムカプセル25mg
123 自律神経剤

123 自律神経剤

133 鎮暈剤

211 強心剤
ハーフジゴキシンKY錠0.125

ジゴキシン錠

京都=トーアエイヨー=アステラス

ジゴシン散0.1%

ジゴキシン散

太陽ファルマ

メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」

メチルジゴキシン0.1mg錠

武田テバファーマ＝武田

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
医薬品名

2022/3/30

成分名

会社名

レスピア静注・経口液60mg

無水カフェイン注射液

ノーベル

ユビデカレノン錠10mg「トーワ」

ユビデカレノン10mg錠

東和薬品

ピモベンダン錠1.25mg「TE」

ピモベンダン錠

トーアエイヨー=アステラス

インデラル錠10mg

プロプラノロール塩酸塩錠

太陽ファルマ

アテノロール錠25mg「トーワ」

アテノロール25mg錠

東和薬品

ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」

ビソプロロールフマル酸塩2.5mg錠

日医工

ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」

ビソプロロールフマル酸塩5mg錠

日医工

ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」

ビソプロロールフマル酸塩0.625mg錠

日医工

メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」

メキシレチン塩酸塩50mgカプセル

日医工

メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」

メキシレチン塩酸塩100mgカプセル

日医工

ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「テバ」

ピルシカイニド塩酸塩50mgカプセル

武田テバファーマ=武田

タンボコール錠50mg

フレカイニド酢酸塩錠

エーザイ

アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」

アミオダロン塩酸塩50mg錠

トーアエイヨー=アステラス

ベプリコール錠50mg

ベプリジル塩酸塩水和物錠

オルガノン=第一三共

トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」

トリクロルメチアジド錠

武田テバファーマ=武田

アルダクトンA細粒10%

スピロノラクトン細粒

ファイザー

スピロノラクトン錠25mg「トーワ」

スピロノラクトン25mg錠

東和薬品

ダイアモックス錠250mg

アセタゾラミド錠

三和化学

イソバイドシロップ70%分包30mL

イソソルビド液

興和=日本新薬

フロセミド細粒4%「EMEC」

フロセミド細粒

エルメッド=日医工

フロセミド錠20mg「武田テバ」

フロセミド錠

武田テバファーマ=武田

フロセミド錠40mg「武田テバ」

フロセミド錠

武田テバファーマ=武田

トラセミドOD錠4mg「TE」

トラセミド口腔内崩壊錠

トーアエイヨー=アステラス

サムスカ顆粒1%

トルバプタン顆粒

大塚製薬

サムスカOD錠7.5mg

トルバプタン口腔内崩壊錠

大塚製薬

カプトプリル錠25mg「日医工」

カプトプリル25mg錠

日医工

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」

エナラプリルマレイン酸塩2.5mg錠

サンノーバ=エルメッド=日医工

エナラプリルマレイン酸錠5ｍｇ「ＥＭＥＣ」

エナラプリルマレイン酸塩5mg錠

サンノ－バ＝エルメッド＝日医工

イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」

イミダプリル塩酸塩錠

ファイザー

アルドメット錠250

メチルドパ錠

ミノファーゲン

メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」

メトプロロール酒石酸塩20mg錠

沢井

エブランチルカプセル15mg

ウラピジル徐放カプセル

科研=三和化学

エブランチルカプセル30mg

ウラピジル徐放カプセル

科研=三和化学

ドキサゾシン錠1mg「YD」

ドキサゾシンメシル酸塩1mg錠

陽進堂=高田=サンド

カルベジロール錠10mg「サワイ」

カルベジロール10mg錠

沢井

カルベジロール錠2.5mg「サワイ」

カルベジロール2.5mg錠

沢井

ロサルタンK錠25mg「ファイザー」

ロサルタンカリウム25mg錠

ファイザー

カンデサルタンOD錠4mg「トーワ」

カンデサルタンシレキセチル4mg口腔内崩壊錠 東和薬品

テルミサルタン錠20mg「DSEP」

テルミサルタン錠

第一三共エスファ

アゼルニジピン錠8mg「ケミファ」

アゼルニジピン錠

ケミファ=日本薬工

オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」

オルメサルタン メドキソミル口腔内崩壊錠

第一三共エスファ

セララ錠50mg

エプレレノン錠

ヴィアトリス

アジルバ錠20mg

アジルサルタン錠

武田

スマトリプタン錠50mg「タカタ」

スマトリプタンコハク酸塩錠

高田

ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「ファイザー」

ゾルミトリプタン2.5mg口腔内崩壊錠

マイラン=ファイザー

ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」

ジルチアゼム塩酸塩100mg徐放カプセル

沢井

ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」

ベラパミル塩酸塩錠

武田テバファーマ=武田

ジピリダモール散12.5%「JG」

ジピリダモール散

長生堂=日本ジェネリック

ニトロールRカプセル20mg

硝酸イソソルビド徐放カプセル

エーザイ

ニフェジピンL錠20mg「サワイ」

ニフェジピン20mg徐放L錠

沢井=日本ジェネリック

212 不整脈用剤

213 利尿剤

214 血圧降下剤

216 血管収縮剤

217 血管拡張剤

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
医薬品名

2022/3/30

成分名

会社名

ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」

ニフェジピン20mg徐放CR錠

東和薬品=日本ジェネリック

ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」

ニフェジピン10mgカプセル

沢井

ニコランジル錠5mg「トーワ」

ニコランジル5mg錠

東和薬品=ニプロES

ニトロペン舌下錠0.3mg

ニトログリセリン錠

日本化薬

ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」

ベニジピン塩酸塩4mg錠

大原=エルメッド=日医工

アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」

アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠

東和薬品

アムロジピンOD錠5mg「トーワ」

アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠

東和薬品

一硝酸イソソルビド錠20mg「タイヨー」

一硝酸イソソルビド20mg錠

武田テバファーマ=武田

ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」

ベザフィブラート200mg徐放錠

沢井=扶桑

パルモディア錠0.1mg

ペマフィブラート錠

興和

プラバスタチンNa塩錠10ｍｇ「タナべ」

プラバスタチンナトリウム10mg錠

ニプロES

アトルバスタチン錠5mg「日医工」

アトルバスタチンカルシウム5mg錠

日医工

ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」

ピタバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠

東和薬品

ロスバスタチンOD錠2.5mg「三和」

ロスバスタチンカルシウム2.5mg口腔内崩壊錠 三和化学

エゼチミブ錠10mg「杏林」

エゼチミブ10mg錠

キョーリンリメディオ=杏林

ロトリガ粒状カプセル2g

オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル

武田

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル

エーザイ

218 高脂血症用剤

219 その他の循環器官用薬
ユベラNカプセル100mg

ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」
ポリスチレンスルホン酸カルシウムゼリー

三和化学=アステラス

カリメート経口液20%

ポリスチレンスルホン酸カルシウム液

興和

ニセルゴリン錠5mg「トーワ」

ニセルゴリン5mg錠

東和薬品

アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」

アメジニウムメチル硫酸塩10mg錠

沢井

沈降炭酸カルシウム錠250mg「三和」

沈降炭酸カルシウム錠

三和化学

リオナ錠250ｍｇ

クエン酸第二鉄水和物錠

鳥居薬品

コララン錠2.5mg

イバブラジン塩酸塩

小野薬品

エンレスト錠100mg

サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物錠 ノバルティス

エンレスト錠200mg

サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物錠 ノバルティス

222 鎮咳剤
メジコン錠15mg

デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物錠 シオノギファーマ=塩野義

223 去たん剤
カルボシステイン錠250mg「トーワ」

L-カルボシステイン250mg錠

東和薬品

カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」

L-カルボシステインシロップ

東和薬品

カルボシステインDS50%「タカタ」

L-カルボシステイン50%シロップ用

高田

ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」

ブロムヘキシン塩酸塩錠

東和薬品

アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」

アンブロキソール塩酸塩15mg錠

武田テバファーマ=武田=三和化学

アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タカタ」
アンブロキソール塩酸塩0.3%シロップ

高田

アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」

アンブロキソール塩酸塩1.5%シロップ用

高田

コデインリン酸塩散1%「タケダ」

コデインリン酸塩散1%

武田テバ薬品=武田

アスベリンシロップ0.5%

チペピジンヒベンズ酸塩シロップ

ニプロES

テオロング錠50mg

テオフィリン50mg徐放錠

エーザイ

テオフィリン徐放U錠100mg「トーワ」

テオフィリン100mg徐放U錠

東和薬品

メプチン顆粒0.01%

プロカテロール塩酸塩水和物顆粒

大塚製薬

メプチンミニ錠25μg

プロカテロール塩酸塩水和物錠

大塚製薬

メプチンシロップ5μg/mL

プロカテロール塩酸塩水和物シロップ

大塚製薬

タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」

タンニン酸アルブミン

丸石=ニプロ

エンテロノン-R散

耐性乳酸菌製剤散(1)

EAファーマ

ミヤBM細粒

酪酸菌製剤細粒

ミヤリサン

ビオフェルミン配合散

ラクトミン散(1)

ビオフェルミン=大正製薬

ラックビー微粒N

ビフィズス菌製剤散(4)

興和

ビオスリー配合OD錠

酪酸菌配合剤口腔内崩壊錠

東亜薬工=東亜新薬=鳥居

ガスコン錠40mg

ジメチコン錠

キッセイ

224 鎮咳去たん剤

225 気管支拡張剤

231 止しゃ剤，整腸剤

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
医薬品名

2022/3/30

成分名

会社名

ガスコンドロップ内用液2%

ジメチコンシロップ

キッセイ

ロペミン小児用細粒0.05%

ロペラミド塩酸塩細粒

ヤンセン

ロペミンカプセル1mg

ロペラミド塩酸塩カプセル

ヤンセン

薬用炭「日医工」

薬用炭

日医工

フェロベリン配合錠

ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス錠
日本ジェネリック

232 消化性潰瘍用剤
ファモチジン散10%「サワイ」

ファモチジン10%散

沢井

ファモチジンD錠10mg「EMEC」

ファモチジン10mg口腔内崩壊錠

サンノーバ=エルメッド=日医工

ファモチジンD錠20mg「EMEC」

ファモチジン20mg口腔内崩壊錠

サンノーバ=エルメッド=日医工

スルピリド細粒50%「アメル」

スルピリド50%細粒

共和薬品

スルピリド錠50mg「アメル」

スルピリド50mg錠

共和薬品

テプレノン細粒10%「トーワ」

テプレノン10%細粒

東和薬品

レバミピド錠100mg「オーツカ」

レバミピド錠

大塚工場=大塚製薬

ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」

ランソプラゾール15mg腸溶性口腔内崩壊錠

沢井

ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」

ポラプレジンク口腔内崩壊錠

沢井

ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」

ラベプラゾールナトリウム錠

ケミファ=日本薬工

ネキシウムカプセル20mg

エソメプラゾールマグネシウム水和物カプセル アストラゼネカ

タケキャブ錠20mg

ボノプラザンフマル酸塩錠

武田

アルロイドG内用液5%

アルギン酸ナトリウム液

カイゲンファーマ

マーズレンS配合顆粒

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン顆粒
寿=EAファーマ

233 健胃消化剤
希塩酸

希塩酸

小堺=吉田製薬=中北

エクセラーゼ配合錠

サナクターゼ配合剤錠

MeijiSeika

ベリチーム配合顆粒

膵臓性消化酵素配合剤(1)顆粒

共和薬品

つくしA・M配合散

カンゾウ末配合剤散(3)

富士フイルム富山化学

重カマ「ヨシダ」

酸化マグネシウム

吉田製薬

炭酸水素ナトリウム

炭酸水素ナトリウム

扶桑

酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」

酸化マグネシウム錠

吉田製薬=共創未来ファーマ

センノシド錠

沢井

234 制酸剤

235 下剤，浣腸剤
センノシド錠12mg「サワイ」

ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」 ピコスルファートナトリウム0.75%液

日医工

アミティーザカプセル24μg

ルビプロストンカプセル

マイランEPD

スインプロイク錠0.2mg

ナルデメジントシル酸塩錠

塩野義

アローゼン顆粒

センナ・センナ実顆粒

サンファーマ

モビコール配合内用剤LD

マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム散
EAファーマ=持田

236 利胆剤
ウルソ顆粒5%

ウルソデオキシコール酸顆粒

田辺三菱

ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」

ウルソデオキシコール酸錠

全星=高田=日医工

グラニセトロン内服ゼリー1mg「ケミファ」

グラニセトロン塩酸塩ゼリー

日医工=ケミファ

グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」

グラニセトロン塩酸塩ゼリー

日医工=ケミファ

アプレピタントカプセル80mg「NK」

アプレピタントカプセル

日本化薬

アプレピタントカプセル125mg「NK」

アプレピタントカプセル

日本化薬

アプレピタントカプセルセット「NK」

アプレピタントカプセル

日本化薬

プリンペラン錠5

メトクロプラミド錠

日医工

ドンペリドン錠10mg「タイヨー」

ドンペリドン10mg錠

武田テバファーマ=武田

トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」

トリメブチンマレイン酸塩100mg錠

日医工

メサラジン錠500mg「ケミファ」

メサラジン徐放錠

ケミファ=共創未来ファーマ=日本薬工

モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」

モサプリドクエン酸塩水和物散

日医工

モサプリドクエン酸塩錠5mg「ファイザー」

モサプリドクエン酸塩水和物錠

ファイザー

サリグレンカプセル30mg

セビメリン塩酸塩水和物カプセル

日本化薬

デスモプレシン酢酸塩水和物口腔内崩壊錠

フェリング=キッセイ

239 その他の消化器官用薬

241 脳下垂体ホルモン剤
ミニリンメルトOD錠60μg
243 甲状腺，副甲状腺ホルモン剤

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
医薬品名

2022/3/30

成分名

会社名

チラーヂンS錠50μg

レボチロキシンナトリウム水和物錠

あすか製薬=武田

メルカゾール錠5mg

チアマゾール錠

あすか製薬=武田

プロパジール錠50mg

プロピルチオウラシル錠

あすか製薬=武田

コートリル錠10mg

ヒドロコルチゾン錠

ファイザー

フロリネフ錠0.1mg

フルドロコルチゾン酢酸エステル錠

サンドファーマ=サンド

デカドロン錠0.5mg

デキサメタゾン錠(1)

日医工

デカドロン錠4mg

デキサメタゾン錠(1)

日医工

デカドロンエリキシル0.01%

デキサメタゾン液

日医工

ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」

ベタメタゾン錠

沢井

プレドニン錠5mg

プレドニゾロン錠

シオノギファーマ=塩野義

プレドニゾロン錠1mg(旭化成)

プレドニゾロン錠

旭化成ファーマ

プレドニゾロン散「タケダ」1%

プレドニゾロン散

武田テバ薬品=武田

セレスタミン配合錠

ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠
高田

245 副腎ホルモン剤

247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」

クロルマジノン酢酸エステル25mg錠

武田テバファーマ=武田

248 混合ホルモン剤
プラノバール配合錠

ノルゲストレル・エチニルエストラジオール錠 あすか製薬=武田

249 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
カルナクリン錠50

カリジノゲナーゼ錠

三和化学

リベルサス錠3mg

セマグルチド(遺伝子組換え)錠

ノボ=MSD

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠

持田

ウロカルン錠225mg

ウラジロガシエキス錠

日本新薬

タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」

タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠

東和薬品

ナフトピジルOD錠75mg「EE」

ナフトピジル75mg口腔内崩壊錠

エルメッド=日医工

シロドシンOD錠4mg「DSEP」

シロドシン口腔内崩壊錠

第一三共エスファ

ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」

コハク酸ソリフェナシン口腔内崩壊錠

ニプロ

ウリトス錠0.1mg

イミダフェナシン錠

杏林

ベオーバ錠50mg

ビベグロン錠

杏林=キッセイ

エビプロスタット配合錠DB

オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤(2)錠
日本新薬

253 子宮収縮剤
パルタンM錠0.125mg
259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

311 ビタミンＡ及びＤ剤
ワンアルファ錠0.5μg

アルファカルシドール錠

帝人ファーマ

アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」

アルファカルシドール0.25μgカプセル

沢井

アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」

アルファカルシドール1μgカプセル

沢井

アルファロール内用液0.5μg/mL

アルファカルシドール液

中外

フルスルチアミン錠

武田テバ薬品=武田

パントシン散20%

パンテチン散

アルフレッサファーマ

ピドキサール錠10mg

ピリドキサールリン酸エステル水和物錠

太陽ファルマ

フォリアミン錠

葉酸錠

日本製薬=武田

メチコバール細粒0.1%

メコバラミン細粒

エーザイ

メコバラミン錠500「トーワ」

メコバラミン0.5mg錠

東和薬品

トコフェロール酢酸エステル錠

サンノーバ=エーザイ

メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」

メナテトレノンカプセル

東和薬品

ケイツーシロップ0.2%

メナテトレノンシロップ

サンノーバ=エーザイ

312 ビタミンＢ１剤
25mgアリナミンF糖衣錠
313 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）

315 ビタミンＥ剤
ユベラ錠50mg
316 ビタミンＫ剤

317 混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）
ビタダン配合錠

フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤(1)錠 メディサ=沢井

シナール配合顆粒

アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム(1)顆粒
シオノギファーマ=塩野義

調剤用パンビタン末

レチノール・カルシフェロール配合剤

321 カルシウム剤

武田テバ薬品=武田

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
医薬品名

2022/3/30

成分名

会社名

乳酸カルシウム「ファイザー」原末

乳酸カルシウム水和物

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・炭酸マグネシウムチュアブル錠
日東薬品=第一三共

マイラン=ファイザー

322 無機質製剤
ヨウ化カリウム「日医工」

ヨウ化カリウム

日医工

ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」

ヨウ化カリウム丸

日医工

ヨウレチン錠「50」

ヨウ素レシチン錠

第一薬産

フェロ・グラデュメット錠105mg

乾燥硫酸鉄(3)徐放錠

マイランEPD

インクレミンシロップ5%

溶性ピロリン酸第二鉄シロップ

アルフレッサファーマ

フェロミア顆粒8.3%

クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒

サンノーバ=エーザイ

クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」

クエン酸第一鉄ナトリウム鉄50mg錠

沢井

塩化カリウム徐放錠600mg「St」

塩化カリウム600mg徐放錠

佐藤薬品=アルフレッサファーマ

アスパラカリウム錠300mg

L-アスパラギン酸カリウム錠

ニプロES

グルコンサンK細粒4mEq/g

グルコン酸カリウム細粒

サンファーマ

ホスリボン配合顆粒

リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム顆粒
ゼリア

323 糖類剤
ブドウ糖（扶桑）

ブドウ糖

扶桑

ヘパアクト配合顆粒

イソロイシン・ロイシン・バリン4.5g顆粒

東亜薬品=日本臓器=ケミファ

エレンタール配合内用剤

経腸成分栄養剤(1-1)散

EAファーマ

アミノレバンEN配合散

肝不全用成分栄養剤(1)散

大塚製薬

エンシュア・リキッド

経腸成分栄養剤(2-1)液

アボット

ラコールNF配合経腸用液

経腸成分栄養剤(9-2)液

EN大塚=大塚工場=大塚製薬

ラコールNF配合経腸用半固形剤

経腸成分栄養剤(9-2)半固形剤

EN大塚=大塚工場=大塚製薬

325 たん白アミノ酸製剤

332 止血剤
アドナ錠30mg

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物錠 ニプロES

トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」

トラネキサム酸カプセル

東和薬品

ワーファリン顆粒0.2%

ワルファリンカリウム顆粒

エーザイ

ワーファリン錠1mg

ワルファリンカリウム錠

エーザイ

ワーファリン錠0.5mg

ワルファリンカリウム錠

エーザイ

プラザキサカプセル75mg

ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩カプセル
日本ベーリンガー

プラザキサカプセル110mg

ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩カプセル
日本ベーリンガー

リクシアナOD錠30mg

エドキサバントシル酸塩水和物口腔内崩壊錠

第一三共

リクシアナOD錠60mg

エドキサバントシル酸塩水和物口腔内崩壊錠

第一三共

イグザレルトOD錠10mg

リバーロキサバン口腔内崩壊錠

バイエル

イグザレルトOD錠15mg

リバーロキサバン口腔内崩壊錠

バイエル

エリキュース錠2.5mg

アピキサバン錠

BMS=ファイザー

エリキュース錠5mg

アピキサバン錠

BMS=ファイザー

シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」

シロスタゾール50mg口腔内崩壊錠

東和薬品

シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」

シロスタゾール100mg口腔内崩壊錠

東和薬品

リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」

リマプロスト アルファデクス5μg錠

日医工

333 血液凝固阻止剤

339 その他の血液・体液用薬

イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」イコサペント酸エチル600mg粒状カプセル

日医工

ベラプロストナトリウム錠20μg「日医工」

ベラプロストナトリウム20μg錠

日医工

サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」

サルポグレラート塩酸塩錠

沢井

バイアスピリン錠100mg

アスピリン腸溶錠

バイエル

クロピドグレル錠25mg「ケミファ」

クロピドグレル硫酸塩錠

ケミファ=日本薬工

クロピドグレル錠75mg「SANIK」

クロピドグレル硫酸塩錠

日医工

エフィエント錠3.75mg

プラスグレル塩酸塩錠

第一三共

エフィエントOD錠20mg

プラスグレル塩酸塩口腔内崩壊錠

第一三共

バファリン配合錠A81

アスピリン・ダイアルミネート錠

ライオン=エーザイ

タチオン錠100mg

グルタチオン錠

長生堂=日本ジェネリック

球形吸着炭細粒「マイラン」

球形吸着炭細粒

マイラン=マイランEPD=扶桑

アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」

アセチルシステイン液

あゆみ製薬

392 解毒剤

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
医薬品名
ノベルジン錠25mg

2022/3/30

成分名

会社名

酢酸亜鉛水和物錠

ノーベル

ジスルフィラム末

田辺三菱=吉富薬品

コルヒチン錠0.5ｍｇ「タカタ」

コルヒチン

高田製薬

ベネシッド錠250mg

プロベネシド錠

科研

アロプリノール錠100mg「アメル」

アロプリノール100mg錠

共和薬品

ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」

ベンズブロマロン50mg錠

東和薬品

フェブリク錠10mg

フェブキソスタット錠

帝人ファーマ

ウリアデック錠20mg

トピロキソスタット錠

三和化学

ウラリット配合錠

クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物錠
ケミファ

393 習慣性中毒用剤
ノックビン原末
394 痛風治療剤

396 糖尿病用剤
グリベンクラミド錠2.5mg「武田テバ」

グリベンクラミド2.5mg錠

武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田

グリクラジド錠20mg「NP」

グリクラジド20mg錠

ニプロ

グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」

グリメピリド口腔内崩壊錠

シオノ=ケミファ

メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」

メトホルミン塩酸塩錠(2)

第一三共エスファ

メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」

メトホルミン塩酸塩錠(2)

DSPプロモ=大日本住友

アカルボースOD錠50mg「テバ」

アカルボース50mg口腔内崩壊錠

武田テバファーマ=武田

ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」

ボグリボース0.2mg口腔内崩壊錠

武田テバファーマ＝武田

ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」

ピオグリタゾン塩酸塩錠

沢井

ミチグリニドCa・OD錠10ｍｇ「三和」

ミチグリニドカルシウム水和物口腔内崩壊錠

大興＝三和化学

ミグリトールOD錠50mg「トーワ」

ミグリトール口腔内崩壊錠

東和薬品

ジャヌビア錠50mg

シタグリプチンリン酸塩水和物錠

MSD

エクア錠50mg

ビルダグリプチン錠

ノバルティス=大日本住友

レパグリニド錠0.5mg「サワイ」

レパグリニド錠

沢井

トラゼンタ錠5mg

リナグリプチン錠

日本ベーリンガー

テネリアOD錠20mg

テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物口腔内崩壊錠
田辺三菱=第一三共

スーグラ錠50mg

イプラグリフロジン L-プロリン錠

フォシーガ錠5mg

ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物錠
アストラゼネカ=小野

フォシーガ錠10mg

ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物錠
アストラゼネカ=小野

ジャディアンス錠10mg

エンパグリフロジン錠

日本ベーリンガー

アデホスコーワ顆粒10%

アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物顆粒

興和

ラクツロースシロップ65%「タカタ」

ラクツロース65%シロップ

高田=日本化薬

ラクツロース経口ゼリー分包16.05g「サトウ」

ラクツロース40.496%ゼリー

佐藤製薬

カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」

カモスタットメシル酸塩100mg錠

日医工

ネオーラル25mgカプセル

シクロスポリンカプセル(2)

ノバルティス

イムラン錠50mg

アザチオプリン錠

サンドファーマ=サンド

タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」

タクロリムス水和物カプセル

ニプロ

タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」

タクロリムス水和物カプセル

ニプロ

メトトレキサート錠2ｍｇ「トーワ」

メトトレキサート2mg錠

東和薬品

アレンドロン酸錠35mg「トーワ」

アレンドロン酸ナトリウム水和物錠

東和薬品

ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」

ラロキシフェン塩酸塩錠

東和薬品

ピレスパ錠200mg

ピルフェニドン錠

塩野義

エルカルチンFF錠250mg

レボカルニチン錠

大塚製薬

エルカルチンFF内用液10%

レボカルニチン液

大塚製薬

オルミエント錠4mg

バリシチニブ錠

リリー

エベレンゾ錠50mg

ロキサデュスタット錠

アステラス

テモゾロミド錠20mｇ「ＮＫ」

テモゾロミド錠20mｇ

MSD

テモゾロミド錠100mｇ「ＮＫ」

テモゾロミド錠100mｇ

MSD

カペシタビン錠300mg「サワイ」

カペシタビン錠

沢井

ユーエフティ配合カプセルT100

テガフール・ウラシルカプセル

大鵬薬品

エスワンタイホウ配合OD錠T20

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠
岡山大鵬

アステラス

399 他に分類されない代謝性医薬品

421 アルキル化剤

422 代謝拮抗剤

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
医薬品名
エスワンタイホウ配合OD錠T25

2022/3/30

成分名

会社名

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠
岡山大鵬

429 その他の腫瘍用薬
タモキシフェン錠20mg「MYL」

タモキシフェンクエン酸塩錠

マイランEPD

ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」

ビカルタミド口腔内崩壊錠

沢井

アナストロゾール錠1mg「明治」

アナストロゾール錠

MeijiSeika

グリベック錠100mg

イマチニブメシル酸塩錠

ノバルティス

ゲフィチニブ錠250mg「NK」

ゲフィチニブ錠

日本化薬

レトロゾール錠2.5mg「トーワ」

レトロゾール錠

東和薬品

タルセバ錠100mg

エルロチニブ塩酸塩錠

中外

タルセバ錠150mg

エルロチニブ塩酸塩錠

中外

ネクサバール錠200mg

ソラフェニブトシル酸塩錠

バイエル

スチバーガ錠40mg

レゴラフェニブ水和物錠

バイエル

レンビマカプセル4mg

レンバチニブメシル酸塩カプセル

エーザイ

タグリッソ錠80mg

オシメルチニブメシル酸塩錠

アストラゼネカ

ロンサーフ配合錠T15

トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤(1)錠大鵬薬品

ロンサーフ配合錠T20

トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤(2)錠大鵬薬品

441 抗ヒスタミン剤
レスタミンコーワ錠10mg

ジフェンヒドラミン塩酸塩錠

興和

ピレチア細粒10%

プロメタジンメチレンジサリチル酸塩細粒

高田

ピレチア錠(25mg)

プロメタジン塩酸塩錠

高田

ポララミン錠2mg

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠

高田

ペリアクチン散1%

シプロヘプタジン塩酸塩水和物散

日医工

ブシラミン100mg錠

東和薬品

リザベンカプセル100mg

トラニラストカプセル

キッセイ

アイピーディドライシロップ5%

スプラタストトシル酸塩シロップ用

大鵬薬品

プランルカストカプセル112.5mg「日医工」

プランルカスト112.5mgカプセル

日医工

プランルカストドライシロップ10%「AFP」

プランルカスト10%シロップ用

アルフレッサファーマ

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」

フェキソフェナジン塩酸塩錠

東和薬品

フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」

フェキソフェナジン塩酸塩シロップ用

東和薬品

オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」

オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠

東和薬品

モンテルカストOD錠10mg「タカタ」

モンテルカストナトリウム10mg口腔内崩壊錠 高田=共創未来ファーマ

ロラタジンOD錠10mg「ファイザー」

ロラタジン口腔内崩壊錠

ファイザー

ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU

アレルゲンエキス(2)錠

鳥居

ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU

アレルゲンエキス(2)錠

鳥居

シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU

スギ花粉エキス錠

鳥居

シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU

スギ花粉エキス錠

鳥居

ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)

葛根湯エキス顆粒

ツムラ

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)

加味逍遙散エキス顆粒

ツムラ

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)

牛車腎気丸エキス顆粒

ツムラ

クラシエ柴朴湯エキス細粒

柴朴湯エキス細粒

大峰堂=クラシエ

クラシエ柴苓湯エキス細粒

柴苓湯エキス細粒

大峰堂=クラシエ

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)

芍薬甘草湯エキス顆粒

ツムラ

ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)

小青竜湯エキス顆粒

ツムラ

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)

大黄甘草湯エキス顆粒

ツムラ

ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)

大建中湯エキス顆粒

ツムラ

クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒

当帰芍薬散エキス細粒

クラシエ

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)

麦門冬湯エキス顆粒

ツムラ

クラシエ八味地黄丸料エキス細粒

八味地黄丸エキス細粒

クラシエ

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)

半夏瀉心湯エキス顆粒

ツムラ

ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)

防風通聖散エキス顆粒

ツムラ

クラシエ補中益気湯エキス細粒

補中益気湯エキス細粒

クラシエ

ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)

抑肝散エキス顆粒

ツムラ

442 刺激療法剤
ブシラミン錠100mg「トーワ」
449 その他のアレルギー用薬

520 漢方製剤

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
医薬品名
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)

2022/3/30

成分名

会社名

六君子湯エキス顆粒

ツムラ

ダラシンカプセル150mg

クリンダマイシン塩酸塩カプセル

ファイザー

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」

バンコマイシン塩酸塩500mg散

MeijiSeika

カナマイシン一硫酸塩カプセル

MeijiSeika

パセトシン細粒10%

アモキシシリン水和物細粒

サンドファーマ=サンド

アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」

アモキシシリン水和物カプセル

東和薬品

セファクロル細粒小児用10%「サワイ」

セファクロル細粒

沢井

セファクロルカプセル250mg「サワイ」

セファクロルカプセル

沢井

セフジニル細粒小児用10%「サワイ」

セフジニル細粒

沢井

セフジニル錠100mg「サワイ」

セフジニル100mg錠

沢井

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
カナマイシンカプセル250mg「明治」
613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

セフジトレンピボキシル小児用細粒10％「サワイ」 セフジトレンピボキシル100mg細粒

沢井

セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」

沢井

セフジトレン ピボキシル100mg錠

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「トーワ」
セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物細粒

東和薬品

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」

CHO=東和薬品

セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物錠

ホスホマイシンカルシウムカプセル500mg「日医工」ホスホマイシンカルシウム水和物カプセル

日医工

ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医工」
ホスホマイシンカルシウム水和物シロップ用

日医工

オーグメンチン配合錠250RS

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム錠
GSK

クラバモックス小児用配合ドライシロップ

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウムシロップ用
GSK

614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
エリスロシンドライシロップW20%

エリスロマイシンエチルコハク酸エステルシロップ用
マイランEPD

エリスロシン錠200mg

エリスロマイシンステアリン酸塩錠

マイランEPD

クラリスロマイシン錠200mg「日医工」

クラリスロマイシン200mg錠

日医工

クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」

クラリスロマイシン100mgシロップ用

沢井

ジスロマック錠250mg

アジスロマイシン水和物錠

ファイザー

615 主としてグラム陽性・陰性菌、ﾘｹｯﾁｱ、ｸﾗﾐｼﾞｱに作用するもの
ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」

ミノサイクリン塩酸塩顆粒

沢井

ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」

ミノサイクリン塩酸塩50mg錠

沢井

ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」

ミノサイクリン塩酸塩100mg錠

沢井

リファンピシン150mgカプセル

サンド=日本ジェネリック=ニプロ

ハリゾンシロップ100mg/mL

アムホテリシンB100mg1mLシロップ

富士製薬

リフキシマ錠200mg

リファキシミン錠

あすか製薬=武田

イスコチン錠100mg

イソニアジド錠

アルフレッサファーマ

ピラマイド原末

ピラジナミド

アルフレッサファーマ

エブトール250mg錠

エタンブトール塩酸塩錠

科研

レボフロキサシン錠250mg「DSEP」

レボフロキサシン水和物錠

第一三共エスファ

レボフロキサシン錠500mg「DSEP」

レボフロキサシン水和物錠

第一三共エスファ

レボフロキサシン内用液250mg「トーワ」

レボフロキサシン水和物液(2)

東和薬品

ラスビック錠75mg

ラスクフロキサシン塩酸塩錠

杏林

レトロビルカプセル100mg

ジドブジンカプセル

ヴィーブヘルスケア=GSK

バラシクロビル顆粒50%「日医工」

バラシクロビル塩酸塩顆粒

日医工

バラシクロビル錠500mg「トーワ」

バラシクロビル塩酸塩水和物錠

東和薬品

タミフルカプセル75

オセルタミビルリン酸塩カプセル

中外

オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」

オセルタミビルリン酸塩カプセル

沢井

オセルタミビルDS3%「サワイ」

オセルタミビルリン酸塩シロップ用

沢井

エンテカビル錠0.5mg「EE」

エンテカビル0.5mg錠

シオノ=エルメッド=日医工

アイセントレス錠400mg

ラルテグラビルカリウム錠

MSD

ソバルディ錠400mg

ソホスブビル錠

ギリアド

616 主として抗酸菌に作用するもの
リファンピシンカプセル150mg「サンド」
617 主としてカビに作用するもの

622 抗結核剤

624 合成抗菌剤

625 抗ウイルス剤

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
医薬品名

2022/3/30

成分名

会社名

ゾフルーザ錠10mg

バロキサビル マルボキシル錠

塩野義

ゾフルーザ錠20mg

バロキサビル マルボキシル錠

塩野義

ツルバダ配合錠

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錠
ギリアド

629 その他の化学療法剤
フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」

フルコナゾール100mgカプセル

高田

フロリードゲル経口用2%

ミコナゾールゲル

持田=昭和薬化

イトラコナゾール錠50mg「日医工」

イトラコナゾール50mg錠

日医工

バクタ配合顆粒

スルファメトキサゾール・トリメトプリム顆粒 シオノギファーマ=塩野義

バクタ配合錠

スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠

シオノギファーマ=塩野義

ロタリックス内用液

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン

GSK

フラジール内服錠250mg

メトロニダゾール錠

シオノギファーマ=塩野義

イベルメクチン錠

MSD=マルホ

乳糖「ホエイ」

乳糖水和物

マイラン=ファイザー

トウモロコシデンプン「ヨシダ」

トウモロコシデンプン

吉田製薬

大塚蒸留水

注射用水

大塚工場=大塚製薬

大塚蒸留水

注射用水

大塚工場=大塚製薬

単シロップ

丸石

塩化ナトリウム

大塚工場=大塚製薬

クエン酸マグネシウム散

堀井

トレーランG液75g

デンプン部分加水分解物液

エイワイファーマ=陽進堂

ユービット錠100mg

尿素(13C)錠

大塚製薬

アラベル内用剤1.5g

アミノレブリン酸塩酸塩

ノーベル

D-ソルビトール経口液75%「コーワ」

D-ソルビトール液

興和

ガスチーム散4万単位/g

プロナーゼ散

日医工

ミンクリア内用散布液0.8%

l-メントール液

日本製薬=あすか製薬=武田

モビプレップ配合内用剤

ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤散
EAファーマ

631 ワクチン類

642 駆虫剤
ストロメクトール錠3mg
711 賦形剤

714 矯味，矯臭，着色剤
単シロップ
719 その他の調剤用薬
塩化ナトリウム「オーツカ」
721 Ｘ線造影剤
マグコロール散68%分包50g
729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

811 あへんアルカロイド系麻薬
MSコンチン錠10mg

モルヒネ硫酸塩水和物徐放錠

シオノギファーマ=塩野義

MSコンチン錠30mg

モルヒネ硫酸塩水和物徐放錠

シオノギファーマ=塩野義

MSコンチン錠60mg

モルヒネ硫酸塩水和物徐放錠

シオノギファーマ=塩野義

オプソ内服液5mg

モルヒネ塩酸塩水和物液

大日本住友

オプソ内服液10mg

モルヒネ塩酸塩水和物液

大日本住友

オキノーム散2.5mg

オキシコドン塩酸塩水和物散

シオノギファーマ=塩野義

オキノーム散5mg

オキシコドン塩酸塩水和物散

シオノギファーマ=塩野義

オキノーム散10mg

オキシコドン塩酸塩水和物散

シオノギファーマ=塩野義

オキシコンチンTR錠5mg

オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)

シオノギファーマ=塩野義

オキシコンチンTR錠20mg

オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)

シオノギファーマ=塩野義

オキシコンチンTR錠40mg

オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)

シオノギファーマ=塩野義

ナルラピド錠1mg

ヒドロモルフォン塩酸塩錠

第一三共プロファーマ=第一三共

ナルラピド錠4mg

ヒドロモルフォン塩酸塩錠

第一三共プロファーマ=第一三共

ナルサス錠2mg

ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠

第一三共プロファーマ=第一三共

ナルサス錠12mg

ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠

第一三共プロファーマ=第一三共

タペンタドール塩酸塩徐放錠

ヤンセン=ムンディファーマ

821 合成麻薬
タペンタ錠25mg

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
医薬品名

2022/3/30

成分名

会社名

【外用薬】233品目
111 全身麻酔剤
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」

セボフルラン吸入液

日興製薬

エスクレ坐剤「250」

抱水クロラール坐剤

久光

エスクレ坐剤「500」

抱水クロラール坐剤

久光

ダイアップ坐剤4

ジアゼパム坐剤

高田

ダイアップ坐剤6

ジアゼパム坐剤

高田

ワコビタール坐剤30

フェノバルビタールナトリウム坐剤

高田

ワコビタール坐剤50

フェノバルビタールナトリウム坐剤

高田

ブコラム口腔用液2.5mg

ミダゾラム液

武田

ブコラム口腔用液5mg

ミダゾラム液

武田

アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「TYK」

アセトアミノフェン100mg坐剤

武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田

アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「TYK」

アセトアミノフェン200mg坐剤

武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田

インテバン坐剤50

インドメタシン坐剤

帝國製薬

ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」

ジクロフェナクナトリウム25mg坐剤

日新製薬=久光

ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」

ジクロフェナクナトリウム50mg坐剤

日新製薬=久光

ハルロピテープ8mg

ロピニロール塩酸塩貼付剤

久光=協和キリン

ハルロピテープ24mg

ロピニロール塩酸塩貼付剤

久光=協和キリン

リバスタッチパッチ4.5mg

リバスチグミン貼付剤

小野

リバスチグミン貼付剤

小野

112 催眠鎮静剤，抗不安剤

112 催眠鎮静剤，抗不安剤

119 その他の中枢神経系用薬

119 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ9mg
121 局所麻酔剤
テーカイン原末

パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル塩酸塩末
ナガセ=ファイザー

キシロカインゼリー2%

リドカイン塩酸塩ゼリー

サンドファーマ=サンド

キシロカイン液「4％」 100mL／本

30mL／本

リドカイン塩酸塩液

サンドファーマ=サンド

キシロカイン点眼液4％ 20mL／本

リドカイン塩酸塩液

サンドファーマ=サンド

キシロカインポンプスプレー8％ 80g／本

リドカイン噴霧剤

サンドファーマ=サンド

ペンレステープ18mg

リドカイン貼付剤

日東電工=マルホ

エムラクリーム

リドカイン・プロピトカイン配合剤クリーム

佐藤製薬

サイプレジン1%点眼液 10mL／本

シクロペントラート塩酸塩液

参天

ネオシネジンコーワ5％点眼液 10mL／瓶

フェニレフリン塩酸塩液

興和

日点アトロピン点眼液1％ 5mL／瓶

アトロピン硫酸塩水和物液

日本点眼薬

サンピロ点眼液2% 5mL／瓶

ピロカルピン塩酸塩液

参天

ベノキシール点眼液0.4％ 5mL／瓶

オキシブプロカイン塩酸塩液

参天

フルオロメトロン点眼液0.02％「日点」 5mL／瓶

フルオロメトロン0.02%1mL点眼液

日本点眼薬

フルオロメトロン点眼液0.1％「日点」 5mL／瓶

フルオロメトロン0.1%1mL点眼液

日本点眼薬

リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1％ 5mL／瓶

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム液

シオノギファーマ=塩野義

ピマリシン点眼液5％「センジュ」 5mL／瓶

ピマリシン液

千寿=武田

チモロールPF点眼液0.5％

チモロールマレイン酸塩0.5%1mL点眼液

日本点眼薬

ピレノキシン液(1)

千寿=武田

5ｇ／本

131 眼科用剤

5mL/瓶

カタリン点眼用0.005％ 15mL／本
シアノコバラミン点眼液0.02％「日点」

シアノコバラミン液

日本点眼薬

フラビタン眼軟膏0.1％」 5g／本

フラビンアデニンジヌクレオチド軟膏

トーアエイヨー=アステラス

ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 20mL／本

ポリビニルアルコールヨウ素液

日本点眼薬

クロモグリク酸ナトリウム液

日本点眼薬

アシクロビル眼軟膏3％「日点」 5ｇ／本

アシクロビル3%眼軟膏

日本点眼薬

ヒアルロン酸Na0.5眼粘弾剤１％MV「センジュ」

精製ヒアルロン酸ナトリウム1%0.5mL液

千寿=武田

ｸﾛﾓｸﾞﾘｸ酸Na・PF点眼液2％「日点」

5mL／瓶

5ｍL/瓶

ヒアルロン酸ﾅﾄﾘｳﾑPF点眼液0.1％「日点」 5mL／瓶 精製ヒアルロン酸ナトリウム0.1%5mL点眼液

日本点眼薬

ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤１%HV「センジュ」

精製ヒアルロン酸ナトリウム液

千寿=武田

ヒーロンＶ眼粘弾剤2.3％シリンジ0.6ｍL

精製ヒアルロン酸ナトリウム液

AMO

オフロキサシン眼軟膏0.3％「ﾆｯﾄｰ」 3.5ｇ／本

オフロキサシン0.3%眼軟膏

東亜薬品=日東メディック

ビーエスエスプラス５００眼灌流液0.0184％ 500mL／瓶
オキシグルタチオン液

アルコン

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
医薬品名

2022/3/30

成分名

会社名

ペミロラストK点眼液0.1％「杏林」5ｍL/瓶

ペミプラストカリウム

杏林＝日東メディック

アイオピジンＵＤ点眼液１％ 0.1mL／個

アプラクロニジン塩酸塩液

ノバルティス

ラタノプロスト点眼液0.005％「ｻﾜｲ」 2.5mL／瓶

ラタノプロスト液

沢井

レボフロキサシン点眼液0.5％「日医工」 5mL／瓶

レボフロキサシン水和物液

日医工

レボフロキサシン点眼液1.5％「ﾌｧｲｻﾞｰ」 5mL／瓶

レボフロキサシン水和物液

ファイザー

エイゾプト懸濁性点眼液１％ 5mL／瓶

ブリンゾラミド液

ノバルティス

ネバナック懸濁性点眼液0.1％5mL／瓶

ネパフェナク液

ノバルティス

エコリシン眼軟膏 3.5g／本

エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム軟膏
参天

ネオメドロールＥＥ軟膏 3g／本

フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン軟膏
ファイザー

人工涙液マイティア点眼液 5mL／瓶

ホウ酸・無機塩類配合剤液

千寿=武田

サンドールＰ点眼液 5mL／瓶

トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩液

日本点眼薬

ビスコート0.5眼粘弾剤 0.5mL／筒

精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム
アルコン

シェルガン0.5眼粘弾剤

精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム
生化学＝参天

ディスコビスク1.0眼粘弾剤 1mL／筒

精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム
アルコン

132 耳鼻科用剤
トラマゾリン点鼻液0.118％「ＡＦＰ」 10mL／本

トラマゾリン塩酸塩液

アルフレッサファーマ

プリビナ液0.05％ 10mL／本

ナファゾリン硝酸塩液

日新製薬

ｼﾞｵｸﾁﾙｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎｻｸｼﾈｰ耳科用液5%「CEO」

ジオクチルソジウムスルホサクシネート液

セオリア=武田

タリビッド耳科用液0.3％ 5mL／瓶

オフロキサシン液

アルフレッサファーマ

フルチカゾン点鼻液50μｇ「サワイ」28噴霧用

フルチカゾンプロピオン酸エステル2.04mg4mL点鼻液
沢井

ナゾネックス点鼻液50μｇ56噴霧用

モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物液 オルガノン=杏林

ビソノテープ4mg

ビソプロロール貼付剤

トーアエイヨー=アステラス

硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」

硝酸イソソルビド(40mg)貼付剤

救急=エルメッド=日医工

ミオコールスプレー0.3mg

ニトログリセリン噴霧剤

トーアエイヨー=アステラス

ニトロダームTTS25mg

ニトログリセリン貼付剤

サンファーマ

肺サーファクタント吸入剤

田辺三菱

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」

ブロムヘキシン塩酸塩0.2%吸入液

武田テバファーマ=武田

アスプール液(0.5%)

dl-イソプレナリン塩酸塩吸入剤

アルフレッサファーマ

ベネトリン吸入液０．５％ 30mL／本

サルブタモール硫酸塩吸入剤

GSK

サルタノールインヘラー１００μｇ 13.5mL／瓶

サルブタモール硫酸塩吸入剤

GSK

クロモグリク酸吸入液１％「サワイ」 ２ｍL／管

クロモグリク酸ナトリウム1%2mL吸入液

沢井

アトロベントエロゾル20μｇ 10mL／瓶

イプラトロピウム臭化物水和物吸入剤

帝人ファーマ

キュバール１００エアゾール

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル吸入剤

大日本住友

メプチン吸入液0.01％ 30mL／瓶

プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤

大塚製薬

メプチン吸入液ユニット0.3ｍＬ

プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤

大塚製薬

メプチンエアー10μｇ吸入100回

プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤

大塚製薬

ホクナリンテープ0.5mg

ツロブテロール貼付剤

マイランEPD

ホクナリンテープ1mg

ツロブテロール貼付剤

マイランEPD

ホクナリンテープ2mg

ツロブテロール貼付剤

マイランEPD

スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入

チオトロピウム臭化物水和物吸入剤

日本ベーリンガー

オンブレス吸入用カプセル150μg

インダカテロールマレイン酸塩カプセル

ノバルティス

ウルティブロ吸入用カプセル

インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物カプセル
ノバルティス

スピオルトレスピマット28吸入

チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩吸入剤
日本ベーリンガー

221 呼吸促進剤
サーファクテン気管注入用120mg
223 去たん剤

225 気管支拡張剤

226 含嗽剤
アズノールうがい液4％ 5mL／本

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物含嗽剤

日本点眼薬=日本新薬

ポピヨドンガーグル7％ 30mL／本

ポビドンヨード含嗽剤

吉田製薬

含嗽用ハチアズレ顆粒 2g／包

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム含嗽剤
東洋製化=小野

229 その他の呼吸器官用薬
フルタイド100ディスカス

フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤

GSK

パルミコート200μｇタービュヘイラー56吸入

ブデソニド吸入剤

アストラゼネカ

パルミコート吸入液0.25ｍｇ 2mL／管

ブデソニド吸入剤

アストラゼネカ

オルベスコ100μｇインヘラー

シクレソニド吸入剤

帝人ファーマ

５６吸入用

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
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アドエア500ディスカス60吸入用

サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤
GSK

シムビコートタービュヘイラー30吸入

ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤
アストラゼネカ

シムビコートタービュヘイラー60吸入

ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤
アストラゼネカ

フルティフォーム125エアゾール56吸入用

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吸入剤
杏林

レルベア200エリプタ14吸入用

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吸入剤
GSK

テリルジー100エリプタ14吸入用

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
GSK

グリセリン「マルイシ」

グリセリン

丸石=ニプロ

グリセリン「ヨシダ」

グリセリン

吉田製薬

グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30

グリセリン浣腸

帝國製薬=日医工

グリセリン浣腸「オヲタ」60

グリセリン浣腸

帝國製薬=日医工

グリセリン浣腸「オヲタ」120

グリセリン浣腸

帝國製薬=日医工

グリセリンＢＣ液「ヨシダ」 100mL／本

グリセリン液(ベンザルコニウム塩化物加)(2)

吉田製薬

新レシカルボン坐剤

炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム坐剤
京都=ゼリア

235 下剤，浣腸剤

デキサメタゾン口腔用軟膏0.1％「ＮＫ」

5ｇ／本

デキサメタゾン軟膏

日本化薬

アフタッチ口腔用貼付剤25μg

トリアムシノロンアセトニド貼付剤

アルフレッサファーマ

オラドールSトローチ0.5mg

ドミフェン臭化物トローチ

武田テバファーマ=武田

ドンペリドン坐剤10mg「JG」

ドンペリドン10mg坐剤

長生堂=日本ジェネリック

ドンペリドン坐剤30mg「JG」

ドンペリドン30mg坐剤

長生堂=日本ジェネリック

ナウゼリン坐剤60

ドンペリドン坐剤

協和キリン

239 その他の消化器官用薬

241 脳下垂体ホルモン剤
デスモプレシン・スプレー2.5「フェリング」 125ug／瓶
デスモプレシン酢酸塩水和物液

フェリング=キッセイ

245 副腎ホルモン剤
ボスミン外用液0.1%

アドレナリン液

プレドネマ注腸20mg

プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム注腸剤
杏林

第一三共

バクスミー点鼻粉末剤3mg

グルカゴン噴霧剤

リリー

ゲメプロスト腟坐剤

小野

D-ソルビトール液

バクスター

クロラムフェニコール腟錠100mg「F」

クロラムフェニコール腟錠

富士製薬

フラジール腟錠250mg

メトロニダゾール腟錠

富士製薬

オキシコナゾール硝酸塩腟錠600mg「F」

オキシコナゾール硝酸塩600mg腟錠

富士製薬

249 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
プレグランディン腟坐剤1mg
251 泌尿器官用剤
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%
252 生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

255 痔疾用剤
プロクトセディル軟膏 2g／本

ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤軟膏
EAファーマ

強力ポステリザン（軟膏） 2g／本

大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン軟膏

マルホ

産婦人科用イソジンクリーム5%

ポビドンヨードクリーム

ムンディファーマ=塩野義

ポピヨドンスクラブ7.5%

ポビドンヨード液

吉田製薬

ポピヨドンゲル10%

ポビドンヨードゲル

吉田製薬

ポビドンヨードゲル10%「明治」

ポビドンヨードゲル

MeijiSeika

ポピヨドン液10%

ポビドンヨード液

吉田製薬

オキシドール「ヤクハン」

オキシドール

ヤクハン=日医工=岩城

エタノール「ヨシダ」

エタノール

吉田製薬

無水エタノール「ヨシダ」

無水エタノール

吉田製薬

消毒用エタプロコール

消毒用エタノール

日興製薬=丸石=日本新薬=日興製薬販売

0.025W/V%ヂアミトール水

ベンザルコニウム塩化物液

日興製薬=丸石

ザルコニン液0.05

ベンザルコニウム塩化物液

健栄

ザルコニン液0.1

ベンザルコニウム塩化物液

健栄

ステリクロンR液0.5

クロルヘキシジングルコン酸塩液

健栄

液状フェノール「ニッコー」

液状フェノール

日興製薬=丸石=日興製薬販売

261 外皮用殺菌消毒剤

クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」
クロルヘキシジングルコン酸塩液

東豊=吉田製薬

ハイポエタノール液2%「ニッコー」

日興製薬=丸石=日興製薬販売

チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール液

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
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263 化膿性疾患用剤
ゲーベンクリーム１％

スルファジアジン銀クリーム

田辺三菱

アクロマイシン末

テトラサイクリン塩酸塩

サンファーマ

アクロマイシン軟膏3％ 5g／本

テトラサイクリン塩酸塩軟膏

サンファーマ

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1％｢タイヨー｣ 10g／本 ゲンタマイシン硫酸塩1mg軟膏

武田テバファーマ=武田

ソフラチュール貼付剤10cm （10×10cm）

フラジオマイシン硫酸塩貼付剤

テイカ製薬

ナジフロキサシンクリーム1％「ＳＵＮ」 10g／本

ナジフロキサシン1％クリーム

サンファーマ

クロマイ－Ｐ軟膏 25g／本

クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤軟膏
アルフレッサファーマ

264 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
レスタミンコーワクリーム１％

ジフェンヒドラミンクリーム

興和

リンデロン－Ｖ軟膏0.12％ 5g／本

ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏

シオノギファーマ=塩野義

リンデロン－Ｖクリーム0.12％ 5g／本

ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム

シオノギファーマ=塩野義

リンデロン－Ｖローション 10mL／瓶

ベタメタゾン吉草酸エステル液

シオノギファーマ=塩野義

トプシム軟膏0.05％ 5g／本

フルオシノニド軟膏

田辺三菱

トプシムクリーム0.05％ 5g／本

フルオシノニドクリーム

田辺三菱

ドレニゾンテープ4μｇ／ｃｍ２ （7.5cmx10cm）

フルドロキシコルチド貼付剤

大日本住友=帝國製薬

デルモベート軟膏0.05％ 5g／本

クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏

GSK

デルモベートスカルプローション0.05％ 10g／本

クロベタゾールプロピオン酸エステル液(1)

GSK

ロコイド軟膏0.1％ 5g／本

ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟膏

鳥居

リドメックスコーワ軟膏0.3％ 5g／本

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏
興和

リドメックスコーワローション0.3％ 10g／瓶

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル液 興和

キンダベート軟膏0.05％ 5g／本

クロベタゾン酪酸エステル軟膏

GSK

マイザー軟膏0.05％ 5g／本

ジフルプレドナート軟膏

田辺三菱

メサデルム軟膏0.1％ 5g／本

デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏

岡山大鵬=大鵬薬品

亜鉛華デンプン「コザカイ・M」

亜鉛華デンプン

小堺=丸石

亜鉛華（10％）単軟膏「ヨシダ」

亜鉛華単軟膏

吉田製薬

アズノール軟膏0.033％

ジメチルイソプロピルアズレン軟膏

日本新薬

インドメタシンクリーム1%「日医工」 50g／本

インドメタシン1%クリーム

日医工ファーマ=日医工

インドメタシン外用液1%「日医工」 60mL／瓶

インドメタシン1%液

日医工ファーマ=日医工

オイラックスクリーム10%

クロタミトンクリーム

日新製薬

ザーネ軟膏0.5%

ビタミンA油軟膏

サンノーバ=エーザイ

ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ20mg「三和」 （7×10cm 7枚／袋）

ケトプロフェン(20mg)7cm×10cm貼付剤

救急=三和化学

フェルビナクパップ70mg「NP」 （10×14cm 7枚/袋）
フェルビナク貼付剤(1)

ニプロファーマ=ニプロ

アドフィードパップ40ｍｇ （10×14cm 6枚／袋） フルルビプロフェン貼付剤(1)

リードケミカル=科研

ボルタレンゲル1% 25g／本

ジクロフェナクナトリウムゲル

同仁=ノバルティス

グリメサゾン軟膏 5g／本

デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール軟膏

藤永=第一三共

カチリ「ヨシダ」 50g／瓶

フェノール・亜鉛華リニメント

吉田製薬

ＭＳ温シップ「タイホウ」 （10×14cm 100g／袋） パップ剤(4-12)
強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 10g／本

岡山大鵬=大鵬薬品=三笠=帝國製薬

ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン配合剤軟膏
興和

ＭＳ冷シップ「タイホウ」 （10×14cm 100g／袋） パップ剤(3-14)

岡山大鵬=大鵬薬品=三笠=テイカ製薬

265 寄生性皮ふ疾患用剤
エンペシドクリーム1% 10g／本

クロトリマゾールクリーム

バイエル

ニゾラールクリーム2% 10g／本

ケトコナゾールクリーム

ヤンセン

ニゾラールローション2% 10g／本

ケトコナゾール液

ヤンセン

イオウ

イオウ

小堺

ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「トーワ」 10g／本 ブテナフィン塩酸塩1%クリーム

東和薬品

ブテナフィン塩酸塩液1%「トーワ」 10mL／瓶

ブテナフィン塩酸塩1%液

東和薬品

スピール膏M

サリチル酸絆創膏

ニチバン

尿素クリーム20％「SUN」 25g／本

尿素20％クリーム

サンファーマ

フロジン外用液5% 30mL／瓶

カルプロニウム塩化物液

ニプロファーマ=第一三共

オキサロール軟膏25μｇ／ｇ 10g／本

マキサカルシトール軟膏

マルホ

オルセノン軟膏0.25％ 30g／本

トレチノイン トコフェリル軟膏

サンファーマ=キョーリンリメディオ=杏林

アクトシン軟膏3% 30g／本

ブクラデシンナトリウム軟膏

ニプロファーマ=マルホ

266 皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。）

267 毛髪用剤（発毛剤，脱毛剤，染毛剤，養毛剤）

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
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カデックス軟膏0.9% 40g／本

ヨウ素軟膏(1)

スミス&ネフュー

カデックス軟膏分包45mg

ヨウ素軟膏(2)

スミス&ネフュー

プロスタンディン軟膏0.003% 10g／本

アルプロスタジル アルファデクス軟膏

小野

プロトピック軟膏0.1% 5g／本

タクロリムス水和物軟膏

マルホ

フィブラストスプレー500

トラフェルミン(遺伝子組換え)噴霧剤

科研

スクロードパスタ 100g／個

精製白糖・ポビドンヨード軟膏

共和薬品=丸石

大塚生食注 20mL／管

生理食塩液

大塚工場=大塚製薬

大塚生食注（細口開栓） 500mL／本

生理食塩液

大塚工場=大塚製薬

生理食塩液(広口開栓)(1000mL/瓶)

生理食塩液

光

ゼルフォームNo.12 （20×60×7mm 1枚／袋）

ゼラチン貼付剤

ファイザー

トロンビン液

持田

アルギン酸ナトリウムパウダー

カイゲンファーマ

331 血液代用剤

チダソフトボトル１万 1万U／瓶
アルト原末
333 血液凝固阻止剤

ヘパリン類似物質油性ｸﾘｰﾑ0.3％「日医工」 25g／本 ヘパリン類似物質軟膏

日医工＝持田

ヒルドイドローション0.3％ 25g／本

ヘパリン類似物質液

マルホ

乳酸リンゲル液

バクスター

カルムスチン脳内留置用剤

エーザイ

ビダラビン軟膏3%「タイヨー」 5g／本

ビダラビン3%軟膏

武田テバファーマ=武田

リレンザ 4BL／枚

ザナミビル水和物吸入剤

GSK

イナビル吸入粉末剤20mg

ラニナミビルオクタン酸エステル水和物吸入剤 第一三共

339 その他の血液・体液用薬
アルスロマチック関節手術用灌流液
421 アルキル化剤
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg
625 抗ウイルス剤

ベリプラストＰコンビセット

組織接着用

0.5ｍL

フィブリノゲン加第XIII因子(2)

CSLベーリング

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(2)

CSLベーリング

ベリプラストＰコンビセット

組織接着用

5ｍL

フィブリノゲン加第XIII因子(2)

CSLベーリング

ボルヒール組織接着用 0.5mL

フィブリノゲン加第XIII因子(3)

KMバイオロジクス=日本血液製剤機構

ボルヒール組織接着用 3mL

フィブリノゲン加第XIII因子(3)

KMバイオロジクス=日本血液製剤機構

ボルヒール組織接着用 5mL

フィブリノゲン加第XIII因子(3)

KMバイオロジクス=日本血液製剤機構

タコシール組織接着用シート 4.8×4.8cm

フィブリノゲン配合剤(2)

CSLベーリング

タコシール組織接着用シート 9.5×4.8cm

フィブリノゲン配合剤(2)

CSLベーリング

乾燥BCG膀胱内用(日本株)

日本BCG=日本化薬

プロペト

白色ワセリン

丸石

オリブ油*(丸石)

オリブ油

丸石=ニプロ

流動パラフィン「マルイシ」

流動パラフィン

丸石

吸水クリーム「ニッコー」

吸水クリーム

日興製薬＝丸石＝健栄

マクロゴール軟膏*(日興製薬)

マクロゴール軟膏

日興製薬＝丸石＝健栄

プラスチベース

ポリエチレン樹脂・流動パラフィン軟膏

大正製薬

大塚蒸留水

注射用水

大塚工場=大塚製薬

プロピレングリコール*(丸石)

プロピレングリコール

丸石

ハッカ油「コザカイ・M」

ハッカ油

小堺=吉田製薬

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(2)

あゆみ製薬

アロンアルフアA「三共」

シアノアクリレート液

東亞合成=第一三共

フェントステープ1mg

フェンタニルクエン酸塩貼付剤

久光=協和キリン

フェントステープ2mg

フェンタニルクエン酸塩貼付剤

久光=協和キリン

634 血液製剤類

639 その他の生物学的製剤
イムノブラダー膀注用80mg
712 軟膏基剤

713 溶解剤

729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

821 合成麻薬

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
医薬品名

2022/3/30

成分名

会社名

【注射薬】502品目
111 全身麻酔剤
イソゾール〔０．５ｇ〕（溶解液付き）

注射用チアミラールナトリウム

日医工

ケタラール静注用２００ｍｇ

ケタミン塩酸塩注射液

第一三共プロファーマ=第一三共

ドロレプタン注射液２５ｍｇ

ドロペリドール注射液

アルフレッサファーマ

プロポフォール静注１％２０ｍL「FK」[冷所]

プロポフォール200mg20mL注射液

フレゼニウスK=JMS

プロポフォール静注１％２０ｍL「マルイシ」

プロポフォール注射液

丸石

プロポフォール静注１％５０ｍL「FK」[冷所]

プロポフォール500mg50mL注射液

フレゼニウスK=JMS

ディプリバン注キット５０ｍｌ[冷所]

プロポフォールキット

サンドファーマ=サンド

サイレース注 ２mg/mL

フルニトラゼパム注射液

エーザイ

ドルミカム注射液１０ｍｇ／２ｍＬ

ミダゾラム注射液

丸石

ミダゾラム注０．５％１０㎎２ｍｌ

ミダゾラム10mg2mL注射液

サンド=富士製薬

セルシン注射液

ジアゼパム注射液

武田テバ薬品=武田

フェノバルビタール注射液

藤永=第一三共

デクスメデトミジン塩酸塩注射液

ニプロ

ホスフェニトインナトリウム水和物注射液

ノーベル

ノーベルバール点滴用２５０ｍｇ

フェノバルビタールナトリウム静注用

ノーベル

ミダフレッサ静注０．１％１０㎎１０mL

ミダゾラム注射液

アルフレッサファーマ

イーケプラ点滴静注５００ｍｇ／５ｍL

レベチラセタム注射液

UCB

ビムパット点滴静注１００ｍｇ／１０ｍL

ラコサミド注射液

UCB=第一三共

アセリオ静注用１０００ｍｇバッグ

アセトアミノフェン注射液

テルモ

トラマール注

トラマドール塩酸塩注射液

日本新薬

ペンタゾシン注射液

丸石

112 催眠鎮静剤，抗不安剤

フェノバール

１０㎎
１０％

２ｍｌ
１００㎎

ﾃﾞｸｽﾒﾃﾞﾄﾐｼﾞﾝ静注200μg「ﾆﾌﾟﾛ」
113 抗てんかん剤
ホストイン静注

７５０ｍｇ １０ｍL

［冷所］

114 解熱鎮痛消炎剤
１００㎎

ソセゴン注射液

２ｍｌ

１５㎎

レペタン注

０．２㎎１ｍｌ

ブプレノルフィン塩酸塩注射液

大塚製薬

ロピオン注

５０㎎

フルルビプロフェン アキセチル注射液

科研

ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液

日本臓器

乳酸ビペリデン注射液

田辺三菱=吉富薬品

レボメプロマジン塩酸塩注射液

共和薬品

プロクロルペラジンメシル酸塩注射液

共和薬品

ヒドロキシジン塩酸塩注射液

ファイザー

ハロペリドール注射液

大日本住友

５ｍｌ

ノイロトロピン注射液３．６単位
116 抗パーキンソン剤
乳酸ビペリデン注５ｍｇ「ヨシトミ」 １ｍL
117 精神神経用剤
ヒルナミン筋注
ノバミン筋注

２５㎎

１ｍｌ

５㎎

アタラックスＰ注
セレネース注

５㎎

２５㎎１ｍｌ
１ｍｌ

119 その他の中枢神経系用薬
エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「NP」１００ｍL
エダラボン30mg100mLキット

ニプロ

121 局所麻酔剤
ロカイン注

１％

５ｍｌ

プロカイン塩酸塩注射液

扶桑=アルフレッサファーマ

キシロカインＥ注射液０．５％２０ｍL

リドカイン塩酸塩・アドレナリン(1)注射液

サンドファーマ=サンド

キシロカインＥ注射液１％２０ｍL

リドカイン塩酸塩・アドレナリン(2)注射液

サンドファーマ=サンド

キシロカインポリアンプ１％１０ｍｌ

リドカイン塩酸塩注射液

サンドファーマ=サンド

キシロカインシリンジ１％１０ｍｌ

リドカイン塩酸塩キット

ニプロ=サンド

キシロカインポリアンプ２％１０ｍｌ

リドカイン塩酸塩注射液

サンドファーマ=サンド

キシロカイン静注２％１００㎎５ｍｌ

リドカイン注射液

サンドファーマ=サンド

カルボカインアンプル１％

メピバカイン塩酸塩注射液

日新製薬=サンド

マーカイン注脊麻用０．５％高比重

ブピバカイン塩酸塩水和物注射液

サンドファーマ=サンド

マーカイン注脊麻用０．５％等比重

ブピバカイン塩酸塩水和物注射液

サンドファーマ=サンド

アナペイン注0.2%

200mg/100mL

ロピバカイン塩酸塩水和物注射液

サンドファーマ=サンド

アナペイン注0.75%

150mg/20mL

ロピバカイン塩酸塩水和物注射液

サンドファーマ=サンド

塩酸レボブピバカイン注射液

丸石

スキサメトニウム塩化物注射液

丸石

ダントロレンナトリウム水和物注射用

オーファンパシフィック

１０ｍｌ

ポプスカイン０．５％注５０ｍｇ/１０ｍL
122 骨格筋弛緩剤
ｽｷｻﾒﾄﾆｳﾑ注40「ﾏﾙｲｼ」
ダントリウム注射用

筋弛緩剤

２０㎎

冷所

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
医薬品名
ボトックス注用

2022/3/30

成分名

会社名

５０単位[冷所]

A型ボツリヌス毒素注射用

GSK

ボトックス注用１００単位[冷所]

A型ボツリヌス毒素注射用

GSK

ﾛｸﾛﾆｳﾑ臭化物静注液50mg/5ｍL「ﾏﾙｲｼ」

ロクロニウム臭化物注射液

MSD

123 自律神経剤
オビソート注

１００㎎

注射用アセチルコリン塩化物

第一三共

２㎎４ｍｌ

ネオスチグミンメチル硫酸塩注射液

共和薬品

２％

ワゴスチグミン注
124 鎮けい剤
ブスコパン注射液

ブチルスコポラミン臭化物注射液

サノフィ

硫酸アトロピン注射液０．５㎎１ｍｌ

１ｍｌ

アトロピン硫酸塩注射液

ニプロES

アトロピン注１ｍｌシリンジ

アトロピン硫酸塩水和物キット

テルモ

塩酸パパベリン注射液４％１ｍｌ

パパベリン塩酸塩注射液

日医工

マグネゾール静注用２０ｍｌ

硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖注射液

あすか製薬=武田

硫酸マグネシウム注射液

大塚工場=大塚製薬

ルセンティス硝子体内注射用ｷｯﾄ10ｍｇ/ｍL[冷所]

ラニビズマブ(遺伝子組換え)キット

ノバルティス

マキュエイド眼注用40mg

トリアムシノロンアセトニド注射用

わかもと

硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ

２０ｍｌ

131 眼科用剤

アイリーア硝子体内注射用キット４０mg/mL［冷所］アフリベルセプト(遺伝子組換え)注射液

バイエル=参天

ベオビュ硝子体内注射用キット１２０ｍｇ/mL［冷所］
ブロルシズマブ(遺伝子組換え)キット

ノバルティス

211 強心剤
ジゴシン注

ジゴキシン注射液

太陽ファルマ

ネオフィリン注２５０㎎１０ｍｌ

０．２５㎎

１ｍｌ

アミノフィリン注射液

エーザイ

アプニション静注１５ｍｇ ３ｍL

アミノフィリン水和物注射液

エーザイ

レスピア静注・経口液６０ｍｇ/３ｍL

無水カフェイン注射液

ノーベル

プロタノールＬ注

l-イソプレナリン塩酸塩注射液

興和

０．２㎎１ｍｌ

ドパミン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ﾌｧｲｻﾞｰ」5mL/A
ドパミン塩酸塩100mg5mL注射液

マイラン=ファイザー

ドパミン塩酸塩点滴静注200mgキット「ファイザー」ドパミン塩酸塩キット

マイラン=ファイザー

イノバン０．３％シリンジ

ドパミン塩酸塩キット

協和キリン

ドブタミン持続静注５０mgｼﾘﾝｼﾞ｢KKC｣50mL

５０ｍｌ

ドブタミン塩酸塩0.1%50mLキット

テルモ=協和キリン

ドブタミン持続静注１５０mgｼﾘﾝｼﾞ｢KKC｣50mL

ドブタミン塩酸塩0.3%50mLキット

テルモ=協和キリン

コアテック注

５ｍｇ

５ｍｌ

オルプリノン塩酸塩水和物注射液

エーザイ

ミルリノン注

１０㎎

１０ｍｌ ｢タカタ｣

ミルリノン10mg10mL注射液

高田

プロカインアミド塩酸塩注射液

アルフレッサファーマ

212 不整脈用剤
アミサリン注

（１０％１ｍｌ）

インデラル注射液

プロプラノロール塩酸塩注射液

太陽ファルマ

オノアクト点滴静注用５０ｍｇ

ランジオロール塩酸塩注射用(1)

小野

コアベータ静注用12.5mg

ランジオロール塩酸塩注射用(2)

小野

ベラパミル塩酸塩注

ベラパミル塩酸塩0.25%2mL注射液

武田テバファーマ=武田

ニフェカラント塩酸塩注射用

トーアエイヨー=アステラス

ピルシカイニド塩酸塩水和物注射液

第一三共

リドカインキット

テルモ

シンビット注

２㎎

２ｍｌ

５㎎２ｍｌ

５０㎎

サンリズム注射液

５０㎎５ｍｌ

リドカイン静注２％シリンジ１００㎎
アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」

３ｍL アミオダロン塩酸塩注射液

トーアエイヨー=アステラス

213 利尿剤
カンレノ酸カリウム静注用 １００㎎

カンレノ酸カリウム100mg注射用

沢井

ダイアモックス〔注射用〕５００㎎

アセタゾラミドナトリウム注射用

三和化学

ラシックス注射液

フロセミド注射液

サノフィ=日医工

２０㎎２ｍｌ

214 血圧降下剤
ニカルジピン注射液

２㎎２ｍｌ

ニカルジピン塩酸塩2mg2mL注射液

沢井

ニカルジピン注射液

１０㎎１０ｍｌ

ニカルジピン塩酸塩10mg10mL注射液

沢井

ネオシネジンコーワ注１㎎

フェニレフリン塩酸塩注射液

興和

イミグラン注３

スマトリプタンコハク酸塩注射液

GSK

ニトログリセリン静注５ｍｇ/１０ｍL「TE」

ニトログリセリン5mg10mL注射液

トーアエイヨー=アステラス

ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ静注25mg/50mLｼﾘﾝｼﾞ「TE」

ニトログリセリンキット

トーアエイヨー=アステラス

硝酸イソソルビド注５ｍｇ/10mL

硝酸イソソルビド0.05%10mL注射液

高田

216 血管収縮剤
１ｍｌ

217 血管拡張剤

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
医薬品名

2022/3/30

成分名

ニトロール注５ｍｇシリンジ

会社名

硝酸イソソルビドキット

エーザイ

ニトロール持続静注２５ｍｇｼﾘﾝｼﾞ（イソソルビド） 硝酸イソソルビドキット

エーザイ

ジルチアゼム塩酸塩注射用１０㎎

ジルチアゼム塩酸塩10mg注射用

沢井

ニコランジル点滴静注用１２㎎冷所

ニコランジル12mg注射用

沢井

ニコランジル点滴静注用４８㎎冷所

ニコランジル48mg注射用

沢井

ハンプ注射用１０００

カルペリチド(遺伝子組換え)注射用

第一三共

マンニットT注１５％（５００ｍｌ）

D-マンニトール注射液

テルモ

ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ点滴静注用500μｇ｢ﾀｶﾀ」

アルプロスタジル アルファデクス500μg注射用高田

アルプロスタジルｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ注射用２０μｇ「ﾀｶﾀ」

アルプロスタジル アルファデクス20μg注射用 高田

アルプロスタジル注１０μｇ２ｍｌ｢ｻﾜｲ｣[冷所]

アルプロスタジル10μg2mL注射液

沢井

アルガトロバン注１０㎎

アルガトロバン10mg20mL注射液

沢井

インドメタシンナトリウム水和物静注用

ノーベル

ファスジル塩酸塩水和物注射液

旭化成ファーマ

イブリーフ静注２０ｍｇ/２ｍL

イブプロフェン L-リシン注射液

千寿=武田

グリセレブ点滴静注

濃グリセリン・果糖200mL注射液

テルモ

ドプラム注射液４００ｍｇ/２０ｍL

ドキサプラム塩酸塩水和物注射液

キッセイ

ナロキソン塩酸塩静注０．２㎎｢第一三共｣１mL

ナロキソン塩酸塩注射液

アルフレッサファーマ

フルマゼニル注射液0.5mg/5mL「F」

フルマゼニル注射液

富士製薬=丸石

エフェドリン塩酸塩注射液

日医工

ブロムヘキシン塩酸塩注射液

武田テバファーマ=武田

ゾレア皮下注用150mgシリンジ[冷所]

オマリズマブ(遺伝子組換え)キット

ノバルティス

ヌーカラ皮下注１００ｍｇペン[冷所]

メポリズマブ(遺伝子組換え)キット(2)

GSK

ファモチジン静注液２０ｍｇ/２０ｍＬ

ファモチジン20mg注射用

沢井

オメプラゾール注射用２０ｍｇ

オメプラゾールナトリウム注射用

日医工

グラニセトロン塩酸塩キット

メディサ=沢井

219 その他の循環器官用薬

２０ｍｌ

インダシン静注用

１㎎

エリル点滴静注液

３０㎎

２ｍｌ

200mL/袋

221 呼吸促進剤

222 鎮咳剤
ヱフェドリン注４０㎎

１ｍｌ

223 去たん剤
ブロムヘキシン塩酸塩注射液

4mg2ｍｌ

229 その他の呼吸器官用薬

232 消化性潰瘍用剤

239 その他の消化器官用薬
グラニセトロン静注液３㎎シリンジ３ｍｌ

グラニセトロン点滴静注バッグ３mg／５０mL「ﾏｲﾗﾝ」
グラニセトロン塩酸塩3mg50mLキット

マイラン=ファイザー

アロキシ静注０．７５ｍｇ５ｍＬ

パロノセトロン塩酸塩注射液

大鵬薬品

アロキシ点滴静注バッグ０．７５mg／５０ml

パロノセトロン塩酸塩キット

大鵬薬品

ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ０．７５mg／５０mL「ﾀｲﾎｳ」パロノセトロン塩酸塩キット

岡山大鵬

プリンペラン注射液

塩酸メトクロプラミド注射液

日医工

レミケード点滴静注用１００[冷所]

インフリキシマブ(遺伝子組換え)静注用

田辺三菱

インフリキシマブBS点滴静注用１００mg[冷所]

インフリキシマブ(遺伝子組換え)静注用(1)

日本化薬

１０ｍｇ

２ｍｌ

エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ／DW４．８ｍｌ ベドリズマブ(遺伝子組換え)静注用

武田

241 脳下垂体ホルモン剤
コートロシン注射用０．２５ｍｇ［冷所］

テトラコサクチド酢酸塩(1)注射用

アルフレッサファーマ

ＨＭＧ注テイゾー７５

下垂体性性腺刺激ホルモン注射用(1)

フェリング

ＨＣＧモチダ５０００単位[冷所]

注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

持田

アトニン０

オキシトシン注射液

あすか製薬=武田

バソプレシン注射液

第一三共

チアマゾール注射液

あすか製薬=武田

テリパラチド酢酸塩注射用

旭化成ファーマ

アドレナリン注射液

第一三共

５単位

（１ｍL溶解器付）
[冷所]

ピトレシン注射液２０単位 [冷所]
243 甲状腺，副甲状腺ホルモン剤
メルカゾール注

１０㎎

テリボン皮下注用 56.5μg（溶解液付)
245 副腎ホルモン剤
ボスミン注

０．１％

ノルアドリナリン

１ｍｌ

ノルアドレナリン注射液

アルフレッサファーマ

アドレナリン注０．１％シリンジ１㎎

１㎎

１ｍＬ

アドレナリンキット(1)

テルモ

ソル・コーテフ

１００㎎

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注射用
ファイザー

ソル・コーテフ

５００㎎

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム注射用
ファイザー

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
医薬品名

2022/3/30

成分名

会社名

水溶性ハイドロコートン注１００㎎

ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム注射液
日医工

筋注用ケナコルト―Ａ

４０㎎

トリアムシノロンアセトニド注射液

BMS

トリアムシノロンアセトニド注射液10mL

トリアムシノロンアセトニド注射液

BMS

リンデロン注２㎎/０．５mL

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液 シオノギファーマ=塩野義

[冷所]

デキサート注射液１．６５㎎(２㎎)

デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液
富士製薬

デキサート注射液３．３㎎(４㎎)

デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液
富士製薬

デキサート注射液６．６㎎(８㎎)

デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液
富士製薬

リメタゾン注射液

デキサメタゾンパルミチン酸エステル注射液

２．５㎎

田辺三菱

ソル・メドロール静注用４０ｍｇ

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用
ファイザー

ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用
ファイザー

ソル・メドロール静注用５００ｍｇ

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用
ファイザー

ソル・メドロール静注用１０００ｍｇ

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用
ファイザー

水溶性プレドニン

１０㎎

注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
シオノギファーマ=塩野義

水溶性プレドニン

２０㎎

注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
シオノギファーマ=塩野義

エナルモンデポー筋注

２５０㎎１ｍｌ

テストステロンエナント酸エステル注射液

あすか製薬=武田

247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
プロゲストンデポー筋注１２５ｍｇ/１ｍL

ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル注射液
富士製薬

249 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
ヒューマリンＮ注Ｕ－１００[冷所]

インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液

リリー

ヒューマリンＲ注Ｕ－１００[冷所]

インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液

リリー

ﾋｭｰﾏﾛｸﾞﾐｯｸｽ50注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ(300U/ｷｯﾄ)

インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液

リリー

ﾋｭｰﾏﾛｸﾞ注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ(300Ｕ/3mL/ｷｯﾄ)

インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット

リリー

ﾋｭｰﾏﾛｸﾞﾐｯｸｽ25注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ(300U/ｷｯﾄ)

インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット

リリー

ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ(300Ｕ/ｷｯﾄ)[冷所]

インスリン アスパルト(遺伝子組換え)キット

ノボ

ﾚﾍﾞﾐﾙ注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ(300Ｕ/3mL/ｷｯﾄ)［冷所］

インスリン デテミル(遺伝子組換え)キット

ノボ

ﾄﾚｼｰﾊﾞ注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ(300単位/ｷｯﾄ)[冷所]

インスリン デグルデク(遺伝子組換え)キット

ノボ

インスリングラルギンBS注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ（300単位/3mL） インスリン グラルギン(遺伝子組換え)キット(1)リリー
ﾗｲｿﾞﾃﾞｸﾞ配合注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ(300単位/ｷｯﾄ)[冷所]

インスリン デグルデク・インスリン アスパルト配合剤キット
ノボ

ジノプロスト注１０００μｇ

ジノプロスト1mg1mL注射液

富士製薬

ｵｸﾄﾚｵﾁﾄﾞ酢酸塩皮下注100μg「サンド」 1mL ［冷所］
オクトレオチド酢酸塩注射液

サンド

ゾラデックス３．６㎎デポ（冷所）

ゴセレリン酢酸塩キット

アストラゼネカ

ゾラデックスＬＡ１０．８㎎デポ（冷所）

ゴセレリン酢酸塩キット

アストラゼネカ

リュープロレリン注射用キット１．８８㎎

リュープロレリン酢酸塩キット

あすか製薬=武田

リュープロレリン注射用キット３．７５㎎

リュープロレリン酢酸塩キット

あすか製薬=武田

リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ

リュープロレリン酢酸塩キット

武田

リュープリンPRO注射用キット22.5mg

リュープロレリン酢酸塩キット

武田

ビクトーザ皮下注１８ｍｇ３ｍＬ

リラグルチド(遺伝子組換え)キット

ノボ

ゴナックス皮下注用80㎎（溶解液付）

デガレリクス酢酸塩注射用

アステラス

ゴナックス皮下注用120㎎（溶解液付）

デガレリクス酢酸塩注射用

アステラス

ゴナックス皮下注用240㎎（溶解液付）（12週毎）

デガレリクス酢酸塩注射用

アステラス

トルリシティ皮下注0.75mgｱﾃｵｽ（冷所）

デュラグルチド(遺伝子組換え)キット

リリー=大日本住友

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注射液

持田

253 子宮収縮剤
パルタンＭ注０．２ｍｇ

１ｍＬ

255 痔疾用剤
ジオン注無痛化剤付

硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸注射液
ジェイドルフ

リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「日医工」

リトドリン塩酸塩1%5mL注射液

日医工ファーマ=日医工

マグセント注 １００ｍｌ

硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖注射液

あすか製薬=武田

フルスルチアミン塩酸塩注射液

武田テバ薬品=武田

プロスルチアミン注射液

武田テバ薬品=武田

パントール注射液２５０㎎

パンテノール注射液

トーアエイヨー=アステラス

フレスミンS注射液1000μg

ヒドロキソコバラミン酢酸塩注射液

エイワイファーマ=陽進堂

アスコルビン酸注射液

武田テバ薬品=武田

312 ビタミンＢ１剤
アリナミンＦ５０注
アリナミン注射液

５０㎎２０ｍｌ
１０㎎２ｍｌ

313 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）

314 ビタミンＣ剤
ビタシミン注２５％５００ｍｇ[冷所]

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
医薬品名
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会社名

316 ビタミンＫ剤
ケイツーＮ注

１０㎎

メナテトレノン注射液(2)

エーザイ

317 混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）
ビタメジン静注用

リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤静注用
アルフレッサファーマ

マルタミン注射用[冷所]

高カロリー輸液用総合ビタミン剤(6)注射液

エイワイファーマ=陽進堂

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注射液

日医工

大塚塩カル注２％

２０ｍｌ

塩化カルシウム水和物注射液

大塚工場=大塚製薬

２ｍｌ

含糖酸化鉄注射液

日医工

321 カルシウム剤

322 無機質製剤
フェジン

４０㎎

フェインジェクト静注５００ｍｇ／１０ｍＬ(外来のみ)
カルボキシマルトース第二鉄注射液

ゼリア

ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸カリウム注10mEqｷｯﾄ「ﾃﾙﾓ」(10mEq/10mL)
L-アスパラギン酸カリウムキット

テルモ

ミネラミック注

２ｍｌ

塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤注射液(1)東和薬品

323 糖類剤
ブドウ糖液

５％

２０ｍｌ

ブドウ糖注射液

大塚工場=大塚製薬

ブドウ糖液

２０％

２０ｍｌ

ブドウ糖注射液

大塚工場=大塚製薬

ブドウ糖注射液

大塚工場=大塚製薬

ブドウ糖液（大塚）５０％

２０ｍｌ

ブドウ糖液

５０％

５００ｍｌ

ブドウ糖注射液

大塚工場=大塚製薬

ブドウ糖液

５％

２５０ｍｌ

ブドウ糖注射液

大塚工場=大塚製薬

ブドウ糖液

５％

５００ｍｌ

ブドウ糖注射液

大塚工場=大塚製薬

ブドウ糖液

１０％

５００ｍｌ

ブドウ糖注射液

大塚工場=大塚製薬

ブドウ糖液

５％

５０ｍｌ

ブドウ糖注射液

光

高カロリー輸液用基本液(5-7)

テルモ

テルフィス点滴静注 ５００ｍL

肝不全用アミノ酸製剤(1)注射液

テルモ

アミパレン

高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤(4)注射液

大塚工場=大塚製薬

プレアミン－Ｐ注射液

高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤(6)注射液

扶桑

ネオアミユー

２００ｍｌ

腎不全用アミノ酸製剤(1-2)注射液

エイワイファーマ=陽進堂

ビーフリード

（５００ｍｌ）

アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(4)キット

大塚工場=大塚製薬

ハイカリックＲＦ輸液

５００ｍＬ

325 たん白アミノ酸製剤
（２００ｍｌ）

エルネオパNF1号輸液

1000mL

アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-5)キット

大塚工場=大塚製薬

エルネオパNF2号輸液

1000mL

アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-6)キット

大塚工場=大塚製薬

エルネオパNF2号輸液

1500mL(大)

アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-6)キット

大塚工場=大塚製薬

ダイズ油注射液

大塚工場=大塚製薬

１０％塩化ナトリウム注２０ｍｌ

10%塩化ナトリウム注射液

大塚工場=大塚製薬

生理食塩液

２０ｍｌ

生理食塩液

大塚工場=大塚製薬

生理食塩液

１００ｍｌ

生理食塩液

光=共和クリティケア

テルモ生食

５００ｍｌ

生理食塩液

テルモ

生理食塩液

扶桑=光

329 その他の滋養強壮薬
イントラリポス

２０％

２５０ｍｌ

331 血液代用剤

生理食塩液バッグ（フソー）

１Ｌ

生理食塩液

５０ｍｌ

生理食塩液

光=共和クリティケア

生理食塩液

100ｍｌ

生理食塩液

光=共和クリティケア

生理食塩液

２５０ｍｌ

生理食塩液

大塚工場=大塚製薬

生理食塩液ＰＬ「ﾌｿｰ」２Ｌ

生理食塩液

扶桑

生食注シリンジ「ｵｰﾂｶ」１０ｍL

生理食塩液キット(5)

大塚工場=大塚製薬

大塚生食注2ポート １００mL （大）

生理食塩液キット(6)

大塚工場=大塚製薬

大塚生食注2ポート ５０mL （小）

生理食塩液キット(6)

大塚工場=大塚製薬

ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット

塩化カリウム注射液キット

テルモ

２０ｍｌ

リン酸Na補正液０．５mmol/mL

リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物注射液
大塚工場=大塚製薬

ボルベン輸液６％(500mL)

ヒドロキシエチルデンプン130000注射液

大塚工場=大塚製薬

ソルデム１

５００ｍｌ

開始液(1)

テルモ

ソルデム１

２００ｍｌ（小）

開始液(1)

テルモ

低分子デキストラン糖注５００ｍｌ

デキストラン40・ブドウ糖注射液

大塚工場=大塚製薬

ソルデム３Ａ

５００ｍｌ

維持液(3)

テルモ

ソルデム３Ａ

２００ｍｌ（小）

維持液(3)

テルモ

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
医薬品名
ソルデム３ＡＧ

成分名

５００ｍｌ

フィジオゾール３号

2022/3/30

５００ｍｌ

会社名

維持液(4)

テルモ

維持液(9)

大塚工場=大塚製薬

ソリタ―Ｔ４号

５００ｍｌ

術後回復液(2)

大塚工場=大塚製薬

ソリタ―Ｔ２号

５００ｍｌ

脱水補給液(4)

大塚工場=大塚製薬

ラクテック注

５００ｍｌ

乳酸リンゲル液

大塚工場=大塚製薬

ラクテック注

１Ｌ

乳酸リンゲル液

大塚工場=大塚製薬

乳酸リンゲル液(ソルビトール加)

大塚工場=大塚製薬

低分子デキストランＬ注 ２５０mL

乳酸リンゲル液(デキストラン40加)(1)

大塚工場=大塚製薬

アクマルト

酢酸維持液(1)

光

ブドウ糖加酢酸リンゲル500mL液

光

５００ｍL

ブドウ糖加酢酸リンゲル500mL液

光

５００ｍｌ

ラクテックＧ注

５００ｍｌ

５００ｍｌ

アクメイン注

５００ｍｌ

アクメインD輸液
ソルアセトＦ輸液

酢酸リンゲル液

テルモ

フィジオ１４０

（５００ｍｌ）

酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)(2-2)

大塚工場=大塚製薬

ビカネイト輸液

1000ｍｌ

重炭酸リンゲル液(2)

大塚工場=大塚製薬

332 止血剤
アドナ注射液

５０㎎１０ｍｌ

トランサミン注１０％

２５０㎎

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物注射液
ニプロES
トラネキサム酸注射液

第一三共

トラネキサム酸注射液「テバ」1000mg/10mL

トラネキサム酸注射液

武田テバファーマ=武田

プロタミン硫酸塩静注 100mg/10mL

プロタミン硫酸塩注射液

持田

オルダミン注射用１ｇ（１０％１０ｇ１瓶）

モノエタノールアミンオレイン酸塩注射液

富士化学=あすか製薬=武田

エトキシスクレロール１％注射液

ポリドカノール注射液

カイゲンファーマ

ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑ皮下注5000単位ｼﾘﾝｼﾞ

ヘパリンカルシウムキット

持田

ヘパリンNa注５０００単位／５ｍＬ

ヘパリンナトリウム注射液

持田

ヘパリンNa注１万単位／１０ｍＬ

ヘパリンナトリウム注射液

持田

ヘパリンNaロック用１０単位/mL １０mL

ヘパリンナトリウムキット

大塚工場=大塚製薬

ﾍﾊﾟﾘﾝNa透析用200単位/mLｼﾘﾝｼﾞ20mL「AT」

ヘパリンナトリウムキット

大塚工場=大塚製薬

ダルテパリンNa静注５０００単位/５ｍL

ダルテパリンナトリウム5,000低分子ヘパリン注射液
沢井

クレキサン皮下注２０００IU

エノキサパリンナトリウムキット

リコモジュリン点滴静注用１２８００

トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)注射用
旭化成ファーマ

333 血液凝固阻止剤

サノフィ

339 その他の血液・体液用薬
ノイトロジン注

レノグラスチム(遺伝子組換え)注射用

中外

フィルグラスチムBS注７５μgｼﾘﾝｼﾞ「Ｆ」[冷所]

１００μｇ

フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット(1)

富士製薬

ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ[冷所]

ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)キット

協和キリン

プリズバインド静注用2.5g

イダルシズマブ(遺伝子組換え)注射液

日本ベーリンガー

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄潅流液

ブドウ糖・無機塩類配合剤キット

大塚工場

ｻﾌﾞﾊﾟｯｸ血液ろ過用補充液-Bi 2020mL

人工透析液(3-4)キット

ニプロ

カーボスター透析剤・Ｌ

人工透析液(1-15)

エイワイファーマ=陽進堂

341 人工腎臓透析用剤
６Ｌ

391 肝臓疾患用剤
ネオファーゲン注２０ｍｌ

グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤注射液
大塚工場=大鵬薬品

392 解毒剤
ブライアン注
バル注第一

２０％
１０％

５ｍｌ
１ｍｌ[冷所]

バル筋注１００ｍｇ「AFP」

ジメルカプロール注射液

第一三共

ジメルカプロール注射液

アルフレッサファーマ

デトキソール静注液10%（２ｇ/２０ｍｌ）

チオ硫酸ナトリウム注射液

日医工

メイロン

8.4％

２０ｍｌ

炭酸水素ナトリウム注射液

大塚工場=大塚製薬

メイロン

8.4％

２５０ｍｌ

炭酸水素ナトリウム注射液

大塚工場=大塚製薬

プラリドキシムヨウ化物注射液

大日本住友

ホリナートカルシウム注射液

ファイザー

メスナ注射液

塩野義

レボホリナート点滴静注用２５㎎

レボホリナートカルシウム注射用

ニプロ

レボホリナート点滴静注用１００㎎

レボホリナートカルシウム100mg注射用

ニプロ

ブリディオン静注２００ｍｇ

スガマデクスナトリウム注射液

MSD

サビーン点滴静注用５００ｍｇ

デクスラゾキサン注射用

キッセイ

パム注射液

１ｍｌ／A[冷所]

エデト酸カルシウム二ナトリウム水和物注射液 日新製薬

住友２．５％２０ｍｌ

ロイコボリン筋注用

３㎎１ｍｌ

ウロミテキサン注４００㎎

４ｍｌ

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
医薬品名

2022/3/30

成分名

会社名

395 酵素製剤
ウロナーゼ静注用６万単位

ウロキナーゼ注射用

持田

グルトパ注

６００万

アルテプラーゼ(遺伝子組換え)注射用

田辺三菱

グルトパ注

２４００万

アルテプラーゼ(遺伝子組換え)注射用

田辺三菱

モンテプラーゼ(遺伝子組換え)注射用

エーザイ

クリアクター注４０万
396 糖尿病用剤
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ

インスリン デグルデク・リラグルチド配合剤キット
ノボ

399 他に分類されない代謝性医薬品
アデホスＬコーワ注４号４０㎎

冷所

アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物注射液 興和

ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ

ガベキサートメシル酸塩100mg注射用

沢井

ガベキサートメシル酸塩注射用５００ｍｇ

ガベキサートメシル酸塩500mg注射用

沢井

ミラクリッド注射液５万単位

ウリナスタチン注射液

持田

ミラクリッド注射液１０万単位

ウリナスタチン注射液

持田

ナファモスタット注射用50mg「SW」

ナファモスタットメシル酸塩50mg注射用

沢井

ヒアルロン酸Na関節注２５ｍｇシリンジ「NP｣

精製ヒアルロン酸ナトリウムキット

ニプロ

オザグレルNa注射液８０㎎シリンジ４ｍＬ

オザグレルナトリウムキット

沢井

エスポー注７５０ [冷所]

エポエチン アルファ(遺伝子組換え)注射液

協和キリン

エスポ－皮下用２４０００シリンジ

エポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット

協和キリン

ｼﾍﾞﾚｽﾀｯﾄﾅﾄﾘｳﾑ点滴静注用100mg「F」

シベレスタットナトリウム水和物注射用

富士製薬

ゾレドロン酸点滴静注４mg/１００mLバッグ「NK」 ゾレドロン酸水和物注射液(1)

高田=日本化薬

エンブレル皮下注２５㎎シリンジ［冷所］

エタネルセプト(遺伝子組換え)キット

ファイザー=武田

エンブレル皮下注★５０㎎シリンジ［冷所］

エタネルセプト(遺伝子組換え)キット

ファイザー=武田

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注２０μgｼﾘﾝｼﾞ「KKF」０．５mL

ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット 協和キリンフロンティア

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注６０μgｼﾘﾝｼﾞ「KKF」０．５mL

ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット 協和キリンフロンティア

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注１２０μgｼﾘﾝｼﾞ「KKF」０．５mL ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット 協和キリンフロンティア
ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注１８０μgｼﾘﾝｼﾞ「KKF」０．５mL ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット 協和キリンフロンティア
ヒュミラ皮下注４０㎎シリンジ0.4mL[冷所]

アダリムマブ(遺伝子組換え)キット

アッヴィ=エーザイ

オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ[冷所]

アバタセプト(遺伝子組換え)注射用

BMS=小野

ステラーラ点滴静注１３０ｍｇ[冷所]

ウステキヌマブ(遺伝子組換え)注射液

ヤンセン=田辺三菱

ステラーラ皮下注４５mgｼﾘﾝｼﾞ［冷所］

ウステキヌマブ(遺伝子組換え)キット

ヤンセン=田辺三菱

ミルセラ注シリンジ100μg ［冷所］

エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)キット中外

ミルセラ注シリンジ150μg ［冷所］

エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)キット中外

シンポニー皮下注50mgシリンジ[冷所]

ゴリムマブ(遺伝子組換え)キット(1)

ヤンセン=田辺三菱

ランマーク 皮下注 120mg/1.7mL[冷所]

デノスマブ(遺伝子組換え)注射液

第一三共

プラリア皮下注60mgシリンジ 60mg/1mL［冷所］ デノスマブ(遺伝子組換え)キット

第一三共

ｴﾙｶﾙﾁﾝFF静注１０００ｍｇｼﾘﾝｼﾞ （５ｍL/筒）

大塚製薬

レボカルニチンキット

エタネルセプトBS皮下注２５mgシリンジ０．５ml「MA」
エタネルセプト(遺伝子組換え)キット(1)

持田=あゆみ製薬

イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ

ロモソズマブ(遺伝子組換え)キット

アムジェン=アステラス

エンドキサン１００㎎注射用[冷所]

シクロホスファミド水和物注射用

塩野義

エンドキサン５００㎎注射用[冷所]

シクロホスファミド水和物注射用

塩野義

注射用イホマイド１ｇ

イホスファミド注射用

塩野義

ニドラン注射用５０㎎

ニムスチン塩酸塩注射用

第一三共

ダカルバジン注用１００㎎（冷所）

ダカルバジン注射用

サンドファーマ=サンド

（毒）テモダール点滴静注用１００ｍｇ

テモゾロミド注射用

MSD

メソトレキセート注２００㎎

メトトレキサート注射液

ファイザー

メソトレキセート注１０００㎎

メトトレキサート注射液

ファイザー

メソトレキセート注５㎎

メトトレキサート注射用

ファイザー

メソトレキセート注５０㎎

メトトレキサート注射用

ファイザー

フルオロウラシル注１０００㎎「トーワ」

フルオロウラシル注射液

東和薬品

フルオロウラシル注２５０㎎「トーワ」

フルオロウラシル注射液

東和薬品

ゲムシタビン点滴静注液２００㎎/５mL「NK」

ゲムシタビン塩酸塩注射液

日本化薬

ゲムシタビン点滴静注用液１ｇ/２５mL「NK」

ゲムシタビン塩酸塩注射液

日本化薬

ペメトレキセド点滴静注液１００ｍｇ／４ｍＬ

ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物注射液
日本化薬

421 アルキル化剤

422 代謝拮抗剤

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
医薬品名

2022/3/30

成分名

会社名

ペメトレキセド点滴静注液５００ｍｇ／２０ｍＬ

ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物注射液
日本化薬

ペメトレキセド点滴静注液８００ｍｇ／３２ｍＬ

ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物注射液
日本化薬

アリムタ５００㎎注射用

ペメトレキセドナトリウム水和物注射用

リリー

アリムタ１００㎎注射用

ペメトレキセドナトリウム水和物注射用

リリー

コスメゲン静注用０．５ｍｇ

アクチノマイシン D注射用

ノーベル

ブレオ注１５ｍｇ

ブレオマイシン塩酸塩注射用

日本化薬

ドキシル注２０㎎１０ｍｌ

ドキソルビシン塩酸塩注射液

ヤンセン=持田

ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「NK」

ドキソルビシン塩酸塩注射用

日本化薬

ピノルビン注射用30㎎

ピラルビシン塩酸塩注射用

マイクロバイオ=日本化薬

エピルビシン注

エピルビシン塩酸塩注射液

日本化薬

エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／２５ｍＬ

エピルビシン塩酸塩注射液

沢井

エピルビシン注

エピルビシン塩酸塩10mg注射用

沢井

カルセド20㎎

アムルビシン塩酸塩注射用

大日本住友=日本化薬

カルセド50㎎

アムルビシン塩酸塩注射用

大日本住友=日本化薬

423 抗腫瘍性抗生物質製剤

５０㎎/２５mL
１０㎎

オンコビン注射用

１㎎[冷所]

ビンクリスチン硫酸塩注射用

日本化薬

エクザール注射用

１０㎎

注射用ビンブラスチン硫酸塩

日本化薬

エトポシド注射液

サンド

イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ/２ｍＬ

イリノテカン塩酸塩水和物注射液(1)

東和薬品

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ/５ｍＬ

イリノテカン塩酸塩水和物注射液(1)

東和薬品

オニバイド点滴静注４３ｍｇ

イリノテカン塩酸塩水和物注射液(2)

日本セルヴィエ=ヤクルト

ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注用２０ｍｇ／１ｍＬ

ドセタキセル注射液

ニプロ=日本化薬

ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注用８０ｍｇ／４ｍＬ

ドセタキセル注射液

ニプロ=日本化薬

パクリタキセル点滴静注30㎎｢ﾎｽﾋﾟｰﾗ｣

パクリタキセル30mg5mL注射液

ファイザー

パクリタキセル点滴静注液100㎎｢ﾎｽﾋﾟｰﾗ｣

パクリタキセル100mg16.7mL注射液

ファイザー

ロゼウス静注液１０ｍｇ[冷所]

ビノレルビン酒石酸塩注射液

日本化薬

ロゼウス静注液４０ｍｇ[冷所]

ビノレルビン酒石酸塩注射液

日本化薬

ハイカムチン注射用

ノギテカン塩酸塩注射用

日本化薬

アブラキサン点滴静注用100mg

パクリタキセル(アルブミン懸濁型)注射用

大鵬薬品

ジェブタナ点滴静注６０ｍｇ

カバジタキセル アセトン付加物注射液

サノフィ

シスプラチン注１０ｍｇ／２０ｍＬ

シスプラチン10mg20mL注射液

日医工

シスプラチン注２５ｍｇ／５０ｍＬ

シスプラチン25mg50mL注射液

日医工

シスプラチン注５０ｍｇ／１００ｍＬ

シスプラチン50mg100mL注射液

日医工

動注用アイエーコール１００㎎

シスプラチン注射用

日本化薬

カルボプラチン注射液1%50mg「日医工」

カルボプラチン50mg5mL注射液

日医工

カルボプラチン注射液１％１５０㎎

カルボプラチン注射液

日医工

カルボプラチン注射液1%450mg「日医工」

カルボプラチン450mg45mL注射液

日医工

アクプラ静注用

５０㎎

ネダプラチン静注用

日医工

アクプラ静注用１００㎎

ネダプラチン静注用

日医工

ハーセプチン注射用

エトポシド点滴静注液

１００㎎

５ｍｌ

1.1mg

429 その他の腫瘍用薬

６０㎎[冷所]*

トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用

中外

ハーセプチン注射用１５０㎎[冷所]*

トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用

中外

リツキサン点滴静注100mg/10mL[冷所]

リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液

全薬=中外

リツキサン点滴静注500mg/50mL[冷所]

リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液

全薬=中外

オキサリプラチン注

オキサリプラチン注射液

ファイザー

オキサリプラチン注１００mg/２０mL

５０mg/１０mL

オキサリプラチン100mg20mL注射液

ファイザー

オキサリプラチン注２００mg/４０mL

オキサリプラチン注射液

ファイザー

アバスチン点滴静注用１００㎎

ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液

中外

アバスチン点滴静注用４００㎎

ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液

中外

アービタックス注射液

セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液

メルクバイオファーマ

ミリプラ動注用７０ｍｇ

ミリプラチン水和物注射用

大日本住友

ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ

パニツムマブ(遺伝子組換え)注射液

武田

ハラヴェン静注 １ｍｇ

エリブリンメシル酸塩注射液

エーザイ

フェソロデックス筋注250mg[冷所]

フルベストラントキット

アストラゼネカ

パージェタ点滴静注420mg/14mL[冷所]

ペルツズマブ(遺伝子組換え)注射液

中外

100㎎

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
医薬品名

2022/3/30

成分名

会社名

カドサイラ点滴静注用100mg[冷所]

トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)注射用
中外

カドサイラ点滴静注用160mg[冷所]

トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)注射用
中外

オプジーボ点滴静注20mg/2mL

ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液

小野

オプジーボ点滴静注100mg/10mL

ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液

小野

オプジーボ点滴静注240mg/24mL

ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液

小野

オプジーボ点滴静注120mg/12mL

ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液

小野

サイラムザ点滴静注液100mg/10mL

ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液

リリー

サイラムザ点滴静注液500mg/50mL

ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液

リリー

ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ

イピリムマブ(遺伝子組換え)注射液

BMS

キイトルーダ点滴静注100mg/4mL

ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)注射液

MSD

ザルトラップ点滴静注100mg/4mL

アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)注射液 サノフィ

ザルトラップ点滴静注200mg/8mL

アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)注射液 サノフィ

バベンチオ点滴静注200mg/10mL

アベルマブ(遺伝子組換え)注射液

メルクバイオファーマ

ﾃｾﾝﾄﾘｸ点滴静注1200mg/20mL

アテゾリズマブ(遺伝子組換え)注射液

中外

ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ点滴静注120mg/2.4mL

デュルバルマブ(遺伝子組換え)注射液

アストラゼネカ

ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ点滴静注500mg/10mL

デュルバルマブ(遺伝子組換え)注射液

アストラゼネカ

リツキシマブBS点滴静注１００ｍｇ「ﾌｧｲｻﾞｰ」[冷所]リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液(2)

ファイザー

リツキシマブBS点滴静注５００ｍｇ「ﾌｧｲｻﾞｰ」[冷所]リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液(2)

ファイザー

エンハーツ点滴静注用１００ｍｇ

トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)注射用
第一三共

ピシバニール

１ＫＥ[冷所](用時購入)

溶連菌抽出物注射用

中外

ピシバニール

５ＫＥ[冷所]

溶連菌抽出物注射用

中外

滅菌調整タルク注射用

ノーベル

エンホルツマブベドチン(遺伝子組み換え)注

アステラス

クロルフェニラミンマレイン酸塩注射液

高田

金チオリンゴ酸ナトリウム注射液

高田

ベンジルペニシリンカリウム注射用

MeijiSeika

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g
441 抗ヒスタミン剤
ポララミン注

５㎎

442 刺激療法剤
シオゾール注

２５㎎

１ｍｌ

611 主としてグラム陽性菌に作用するもの
ペニシリンＧカリウム１００万単位

クリンダマイシンリン酸ｴｽﾃﾙ注射液600mg「サワイ」クリンダマイシンリン酸エステル600mg注射液 沢井
バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」（要届）

バンコマイシン塩酸塩0.5g静注用

東和薬品

アルベカシン硫酸塩注２００㎎４ｍｌ（要届）

アルベカシン硫酸塩200mg4mL注射液

200mg4mL1管

キュビシン静注用

ダプトマイシン注射用

MSD

アミカシン硫酸塩100mg注射液

沢井

アンピシリンナトリウム注射用

MeijiSeika

ｾﾌｫﾁｱﾑ塩酸塩静注用1g「NP」

セフォチアム塩酸塩1g静注用

ニプロ

セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」

セファゾリンナトリウム1g注射用

日医工

セフメタゾールNa静注用1g「NP」

セフメタゾールナトリウム静注用

ニプロ

クラフォラン注射用

350mg［冷所］（要届）

612 主としてグラム陰性菌に作用するもの
アミカシン硫酸塩注射液１００㎎
613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
注射用ビクシリン

（１ｇ）

セフォタキシムナトリウム注射用

サノフィ

セフタジジム静注用1g「マイラン」

１ｇ

セフタジジム1g静注用

マイラン=ファイザー

セフトリアキソンﾅﾄﾘｳﾑ静注用

セフトリアキソンナトリウム1g静注用

日医工

セフォゾプラン塩酸塩静注用

武田テバ薬品=武田

ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「F」

ゲンタマイシン硫酸塩40mg注射液

富士製薬

ホスホマイシンNa静注用

ホスホマイシンナトリウム静注用

高田

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ﾄｰﾜ」 （要届）

メロペネム水和物注射用

東和薬品

ワイスタール配合静注用１ｇ

セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム静注用
ニプロ

ファーストシン静注用

１ｇ

１ｇ
１ｇ

ワイスタール配合点滴静注用１ｇバッグ１００ｍｌ セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウムキット
ニプロ
チエクール点滴用０．５ｇ（要届）

イミペネム・シラスタチンナトリウム500mg注射用
沢井

スルバシリン静注用０．７５ｇ

アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム静注用
MeijiSeika

スルバシリン静注用３ｇ

アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム静注用
MeijiSeika

タゾピペ配合静注用４．５（要届）

タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム静注用
MeijiSeika

614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
エリスロシン〔注射用〕５００㎎

エリスロマイシンラクトビオン酸塩注射用

マイランEPD

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
医薬品名

2022/3/30

成分名

会社名

ジスロマック点滴静注用５００㎎

アジスロマイシン水和物注射用

ファイザー

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００㎎

ミノサイクリン塩酸塩100mg静注用

沢井

ストレプトマイシン硫酸塩注射用

MeijiSeika

アムビゾーム点滴静注用(５０ｍｇ／瓶)[冷所]

アムホテリシンB静注用(2)

大日本住友

ﾐｶﾌｧﾝｷﾞﾝNa点滴用５０ｍｇ「ｻﾜｲ」

ミカファンギンナトリウム注射用

沢井

シプロフロキサシン注射液

ニプロ

616 主として抗酸菌に作用するもの
硫酸ストレプトマイシン明治

１ｇ

617 主としてカビに作用するもの

624 合成抗菌剤
ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ点滴静注３００㎎「NP」（要届）

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸ500㎎/100mL「DSEP]（要届）
レボフロキサシン水和物キット

第一三共エスファ

ｼﾍﾞｸﾄﾛ点滴静注液２００mg（要届）

テジゾリドリン酸エステル注射用

MSD

アシクロビル250mg注射用

東和薬品

ガンシクロビル静注用

田辺三菱

パリビズマブ(遺伝子組換え)注射液

アストラゼネカ

シナジス筋注液１００㎎/1mL［冷所］

パリビズマブ(遺伝子組換え)注射液

アストラゼネカ

ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ

ペラミビル水和物注射液

塩野義

ホスフルコナゾール注射液

ファイザー

ニューモバックスＮＰシリンジ 0.5mＬ[冷所]

肺炎球菌ワクチン

MSD

ビームゲン注 0.25mＬ[冷所]

組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)

KMバイオロジクス=MeijiSeika

ビームゲン注 0.5mＬ[冷所]

組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)

KMバイオロジクス=MeijiSeika

沈降破傷風トキソイドキット

武田

乾燥まむしウマ抗毒素

KMバイオロジクス

献血ベニロン－Ｉ静注用500ｍｇ

乾燥スルホ化人免疫グロブリン注射用

帝人ファーマ

献血ベニロン－Ｉ静注用2500ｍｇ

乾燥スルホ化人免疫グロブリン注射用

帝人ファーマ

献血ベニロン－Ｉ 静注用5000mg

乾燥スルホ化人免疫グロブリン注射用

帝人ファーマ

献血グロベニンＩ静注用 5000mg

乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射用
日本製薬=武田

抗D人免疫グロブリン筋注用１０００倍[冷所]

乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン

日本血液製剤機構

ハプトグロビン静注2000単位[冷所]

人ハプトグロビン

日本血液製剤機構

乾燥ＨＢグロブリン筋注用 200単位「ﾆﾁﾔｸ」[冷所]

乾燥抗HBs人免疫グロブリン

日本製薬=武田

乾燥ＨＢグロブリン筋注用1000単位「ﾆﾁﾔｸ」[冷所] 乾燥抗HBs人免疫グロブリン

日本製薬=武田

625 抗ウイルス剤
ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ点滴静注用

250㎎「ﾄｰﾜ」

デノシン〔点滴静注用〕
シナジス筋注液

５００㎎

５０㎎/0.5mL［冷所］

629 その他の化学療法剤
プロジフ静注２００㎎２．５ｍｌ冷所
631 ワクチン類

632 毒素及びトキソイド類
沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」[冷所]
633 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類
乾燥まむし抗毒素"化血研"[冷所]
634 血液製剤類

献血ｳﾞｪﾉｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝIH5％静注0.5g/10ｍL［冷所］

ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射液
日本血液製剤機構

献血ｳﾞｪﾉｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝIH5％静注2.5g/50ｍL ［冷所］

ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射液
日本血液製剤機構

献血ｳﾞｪﾉｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝIH5％静注5g/100ｍL［冷所］

ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射液
日本血液製剤機構

献血ｳﾞｪﾉｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝIH5％静注10g/200ｍL［冷所］

ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射液
日本血液製剤機構

献血ｳﾞｪﾉｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝIH10％静注5g/50ｍL［冷所］

ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射液
日本血液製剤機構

フィブロガミンＰ

ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子注射用

静注用[冷所]

テタノブリン－ＩＨ 250国際単位

［冷所］

CSLベーリング

ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
日本血液製剤機構

アコアラン静注用600

アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)注射用 協和キリン=日本血液製剤機構

ケイセントラ静注用５００

乾燥濃縮人プロトロンビン複合体注射用

CSLベーリング

ケイセントラ静注用１０００

乾燥濃縮人プロトロンビン複合体注射用

CSLベーリング

一般診断用精製ツベルクリン[冷所]

精製ツベルクリン

日本BCG

フエロン３００万国際単位[冷所]

インターフェロン ベータ注射用

東レ=第一三共

アクテムラ点滴静注用

８０㎎[冷所]

トシリズマブ(遺伝子組換え)注射液

中外

アクテムラ点滴静注用４００㎎[冷所]

トシリズマブ(遺伝子組換え)注射液

中外

アネメトロ点滴静注液500mg/100mL

メトロニダゾール注射液

ファイザー

バクトラミン注

スルファメトキサゾール・トリメトプリム注射液
太陽ファルマ

639 その他の生物学的製剤

641 抗原虫剤

713 溶解剤

５ｍｌ

院内医薬品集（内用薬/外用薬/注射薬）
医薬品名

2022/3/30

成分名

会社名

注射用蒸留水

２０ｍｌ

注射用水20mL1管

大塚工場=大塚製薬

注射用蒸留水

１００ｍｌ

注射用水100mL1瓶

大塚工場=大塚製薬

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注射液

バイエル

オムニパーク２４０注１０ｍL

イオヘキソール注射液

GEヘルスケア

オムニパーク２４０注５０ｍL

イオヘキソール注射液

GEヘルスケア

ＬＨ―ＲＨ注０．１㎎「タナベ」

ゴナドレリン酢酸塩注射液

ニプロES

プロチレリン酒石酸塩0.5mg「ｻﾜｲ」

プロチレリン酒石酸塩0.5mg注射液

沢井

ＣＲＨ注〔ヒト〕１００μｇ

コルチコレリン(ヒト)注射用

ニプロES

注射用ＧＨＲＰ科研１００（溶解液付）

プラルモレリン塩酸塩注射用

科研

ジアグノグリーン注

721 Ｘ線造影剤

722 機能検査用試薬

インドシアニングリーン注射用

第一三共

インジゴカルミン注２０ｍｇ「AFP」

２５㎎

インジゴカルミン注射液

アルフレッサファーマ

アンチレクス

エドロホニウム塩化物注射液

杏林

グルカゴン(遺伝子組換え)注射用

ノボ=EAファーマ

フルオレサイト注１号１０％５ｍｌ

フルオレセイン注射液

ノバルティス

プロハンス注

ガドテリドール注射液

ブラッコ=エーザイ

ペルフルブタン注射用

GEヘルスケア

ミリプラ用懸濁用液４ｍL

ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル注射液

大日本住友

ミオテクター

塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤注射液

扶桑

モルヒネ塩酸塩注射液 10mg

モルヒネ塩酸塩注射液

第一三共

モルヒネ塩酸塩注射液 50mg

モルヒネ塩酸塩注射液

第一三共

アンペック注 200mg

モルヒネ塩酸塩注射液

大日本住友

オキファスト注 10mg

オキシコドン塩酸塩水和物注射液

シオノギファーマ=塩野義

ナルベイン注２ｍｇ

ヒドロモルフォン塩酸塩注射液

第一三共

ペチジン塩酸注射液３５ｍｇ

ペチジン塩酸塩注射液

武田

フェンタニル注射液０．１ｍｇ

フェンタニルクエン酸塩注射液

テルモ

ﾚﾐﾌｪﾝﾀﾆﾙ静注用２ｍｇ「第一三共」

レミフェンタニル塩酸塩注射用

丸石=第一三共

ペチロルファン注射液

ペチジン塩酸塩・レバロルファン酒石酸塩(1)注射液
武田

１％１ｍｌ

グルカゴンＧノボ

１㎎[冷所]

729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
５．５９ｇ

２０ｍｌ

ソナゾイド注射用16μL
799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
１瓶１Ａ

811 あへんアルカロイド系麻薬

821 合成麻薬

