
投与区分 医薬品名 規格単位 会社名
外用 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 5%10g 東豊=日医工=吉田製薬
外用 AZ点眼液0.02% 0.02%5mL1瓶 ゼリア
外用 SPトローチ0.25mg「明治」 0.25mg1錠 MeijiSeika
外用 イソプロ-50%消毒液「シオエ」 50%10mL シオエ=日本新薬
外用 イソプロ-70%消毒液「シオエ」 70%10mL シオエ=日本新薬
外用 オペガードネオキット眼灌流液0.0184% 500mL1キット 千寿=大塚製薬=武田
外用 カリーユニ点眼液0.005% 0.005%5mL1瓶 参天
外用 キシロカインポンプスプレー8% 1g アスペン
外用 グリセリン浣腸「オヲタ」60 50%60mL1個 帝國製薬=日医工
外用 グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 50%30mL1個 帝國製薬=日医工
外用 ケンエーアクリノール液0.1 0.1%10mL 健栄
外用 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 綿型5.1cm×2.5cm1枚 ジョンソン
外用 スクロードパスタ 1g 共和薬品=丸石
外用 ツロブテロールテープ1mg「HMT」 1mg1枚 久光
外用 ツロブテロールテープ2mg「HMT」 2mg1枚 久光
外用 ハイポエタノール液2%「ヨシダ」 10mL 吉田製薬
外用 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」 0.1%5mL1瓶 ファイザー
外用 ビスコート0.5眼粘弾剤 0.5mL1筒 アルコン
外用 フローレス眼検査用試験紙0.7mg 1枚 あゆみ製薬
外用 プロビスク0.85眼粘弾剤1% 1%0.85mL1筒 アルコン
外用 ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」 7.5%10mL MeijiSeika
外用 ポビドンヨード外用液10%「明治」 10%10mL MeijiSeika
外用 ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「ファイザー」 7cm×10cm1枚 大石=ファイザー
外用 消毒用エタノール液IP 10mL 健栄
外用 硝酸イソソルビドテープ40mg「テイコク」 40mg1枚 帝國製薬=日医工
注射 アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 0.1%1mL1筒 テルモ
注射 イントラリポス輸液20% 20%100mL1袋 大塚工場=大塚製薬
注射 エダラボン点滴静注液30mg「ケミファ」 30mg20mL1管 ケミファ
注射 エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」 3,000国際単位2mL1筒 JCR=キッセイ
注射 オザグレルNa点滴静注液20mg「ケミファ」 20mg1mL1管 日本薬工=ケミファ
注射 ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「AFP」 100mg1瓶 共創未来ファーマ=アルフレッサファーマ
注射 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「FFP」 3mg100mL1袋 シオノ=富士フイルムファーマ
注射 グリファーゲン静注20mL 20mL1管 日医工ファーマ=日医工
注射 グリポーゼ配合点滴静注 200mL1瓶 扶桑
注射 サイリジン注 10mL1管 コーアイセイ
注射 シベレスタットNa点滴静注用100mg「ファイザー」 100mg1瓶 マイラン=ファイザー
注射 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 1g1瓶 日医工
注射 セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」 1g1瓶 日医工ファーマ=日医工
注射 セフロニック静注用1g (1g)1瓶 武田テバファーマ=武田
注射 ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「テバ」 4mg5mL1瓶 武田テバファーマ
注射 タゾピペ配合静注用4.5「ファイザー」 (4.5g)1瓶 マイラン=ファイザー
注射 ダルテパリンNa静注2500単位/10mLシリンジ「ニプロ」 2,500低分子ヘパリン国際単位10mL1筒 ニプロ
注射 ニカルジピン塩酸塩注10mg「タイヨー」 10mg10mL1管 武田テバファーマ=武田
注射 ニカルジピン塩酸塩注2mg「タイヨー」 2mg2mL1管 武田テバファーマ=武田
注射 ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」 25mg50mL1筒 トーアエイヨー=アステラス
注射 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」 0.5g1瓶 小林化工=MeijiSeika
注射 ピシリバクタ静注用1.5g (1.5g)1瓶 日医工=ケミファ
注射 ピペラシリンNa注射用1g「テバ」 1g1瓶 武田テバファーマ=武田
注射 フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「モチダ」 150μg0.6mL1筒 持田販売=持田
注射 フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」 75μg0.3mL1筒 持田販売=持田
注射 フルオレサイト静注500mg 10%5mL1瓶 ノバルティス=アルコンファーマ
注射 フロセミド注20mg「武田テバ」 20mg1管 武田テバファーマ=武田
注射 プロポフォール1%静注100mL「ファイザー」 1g100mL1瓶 マイラン=ファイザー
注射 プロポフォール1%静注20mL「ファイザー」 200mg20mL1管 マイラン=ファイザー
注射 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「テバ」 1,000単位10mL1筒 武田テバファーマ=武田
注射 ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ12mL「ニプロ」 3,000単位12mL1筒 ニプロ
注射 ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ16mL「ニプロ」 4,000単位16mL1筒 ニプロ
注射 ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」 5,000単位20mL1筒 ニプロ
注射 ミダゾラム注射液10mg「テバ」 10mg2mL1管 武田テバファーマ=武田
注射 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」 100mg1瓶 日医工
注射 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用125mg「AFP」 125mg1瓶(溶解液付) 共創未来ファーマ=アルフレッサファーマ
注射 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用500mg「AFP」 500mg1瓶(溶解液付) 共創未来ファーマ=アルフレッサファーマ
注射 リプラス1号輸液 500mL1袋 扶桑
注射 リプラス1号輸液 200mL1袋 扶桑
注射 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 500mg100mL1キット 第一三共エスファ
注射 レボホリナートカルシウム点滴静注用25mg「サンド」 25mg1瓶 サンド
注射 塩酸ドパミン注キット600 0.3%200mL1袋 共和クリティケア=持田
内服 アーガメイト20%ゼリー25g 20%25g1個 三和化学=アステラス
内服 アズクレニンS配合顆粒 1g 長生堂=日本ジェネリック
内服 アミノバクト配合顆粒 4.74g1包 日医工
内服 アムロジピン錠5mg「ケミファ」 5mg1錠 日本薬工=ケミファ
内服 アルセノール錠25 25mg1錠 原沢=サンド
内服 アレンドロン酸錠35mg「アメル」 35mg1錠 共和薬品=三和化学
内服 アロプリノール錠100mg「ケミファ」 100mg1錠 ケミファ
内服 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「アメル」 15mg1錠 共和薬品
内服 イルアミクス配合錠LD「DSPB」 1錠 DSPバイオ=大日本住友=DSPプロモ
内服 ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」 100mg1錠 日本ジェネリック
内服 ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」 50mg1錠 日本ジェネリック
内服 エチゾラム錠0.5mg「日医工」 0.5mg1錠 日医工
内服 エトドラク錠200mg「タイヨー」 200mg1錠 武田テバファーマ=武田
内服 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「フソー」 5mg1錠 ダイト=扶桑
内服 オーペグ配合内用剤 1袋 日医工
内服 オメプラゾール錠10mg「ケミファ」 10mg1錠 シオノ=ケミファ



内服 カデチア配合錠HD「あすか」 1錠 あすか製薬=武田
内服 カモスタットメシル酸塩錠100mg「アメル」 100mg1錠 共和薬品
内服 カリジノゲナーゼ錠50単位「テバ」 50単位1錠 武田テバファーマ=武田
内服 カルフィーナ錠0.25μg 0.25μg1錠 共和薬品=マルホ
内服 カルフィーナ錠1.0μg 1μg1錠 共和薬品=マルホ
内服 カルボシステイン錠250mg「サワイ」 250mg1錠 沢井
内服 カロナール細粒20% 20%1g あゆみ製薬
内服 カロナール錠200 200mg1錠 あゆみ製薬
内服 カンデサルタン錠8mg「ケミファ」 8mg1錠 ケミファ=日本薬工
内服 クエチアピン錠25mg「ファイザー」 25mg1錠 ファイザー
内服 クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 鉄50mg1錠 沢井
内服 グリメピリド錠1mg「ケミファ」 1mg1錠 日本薬工=ケミファ
内服 クロチアゼパム錠5mg「サワイ」 5mg1錠 沢井
内服 クロピドグレル錠25mg「明治」 25mg1錠 高田=MeijiSeika
内服 クロピドグレル錠75mg「三和」 75mg1錠 日本薬工=三和化学
内服 ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」 25mg1錠 武田テバファーマ=武田
内服 シメチジン錠200mg「日医工」 200mg1錠 日医工
内服 シロスタゾール錠100mg「JG」 100mg1錠 日本ジェネリック
内服 スピロノラクトン錠25mg「日医工」 25mg1錠 日医工
内服 スルピリド錠50mg(TYK) 50mg1錠 武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田=ファイザー=ニプロ
内服 セルトラリン錠25mg「杏林」 25mg1錠 キョーリンリメディオ=杏林
内服 センナリド錠12mg 12mg1錠 サンド=三和化学
内服 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSP」 5mg1錠 大日本住友
内服 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 0.2mg1錠 MeijiSeika
内服 チアプリド塩酸塩錠50mg「アメル」 50mg1錠 共和薬品
内服 チクロピジン塩酸塩錠100mg「杏林」 100mg1錠 キョーリンリメディオ=杏林
内服 ドネペジル塩酸塩錠3mg「ケミファ」 3mg1錠 ケミファ=日本薬工
内服 ドネペジル塩酸塩錠5mg「ケミファ」 5mg1錠 ケミファ=日本薬工
内服 ドパコール配合錠L100 1錠 ダイト=扶桑=日医工
内服 ドンペリドン錠10mg「アメル」 10mg1錠 共和薬品
内服 ナフトピジルOD錠25mg「EE」 25mg1錠 エルメッドエーザイ
内服 ナフトピジルOD錠75mg「EE」 75mg1錠 エルメッドエーザイ
内服 ニコランジル錠5mg「トーワ」 5mg1錠 東和薬品=ニプロES
内服 ニセルゴリン錠5mg「アメル」 5mg1錠 共和薬品
内服 ニトロペン舌下錠0.3mg 0.3mg1錠 日本化薬
内服 ニフェジピンCR錠20mg「ZE」 20mg1錠 全星
内服 バイアスピリン錠100mg 100mg1錠 バイエル
内服 バファリン配合錠A81 81mg1錠 ライオン=エーザイ
内服 バラシクロビル錠500mg「明治」 500mg1錠 MeijiSeika
内服 バルサルタン錠80mg「Me」 80mg1錠 Meファルマ
内服 バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 40%1g 小林化工=エルメッドエーザイ
内服 ハルラック錠0.25mg 0.25mg1錠 富士薬品=共和薬品
内服 パロキセチン錠10mg「ケミファ」 10mg1錠 ケミファ=日本薬工
内服 バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」 500mg1瓶 小林化工=MeijiSeika
内服 ピオグリタゾン錠30mg「DSEP」 30mg1錠 第一三共エスファ
内服 ビオフェルミンR錠 1錠 ビオフェルミン=武田
内服 ビオフェルミン錠剤 1錠 ビオフェルミン=武田
内服 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 0.75%1mL 長生堂=日本ジェネリック=コーアイセイ
内服 ピモベンダン錠1.25mg「TE」 1.25mg1錠 トーアエイヨー=アステラス
内服 ファモチジン錠10mg「ケミファ」 10mg1錠 シオノ=ケミファ=日本薬工
内服 ファモチジン錠20「サワイ」 20mg1錠 沢井
内服 フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「ファイザー」 60mg1錠 ファイザー
内服 プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」 10mg1錠 日本薬工=ケミファ
内服 フロセミド錠20mg「武田テバ」 20mg1錠 武田テバファーマ=武田
内服 ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 0.25mg1錠 田辺三菱=吉富薬品
内服 プロピベリン塩酸塩錠10mg「NS」 10mg1錠 日新製薬=ケミファ
内服 ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 200mg1錠 沢井=扶桑
内服 ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 40mg1錠 武田テバファーマ=武田
内服 ベラプロストナトリウム錠20μg「日医工」 20μg1錠 日医工
内服 ヘルラートL錠20 20mg1錠 京都=アルフレッサファーマ
内服 ボグリボース錠0.2mg「ケミファ」 0.2mg1錠 日本薬工=ケミファ
内服 マグミット錠330mg 330mg1錠 協和化学=シオエ=丸石=日医工
内服 マグミット錠500mg 500mg1錠 協和化学=シオエ=丸石=日医工
内服 ミオリラーク錠50mg 50mg1錠 共和薬品
内服 メトトレキサート錠2mg「タナベ」 2mg1錠 田辺三菱
内服 モサプリドクエン酸塩錠5mg「ケミファ」 5mg1錠 ケミファ=日本薬工
内服 モンテルカスト錠10mg「KM」 10mg1錠 キョーリンリメディオ=杏林
内服 ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」 15mg1錠 シオノ=ケミファ=日本薬工
内服 ランソプラゾールOD錠30mg「ケミファ」 30mg1錠 シオノ=ケミファ=日本薬工
内服 リスペリドン内用液1mg/mL「MEEK」 0.1%1mL 小林化工=MeijiSeika
内服 リファンピシンカプセル150mg「サンド」 150mg1カプセル サンド=日本ジェネリック=ニプロ
内服 リフォロースシロップ65% 65%1mL 武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田
内服 リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 5μg1錠 メディサ=沢井=日本ジェネリック
内服 レチコラン錠500μg 0.5mg1錠 東菱=日医工
内服 レバミピド錠100mg「ケミファ」 100mg1錠 ケミファ
内服 レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 500mg1錠(レボフロキサシンとして) 第一三共エスファ
内服 ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 60mg1錠 エルメッドエーザイ
内服 ロサルタンカリウム錠25mg「ケミファ」 25mg1錠 ケミファ=日本薬工
内服 ロスバスタチンOD錠2.5mg「EE」 2.5mg1錠 エルメッドエーザイ
内服 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 0.5mg1錠 沢井
内服 球形吸着炭カプセル200mg「マイラン」 200mg1カプセル マイラン=マイランEPD=扶桑
内服 球形吸着炭細粒「マイラン」 1g マイラン=マイランEPD=扶桑
内服 経口用トロンビン細粒0.5万単位「サワイ」 5,000単位0.5g1包 沢井
内服 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」 20mg1錠 沢井
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