聖マリア病院 採用医薬品一覧（注射薬）
薬品名

一般名

薬効分類

1%ディプリバン注－キット

プロポフォール

その他の全身麻酔剤

アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

アデノシン製剤

ガドキセト酸ナトリウム

その他の診断用薬

後 ATP注10mg｢イセイ｣
EOB・プリモビスト注シリンジ
後 KCL注20mEqキット｢テルモ｣

塩化カリウム

その他の血液代用剤

LH－RH注0.1mg｢タナベ｣

ゴナドレリン酢酸塩

内分泌機能検査用試薬

PPSB－HT静注用500単位｢ニチヤク｣

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体

血漿分画製剤

TRH注0.5mg｢タナベ｣

プロチレリン

内分泌機能検査用試薬

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液

ブドウ糖・無機塩類配合剤

その他の血液用剤、体液用剤

アービタックス注射液100mg

セツキシマブ（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL

アフリベルセプト（遺伝子組換え）

その他の眼科用剤

アクチバシン注2400万

アルテプラーゼ（遺伝子組換え）

その他の酵素製剤

アクチバシン注600万

アルテプラーゼ（遺伝子組換え）

その他の酵素製剤

アクテムラ点滴静注用200mg

トシリズマブ（遺伝子組換え）

その他の生物学的製剤

アクテムラ点滴静注用400mg

トシリズマブ（遺伝子組換え）

その他の生物学的製剤

アクテムラ点滴静注用80mg

トシリズマブ（遺伝子組換え）

その他の生物学的製剤

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター

トシリズマブ（遺伝子組換え）

その他の生物学的製剤

アクプラ静注用50mg

ネダプラチン

抗悪性腫瘍用剤

アクラシノン注射用20mg

アクラルビシン塩酸塩

アントラサイクリン系抗腫瘍剤

アザクタム注射用1g

アズトレオナム

モノバクタム系抗生物質製剤

アシアロシンチ注

ガラクトシル人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチ 放射性医薬品
ウム（９９ｍＴｃ）

後 アシクロビル点滴静注用250mg｢サワイ｣

アシクロビル

抗ウイルス剤

アジョビ皮下注225mgシリンジ

フレマネズマブ（遺伝子組換え）

その他の中枢神経系用薬

アスコルビン酸注500mg｢NP｣

アスコルビン酸

ビタミンC剤

Ｌ－アスパラギン酸カリウム

その他の無機質製剤

アセリオ静注液1000mgバッグ

アセトアミノフェン

アニリン系解熱鎮痛消炎剤

アセレンド注100μg

亜セレン酸ナトリウム

その他の無機質製剤

アタラックス－P注射液（25mg/ml）

ヒドロキシジン塩酸塩

その他の精神神経用剤

アタラックス－P注射液（50mg/ml）

ヒドロキシジン塩酸塩

その他の精神神経用剤

アディノベイト静注用キット2000

ルリオクトコグ アルファ ペゴル（遺伝子組換え）

血漿分画製剤

アデノシン

その他の治療用外医薬品

アデラビン9号注2mL

肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド

肝臓製剤

アドステロール－I131注射液

ヨウ化メチルノルコレステノール（１３１Ｉ）

放射性医薬品

アドセトリス点滴静注用50mg

ブレンツキシマブ ベドチン（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

アトニン－O注1単位

オキシトシン

脳下垂体後葉ホルモン

アトニン－O注5単位

オキシトシン

脳下垂体後葉ホルモン

後 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット｢テルモ｣

後 アデノシン負荷用静注60mgシリンジ｢FRI｣
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一般名

薬効分類

後 アドレナリン注0.1%シリンジ｢テルモ｣

薬品名

アドレナリン

エピネフリン系副腎ホルモン剤

後 アトロピン注0.05%シリンジ｢テルモ｣

アトロピン硫酸塩水和物

アトロピン系鎮痙剤

アトロピン硫酸塩注0.5mg｢タナベ｣

アトロピン硫酸塩水和物

アトロピン系鎮痙剤

アナフラニール点滴静注液25mg

クロミプラミン塩酸塩

イミプラミン系抗うつ薬

アナペイン注2mg/mL

ロピバカイン塩酸塩水和物

キシリジン系局所麻酔剤

アナペイン注7.5mg/mL

ロピバカイン塩酸塩水和物

キシリジン系局所麻酔剤

アネメトロ点滴静注液500mg

メトロニダゾール

その他の抗原虫剤

アネレム静注用50mg

レミマゾラムベシル酸塩

その他の全身麻酔剤

アバスチン点滴静注用100mg/4mL

ベバシズマブ（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

アバスチン点滴静注用400mg/16mL

ベバシズマブ（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

アピドラ注100単位/mL

インスリングルリジン（遺伝子組換え）

膵臓ホルモン剤

アブラキサン点滴静注用100mg

パクリタキセル

抗腫瘍性植物成分製剤

アプレゾリン注射用20mg

ヒドララジン塩酸塩

ヒドララジン系降圧剤

アボネックス筋注用シリンジ30μg

インターフェロンベータ－１ａ（遺伝子組換え）

その他の生物学的製剤

アミオダロン塩酸塩

その他の抗不整脈薬

アミカシン硫酸塩注射用100mg｢日医工｣

アミカシン硫酸塩

アミノ酸系抗生物質製剤

アミパレン輸液

高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

混合アミノ酸製剤

アムビゾーム点滴静注用50mg

アムホテリシンＢ

アムホテリシンB系抗生物質製剤

アラセナ－A点滴静注用300mg

ビダラビン

抗ウイルス剤

アリクストラ皮下注7.5mg

フォンダパリヌクスナトリウム

その他の血液凝固阻止剤

アリナミンF100注

フルスルチアミン塩酸塩

ビタミンB1誘導体

アリナミン注射液10mg

プロスルチアミン

ビタミンB1誘導体

アリムタ注射用100mg

ペメトレキセドナトリウム水和物

その他の代謝拮抗剤

アリムタ注射用500mg

ペメトレキセドナトリウム水和物

その他の代謝拮抗剤

アルギU点滴静注20g

Ｌ－アルギニン塩酸塩

その他の代謝性医薬品

アルケラン静注用50mg

メルファラン

その他のアルキル化剤

アルツディスポ関節注25mg

精製ヒアルロン酸ナトリウム

その他の代謝性医薬品

アルブミナー5%静注12.5g/250mL

人血清アルブミン

血漿分画製剤

後 アルプロスタジル注10μg｢サワイ｣

アルプロスタジル

その他の循環器官用剤

後 アルプロスタジル注5μg｢サワイ｣

アルプロスタジル

その他の循環器官用剤

アロキシ点滴静注バッグ0.75mg

パロノセトロン塩酸塩

鎮吐剤

アンサー皮下注20μg

結核菌熱水抽出物

その他の血液用剤、体液用剤

アンチレクス静注10mg

エドロホニウム塩化物

その他の機能検査用試薬

イーケプラ点滴静注500mg

レベチラセタム

その他の抗てんかん剤

後 イオパミドール300注100mL｢F｣

イオパミドール

その他のＸ線造影剤

後 イオパミドール300注20mL｢F｣

イオパミドール

その他のＸ線造影剤

後 イオパミドール300注50mL｢F｣

イオパミドール

その他のＸ線造影剤

後 アミオダロン塩酸塩静注150mg｢TE｣
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一般名

薬効分類

後 イオパミドール300注シリンジ100mL｢F｣

薬品名

イオパミドール

その他のＸ線造影剤

後 イオパミドール300注シリンジ50mL｢F｣

イオパミドール

その他のＸ線造影剤

後 イオパミドール300注シリンジ80mL｢F｣

イオパミドール

その他のＸ線造影剤

後 イオパミドール370注20mL｢F｣

イオパミドール

その他のＸ線造影剤

後 イオパミドール370注シリンジ100mL｢F｣

イオパミドール

その他のＸ線造影剤

後 イオパミドール370注シリンジ80mL｢F｣

イオパミドール

その他のＸ線造影剤

後 イオフェタミン（123I）注射液｢第一｣

塩酸Ｎ－イソプロピル－４－ヨードアンフェタミン（１２３Ｉ）

放射性医薬品

イオヘキソール300注50mL｢F｣

イオヘキソール

その他のＸ線造影剤

イオヘキソール300注シリンジ100mL｢F｣

イオヘキソール

その他のＸ線造影剤

イオヘキソール300注シリンジ50mL｢F｣

イオヘキソール

その他のＸ線造影剤

イオヘキソール300注シリンジ80mL｢F｣

イオヘキソール

その他のＸ線造影剤

イオヘキソール

その他のＸ線造影剤

イオヘキソール350注シリンジ70mL｢F｣

イオヘキソール

その他のＸ線造影剤

イオメロン350注100mL

イオメプロール

その他のＸ線造影剤

イオメロン350注20mL

イオメプロール

その他のＸ線造影剤

イオメロン350注50mL

イオメプロール

その他のＸ線造影剤

イオメロン350注シリンジ135mL

イオメプロール

その他のＸ線造影剤

イオメロン350注シリンジ50mL

イオメプロール

その他のＸ線造影剤

イストダックス点滴静注用10mg

ロミデプシン

抗悪性腫瘍用剤

イソゾール注射用0.5g

チアミラールナトリウム

溶性バルビツール酸系及び、溶性チオバルビツール酸
系全身麻酔剤

イダマイシン静注用5mg

イダルビシン塩酸塩

アントラサイクリン系抗腫瘍剤

イノバン注0.3%シリンジ

ドパミン塩酸塩

その他の強心剤

イノバン注0.6%シリンジ

ドパミン塩酸塩

その他の強心剤

イブリーフ静注20mg

イブプロフェン Ｌ－リシン

その他の循環器官用剤

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）

その他の代謝性医薬品

イミフィンジ点滴静注120mg

デュルバルマブ（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

イミフィンジ点滴静注500mg

後 イオヘキソール350注シリンジ100mL｢F｣

デュルバルマブ（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

後 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg｢SUN｣

イリノテカン塩酸塩水和物

抗腫瘍性植物成分製剤

後 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg｢SUN｣

イリノテカン塩酸塩水和物

抗腫瘍性植物成分製剤

インジウムDTPA（111In）注

ジエチレントリアミン五酢酸インジウム（１１１Ｉｎ）

放射性医薬品

インジゴカルミン注20mg｢AFP｣

インジゴカルミン

腎機能検査用試薬

後 インスリン グラルギンBS注ミリオペン｢リリー｣

インスリングラルギン（遺伝子組換え）［インスリングラルギン後続 膵臓ホルモン剤
１］

インダシン静注用1mg

インドメタシンナトリウム水和物

その他の循環器官用剤

インデラル注射液2mg

プロプラノロール塩酸塩

β遮断型抗不整脈薬

ダイズ油

その他の滋養強壮剤

過テクネチウム酸ナトリウム（９９ｍＴｃ）

放射性医薬品

後 イントラリポス輸液20%
ウルトラテクネカウ
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薬品名

一般名

薬効分類

ウログラフイン注60%

アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

X線造影配合製剤

ウロナーゼ冠動注用12万単位

ウロキナーゼ

ウロキナーゼ製剤

ウロナーゼ静注用6万単位

ウロキナーゼ

ウロキナーゼ製剤

ウロミテキサン注400mg

メスナ

その他の解毒剤

エクザール注射用10mg

ビンブラスチン硫酸塩

抗腫瘍性植物成分製剤

エスポー皮下用24000シリンジ

エポエチンアルファ（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

エスラックス静注25mg/2.5mL

ロクロニウム臭化物

その他の骨格筋弛緩剤

エスラックス静注50mg/5.0mL

ロクロニウム臭化物

その他の骨格筋弛緩剤

後 エダラボン点滴静注30mgバッグ｢アイロム｣

エダラボン

その他の中枢神経系用薬

後 エトポシド点滴静注液100mg｢サンド｣

エトポシド

抗腫瘍性植物成分製剤

エナルモンデポー筋注250mg

テストステロンエナント酸エステル

テストステロン系男性ホルモン剤

エネフリード輸液

アミノ酸・糖・電解質・脂肪・ビタミン

その他のたん白製剤、アミノ酸製剤

エピペン注射液0.15mg

アドレナリン

エピネフリン系副腎ホルモン剤

エピペン注射液0.3mg

アドレナリン

エピネフリン系副腎ホルモン剤

エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ

アリピプラゾール水和物

その他の精神神経用剤

後 エピルビシン塩酸塩注射用10mg｢NK｣

エピルビシン塩酸塩

アントラサイクリン系抗腫瘍剤

後 エピルビシン塩酸塩注射用50mg｢NK｣

エピルビシン塩酸塩

アントラサイクリン系抗腫瘍剤

後 エポエチンアルファBS注750シリンジ｢JCR｣

エポエチンカッパ（遺伝子組換え）［エポエチンアルファ後続１］

その他の代謝性医薬品

エホチール注10mg

エチレフリン塩酸塩

その他の強心剤

エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター

ガルカネズマブ（遺伝子組換え）

その他の中枢神経系用薬

エムプリシティ点滴静注用400mg

エロツズマブ（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

エリスロシン点滴静注用500mg

エリスロマイシンラクトビオン酸塩

エリスロマイシン系抗生物質製剤

エリル点滴静注液30mg

ファスジル塩酸塩水和物

その他の循環器官用剤

エルカルチンFF静注1000mgシリンジ

レボカルニチン

その他の代謝性医薬品

エルシトニン注20S

エルカトニン

その他の代謝性医薬品

エルシトニン注40単位

エルカトニン

その他の代謝性医薬品

エルネオパNF1号輸液

アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

その他のたん白製剤、アミノ酸製剤

エルネオパNF2号輸液

アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

その他のたん白製剤、アミノ酸製剤

エルプラット点滴静注液100mg

オキサリプラチン

抗悪性腫瘍用剤

エルプラット点滴静注液50mg

オキサリプラチン

抗悪性腫瘍用剤

塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤

その他の無機質製剤

エンスプリング皮下注120mgシリンジ

サトラリズマブ（遺伝子組換え）

その他の生物学的製剤

エンタイビオ点滴静注用300mg

ベドリズマブ（遺伝子組換え）

その他の消化器官用薬

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）

抗悪性腫瘍用剤

エンブレル皮下注25mgペン0.5mL

エタネルセプト（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

エンブレル皮下注50mgペン1.0mL

エタネルセプト（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

オキサロール注2.5μg

マキサカルシトール

合成ビタミンD製剤

後 エレジェクト注シリンジ
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薬品名

一般名

薬効分類

オキサロール注5μg

マキサカルシトール

合成ビタミンD製剤

オキファスト注10mg

オキシコドン塩酸塩水和物

その他のあへんアルカロイド系麻薬

オクトレオスキャン静注用セット

ペンテトレオチド・塩化インジウム（１１１Ｉｎ）

放射性医薬品

後 オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg｢サンド｣

オクトレオチド酢酸塩

その他のホルモン剤

後 オザグレルNa点滴静注80mg/100mLバッグ｢IP｣

オザグレルナトリウム

その他の代謝性医薬品

オゼンピック皮下注0.25mgSD

セマグルチド（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤

オゼンピック皮下注0.5mgSD

セマグルチド（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤

オニバイド点滴静注43mg

イリノテカン塩酸塩水和物

抗腫瘍性植物成分製剤

オノアクト点滴静注用50mg

ランジオロール塩酸塩

β遮断型抗不整脈薬

オビソート注射用0.1g

アセチルコリン塩化物

アセチルコリン系副交感神経作用薬

オプジーボ点滴静注120mg

ニボルマブ（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

オプジーボ点滴静注240mg

ニボルマブ（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

オムニパーク240注10mL

イオヘキソール

その他のＸ線造影剤

オメプラゾールナトリウム

その他の消化性潰瘍用剤

オルガラン静注1250単位

ダナパロイドナトリウム

その他の血液凝固阻止剤

オルダミン注射用1g

モノエタノールアミンオレイン酸塩

その他の止血剤

オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL

アバタセプト（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

オンコビン注射用1mg

ビンクリスチン硫酸塩

抗腫瘍性植物成分製剤

オンダンセトロン塩酸塩水和物

鎮吐剤

後 オメプラゾール注射用20mg｢日医工｣

後 オンダンセトロン注4mgシリンジ｢マルイシ｣
カーディオライト第一

テトラキスメトキシイソブチルイソニトリル銅（Ｉ）四フッ化ホウ酸 放射性医薬品

カーディオライト注射液第一

ヘキサキスメトキシイソブチルイソニトリルテクネチウム（９９ｍＴ 放射性医薬品
ｃ）

カイプロリス点滴静注用10mg

カルフィルゾミブ

抗悪性腫瘍用剤

カイプロリス点滴静注用40mg

カルフィルゾミブ

抗悪性腫瘍用剤

ガザイバ点滴静注1000mg

オビヌツズマブ（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

カドサイラ点滴静注用100mg

トラスツズマブ エムタンシン（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

カドサイラ点滴静注用160mg

トラスツズマブ エムタンシン（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

後 ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ11mL｢GE｣

ガドテル酸メグルミン

その他の診断用薬

後 ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL｢GE｣

ガドテル酸メグルミン

その他の診断用薬

後 ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL｢GE｣

ガドテル酸メグルミン

その他の診断用薬

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL

ガドブトロール

その他の診断用薬

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL

ガドブトロール

その他の診断用薬

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL

ガドブトロール

その他の診断用薬

後 ガベキサートメシル酸塩注射用500mg｢タカタ｣

ガベキサートメシル酸塩

その他の代謝性医薬品

カルセド注射用20mg

アムルビシン塩酸塩

アントラサイクリン系抗腫瘍剤

カルセド注射用50mg

アムルビシン塩酸塩

アントラサイクリン系抗腫瘍剤

カルチコール注射液8.5%10mL

グルコン酸カルシウム水和物

グルコン酸カルシウム製剤
2022年6月16日
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薬品名

一般名

薬効分類

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

グルコン酸カルシウム製剤

カルディオダイン注

ヨードフェニルメチルペンタデカン酸（１２３Ｉ）

放射性医薬品

後 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg｢日医工｣

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロム系止血剤

後 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg｢日医工｣

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

カルバゾクロム系止血剤

カルボカインアンプル注0.5%

メピバカイン塩酸塩

キシリジン系局所麻酔剤

カルボカインアンプル注1%

メピバカイン塩酸塩

キシリジン系局所麻酔剤

カルボカインアンプル注2%

メピバカイン塩酸塩

キシリジン系局所麻酔剤

後 カルボプラチン点滴静注液150mg｢NK｣

カルボプラチン

抗悪性腫瘍用剤

後 カルボプラチン点滴静注液450mg｢NK｣

カルボプラチン

抗悪性腫瘍用剤

後 カルボプラチン点滴静注液50mg｢NK｣

カルボプラチン

抗悪性腫瘍用剤

カンサイダス点滴静注用50mg

カスポファンギン酢酸塩

その他の抗カビ用抗生物質

カンサイダス点滴静注用70mg

カスポファンギン酢酸塩

その他の抗カビ用抗生物質

後 カンレノ酸カリウム静注用100mg｢サワイ｣

カンレノ酸カリウム

抗アルドステロン型利尿剤

後 カンレノ酸カリウム静注用200mg｢サワイ｣

カンレノ酸カリウム

抗アルドステロン型利尿剤

ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

キイトルーダ点滴静注100mg
後 キシロカイン注シリンジ1%

リドカイン塩酸塩

キシリジン系局所麻酔剤

キシロカイン注ポリアンプ2%

リドカイン塩酸塩

キシリジン系局所麻酔剤

キドニーシンチTc－99m注

ジメルカプトコハク酸テクネチウム（９９ｍＴｃ）

放射性医薬品

キドニーシンチキット

ジメルカプトコハク酸テクネチウム（９９ｍＴｃ）

放射性医薬品

キドミン輸液

腎不全用アミノ酸製剤

混合アミノ酸製剤

ギャバロン髄注0.005%

バクロフェン

その他の鎮痙剤

ギャバロン髄注0.2%

バクロフェン

その他の鎮痙剤

キュビシン静注用350mg

ダプトマイシン

その他の抗グラム陽性菌用抗生物質製剤

キロサイド注20mg

シタラビン

シトシン系抗腫瘍剤

クエン酸ガリウム（67Ga）注NMP

クエン酸ガリウム（６７Ｇａ）

放射性医薬品

クエン酸ガリウム－Ga67注射液

クエン酸ガリウム（６７Ｇａ）

放射性医薬品

後 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

鎮吐剤

クラフォラン注射用0.5g

セフォタキシムナトリウム

セフェム系抗生物質製剤

クラフォラン注射用1g

セフォタキシムナトリウム

セフェム系抗生物質製剤

クリアクター静注用80万

モンテプラーゼ（遺伝子組換え）

その他の酵素製剤

クリアボーンキット

ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム（９９ｍＴｃ）

放射性医薬品

クリアボーン注

ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム（９９ｍＴｃ）

放射性医薬品

濃グリセリン・果糖

その他の循環器官用剤

クリプトン（８１ｍＫｒ）

放射性医薬品

後 クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg｢サワイ｣

クリンダマイシンリン酸エステル

リンコマイシン系抗生物質製剤

後 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

リンコマイシン系抗生物質製剤

グルカゴン（遺伝子組換え）

その他の機能検査用試薬

後 グリセレブ配合点滴静注
クリプトン（81mKr）ジェネレータ

グルカゴンGノボ注射用1mg

2022年6月16日
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薬品名

一般名

薬効分類

クレキサン皮下注キット2000IU

エノキサパリンナトリウム

ヘパリン系血液凝固阻止剤

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

血漿分画製剤

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

血漿分画製剤

ケイツーN静注10mg

メナテトレノン

ビタミンK剤

ケタラール筋注用500mg

ケタミン塩酸塩

その他の全身麻酔剤

ケタラール静注用50mg

ケタミン塩酸塩

その他の全身麻酔剤

ケナコルト－A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL

トリアムシノロンアセトニド

フッ素付加副腎皮質ホルモン剤

ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター

サリルマブ（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

後 ゲムシタビン点滴静注用1g｢ヤクルト｣

ゲムシタビン塩酸塩

シトシン系抗腫瘍剤

後 ゲムシタビン点滴静注用200mg｢ヤクルト｣

ゲムシタビン塩酸塩

シトシン系抗腫瘍剤

ゲンタシン注10

ゲンタマイシン硫酸塩

アミノ糖系抗生物質製剤

ゲンタシン注40

ゲンタマイシン硫酸塩

アミノ糖系抗生物質製剤

コアベータ静注用12.5mg

ランジオロール塩酸塩

β遮断型抗不整脈薬

コートロシンZ筋注0.5mg

酢酸テトラコサクチド亜鉛

ACTH

コートロシン注射用0.25mg

テトラコサクチド酢酸塩

ACTH

コスメゲン静注用0.5mg

アクチノマイシンＤ

アクチノマイシンD系抗腫瘍剤

コセンティクス皮下注150mgペン

セクキヌマブ（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

ゴナックス皮下注用120mg

デガレリクス酢酸塩

その他のホルモン剤

ゴナックス皮下注用80mg

デガレリクス酢酸塩

その他のホルモン剤

コラテジェン筋注用4mg

ベペルミノゲン ペルプラスミド

その他の組織細胞機能用医薬品

コントミン筋注10mg

クロルプロマジン塩酸塩

クロルプロマジン系精神安定剤

コンファクトF注射用1000

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子

血漿分画製剤

サークリサ点滴静注100mg

イサツキシマブ（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

サークリサ点滴静注500mg

イサツキシマブ（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

ザイボックス注射液600mg

リネゾリド

その他の合成抗菌剤

サイモグロブリン点滴静注用25mg

抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン

その他の生物学的製剤

サイラムザ点滴静注液100mg

ラムシルマブ（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

サイラムザ点滴静注液500mg

ラムシルマブ（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

デキストラン４０・乳酸リンゲル

その他の血液代用剤

デクスラゾキサン

その他の解毒剤

人工透析液

人工腎臓透析用材

トロメタモール

その他の血液用剤、体液用剤

ヒドロキシエチルデンプン７００００

その他の血液代用剤

サンディミュン点滴静注用250mg

シクロスポリン

その他の代謝性医薬品

サンドスタチンLAR筋注用キット10mg

オクトレオチド酢酸塩

その他のホルモン剤

サンドスタチンLAR筋注用キット20mg

オクトレオチド酢酸塩

その他のホルモン剤

サンリズム注射液50

ピルシカイニド塩酸塩水和物

その他の抗不整脈薬

後 サヴィオゾール輸液
サビーン点滴静注用500mg
後 サブパック血液ろ過用補充液－Bi
サム点滴静注セット
後 サリンヘス輸液6%

2022年6月16日
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薬品名

一般名

薬効分類

ジアグノグリーン注射用25mg

インドシアニングリーン

肝機能検査用試薬

ジーラスタ皮下注3.6mg

ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）

その他の血液用剤、体液用剤

ジェブタナ点滴静注60mg

カバジタキセル アセトン付加物

抗腫瘍性植物成分製剤

ジギラノゲン注0.4mg

デスラノシド

ジギタリス系強心剤

ジゴシン注0.25mg

ジゴキシン

ジギタリス系強心剤

後 シスプラチン注10mg｢日医工｣

シスプラチン

抗悪性腫瘍用剤

後 シスプラチン注25mg｢日医工｣

シスプラチン

抗悪性腫瘍用剤

後 シスプラチン注50mg｢日医工｣

シスプラチン

抗悪性腫瘍用剤

アジスロマイシン水和物

その他の抗グラム陽性・マイコプラズマ用抗生物質製
剤

後 シタラビン点滴静注液1g｢テバ｣

シタラビン

シトシン系抗腫瘍剤

後 シタラビン点滴静注液400mg｢テバ｣

シタラビン

シトシン系抗腫瘍剤

後 シチコリン注500mg/2mL｢日医工｣

シチコリン

その他の循環器官用剤

シナジス筋注液100mg

パリビズマブ（遺伝子組換え）

抗ウイルス剤

シナジス筋注液50mg

パリビズマブ（遺伝子組換え）

抗ウイルス剤

ジフェンヒドラミン塩酸塩注30mg｢日新｣

ジフェンヒドラミン塩酸塩

ジフェンヒドラミン系抗ヒスタミン剤

ジフォルタ注射液20mg

プララトレキサート

その他の代謝拮抗剤

ジプレキサ筋注用10mg

オランザピン

その他の精神神経用剤

シプロフロキサシン

ピリドンカルボン酸系合成抗菌剤

シベクトロ点滴静注用200mg

テジゾリドリン酸エステル

その他の合成抗菌剤

シムジア皮下注200mgオートクリックス

セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

シムレクト静注用20mg

バシリキシマブ（遺伝子組換え）

その他の生物学的製剤

後 ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg｢日医工｣

ジルチアゼム塩酸塩

冠状血管拡張剤

後 ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg｢日医工｣

ジルチアゼム塩酸塩

冠状血管拡張剤

シンビット静注用50mg

ニフェカラント塩酸塩

その他の抗不整脈薬

シンポニー皮下注50mgオートインジェクター

ゴリムマブ（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

スキサメトニウム注100｢マルイシ｣

スキサメトニウム塩化物水和物

コリン系骨格筋弛緩剤

スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL

リサンキズマブ（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

ステラーラ点滴静注130mg

ウステキヌマブ（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

ステラーラ皮下注45mgシリンジ

ウステキヌマブ（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

後 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

その他の抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤

後 スルバシリン静注用1.5g

アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム

その他の抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤

後 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

その他の抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤

スロンノンHI注10mg/2mL

アルガトロバン水和物

その他の循環器官用剤

ゼオマイン筋注用200単位

インコボツリヌストキシンＡ

その他の骨格筋弛緩剤

後 セファゾリンナトリウム注射用0.5g｢日医工｣

セファゾリンナトリウム

セフェム系抗生物質製剤

後 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

セフェム系抗生物質製剤

ジスロマック点滴静注用500mg

後 シプロフロキサシン点滴静注200mg/100mL｢明治｣
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薬品名

一般名

薬効分類

セファランチン注10mg

セファランチン

その他の個々の器官系用医薬品

後 セフォチアム塩酸塩静注用1g｢NP｣

セフォチアム塩酸塩

セフェム系抗生物質製剤

後 セフタジジム静注用1g｢マイラン｣

セフタジジム水和物

セフェム系抗生物質製剤

後 セフトリアキソンNa静注用0.5g｢ファイザー｣

セフトリアキソンナトリウム水和物

セフェム系抗生物質製剤

後 セフトリアキソンNa静注用1g｢ファイザー｣

セフトリアキソンナトリウム水和物

セフェム系抗生物質製剤

セフメタゾールNa静注用0.5g｢NP｣

セフメタゾールナトリウム

セフェム系抗生物質製剤

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

セフェム系抗生物質製剤

ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ

パリペリドンパルミチン酸エステル

その他の精神神経用剤

ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ

パリペリドンパルミチン酸エステル

その他の精神神経用剤

セレブロテックキット

エキサメタジムテクネチウム（９９ｍＴｃ）

放射性医薬品

ゾーフィゴ静注

塩化ラジウム（２２３Ｒａ）

抗悪性腫瘍用剤

ソセゴン注射液15mg

ペンタゾシン

その他の解熱鎮痛消炎剤

ソナゾイド注射用16μL

ペルフルブタン

その他の診断用薬

ソマチュリン皮下注90mg

ランレオチド酢酸塩

その他のホルモン剤

ゾラデックス3.6mgデポ

ゴセレリン酢酸塩

その他のホルモン剤

ゾラデックスLA10.8mgデポ

ゴセレリン酢酸塩

その他のホルモン剤

ソリクア配合注ソロスター

インスリングラルギン（遺伝子組換え）・リキシセナチド

その他の糖尿病用剤

ソリリス点滴静注300mg

エクリズマブ（遺伝子組換え）

その他の生物学的製剤

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

プレドニゾロン系副腎ホルモン剤

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

プレドニゾロン系副腎ホルモン剤

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

プレドニゾロン系副腎ホルモン剤

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

プレドニゾロン系副腎ホルモン剤

酢酸リンゲル

その他の血液代用剤

後 ソルアセトF輸液

幼牛血液抽出物

その他の消化性潰瘍用剤

後 ソルデム1輸液

ソルコセリル注2mL

開始液

その他の血液代用剤

後 ソルデム3AG輸液

維持液

その他の血液代用剤

後 ソルデム3A輸液

維持液

その他の血液代用剤

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（遺伝子組換え）・リラグルチド（遺伝子組 その他の糖尿病用剤
換え）

ゾレア皮下注150mgシリンジ

オマリズマブ（遺伝子組換え）

その他の呼吸器官用剤

後 ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL｢F｣

ゾレドロン酸水和物

その他の代謝性医薬品

ダイアモックス注射用500mg

アセタゾラミドナトリウム

炭酸脱水素酵素阻害型利尿剤

ダウノマイシン静注用20mg

ダウノルビシン塩酸塩

アントラサイクリン系抗腫瘍剤

ダカルバジン注用100

ダカルバジン

その他のアルキル化剤

後 タゾピペ配合静注用2.25｢明治｣

タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム

その他の抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤

後 タゾピペ配合静注用4.5｢明治｣

タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム

その他の抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤

グルタチオン

グルタチオン系

タチオン注射用200mg

2022年6月16日
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薬品名

一般名

薬効分類

ダットスキャン静注

イオフルパン（１２３Ｉ）

放射性医薬品

ダラキューロ配合皮下注

ダラツムマブ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼ アルファ
（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

後 ダルテパリンNa静注5000単位/5mL｢日医工｣

ダルテパリンナトリウム

ヘパリン系血液凝固阻止剤

後 ダルベポエチン アルファBS注20μgシリンジ｢JCR｣

ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）［ダルベポエチンアルファ その他の代謝性医薬品
後続１］

後 ダルベポエチン アルファBS注20μgシリンジ｢三和｣

ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）［ダルベポエチンアルファ その他の代謝性医薬品
後続２］

後 ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ｢KKF｣

ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

後 ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ｢KKF｣

ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

後 ダルベポエチン アルファ注15μgシリンジ｢KKF｣

ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

後 ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ｢KKF｣

ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

後 ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ｢KKF｣

ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

後 ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ｢KKF｣

ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

後 ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ｢KKF｣

ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

後 ダルベポエチン アルファ注5μgシリンジ｢KKF｣

ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

後 ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ｢KKF｣

ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

ダントリウム静注用20mg

ダントロレンナトリウム水和物

その他の骨格筋弛緩剤

チエナム点滴静注用0.5g

イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム

その他の抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤

後 テイコプラニン点滴静注用200mg｢明治｣

テイコプラニン

その他の抗グラム陽性菌用抗生物質製剤

後 テイコプラニン点滴静注用400mg｢明治｣

テイコプラニン

その他の抗グラム陽性菌用抗生物質製剤

後 デキサート注射液1.65mg

デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

フッ素付加副腎皮質ホルモン剤

後 デキサート注射液6.6mg

デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

フッ素付加副腎皮質ホルモン剤

後 デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ｢ニプロ｣

デクスメデトミジン塩酸塩

その他の催眠鎮静剤、抗不安薬

テクネDMSAキット

ジメルカプトコハク酸テクネチウム（９９ｍＴｃ）

放射性医薬品

テクネDTPAキット

ジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム（９９ｍＴｃ）

放射性医薬品

テクネMAAキット

テクネチウム大凝集人血清アルブミン（９９ｍＴｃ）

放射性医薬品

テクネMAG3キット

ベンゾイルメルカプトアセチルグリシルグリシルグリシン

放射性医薬品

テクネMAG3注射液

メルカプトアセチルグリシルグリシルグリシンテクネチウム（９９ｍ 放射性医薬品
Ｔｃ）

テクネMDPキット

メチレンジホスホン酸テクネチウム（９９ｍＴｃ）

放射性医薬品

テクネシンチ注－10M

過テクネチウム酸ナトリウム（９９ｍＴｃ）

放射性医薬品

テクネシンチ注－20M

過テクネチウム酸ナトリウム（９９ｍＴｃ）

放射性医薬品

テクネピロリン酸キット

ピロリン酸テクネチウム（９９ｍＴｃ）

放射性医薬品

テクネフチン酸キット

フィチン酸テクネチウムナトリウム（９９ｍＴｃ）

放射性医薬品

テセントリク点滴静注1200mg

アテゾリズマブ（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

テセントリク点滴静注840mg

アテゾリズマブ（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

テタガムP筋注シリンジ250

抗破傷風人免疫グロブリン

血漿分画製剤

テタノブリンIH静注1500単位

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

血漿分画製剤
2022年6月16日
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薬品名

一般名

薬効分類

デトキソール静注液2g

チオ硫酸ナトリウム水和物

チオ硫酸ナトリウム系解毒剤

デノシン点滴静注用500mg

ガンシクロビル

抗ウイルス剤

デファイテリオ静注200mg

デフィブロチドナトリウム

その他の肝臓疾患用剤

テムセルHS注

ヒト（同種）骨髄由来間葉系幹細胞

その他の組織細胞機能用医薬品

デュピクセント皮下注300mgペン

デュピルマブ（遺伝子組換え）

その他のアレルギー用薬

テラルビシン注射用10mg

ピラルビシン塩酸塩

アントラサイクリン系抗腫瘍剤

テラルビシン注射用20mg

ピラルビシン塩酸塩

アントラサイクリン系抗腫瘍剤

テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター

テリパラチド酢酸塩

その他の甲状腺及び、副甲状腺ホルモン

肝不全用アミノ酸製剤

混合アミノ酸製剤

テルモ生食

生理食塩液

生理食塩液類

テルモ糖注5%

ブドウ糖

ブドウ糖製剤

テルモ糖注50%

ブドウ糖

ブドウ糖製剤

トーリセル点滴静注液25mg

テムシロリムス

抗悪性腫瘍用剤

ドキシル注20mg

ドキソルビシン塩酸塩

アントラサイクリン系抗腫瘍剤

後 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

アントラサイクリン系抗腫瘍剤

後 ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg｢NK｣

ドキソルビシン塩酸塩

アントラサイクリン系抗腫瘍剤

後 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL｢EE｣

ドセタキセル

抗腫瘍性植物成分製剤

後 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL｢EE｣

ドセタキセル

抗腫瘍性植物成分製剤

レボドパ

レボドパ系抗パーキンソン薬

後 ドパミン塩酸塩点滴静注100mg｢NP｣

ドパミン塩酸塩

その他の強心剤

後 ドブタミン持続静注300mgシリンジ｢KKC｣

ドブタミン塩酸塩

その他の強心剤

後 ドブタミン点滴静注液100mg｢F｣

ドブタミン塩酸塩

その他の強心剤

ドキサプラム塩酸塩水和物

その他の呼吸促進剤

後 トラスツズマブBS点滴静注用150mg｢NK｣

トラスツズマブ（遺伝子組換え）［トラスツズマブ後続１］

抗悪性腫瘍用剤

後 トラスツズマブBS点滴静注用60mg｢NK｣

トラスツズマブ（遺伝子組換え）［トラスツズマブ後続１］

抗悪性腫瘍用剤

後 トラネキサム酸注1g｢NP｣

トラネキサム酸

抗プラスミン剤

トリセノックス注10mg

三酸化二ヒ素

抗悪性腫瘍用剤

トルツ皮下注80mgオートインジェクター

イキセキズマブ（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

ドルミカム注射液10mg

ミダゾラム

ベンゾジアゼピン系催眠剤

トルリシティ皮下注0.75mgアテオス

デュラグルチド（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤

トレアキシン点滴静注液100mg/4mL

ベンダムスチン塩酸塩水和物

その他のアルキル化剤

トレシーバ注フレックスタッチ

インスリンデグルデク（遺伝子組換え）

膵臓ホルモン剤

ドロレプタン注射液25mg

ドロペリドール

その他の全身麻酔剤

後 ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg｢AY｣

ナファモスタットメシル酸塩

その他の代謝性医薬品

後 ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg｢AY｣

後 テルフィス点滴静注

ドパストン静注25mg

ドプラム注射液400mg

ナファモスタットメシル酸塩

その他の代謝性医薬品

ナルベイン注2mg

ヒドロモルフォン塩酸塩

その他のあへんアルカロイド系麻薬

ナロキソン塩酸塩静注0.2mg｢第一三共｣

ナロキソン塩酸塩

その他の呼吸促進剤
2022年6月16日
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一般名

薬効分類

後 ニカルジピン塩酸塩注射液10mg｢日医工｣

薬品名

ニカルジピン塩酸塩

その他の降圧剤

後 ニカルジピン塩酸塩注射液2mg｢日医工｣

ニカルジピン塩酸塩

その他の降圧剤

後 ニコランジル点滴静注用12mg｢サワイ｣

ニコランジル

冠状血管拡張剤

ニトプロ持続静注液6mg

ニトロプルシドナトリウム水和物

その他の降圧剤

ニドラン注射用25mg

ニムスチン塩酸塩

その他のアルキル化剤

ニドラン注射用50mg

ニムスチン塩酸塩

その他のアルキル化剤

ニトロール注5mgシリンジ

硝酸イソソルビド

冠状血管拡張剤

後 ニトログリセリン静注5mg/10mL｢TE｣

ニトログリセリン

冠状血管拡張剤

ニューモバックスNPシリンジ

肺炎球菌ワクチン

細菌ワクチン

ニューロライト第一

エチレンジシスティネートオキソテクネチウム（９９ｍＴｃ）

放射性医薬品

ニューロライト注射液第一

エチレンジシスティネートオキソテクネチウム（９９ｍＴｃ）

放射性医薬品

ヌーカラ皮下注100mgペン

メポリズマブ（遺伝子組換え）

その他の呼吸器官用剤

ネオシネジンコーワ注1mg

フェニレフリン塩酸塩

血管収縮剤

ネオビタカイン注シリンジ5mL

サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤

その他の解熱鎮痛消炎剤

ネオフィリン注250mg

アミノフィリン水和物

カフェイン系強心剤

ネスプ注射液180μgプラシリンジ

ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

ネスプ注射液60μgプラシリンジ

ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

ノイトロジン注100μg

レノグラスチム（遺伝子組換え）

その他の血液用剤、体液用剤

ノイロトロピン注射液3.6単位

ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液

その他の解熱鎮痛消炎剤

ノーベルバール静注用250mg

フェノバルビタールナトリウム

その他の抗てんかん剤

ノクサフィル点滴静注300mg

ポサコナゾール

その他の抗カビ用抗生物質

ノバントロン注10mg

ミトキサントロン塩酸塩

抗悪性腫瘍用剤

ノバントロン注20mg

ミトキサントロン塩酸塩

抗悪性腫瘍用剤

ノボセブンHI静注用5mgシリンジ

エプタコグアルファ（活性型）（遺伝子組換え）

血漿分画製剤

ノボラピッド注フレックスタッチ

インスリンアスパルト（遺伝子組換え）

膵臓ホルモン剤

ノボリンR注フレックスペン

インスリン ヒト（遺伝子組換え）

膵臓ホルモン剤

ノルアドリナリン注1mg

ノルアドレナリン

エピネフリン系副腎ホルモン剤

パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg

エテルカルセチド塩酸塩

その他の代謝性医薬品

パーサビブ静注透析用シリンジ5mg

エテルカルセチド塩酸塩

その他の代謝性医薬品

パージェタ点滴静注420mg/14mL

ペルツズマブ（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

パーヒューザミン注

塩酸Ｎ－イソプロピル－４－ヨードアンフェタミン（１２３Ｉ）

放射性医薬品

ハイカムチン注射用1.1mg

ノギテカン塩酸塩

抗腫瘍性植物成分製剤

ハイカリックRF輸液

高カロリー輸液用基本液

その他の糖類

ハイカリック液－1号

高カロリー輸液用基本液

その他の糖類

ハイカリック液－2号

高カロリー輸液用基本液

その他の糖類

ハイカリック液－3号

高カロリー輸液用基本液

その他の糖類

バイクロット配合静注用

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子

血漿分画製剤
2022年6月16日
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薬品名

一般名

薬効分類

ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL

ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）

血漿分画製剤

ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL

ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（皮下注射）

血漿分画製剤

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

その他の抗原虫剤

後 パクリタキセル注100mg/16.7mL｢NK｣

パクリタキセル

抗腫瘍性植物成分製剤

後 パクリタキセル注30mg/5mL｢NK｣

パクリタキセル

抗腫瘍性植物成分製剤

パドセブ点滴静注用30mg

エンホルツマブ ベドチン（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

パパベリン塩酸塩注40mg｢日医工｣

パパベリン塩酸塩

パパベリン系鎮痙剤

ハプトグロビン静注2000単位｢JB｣

人ハプトグロビン

血漿分画製剤

ハベカシン注射液200mg

アルベカシン硫酸塩

その他の抗グラム陽性菌用抗生物質製剤

パム静注500mg

プラリドキシムヨウ化物

その他の解毒剤

ハラヴェン静注1mg

エリブリンメシル酸塩

抗悪性腫瘍用剤

後 パルタンM注0.2mg

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

バッカク系子宮収縮薬

後 ハロペリドール注5mg｢ヨシトミ｣

ハロペリドール

その他の精神神経用剤

ハロペリドールデカン酸エステル

その他の精神神経用剤

バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン系抗生物質製剤

パントール注射液100mg

パンテノール

パントテン酸系

パントール注射液500mg

パンテノール

パントテン酸系

ハンプ注射用1000

カルペリチド（遺伝子組換え）

その他の血管拡張剤

ビーフリード輸液

アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

その他のたん白製剤、アミノ酸製剤

ビーリンサイト点滴静注用35μg

ブリナツモマブ（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

ビカーボン輸液

重炭酸リンゲル

その他の血液代用剤

ビカネイト輸液

重炭酸リンゲル

その他の血液代用剤

ビクシリン注射用0.25g

アンピシリンナトリウム

ペニシリン系抗生物質製剤

ビクシリン注射用0.5g

アンピシリンナトリウム

ペニシリン系抗生物質製剤

ビクシリン注射用1g

アンピシリンナトリウム

ペニシリン系抗生物質製剤

ビクトーザ皮下注18mg

リラグルチド（遺伝子組換え）

その他のホルモン剤

ビジパーク270注20mL

イオジキサノール

その他のＸ線造影剤

ピシバニール注射用1KE

溶連菌抽出物

その他の腫瘍用薬

ピシバニール注射用5KE

溶連菌抽出物

その他の腫瘍用薬

ビダーザ注射用100mg

アザシチジン

抗悪性腫瘍用剤

高カロリー輸液用総合ビタミン剤

その他の混合ビタミン剤

ビタメジン静注用

チアミンモノホスフェイトジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

その他の混合ビタミン剤

ヒトCRH静注用100μg｢タナベ｣

コルチコレリン（ヒト）

内分泌機能検査用試薬

ピトレシン注射液20

バソプレシン

脳下垂体後葉ホルモン

後 ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg｢武田テバ｣

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

コルチゾン系副腎ホルモン剤

後 ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用300mg｢武田テバ｣

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

コルチゾン系副腎ホルモン剤

後 ピペラシリンNa注射用1g｢サワイ｣

ピペラシリンナトリウム

ペニシリン系抗生物質製剤

ハロマンス注50mg
後 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g｢明治｣

後 ビタジェクト注キット

2022年6月16日

13/20 ページ

薬品名

一般名

薬効分類

ピペラシリンナトリウム

ペニシリン系抗生物質製剤

ビムパット点滴静注100mg

ラコサミド

その他の抗てんかん剤

ヒューマトロープ注射用6mg

ソマトロピン（遺伝子組換え）

脳下垂体前葉ホルモン

ヒューマリンR注100単位/mL

インスリン ヒト（遺伝子組換え）

膵臓ホルモン剤

ヒューマログミックス50注ミリオペン

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）

膵臓ホルモン剤

ヒューマログ注100単位/mL

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）

膵臓ホルモン剤

ヒューマログ注カート

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）

膵臓ホルモン剤

ヒューマログ注ミリオペン

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）

膵臓ホルモン剤

ヒューマログ注ミリオペンHD

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）

膵臓ホルモン剤

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL

アダリムマブ（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

ビリスコピン点滴静注50

イオトロクス酸メグルミン

その他のＸ線造影剤

ファーストシン静注用0.5g

セフォゾプラン塩酸塩

セフェム系抗生物質製剤

ファーストシン静注用1g

セフォゾプラン塩酸塩

セフェム系抗生物質製剤

ファイバ静注用1000

乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体

血漿分画製剤

ファセンラ皮下注30mgシリンジ

ベンラリズマブ（遺伝子組換え）

その他の呼吸器官用剤

後 ピペラシリンNa注射用2g｢サワイ｣

後 ファモチジン静注液20mg｢サワイ｣

ファモチジン

H2遮断型消化性潰瘍用剤

フィジオ140輸液

ブドウ糖加酢酸リンゲル

その他の血液代用剤

フィニバックス点滴静注用0.5g

ドリペネム水和物

その他の抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤

ブイフェンド200mg静注用

ボリコナゾール

その他の抗カビ用抗生物質

フィブロガミンP静注用

ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ⅩⅢ因子

血漿分画製剤

後 フィルグラスチムBS注150μgシリンジ｢F｣

フィルグラスチム（遺伝子組換え）［フィルグラスチム後続１］

その他の血液用剤、体液用剤

後 フィルグラスチムBS注300μgシリンジ｢F｣

フィルグラスチム（遺伝子組換え）［フィルグラスチム後続１］

その他の血液用剤、体液用剤

後 フィルグラスチムBS注75μgシリンジ｢F｣

フィルグラスチム（遺伝子組換え）［フィルグラスチム後続１］

その他の血液用剤、体液用剤

プールシンチ注

人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム（９９ｍ 放射性医薬品
Ｔｃ）

フェインジェクト静注500mg

カルボキシマルトース第二鉄

鉄化合物

フェジン静注40mg

含糖酸化鉄

鉄化合物

フェソロデックス筋注250mg

フルベストラント

抗悪性腫瘍用剤

フェンタニルクエン酸塩

その他の合成麻薬

フォリアミン注射液

葉酸

葉酸系

ブスルフェクス点滴静注用60mg

ブスルファン

スルホン酸エステル系抗腫瘍剤

ブチルスコポラミン臭化物

アトロピン系鎮痙剤

プラリア皮下注60mgシリンジ

デノスマブ（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

プリズバインド静注液2.5g

イダルシズマブ（遺伝子組換え）

その他の血液用剤、体液用剤

ブリディオン静注200mg

スガマデクスナトリウム

その他の解毒剤

後 フルオレサイト静注500mg

フルオレセイン

その他の診断用薬

後 フルオロウラシル注1000mg｢トーワ｣

フルオロウラシル

フルオロウラシル系抗腫瘍剤

後 フェンタニル注射液0.1mg｢テルモ｣

後 ブチルスコポラミン臭化物注20mg｢NP｣

2022年6月16日
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薬品名

一般名

薬効分類

フルダラ静注用50mg

フルダラビンリン酸エステル

その他の代謝拮抗剤

フルデカシン筋注25mg

フルフェナジンデカン酸エステル

フェノチアジン系精神安定剤

フルマゼニル

その他の呼吸促進剤

フルマリン静注用1g

フロモキセフナトリウム

オキサセフェム系抗生物質製剤

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

混合アミノ酸製剤

ブレオ注射用15mg

ブレオマイシン塩酸塩

ブレオマイシン系抗腫瘍剤

プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ｢ファイザー｣

デクスメデトミジン塩酸塩

その他の催眠鎮静剤、抗不安薬

プレバイミス点滴静注240mg

レテルモビル

抗ウイルス剤

プロイメンド点滴静注用150mg

ホスアプレピタントメグルミン

鎮吐剤

プログラフ注射液2mg

タクロリムス水和物

その他の代謝性医薬品

プロジフ静注液100

ホスフルコナゾール

その他の化学療法剤

プロジフ静注液400

ホスフルコナゾール

その他の化学療法剤

プロスタルモン・F注射液1000

ジノプロスト

その他のホルモン剤

プロスタンディン注射用20μg

アルプロスタジル アルファデクス

その他の循環器官用剤

プロスタンディン点滴静注用500μg

アルプロスタジル アルファデクス

その他の循環器官用剤

後 フルマゼニル注射液0.5mg｢F｣

後 フロセミド注20mg｢トーワ｣

フロセミド

その他の利尿剤

プロタノールL注0.2mg

ｌ－イソプレナリン塩酸塩

その他の強心剤

プロタミン硫酸塩静注100mg｢モチダ｣

プロタミン硫酸塩

その他の止血剤

後 プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg｢サワイ｣

プロチレリン酒石酸塩水和物

内分泌機能検査用試薬

後 プロチレリン酒石酸塩注射液2mg｢サワイ｣

プロチレリン酒石酸塩水和物

内分泌機能検査用試薬

プロハンス静注シリンジ13mL

ガドテリドール

その他の診断用薬

プロハンス静注シリンジ17mL

ガドテリドール

その他の診断用薬

後 プロポフォール静注1%20mL｢マルイシ｣

プロポフォール

その他の全身麻酔剤

後 プロポフォール静注1%50mL｢マルイシ｣

プロポフォール

その他の全身麻酔剤

後 ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg｢タイヨー｣

ブロムヘキシン塩酸塩

ブロムヘキシン系去たん剤

ペガシス皮下注180μg

ペグインターフェロンアルファ－２ａ（遺伝子組換え）

その他の生物学的製剤

ペガシス皮下注90μg

ペグインターフェロンアルファ－２ａ（遺伝子組換え）

その他の生物学的製剤

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）

抗悪性腫瘍用剤

ベクルリー点滴静注用100mg

レムデシビル

抗ウイルス剤

後 ベクロニウム静注用10mg｢F｣

ベクロニウム臭化物

その他の骨格筋弛緩剤

後 ベクロニウム静注用4mg｢F｣

ベクロニウム臭化物

その他の骨格筋弛緩剤

ベスポンサ点滴静注用1mg

イノツズマブ オゾガマイシン（遺伝子組換え）

その他の抗腫瘍性抗生物質製剤

ペチジン塩酸塩注射液50mg｢タケダ｣

ペチジン塩酸塩

フェニルピペリジン系合成麻薬

ベナンバックス注用300mg

ペンタミジンイセチオン酸塩

その他の抗原虫剤

ヘパティメージ注

Ｎ－ピリドキシル－５－メチルトリプトファンテクネチウム（９９ｍ 放射性医薬品
Ｔｃ）

後 ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL｢サワイ｣

ヘパリンカルシウム

ヘパリン系血液凝固阻止剤
2022年6月16日
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薬品名
後 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ｢オーツカ｣5mL
ヘパリンNa注5千単位/5mL｢モチダ｣

一般名

薬効分類

ヘパリンナトリウム

ヘパリン系血液凝固阻止剤

ヘパリンナトリウム

ヘパリン系血液凝固阻止剤

後 ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL｢ニプロ｣

ヘパリンナトリウム

ヘパリン系血液凝固阻止剤

後 ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL｢NP｣

ヘパリンナトリウム

ヘパリン系血液凝固阻止剤

後 ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ｢モチダ｣

ヘパリンカルシウム

ヘパリン系血液凝固阻止剤

ヘブスブリンIH静注1000単位

ポリエチレングリコール処理抗ＨＢｓ人免疫グロブリン

血漿分画製剤

ヘプタバックス－2水性懸濁注シリンジ0.25mL

組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来）

ウイルスワクチン

ヘプタバックス－2水性懸濁注シリンジ0.5mL

組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来）

ウイルスワクチン

ベラパミル塩酸塩

その他の抗不整脈薬

ベルケイド注射用3mg

ボルテゾミブ

抗悪性腫瘍用剤

ヘルニコア椎間板注用1.25単位

コンドリアーゼ

その他の代謝性医薬品

ベンゾダイン注

イオマゼニル（１２３Ｉ）

放射性医薬品

ベンリスタ点滴静注用120mg

ベリムマブ（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

ベンリスタ点滴静注用400mg

ベリムマブ（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

ホストイン静注750mg

ホスフェニトインナトリウム水和物

ヒダントイン系抗てんかん剤

後 ホスホマイシンNa静注用1g｢タカタ｣

ホスホマイシンナトリウム

ホスホマイシン系抗生物質製剤

後 ホスホマイシンNa静注用2g｢タカタ｣

ホスホマイシンナトリウム

ホスホマイシン系抗生物質製剤

ボスミン注1mg

アドレナリン

エピネフリン系副腎ホルモン剤

ポテリジオ点滴静注20mg

モガムリズマブ（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

ボトックス注用50単位

Ａ型ボツリヌス毒素

その他の骨格筋弛緩剤

ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL

塩酸レボブピバカイン

キシリジン系局所麻酔剤

ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL

塩酸レボブピバカイン

キシリジン系局所麻酔剤

ポライビー点滴静注用140mg

ポラツズマブ ベドチン（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

ポライビー点滴静注用30mg

ポラツズマブ ベドチン（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

ポララミン注5mg

クロルフェニラミンマレイン酸塩

その他の抗ヒスタミン剤

ホリゾン注射液10mg

ジアゼパム

ベンゾジアゼピン系催眠剤

ポリドカスクレロール1%注2mL

ポリドカノール

その他の止血剤

ボルベン輸液6%

ヒドロキシエチルデンプン１３００００

その他の血液代用剤

ボンビバ静注1mgシリンジ

イバンドロン酸ナトリウム水和物

その他の代謝性医薬品

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

キシリジン系局所麻酔剤

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

キシリジン系局所麻酔剤

マイオビュー｢注射用｣

テトロホスミンテクネチウム（９９ｍＴｃ）

放射性医薬品

マイオビュー注シリンジ

テトロホスミンテクネチウム（９９ｍＴｃ）

放射性医薬品

マイトマイシン注用2mg

マイトマイシンＣ

マイトマイシンC系抗腫瘍剤

マイロターグ点滴静注用5mg

ゲムツズマブオゾガマイシン（遺伝子組換え）

その他の抗腫瘍性抗生物質製剤

マキュエイド眼注用40mg

トリアムシノロンアセトニド

その他の眼科用剤

マグセント注100mL

硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖

その他の泌尿器、生殖器、肛門用薬

後 ベラパミル塩酸塩静注5mg｢タイヨー｣
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薬品名

一般名

薬効分類

マンニットT注15%

Ｄ－マンニトール

その他の循環器官用剤

ミオMIBG－I123注射液

メタヨードベンジルグアニジン（１２３Ｉ）

放射性医薬品

ミカファンギンナトリウム

その他の抗カビ用抗生物質

ミダゾラム

その他の抗てんかん剤

後 ミカファンギンNa点滴静注用50mg｢明治｣
ミダフレッサ静注0.1%
後 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg｢日医工｣

ミノサイクリン塩酸塩

テトラサイクリン系抗生物質製剤

ミラクリッド注射液10万単位

ウリナスタチン

その他の代謝性医薬品

ミラクリッド注射液5万単位

ウリナスタチン

その他の代謝性医薬品

ミルセラ注シリンジ100μg

エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

ミルセラ注シリンジ25μg

エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

ミルセラ注シリンジ50μg

エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

ミルリノン

その他の強心剤

炭酸水素ナトリウム

その他の解毒剤

後 ミルリノン注10mg｢タカタ｣
メイロン静注8.4%
後 メコバラミン注500μg｢NP｣

メコバラミン

ビタミンB12剤

メジテック

過テクネチウム酸ナトリウム（９９ｍＴｃ）

放射性医薬品

メソトレキセート点滴静注液1000mg

メトトレキサート

メトトレキサート系抗腫瘍剤

メソトレキセート点滴静注液200mg

メトトレキサート

メトトレキサート系抗腫瘍剤

メトクロプラミド

その他の消化器官用薬

メナクトラ筋注

４価髄膜炎菌ワクチン（ジフテリアトキソイド結合体）

細菌ワクチン

メルカゾール注10mg

チアマゾール

抗甲状腺ホルモン剤

後 メロペネム点滴静注用0.25g｢NP｣

メロペネム水和物

その他の抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤

後 メロペネム点滴静注用0.5g｢NP｣

後 メトクロプラミド注10mg｢テバ｣

メロペネム水和物

その他の抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤

モゾビル皮下注24mg

プレリキサホル

その他の血液用剤、体液用剤

モリヘパミン点滴静注

肝不全用アミノ酸製剤

混合アミノ酸製剤

モルヒネ塩酸塩注射液10mg｢シオノギ｣

モルヒネ塩酸塩水和物

モルヒネ系麻薬

ヤーボイ点滴静注液50mg

イピリムマブ（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g

滅菌調整タルク

その他の腫瘍用薬

ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL

ラブリズマブ（遺伝子組換え）

その他の生物学的製剤

ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL

ラブリズマブ（遺伝子組換え）

その他の生物学的製剤

ヨンデリス点滴静注用0.25mg

トラベクテジン

抗悪性腫瘍用剤

ヨンデリス点滴静注用1mg

トラベクテジン

抗悪性腫瘍用剤

ライゾデグ配合注フレックスタッチ

インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・インスリン アスパルト 膵臓ホルモン剤
（遺伝子組換え）

後 ラクテックD輸液

ブドウ糖加乳酸リンゲル

その他の血液代用剤

ラジカット点滴静注バッグ30mg

エダラボン

その他の中枢神経系用薬

ラシックス注100mg

フロセミド

その他の利尿剤

ラスリテック点滴静注用7.5mg

ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）

その他の酵素製剤

ラニチジン塩酸塩

H2遮断型消化性潰瘍用剤

後 ラニチジン注射液50mg｢タイヨー｣

2022年6月16日
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薬品名

一般名

薬効分類

ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg

ペラミビル水和物

抗ウイルス剤

ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg

ペラミビル水和物

抗ウイルス剤

ランタスXR注ソロスター

インスリングラルギン（遺伝子組換え）

膵臓ホルモン剤

ランマーク皮下注120mg

デノスマブ（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

リクラスト点滴静注液5mg

ゾレドロン酸水和物

その他の代謝性医薬品

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）

その他の血液凝固阻止剤

リサイオ点滴静注液100mg

チオテパ

エチレンイミン系抗腫瘍剤

リスモダンP静注50mg

リン酸ジソピラミド

その他の抗不整脈薬

リゾビスト注

フェルカルボトラン

その他の診断用薬

リツキサン点滴静注100mg

リツキシマブ（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

リツキサン点滴静注500mg

リツキシマブ（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍用剤

後 リツキシマブBS点滴静注100mg｢KHK｣

リツキシマブ（遺伝子組換え）［リツキシマブ後続１］

抗悪性腫瘍用剤

後 リツキシマブBS点滴静注500mg｢KHK｣

リツキシマブ（遺伝子組換え）［リツキシマブ後続１］

抗悪性腫瘍用剤

後 リドカイン静注用2%シリンジ｢テルモ｣

リドカイン塩酸塩

その他の抗不整脈薬

後 リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg｢オーハラ｣

リトドリン塩酸塩

その他の泌尿器、生殖器、肛門用薬

ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル

ヨウ素化合物系Ｘ線造影剤

チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

その他の混合ビタミン剤

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

その他のホルモン剤

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

その他のホルモン剤

後 リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg｢NP｣

リュープロレリン酢酸塩

その他のホルモン剤

後 リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg｢NP｣

リピオドール480注10mL
後 リメファー3B注射液

リュープロレリン酢酸塩

その他のホルモン剤

リンデロン注2mg（0.4%）

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

フッ素付加副腎皮質ホルモン剤

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

その他の血液代用剤

ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL

ラニビズマブ（遺伝子組換え）

その他の眼科用剤

ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL

ラニビズマブ（遺伝子組換え）

その他の眼科用剤

ルミセフ皮下注210mgシリンジ

ブロダルマブ（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

ルムジェブ注100単位/mL

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）

膵臓ホルモン剤

ルムジェブ注ミリオペン

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）

膵臓ホルモン剤

レギチーン注射液5mg

フェントラミンメシル酸塩

その他の診断用薬

レスピア静注・経口液60mg

無水カフェイン

カフェイン系強心剤

レパーサ皮下注140mgペン

エボロクマブ（遺伝子組換え）

その他の高脂血症用剤

レペタン注0.2mg

ブプレノルフィン塩酸塩

その他の解熱鎮痛消炎剤

レベミル注フレックスペン

インスリンデテミル（遺伝子組換え）

膵臓ホルモン剤

後 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL｢DSEP｣

レボフロキサシン水和物

ピリドンカルボン酸系合成抗菌剤

後 レボホリナート点滴静注用100mg｢ヤクルト｣

レボホリナートカルシウム

その他の解毒剤

後 レボホリナート点滴静注用25mg｢ヤクルト｣

レボホリナートカルシウム

その他の解毒剤

インフリキシマブ（遺伝子組換え）

その他の消化器官用薬

レミケード点滴静注用100
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薬品名

一般名

薬効分類

レミフェンタニル塩酸塩

その他の合成麻薬

ロイコボリン注3mg

ホリナートカルシウム

その他の解毒剤

ロイナーゼ注用5000

Ｌ－アスパラギナーゼ

抗悪性腫瘍用剤

後 ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL｢F｣

ロクロニウム臭化物

その他の骨格筋弛緩剤

後 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL｢F｣

ロクロニウム臭化物

その他の骨格筋弛緩剤

後 ロゼウス静注液10mg

ビノレルビン酒石酸塩

抗腫瘍性植物成分製剤

後 ロゼウス静注液40mg

ビノレルビン酒石酸塩

抗腫瘍性植物成分製剤

ロピオン静注50mg

フルルビプロフェンアキセチル

その他の解熱鎮痛消炎剤

ロミプレート皮下注250μg調製用

ロミプロスチム（遺伝子組換え）

その他の代謝性医薬品

後 レミフェンタニル静注用2mg｢第一三共｣

後 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

その他の抗グラム陽性・陰性菌用抗生物質製剤

ワゴスチグミン注0.5mg

ネオスチグミンメチル硫酸塩

ネオスチグミン系ACE阻害剤

ヱフェドリン｢ナガヰ｣注射液40mg

エフェドリン塩酸塩

エフェドリン系及びマオウ製剤鎮咳剤

一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用

精製ツベルクリン

精製ツベルクリン

塩化Na補正液2.5mEq/mL

塩化ナトリウム

その他の血液代用剤

塩化インジウム（111In）注＊（日本メジフィジックス）

塩化インジウム（１１１Ｉｎ）

放射性医薬品

塩化タリウム（201Tl）注NMP

塩化タリウム（２０１Ｔｌ）

放射性医薬品

塩化タリウム－Tl201注射液

塩化タリウム（２０１Ｔｌ）

放射性医薬品

後 塩化ナトリウム注10%シリンジ｢テルモ｣

塩化ナトリウム

その他の血液代用剤

乾燥まむし抗毒素｢KMB｣

乾燥まむしウマ抗毒素

抗毒素

強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL

グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤

その他の肝臓疾患用剤

献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL

ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

血漿分画製剤

献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL

ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

血漿分画製剤

献血グロベニン－I静注用2500mg

乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

血漿分画製剤

献血ノンスロン1500注射用

乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ

血漿分画製剤

献血ノンスロン500注射用

乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ

血漿分画製剤

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

血漿分画製剤

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

血漿分画製剤

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

血漿分画製剤

抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍｢JB｣

乾燥抗Ｄ（Ｒｈｏ）人免疫グロブリン

血漿分画製剤

抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL｢JB｣

抗ＨＢｓ人免疫グロブリン

血漿分画製剤

照射赤血球液－LR｢日赤｣

人赤血球液

血液成分製剤

照射洗浄赤血球液－LR｢日赤｣

洗浄人赤血球液

血液成分製剤

照射濃厚血小板HLA－LR｢日赤｣

人血小板濃厚液ＨＬＡ

血液成分製剤

照射濃厚血小板－LR｢日赤｣

人血小板濃厚液

血液成分製剤

新鮮凍結血漿－LR｢日赤｣120

新鮮凍結人血漿

血液成分製剤

新鮮凍結血漿－LR｢日赤｣240

新鮮凍結人血漿

血液成分製剤

新鮮凍結血漿－LR｢日赤｣480

新鮮凍結人血漿

血液成分製剤
2022年6月16日
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薬品名

一般名

薬効分類

水溶性プレドニン10mg

プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

プレドニゾロン系副腎ホルモン剤

生食液NS

生理食塩液

生理食塩液類

後 生食注シリンジ｢NP｣

生理食塩液

生理食塩液類

後 生食注シリンジ｢オーツカ｣20mL

生理食塩液

生理食塩液類

生理食塩液PL｢フソー｣

生理食塩液

生理食塩液類

静注用キシロカイン2%

リドカイン

キシリジン系局所麻酔剤

静注用フローラン0.5mg

エポプロステノールナトリウム

その他の循環器官用剤

静注用フローラン専用溶解液

エポプロステノールナトリウム専用溶解液

その他の循環器官用剤

静注用マグネゾール20mL

硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖

マグネシウム塩系鎮痙剤

赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL

人血清アルブミン

血漿分画製剤

大塚蒸留水

注射用水

溶解剤（精製水類）

大塚生食注

生理食塩液

生理食塩液類

後 大塚生食注2ポート100mL

生理食塩液

生理食塩液類

大塚糖液10%

ブドウ糖

ブドウ糖製剤

大塚糖液20%

ブドウ糖

ブドウ糖製剤

大塚糖液5%

ブドウ糖

ブドウ糖製剤

大塚糖液5%TN

ブドウ糖

ブドウ糖製剤

大塚糖液50%

ブドウ糖

ブドウ糖製剤

注射用GHRP科研100

プラルモレリン塩酸塩

内分泌機能検査用試薬

注射用イホマイド1g

イホスファミド

クロルエチルアミン系抗腫瘍剤

注射用エラスポール100

シベレスタットナトリウム水和物

その他の代謝性医薬品

注射用エンドキサン500mg

シクロホスファミド水和物

クロルエチルアミン系抗腫瘍剤

注射用サイメリン100mg

ラニムスチン

その他のアルキル化剤

注射用サイメリン50mg

ラニムスチン

その他のアルキル化剤

注射用フィルデシン1mg

ビンデシン硫酸塩

抗腫瘍性植物成分製剤

注射用フサン10

ナファモスタットメシル酸塩

その他の代謝性医薬品

注射用フサン50

ナファモスタットメシル酸塩

その他の代謝性医薬品

注射用ペニシリンGカリウム100万単位

ベンジルペニシリンカリウム

ペニシリン系抗生物質

注射用マキシピーム1g

セフェピム塩酸塩水和物

セフェム系抗生物質製剤

注射用メソトレキセート50mg

メトトレキサート

メトトレキサート系抗腫瘍剤

注射用メソトレキセート5mg

メトトレキサート

メトトレキサート系抗腫瘍剤

沈降破傷風トキソイド｢生研｣

沈降破傷風トキソイド

トキソイド

デキストラン４０・ブドウ糖

その他の血液代用剤

ホスカルネットナトリウム水和物

抗ウイルス剤

後 低分子デキストラン糖注＊（大塚製薬工場）
点滴静注用ホスカビル注24mg/mL
後 乳酸ビペリデン注5mg｢ヨシトミ｣

乳酸ビペリデン

ビペリデン系抗パーキンソン薬

硫酸Mg補正液1mEq/mL

硫酸マグネシウム水和物

マグネシウム塩系鎮痙剤

硫酸ストレプトマイシン注射用1g｢明治｣

ストレプトマイシン硫酸塩

ストレプトマイシン系抗生物質製剤
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