
採用薬品一覧(内用剤)
物品ＣＤ 物品正式名称 一般名 採用区分メーカーNo 薬価薬価単位

平成29年6月13日現在

薬効小分類

薬効細分類

院内製剤原料§
院内製剤原料15240 結晶乳糖 乳糖1

化粧品§
診療科限定41260 ﾃﾞｨｰｱｰﾙｴｯｸｽＨＱﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ3mL ハイドロキノン2

診療科限定41261 ﾃﾞｨｰｱｰﾙｴｯｸｽＨＱﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ12mL ハイドロキノン3

催眠鎮静剤、抗不安剤112薬効小分類

ベンゾジアゼピン系製剤          薬効細分類 1124

抗不安薬（中間型）§
正規採用10642 アルプラゾラム錠0.4 mg「サワイ」 アルプラゾラム メディサ・沢井4 0.4mg1錠 5.60

院外限定12835 コンスタン0.4mg錠 アルプラゾラム 武田テバ薬品・
武田

5 0.4mg1錠 8.70

院外限定13786 ソラナックス0.8mg錠 アルプラゾラム ファイザー6 0.8mg1錠 14.40

正規採用18840 レキソタン錠2mg ブロマゼパム 中外・エーザイ7 2mg1錠 5.80

正規採用18846 レキソタン細粒1％(10mg/g) ブロマゼパム 中外・エーザイ8 1%1g 26.50

正規採用19044 ロラゼパム錠0.5mg「ｻﾜｲ」 ロラゼパム 沢井9 0.5mg1錠 5.00

抗不安薬（超長時間型）§
院外限定17913 メイラックス錠1mg ロフラゼプ酸エチル ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ10 1mg1錠 20.10

正規採用17923 メイラックス細粒1％(10mg/g) ロフラゼプ酸エチル ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ11 1%1g 195.00

正規採用18027 ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」 ロフラゼプ酸エチル 沢井12 1mg1錠 7.40

院外限定18856 レスタス錠2mg フルトプラゼパム 日本ジェネリッ
ク

13 2mg1錠 19.20

抗不安薬（長時間型）§
正規採用13550 セパゾン錠2mg クロキサゾラム 第一三共14 2mg1錠 5.70

正規採用13551 セパゾン散10mg/g クロキサゾラム 第一三共15 1%1g 25.00

正規採用13640 セルシン錠2mg ジアゼパム 武田テバ薬品・
武田

16 2mg1錠 5.90

正規採用13642 セルシンシロップ0.1％(1mg/mL) ジアゼパム 武田テバ薬品・
武田

17 0.1%1mL 16.90

正規採用13702 セレナール錠10mg オキサゾラム 第一三共18 10mg1錠 5.70

正規採用17560 ホリゾン錠5mg ジアゼパム 丸石19 5mg1錠 9.20

正規採用17561 ホリゾン散10mg/g ジアゼパム 丸石20 1%1g 15.30

自律神経調整薬§
院外限定12367 グランダキシン錠50mg トフィソパム 持田21 50mg1錠 14.60

正規採用14772 トフィソパム錠50mg「サワイ」 トフィソパム 沢井22 50mg1錠 5.80

睡眠薬（短時間型）§
正規採用14862 トリアゾラム錠0.125mg「ﾃﾊﾞ」 トリアゾラム 武田テバファー

マ・武田
23 0.125mg1錠 5.60

正規採用17044 ブロチゾラムＯＤ錠0.25mg「ｻﾜｲ」 ブロチゾラム メディサ・沢井24 0.25mg1錠 9.90

睡眠薬（中間型）§
正規採用11317 エスタゾラム錠2 mg「アメル」 エスタゾラム 共和薬品・日医

工
25 2mg1錠 11.30

正規採用17410 ベンザリン錠5mg ニトラゼパム 塩野義・共和薬
品

26 5mg1錠 10.40

正規採用17412 ベンザリン細粒1％(10mg/g) ニトラゼパム 塩野義・共和薬
品

27 1%1g 17.40

院外限定18360 ユーロジン錠2mg エスタゾラム 武田テバ薬品・
武田

28 2mg1錠 14.40

院外限定19034 ロヒプノール錠1mg フルニトラゼパム エーザイ29 1mg1錠 13.30

睡眠薬（長時間型）§
正規採用12312 クアゼパム錠15mg「サワイ」 クアゼパム 沢井30 15mg1錠 39.50

院外限定14854 ドラール錠15mg クアゼパム 久光31 15mg1錠 90.60

不眠症治療薬§
正規採用16946 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 フルニトラゼパム 共和薬品32 1mg1錠 5.60

正規採用16949 フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 フルニトラゼパム 共和薬品33 2mg1錠 5.80

バルビツール酸系及びチオバルビツ薬効細分類 1125

睡眠薬（短時間型）§
正規採用18490 ラボナ錠50mg ペントバルビタールカルシウム 田辺三菱34 50mg1錠 8.70
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鎮静薬・抗てんかん薬§
正規採用16620 フェノバール錠30mg フェノバルビタール 藤永・第一三共35 30mg1錠 6.90

正規採用16622 フェノバールエリキシル0.4％(4mg/mL フェノバルビタール 藤永・第一三共36 0.4%1mL 4.30

正規採用16623 フェノバール散10％(100mg/g) フェノバルビタール 藤永・第一三共37 10%1g 8.10

ブロム塩製剤；臭化カリウム等    薬効細分類 1126

鎮静薬・抗てんかん薬§
正規採用13210 臭化カリウム 臭化カリウム 山善38 10g 81.10

その他の催眠鎮静剤，抗不安剤    薬効細分類 1129

抗不安薬（セロトニン1A部分作動薬)§
正規採用13519 セディール錠10mg タンドスピロンクエン酸塩 大日本住友39 10mg1錠 28.80

睡眠薬（短時間型・非ベンゾジアゼピン系）§
正規採用14871 トリクロリールシロップ10％(100mg/mL トリクロホスナトリウム アルフレッサ

ファーマ
40 10%1mL 11.10

睡眠薬（超短時間型・非ベンゾジアゼピン系）§
院外限定10547 アモバン錠7.5mg ゾピクロン サノフィ・日医

工
41 7.5mg1錠 21.60

正規採用13833 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「AA」 ゾルピデム酒石酸塩 あすか製薬・武
田

42 5mg1錠 15.60

院外限定17728 マイスリー錠5mg ゾルピデム酒石酸塩 アステラス43 5mg1錠 40.60

正規採用18807 ルネスタ錠1mg エスゾピクロン エーザイ44 1mg1錠 51.00

院外限定18808 ルネスタ錠2mg エスゾピクロン エーザイ45 2mg1錠 80.90

院外限定18809 ルネスタ錠3mg エスゾピクロン エーザイ46 3mg1錠 102.70

抗てんかん剤113薬効小分類

ヒダントイン系製剤              薬効細分類 1132

ヒダントイン系§
正規採用10692 アレビアチン散10％(100mg/g) フェニトイン(PHT) 大日本住友47 10%1g 11.90

正規採用16322 ヒダントール錠25mg フェニトイン(PHT) 藤永・第一三共48 25mg1錠 11.90

正規採用16323 ヒダントール錠100mg フェニトイン(PHT) 藤永・第一三共49 100mg1錠 12.70

プリミドン系製剤                薬効細分類 1135

バルビツール酸系§
院外限定16885 プリミドン細粒995mg/g「日医工」 プリミドン(PRM) 日医工50 99.5%1g 30.70

スルホンアミド系製剤            薬効細分類 1137

スルホンアミド系§
院外限定11730 オスポロット錠200ｍg スルチアム(ST) 共和薬品51 200mg1錠 23.70

その他の抗てんかん剤            薬効細分類 1139

Dravet症候群治療薬§
診療科・院外限定14533 ディアコミットﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ分包250mg スチリペントール ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ52 250mg1包 521.60

Lennox‐Gastaut症候群治療薬§
院外限定10955 イノベロン錠100mg ルフィナミド エーザイ53 100mg1錠 82.00

院外限定10956 イノベロン錠200mg ルフィナミド エーザイ54 200mg1錠 134.10

イミノスチルベン系§
正規採用14608 テグレトール錠100mg カルバマゼピン(CBZ) サンファーマ・

田辺三菱
55 100mg1錠 7.00

正規採用14610 テグレトール錠200mg カルバマゼピン(CBZ) サンファーマ・
田辺三菱

56 200mg1錠 11.10

正規採用14611 テグレトール細粒50％(500mg/g) カルバマゼピン(CBZ) サンファーマ・
田辺三菱

57 50%1g 23.90

サクシミド系§
院外限定11383 エピレオプチマル散50％(500mg/g) エトスクシミド(ESM) エーザイ58 50%1g 42.00

ベンズイソキサゾール系§
正規採用11268 エクセグラン錠100mg ゾニサミド(ZNS) 大日本住友59 100mg1錠 29.80

正規採用11269 エクセグラン散20％(200mg/g) ゾニサミド(ZNS) 大日本住友60 20%1g 56.50

ベンゾジアゼピン系§
正規採用17724 マイスタン錠10mg クロバザム(CLB) 大日本住友・ア

ルフレッサ
61 10mg1錠 37.40

正規採用17725 マイスタン錠5mg クロバザム(CLB) 大日本住友・ア
ルフレッサ

62 5mg1錠 21.60

正規採用17726 マイスタン細粒1％(10mg/g) クロバザム(CLB) 大日本住友・ア
ルフレッサ

63 1%1g 32.70

正規採用18605 リボトリール錠0.5mg クロナゼパム(CZP) 中外64 0.5mg1錠 9.10

正規採用18606 リボトリール錠2mg クロナゼパム(CZP) 中外65 2mg1錠 24.80

正規採用18608 リボトリール細粒0.1％(1mg/g) クロナゼパム(CZP) 中外66 0.1%1g 14.00
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新規抗てんかん薬§
正規採用10862 イーケプラ錠250mg レベチラセタム ＵＣＢ・大塚製

薬
67 250mg1錠 123.70

正規採用10863 イーケプラ錠500mg レベチラセタム ＵＣＢ・大塚製
薬

68 500mg1錠 202.00

正規採用10864 イーケプラﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ50％(500mg/g レベチラセタム ＵＣＢ・大塚製
薬

69 50%1g 222.00

正規採用11981 ガバペン錠200mg ガバペンチン(GBP) ファイザー70 200mg1錠 40.40

院外限定11982 ガバペン錠300mg ガバペンチン(GBP) ファイザー71 300mg1錠 54.30

院外限定11983 ガバペン錠400mg ガバペンチン(GBP) ファイザー72 400mg1錠 66.30

診療科限定14758 トピナ細粒10％(100mg/g) トピラマート(TPM) 協和発酵キリン73 10%1g 191.90

正規採用14762 トピナ錠50mg トピラマート(TPM) 協和発酵キリン74 50mg1錠 107.80

正規採用14763 トピナ錠100mg トピラマート(TPM) 協和発酵キリン75 100mg1錠 176.00

正規採用14764 トピナ錠25mg トピラマート(TPM) 協和発酵キリン76 25mg1錠 65.60

正規採用16405 ビムパット錠50mg ラコサミド ＵＣＢ・第一三
共

77 50mg1錠 215.60

正規採用16406 ビムパット錠100mg ラコサミド ＵＣＢ・第一三
共

78 100mg1錠 352.00

正規採用16552 フィコンパ錠2 mg ペランパネル水和物 エーザイ79 2mg1錠 189.70

正規採用16553 フィコンパ錠4 mg ペランパネル水和物 エーザイ80 4mg1錠 310.20

診療科・院外限定18491 ラミクタール錠小児用2mg ラモトリギン(LTG) ＧＳＫ81 2mg1錠 14.50

診療科限定18492 ラミクタール錠小児用5mg ラモトリギン(LTG) ＧＳＫ82 5mg1錠 27.80

正規採用18493 ラミクタール錠25mg ラモトリギン(LTG) ＧＳＫ83 25mg1錠 87.00

正規採用18494 ラミクタール錠100mg ラモトリギン(LTG) ＧＳＫ84 100mg1錠 232.70

点頭てんかん治療薬§
診療科限定13019 サブリル散分包500mg ビガバトリン サノフィ・アルフ

レッサファーマ
85 500mg1包 1,487.00

分子脂肪酸系§
正規採用13704 セレニカＲ顆粒40％(400mg/g) バルプロ酸ナトリウム(VPA) 興和・興和創

薬,田辺三菱,吉
86 40%1g 36.70

院外限定13706 セレニカＲ錠200mg バルプロ酸ナトリウム(VPA) 興和・興和創
薬,田辺三菱,吉

87 200mg1錠 22.10

院外限定13707 セレニカＲ錠400mg バルプロ酸ナトリウム(VPA) 興和・興和創
薬,田辺三菱,吉

88 400mg1錠 36.30

正規採用14620 デパケン錠200mg バルプロ酸ナトリウム(VPA) 協和発酵キリン89 200mg1錠 13.50

正規採用14622 デパケンシロップ5％(50mg/mL) バルプロ酸ナトリウム(VPA) 協和発酵キリン90 5%1mL 7.60

正規採用14623 デパケンＲ錠100mg バルプロ酸ナトリウム(VPA) 協和発酵キリン91 100mg1錠 10.30

正規採用14624 デパケンＲ錠200mg バルプロ酸ナトリウム(VPA) 協和発酵キリン92 200mg1錠 16.90

院外限定16025 バレリン錠100mg バルプロ酸ナトリウム(VPA) 大日本住友93 100mg1錠 9.10

解熱鎮痛消炎剤114薬効小分類

アニリン系製剤；メフェナム酸，フ薬効細分類 1141

アセトアミノフェン製剤§
正規採用12144 カロナール錠500mg アセトアミノフェン あゆみ製薬94 500mg1錠 9.80

正規採用12146 カロナール細粒20％(200ｍg/g) アセトアミノフェン あゆみ製薬95 20%1g 8.20

正規採用12147 カロナール錠200ｍg アセトアミノフェン あゆみ製薬96 200mg1錠 7.60

非ステロイド性抗炎症薬：NSAIDs（アントラニル系）§
正規採用17612 ポンタールシロップ3.25％(32.5mg/m メフェナム酸 第一三共97 3.25%1mL 6.40

正規採用17613 ポンタールカプセル250mg メフェナム酸 第一三共98 250mg1カプセ
ル

9.00

サリチル酸系製剤；アスピリン等  薬効細分類 1143

非ステロイド性抗炎症薬：NSAIDs（サリチル酸系)§
正規採用15861 バファリン配合錠Ａ330 ｱｽﾋﾟﾘﾝ/ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ ライオン・エー

ザイ
99 330mg1錠 5.70

インドメタシン製剤              薬効細分類 1145

非ステロイド性抗炎症薬：NSAIDs（インドール酢酸系製剤）§
院外限定11080 インテバンＳＰ25mg インドメタシン 帝國製薬100 25mg1カプセ

ル
7.90

院外限定11115 インフリ－カプセル100mg インドメタシンファルネシル エーザイ101 100mg1カプセ
ル

17.80

フェニル酢酸系製剤              薬効細分類 1147

非ステロイド性抗炎症薬：NSAIDs（フェニル酢酸系）§
正規採用13124 ジクロフェナクNa錠25mg「ｻﾜｲ」 ジクロフェナクナトリウム 沢井102 25mg1錠 5.60

正規採用13138 ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37. ジクロフェナクナトリウム 大原103 37.5mg1カプセ
ル

7.00

院外限定15175 ナボールＳＲカプセル37.5mg ジクロフェナクナトリウム 久光104 37.5mg1カプセ
ル

21.20

塩基性消炎鎮痛剤                薬効細分類 1148

非ステロイド性抗炎症薬：NSAIDs（塩基性）§
正規採用13790 ソランタール錠100mg チアラミド塩酸塩 アステラス105 100mg1錠 12.10

その他の解熱鎮痛消炎剤          薬効細分類 1149

ピリン系/アセトアミノフェン配合剤§
正規採用11312 ＳＧ配合顆粒 ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ/ｱｾﾄｱﾐﾉﾌ 塩野義106 1g 10.80
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ピリン系/エルゴタミン配合剤（片頭痛治療薬）§
院外限定12380 クリアミン配合錠Ａ1.0 ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ/ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ 日医工107 1錠 11.90

神経性疼痛緩和薬(生物組織抽出物)§
正規採用15435 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 日本臓器108 4単位1錠 31.10

非ステロイド性抗炎症薬：NSAIDs（インドール酢酸系）§
正規採用12415 クリノリル錠100mg スリンダク 日医工・杏林109 100mg1錠 13.10

非ステロイド性抗炎症薬：NSAIDs（オキシカム系）§
院外限定16925 フルカムカプセル27mg アンピロキシカム ファイザー110 27mg1カプセ

ル
63.70

正規採用18158 メロキシカム錠10mg「日医工」 メロキシカム 日医工111 10mg1錠 30.60

正規採用19053 ロルカム錠4mg ロルノキシカム 大正製薬・大正
富山

112 4mg1錠 20.80

非ステロイド性抗炎症薬：NSAIDs（コキシブ系）§
正規採用13686 セレコックス錠100mg セレコキシブ アステラス113 100mg1錠 68.50

非ステロイド性抗炎症薬：NSAIDs（ナフタレン系）§
院外限定18925 レリフェン錠400mg ナブメトン 三和化学114 400mg1錠 32.00

非ステロイド性抗炎症薬：NSAIDs（ピラノ酢酸系）§
診療科限定11342 エトドラク錠200mg「トーワ」 エトドラク 東和薬品115 200mg1錠 15.10

非ステロイド性抗炎症薬：NSAIDs（プロピオン酸系）§
正規採用10985 イブプロフェン錠100 mg「タイヨー」 イブプロフェン 武田テバファー

マ・武田
116 100mg1錠 5.00

正規採用15110 ナイキサン錠100mg ナプロキセン 田辺三菱・田辺
販売

117 100mg1錠 7.40

院外限定16950 ブルフェン錠100mg イブプロフェン 科研118 100mg1錠 5.80

院外限定17150 ペオン錠80mg ザルトプロフェン ゼリア119 80mg1錠 17.60

正規採用18973 ロキソプロフェンナトリウム細粒10％「日 ロキソプロフェンナトリウム 日医工120 10%1g 12.70

正規採用18974 ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日 ロキソプロフェンナトリウム 日医工121 60mg1錠 7.80

院外限定18978 ロキソニン錠60mg ロキソプロフェンナトリウム 第一三共122 60mg1錠 15.90

院外限定18979 ロキソニン細粒10％(100ｍg/g) ロキソプロフェンナトリウム 第一三共123 10%1g 29.30

非麻薬性鎮痛薬§
正規採用14823 トラマールＯＤ錠25mg トラマドール塩酸塩 日本新薬124 25mg1錠 38.60

診療科・院外限定14824 トラマールＯＤ錠50mg トラマドール塩酸塩 日本新薬125 50mg1錠 67.80

正規採用17379 ペルタゾン錠25mg 塩酸ペンタゾシン あすか製薬・日
本化薬

126 25mg1錠 36.90

非麻薬性鎮痛薬（徐放性）§
正規採用19160 ワントラム錠100mg トラマドール塩酸塩 日本新薬127 100mg1錠 119.10

非麻薬性鎮痛薬/アセトアミノフェン配合剤§
正規採用14826 トラムセット配合錠 ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩/ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ ヤンセン・持田128 1錠 70.10

抗パーキンソン剤116薬効小分類

アマンタジン製剤                薬効細分類 1161

ドパミン遊離促進薬§
正規採用10489 アマンタジン塩酸塩錠50mg「ｻﾜｲ」 アマンタジン塩酸塩 沢井129 50mg1錠 5.80

正規採用13291 シンメトレル細粒10％(100mg/g) アマンタジン塩酸塩 サンファーマ・
田辺三菱

130 10%1g 49.70

ビペリデン製剤                  薬効細分類 1162

副交感神経遮断（抗コリン）薬§
正規採用10050 アキネトン錠1mg ビペリデン塩酸塩 大日本住友131 1mg1錠 5.60

正規採用10052 アキネトン細粒1％(10mg/g) ビペリデン塩酸塩 大日本住友132 1%1g 29.10

その他の抗パーキンソン剤        薬効細分類 1169

MAO-B（モノアミン酸化酵素）阻害薬§
正規採用11404 エフピーＯＤ錠2.5mg セレギリン塩酸塩 エフピー133 2.5mg1錠 313.40

アデノシンA2A受容体拮抗薬§
正規採用15442 ノウリアスト錠20mg イストラデフィリン 協和発酵キリン134 20mg1錠 782.40

ドパミン受容体刺激薬（麦角系）§
正規採用11975 カバサール錠0.25mg カベルゴリン ファイザー135 0.25mg1錠 73.90

正規採用11976 カバサール錠1.0mg カベルゴリン ファイザー136 1mg1錠 245.50

正規採用16071 パーロデル錠2.5mg ブロモクリプチンメシル酸塩 サンファーマ・
田辺三菱

137 2.5mg1錠 99.40

院外限定17385 ペルマックス錠50µg ペルゴリド 協和発酵キリン138 50μg1錠 45.50

正規採用17386 ペルマックス錠250µg ペルゴリド 協和発酵キリン139 250μg1錠 188.40

ドパミン受容体刺激薬（非麦角系）§
正規採用16261 ビ･シフロール錠0.125mg プラミペキソール塩酸塩水和物 日本ベーリン

ガー
140 0.125mg1錠 45.70
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正規採用16262 ビ･シフロール錠0.5mg プラミペキソール塩酸塩水和物 日本ベーリン
ガー

141 0.5mg1錠 155.40

院外限定17891 ミラペックスＬＡ錠1.5mg プラミペキソール塩酸塩水和物 日本ベーリン
ガー

142 1.5mg1錠 533.70

院外限定17892 ミラペックスＬＡ錠0.375mg プラミペキソール塩酸塩水和物 日本ベーリン
ガー

143 0.375mg1錠 155.50

正規採用18835 レキップＣＲ錠2mg ロピニロール塩酸塩 ＧＳＫ144 2mg1錠 281.20

院外限定18836 レキップＣＲ錠8mg ロピニロール塩酸塩 ＧＳＫ145 8mg1錠 966.00

院外限定18837 レキップ錠1mg ロピニロール塩酸塩 ＧＳＫ146 1mg1錠 202.20

診療科限定18838 レキップ錠0.25ｍg ロピニロール塩酸塩 ＧＳＫ147 0.25mg1錠 58.40

ノルアドレナリン前駆物質§
正規採用14767 ドプスＯＤ錠200mg ドロキシドパ 大日本住友148 200mg1錠 119.80

レボドパ配合剤（DCI（ﾄﾞﾊﾟ脱炭酸酵素）阻害薬/末梢COMT（ｶﾃｺｰﾙ－oﾒﾁﾙﾄﾗﾝｽﾌｪﾗｰｾﾞ）阻害薬配合）§
院外限定13329 スタレボ配合錠L50 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ/ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ水和物/ｴﾝﾀ ノバルティス149 1錠 209.70

院外限定13330 スタレボ配合錠L100 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ/ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ水和物/ｴﾝﾀ ノバルティス150 1錠 209.70

レボドパ配合剤（DCI（ドパ脱炭酸酵素）阻害薬配合）§
正規採用15290 ネオドパストン配合錠Ｌ100mg ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ/ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ水和物(10： 第一三共151 1錠 31.60

正規採用17770 マドパー配合錠 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ/ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞﾄﾞ塩酸塩(4： 中外152 1錠 29.60

レボドパ賦活薬（ベンズイソキサゾール系抗てんかん薬）§
正規採用14996 トレリーフOD錠25mg ゾニサミド 大日本住友153 25mg1錠 1,115.90

抗パーキンソン剤§
診療科限定14655 デュオドーパ配合経腸用液 ①レボドパ ②カルビドパ アッヴィ154 100mL1カセッ

ト
15,004.30

副交感神経遮断（抗コリン）薬§
正規採用10300 アーテン錠2mg トリヘキシフェニジル塩酸塩 ファイザー155 2mg1錠 8.60

正規採用10301 アーテン散1％(10mg/g) トリヘキシフェニジル塩酸塩 ファイザー156 1%1g 18.60

末梢COMT（カテコール-oメチルトランスフェラーゼ）阻害薬§
診療科限定12743 コムタン錠100mg エンタカポン ノバルティス157 100mg1錠 217.30

精神神経用剤117薬効小分類

クロルプロマジン製剤            薬効細分類 1171

定型抗精神病薬（フェノチアジン系・プロピル側鎖）§
正規採用11158 ウインタミン細粒10％(100mg/g) クロルプロマジン塩酸塩 塩野義・共和薬

品
158 10%1g 6.50

正規採用12850 コントミン糖衣錠25mg クロルプロマジン塩酸塩 田辺三菱・吉富
薬品

159 25mg1錠 9.20

フェノチアジン系製剤            薬効細分類 1172

定型抗精神病薬（フェノチアジン系・ピペラジン側鎖）§
院外限定14962 トリラホン散1％(10mg/g） ペルフェナジン 共和薬品160 1%1g 9.70

院外限定14963 トリラホン錠2mg ペルフェナジン 共和薬品161 2mg1錠 9.60

正規採用15470 ノバミン錠5mg プロクロルペラジン 塩野義・共和薬
品

162 5mg1錠 9.60

定型抗精神病薬（フェノチアジン系・ピペリジン側鎖）§
院外限定15250 ニューレプチル錠5mg プロペリシアジン 高田163 5mg1錠 5.60

院外限定15251 ニューレプチル細粒10％(100mg/g) プロペリシアジン 高田164 10%1g 48.90

定型抗精神病薬（フェノチアジン系・プロピル側鎖）§
正規採用16430 ヒルナミン錠5mg レボメプロマジンマレイン酸塩 塩野義・共和薬

品
165 5mg1錠 5.60

正規採用16431 ヒルナミン細粒10％(100mg/g) レボメプロマジンマレイン酸塩 塩野義・共和薬
品

166 10%1g 13.40

正規採用16435 ヒルナミン錠25mg レボメプロマジンマレイン酸塩 塩野義・共和薬
品

167 25mg1錠 5.60

イミプラミン系製剤              薬効細分類 1174

抗うつ薬（三環系）§
診療科限定10391 アナフラニール錠10mg クロミプラミン塩酸塩 アルフレッサ

ファーマ
168 10mg1錠 9.40

正規採用10395 アナフラニール錠25mg クロミプラミン塩酸塩 アルフレッサ
ファーマ

169 25mg1錠 19.20

院外限定14770 トフラニール錠10mg イミプラミン塩酸塩 アルフレッサ
ファーマ

170 10mg1錠 9.60

院外限定14775 トフラニール錠25mg イミプラミン塩酸塩 アルフレッサ
ファーマ

171 25mg1錠 9.90

その他の精神神経用剤            薬効細分類 1179

気分安定薬§
正規採用18580 リーマス錠200mg 炭酸リチウム 大正製薬・大正

富山
172 200mg1錠 19.80

抗うつ薬（NaSSA：ノルアドレナリン・セロトニン作動薬）§
正規採用18571 リフレックス錠15mg ミルタザピン ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ173 15mg1錠 170.80

抗うつ薬（SNRI：セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬）§
正規採用10975 イフェクサーSRカプセル37.5mg ベンラファキシン塩酸塩 ファイザー174 37.5mg1カプセ

ル
157.90

正規採用10976 イフェクサーSRカプセル75mg ベンラファキシン塩酸塩 ファイザー175 75mg1カプセ
ル

265.90
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正規採用13207 サインバルタカプセル20mg デュロキセチン塩酸塩 塩野義・リリー176 20mg1カプセ
ル

173.50

院外限定13208 サインバルタカプセル30mg デュロキセチン塩酸塩 塩野義・リリー177 30mg1カプセ
ル

235.30

院外限定14985 トレドミン錠25mg ミルナシプラン塩酸塩 旭化成ファー
マ・ヤンセン

178 25mg1錠 30.10

抗うつ薬（SSRI：選択的セロトニン再取込阻害薬）§
正規採用13126 ジェイゾロフトOD錠25mg 塩酸セルトラリン ファイザー179 25mg1錠 93.50

院外限定13127 ジェイゾロフトOD錠50mg 塩酸セルトラリン ファイザー180 50mg1錠 161.90

院外限定13128 ジェイゾロフトOD錠100mg 塩酸セルトラリン ファイザー181 100mg1錠 282.70

院外限定14645 デプロメール錠25mg フルボキサミンマレイン酸塩 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ182 25mg1錠 32.50

院外限定14646 デプロメール錠50mg フルボキサミンマレイン酸塩 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ183 50mg1錠 56.00

正規採用15698 パキシルＣＲ錠12.5mg パロキセチン塩酸塩水和物 ＧＳＫ184 12.5mg1錠 92.90

院外限定15699 パキシル錠5mg パロキセチン塩酸塩水和物 ＧＳＫ185 5mg1錠 52.60

正規採用16975 フルボキサミンマレイン酸塩錠25 mg「 フルボキサミンマレイン酸塩 日医工186 25mg1錠 14.40

正規採用16976 フルボキサミンマレイン酸塩錠50 mg「 フルボキサミンマレイン酸塩 日医工187 50mg1錠 25.70

正規採用18851 レクサプロ錠10mg エスシタロプラムシュウ酸塩 持田・田辺三菱188 10mg1錠 216.40

抗うつ薬（その他）§
正規採用14609 デジレル錠25mg トラゾドン塩酸塩 ファイザー189 25mg1錠 16.80

抗うつ薬（三環系）§
正規採用10545 アモキサンカプセル25mg アモキサピン ファイザー190 25mg1カプセ

ル
13.10

正規採用14950 トリプタノール錠10mg アミトリプチリン塩酸塩 日医工191 10mg1錠 9.60

正規採用14955 トリプタノール錠25mg アミトリプチリン塩酸塩 日医工192 25mg1錠 9.60

院外限定17045 プロチアデン25mg ドスレピン塩酸塩 科研・日医工193 25mg1錠 12.20

抗うつ薬（四環系）§
正規採用14616 テトラミド錠10mg ミアンセリン塩酸塩 ＭＳＤ・第一三

共
194 10mg1錠 15.30

正規採用18756 ルジオミ－ル錠10mg マプロチリン塩酸塩 ノバルティス195 10mg1錠 11.50

抗精神病薬（その他）§
正規採用13535 セトウス錠25 mg ゾテピン 高田196 25mg1錠 12.80

院外限定19004 ロドピン錠25mg ゾテピン アステラス197 25mg1錠 20.70

正規採用19006 ロドピン細粒10％(100mg/g) ゾテピン アステラス198 10%1g 76.40

抗不安薬（ベンゾジアゼピン系・短時間型）§
正規採用11333 エチゾラム錠0.5mg「トーワ」 エチゾラム 東和薬品199 0.5mg1錠 6.00

正規採用12533 クロチアゼパム錠5 mg「トーワ」 クロチアゼパム 東和薬品200 5mg1錠 5.60

院外限定14625 デパス錠0.5mg エチゾラム 田辺三菱・吉富
薬品

201 0.5mg1錠 9.00

院外限定18540 リーゼ錠5mg クロチアゼパム 田辺三菱・吉富
薬品

202 5mg1錠 6.30

抗不安薬（非ベンゾジアゼピン系）、H1受容体拮抗薬（第一世代）§
正規採用10250 アタラックス-Ｐカプセル25mg ヒドロキシジンパモ酸塩 ファイザー203 25mg1カプセ

ル
6.20

精神刺激薬§
診療科限定12836 コンサータ錠18mg メチルフェニデート塩酸塩 ヤンセン204 18mg1錠 337.80

院外限定12837 コンサータ錠27mg メチルフェニデート塩酸塩 ヤンセン205 27mg1錠 374.30

診療科・院外限定12838 コンサータ錠36mg メチルフェニデート塩酸塩 ヤンセン206 36mg1錠 402.60

診療科限定18175 モディオダール錠100ｍg モダフィニル アルフレッサ
ファーマ・田辺

207 100mg1錠 404.20

院外限定18550 リタリン錠10ｍg メチルフェニデート塩酸塩 ノバルティス208 10mg1錠 9.60

注意欠陥/多動性障害治療薬（選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害薬）§
院外限定13334 ストラテラ内用液0.4％(100mL/本) アトモキセチン塩酸塩 リリー209 0.4%1mL 209.20

診療科・院外限定13336 ストラテラカプセル5mg アトモキセチン塩酸塩 リリー210 5mg1カプセル 272.50

診療科・院外限定13337 ストラテラカプセル10mg アトモキセチン塩酸塩 リリー211 10mg1カプセ
ル

324.70

診療科・院外限定13338 ストラテラカプセル25mg アトモキセチン塩酸塩 リリー212 25mg1カプセ
ル

409.50

診療科・院外限定13339 ストラテラカプセル40mg アトモキセチン塩酸塩 リリー213 40mg1カプセ
ル

461.20

定型抗精神病薬（ブチロフェノン系）§
正規採用11120 インプロメン錠1mg ブロムペリドール ヤンセン・田辺

三菱,吉富薬品
214 1mg1錠 9.70

正規採用13708 セレネース錠1.5mg ハロペリドール 大日本住友215 1.5mg1錠 9.40

正規採用13710 セレネース錠0.75mg ハロペリドール 大日本住友216 0.75mg1錠 7.80

院外限定13712 セレネース内服液0.2％(2mg/mL) ハロペリドール 大日本住友217 0.2%1mL 20.80

正規採用13714 セレネース細粒1％(10mg/g) ハロペリドール 大日本住友218 1%1g 45.40

院外限定15030 トロペロン錠1mg チミペロン 第一三共・田辺
三菱,吉富薬品

219 1mg1錠 14.30

定型抗精神病薬（ベンザミド系）§
院外限定15995 バルネチール錠100mg スルトプリド塩酸塩 バイエル・大日

本住友
220 100mg1錠 26.10

非定型抗精神病薬（DPA：ドパミンD2受容体部分作動薬）§
正規採用11381 エビリファイ錠3mg アリピプラゾール 大塚製薬221 3mg1錠 82.50

診療科限定11382 エビリファイ錠6mg アリピプラゾール 大塚製薬222 6mg1錠 156.70

正規採用11385 エビリファイ内用液0.1％(3mL/本) アリピプラゾール 大塚製薬223 0.1%1mL 83.40

診療科・院外限定11386 エビリファイ内用液0.1％(1mL/本) アリピプラゾール 大塚製薬224 0.1%1mL 83.40
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非定型抗精神病薬（MARTA：多元受容体作用薬）§
正規採用12318 クエチアピン錠25mg「トーワ」 クエチアピンフマル酸塩 東和薬品225 25mg1錠 14.70

正規採用12319 クエチアピン錠100mg「トーワ」 クエチアピンフマル酸塩 東和薬品226 100mg1錠 49.80

診療科限定12527 クロザリル錠25mg クロザピン ノバルティス227 25mg1錠 87.70

診療科限定12528 クロザリル錠100mg クロザピン ノバルティス228 100mg1錠 309.20

正規採用13129 シクレスト舌下錠5 mg アセナピンマレイン酸塩舌下錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ229 5mg1錠 274.00

正規採用13133 シクレスト舌下錠10 mg アセナピンマレイン酸塩舌下錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ230 10mg1錠 411.00

正規採用13174 ジプレキサザイディス錠2.5mg オランザピン リリー231 2.5mg1錠 138.10

院外限定13176 ジプレキサ錠5mg オランザピン リリー232 5mg1錠 258.30

正規採用13177 ジプレキサザイディス錠5mg オランザピン リリー233 5mg1錠 258.30

院外限定13178 ジプレキサ錠2.5mg オランザピン リリー234 2.5mg1錠 138.10

非定型抗精神病薬（SDA：セロトニン（5HT2）・ドパミンD2拮抗薬）§
正規採用11033 インヴェガ錠3mg パリペリドン ヤンセン235 3mg1錠 253.20

正規採用17401 ペロスピロン塩酸塩錠4 mg「アメル」 ペロスピロン塩酸塩 共和薬品236 4mg1錠 10.10

院外限定18534 リスパダール細粒1％(10mg/g) リスペリドン ヤンセン237 1%1g 247.80

正規採用18537 リスパダール内用液0.1％(1mg/mL) リスペリドン ヤンセン238 0.1%1mL 80.40

正規採用18544 リスペリドンOD錠1mg「トーワ」 リスペリドン 東和薬品239 1mg1錠 16.90

正規採用18545 リスペリドン内用液1mg/1mL分包「ﾌｧ リスペリドン ファイザー240 0.1%1mL1包 56.70

院外限定18830 ルーラン錠4mg ペロスピロン塩酸塩 大日本住友241 4mg1錠 17.80

正規採用19011 ロナセン錠4mg ブロナンセリン 大日本住友242 4mg1錠 147.80

総合感冒剤118薬効小分類

綜合感冒剤                      薬効細分類 1180

総合感冒薬（非ピリン系）§
正規採用16201 ＰＬ配合顆粒1g包 ｻﾘﾁﾙｱﾐﾄﾞ/ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ/無水 塩野義243 1g 6.40

正規採用16205 幼児用ＰＬ配合顆粒1g包 ｻﾘﾁﾙｱﾐﾄﾞ/ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ/無水 塩野義244 1g 6.40

その他の中枢神経用薬119薬効小分類

その他の中枢神経系用薬          薬効細分類 1190

そう痒症治療薬（選択的オピオイドκ 受容体作動薬）§
正規採用18921 レミッチカプセル2.5µg ナルフラフィン塩酸塩 東レ・鳥居245 2.5μg1カプセ

ル
1,346.30

ミオクローヌス治療薬§
院外限定17808 ミオカーム内服液33.3％ ピラセタム ＵＣＢ・大鵬薬

品
246 33.3%1mL 28.20

レストレスレッグス症候群治療薬§
院外限定18853 レグナイト錠300mg ガバペンチン　エナカルビル アステラス247 300mg1錠 101.30

筋委縮性側索硬化症（ALS）治療薬§
正規採用18674 リルゾール錠50 mg「AA」 リルゾール ダイト・あすか製

薬,武田
248 50mg1錠 763.10

筋萎縮性側索硬化症（ALS）治療薬§
院外限定18675 リルテック錠50mg リルゾール サノフィ249 50mg1錠 1,522.50

抗精神病薬（ベンザミド系）§
院外限定12362 グラマリール錠25mg チアプリド塩酸塩 アステラス250 25mg1錠 23.20

正規採用14225 チアプリド錠25mg「日医工」 チアプリド ダイト・日医工251 25mg1錠 7.80

抗認知症薬（NMDA受容体拮抗薬）§
正規採用18101 メマリーＯＤ錠5mg メマンチン塩酸塩 第一三共252 5mg1錠 137.70

正規採用18102 メマリーＯＤ錠10mg メマンチン塩酸塩 第一三共253 10mg1錠 246.00

正規採用18103 メマリーＯＤ錠20mg メマンチン塩酸塩 第一三共254 20mg1錠 439.70

抗認知症薬（コリンエステラーゼ阻害薬）§
正規採用10557 アリセプトＤ錠3mg ドネペジル塩酸塩 エーザイ255 3mg1錠 203.50

正規採用10558 アリセプトＤ錠5mg ドネペジル塩酸塩 エーザイ256 5mg1錠 300.60

院外限定10559 アリセプトＤ錠10mg ドネペジル塩酸塩 エーザイ257 10mg1錠 537.40

正規採用18923 レミニールＯＤ錠4mg ガランタミン臭化水素酸塩 ヤンセン・武田258 4mg1錠 107.10

正規採用18926 レミニールＯＤ錠8mg ガランタミン臭化水素酸塩 ヤンセン・武田259 8mg1錠 191.10

院外限定18928 レミニールＯＤ錠12mg ガランタミン臭化水素酸塩 ヤンセン・武田260 12mg1錠 241.60

視床下部向下垂体ホルモン：ドパミン受容体刺激薬（麦角系）§
院外限定14685 テルロン錠0.5mg テルグリド バイエル261 0.5mg1錠 130.20

神経性疼痛緩和薬§
正規採用18671 リリカカプセル75mg プレガバリン ファイザー262 75mg1カプセ

ル
112.90

正規採用18672 リリカカプセル25mg プレガバリン ファイザー263 25mg1カプセ
ル

67.80
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睡眠薬（オレキシン受容体拮抗薬）§
正規採用17383 ベルソムラ錠15mg スボレキサント ＭＳＤ264 15mg1錠 89.10

正規採用17384 ベルソムラ錠20mg スボレキサント ＭＳＤ265 20mg1錠 107.90

睡眠薬（メラトニン受容体作動薬）§
正規採用19001 ロゼレム錠8mg ラメルテオン 武田266 8mg1錠 84.90

脊髄小脳変性症治療薬（TRH誘導体）§
正規採用13689 セレジストＯＤ錠5mg タルチレリン水和物 田辺三菱267 5mg1錠 1,042.30

多発性硬化症治療剤§
診療科・院外限定14603 テクフィデラカプセル120mg フマル酸ジメチル バイオジェン268 120mg1カプセ

ル
2,037.20

診療科・院外限定14604 テクフィデラカプセル240mg フマル酸ジメチル バイオジェン269 240mg1カプセ
ル

4,074.40

肥満症治療（食欲抑制）薬§
院外限定13020 サノレックス錠0.5mg マジンドール 富士フイルム

ファーマ
270 0.5mg1錠 192.30

非律動性（ハンチントン病）不随意運動治療薬§
診療科・院外限定12815 コレアジン錠12.5mg テトラベナジン アルフレッサ

ファーマ
271 12.5mg1錠 396.40

局所麻酔剤121薬効小分類

キシリジン系製剤                薬効細分類 1214

局所麻酔薬（アミド型）§
正規採用12240 キシロカインビスカス2％100mL リドカイン塩酸塩 アストラゼネカ272 2%1mL 5.80

その他の局所麻酔剤              薬効細分類 1219

局所麻酔薬（アミド型）§
正規採用13331 ストロカイン錠5mg オキセサゼイン サンノーバ・

エーザイ
273 5mg1錠 5.70

骨格筋弛緩剤122薬効小分類

カルバメート系製剤              薬効細分類 1225

中枢性筋弛緩薬§
正規採用18722 リンラキサー錠250mg ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｴｽﾃﾙ 大正製薬・大正

富山
274 250mg1錠 15.20

その他の骨格筋弛緩剤            薬効細分類 1229

末梢性筋弛緩薬（ダントロレン）§
正規採用14175 ダントリウムカプセル25mg ダントロレンナトリウム オーファンパシ

フィック
275 25mg1カプセ

ル
24.00

自律神経剤123薬効小分類

四級アンモニウム塩製剤；メタンテ薬効細分類 1231

コリンエステラーゼ阻害薬（末梢性）§
正規採用11180 ウブレチド錠5mg ジスチグミン臭化物 鳥居276 5mg1錠 19.70

院外限定17740 マイテラーゼ錠10ｍg アンベノニウム塩化物 アルフレッサ
ファーマ

277 10mg1錠 21.70

過敏性腸症候群治療薬（抗コリン薬）§
正規採用14840 トランコロン錠7.5mg メペンゾラート臭化物 アステラス278 7.5mg1錠 5.60

消化性潰瘍治療薬（選択的ムスカリン受容体拮抗薬）§
正規採用14220 チアトンカプセル10mg チキジウム臭化物 マイランＥＰＤ279 10mg1カプセ

ル
14.20

ネオスチグミン系製剤            薬効細分類 1233

コリンエステラーゼ阻害薬（末梢性）§
院外限定19110 ワゴスチグミン散0.5％(5mg/g) ネオスチグミン臭化物 塩野義・共和薬

品
280 0.5%1g 15.90

その他の自律神経剤              薬効細分類 1239

コリンエステラーゼ阻害薬（末梢性）§
正規採用17960 メスチノン錠60mg ピリドスチグミン臭化物 共和薬品281 60mg1錠 24.60

鎮けい剤124薬効小分類

アトロピン系製剤                薬効細分類 1242

抗コリン薬（ベラドンナアルカロイド）§
院外限定18630 硫酸アトロピン「ﾎｴｲ」 アトロピン硫酸塩水和物 マイラン・ファイ

ザー
282 1g 1,719.80
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抗コリン薬（四級アンモニウム塩）§
正規採用16730 ブスコパン錠10mg ブチルスコポラミン臭化物 日本ベーリン

ガー
283 10mg1錠 6.90

その他の鎮けい剤                薬効細分類 1249

抗コリン薬（ベラドンナアルカロイド）§
正規採用19000 ロートエキス散10％(100mg/g) ロートエキス マイラン・ファイ

ザー
284 1g 7.20

中枢性筋弛緩薬§
正規採用11408 エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 エペリゾン塩酸塩 東和薬品285 50mg1錠 5.60

正規採用14287 チザニジン錠1mg「日医工」 チザニジン 日医工286 1mg1錠 5.80

院外限定14677 テルネリン錠1mg チザニジン塩酸塩 サンファーマ・
田辺三菱

287 1mg1錠 15.10

正規採用18520 リオレサール錠10mg バクロフェン サンファーマ・
田辺三菱

288 10mg1錠 28.50

眼科用剤131薬効小分類

その他の眼科用剤                薬効細分類 1319

暗順応改善カロチノイド§
院外限定10230 アダプチノール錠5mg ヘレニエン バイエル289 5mg1錠 44.10

鎮暈剤133薬効小分類

その他の鎮  剤                  薬効細分類 1339

内耳微小循環改善薬§
正規採用13560 セファドール錠25mg ジフェニドール塩酸塩 日本新薬290 25mg1錠 12.50

正規採用17241 ベタヒスチンﾒｼﾙ酸塩錠6ｍｇ「トーワ」 ベタヒスチンメシル酸塩 東和薬品291 6mg1錠 6.00

強心剤211薬効小分類

ジギタリス製剤                  薬効細分類 2113

ジギタリス配糖体製剤§
正規採用13130 ジゴシン錠0.25mg ジゴキシン 中外292 0.25mg1錠 9.60

正規採用13131 ジゴシン散0.1％(1mg/g) ジゴキシン 中外293 0.1%1g 10.70

正規採用15863 ハーフジゴキシンＫＹ錠0.125mg ジゴキシン 京都・トーアエイ
ヨー,アステラス

294 0.125mg1錠 9.60

正規採用18480 ラニラピッド錠0.1mg メチルジゴキシン 中外295 0.1mg1錠 8.80

カフェイン系製剤                薬効細分類 2115

未熟児無呼吸発作治療剤§
診療科限定18868 レスピア静注・経口液60mg/3mL カフェインクエン酸塩 ノーベル296 60mg3mL1瓶 810.00

その他の強心剤                  薬効細分類 2119

PDEＩＩＩ（ホスホジエステラーゼＩＩＩ）阻害薬§
正規採用16401 ピモベンダン錠1.25mg「TE」 ピモベンダン トーアエイヨー・

アステラス
297 1.25mg1錠 62.60

カテコラミン系§
院外限定11410 エホチール錠5mg エチレフリン塩酸塩 日本ベーリン

ガー
298 5mg1錠 9.20

心筋代謝改善薬§
正規採用15409 ノイキノン錠10mg ユビデカレノン エーザイ299 10mg1錠 17.10

院外限定15411 ノイキノン顆粒1％(10mg/g) ユビデカレノン エーザイ300 1%1g 18.30

不整脈用剤212薬効小分類

β －遮断剤                      薬効細分類 2123

クラスＩＩ群：α ，β 遮断薬§
院外限定10646 アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 アロチノロール塩酸塩 大日本住友301 5mg1錠 27.60

正規採用10647 アロチノロール塩酸塩錠 5 mg「サワイ」 アロチノロール塩酸塩 沢井302 5mg1錠 7.00

クラスII群：β 1選択性・ISA(-)§
正規採用10302 アテノロール錠25 mg「トーワ」 アテノロール 東和薬品303 25mg1錠 5.80

院外限定14627 テノーミン錠25mg アテノロール アストラゼネカ304 25mg1錠 50.60

正規採用17914 メインテート錠5mg ビソプロロールフマル酸塩 田辺三菱305 5mg1錠 106.40

正規採用17925 メインテート錠0.625mg ビソプロロールフマル酸塩 田辺三菱306 0.625mg1錠 20.00

クラスＩＩ群：β 1選択性・ISA(+)§
正規採用17855 ミケラン錠5mg カルテオロール塩酸塩 大塚製薬307 5mg1錠 17.30
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クラスＩＩ群：β 1非選択性・ISA(-)§
正規採用11101 インデラル錠10mg プロプラノロール塩酸塩 アストラゼネカ308 10mg1錠 14.10

その他の不整脈用剤              薬効細分類 2129

クラスⅣ群：Ca拮抗薬§
診療科限定17314 ベプリコール錠50mg ベプリジル塩酸塩水和物 ＭＳＤ・第一三

共
309 50mg1錠 69.50

クラスIa群：Naチャネル遮断薬§
院外限定13187 シベノール錠100mg シベンゾリンコハク酸塩 トーアエイヨー・

アステラス
310 100mg1錠 54.90

院外限定13188 シベノール錠50mg シベンゾリンコハク酸塩 トーアエイヨー・
アステラス

311 50mg1錠 33.40

正規採用13191 シベンゾリンコハク酸塩錠100 mg「トー シベンゾリンコハク酸塩 東和薬品312 100mg1錠 31.80

正規採用13192 シベンゾリンコハク酸塩錠50 mg「トー シベンゾリンコハク酸塩 東和薬品313 50mg1錠 19.10

正規採用18529 リスモダンカプセル50mg ジソピラミド サノフィ314 50mg1カプセ
ル

29.70

院外限定18530 リスモダンカプセル100mg ジソピラミド サノフィ315 100mg1カプセ
ル

48.00

正規採用18531 リスモダンＲ錠150mg リン酸ジソピラミド サノフィ316 150mg1錠 74.20

クラスIb群：Naチャネル遮断薬§
院外限定10205 アスペノンカプセル10mg アプリンジン塩酸塩 バイエル317 10mg1カプセ

ル
45.80

診療科限定10206 アスペノンカプセル20mg アプリンジン塩酸塩 バイエル318 20mg1カプセ
ル

75.30

院外限定17915 メキシチール50mg メキシレチン塩酸塩 日本ベーリン
ガー

319 50mg1カプセ
ル

28.00

院外限定17916 メキシチール100mg メキシレチン塩酸塩 日本ベーリン
ガー

320 100mg1カプセ
ル

46.20

正規採用17928 メキシレチン塩酸塩カプセル100 mg メキシレチン塩酸塩 沢井321 100mg1カプセ
ル

9.70

正規採用17934 メキシレチン塩酸塩カプセル50 mg「サ メキシレチン塩酸塩 沢井322 50mg1カプセ
ル

5.80

クラスIc群：Naチャネル遮断薬§
院外限定13078 サンリズムカプセル50mg ピルシカイニド塩酸塩 第一三共323 50mg1カプセ

ル
75.80

正規採用14185 タンボコール錠50mg フレカイニド酢酸塩 エーザイ324 50mg1錠 77.50

院外限定14187 タンボコール細粒10％ フレカイニド酢酸塩 エーザイ325 10%1g 192.40

正規採用16425 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「ト ピルシカイニド塩酸塩 東和薬品326 50mg1カプセ
ル

41.10

診療科限定17055 プロノン錠150mg プロパフェノン塩酸塩 トーアエイヨー・
アステラス

327 150mg1錠 71.10

クラスIII群§
院外限定10491 アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 アミオダロン塩酸塩 トーアエイヨー・

アステラス
328 50mg1錠 88.10

正規採用10492 アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE アミオダロン塩酸塩 トーアエイヨー・
アステラス

329 100mg1錠 155.70

正規採用13751 ソタコール錠80mg ソタロール塩酸塩 ＢＭＳ330 80mg1錠 265.60

利尿剤213薬効小分類

チアジド系製剤                  薬効細分類 2132

サイアザイド系利尿薬§
院外限定16362 ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」 ヒドロクロロチアジド 東和薬品331 12.5mg1錠 5.60

正規採用16911 フルイトラン錠1mg トリクロルメチアジド 塩野義332 1mg1錠 9.60

抗アルドステロン製剤；トリアムテ薬効細分類 2133

K保持性利尿薬§
正規採用10611 アルダクトンＡ細粒10％(100mg/g) スピロノラクトン ファイザー333 10%1g 92.20

正規採用10612 アルダクトンＡ錠25mg スピロノラクトン ファイザー334 25mg1錠 20.70

炭酸脱水酵素阻害剤              薬効細分類 2134

炭酸脱水酵素抑制薬§
正規採用13920 ダイアモックス錠250mg アセタゾラミド 三和化学335 250mg1錠 25.60

院外限定13921 ダイアモックス末 アセタゾラミド 三和化学336 1g 112.10

その他の利尿剤                  薬効細分類 2139

ループ利尿薬§
院外限定11716 オイテンシンカプセル40mg フロセミド サノフィ・日医

工
337 40mg1カプセ

ル
17.20

正規採用13910 ダイアート錠60mg アゾセミド 三和化学338 60mg1錠 31.70

正規採用17036 フロセミド細粒4％(40mg/g)「EMEC」 フロセミド エルメッドエー
ザイ

339 4%1g 6.40

正規採用18435 ラシックス錠20mg フロセミド サノフィ・日医
工

340 20mg1錠 9.60

正規採用18440 ラシックス錠40mg フロセミド サノフィ・日医
工

341 40mg1錠 14.00

院外限定18823 ルプラック錠4mg トラセミド 田辺三菱・大正
富山

342 4mg1錠 23.40

浸透圧利尿薬§
正規採用10900 イソバイドシロップ70％（700mg/mL） イソソルビド 興和・興和創薬343 70%1mL 4.90

院外限定10901 イソバイドシロップ70％分包30mL イソソルビド 興和・興和創薬344 70%30mL1包 153.20

院外限定18073 メニレット70％ゼリー30g/個 イソソルビド 三和化学・エル
メッドエーザイ

345 70%30g1個 156.20
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選択的V2(バソプレシン）受容体拮抗薬§
診療科限定13026 サムスカ錠15mg トルバプタン 大塚製薬346 15mg1錠 1,948.40

診療科限定13028 サムスカ錠7.5mg トルバプタン 大塚製薬347 7.5mg1錠 1,280.80

血圧降下剤214薬効小分類

ヒドララジン製剤                薬効細分類 2142

血管拡張薬§
正規採用10460 アプレゾリン錠50mg ヒドララジン塩酸塩 サンファーマ・

田辺三菱
348 50mg1錠 9.60

アンジオテンシン変換酵素阻害剤  薬効細分類 2144

ACE（アンジオテンシン変換酵素）阻害薬§
正規採用10991 イミダプリル塩酸塩錠2.5 mg「トーワ」 イミダプリル塩酸塩 東和薬品349 2.5mg1錠 13.50

正規採用10992 イミダプリル塩酸塩錠5 mg「トーワ」 イミダプリル塩酸塩 東和薬品350 5mg1錠 30.30

院外限定11313 エースコール錠2mg テモカプリル塩酸塩 第一三共351 2mg1錠 66.20

院外限定11314 エースコール錠4mg テモカプリル塩酸塩 第一三共352 4mg1錠 134.00

正規採用11343 エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「ト エナラプリルマレイン酸塩 東和薬品353 2.5mg1錠 11.80

正規採用11344 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トー エナラプリルマレイン酸塩 東和薬品354 5mg1錠 13.00

院外限定院内診療科限定12025 カプトリル錠12.5mg カプトプリル 第一三共エス
ファ

355 12.5mg1錠 19.90

診療科・院外限定12723 コナン錠10mg キナプリル塩酸塩 田辺三菱356 10mg1錠 51.20

院外限定12731 コバシル錠2mg ペリンドプリルエルブミン 協和発酵キリン357 2mg1錠 64.00

院外限定12732 コバシル錠4mg ペリンドプリルエルブミン 協和発酵キリン358 4mg1錠 114.80

院外限定13511 ゼストリル錠5mg リシノプリル アストラゼネカ359 5mg1錠 31.00

院外限定14034 タナトリル錠2.5mg イミダプリル塩酸塩 田辺三菱360 2.5mg1錠 33.10

院外限定14035 タナトリル錠5mg イミダプリル塩酸塩 田辺三菱361 5mg1錠 54.40

正規採用14648 テモカプリル塩酸塩錠2mg「日医工」 テモカプリル塩酸塩 日医工362 2mg1錠 31.30

正規採用17365 ペリンドプリルエルブミン錠4 mg「サワイ ペリンドプリルエルブミン 沢井・日本ジェ
ネリック

363 4mg1錠 56.20

正規採用19055 ロンゲス錠10mg リシノプリル 塩野義・共和薬
品

364 10mg1錠 62.10

メチルドパ製剤                  薬効細分類 2145

中枢性交感神経抑制薬（α 2刺激薬）§
正規採用10621 アルドメット錠250mg メチルドパ ミノファーゲン365 125mg1錠 9.60

その他の血圧降下剤              薬効細分類 2149

ARB（アンジオテンシンＩＩ受容体拮抗薬）§
院外限定10117 アジルバ錠10mg アジルサルタン 武田366 10mg1錠 93.50

正規採用10118 アジルバ錠20mg アジルサルタン 武田367 20mg1錠 139.80

院外限定10119 アジルバ錠40mg アジルサルタン 武田368 40mg1錠 209.90

院外限定10401 アバプロ錠200mg イルベサルタン 大日本住友369 200mg1錠 173.20

正規採用11014 イルベタン錠100mg イルベサルタン 塩野義370 100mg1錠 111.90

正規採用11782 オルメテック錠5mg オルメサルタンメドキソミル 第一三共371 5mg1錠 31.50

院外限定11786 オルメテックOD錠10mg オルメサルタンメドキソミル 第一三共372 10mg1錠 59.30

正規採用11787 オルメテックOD錠20mg オルメサルタンメドキソミル 第一三共373 20mg1錠 112.80

院外限定11788 オルメテックOD錠40mg オルメサルタンメドキソミル 第一三共374 40mg1錠 171.50

正規採用12152 カンデサルタンOD錠4 mg「トーワ」 カンデサルタン シレキセチル 東和薬品375 4mg1錠 22.90

正規採用12153 カンデサルタンOD錠8 mg「トーワ」 カンデサルタン シレキセチル 東和薬品376 8mg1錠 45.30

診療科限定14534 ディオバン錠20mg バルサルタン ノバルティス377 20mg1錠 29.60

院外限定14543 ディオバンＯＤ錠40mg バルサルタン ノバルティス378 40mg1錠 53.50

院外限定14544 ディオバンＯＤ錠80mg バルサルタン ノバルティス379 80mg1錠 99.60

院外限定14545 ディオバンＯＤ錠160mg バルサルタン ノバルティス380 160mg1錠 194.10

院外限定15255 ニューロタン錠25ｍg ロサルタンカリウム ＭＳＤ381 25mg1錠 66.10

院外限定15256 ニューロタン錠50ｍg ロサルタンカリウム ＭＳＤ382 50mg1錠 125.10

正規採用15981 バルサルタンOD錠40 mg「トーワ」 バルサルタン 東和薬品383 40mg1錠 21.10

正規採用15982 バルサルタンOD錠80 mg「トーワ」 バルサルタン 東和薬品384 80mg1錠 39.60

院外限定17075 ブロプレス錠4mg カンデサルタンシレキセチル 武田385 4mg1錠 65.00

院外限定17076 ブロプレス錠8mg カンデサルタンシレキセチル 武田386 8mg1錠 126.30

院外限定17078 ブロプレス錠12mg カンデサルタンシレキセチル 武田387 12mg1錠 193.60

院外限定17818 ミカルディス錠80mg テルミサルタン 日本ベーリン
ガー・アステラ

388 80mg1錠 174.80

正規採用17819 ミカルディス錠40mg テルミサルタン 日本ベーリン
ガー・アステラ

389 40mg1錠 115.00

正規採用18991 ロサルタンカリウム錠25mg「日医工」 ロサルタンカリウム 日医工390 25mg1錠 25.70

正規採用18992 ロサルタンカリウム錠50mg「日医工」 ロサルタンカリウム 日医工391 50mg1錠 50.20

ARB（アンジオテンシンＩＩ受容体拮抗薬）/Ca拮抗薬/サイアザイド系利尿薬配合剤§
院外限定17823 ミカトリオ配合錠 テルミサルタン/アムロジピンベ 日本ベーリン

ガー・アステラ
392 1錠 174.80
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ARB（アンジオテンシンＩＩ受容体拮抗薬）/Ca拮抗薬配合剤§
院外限定10025 アイミクス配合錠ＬＤ ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ 大日本住友・塩

野義
393 1錠 128.20

院外限定10026 アイミクス配合錠ＨＤ ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ 大日本住友・塩
野義

394 1錠 148.60

院外限定10270 アテディオ配合錠 バルサルタン/シルニジピン ＥＡファーマ・持
田

395 1錠 122.10

院外限定11278 エックスフォージ配合OD錠 ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸 ノバルティス396 1錠 105.50

院外限定13002 ザクラス配合錠ＨＤ ｱｼﾞﾙｻﾙﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ 武田397 1錠 131.60

院外限定17825 ミカムロ配合錠ＡＰ ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸 日本ベーリン
ガー・アステラ

398 1錠 117.40

院外限定17826 ミカムロ配合錠ＢＰ ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸 日本ベーリン
ガー・アステラ

399 1錠 178.10

院外限定18852 レザルタス配合錠ＨＤ ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ/ｱｾﾞﾙﾆｼ 第一三共400 1錠 138.30

院外限定18854 レザルタス配合錠ＬＤ ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ/ｱｾﾞﾙﾆｼ 第一三共401 1錠 74.40

ARB（アンジオテンシンＩＩ受容体拮抗薬）/利尿薬配合剤§
院外限定11015 イルトラ配合錠ＬＤ ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ/ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 塩野義402 1錠 119.00

院外限定11016 イルトラ配合錠ＨＤ ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ/ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 塩野義403 1錠 178.10

院外限定11259 エカード配合錠ＬＤ ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ/ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛ 武田404 1錠 67.30

院外限定11260 エカード配合錠ＨＤ ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ/ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛ 武田405 1錠 128.30

院外限定12712 コディオ配合錠ＥＸ ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ/ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ ノバルティス406 1錠 107.70

正規採用16992 プレミネント配合錠ＬＤ ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ/ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ ＭＳＤ407 1錠 128.50

院外限定16993 プレミネント配合錠ＨＤ ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ/ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ ＭＳＤ408 1錠 192.20

院外限定17851 ミコンビ配合錠ＢＰ ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ/ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 日本ベーリン
ガー・アステラ

409 1錠 178.90

Ca拮抗薬（ジヒドロピリジン系）§
正規採用10229 アゼルニジピン錠16mg「日医工」 アゼルニジピン 日医工410 16mg1錠 25.20

院外限定10275 アテレック錠5mg シルニジピン ＥＡファーマ・持
田

411 5mg1錠 30.00

院外限定10276 アテレック錠10mg シルニジピン ＥＡファーマ・持
田

412 10mg1錠 53.00

院外限定10277 アテレック錠20mg シルニジピン ＥＡファーマ・持
田

413 20mg1錠 95.30

正規採用12075 カルスロット錠20mg マニジピン塩酸塩 武田テバ薬品・
武田

414 20mg1錠 62.40

院外限定12121 カルブロック錠16mg アゼルニジピン 第一三共415 16mg1錠 57.60

正規採用13249 シルニジピン錠10mg「サワイ」 シルニジピン 沢井416 10mg1錠 32.50

正規採用15212 ニバジール錠2mg ニルバジピン アステラス417 2mg1錠 15.30

正規採用15214 ニバジール錠4mg ニルバジピン アステラス418 4mg1錠 28.60

院外限定17377 ペルジピンＬＡカプセル40mg ニカルジピン塩酸塩 アステラス419 40mg1カプセ
ル

28.80

正規採用18515 ランデル錠20mg エホニジピン塩酸塩 ゼリア・塩野義420 20mg1錠 33.30

K保持性利尿薬§
正規採用13596 セララ錠25mg エプレレノン ファイザー421 25mg1錠 47.40

α 1・β 遮断薬§
正規採用10264 アーチスト錠10mg カルベジロール 第一三共422 10mg1錠 56.90

正規採用10267 アーチスト錠2.5mg カルベジロール 第一三共423 2.5mg1錠 23.80

院外限定10268 アーチスト錠20mg カルベジロール 第一三共424 20mg1錠 111.30

院外限定14855 トランデート錠50mg ラベタロール塩酸塩 アスペン425 50mg1錠 16.50

α 1遮断薬§
正規採用11405 エブランチルカプセル30mg ウラピジル 科研・三和化学426 30mg1カプセ

ル
31.50

院外限定12086 カルデナリン錠2mg ドキサゾシンメシル酸塩 ファイザー427 2mg1錠 51.50

院外限定12088 カルデナリンOD錠4mg ドキサゾシンメシル酸塩 ファイザー428 4mg1錠 97.20

正規採用14628 デタントールＲ錠3mg ブナゾシン塩酸塩 エーザイ429 3mg1錠 45.20

正規採用14722 ドキサゾシン錠１mg「NP」 ドキサゾシンメシル酸塩 ニプロ・日本
ジェネリック

430 1mg1錠 11.10

正規採用14723 ドキサゾシン錠2mg「NP」 ドキサゾシンメシル酸塩 ニプロ・日本
ジェネリック

431 2mg1錠 13.10

β 1遮断薬・ISA(-)§
院外限定12668 ケルロング錠5mg ベタキソロール塩酸塩 サノフィ432 5mg1錠 62.70

院外限定13725 セロケン錠20mg メトプロロール酒石酸塩 アストラゼネカ433 20mg1錠 13.80

正規採用13727 セロケンＬ錠120mg メトプロロール酒石酸塩 アストラゼネカ434 120mg1錠 113.50

正規採用18055 メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワ メトプロロール酒石酸塩 沢井435 20mg1錠 7.30

β 1遮断薬・ISA(+)§
院外限定13687 セレクトール錠100mg 塩酸セリプロロール 日本新薬436 100mg1錠 63.30

サイアザイド系類似利尿薬§
正規採用15135 ナトリックス錠1mg インダパミド 京都・大日本住

友
437 1mg1錠 11.40

レニン阻害薬§
正規採用18442 ラジレス錠150mg アリスキレンフマル酸塩 ノバルティス438 150mg1錠 134.80

中枢性交感神経抑制薬（α 2刺激薬）§
正規採用11960 カタプレス錠75µg クロニジン塩酸塩 日本ベーリン

ガー
439 0.075mg1錠 5.80

正規採用19080 ワイテンス錠2ｍg グアナベンズ酢酸塩 アルフレッサ
ファーマ

440 2mg1錠 15.60
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血管収縮剤216薬効小分類

血管収縮剤                      薬効細分類 2160

カテコラミン系（α 1刺激薬）：低血圧治療薬§
正規採用18066 メトリジンD錠2mg ミドドリン塩酸塩 大正製薬・大正

富山
441 2mg1錠 41.00

トリプタン系：セロトニン1（5-HT1B/1D）受容体作動型片頭痛治療薬§
院外限定10483 アマージ錠2.5mg ナラトリプタン塩酸塩 ＧＳＫ442 2.5mg1錠 918.30

正規採用10995 イミグラン錠50mg スマトリプタンコハク酸塩 ＧＳＫ443 50mg1錠 763.90

院外限定13779 ゾーミッグRM錠 ゾルミトリプタン アストラゼネカ444 2.5mg1錠 784.90

正規採用17756 マクサルトＲＰＤ錠10mg リザトリプタン安息香酸塩 杏林・エーザイ445 10mg1錠 945.10

院外限定18927 レルパックス錠20mg エレトリプタン臭化水素酸塩 ファイザー446 20mg1錠 926.00

血管拡張剤217薬効小分類

冠血管拡張剤                    薬効細分類 2171

Ca拮抗薬（ジヒドロピリジン系）§
院外限定10254 アダラートＣＲ錠10mg ニフェジピン バイエル447 10mg1錠 17.30

院外限定10255 アダラートＣＲ錠20mg ニフェジピン バイエル448 20mg1錠 29.70

院外限定10256 アダラートＣＲ錠40mg ニフェジピン バイエル449 40mg1錠 55.80

院外限定10261 アダラ－トＬ錠20mg ニフェジピン バイエル450 20mg1錠 27.80

院外限定10263 アダラートＬ錠10mg ニフェジピン バイエル451 10mg1錠 16.40

正規採用10533 アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 アムロジピンベシル酸塩 東和薬品452 2.5mg1錠 14.20

正規採用10534 アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 アムロジピンベシル酸塩 東和薬品453 5mg1錠 26.20

院外限定10536 アムロジンOD錠5mg アムロジピンベシル酸塩 大日本住友454 5mg1錠 47.60

正規採用12724 コニール錠2mg ベニジピン塩酸塩 協和発酵キリン455 2mg1錠 26.50

正規採用12725 コニール錠4mg ベニジピン塩酸塩 協和発酵キリン456 4mg1錠 46.20

院外限定12726 コニール錠8mg ベニジピン塩酸塩 協和発酵キリン457 8mg1錠 94.80

正規採用13554 セパミット－Ｒ細粒2％(10mg/0.5g包 ニフェジピン 日本ジェネリッ
ク

458 2%1g 35.20

正規採用15224 ニフェジピンL錠20mg「日医工」 ニフェジピン 日医工459 20mg1錠 5.80

正規採用15225 ニフェジピンCR錠10 mg「トーワ」 ニフェジピン 東和薬品460 10mg1錠 8.70

正規採用15226 ニフェジピンL錠10mg「日医工」 ニフェジピン 日医工461 10mg1錠 5.60

正規採用15227 ニフェジピンCR錠20 mg「トーワ」 ニフェジピン 東和薬品462 20mg1錠 13.50

院外限定15478 ノルバスクOD錠2.5 mg アムロジピンベシル酸塩 ファイザー463 2.5mg1錠 26.70

診療科・院外限定15685 バイロテンシン錠5mg ニトレンジピン 田辺三菱464 5mg1錠 34.30

Ca拮抗薬（ベンゾチアゼピン系）§
正規採用13256 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg ジルチアゼム塩酸塩 沢井465 100mg1カプセ

ル
13.30

正規採用17381 ヘルベッサー錠30mg ジルチアゼム塩酸塩 田辺三菱466 30mg1錠 11.90

院外限定17382 ヘルベッサーＲカプセル100mg ジルチアゼム塩酸塩 田辺三菱467 100mg1カプセ
ル

41.50

Ca拮抗薬（抗不整脈薬クラスⅣ群）§
正規採用19120 ワソラン錠40mg ベラパミル塩酸塩 エーザイ・マイラ

ンＥＰＤ
468 40mg1錠 7.10

冠血管拡張薬§
院外限定12751 コメリアンコーワ錠100mg ジラゼプ塩酸塩水和物 興和・興和創薬469 100mg1錠 17.30

正規採用13305 ジラゼプ塩酸塩錠100 mg「日医工」 ジラゼプ塩酸塩水和物 日医工470 100mg1錠 5.80

正規採用15196 ニコランジル錠5mg「日医工」 ニコランジル 日医工471 5mg1錠 5.80

冠血管拡張薬・抗血小板薬§
正規採用17370 ペルサンチン錠25mg ジピリダモール 日本ベーリン

ガー
472 25mg1錠 8.00

正規採用17372 ペルサンチン－Ｌカプセル150mg ジピリダモール 日本ベーリン
ガー

473 150mg1カプセ
ル

37.50

院外限定18981 ロコルナール錠100mg トラピジル 持田474 100mg1錠 24.00

硝酸薬§
院外限定10010 アイトロール錠20mg 一硝酸イソソルビド トーアエイヨー・

アステラス
475 20mg1錠 14.50

正規採用10934 一硝酸イソソルビド錠20 mg「トーワ」 一硝酸イソソルビド 東和薬品476 20mg1錠 7.60

正規採用15205 ニトロペン舌下錠0.3ｍg ニトログリセリン 日本化薬477 0.3mg1錠 13.60

正規採用15210 ニトロール錠5mg 硝酸イソソルビド エーザイ478 5mg1錠 9.60

院外限定15211 ニトロールＲカプセル20mg 硝酸イソソルビド エーザイ479 20mg1カプセ
ル

14.40

高脂血症用剤218薬効小分類

クロフィブラート系製剤          薬効細分類 2183

フィブラート系薬§
正規採用17218 ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」 ベザフィブラート 沢井480 100mg1錠 7.70
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正規採用17219 ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 ベザフィブラート 沢井・扶桑481 200mg1錠 9.90

院外限定17222 ベザトールＳＲ錠100mg ベザフィブラート キッセイ482 100mg1錠 22.40

院外限定17223 ベザトールＳＲ錠200mg ベザフィブラート キッセイ483 200mg1錠 33.80

正規採用18559 リピディル錠80mg フェノフィブラート あすか製薬・武
田,科研

484 80mg1錠 37.00

その他の高脂血症用剤            薬効細分類 2189

スタチン（HMG-CoA還元酵素阻害薬）§
正規採用10355 アトルバスタチン錠10mg「日医工」 アトルバスタチンカルシウム水和 日医工485 10mg1錠 29.20

院外限定12522 クレストール錠5mg ロスバスタチン アストラゼネカ・
塩野義

486 5mg1錠 121.30

正規採用12531 クレストールOD錠2.5mg ロスバスタチンカルシウム アストラゼネカ・
塩野義

487 2.5mg1錠 63.10

院外限定12532 クレストールOD錠5mg ロスバスタチンカルシウム アストラゼネカ・
塩野義

488 5mg1錠 121.30

正規採用13275 シンバスタチン錠5mg「日医工」 シンバスタチン 日医工489 5mg1錠 41.00

正規採用16302 ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」 ピタバスタチンカルシウム 沢井490 2mg1錠 46.30

正規採用16835 プラバスタチンNa錠10 mg「トーワ」 プラバスタチンナトリウム 東和薬品491 10mg1錠 33.70

正規採用16929 フルバスタチン錠30mg「三和」 フルバスタチン シオノ・三和化
学

492 30mg1錠 54.20

院外限定18094 メバロチン錠10mg プラバスタチンナトリウム 第一三共493 10mg1錠 84.80

院外限定18554 リバロＯＤ錠1mg ピタバスタチンカルシウム 興和・興和創薬494 1mg1錠 58.70

院外限定18556 リバロＯＤ錠4mg ピタバスタチンカルシウム 興和・興和創薬495 4mg1錠 207.60

院外限定院内診療科限定18558 リバロＯＤ錠2mg ピタバスタチンカルシウム 興和・興和創薬496 2mg1錠 111.10

院外限定18568 リピトール錠10mg アトルバスタチンカルシウム水和 アステラス497 10mg1錠 98.60

院外限定18569 リピトール錠5mg アトルバスタチンカルシウム水和 アステラス498 5mg1錠 51.80

院外限定18609 リポバス錠5mg シンバスタチン ＭＳＤ499 5mg1錠 102.20

院外限定18986 ローコール錠30mg フルバスタチンナトリウム サンファーマ・
田辺三菱

500 30mg1錠 88.80

ニコチン酸系薬§
院外限定17351 ペリシット錠250mg ニセリトロール 三和化学501 250mg1錠 13.80

プロブコール§
正規採用13300 シンレスタール錠250mg プロブコール 第一三共エス

ファ
502 250mg1錠 20.40

レジン（陰イオン交換樹脂）§
院外限定12316 クエストラン粉末44.4％ コレスチラミン サノフィ503 44.4%1g 7.00

診療科限定12824 コレバイン錠500mg コレスチミド 田辺三菱504 500mg1錠 30.50

院外限定12826 コレバインミニ83％ コレスチミド 田辺三菱505 83%1g 50.40

肝機能改善薬§
院外限定10970 ＥＰＬカプセル250ｍg ポリエンホスファチジルコリン アルフレッサ

ファーマ
506 250mg1カプセ

ル
8.10

小腸コレステロールトランスポーター阻害薬§
正規採用13521 ゼチーア錠10mg エゼチミブ ＭＳＤ・バイエル507 10mg1錠 185.30

多価不飽和脂肪酸（EPA・DHA製剤）§
正規採用18989 ロトリガ粒状カプセル2g/包 オメガ‐3脂肪酸エチル 武田508 2g1包 261.10

その他の循環器用薬219薬効小分類

その他の循環器官用薬            薬効細分類 2190

Ca拮抗薬（ジヒドロピリジン系）/スタチン（HMG-CoA還元酵素阻害薬）配合剤§
院外限定11968 カデュエット配合錠1番 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩/ｱﾄﾙﾊﾞｽ ファイザー509 1錠 70.30

院外限定11972 カデュエット配合錠2番 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩/ｱﾄﾙﾊﾞｽ ファイザー510 1錠 111.80

院外限定11973 カデュエット配合錠3番 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩/ｱﾄﾙﾊﾞｽ ファイザー511 1錠 90.60

院外限定11974 カデュエット配合錠4番 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩/ｱﾄﾙﾊﾞｽ ファイザー512 1錠 132.30

Ca拮抗薬：片頭痛治療薬§
正規採用17845 ミグシス錠5mg ロメリジン塩酸塩 ファイザー513 5mg1錠 27.80

PDE-5（ホスホジエステラーゼ-5）阻害薬§
正規採用10305 アドシルカ錠20mg タダラフィル リリー・日本新

薬
514 20mg1錠 1,770.00

正規採用18907 レバチオ錠20mg シルデナフィルクエン酸塩 ファイザー515 20mg1錠 1,213.50

PG（プロスタグランジン）I2誘導体§
正規採用12561 ケアロードＬＡ錠60µg ベラプロストナトリウム 東レ・アステラ

ス
516 60μg1錠 242.60

エンドセリン受容体拮抗薬§
診療科限定11165 ヴォリブリス錠2.5mg アンブリセンタン ＧＳＫ517 2.5mg1錠 5,050.30

診療科限定11761 オプスミット錠10mg マシテンタン アクテリオン518 10mg1錠 14,594.00

診療科限定14805 トラクリア錠62.5mg ボセンタン水和物 アクテリオン519 62.5mg1錠 4,495.00

カテコラミン系：低血圧治療薬§
正規採用10539 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サ アメジニウムメチル硫酸塩 沢井520 10mg1錠 9.10

院外限定18536 リズミック錠10mg アメジニウムメチル硫酸塩 大日本住友521 10mg1錠 45.70
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ニコチン酸系薬§
正規採用18341 ユベラNソフトカプセル200mg トコフェロールニコチン酸エステ エーザイ522 200mg1カプセ

ル
10.20

可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）刺激剤§
診療科限定10287 アデムパス錠0.5mg リオシグアト バイエル523 0.5mg1錠 673.40

診療科限定10288 アデムパス錠1.0mg リオシグアト バイエル524 1mg1錠 1,346.80

診療科限定10289 アデムパス錠2.5mg リオシグアト バイエル525 2.5mg1錠 3,366.90

高カリウム血症治療薬（イオン交換樹脂）§
正規採用10054 アーガメイト20％ゼリー25g/個 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 三和化学・アス

テラス
526 20%25g1個 87.90

診療科限定12062 カリメートＤＳ92.59％（5.4g/包) ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 興和・興和創薬527 92.59%1g 16.20

正規採用12063 カリメート経口液20％（25g/包） ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 興和・興和創薬528 20%25g1包 88.20

正規採用12601 ケイキサレートＤＳ76％(3.27g/包) ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 鳥居529 76%1g 16.40

高リン血症治療薬§
院外限定12241 キックリンカプセル250mg ビキサロマー アステラス530 250mg1カプセ

ル
30.50

診療科・院外限定12242 キックリン顆粒86.2％ ビキサロマー アステラス531 86.2%1g 102.80

正規採用14361 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 沈降炭酸カルシウム 三和化学532 500mg1錠 5.70

正規採用17493 ホスレノール顆粒分包250mg 炭酸ランタン水和物 バイエル533 250mg1包 169.70

正規採用18514 リオナ錠250mg クエン酸第二鉄 日本たばこ・鳥
居

534 250mg1錠 84.80

正規採用18901 レナジェル錠250mg セベラマー塩酸塩 中外535 250mg1錠 30.50

選択的プロスタサイクリン受容体(IP受容体）作動薬§
診療科限定11178 ウプトラビ錠0.2mg セレキシパグ 日本新薬536 0.2mg1錠 1,407.90

診療科限定11179 ウプトラビ錠0.4mg セレキシパグ 日本新薬537 0.4mg1錠 2,815.80

脳循環・代謝賦活薬§
正規採用10966 イフェンプロジル酒石酸塩錠20 mg「ト イフェンプロジル酒石酸塩 東和薬品538 20mg1錠 5.80

院外限定12950 サアミオン錠5mg ニセルゴリン 田辺三菱539 5mg1錠 29.50

院外限定13721 セロクラール錠20mg イフェンプロジル酒石酸塩 サノフィ・日医
工

540 20mg1錠 13.00

正規採用15201 ニセルゴリン錠5mg「NP」 ニセルゴリン ニプロ・三和化
学,日本ジェネ

541 5mg1錠 9.60

鎮咳剤222薬効小分類

デキストロメトルファン製剤      薬効細分類 2223

中枢性非麻薬性鎮咳薬§
正規採用17950 メジコン散10％(100mg/g) ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄﾙﾌｧﾝ臭化水素酸水 塩野義542 10%1g 23.90

その他の鎮咳剤                  薬効細分類 2229

中枢性非麻薬性鎮咳薬§
正規採用10130 アストミン錠10mg ジメモルファンリン酸塩 オーファンパシ

フィック
543 10mg1錠 5.60

去たん剤223薬効小分類

システイン系製剤                薬効細分類 2233

気道粘液修復薬§
正規採用12113 カルボシステインDS50％「ﾄｰﾜ」(500m L-カルボシステイン 東和薬品544 50%1g 11.40

正規採用12114 カルボシステイン錠500mg「ﾄｰﾜ」 L-カルボシステイン 東和薬品545 500mg1錠 7.80

正規採用12117 カルボシステインシロップ小児用5％「ﾄ L-カルボシステイン 東和薬品546 5%1mL 2.60

院外限定17905 ムコダイン錠250mg L-カルボシステイン 杏林547 250mg1錠 8.30

気道分泌細胞正常化薬§
正規採用12375 クリアナール錠200mg フドステイン 田辺三菱548 200mg1錠 12.40

ブロムヘキシン製剤              薬効細分類 2234

気道粘液溶解薬（多糖類分解）§
正規採用16290 ビソルボン錠4mg ブロムヘキシン塩酸塩 日本ベーリン

ガー
549 4mg1錠 5.70

その他の去たん剤                薬効細分類 2239

気道潤滑薬§
正規採用10813 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩ｼﾛｯﾌﾟ小児用0.3 アンブロキソール塩酸塩 東和薬品550 0.3%1mL 5.10

正規採用10814 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トー アンブロキソール塩酸塩 東和薬品551 15mg1錠 5.60

正規採用16865 プルスマリンＡﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ小児用15mg アンブロキソール塩酸塩 高田・日本化薬552 1.5%1g 38.50

正規採用17902 ムコソルバンL錠45mg アンブロキソール塩酸塩 帝人ファーマ553 45mg1錠 62.30
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鎮咳去たん剤224薬効小分類

コデイン系製剤（家庭麻薬）      薬効細分類 2242

中枢性麻薬性鎮咳薬§
正規採用18691 コデインリン酸塩散1％(10mg/g) コデインリン酸塩 中北・山善,吉

田製薬,日興製
554 1%1g 9.60

その他の鎮咳去たん剤            薬効細分類 2249

中枢性非麻薬性鎮咳薬§
正規採用10210 アスベリン錠20mg チペピジンヒベンズ酸塩 田辺三菱・田辺

販売
555 20mg1錠 9.60

院外限定10211 アスベリン散10％(１00mg/g) チペピジンヒベンズ酸塩 田辺三菱・田辺
販売

556 10%1g 10.20

正規採用10212 アスベリンシロップ0.5％(5mg/mL) チペピジンヒベンズ酸塩 田辺三菱・田辺
販売

557 0.5%10mL 18.00

気管支拡張剤225薬効小分類

キサンチン系製剤                薬効細分類 2251

キサンチン誘導体§
院外限定14554 テオドール錠50mg テオフィリン 田辺三菱558 50mg1錠 6.90

正規採用14558 テオドールＤＳ20％(200mg/g) テオフィリン 田辺三菱559 20%1g 89.50

正規採用14560 テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 テオフィリン 沢井560 100mg1錠 5.60

正規採用14562 テオフィリン徐放U錠200 mg「トーワ」 テオフィリン 東和薬品561 200mg1錠 5.80

院外限定14564 テオロング錠200mg テオフィリン エーザイ562 200mg1錠 17.30

院外限定18335 ユニフィルＬＡ錠200mg テオフィリン 大塚製薬563 200mg1錠 20.20

その他の気管支拡張剤            薬効細分類 2259

β 2刺激薬(長時間作用型：LABA)§
正規採用13376 スピロペント錠10µg クレンブテロール塩酸塩 帝人ファーマ564 10μg1錠 14.40

正規採用17003 プロカテロール塩酸塩シロップ5 µg/mL プロカテロール塩酸塩水和物 武田テバ薬品・
武田テバファー

565 0.0005%1mL 3.80

正規採用17335 ベラチンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ小児用0.1％(1mg ツロブテロール塩酸塩 田辺三菱・田辺
販売

566 0.1%1g 29.40

院外限定18088 メプチンシロップ0.0005％(5µg/mL) プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬567 0.0005%1mL 7.30

正規採用18089 メプチンミニ錠25µg プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬568 0.025mg1錠 16.70

院外限定18090 メプチンドライシロップ0.005％(50µg/g プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬569 0.005%1g 66.60

止しゃ剤、整腸剤231薬効小分類

タンニン酸系製剤；タンニン酸アル薬効細分類 2312

収れん剤§
正規採用14180 タンニン酸アルブミン タンニン酸アルブミン 中北570 1g 6.90

ビスマス塩製剤；次硝酸ビスマス等薬効細分類 2315

院内製剤原料§
院内製剤原料13140 次硝酸ビスマス「日医工」 次硝酸ビスマス 日医工ファー

マ・日医工
571 1g 8.70

活性生菌製剤                    薬効細分類 2316

活性生菌製剤§
正規採用16215 ビオスリー配合錠 酪酸菌配合 東亜薬工・東亜

新薬,鳥居
572 1錠 5.60

院外限定16230 ビオフェルミン配合散 ラクトミン製剤 ビオフェルミン・
武田

573 1g 6.20

正規採用16240 ビオフェルミンR散 耐性乳酸菌 ビオフェルミン・
武田

574 1g 6.20

正規採用17890 ミヤＢＭ細粒 酪酸菌 ミヤリサン575 1g 6.20

正規採用18461 ラックビー微粒N ビフィズス菌 興和・興和創薬576 1%1g 6.20

ジメチコン製剤                  薬効細分類 2318

消化管内ガス排除薬§
正規採用11920 ガスコン錠40mg ジメチコン キッセイ577 40mg1錠 5.60

正規採用11922 ガスコンドロップ内用液2％(20mg/mL) ジメチコン キッセイ578 2%1mL 3.70

その他の止しゃ剤，整腸剤        薬効細分類 2319

院内製剤原料§
院内製剤原料15222 乳酸 乳酸 健栄579 10g 24.40

吸収阻害薬§
正規採用18290 薬用炭 薬用炭580 1g 8.30

腸運動抑制薬§
正規採用19029 ロペナカプセル1mg ロペラミド塩酸塩 堀井・ファイ

ザー
581 1mg1カプセル 8.50
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正規採用19033 ロペミン細粒0.1％(1mg/g) ロペラミド塩酸塩 ヤンセン582 0.1%1g 51.70

消化性潰瘍用剤232薬効小分類

Ｈ２遮断剤                      薬効細分類 2325

H2受容体拮抗薬§
院外限定10116 アシノン錠150mg ニザチジン ゼリア583 150mg1錠 33.00

院外限定10613 アルタットカプセル75mg ロキサチジン酢酸エステル塩酸 あすか製薬・武
田

584 75mg1カプセ
ル

38.30

院外限定11927 ガスター散2％(10mg/0.5g包) ファモチジン アステラス585 2%1g 49.90

診療科・院外限定13065 ザンタック錠150mg ラニチジン塩酸塩 ＧＳＫ586 150mg1錠 33.70

院外限定14016 タガメット細粒20％(200mg/g) シメチジン 大日本住友587 20%1g 20.40

正規採用16523 ファモチジンOD錠10mg「トーワ」 ファモチジン 東和薬品588 10mg1錠 9.90

正規採用16524 ファモチジンOD錠20mg「トーワ」 ファモチジン 東和薬品589 20mg1錠 16.20

正規採用16533 ファモチジン細粒2％「サワイ」 ファモチジン 沢井590 2%1g 19.20

正規採用17049 プロテカジンＯＤ錠10mg ラフチジン 大鵬薬品591 10mg1錠 35.10

診療科限定18475 ラニチジン錠150mg「トーワ」 ラニチジン 東和薬品592 150mg1錠 6.60

その他の消化性潰瘍用剤          薬効細分類 2329

PG（プロスタグランジン）E1誘導体§
正規採用12974 サイトテック錠100µg ミソプロストール ファイザー593 100μg1錠 19.60

PPI（プロトンポンプ阻害薬）§
院外限定11765 オメプラゾン錠10mg オメプラゾール 田辺三菱594 10mg1錠 75.00

正規採用15319 ネキシウムカプセル20mg エソメプラゾール アストラゼネカ・
第一三共

595 20mg1カプセ
ル

145.10

院外限定15924 パリエット錠10mg ラベプラゾールナトリウム エーザイ・ＥＡ
ファーマ

596 10mg1錠 115.70

院外限定15927 パリエット錠20mg ラベプラゾールナトリウム エーザイ・ＥＡ
ファーマ

597 20mg1錠 218.90

正規採用15928 パリエット錠5mg ラベプラゾールナトリウム エーザイ・ＥＡ
ファーマ

598 5mg1錠 63.40

正規採用18489 ラベプラゾールNa錠10mg「AA」 ラベプラゾールナトリウム あすか製薬・武
田

599 10mg1錠 67.20

正規採用18509 ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 ランソプラゾール 日医工600 15mg1錠 31.50

正規採用18512 ランソプラゾールOD錠30mg「日医工」 ランソプラゾール 日医工601 30mg1錠 55.60

PPI（プロトンポンプ阻害薬）：カリウムイオン競合型アシッドブロッカー§
正規採用14007 タケキャブ錠10mg ボノプラザンフマル酸塩 武田602 10mg1錠 160.10

正規採用14008 タケキャブ錠20mg ボノプラザンフマル酸塩 武田603 20mg1錠 240.20

抗精神病薬（ベンザミド系）・防御因子増強薬§
正規採用13405 スルピリドカプセル50 mg「トーワ」 スルピリド 東和薬品604 50mg1カプセ

ル
6.30

院外限定14730 ドグマチールカプセル50mg スルピリド アステラス605 50mg1カプセ
ル

14.20

正規採用14731 ドグマチール細粒50％(500mg/g) スルピリド アステラス606 50%1g 63.50

配合剤§
正規採用17760 マーズレンＳ配合顆粒 ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ/L-ｸﾞﾙ 寿・ＥＡファーマ607 1g 14.70

防御因子増強薬§
正規採用10602 アルサルミン細粒90％（900mg/g) スクラルファート 中外608 10%1mL 3.30

正規採用10671 アルロイドG内用液5％(600mL/本) アルギン酸ナトリウム カイゲンファー
マ

609 10mL 17.10

正規採用11017 イルソグラジンマレイン酸塩錠4 mg「日 イルソグラジンマレイン酸塩 日医工610 4mg1錠 9.90

正規採用11185 ウルグートカプセル200mg ベネキサート塩酸塩ベータデク 塩野義・共和薬
品

611 200mg1カプセ
ル

16.10

正規採用11257 エカベトNa顆粒66．7％「サワイ」 エカベトナトリウム 沢井612 66.7%1g 12.50

院外限定11945 ガストローム顆粒1.5g/包 エカベトナトリウム水和物 田辺三菱613 66.7%1g 19.50

院外限定11953 ガスロンＮ錠4mg イルソグラジンマレイン酸塩 日本新薬614 4mg1錠 54.80

正規採用13324 ｽｸﾗﾙﾌｧｰﾄ内用液10％(10mL/包)「 スクラルファート 日医工615 10%1mL 2.50

院外限定13683 セルベックス細粒10％（50mg/0.5g テプレノン エーザイ・ＥＡ
ファーマ

616 10%1g 18.60

正規採用14643 テプレノンカプセル50mg「サワイ」 テプレノン 沢井617 50mg1カプセ
ル

6.20

正規採用14644 テプレノン細粒10％「日医工」 テプレノン 日医工618 10%1g 11.90

正規採用17538 ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 ポラプレジンク 沢井619 75mg1錠 19.50

院外限定17899 ムコスタ顆粒20％(100mg/0.5g包) レバミピド 大塚製薬620 20%1g 27.30

正規採用18919 レバミピド錠100mg「明治」 レバミピド ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ621 100mg1錠 9.90

健胃消化剤233薬効小分類

消化酵素製剤                    薬効細分類 2331

膵酵素補充薬§
正規採用18562 リパクレオンカプセル150mg パンクレリパーゼ マイランＥＰＤ・Ｅ

Ａファーマ
622 150mg1カプセ

ル
32.50
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酸類製剤；クエン酸リモナーデ等  薬効細分類 2335

健胃消化薬§
診療科限定12230 希塩酸 希塩酸 健栄623 10mL 8.80

その他の健胃消化剤              薬効細分類 2339

健胃薬§
正規採用11301 ＳＭ配合散 ﾀｶｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ/生薬配合剤 第一三共エス

ファ
624 1g 6.20

消化酵素配合薬§
正規採用11272 エクセラーゼ配合錠 膵臓性消化酵素配合剤 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ625 1錠 5.60

院外限定14040 タフマックE配合カプセル 膵臓性消化酵素配合剤 小野626 1カプセル 6.20

正規採用17361 ベリチーム配合顆粒 膵臓性消化酵素配合剤 塩野義・共和薬
品

627 1g 12.10

乳糖分解酵素薬§
正規採用17896 ミルラクト細粒50％(0.5g包) β-ガラクトシダーゼ（ペニシリウ 高田628 50%1g 66.00

制酸剤234薬効小分類

アルミニウム化合物製剤；水酸化ア薬効細分類 2343

吸着剤§
正規採用10320 アドソルビン原末 天然ケイ酸アルミニウム 第一三共629 10g 10.40

無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等薬効細分類 2344

制酸剤§
正規採用14130 炭酸水素ナトリウム 炭酸水素ナトリウム マイラン・ファイ

ザー
630 10g 7.40

制酸剤・塩類下剤§
正規採用13058 酸化マグネシウム細粒83%(833mg/g 酸化マグネシウム 吉田製薬631 83%1g 12.60

正規採用13059 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 酸化マグネシウム 吉田製薬632 330mg1錠 5.60

正規採用17895 ミルマグ内用懸濁液7.2％(0.072g/m 水酸化マグネシウム エムジー・共和
薬品

633 7.2%10mL 17.90

その他の制酸剤                  薬効細分類 2349

配合剤§
正規採用17796 マーロックス懸濁配合顆粒(1.2g/包) 水酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑｹﾞﾙ/水酸化ﾏ サノフィ634 1g 17.00

下剤、浣腸剤235薬効小分類

植物性製剤；センナ等            薬効細分類 2354

大腸刺激性下剤§
正規採用13732 センノサイド錠12mg センノシド 武田テバ薬品・

武田テバファー
635 12mg1錠 5.00

油脂製剤；ヒマシ油等            薬効細分類 2356

院内製剤原料§
院内製剤原料16400 ヒマシ油 ヒマシ油 日興製薬636 10mL 13.60

その他の下剤，浣腸剤            薬効細分類 2359

クロライドチャネルアクチベーター§
正規採用10515 アミティーザカプセル24µg ルビプロストン スキャンポ・マイ

ランＥＰＤ
637 24μg1カプセ

ル
161.10

大腸刺激性下剤§
正規採用10703 アローゼン顆粒ＳＰ1g包 センナ・センナ実 ポーラファルマ638 1g 7.60

正規採用16257 ピコスルファートナトリウム内用液0.75 ピコスルファートナトリウム 日医工639 0.75%1mL 9.80

院外限定18421 ラキソベロン錠2.5mg ピコスルファートナトリウム 帝人ファーマ640 2.5mg1錠 8.60

膨張性下剤§
正規採用15980 バルコーゼ顆粒75％(750mg/g) カルメロースナトリウム サンノーバ・

エーザイ
641 1g 6.20

利胆剤236薬効小分類

胆汁酸製剤                      薬効細分類 2362

催胆薬（胆汁酸利胆薬）§
正規採用11190 ウルソ顆粒5％(50mg/g) ウルソデスオキシコール酸 田辺三菱642 5%1g 7.40

正規採用11202 ウルソ錠100mg ウルソデスオキシコール酸 田辺三菱643 100mg1錠 11.00
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その他の利胆剤                  薬効細分類 2369

排胆薬§
正規採用13335 スパカール錠40mg トレピブトン 大原644 40mg1錠 18.40

その他の消化器官用薬239薬効小分類

鎮吐剤                          薬効細分類 2391

5-HT3受容体拮抗制吐薬§
正規採用11850 カイトリル錠1mg グラニセトロン塩酸塩 中外645 1mg1錠 572.10

院外限定11851 カイトリル細粒0.4％(2mg/0.5g包) グラニセトロン塩酸塩 中外646 2mg1包 1,079.90

正規採用15133 ナゼアＯＤ錠0.1mg ラモセトロン塩酸塩 アステラス647 0.1mg1錠 1,215.50

ニューロキニン1（NK1）受容体拮抗薬§
正規採用11005 イメンドカプセル80mg アプレピタント 小野648 80mg1カプセ

ル
3,393.00

正規採用11006 イメンドカプセル125mg アプレピタント 小野649 125mg1カプセ
ル

4,972.70

他に分類されない消化器官用薬    薬効細分類 2399

グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト§
正規採用18695 リンゼス錠0.25mg リナクロチド アステラス650 0.25mg1錠 92.40

炎症性腸疾患治療薬§
正規採用10109 アサコール錠400mg メサラジン ゼリア・協和発

酵キリン
651 400mg1錠 76.20

正規採用13736 ゼンタコートカプセル3mg ブデソニド腸溶性顆粒充填カプ ゼリア652 3mg1カプセル 256.90

院外限定17413 ペンタサ錠250mg メサラジン 杏林653 250mg1錠 46.10

正規採用17414 ペンタサ錠500mg メサラジン 杏林654 500mg1錠 89.40

診療科限定17416 ペンタサ顆粒94％（2000mg/包） メサラジン 杏林655 94%1g 155.00

診療科限定17417 ペンタサ顆粒94 ％（1000mg/包） メサラジン顆粒 杏林656 94%1g 155.00

正規採用18549 リアルダ錠1200mg メサラジン・フィルムコーティング 持田657 1,200mg1錠 212.00

下痢型過敏性腸症候群治療薬（5-HT3受容体拮抗薬）§
診療科限定11011 イリボーＯＤ錠2.5µg ラモセトロン塩酸塩 アステラス658 2.5μg1錠 88.30

診療科限定11012 イリボーＯＤ錠5µg ラモセトロン塩酸塩 アステラス659 5μg1錠 144.20

過敏性腸症候群治療薬§
正規採用12831 コロネル細粒83.3％(1.2g/包) ポリカルボフィルカルシウム アステラス660 83.3%1g 25.80

正規採用17565 ポリフル錠500mg ポリカルボフィルカルシウム マイランＥＰＤ661 500mg1錠 16.50

機能性ディスペプシア（FD）治療薬§
正規採用10097 アコファイド錠100mg アコチアミド塩酸塩水和物 ゼリア・アステラ

ス
662 100mg1錠 37.20

口腔乾燥症状改善薬§
院外限定13027 サラジェン錠5mg ピロカルピン塩酸塩 キッセイ663 5mg1錠 133.70

正規採用13029 サラジェン顆粒0.5％(1g包) ピロカルピン塩酸塩 キッセイ664 5mg1包 133.70

院外限定13032 サリグレンカプセル30ｍg セビメリン塩酸塩水和物 日本化薬665 30mg1カプセ
ル

128.50

末梢性制吐薬（オピアト作動薬）§
院外限定13685 セレキノン錠100mg トリメブチンマレイン酸塩 田辺三菱666 100mg1錠 15.00

正規採用14957 トリメブチンマレイン酸塩錠100 mg「ト トリメブチンマレイン酸塩 東和薬品667 100mg1錠 5.60

末梢性制吐薬（セロトニン受容体作動薬）§
正規採用18172 モサプリドｸｴﾝ酸塩錠5mg「テバ」 モサプリドクエン酸塩水和物 武田テバ薬品・

武田テバファー
668 5mg1錠 9.90

正規採用18173 モサプリドｸｴﾝ酸塩散1％(10mg/g)「 モサプリドクエン酸塩水和物 武田テバ薬品・
武田テバファー

669 1%1g 19.90

末梢性制吐薬（ドパミン受容体拮抗薬）§
正規採用10939 イトプリド塩酸塩錠50mg「日医工」 イトプリド塩酸塩 日医工670 50mg1錠 9.80

院外限定11967 ガナトン錠50mg イトプリド塩酸塩 マイランＥＰＤ・
アステラス

671 50mg1錠 16.70

正規採用15126 ナウゼリンドライシロップ1％(10mg/g) ドンペリドン 協和発酵キリン672 1%1g 35.80

正規採用15127 ナウゼリンＯＤ錠10mg ドンペリドン 協和発酵キリン673 10mg1錠 15.10

正規採用16901 プリンペラン錠5mg メトクロプラミド アステラス674 5mg1錠 6.40

正規採用16902 プリンペランシロップ0.1％(1mg/mL) メトクロプラミド アステラス675 0.1%10mL 31.70

脳下垂体ホルモン剤241薬効小分類

その他の脳下垂体ホルモン剤      薬効細分類 2419

下垂体後葉ホルモン§
院外限定17867 ミニリンメルトＯＤ錠120µg デスモプレシン酢酸塩水和物 フェリング・協和

発酵キリン
676 120μg1錠 202.70

院外限定17868 ミニリンメルトＯＤ錠240µg デスモプレシン酢酸塩水和物 フェリング・協和
発酵キリン

677 240μg1錠 340.70

正規採用17869 ミニリンメルトＯＤ錠60µg デスモプレシン酢酸塩水和物 フェリング・協和
発酵キリン

678 60μg1錠 120.70
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甲状腺、副甲状腺ホルモン剤243薬効小分類

甲状腺ホルモン製剤              薬効細分類 2431

甲状腺ホルモン§
院外限定14339 チラーヂンＳ錠25µg レボチロキシンナトリウム(T4)水 あすか製薬・武

田
679 25μg1錠 9.60

正規採用14340 チラ－ヂンＳ錠50µg レボチロキシンナトリウム(T4)水 あすか製薬・武
田

680 50μg1錠 9.60

正規採用14342 チラーヂンＳ散0.01％(100µg/g) レボチロキシンナトリウム(T4)水 あすか製薬・武
田

681 0.01%1g 58.00

院外限定14350 チロナミン錠25µg リオチロニンナトリウム(T3) 武田682 25μg1錠 11.10

抗甲状腺ホルモン製剤            薬効細分類 2432

抗甲状腺薬§
正規採用14230 チウラジール50mg プロピルチオウラシル 田辺三菱683 50mg1錠 9.60

正規採用18140 メルカゾール錠5mg チアマゾール あすか製薬・武
田

684 5mg1錠 9.60

244薬効小分類

その他のたん白同化ステロイド剤  薬効細分類 2449

蛋白同化ステロイド§
正規採用16890 プリモボラン錠5mg メテノロン酢酸エステル バイエル685 5mg1錠 11.40

副腎皮質ホルモン剤245薬効小分類

コルチゾン系製剤                薬効細分類 2452

合成鉱質コルチコイド製剤§
正規採用17125 フロリネフ錠0.1mg ﾌﾙﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ アスペン686 0.1mg1錠 334.10

副腎皮質ステロイド§
正規採用12715 コートリル錠10mg ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ ファイザー687 10mg1錠 7.30

フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤  薬効細分類 2454

副腎皮質ステロイド§
正規採用14582 デカドロンエリキシル0.01％(0.1mg/m ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 日医工688 0.01%1mL 4.20

正規採用14583 デカドロン錠0.5ｍg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 日医工689 0.5mg1錠 5.60

正規採用14584 デカドロン錠4ｍg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 日医工690 4mg1錠 35.80

正規採用18710 リンデロン錠0.5mg ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 塩野義691 0.5mg1錠 14.70

正規採用18888 レダコート錠4mg ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝ アルフレッサ
ファーマ

692 4mg1錠 24.50

診療科限定18902 レナデックス錠4mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ セルジーン693 4mg1錠 173.80

プレドニゾロン系製剤            薬効細分類 2456

副腎皮質ステロイド§
正規採用16969 プレドニゾロン錠1mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 旭化成ファーマ694 1mg1錠 8.10

正規採用16970 プレドニン錠5mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 塩野義695 5mg1錠 9.60

正規採用16983 プレドニゾロン散「ﾀｹﾀﾞ」1％(10mg/g) ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 武田テバ薬品・
武田

696 1%1g 8.40

正規採用18070 メドロール錠4mg ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ ファイザー697 4mg1錠 17.80

その他の副腎ホルモン剤          薬効細分類 2459

副腎皮質ステロイド/抗ヒスタミン薬配合剤§
正規採用13690 セレスタミン配合錠 ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ/d-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚ 高田698 1錠 9.90

卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤247薬効小分類

エストラジオール系製剤          薬効細分類 2473

卵胞ホルモン（エストロゲン）§
院外限定13202 ジュリナ錠0.5mg エストラジオール バイエル699 0.5mg1錠 65.50

エストリオール系製剤            薬効細分類 2475

卵胞ホルモン（エストロゲン）§
院外限定11320 エストリール錠1mg エストリオール 持田700 1mg1錠 15.30

合成黄体ホルモン製剤            薬効細分類 2478

黄体ホルモン（プロゲステロン）§
院外限定14660 デュファストン錠5ｍg ジドロゲステロン マイランＥＰＤ701 5mg1錠 36.40

正規採用16280 ヒスロン錠5mg ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ 協和発酵キリン702 5mg1錠 35.80
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抗悪性腫瘍薬（黄体ホルモン）§
診療科限定16285 ヒスロンＨ錠200mg ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ 協和発酵キリン703 200mg1錠 259.90

排尿障害治療薬・抗悪性腫瘍薬（抗アンドロゲン薬）§
正規採用17032 プロスタール錠25mg ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ あすか製薬・武

田
704 25mg1錠 93.20

その他の卵胞ホルモン及び黄体ホル薬効細分類 2479

卵胞ホルモン（エストロゲン）§
正規採用16990 プレマリン錠0.625mg 結合型エストロゲン ファイザー705 0.625mg1錠 18.60

混合ホルモン剤248薬効小分類

卵胞ホルモン，黄体ホルモン混合製薬効細分類 2482

卵胞ホルモン／黄体ホルモン配合剤§
正規採用13770 ソフィア-Ａ配合錠 ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ/ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ あすか製薬・武

田
706 1錠 8.00

診療科・院外限定16858 フリウェル配合錠LD ノルエチステロン/エチニルエス 持田販売・持田707 1錠 170.40

院外限定18295 ヤーズ配合錠(28錠/枚) ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ/ﾄﾞﾛｽﾋﾟﾚﾉﾝ バイエル708 1シート 7,097.80

院外限定18805 ルナベル配合錠ＬＤ ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ/ﾉﾙｴﾁｽﾃ ノーベル・日本
新薬,富士製薬

709 1錠 270.10

院外限定18806 ルナベル配合錠ＵＬＤ ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ/ﾉﾙｴﾁｽﾃ ノーベル・日本
新薬,富士製薬

710 1錠 336.40

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）249薬効小分類

循環ホルモン剤                  薬効細分類 2491

循環系ホルモン剤§
正規採用12051 カリクレイン錠10単位 カリジノゲナーゼ バイエル711 10単位1錠 12.70

正規採用12092 カルナクリン錠50ＩＵ カリジノゲナーゼ 三和化学712 50単位1錠 20.70

他に分類されないホルモン剤（抗ホ薬効細分類 2499

子宮内膜症治療薬（テストステロン系）§
正規採用17608 ボンゾール錠100mg ダナゾール 田辺三菱713 100mg1錠 195.50

子宮内膜症治療薬（黄体ホルモン）§
院外限定14538 ディナゲスト錠1mg ジエノゲスト 持田714 1mg1錠 475.50

排尿障害治療薬（5α 還元酵素阻害薬）§
正規採用10486 アボルブカプセル0.5mg デュタステリド ＧＳＫ715 0.5mg1カプセ

ル
210.60

排卵誘発薬（抗エストロゲン剤）§
院外限定12550 クロミッド錠50mg クロミフェンクエン酸塩 富士製薬716 50mg1錠 104.00

副腎皮質ホルモン合成阻害薬§
正規採用11776 オペプリムカプセル500mg ミトタン ヤクルト717 500mg1カプセ

ル
921.60

子宮収縮剤253薬効小分類

バッカク類製剤                  薬効細分類 2531

子宮収縮薬§
正規採用18014 メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あす ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 あすか製薬・武

田
718 0.125mg1錠 9.90

254薬効小分類

その他の避妊剤                  薬効細分類 2549

低用量OC（経口避妊薬）§
院外限定16 トリキュラー28 ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ/ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽ バイエル719 (28日分)1組

診療科・院外限定17766 マーベロン21 ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ/ﾃﾞｿｹﾞｽﾄﾚ ＭＳＤ720 (21日分)1組

その他の泌尿生殖器及び肛門用薬259薬効小分類

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬薬効細分類 2590

PDE-5（ホスホジエステラーゼ-5）阻害薬§
診療科限定13045 ザルティア錠5mg タダラフィル リリー・日本新

薬
721 5mg1錠 230.60

子宮収縮抑制薬§
正規採用18780 ルテオニン錠5mg リトドリン塩酸塩 あすか製薬・武

田
722 5mg1錠 68.20
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排尿障害治療薬§
正規採用11379 エビプロスタット配合錠ＤＢ ｵｵｳﾒｶﾞｻｿｳｴｷｽ/ｽｷﾞﾅｴｷｽ 日本新薬723 1錠 42.90

正規採用13660 セルニルトン錠 セルニチンポーレンエキス 東菱・扶桑724 1錠 15.90

排尿障害治療薬（α 1受容体遮断薬）§
正規採用14059 タムスロシン塩酸塩OD錠0．2mg「サワ タムスロシン塩酸塩 沢井725 0.2mg1錠 50.10

院外限定15989 ハルナールＤ錠0.2mg タムスロシン塩酸塩 アステラス726 0.2mg1錠 121.60

正規採用16894 フリバスＯＤ錠25mg ナフトピジル 旭化成ファーマ727 25mg1錠 44.60

院外限定16897 フリバスＯＤ錠75mg ナフトピジル 旭化成ファーマ728 75mg1錠 132.30

正規採用18353 ユリーフOD錠4mg シロドシン キッセイ・第一
三共

729 4mg1錠 75.50

頻尿・過活動膀胱治療薬§
院外限定16820 ブラダロン錠200mg フラボキサート塩酸塩 日本新薬730 200mg1錠 42.30

頻尿・過活動膀胱治療薬（β 3受容体作動薬）§
正規採用17236 ベタニス錠50mg ミラベグロン アステラス731 50mg1錠 195.20

頻尿・過活動膀胱治療薬（ムスカリン受容体拮抗薬：抗コリン薬）§
院外限定11186 ウリトスＯＤ錠0.1mg イミダフェナシン 杏林732 0.1mg1錠 97.90

院外限定11721 オキシブチニン塩酸塩錠2 mg「トーワ」 オキシブチニン塩酸塩 東和薬品733 2mg1錠 5.80

正規採用14759 トビエース錠4mg フェソテロジンフマル酸塩 ファイザー734 4mg1錠 194.30

院外限定15797 バップフォー錠10mg プロピベリン塩酸塩 大鵬薬品735 10mg1錠 63.60

正規採用17073 塩酸プロピベリン錠10mg「SW」 塩酸プロピベリン 沢井736 10mg1錠 24.90

正規採用17228 ベシケアＯＤ錠5mg コハク酸ソリフェナシン アステラス737 5mg1錠 194.70

院外限定17535 ポラキス錠2mg オキシブチニン塩酸塩 サノフィ738 2mg1錠 30.40

勃起不全治療薬（PDE-5阻害薬）§
診療科・院外限定11 レビトラ錠20mg ﾊﾞﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ塩酸塩水和物 バイエル739 20mg1錠

院外限定12 バイアグラ錠25mg シルデナフィルクエン酸塩 ファイザー740 25mg1錠

診療科・院外限定13 レビトラ錠10mg ﾊﾞﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ塩酸塩水和物 バイエル741 10mg1錠

院外限定14 シアリス錠10mg タダラフィル リリー・日本新
薬

742 10mg1錠

院外限定15 バイアグラ錠50mg シルデナフィルクエン酸塩 ファイザー743 50mg1錠

院外限定15604 バイアグラODフィルム50mg シルデナフィルクエン酸塩口腔 ファイザー744 50mg1錠

その他の外皮用剤269薬効小分類

他に分類されない外皮用薬        薬効細分類 2699

皮膚疾患・ハンセン病治療薬§
院外限定18848 レクチゾール錠25mg ジアフェニルスルホン 田辺三菱745 25mg1錠 74.90

その他の歯科口腔用薬279薬効小分類

その他の歯科口腔用薬            薬効細分類 2790

う蝕予防フッ化物洗口剤§
診療科・院外限定40419 ミラノール顆粒11％(1g/包) フッ化ナトリウム 東洋製化・ビー

ブランド
746 11%1g

290薬効小分類

その他の個々の器官系用医薬品    薬効細分類 2900

植物ステロール§
院外限定15620 ハイゼット錠50mg ガンマオリザノール 大塚製薬747 50mg1錠 10.10

脱毛・浸出液・白血球減少抑制薬§
正規採用13576 セファランチン末1％(10mg/g) ｾﾌｧﾗﾝﾁﾝ (ﾀﾏｻｷﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ抽 化研生薬748 1%1g 60.60

乳児血管腫治療剤§
診療科限定17325 ヘマンジオルシロップ小児用0.375％ プロプラノロール マルホ749 0.375%1mL 260.70

ビタミンＡ及びＤ剤311薬効小分類

合成ビタミンＡ製剤              薬効細分類 3111

ビタミンA・レチノイド§
院外限定14310 チョコラＡ錠1万単位 ﾚﾁﾉｰﾙﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ サンノーバ・

エーザイ
750 10,000単位1

錠
12.00

正規採用14312 チョコラＡ滴3万単位/mL(15mL/本) ﾚﾁﾉｰﾙﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ サンノーバ・
エーザイ

751 30,000単位
1mL

81.60
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合成ビタミンＤ製剤              薬効細分類 3112

活性型ビタミンD3製剤§
正規採用10633 アルファカルシドールカプセル0.25µg「 アルファカルシドール 東和薬品752 0.25μg1カプ

セル
5.80

院外限定10635 アルファロールカプセル0.25µg アルファカルシドール 中外753 0.25μg1カプ
セル

20.20

正規採用10636 アルファロールカプセル1µg アルファカルシドール 中外754 1μg1カプセル 70.50

正規採用10638 アルファロール内用液0.5µg/mL(10m アルファカルシドール 中外755 0.5μg1mL 69.50

正規採用11336 エディロールカプセル0.75µg エルデカルシトール 中外・大正富山756 0.75μg1カプ
セル

99.20

院外限定11338 エディロールカプセル0.5µg エルデカルシトール 中外・大正富山757 0.5μg1カプセ
ル

69.60

院外限定19151 ワンアルファ錠0.5µg アルファカルシドール 帝人ファーマ758 0.5μg1錠 37.40

院外限定19152 ワンアルファ錠1µg アルファカルシドール 帝人ファーマ759 1μg1錠 67.50

その他のビタミンＡ及びＤ剤      薬効細分類 3119

角化症・乾癬治療薬§
正規採用14275 チガソンカプセル10mg ｴﾄﾚﾁﾅｰﾄ（ﾋﾞﾀﾐﾝA類似構造） 中外760 10mg1カプセ

ル
324.20

ビタミンB1剤312薬効小分類

ビタミンＢ１誘導体製剤          薬効細分類 3122

ビタミンB1・B1誘導体§
正規採用10560 アリナミンＦ糖衣錠25mg フルスルチアミン 武田テバ薬品・

武田
761 25mg1錠 5.80

ビタミンB剤313薬効小分類

ビタミンＢ２剤                  薬効細分類 3131

ビタミンB2製剤§
院外限定15679 ハイボン錠20mg ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙ（脂溶性 田辺三菱・田辺

販売
762 20mg1錠 5.60

正規採用16841 フラビタン錠5mg ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁﾄﾞﾅﾄﾘｳ トーアエイヨー・
アステラス

763 5mg1錠 5.60

ニコチン酸系製剤                薬効細分類 3132

ニコチン酸製剤§
正規採用15185 ニコチン酸アミド散10％(100mg/g) ニコチン酸アミド ゾンネボード764 10%1g 11.30

ビタミンＢ６剤                  薬効細分類 3134

ビタミンB6製剤§
正規採用11580 ピリドキシン塩酸塩原末「マルイシ」 ピリドキシン塩酸塩 丸石765 1g 30.10

正規採用16360 ピドキサール錠10mg ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ水和物 中外766 10mg1錠 5.60

葉酸製剤                        薬効細分類 3135

葉酸製剤§
正規採用16680 フォリアミン錠5mg 葉酸 日本製薬・武田767 5mg1錠 9.60

ビタミンＢ１２剤                薬効細分類 3136

ビタミンB12製剤§
院外限定15591 ハイコバールカプセル500µg コバマミド（肝存在・補酵素型） エーザイ768 0.5mg1カプセ

ル
23.00

正規採用18011 メチコバール錠500µg メコバラミン エーザイ769 0.5mg1錠 17.10

診療科限定18012 メチコバール細粒0.1％(500µg/0.5g メコバラミン（血液・髄液中存在 エーザイ770 0.1%500mg1
包

24.00

ビタミンE剤315薬効小分類

ビタミンＥ剤                    薬効細分類 3150

ビタミンE製剤§
正規採用18330 ユベラ錠50mg トコフェロール酢酸エステル サンノーバ・

エーザイ
771 50mg1錠 5.60

正規採用18331 ユベラ顆粒20％(200mg/g) トコフェロール酢酸エステル サンノーバ・
エーザイ

772 20%1g 10.50

ビタミンK剤316薬効小分類

ビタミンＫ剤                    薬効細分類 3160

ビタミンK製剤§
正規採用11966 カチーフN散1％(10mg/g) フィトナジオン（ビタミンK1） 日本製薬・武田773 1%1g 33.00

院外限定12344 グラケーカプセル15mg メナテトレノン（ビタミンK2） エーザイ774 15mg1カプセ
ル

31.00

正規採用12618 ケイツーシロップ0.2％（2mg/1mL包) メナテトレノン（ビタミンK2） サンノーバ・
エーザイ

775 0.2%1mL 26.70

正規採用18071 メナテトレノンカプセル15mg「CH」 メナテトレノン 長生堂・日本
ジェネリック

776 15mg1カプセ
ル

17.50

23/43 ページ



混合ビタミン剤317薬効小分類

その他の混合ビタミン剤（ビタミン薬効細分類 3179

ビタミンC・パントテン酸カルシウム配合剤§
正規採用13162 シナール配合顆粒(1g/包) ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸・ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸ｶﾙｼｳ 塩野義777 1g 6.20

混合ビタミンＢ群§
正規採用16312 ビタメジン配合カプセルＢ25 ビタミンB1・B6・B12混合 第一三共778 1カプセル 5.60

総合ビタミン製剤§
正規採用16130 パンビタン末 複合ビタミン剤（11種類） 武田テバ薬品・

武田
779 1g 6.20

その他のビタミン剤319薬効小分類

その他のビタミン剤              薬効細分類 3190

ビタミンH製剤§
正規採用16225 ビオチン散0.2％(2mg/g) ビオチン 扶桑780 0.2%1g 10.10

カルシウム剤321薬効小分類

乳酸カルシウム製剤              薬効細分類 3211

カルシウム製剤§
正規採用15220 乳酸カルシウム 乳酸カルシウム水和物 マイラン・ファイ

ザー
781 10g 37.70

有機酸カルシウム製剤（乳酸・グリ薬効細分類 3214

カルシウム製剤§
正規採用10181 アスパラＣＡ錠200mg L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ水和物 田辺三菱・田辺

販売
782 1錠 5.60

その他のカルシウム剤            薬効細分類 3219

カルシウム・天然型ビタミンD3・マグネシウム配合剤§
正規採用14633 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 日東薬品・第一

三共
783 1錠 19.80

カルシウム製剤§
正規採用18700 リン酸水素カルシウム水和物 リン酸水素カルシウム水和物 日興製薬784 10g 14.20

無機質製剤322薬効小分類

ヨウ素化合物製剤；ヨウ化カリウム薬効細分類 3221

ヨウ素§
正規採用18370 ヨウ化カリウム ヨウ化カリウム 日興製薬785 1g 8.20

院外限定18371 ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 ヨウ化カリウム 日医工786 50mg1丸 5.60

院外限定18392 ヨウレチン錠50µg ヨウ素レシチン 第一薬産787 50μg1錠 6.10

鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）薬効細分類 3222

鉄剤§
正規採用11031 インクレミンシロップ5％(50ｍg/mL) 溶性ピロリン酸第二鉄 アルフレッサ

ファーマ
788 1mL 6.10

正規採用12322 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 沢井789 鉄50mg1錠 5.60

その他の無機質製剤              薬効細分類 3229

カリウム・マグネシウム製剤§
正規採用10170 アスパラ配合錠（K：0.44mEq/錠） L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ/ﾏｸﾞﾈｼ 田辺三菱・田辺

販売
790 (150mg)1錠 5.80

カリウム製剤§
正規採用10192 アスパラカリウム錠300mg（1.8mEq/ Ｌ－アスパラギン酸カリウム 田辺三菱・田辺

販売
791 300mg1錠 5.80

正規採用12461 グルコンサンＫ細粒4mEq/g グルコン酸カリウム ポーラファル
マ・科研

792 カリウム
4mEq1g

8.70

正規採用13420 スローケー錠600mg（8mEq/錠） 塩化カリウム ノバルティス793 600mg1錠 6.60

経口リン酸製剤§
診療科・院外限定17491 ホスリボン配合顆粒(100mg/0.48g包 ﾘﾝ酸2水素ﾅﾄﾘｳﾑ1水和物/無 ゼリア794 100mg1包(リン

として)
70.70

複合電解質§
正規採用13801 ソリタ－Ｔ配合顆粒3号(4g/包) 複合電解質 エイワイファー

マ・陽進堂
795 4g1包 33.30
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タンパクアミノ酸製剤325薬効小分類

混合アミノ酸製剤                薬効細分類 3253

肝硬変用アミノ酸製剤（分岐鎖アミノ酸製剤）§
正規採用18563 リーバクト配合顆粒(4.15g/包) イソロイシン・ロイシン・バリン ＥＡファーマ796 4.15g1包 199.00

院外限定18564 リーバクト配合経口ゼリー(20g/個) イソロイシン・ロイシン・バリン ＥＡファーマ797 20g1個 224.20

その他のたん白アミノ酸製剤      薬効細分類 3259

経腸栄養剤（肝不全用・半消化態）§
正規採用10522 アミノレバンEN配合散(50g/包) 肝不全用成分栄養剤 大塚製薬798 10g 96.10

経腸栄養剤（成分栄養）§
正規採用11505 エレンタール配合内服剤(80g/包) 経腸成分栄養剤 ＥＡファーマ799 10g 57.50

正規採用11507 エレンタールＰ乳幼児用内用(40g/包 小児用経腸成分栄養剤 ＥＡファーマ800 10g 67.10

経腸栄養剤（半消化態）§
正規採用11348 エネーボ配合経腸用液(250mL/本) 経腸成分栄養剤(1.2Kcal/mL) アボット801 10mL 7.70

正規採用11606 エンシュア・Ｈ(250mL/本) 経腸成分栄養剤(1.5Kcal/mL) アボット802 10mL 10.10

診療科限定18432 ラコールＮＦ配合経腸用液(200mL/本 経腸成分栄養剤(1.0Kcal/mL) ＥＮ大塚・大塚
工場,大塚製薬

803 10mL 7.80

正規採用18436 ラコールNF配合経腸用半固形剤(300 経腸成分栄養剤(1.0Kcal/g) ＥＮ大塚・大塚
工場,大塚製薬

804 10g 10.90

乳幼児用剤327薬効小分類

その他の乳幼児用剤              薬効細分類 3279

代謝異常症用特殊粉乳§
診療科限定18327 ﾌｪﾆﾙｱﾗﾆﾝ除去ﾐﾙｸ配合散「雪印」 フェニルアラニン除去ミルク 雪印メグミルク・

雪印ビーンス
805 1g 11.10

診療科限定18328 ﾛｲｼﾝ・ｲｿﾛｲｼﾝ・ﾊﾞﾘﾝ除去ﾐﾙｸ配合 ﾛｲｼﾝ･ｲｿﾛｲｼﾝ･ﾊﾞﾘﾝ除去ﾐﾙｸ 雪印メグミルク・
雪印ビーンス

806 1g 11.10

止血剤332薬効小分類

カルバゾクロム系製剤            薬効細分類 3321

血管強化薬§
正規採用10333 アドナ錠30mg ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 田辺三菱・田辺

販売
807 30mg1錠 10.80

抗プラスミン剤                  薬効細分類 3327

抗プラスミン薬§
正規採用14850 トランサミンカプセル250ｍg トラネキサム酸 第一三共808 250mg1カプセ

ル
9.90

正規採用14852 トランサミンシロップ5％(50mg/mL) トラネキサム酸 ニプロファーマ・
第一三共

809 5%1mL 4.30

血液凝固阻止剤333薬効小分類

ジグマロール系製剤              薬効細分類 3332

クマリン系薬§
正規採用19139 ワーファリン錠0.5mg ワルファリンカリウム エーザイ810 0.5mg1錠 9.60

正規採用19140 ワーファリン錠1mg ワルファリンカリウム エーザイ811 1mg1錠 9.60

その他の血液凝固阻止剤          薬効細分類 3339

トロンビン直接阻害薬§
正規採用16792 プラザキサカプセル75mg ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾗﾝｴﾃｷｼﾗｰﾄﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ 日本ベーリン

ガー
812 75mg1カプセ

ル
136.40

正規採用16793 プラザキサカプセル110mg ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾗﾝｴﾃｷｼﾗｰﾄﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ 日本ベーリン
ガー

813 110mg1カプセ
ル

239.30

血液保存液§
正規採用40600 ＡＣＤ-Ａ液(500mL) ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ/ｸｴﾝ酸/ﾌﾞﾄﾞｳ テルモ814 1mL

合成Xa阻害薬§
正規採用10866 イグザレルト錠10mg リバーロキサバン バイエル815 10mg1錠 383.00

正規採用10867 イグザレルト錠15mg リバーロキサバン バイエル816 15mg1錠 545.60

正規採用11435 エリキュース錠2.5mg アピキサバン ＢＭＳ・ファイ
ザー

817 2.5mg1錠 149.00

正規採用11436 エリキュース錠5mg アピキサバン ＢＭＳ・ファイ
ザー

818 5mg1錠 272.80

正規採用18527 リクシアナ錠15mg エドキサバントシル酸塩水和物 第一三共819 15mg1錠 294.20

正規採用18542 リクシアナ錠30mg エドキサバントシル酸塩水和物 第一三共820 30mg1錠 538.40

正規採用18543 リクシアナ錠60mg エドキサバントシル酸塩水和物 第一三共821 60mg1錠 545.60
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その他の血液・体液用薬339薬効小分類

他に分類されない血液・体液用薬  薬効細分類 3399

経口血小板産生促進剤／ﾄﾛﾝﾎﾞﾎﾟｴﾁﾝ受容体作動薬§
診療科限定17929 ムルプレタ錠3mg ルストロンボパグ 塩野義822 3mg1錠 15,661.00

血管拡張薬（PGE1誘導体）§
正規採用18628 リマプロストｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ錠5µg「日医工 リマプロストアルファデクス 日医工823 5μg1錠 24.90

抗血小板剤§
院外限定16968 プレタールOD錠100mg シロスタゾール 大塚製薬824 100mg1錠 144.20

抗血小板薬§
正規採用11387 エフィエント錠3.75mg プラスグレル塩酸塩 第一三共825 3.75mg1錠 282.70

正規採用11389 エフィエント錠20 mg プラスグレル塩酸塩錠 第一三共826 20mg1錠 1,150.20

正規採用13254 シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 シロスタゾール 東和薬品827 100mg1錠 33.10

正規採用15559 バイアスピリン錠100mg アスピリン バイエル828 100mg1錠 5.60

院外限定15845 パナルジン錠100mg チクロピジン塩酸塩 サノフィ829 100mg1錠 50.70

正規採用15846 パナルジン細粒10％(100mg/g) チクロピジン塩酸塩 サノフィ830 10%1g 57.50

正規採用16843 プラビックス錠75mg クロピドグレル硫酸塩 サノフィ831 75mg1錠 201.20

正規採用16844 プラビックス錠25mg クロピドグレル硫酸塩 サノフィ832 25mg1錠 80.30

院外限定16967 プレタールＯＤ錠50mg シロスタゾール 大塚製薬833 50mg1錠 80.80

抗血小板薬（5-HT2遮断薬）§
正規採用10808 アンプラーグ錠100mg サルポグレラート塩酸塩 田辺三菱834 100mg1錠 113.00

抗血小板薬（PGI2誘導体）§
院外限定14972 ドルナー錠20µg ベラプロストナトリウム 東レ・アステラ

ス
835 20μg1錠 56.40

正規採用17336 ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 ベラプロストナトリウム 沢井836 20μg1錠 21.60

抗血小板薬/PPI（プロトンポンプ阻害薬）配合剤§
正規採用14029 タケルダ配合錠 ｱｽﾋﾟﾘﾝ/ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 武田837 1錠 80.60

抗血小板薬・多価不飽和脂肪酸（EPA製剤）§
正規採用10855 イコサペント酸エチル粒状カプセル900 イコサペント酸エチル 日医工838 900mg1包 44.00

院外限定11358 エパデールＳ(900mg/包) イコサペント酸エチル 持田839 900mg1包 105.40

抗血小板薬配合剤§
院外限定12893 コンプラビン配合錠 ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ硫酸塩/ｱｽﾋﾟﾘﾝ サノフィ840 1錠 265.60

肝臓疾患用剤391薬効小分類

その他の肝臓疾患用剤            薬効細分類 3919

肝機能改善薬§
正規採用13995 タウリン散98％(1.02g/包) タウリン（含硫アミノ酸） 大正製薬・大正

富山
841 98%1g 9.00

肝機能改善薬・アレルギー用薬§
正規採用12401 グリチロン配合錠 グリチルリチン製剤 ミノファーゲン・

ＥＡファーマ
842 1錠 5.60

肝機能改善薬・重金属（特に水銀）中毒治療薬§
正規採用14270 チオラ錠100mg チオプロニン マイラン・ファイ

ザー
843 100mg1錠 9.40

解毒剤392薬効小分類

その他の解毒剤                  薬効細分類 3929

アセトアミノフェン中毒治療薬§
正規採用10219 アセチルシステイン内用液１７.６％「あ アセチルシステイン あゆみ製薬844 17.6%1mL 97.60

重金属（鉛・水銀・銅）中毒治療薬（関節リウマチ・ウィルソン病治療薬）§
正規採用18002 メタルカプターゼ100mg Ｄ－ペニシラミン 大正製薬・大正

富山
845 100mg1カプセ

ル
60.20

鉄過剰症治療薬§
診療科限定11273 エクジェイド懸濁用錠125mg デフェラシロクス ノバルティス846 125mg1錠 1,194.80

診療科限定11274 エクジェイド懸濁用錠500mg デフェラシロクス ノバルティス847 500mg1錠 4,756.40

銅吸収阻害薬（ウィルソン病治療薬）§
診療科・院外限定15474 ノベルジン錠25mg 酢酸亜鉛水和物 ノーベル848 25mg1錠 269.50

院外限定15475 ノベルジン錠50mg 酢酸亜鉛水和物 ノーベル849 50mg1錠 422.30

正規採用17995 メタライト250カプセル 塩酸トリエンチン ツムラ850 250mg1カプセ
ル

288.00
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尿素症治療薬§
正規採用12529 球形吸着炭細粒分包2 g「日医工」 球形吸着炭 日医工851 1g 63.50

尿毒症治療薬§
院外限定12526 クレメジン細粒分包(2g/包) 球形吸着炭 クレハ・田辺三

菱
852 1g 93.30

葉酸誘導体（5-FU抗腫瘍効果増強薬）§
院外限定18322 ユーゼル錠25mg ホリナートカルシウム 大鵬薬品853 25mg1錠 2,264.90

葉酸誘導体（葉酸代謝拮抗剤メトトレキサート（MTX）毒性軽減薬）§
診療科限定18955 ロイコボリン錠5mg ホリナートカルシウム ファイザー854 5mg1錠 814.50

痛風治療剤394薬効小分類

コルヒチン製剤                  薬効細分類 3941

痛風発作治療薬§
正規採用12800 コルヒチン錠0.5mg コルヒチン 高田855 0.5mg1錠 7.80

アロプリノール製剤              薬効細分類 3943

尿酸生成抑制薬§
正規採用10725 アロプリノール錠100mg「ケミファ」 アロプリノール ケミファ856 100mg1錠 7.70

正規採用18615 リボール細粒20％(200mg/g) アロプリノール メディサ・化研
生薬

857 20%1g 22.30

その他の痛風治療剤              薬効細分類 3949

酸性尿改善薬§
院外限定11183 ウラリット-Ｕ配合散(1g/包) ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ/ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ ケミファ858 1g 19.60

正規採用11187 ウロアシス配合散 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリ 日医工859 1g 8.40

尿酸生成抑制薬§
院外限定14768 トピロリック錠40mg トピロキソスタット 富士薬品860 40mg1錠 36.60

正規採用16628 フェブリク錠20mg フェブキソスタット 帝人ファーマ861 20mg1錠 58.00

院外限定16629 フェブリク錠40mg フェブキソスタット 帝人ファーマ862 40mg1錠 109.60

尿酸排泄促進薬§
正規採用17418 ベンズブロマロン錠50 mg「テバ」 ベンズブロマロン 武田テバファー

マ・武田
863 50mg1錠 6.50

院外限定18350 ユリノーム錠50mg ベンズブロマロン 鳥居864 50mg1錠 25.60

糖尿病用剤396薬効小分類

スルフォニル尿素系製剤          薬効細分類 3961

スルホニル尿素（SU）類（第三世代）§
院外限定10484 アマリール錠0.5mg グリメピリド サノフィ865 0.5mg1錠 9.90

院外限定10487 アマリール錠1mg グリメピリド サノフィ866 1mg1錠 17.10

院外限定10488 アマリール錠3mg グリメピリド サノフィ867 3mg1錠 40.10

正規採用12437 グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」 グリメピリド 日医工868 0.5mg1錠 9.60

正規採用12438 グリメピリドOD錠1mg「日医工」 グリメピリド 日医工869 1mg1錠 9.90

スルホニル尿素（SU）類（第二世代）§
院外限定11710 オイグルコン錠2.5mg グリベンクラミド 中外870 2.5mg1錠 12.40

院外限定12435 グリミクロン錠40mg グリクラジド 大日本住友871 40mg1錠 24.40

正規採用12436 グリミクロンＨＡ錠20mg グリクラジド 大日本住友872 20mg1錠 13.70

正規採用14000 ダオニール錠1.25mg グリベンクラミド サノフィ873 1.25mg1錠 7.20

ビグアナイド系製剤              薬効細分類 3962

ビグアナイド系（BG）類§
院外限定13190 ジベトス錠50mg ブホルミン塩酸塩 日医工874 50mg1錠 9.60

正規採用18035 メトグルコ錠250mg メトホルミン塩酸塩 大日本住友875 250mg1錠 9.90

院外限定18036 メトグルコ錠500mg メトホルミン塩酸塩 大日本住友876 500mg1錠 16.70

その他の糖尿病用剤              薬効細分類 3969

α -グルコシダーゼ阻害薬（α ‐GI）§
院外限定12457 グルコバイＯＤ錠50mg アカルボース バイエル・富士

フイルムファー
877 50mg1錠 20.20

正規採用12458 グルコバイＯＤ錠100mg アカルボース バイエル・富士
フイルムファー

878 100mg1錠 35.60

正規採用13452 セイブルOD錠50mg ミグリトール 三和化学879 50mg1錠 52.40

院外限定17148 ベイスンＯＤ錠0.3mg ボグリボース 武田テバ薬品・
武田

880 0.3mg1錠 47.10

正規採用17486 ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 ボグリボース 東和薬品881 0.2mg1錠 14.50
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インクレチン関連薬（DPP-4阻害薬）§
正規採用11262 エクア錠50mg ビルダグリプチン ノバルティス882 50mg1錠 80.10

院外限定11835 オングリザ錠2.5mg サキサグリプチン水和物 協和発酵キリン883 2.5mg1錠 91.80

院外限定12339 グラクティブ錠25mg シタグリプチンリン酸塩水和物 小野884 25mg1錠 74.60

正規採用13201 ジャヌビア錠50mg シタグリプチンリン酸塩水和物 ＭＳＤ885 50mg1錠 136.50

院外限定13302 スイニー錠100mg アナグリプチン 三和化学・興和
創薬

886 100mg1錠 68.60

正規採用14607 テネリア錠20mg テネリグリプチン臭化水素酸塩 田辺三菱・第一
三共

887 20mg1錠 169.90

院外限定14815 トラゼンタ錠5mg リナグリプチン 日本ベーリン
ガー

888 5mg1錠 171.90

院外限定15335 ネシーナ錠25mg アログリプチン安息香酸塩 武田889 25mg1錠 174.20

ｲﾝｸﾚﾁﾝ関連薬（DPP-4阻害薬）/ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ系（BG）類§
院外限定11275 エクメット配合錠LD ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ/ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩 ノバルティス890 1錠 85.20

院外限定11276 エクメット配合錠HD ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ/ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩 ノバルティス891 1錠 85.20

インクレチン関連薬（DPP-4阻害薬：週1回製剤）§
院外限定13017 ザファテック錠50mg トレラグリプチンコハク酸塩 武田892 50mg1錠 559.20

院外限定13018 ザファテック錠100mg トレラグリプチンコハク酸塩 武田893 100mg1錠 1,045.10

院外限定17791 マリゼブ錠１２.５ｍｇ オマリグリプチン ＭＳＤ894 12.5mg1錠 543.30

院外限定17792 マリゼブ錠２５ｍｇ オマリグリプチン ＭＳＤ895 25mg1錠 1,015.30

チアゾリジン誘導体§
院外限定10087 アクトス錠15mg ピオグリタゾン塩酸塩 武田896 15mg1錠 68.60

正規採用16208 ピオグリタゾンOD錠15 mg「トーワ」 ピオグリタゾン塩酸塩 東和薬品897 15mg1錠 28.90

チアゾリジン誘導体/DPP-4阻害薬配合剤§
院外限定18519 リオベル配合錠ＬＤ ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ塩酸塩/ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁ 武田898 1錠 203.10

チアゾリジン誘導体/ビグアナイド類配合剤§
院外限定17975 メタクト配合錠ＬＤ ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ/ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩 武田899 1錠 68.90

選択的SGLT2阻害薬§
院外限定10466 アプルウェイ錠20mg トホグリフロジン水和物 サノフィ900 20mg1錠 203.90

院外限定11977 カナグル錠100mg カナグリフロジン水和物 田辺三菱901 100mg1錠 205.50

正規採用13203 ジャディアンス錠10mg エンパグリフロジン 日本ベーリン
ガー

902 10mg1錠 208.40

正規採用13308 スーグラ錠50mg イプラグリフロジン　L-プロリン アステラス903 50mg1錠 202.80

院外限定16674 フォシーガ錠5mg ﾀﾞﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ アストラゼネカ・
小野

904 5mg1錠 202.10

院外限定18765 ルセフィ錠2.5mg ルセオグリフロジン水和物 大正製薬・大正
富山,ノバルティ

905 2.5mg1錠 202.20

速効型インスリン分泌促進薬§
正規採用12486 グルファストOD錠10mg ミチグリニドカルシウム水和物 キッセイ906 10mg1錠 54.30

正規採用13205 シュアポスト錠0.5mg レパグリニド 大日本住友907 0.5mg1錠 59.50

正規採用15147 ナテグリニド錠30mg「日医工」 ナテグリニド 日医工908 30mg1錠 10.80

正規採用16526 ファスティック錠90mg ナテグリニド ＥＡファーマ・持
田

909 90mg1錠 44.00

速効型インスリン分泌促進薬/α -グルコシダーゼ阻害薬（α ‐GI）配合剤§
院外限定12487 グルベス配合錠 ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞｶﾙｼｳﾑ水和物/ﾎﾞｸﾞ キッセイ910 1錠 51.40

他に分類されない代謝性医薬品399薬効小分類

アデノシン製剤                  薬効細分類 3992

脳梗塞治療薬（脳循環・代謝賦活薬）§
正規採用10271 アデホスコーワ顆粒10％(100mg/g) ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ水和 興和・興和創薬911 10%1g 24.90

正規採用10272 アデホス腸溶錠20mg ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ水和 興和・興和創薬912 20mg1錠 5.60

他に分類されないその他の代謝性医薬効細分類 3999

PDE4阻害剤§
診療科・院外限定11741 オデズラ錠10mg アプレミラスト セルジーン913 10mg1錠 324.20

診療科・院外限定11742 オテズラ錠20mg アプレミラスト セルジーン914 20mg1錠 648.40

診療科限定11744 オテズラ錠30mg アプレミラスト セルジーン915 30mg1錠 972.60

アルドース還元酵素阻害薬§
正規採用11361 エパルレスタット錠50mg「日医工」 エパルレスタット 日医工916 50mg1錠 42.50

院外限定12245 キネダック錠50mg エパルレスタット 小野917 50mg1錠 112.10

エリテマトーデス治療薬§
診療科限定16796 プラケニル錠200mg ヒドロキシクロロキン硫酸塩 サノフィ918 200mg1錠 418.90

カルシウム受容体作動薬（PTH分泌抑制薬）§
正規採用18843 レグパラ錠12.5mg シナカルセト塩酸塩 協和発酵キリン919 12.5mg1錠 374.20

正規採用18849 レグパラ錠25mg シナカルセト塩酸塩 協和発酵キリン920 25mg1錠 549.80
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ビタミン製剤（カルニチン）§
診療科限定11468 エルカルチンFF錠100mg レボカルニチン 大塚製薬921 100mg1錠 97.30

正規採用11469 エルカルチンFF錠250mg レボカルニチン 大塚製薬922 250mg1錠 292.00

診療科限定11472 エルカルチンＦＦ内用液10％(10mL/ レボカルニチン塩化物 大塚製薬923 10%1mL 72.40

亜急性硬化性全脳炎（SSPE）予防・治療薬§
院外限定10916 イソプリノシン錠400mg イノシンプラノベクス 持田924 400mg1錠 205.00

肝不全治療薬（高アンモニア血症用薬）§
正規採用12145 カロリールゼリー40.496％(16.05g/個 ラクツロース 佐藤製薬925 40.496%1g 3.30

正規採用17603 ポルトラック原末(6g/包) ラクチトール水和物 日本新薬926 1g 6.40

正規採用18430 ラクツロース・シロップ60％(600mg/m ラクツロース 興和・興和創薬927 60%1mL 5.80

肝不全治療薬（高アンモニア血症用薬）・生理的腸管機能改善薬§
正規採用18191 モニラック原末(9.8g/包) ラクツロース 中外928 1g 6.40

血小板造血刺激因子製剤(トロンボポエチン受容体作動薬)§
診療科限定18924 レボレード錠12.5mg エルトロンボパグ オラミン ノバルティス929 12.5mg1錠 2,684.60

高インスリン血性低血糖症治療薬§
院外限定13085 ジアゾキシドカプセル25mg「MSD」 ジアゾキシド ＭＳＤ930 25mg1カプセ

ル
259.00

骨粗鬆症治療薬（SERM：選択的エストロゲン受容体調節薬）§
正規採用11365 エビスタ錠60mg ラロキシフェン塩酸塩 リリー931 60mg1錠 109.20

院外限定16355 ビビアント錠20mg バゼドキシフェン酢酸塩 ファイザー932 20mg1錠 109.70

骨粗鬆症治療薬（ビスホスホネート製剤）§
院外限定13965 ダイドロネル錠200mg エチドロン酸二ナトリウム 大日本住友933 200mg1錠 382.80

正規採用16676 フォサマック錠5mg アレンドロン酸ナトリウム水和物 ＭＳＤ934 5mg1錠 91.60

院外限定17511 ボノテオ錠1mg ミノドロン酸水和物 アステラス935 1mg1錠 135.20

骨粗鬆症治療薬（ビスホスホネート製剤：月1回製剤）§
院外限定10091 アクトネル錠75mg リセドロン酸ナトリウム水和物 ＥＡファーマ・

エーザイ
936 75mg1錠 2,770.60

正規採用17512 ボノテオ錠50mg ミノドロン酸水和物 アステラス937 50mg1錠 3,476.90

診療科・院外限定17630 ボンビバ錠100mg イバンドロン酸ナトリウム水和物 中外・大正富山938 100mg1錠 2,790.00

骨粗鬆症治療薬（ビスホスホネート製剤：週1回製剤）§
正規採用10089 アクトネル錠17.5mg リセドロン酸ナトリウム水和物 ＥＡファーマ・

エーザイ
939 17.5mg1錠 620.70

診療科限定17505 ボナロン錠35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物 帝人ファーマ940 35mg1錠 591.40

正規採用17506 ボナロン経口ゼリー35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物 帝人ファーマ941 35mg1包 1,151.70

先天性代謝異常症治療薬§
正規採用10580 アルギＵ配合顆粒 L-ｱﾙｷﾞﾆﾝ塩酸塩/L-ｱﾙｷﾞﾆ ＥＡファーマ942 1g 44.30

診療科・院外限定12968 サイスタダン原末 ベタイン レクメド943 1g 448.10

診療科・院外限定16244 ビオプテン顆粒１０％ サプロプテリン塩酸塩 第一三共944 2.5%0.4g1包 3,677.30

院外限定16245 ビオプテン顆粒2.5％(0.4g/包) サプロプテリン塩酸塩 第一三共945 2.5%0.4g1包 3,677.30

診療科・院外限定16794 ブフェニール錠500mg フェニル酪酸ナトリウム オーファンパシ
フィック

946 500mg1錠 462.20

診療科・院外限定16795 ブフェニール顆粒94％(940mg/g) フェニル酪酸ナトリウム オーファンパシ
フィック

947 94%1g 855.50

多発性硬化症再発予防・身体的障害進行抑制薬§
診療科限定10997 イムセラカプセル0.5mg フィンゴリモド塩酸塩 田辺三菱948 0.5mg1カプセ

ル
8,148.70

蛋白分解酵素阻害薬§
正規採用12036 カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医 カモスタットメシル酸塩 日医工949 100mg1錠 10.20

肺線維化抑制薬§
診療科限定16436 ピレスパ錠200mg ピルフェニドン 塩野義950 200mg1錠 695.70

肺線維化抑制薬（チロシンキナーゼ阻害薬：PDGFR・FGFR・VEGFR）§
診療科限定11758 オフェブカプセル100mg ニンテダニブエタンスルホン酸 日本ベーリン

ガー
951 100mg1カプセ

ル
4,382.90

診療科限定11759 オフェブカプセル150mg ニンテダニブエタンスルホン酸 日本ベーリン
ガー

952 150mg1カプセ
ル

6,574.40

免疫調節薬§
診療科・院外限定12559 ケアラム錠25mg イグラチモド エーザイ953 25mg1錠 154.80

免疫抑制剤§
院外限定16972 ブレディニンOD錠50 ミゾリビン 旭化成ファーマ954 50mg1錠 249.00

免疫抑制剤（代謝拮抗薬：プリン拮抗薬）§
正規採用11000 イムラン錠50mg アザチオプリン アスペン955 50mg1錠 139.90

正規採用13643 セルセプトカプセル250mg ミコフェノール酸モフェチル 中外956 250mg1カプセ
ル

269.40

正規採用17849 ミゾリビン錠50 mg「サワイ」 ミゾリビン 沢井957 50mg1錠 134.00

免疫抑制剤（代謝拮抗薬：葉酸拮抗薬）§
正規採用18865 リウマトレックスカプセル2mg メトトレキサート ファイザー958 2mg1カプセル 258.90
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免疫抑制薬（mTOR阻害薬）§
院外限定12947 サーティカン錠0.75mg エベロリムス ノバルティス959 0.75mg1錠 1,736.70

免疫抑制薬（カルシニューリン阻害薬）§
正規採用15314 ネオーラル10mgカプセル シクロスポリン ノバルティス960 10mg1カプセ

ル
107.10

正規採用15315 ネオーラルカプセル25mg シクロスポリン ノバルティス961 25mg1カプセ
ル

227.50

正規採用15316 ネオーラル50mgカプセル シクロスポリン ノバルティス962 50mg1カプセ
ル

394.50

正規採用15317 ネオーラル内用液100mg/mL(50mL シクロスポリン ノバルティス963 10%1mL 855.70

正規採用17011 プログラフカプセル1mg タクロリムス水和物 アステラス964 1mg1カプセル 750.30

正規採用17012 プログラフカプセル0.5mg タクロリムス水和物 アステラス965 0.5mg1カプセ
ル

424.70

正規採用17013 プログラフ顆粒0.2mg タクロリムス水和物 アステラス966 0.2mg1包 203.90

正規採用17014 プログラフ顆粒1mg タクロリムス水和物 アステラス967 1mg1包 758.50

免疫抑制薬（カルシニューリン阻害薬：徐放製剤）§
正規採用12341 グラセプターカプセル0.5mg タクロリムス水和物 アステラス968 0.5mg1カプセ

ル
524.10

正規採用12342 グラセプターカプセル1mg タクロリムス水和物 アステラス969 1mg1カプセル 929.30

院外限定12343 グラセプターカプセル5mg タクロリムス水和物 アステラス970 5mg1カプセル 3,434.00

免疫抑制薬（ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害）§
診療科限定13681 ゼルヤンツ錠5mg トファシチニブクエン酸塩 ファイザー・武

田
971 5mg1錠 2,611.50

アルキル化剤421薬効小分類

クロルエチルアミン系製剤        薬効細分類 4211

アルキル化薬（マスタード類）§
診療科限定11630 エンドキサン錠50mg シクロホスファミド 塩野義972 50mg1錠 33.90

その他のアルキル化剤            薬効細分類 4219

アルキル化薬（マスタード類）§
診療科限定10590 アルケラン錠2mg メルファラン アスペン973 2mg1錠 188.70

アルキル化薬（メチルジアゾニウム類）§
診療科限定14651 テモダールカプセル20mg テモゾロミド ＭＳＤ974 20mg1カプセ

ル
3,370.10

診療科限定14652 テモダールカプセル100mg テモゾロミド ＭＳＤ975 100mg1カプセ
ル

16,859.20

ホルモン（エストラジオール）§
診療科限定11316 エストラサイトカプセル156.7mg ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ 日本新薬976 156.7mg1カプ

セル
337.80

代謝拮抗剤422薬効小分類

メルカプトプリン系製剤          薬効細分類 4221

代謝拮抗薬（プリン拮抗薬）§
診療科限定18950 ロイケリン散10％(100mg/g) メルカプトプリン水和物 大原977 10%1g 73.90

メトトレキサート製剤            薬効細分類 4222

代謝拮抗薬（葉酸拮抗薬）§
診療科限定17970 メソトレキセート錠2.5mg メトトレキサート ファイザー978 2.5mg1錠 38.20

フルオロウラシル系製剤          薬効細分類 4223

代謝拮抗薬（ピリミジン拮抗薬）§
診療科限定13728 ゼローダ錠300mg カペシタビン 中外979 300mg1錠 360.20

診療科限定16942 フルツロンカプセル200mg ドキシフルリジン 中外980 200mg1カプセ
ル

257.40

その他の代謝拮抗剤              薬効細分類 4229

代謝拮抗薬（ピリミジン拮抗薬）/FT分解阻害薬/消化器毒性軽減薬配合剤§
診療科限定14531 ティーエスワン配合顆粒Ｔ20 ﾃｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾒﾗｼﾙ/ｵﾃﾗｼﾙｶﾘ 大鵬薬品981 20mg1包(テガ

フール相当量)
723.80

診療科限定14532 ティーエスワン配合顆粒Ｔ25 ﾃｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾒﾗｼﾙ/ｵﾃﾗｼﾙｶﾘ 大鵬薬品982 25mg1包(テガ
フール相当量)

868.80

診療科限定14541 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ20 ﾃｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾒﾗｼﾙ/ｵﾃﾗｼﾙｶﾘ 大鵬薬品983 20mg1錠(テガ
フール相当量)

564.70

診療科限定14542 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ25 ﾃｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾒﾗｼﾙ/ｵﾃﾗｼﾙｶﾘ 大鵬薬品984 25mg1錠(テガ
フール相当量)

680.60

代謝拮抗薬（ピリミジン拮抗薬）/FT分解阻害薬配合剤§
診療科限定18315 ユーエフティ配合カプセルＴ100 テガフール/ウラシル 大鵬薬品985 100mg1カプセ

ル(テガフール
243.10

診療科限定18317 ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ150 テガフール/ウラシル 大鵬薬品986 150mg1包(テ
ガフール相当

455.50

診療科限定18318 ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ200 テガフール/ウラシル 大鵬薬品987 200mg1包(テ
ガフール相当

598.40

代謝拮抗薬（プリン拮抗薬）§
院外限定16941 フルダラ錠10mg フルダラビンリン酸エステル サノフィ988 10mg1錠 3,741.70
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代謝拮抗薬（リボヌクレオチドレダクターゼ阻害薬）§
診療科限定15650 ハイドレアカプセル500mg ヒドロキシカルバミド ＢＭＳ989 500mg1カプセ

ル
299.60

抗腫瘍性植物成分製剤424薬効小分類

抗腫瘍性植物成分製剤その他      薬効細分類 4240

DNAトポイソメラーゼ阻害薬（トポイソメラーゼⅡ阻害薬）§
診療科限定17312 ベプシドカプセル25mg エトポシド ＢＭＳ990 25mg1カプセ

ル
759.10

その他の腫瘍用薬429薬効小分類

その他の抗悪性腫瘍用剤          薬効細分類 4291

アルキル化薬§
診療科限定11581 塩酸プロカルバジンカプセル50mg プロカルバジン塩酸塩 中外991 50mg1カプセ

ル
368.30

サリドマイド関連薬§
診療科限定13055 サレドカプセル100mg サリドマイド 藤本992 100mg1カプセ

ル
6,758.10

診療科限定17515 ポマリストカプセル1mg ポマリドミド セルジーン993 1mg1カプセル 42,624.80

診療科限定17516 ポマリストカプセル2mg ポマリドミド セルジーン994 2mg1カプセル 50,802.00

診療科限定17517 ポマリストカプセル3mg ポマリドミド セルジーン995 3mg1カプセル 56,294.50

診療科限定17518 ポマリストカプセル4mg ポマリドミド セルジーン996 4mg1カプセル 60,548.00

診療科限定18918 レブラミドカプセル5mg レナリドミド セルジーン997 5mg1カプセル 9,114.20

ホルモン（アロマターゼ阻害薬）§
診療科限定10570 アリミデックス錠1mg アナストロゾール アストラゼネカ998 1mg1錠 452.00

診療科限定10727 アロマシン錠25mg エキセメスタン ファイザー999 25mg1錠 432.30

診療科限定16626 フェマーラ錠2.5mg レトロゾール ノバルティス1000 2.5mg1錠 547.60

ホルモン（抗アンドロゲン薬）§
診療科限定10868 イクスタンジカプセル40mg エンザルタミド アステラス1001 40mg1カプセ

ル
2,354.10

診療科限定11743 オダイン錠125mg フルタミド 日本化薬1002 125mg1錠 264.20

診療科限定11949 カソデックスＯＤ錠80mg ビカルタミド アストラゼネカ1003 80mg1錠 813.20

診療科限定12973 ザイティガ錠250mg アビラテロン酢酸エステル ヤンセン1004 250mg1錠 3,690.90

院外限定16249 ビカルタミド錠80ｍg「NK」 ビカルタミド 日本化薬1005 80mg1錠 361.00

ホルモン（抗エストロゲン薬）§
診療科限定15487 ノルバデックス錠20mg タモキシフェンクエン酸塩 アストラゼネカ1006 20mg1錠 291.20

診療科限定16565 フェアストン錠40mg トレミフェンクエン酸塩 日本化薬1007 40mg1錠 337.50

分子標的治療薬（ALK阻害薬：未分化リンパ腫キナーゼ阻害薬）§
診療科限定10688 アレセンサカプセル150mg アレクチニブ塩酸塩 中外1008 150mg1カプセ

ル
6,614.60

診療科限定12945 ザーコリカプセル200mg クリゾチニブ ファイザー1009 200mg1カプセ
ル

9,690.00

診療科限定12946 ザーコリカプセル250mg クリゾチニブ ファイザー1010 250mg1カプセ
ル

12,026.40

分子標的治療薬（BRAF阻害薬）§
診療科限定13679 ゼルボラフ錠240mg ベムラフェニブ 中外1011 240mg1錠 4,935.50

診療科限定14036 タフィンラーカプセル50 mg ダブラフェニブメシル酸塩カプセ ノバルティス1012 50mg1カプセ
ル

4,860.60

診療科限定14037 タフィンラーカプセル75 mg ダブラフェニブメシル酸塩カプセ ノバルティス1013 75mg1カプセ
ル

7,156.50

分子標的治療薬（EGFR（ErbB1）-TK阻害薬：上皮成長因子受容体チロシンキナーゼ阻害薬）§
診療科限定11018 イレッサ錠250mg ゲフィチニブ アストラゼネカ1014 250mg1錠 6,712.70

診療科限定14093 タルセバ錠100mg エルロチニブ塩酸塩 中外1015 100mg1錠 7,272.50

診療科限定14094 タルセバ錠150mg エルロチニブ塩酸塩 中外1016 150mg1錠 10,642.60

分子標的治療薬（MEK阻害薬）§
診療科限定17938 メキニスト錠0.5 mg トラメチニブ　ジメチルスルホキ ノバルティス1017 0.5mg1錠 7,731.70

診療科限定17939 メキニスト錠2 mg トラメチニブ　ジメチルスルホキ ノバルティス1018 2mg1錠 29,021.00

分子標的治療薬（mTOR阻害薬）§
診療科限定10436 アフィニトール錠5mg エベロリムス ノバルティス1019 5mg1錠 13,547.80

診療科限定18482 ラパリムス錠1mg シロリムス ノーベル1020 1mg1錠 1,285.00

分子標的治療薬（チロシンキナーゼ阻害薬：Bcr-Abl）§
診療科限定14026 タシグナカプセル200mg ニロチニブ塩酸塩水和物 ノバルティス1021 200mg1カプセ

ル
4,738.80

診療科限定14028 タシグナカプセル150mg ニロチニブ塩酸塩水和物 ノバルティス1022 150mg1カプセ
ル

3,617.00

分子標的治療薬（チロシンキナーゼ阻害薬：Bcr-Abl：野生型、T315I変異型Abl）§
診療科限定10003 アイクルシグ錠15mg ポナチニブ塩酸塩 大塚製薬1023 15mg1錠 6,318.30

分子標的治療薬（チロシンキナーゼ阻害薬：Bcr-Abl・KIT）§
診療科限定12418 グリベック錠100mg イマチニブメシル酸塩 ノバルティス1024 100mg1錠 2,465.50
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分子標的治療薬（チロシンキナーゼ阻害薬：Bcr-Abl・Src）§
診療科限定13382 スプリセル錠20mg ダサチニブ ＢＭＳ1025 20mg1錠 4,008.70

診療科限定13383 スプリセル錠50mg ダサチニブ ＢＭＳ1026 50mg1錠 9,477.50

診療科限定17487 ボシュリフ錠100mg ボスチニブ水和物 ファイザー1027 100mg1錠 3,791.00

分子標的治療薬（チロシンキナーゼ阻害薬：EGFR（上皮成長因子受容体）・HER2（ErbB2)/neu）§
診療科・院外限定13961 タイケルブ錠250mg ラパチニブトシル酸塩水和物 ノバルティス1028 250mg1錠 1,667.00

分子標的治療薬（チロシンキナーゼ阻害薬：EGFR-TK阻害薬）§
診療科限定14012 タグリッソ錠40 mg オシメルチニブメシル酸塩錠 アストラゼネカ1029 40mg1錠 12,482.50

診療科限定14013 タグリッソ錠80 mg オシメルチニブメシル酸塩錠 アストラゼネカ1030 80mg1錠 23,932.60

分子標的治療薬（チロシンキナーゼ阻害薬：EML4-ALK）§
診療科限定13139 ジカディアカプセル150 mg セリチニブカプセル ノバルティス1031 150mg1カプセ

ル
6,297.00

分子標的治療薬（チロシンキナーゼ阻害薬：JAK）§
診療科限定13204 ジャカビ錠5mg ルキソリチニブリン酸塩 ノバルティス1032 5mg1錠 3,706.80

分子標的治療薬（チロシンキナーゼ阻害薬：VEGFR・FGFR・PDGFRα ・KIT・RET）§
診療科限定18942 レンビマカプセル4mg レンバチニブメシル酸塩 エーザイ1033 4mg1カプセル 3,956.40

診療科限定18943 レンビマカプセル10mg レンバチニブメシル酸塩 エーザイ1034 10mg1カプセ
ル

9,354.20

分子標的治療薬（マルチキナーゼ阻害薬）§
診療科限定11134 インライタ錠1mg アキシチニブ ファイザー1035 1mg1錠 2,063.50

診療科限定11135 インライタ錠5mg アキシチニブ ファイザー1036 5mg1錠 9,354.20

診療科限定11164 ヴォトリエント錠200mg パゾパニブ塩酸塩 ノバルティス1037 200mg1錠 4,142.30

診療科限定13322 スーテントカプセル12.5mg スニチニブリンゴ酸塩 ファイザー1038 12.5mg1カプセ
ル

7,482.40

診療科限定13323 スチバーガ錠40mg レゴラフェニブ水和物 バイエル1039 40mg1錠 5,579.30

診療科限定15321 ネクサバール錠200mg ソラフェニブトシル酸塩 バイエル1040 200mg1錠 4,677.10

分子標的治療薬（レチノイド）§
診療科限定14087 タルグレチンカプセル75mg ベキサロテン ミノファーゲン1041 75mg1カプセ

ル
2,797.90

診療科限定17224 ベサノイドカプセル10mg トレチノイン 富士製薬1042 10mg1カプセ
ル

690.80

分子標的治療薬（不可逆的ErbBファミリー阻害薬（第2世代EGFR-TK阻害薬））§
診療科限定13112 ジオトリフ錠20mg アファチニブマレイン酸塩 日本ベーリン

ガー
1043 20mg1錠 5,840.70

診療科限定13113 ジオトリフ錠30mg アファチニブマレイン酸塩 日本ベーリン
ガー

1044 30mg1錠 8,547.40

診療科限定13114 ジオトリフ錠40mg アファチニブマレイン酸塩 日本ベーリン
ガー

1045 40mg1錠 11,198.50

他に分類されない腫瘍用薬        薬効細分類 4299

代謝拮抗薬/トリフルリジン分解阻害薬配合剤§
診療科限定19060 ロンサーフ配合錠Ｔ15 ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝ/ﾁﾋﾟﾗｼﾙ塩酸塩 大鵬薬品1046 15mg1錠(トリフ

ルリジン相当
2,489.60

診療科限定19061 ロンサーフ配合錠Ｔ20 ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝ/ﾁﾋﾟﾗｼﾙ塩酸塩 大鵬薬品1047 20mg1錠(トリフ
ルリジン相当

3,340.90

本態性血小板血症治療薬§
診療科限定10092 アグリリンカプセル0.5mg アナグレリド塩酸塩水和物 シャイアー1048 0.5mg1カプセ

ル
774.40

430薬効小分類

放射性医薬品                    薬効細分類 4300

放射性ヨウ素§
診療科限定18385 ヨウ化ナトリウムカプセル-30号 ヨウ化ナトリウム（131I） 富士フイルムＲＩ1049 1,110MBq1カ

プセル
45,360.00

抗ヒスタミン剤441薬効小分類

ジフェンヒドラミン系製剤        薬効細分類 4411

抗ヒスタミン（H1受容体拮抗）薬(第一世代：エタノールアミン系）§
正規採用18859 レスタミンコーワ錠10mg ジフェンヒドラミン塩酸塩 興和・興和創薬1050 10mg1錠 5.80

フェノチアジン系製剤            薬効細分類 4413

抗ヒスタミン（H1受容体拮抗）薬(第一世代：フェノチアジン系）§
正規採用16440 ピレチア錠25mg プロメタジン塩酸塩 高田1051 25mg1錠 5.60

院外限定16441 ピレチア細粒10％(100mg/g) プロメタジン塩酸塩 高田1052 10%1g 6.20

その他の抗ヒスタミン剤          薬効細分類 4419

抗ヒスタミン（H1受容体拮抗）薬(第一世代：ピペラジン系）§
院外限定17530 ホモクロミン錠10mg ホモクロルシクリジン塩酸塩 エーザイ1053 10mg1錠 6.20
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抗ヒスタミン（H1受容体拮抗）薬(第一世代：ピペリジン系）§
正規採用17341 ペリアクチン散1％(10mg/g) シプロヘプタジン塩酸塩水和物 日医工1054 1%1g 6.90

正規採用17342 ペリアクチンシロップ0.04％(0.4mg/m シプロヘプタジン塩酸塩水和物 日医工1055 0.04%10mL 17.10

抗ヒスタミン（H1受容体拮抗）薬(第一世代：プロピルアミン系）§
正規採用15310 ネオマレルミンＴＲ錠6ｍg d-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 武田テバファー

マ・武田
1056 6mg1錠 5.60

刺激療法剤442薬効小分類

刺激療法剤                      薬効細分類 4420

抗リウマチ薬（免疫調整薬：金製剤）§
院外限定11775 オーラノフィン錠3 mg「サワイ」 オーラノフィン 沢井1057 3mg1錠 35.20

抗リウマチ薬（免疫調節薬）§
正規採用18625 リマチル錠100mg ブシラミン あゆみ製薬1058 100mg1錠 63.30

その他のアレルギー用薬449薬効小分類

その他のアレルギー用薬          薬効細分類 4490

Th2サイトカイン阻害薬§
院外限定10015 アイピーディカプセル100mg スプラタストトシル酸塩 大鵬薬品1059 100mg1カプセ

ル
44.10

スギ花粉症の減感作療法（アレルゲン免疫療法）薬§
診療科限定13314 ｼﾀﾞﾄﾚﾝｽｷﾞ花粉舌下液2000JAU/mL 標準化スギ花粉エキス原液 鳥居1060 10mL1瓶 1,006.60

診療科限定13315 ｼﾀﾞﾄﾚﾝｽｷﾞ花粉舌下液200JAU/mL 標準化スギ花粉エキス原液 鳥居1061 10mL1瓶 421.10

診療科・院外限定13318 ｼﾀﾞﾄﾚﾝｽｷﾞ花粉舌下液2000JAU/mL 標準化スギ花粉エキス原液 鳥居1062 1mL1包 100.80

トロンボキサンA2（TXA2）受容体拮抗薬§
診療科・院外限定17056 ブロニカ錠80mg セラトロダスト 武田テバ薬品・

武田
1063 80mg1錠 260.90

メディエーター遊離抑制薬§
診療科限定11077 インタール細粒10％(1g/包) クロモグリク酸ナトリウム サノフィ1064 10%1g 86.50

メディエータ―遊離抑制薬、ケロイド・肥厚性瘢痕治療薬§
正規採用14818 トラニラストカプセル100mg「CH」 トラニラスト 長生堂・日本

ジェネリック
1065 100mg1カプセ

ル
7.70

正規採用18524 リザベンドライシロップ5％(50mg/g) トラニラスト キッセイ1066 5%1g 50.80

院外限定18525 リザベンカプセル100mg トラニラスト キッセイ1067 100mg1カプセ
ル

47.00

メディエーター遊離抑制薬、脳血管障害・気管支喘息改善薬§
正規採用12625 ケタスカプセル10mg イブジラスト 杏林1068 10mg1カプセ

ル
22.60

ロイコトリエン（LT)受容体拮抗薬§
院外限定11755 オノンカプセル112.5ｍg プランルカスト水和物 小野1069 112.5mg1カプ

セル
53.70

院外限定11756 オノンドライシロップ10％(100mg/g) プランルカスト水和物 小野1070 10%1g 70.80

院外限定12253 キプレス錠5mg モンテルカスト 杏林1071 5mg1錠 153.80

診療科・院外限定13252 シングレアチュアブル錠5ｍg モンテルカストナトリウム ＭＳＤ1072 5mg1錠 190.90

正規採用13255 シングレアOD錠10mg モンテルカストナトリウム ＭＳＤ1073 10mg1錠 203.50

正規採用16856 プランルカストカプセル112．5mg「サワ プランルカスト 沢井1074 112.5mg1カプ
セル

28.70

正規採用16857 プランルカストDS10 %「サワイ」 プランルカスト 沢井1075 10%1g 40.70

抗ヒスタミン（H1受容体拮抗）薬(第二世代）§
院外限定10224 アゼプチン錠1mg アゼラスチン塩酸塩 エーザイ1076 1mg1錠 39.00

院外限定10673 アレグラ錠30mg フェキソフェナジン塩酸塩 サノフィ1077 30mg1錠 51.10

正規採用10677 アレジオン錠10mg エピナスチン塩酸塩 日本ベーリン
ガー

1078 10mg1錠 91.00

院外限定10678 アレジオン錠20mg エピナスチン塩酸塩 日本ベーリン
ガー

1079 20mg1錠 120.30

院外限定10679 アレグラ錠60mg フェキソフェナジン塩酸塩 サノフィ1080 60mg1錠 64.90

正規採用10681 アレジオンドライシロップ1％(10mg/g) エピナスチン塩酸塩 日本ベーリン
ガー

1081 1%1g 80.60

院外限定10697 アレロック顆粒0.5％（5mg/g) オロパタジン塩酸塩 協和発酵キリン1082 0.5%1g 68.70

院外限定10699 アレロックOD錠5ｍｇ オロパタジン塩酸塩 協和発酵キリン1083 5mg1錠 51.50

院外限定11353 エバステルＯＤ錠10mg エバスチン 大日本住友・Ｍ
ｅｉｊｉＳｅｉｋａ

1084 10mg1錠 91.70

正規採用11370 エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」 エピナスチン塩酸塩 日本薬工・ケミ
ファ,興和創薬

1085 20mg1錠 69.50

正規採用11828 オロパタジン塩酸塩OD錠5ｍｇ「トーワ」 オロパタジン塩酸塩 東和薬品1086 5mg1錠 21.70

院外限定12361 クラリチンドライシロップ1％(10mg/g) ロラタジン バイエル・塩野
義

1087 1%1g 182.80

院外限定12364 クラリチンレディタブ錠10mg ロラタジン バイエル・塩野
義

1088 10mg1錠 86.70

正規採用12629 ケトチフェンカプセル1mg「日医工」 ケトチフェンフマル酸塩 日医工ファー
マ・日医工

1089 1mg1カプセル 5.80

正規採用12965 ザイザル錠5mg レボセチリジン塩酸塩 ＧＳＫ1090 5mg1錠 96.40

正規採用12966 ザイザルシロップ0.05%（0.5mg/mL） レボセチリジン塩酸塩 ＧＳＫ1091 0.05%1mL 17.90

院外限定13655 セルテクト錠30mg オキサトミド 協和発酵キリン1092 30mg1錠 54.30

正規採用13657 セルテクトドライシロップ2％(20mg/g) オキサトミド 協和発酵キリン1093 2%1g 90.10
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院外限定院内診療科限定14095 タリオンＯＤ錠10mg ベポタスチンベシル酸塩 田辺三菱1094 10mg1錠 46.40

正規採用14594 デザレックス錠5mg デスロラタジン ＭＳＤ・杏林1095 5mg1錠 69.40

正規採用16413 ビラノア錠20mg ビラスチン 大鵬薬品・Ｍｅｉｊ
ｉＳｅｉｋａ

1096 20mg1錠 79.70

正規採用16568 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SA フェキソフェナジン塩酸塩 日医工サノ
フィ・日医工

1097 60mg1錠 34.40

抗ヒスタミン薬(第二世代）/α 神経刺激薬配合剤§
院外限定14540 ディレグラ配合錠 ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩/塩酸ﾌﾟ サノフィ1098 1錠 62.30

生薬510薬効小分類

生薬                            薬効細分類 5100

漢方調剤等§
院外限定10057 アキョウ アキョウ1099 10g 70.50

院外限定11079 インチンコウ インチンコウ1100 10g 25.20

院外限定11173 ウコン ウコン1101 10g 9.70

院外限定11181 ウヤク ウヤク1102 10g 15.90

院外限定11241 チョウトウコウ チョウトウコウ ウチダ1103 10g 25.00

院外限定11245 マシニン マシニン ウチダ1104 10g 10.80

院外限定11554 エンゴサク エンゴサク1105 10g 24.80

院外限定11661 オウギ オウギ1106 10g 22.90

院外限定11671 オウゴン オウゴン1107 10g 19.60

院外限定11681 オウバク オウバク1108 10g 26.80

院外限定11691 オウレン オウレン1109 10g 88.70

院外限定11785 オンジ オンジ1110 10g 39.70

院外限定11911 ガジュツ ガジュツ1111 10g 10.30

院外限定11916 カッコン カッコン1112 10g 16.80

院外限定11917 カッセキ カッセキ1113 10g 15.10

院外限定12133 カロコン カロコン1114 10g 14.60

院外限定12134 乾姜 乾姜1115 10g 14.90

院外限定12135 カンゾウ カンゾウ1116 10g 20.90

院外限定12236 キキョウ キキョウ1117 10g 27.70

院外限定12237 キクカ キクカ1118 10g 21.60

院外限定12238 キジツ キジツ1119 10g 12.50

院外限定12281 キョウカツ キョウカツ1120 10g 29.50

院外限定12282 キョウニン キョウニン1121 10g 15.60

院外限定12283 キンギンカ キンギンカ1122 10g 64.00

院外限定12326 クコシ クコシ1123 10g 28.30

院外限定12616 ケイガイ ケイガイ1124 10g 13.70

院外限定12617 ケイヒ ケイヒ1125 10g 15.90

院外限定12674 ゲンジン ゲンジン1126 10g 14.30

院外限定12691 コウカ コウカ1127 10g 48.40

院外限定12694 コウジン コウジン1128 1g 11.70

院外限定12697 コウブシ コウブシ1129 10g 12.30

院外限定12702 コウボク コウボク1130 10g 17.90

院外限定12706 ゴシツ ゴシツ1131 10g 17.00

院外限定12707 ゴシュユ ゴシュユ1132 10g 28.30

院外限定12733 ゴボウシ ゴボウシ1133 10g 9.60

院外限定12742 ゴミシ ゴミシ1134 10g 109.50

院外限定12972 サイコ サイコ1135 10g 45.30

院外限定13009 サフラン サフラン1136 1g 354.00

院外限定13011 サンザシ サンザシ1137 10g 10.50

院外限定13012 サンシシ サンシシ1138 10g 15.60

院外限定13013 サンシュユ サンシュユ1139 10g 55.90

院外限定13014 サンソウニン サンソウニン1140 10g 45.60

院外限定13016 サンヤク サンヤク1141 10g 18.40

院外限定13151 ジオウ ジオウ1142 10g 19.00

院外限定13152 シオン シオン1143 10g 10.80

院外限定13153 ジコッピ ジコッピ1144 10g 10.70

院外限定13271 ショウキョウ ショウキョウ1145 10g 14.10

院外限定13272 ショウマ ショウマ1146 10g 12.30

院外限定13273 シンイ シンイ1147 10g 56.60

院外限定13312 シャクヤク シャクヤク1148 10g 28.20

院外限定13313 シャジン シャジン1149 10g 16.00

院外限定13316 シャゼンシ シャゼンシ1150 10g 12.10

院外限定13317 シュクシャ シュクシャ1151 10g 35.70

院外限定13504 セッコウ セッコウ1152 10g 7.90
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院外限定13696 センキュウ センキュウ1153 10g 22.30

院外限定13738 ソウジュツ ソウジュツ1154 10g 25.20

院外限定13744 ソヨウ ソヨウ1155 10g 20.60

院外限定13913 ダイオウ ダイオウ1156 10g 19.60

院外限定13914 タイソウ タイソウ1157 10g 24.30

院外限定13917 タクシャ タクシャ1158 10g 16.80

院外限定13950 ダイオウ末 ダイオウ 鈴粉末1159 10g 21.70

院外限定14283 チクジョ チクジョ1160 10g 16.30

院外限定14307 チモ チモ1161 10g 16.30

院外限定14322 チョレイ チョレイ1162 10g 78.90

院外限定14338 チンピ チンピ1163 10g 10.50

院外限定14696 テンナンショウ テンナンショウ1164 10g 23.00

院外限定14697 テンマ テンマ1165 1g 20.50

院外限定14698 テンモンドウ テンモンドウ1166 10g 24.30

院外限定14706 トウキ トウキ1167 10g 30.10

院外限定14707 トウニン トウニン1168 10g 50.40

院外限定14734 ドクカツ ドクカツ1169 10g 12.70

院外限定14743 トチュウ トチュウ1170 10g 30.40

院外限定14778 ドベッコウ ドベッコウ1171 10g 40.90

院外限定15178 ニクヅク ニクヅク1172 10g 19.00

院外限定15271 ニンジン ニンジン1173 10g 176.40

院外限定15683 バイモ バイモ1174 10g 52.30

院外限定15713 バクガ バクガ1175 10g 9.60

院外限定15714 バクモンドウ バクモンドウ1176 10g 44.60

院外限定15788 ハッカ ハッカ1177 10g 18.40

院外限定16102 ハンゲ ハンゲ1178 10g 44.90

院外限定16403 ビャクシ ビャクシ1179 10g 27.70

院外限定16404 ビャクジュツ ビャクジュツ1180 10g 28.50

院外限定16472 ビワヨウ ビワヨウ1181 10g 17.80

院外限定16703 ブクリョウ ブクリョウ1182 10g 23.50

院外限定17433 ボウイ ボウイ1183 10g 16.90

院外限定17435 ボウフウ ボウフウ1184 10g 39.50

院外限定17436 ホウブシ ホウブシ ウチダ1185 10g 96.10

院外限定17504 ボタンピ ボタンピ1186 10g 33.00

院外限定17553 ボレイ ボレイ1187 10g 10.00

院外限定17748 マオウ マオウ1188 10g 12.30

院外限定18174 モクツウ モクツウ1189 10g 13.90

院外限定18177 モッコウ モッコウ1190 10g 18.00

院外限定18396 ヨクイニン ヨクイニン1191 10g 8.80

院外限定18662 リュウコツ リュウコツ1192 10g 20.70

院外限定18668 リュウタン リュウタン1193 10g 33.20

院外限定18933 レンギョウ レンギョウ1194 10g 16.60

勃起不全治療薬（PDE-5阻害薬）§
院外限定10 シアリス錠20mg タダラフィル1195 10g 70.50

漢方製剤520薬効小分類

漢方製剤                        薬効細分類 5200

漢方製剤§
院外限定12234 コタロー桔梗石膏エキス細粒 桔梗石膏 小太郎1196 1g 8.50

診療科・院外限定13219 ｼﾞｭﾝｺｳ補中益気湯FCｴｷｽ錠医療用 補中益気湯 康和・大杉1197 1錠 10.50

院外限定14376 ツムラ安中散エキス顆粒 安中散 ツムラ1198 1g 7.50

診療科限定14381 ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒2.5g 茵ちん蒿湯 ツムラ1199 1g 8.60

院外限定14382 ツムラ温経湯エキス顆粒2.5g 温経湯 ツムラ1200 1g 23.30

院外限定14384 ツムラ温清飲エキス顆粒2.5g 温清飲 ツムラ1201 1g 16.10

院外限定14387 ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒2.5g 越婢加朮湯 ツムラ1202 1g 11.30

院外限定14388 ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒3.0g 黄耆建中湯 ツムラ1203 1g 5.30

院外限定14389 ツムラ乙字湯エキス顆粒2.5g 乙字湯 ツムラ1204 1g 16.00

正規採用14391 ツムラ葛根湯エキス顆粒2.5g 葛根湯 ツムラ1205 1g 8.70

院外限定14392 ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒2.5g 黄連解毒湯 ツムラ1206 1g 14.90

正規採用14393 ツムラ加味逍遥散エキス顆粒2.5g 加味逍遙散 ツムラ1207 1g 17.00

院外限定14394 ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒2.5g 加味帰脾湯 ツムラ1208 1g 27.70

院外限定14395 ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒2.5g 甘麦大棗湯 ツムラ1209 1g 7.70

院外限定14397 ツムラ桔梗湯エキス顆粒2.5g 桔梗湯 ツムラ1210 1g 5.70

院外限定14403 ツムラ帰脾湯エキス顆粒2.5g 帰脾湯 ツムラ1211 1g 21.00
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院外限定14407 ツムラ炙甘草湯エキス顆粒3.0g 炙甘草湯 ツムラ1212 1g 18.60

正規採用14409 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒2.5g 桂枝茯苓丸 ツムラ1213 1g 8.90

院外限定14410 ツムラ桂枝湯エキス顆粒2.5g 桂枝湯 ツムラ1214 1g 6.90

院外限定14411 ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 桂枝加竜骨牡蛎湯 ツムラ1215 1g 8.80

院外限定14412 ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒2.5g 荊芥連翹湯 ツムラ1216 1g 19.80

院外限定14415 ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒2.5g 桂枝加芍薬湯 ツムラ1217 1g 8.00

院外限定14416 ツムラ挂枝加朮附湯2.5g 桂枝加朮附湯 ツムラ1218 1g 10.40

院外限定14417 ツムラ桂枝茯苓丸加ヨク苡仁エキス 桂枝茯苓丸加よく苡仁 ツムラ1219 1g 10.40

院外限定14418 ツムラ五積散エキス顆粒2.5g 五積散 ツムラ1220 1g 9.30

院外限定14418 ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒2.5g 呉茱萸湯 ツムラ1221 1g 10.90

正規採用14419 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒2.5g 牛車腎気丸 ツムラ1222 1g 11.40

院外限定14421 ツムラ香蘇散エキス顆粒2.5g 香蘇散 ツムラ1223 1g 7.40

院外限定14423 ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒2.5 柴胡桂枝乾姜湯 ツムラ1224 1g 19.80

院外限定14424 ツムラ柴朴湯エキス顆粒2.5g 柴朴湯 ツムラ1225 1g 35.90

正規採用14425 ツムラ柴苓湯エキス顆粒3.0g 柴苓湯 ツムラ1226 1g 47.70

院外限定14427 ツムラ四君子湯エキス顆粒2.5g 四君子湯 ツムラ1227 1g 19.40

院外限定14428 ツムラ小柴胡湯エキス顆粒2.5g 小柴胡湯 ツムラ1228 1g 30.70

正規採用14431 ツムラ五苓散エキス顆粒2.5g 五苓散 ツムラ1229 1g 14.60

院外限定14432 ツムラ四逆散エキス顆粒2.5g 四逆散 ツムラ1230 1g 17.70

院外限定14433 ツムラ四物湯エキス顆粒2.5g 四物湯 ツムラ1231 1g 8.50

院外限定14434 ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒2.5g 滋陰降火湯 ツムラ1232 1g 11.20

院外限定14435 ツムラ参蘇飲エキス顆粒2.5g 参蘇飲 ツムラ1233 1g 13.20

院外限定14436 ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 柴胡加竜骨牡蛎湯 ツムラ1234 1g 21.70

院外限定14437 ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒2.5g 柴胡桂枝湯 ツムラ1235 1g 25.40

院外限定14440 ツムラ川弓茶調散エキス顆粒2.5g 川きゅう茶調散 ツムラ1236 1g 8.40

院外限定14441 ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒2.5g 柴胡清肝湯 ツムラ1237 1g 21.90

院外限定14442 ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒2.5g 酸棗仁湯 ツムラ1238 1g 11.40

院外限定14444 ツムラ小建中湯エキス顆粒2.5g 小建中湯 ツムラ1239 1g 7.30

院外限定14445 ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒3.0g 滋陰至宝湯 ツムラ1240 1g 16.00

院外限定14447 ツムラ真武湯エキス顆粒2.5g 真武湯 ツムラ1241 1g 9.10

院外限定14448 ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒2.5g 十味敗毒湯 ツムラ1242 1g 15.00

診療科・院外限定14449 ツムラ清上防風湯エキス顆粒2.5g 清上防風湯 ツムラ1243 1g 13.20

院外限定14450 ツムラ清暑益気湯エキス顆粒2.5g 清暑益気湯 ツムラ1244 1g 22.70

正規採用14452 ツムラ十全大補湯エキス顆粒2.5g 十全大補湯 ツムラ1245 1g 19.60

正規採用14453 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒2.5g 芍薬甘草湯 ツムラ1246 1g 7.20

院外限定14454 ツムラ消風散エキス顆粒2.5g 消風散 ツムラ1247 1g 12.90

院外限定14455 ツムラ大柴胡湯エキス顆粒2.5g 大柴胡湯 ツムラ1248 1g 23.30

正規採用14456 ツムラ小青竜湯エキス顆粒3.0g 小青竜湯 ツムラ1249 1g 13.70

院外限定14457 ツムラ清肺湯エキス顆粒3.0g 清肺湯 ツムラ1250 1g 10.80

院外限定14458 ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒2.5g 辛夷清肺湯 ツムラ1251 1g 16.50

院外限定14459 ツムラ疎経活血湯エキス顆粒2.5g 疎経活血湯 ツムラ1252 1g 10.10

院外限定14460 ツムラ大防風湯エキス顆粒3.5g 大防風湯 ツムラ1253 1g 13.10

院外限定14461 ツムラ猪苓湯エキス顆粒2.5g 猪苓湯 ツムラ1254 1g 14.60

院外限定14463 ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒2.5g 清心蓮子飲 ツムラ1255 1g 20.20

院外限定14464 ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒2.5g 治頭瘡一方 ツムラ1256 1g 8.00

院外限定14466 ツムラ女神散エキス顆粒）2.5g 女神散 ツムラ1257 1g 23.00

院外限定14467 ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒2.5 猪苓湯合四物湯 ツムラ1258 1g 24.10

正規採用14468 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒2.5g 当帰芍薬散 ツムラ1259 1g 9.40

院外限定14469 ツムラ釣藤散エキス顆粒2.5g 釣藤散 ツムラ1260 1g 15.10

正規採用14471 ツムラ大建中湯エキス顆粒 大建中湯 ツムラ1261 1g 9.30

院外限定14474 ツムラ当帰飲子エキス顆粒2.5g 当帰飲子 ツムラ1262 1g 13.20

院外限定14476 ツムラ桃核承気湯エキス顆粒2.5g 桃核承気湯 ツムラ1263 1g 8.80

院外限定14477 ツムラ人参栄養湯エキス顆粒3.0g 人参養栄湯 ツムラ1264 1g 21.20

正規採用14478 ツムラ八味地黄丸エキス顆粒2.5g 八味地黄丸 ツムラ1265 1g 10.40

院外限定14479 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒2.5g 半夏厚朴湯 ツムラ1266 1g 9.90

院外限定14480 ツムラ平胃散エキス顆粒2.5g 平胃散 ツムラ1267 1g 7.70

正規採用14481 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒2.5g 半夏瀉心湯 ツムラ1268 1g 23.60

院外限定14482 ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒2.5 半夏白朮天麻湯 ツムラ1269 1g 24.50

正規採用14483 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒3.0g 麦門冬湯 ツムラ1270 1g 17.70

院外限定14484 ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒3.0g 白虎加人参湯 ツムラ1271 1g 18.60

院外限定14486 ツムラ竹茹温胆湯エキス顆粒2.5g 竹茹温胆湯 ツムラ1272 1g 30.00

院外限定14488 ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯2.5g 当帰四逆加呉茱萸生姜湯 ツムラ1273 1g 11.00

院外限定14489 ツムラ調胃承気湯エキス顆粒2.5g 調胃承気湯 ツムラ1274 1g 6.30

院外限定14491 ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒2.5 麻黄附子細辛湯 ツムラ1275 1g 19.30

院外限定14492 ツムラ麻黄湯エキス顆粒2.5g 麻黄湯 ツムラ1276 1g 7.90

院外限定14493 ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒2.5g 麻杏甘石湯 ツムラ1277 1g 6.70

院外限定14494 ツムラヨク苡仁湯エキス顆粒2.5g よく苡仁湯 ツムラ1278 1g 9.90
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院外限定14495 ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 抑肝散加陳皮半夏 ツムラ1279 1g 15.40

院外限定14496 ツムラ通導散エキス顆粒2.5g 通導散 ツムラ1280 1g 9.20

院外限定14497 ツムラ二朮湯エキス顆粒2.5g 二朮湯 ツムラ1281 1g 11.90

院外限定14498 ツムラ治打撲一方エキス顆粒2.5g 治打撲一方 ツムラ1282 1g 8.60

院外限定14499 ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒2.5g 苓姜朮甘湯 ツムラ1283 1g 8.80

院外限定14502 ツムラ排膿散及湯エキス顆粒2.5g 排膿散及湯 ツムラ1284 1g 8.40

院外限定14503 ツムラ麻子仁丸エキス顆粒2.5g 麻子仁丸 ツムラ1285 1g 6.90

院外限定14504 ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス2.5 茯苓飲合半夏厚朴湯 ツムラ1286 1g 19.80

院外限定14507 ツムラ防風通聖散エキス顆粒2.5g 防風通聖散 ツムラ1287 1g 8.80

院外限定14508 ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒2.5g 防已黄耆湯 ツムラ1288 1g 10.20

正規採用14509 ツムラ補中益気湯エキス顆粒2.5g 補中益気湯 ツムラ1289 1g 24.20

正規採用14514 ツムラ抑肝散エキス顆粒）2.5g 抑肝散 ツムラ1290 1g 11.40

診療科限定14515 ツムラ立効散エキス顆粒2.5g 立効散 ツムラ1291 1g 10.70

正規採用14516 ツムラ六君子湯エキス顆粒2.5g 六君子湯 ツムラ1292 1g 19.30

院外限定14517 ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒2.5g 竜胆瀉肝湯 ツムラ1293 1g 11.40

院外限定14518 ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒2.5g 苓桂朮甘湯 ツムラ1294 1g 7.10

院外限定14523 ツムラ人参湯2.5g 人参湯 ツムラ1295 1g 14.60

院外限定14524 ツムラ七物降下湯2.5g 七物降下湯 ツムラ1296 1g 9.10

院外限定14525 ツムラ六味丸2.5g 六味丸 ツムラ1297 1g 8.70

院外限定14526 ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒 苓甘姜味辛夏仁湯 ツムラ1298 1g 20.90

590薬効小分類

その他の生薬及び漢方処方に基づく薬効細分類 5900

漢方調剤等§
院外限定14520 ブシ末(調剤用)「ツムラ」 ブシ末 ツムラ1299 1g 12.70

生薬製剤§
診療科・院外限定10094 アコニンサン錠 加工ブシ末 三和生薬・化研

生薬
1300 166.67mg1錠 5.60

院外限定18395 ヨクイニンエキス錠「ｺﾀﾛｰ」 ヨクイニンエキス 小太郎1301 1錠 5.80

主としてグラム陽性菌に作用するもの611薬効小分類

リンコマイシン系抗生物質製剤    薬効細分類 6112

リンコマイシン系抗生物質§
正規採用14060 ダラシンカプセル150mg ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ塩酸塩(CLDM) ファイザー1302 150mg1カプセ

ル
23.40

バンコマイシン製剤              薬効細分類 6113

グリコペプチド系抗生物質§
正規採用16105 バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」 バンコマイシン塩酸塩(VCM) 小林化工・Ｍｅｉｊ

ｉＳｅｉｋａ
1303 500mg1瓶 1,278.30

主としてグラム陰性菌に作用するもの612薬効小分類

アミノ糖系抗生物質製剤          薬効細分類 6123

アミノグリコシド系抗生物質（抗結核菌作用（+））§
正規採用11969 カナマイシンカプセル250mg「明治」 カナマイシン一硫酸塩(KM) ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ1304 250mg1カプセ

ル
39.30

ポリミキシンＢ製剤              薬効細分類 6126

ポリペプチド系抗生物質§
正規採用18655 硫酸ポリミキシンB錠25万単位 ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB硫酸塩(PL-B) ファイザー1305 25万単位1錠 85.20

主としてグラム陽性グラム陰性菌に作用するもの613薬効小分類

ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペ薬効細分類 6131

広範囲ペニシリン系抗生物質§
正規採用10546 アモキシシリンカプセル250mg「日医 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物(AMPC) 日医工ファー

マ・日医工
1306 250mg1カプセ

ル
8.60

正規採用18329 ユナシン錠375mg ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝﾄｼﾙ酸塩水和物(SB ファイザー1307 375mg1錠 56.10

正規採用19090 ワイドシリン細粒20％(200mg/g) ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物(AMPC) ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ1308 200mg1g 13.60

セフェム系抗生物質製剤          薬効細分類 6132

セフェム系抗生物質(第一世代）§
正規採用13561 セファクロルカプセル250mg「サワイ」 セファクロル(CCL) 沢井1309 250mg1カプセ

ル
53.70
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セフェム系抗生物質（第三世代）§
正規採用13573 セフジトレンピボキシル小児用細粒10 セフジトレンピボキシル 長生堂・日本

ジェネリック
1310 100mg1g 82.10

正規採用13574 セフカペンﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠100mg「 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩水和 沢井1311 100mg1錠 31.30

正規採用13575 セフジトレンﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠100mg「日医 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝ　ﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ(CDTR-PI) 日医工ファー
マ・日医工

1312 100mg1錠 35.30

院外限定13579 セフゾンカプセル100mg セフジニル(CFDN) アステラス1313 100mg1カプセ
ル

58.60

院外限定13584 セフゾン細粒小児用10％(100mg/g) セフジニル(CFDN) アステラス1314 100mg1g 104.90

正規採用13588 セフジニル細粒小児用10％「JG」 セフジニル 長生堂・日本
ジェネリック

1315 100mg1g 49.10

正規採用13589 セフジニルカプセル100mg「JG」 セフジニル 長生堂・日本
ジェネリック

1316 100mg1カプセ
ル

35.70

正規採用13590 セフポドキシムﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠100mg「ｻ ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑ ﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ(CPDX- 沢井1317 100mg1錠 39.00

正規採用17103 フロモックス小児用細粒10％(100mg ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩水和 塩野義1318 100mg1g 165.80

院外限定17922 メイアクトＭＳ小児用細粒10％(100mg ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝ　ﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ(CDTR-PI) ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ1319 100mg1g 189.10

ホスホマイシン製剤              薬効細分類 6135

ホスホマイシン系抗生物質§
正規採用17496 ホスミシンＤＳ40％(400mg/g) ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ水和物(FO ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ1320 400mg1g 84.60

正規採用17497 ホスミシン錠500mg ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ水和物(FO ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ1321 500mg1錠 62.90

その他の主としてグラム陽性・陰性薬効細分類 6139

β -ラクタマーゼ阻害薬配合抗生物質§
正規採用11725 オーグメンチン配合錠250ＲＳ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物/ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸 ＧＳＫ1322 (375mg)1錠 36.10

カルバペネム系抗生物質§
正規採用11772 オラペネム小児用細粒10％(100mg/ ﾃﾋﾞﾍﾟﾈﾑ ﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ(TBPM-PI) ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ1323 100mg1g 597.50

ペネム系抗生物質§
正規採用16527 ファロム錠200mg ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ水和物(FRPM マルホ1324 200mg1錠 62.80

正規採用16529 ファロムﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ小児用10％(100m ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ水和物(FRPM マルホ1325 100mg1g 133.90

主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの614薬効小分類

エリスロマイシン製剤            薬効細分類 6141

マクロライド系抗生物質（14員環薬）§
正規採用11461 エリスロシンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟＷ20％(200m ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙ マイランＥＰＤ1326 200mg1g 22.50

正規採用11462 エリスロシン錠100mg ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｽﾃｱﾘﾝ酸塩(EM) マイランＥＰＤ1327 100mg1錠 8.50

その他の主としてグラム陽性菌，マ薬効細分類 6149

マクロライド系抗生物質（14員環薬）§
正規採用12369 クラリス錠50mg小児用 クラリスロマイシン(CAM) 大正製薬・大正

富山
1328 50mg1錠 49.50

正規採用12373 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ10％小児用「 クラリスロマイシン(CAM) 武田テバファー
マ・武田

1329 100mg1g 51.90

正規採用12374 クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 クラリスロマイシン(CAM) 沢井1330 200mg1錠 33.50

正規採用18825 ルリッド錠150mg ロキシスロマイシン(RXM) サノフィ1331 150mg1錠 63.20

マクロライド系抗生物質（15員環薬）§
院外限定13135 ジスロマック錠250mg アジスロマイシン水和物(AZM) ファイザー1332 250mg1錠 246.20

正規採用13136 ジスロマック細粒小児用10％(100mg アジスロマイシン水和物(AZM) ファイザー1333 100mg1g 275.90

正規採用13137 ジスロマックＳＲ成人用ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ(2g アジスロマイシン水和物(AZM) ファイザー1334 2g1瓶 2,055.70

主としてグラム陽性、陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用615薬効小分類

テトラサイクリン系抗生物質製剤  薬効細分類 6152

テトラサイクリン系抗生物質§
正規採用11585 塩酸ミノサイクリンカプセル100「日医 ミノサイクリン塩酸塩(MINO) 日医工ファー

マ・日医工
1335 100mg1カプセ

ル
26.80

正規採用16380 ビブラマイシン錠100mg ドキシサイクリン塩酸塩(DOXY) ファイザー1336 100mg1錠 21.60

正規採用17878 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 沢井1337 20mg1g 19.60

院外限定17881 ミノマイシン顆粒2％(20mg/g) ミノサイクリン塩酸塩(MINO) ファイザー1338 20mg1g 19.60

主として抗酸菌に作用するもの616薬効小分類

リファンピシン製剤              薬効細分類 6164

抗結核薬§
正規採用18570 リファジンカプセル150mg リファンピシン(RFP) 第一三共1339 150mg1カプセ

ル
28.70
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主としてカビに作用するもの617薬効小分類

ナイスタチオン製剤              薬効細分類 6171

表在性抗真菌薬（ポリエンマクロライド系）§
正規採用15121 ナイスタチン錠50万単位「明治」 ナイスタチン(NYS) ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ1340 50万単位1錠 38.00

アムホテリシンＢ製剤            薬効細分類 6173

深在性抗真菌薬（ポリエンマクロライド系）§
正規採用15932 ハリゾンシロップ10％(100mg/mL) アムホテリシンＢ(AMPH-B) 富士製薬1341 100mg1mL 53.60

その他の主としてカビに作用するも薬効細分類 6179

深在性・表在性抗真菌薬（トリアゾール系）§
正規採用16554 ブイフェンド錠50mg ボリコナゾール(VRCZ) ファイザー1342 50mg1錠 1,139.20

正規採用16555 ブイフェンド錠200mg ボリコナゾール(VRCZ) ファイザー1343 200mg1錠 3,505.00

正規採用16556 ブイフェンドﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ（2800mg/42g ボリコナゾール(VRCZ) ファイザー1344 40mg1mL(懸
濁後の内用液

1,328.30

その他の抗生物質製剤619薬効小分類

他に分類されない抗生物質製剤    薬効細分類 6199

ヘリコバクター・ピロリ除菌薬§
院外限定17513 ボノサップパック400 ボノプラザンフマル酸塩/アモキ 武田1345 1シート 733.80

正規採用18485 ラベキュアパック400 ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ/ｱﾓｷｼｼﾘ エーザイ・ＥＡ
ファーマ

1346 1シート 502.40

ヘリコバクター・ピロリ除菌薬（2次除菌）§
院外限定17514 ボノピオンパック ボノプラザンフマル酸塩/アモキ 武田1347 1シート 654.60

院外限定18487 ラベファインパック ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ/ｱﾓｷｼｼﾘ エーザイ・ＥＡ
ファーマ

1348 1シート 405.90

難吸収性リファマイシン系抗生物質§
診療科限定18572 リフキシマ錠200mg リファキシミン あすか製薬・武

田
1349 200mg1錠 201.90

サルファ剤621薬効小分類

その他のサルファ剤              薬効細分類 6219

潰瘍性大腸炎治療・抗リウマチ薬（免疫調節薬）§
正規採用10113 アザルフィジンＥＮ錠250mg サラゾスルファピリジン ファイザー・あゆ

み製薬
1350 250mg1錠 36.10

抗結核剤622薬効小分類

イソニアジド製剤                薬効細分類 6222

抗結核薬§
正規採用10870 イスコチン原末 イソニアジド(INH) 第一三共1351 1g 8.60

正規採用10871 イスコチン錠100mg イソニアジド(INH) 第一三共1352 100mg1錠 9.60

ピラジナミド製剤                薬効細分類 6223

抗結核薬§
正規採用16415 ピラマイド原末 ピラジナミド(PZA) 第一三共1353 1g 30.10

エタンブトール製剤              薬効細分類 6225

抗結核薬§
正規採用11400 エブトール錠125mg エタンブトール塩酸塩(EB) 科研1354 125mg1錠 9.40

合成抗菌剤624薬効小分類

ビリドンカルボン酸系製剤        薬効細分類 6241

ニューキノロン系抗菌薬§
正規採用10471 アベロックス錠400mg ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩(MFLX) バイエル・富士

フイルムファー
1355 400mg1錠 500.20

正規採用11736 オゼックス細粒小児用15％(150mg/ ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩水和物(T 富山化学・大正
富山

1356 150mg1g 486.50

正規採用11738 オゼックス錠150mg ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩水和物(T 富山化学・大正
富山

1357 150mg1錠 79.60

正規採用12354 クラビット細粒10％(100mg/g) ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物(LVFX) 第一三共1358 100mg1g(レボ
フロキサシンとし

108.00

正規採用12355 クラビット錠250ｍg ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物(LVFX) 第一三共1359 250mg1錠(レ
ボフロキサシン

234.20

正規採用12356 クラビット錠500ｍg ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物(LVFX) 第一三共1360 500mg1錠(レ
ボフロキサシン

415.70

正規採用12519 グレースビット錠50ｍg ｼﾀﾌﾛｷｻｼﾝ水和物(STFX) 第一三共1361 50mg1錠 216.70
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正規採用13119 ジェニナック錠200mg ﾒｼﾙ酸ｶﾞﾚﾉｷｻｼﾝ水和物(GRN 富山化学・アス
テラス

1362 200mg1錠 224.70

正規採用13185 シプロキサン錠200mg ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩(CPFX) バイエル1363 200mg1錠 85.20

診療科限定13301 スオード錠100mg プルリフロキサシン(PUFX) ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ1364 100mg1錠(活
性本体として)

99.10

その他の合成抗菌剤              薬効細分類 6249

オキサゾリジノン系抗菌薬§
正規採用12976 ザイボックス錠600mg リネゾリド(LZD) ファイザー1365 600mg1錠 11,103.00

抗ウイルス剤625薬効小分類

抗ウイルス剤                    薬効細分類 6250

B型慢性肝炎治療薬（核酸アナログ製剤）§
正規採用13587 ゼフィックス錠100mg ラミブジン(3TC) ＧＳＫ1366 100mg1錠 532.80

院外限定14634 テノゼット錠300mg ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ ｼﾞｿﾌﾟﾛｷｼﾙﾌﾏﾙ酸塩 ＧＳＫ1367 300mg1錠 996.50

正規採用15862 バラクルード錠0.5mg エンテカビル水和物 ＢＭＳ1368 0.5mg1錠 1,061.80

院外限定17311 ヘプセラ錠10mg アデホビルピボキシル ＧＳＫ1369 10mg1錠 1,287.90

C型慢性肝炎治療薬§
院外限定12734 コペガス錠200mg リバビリン 中外1370 200mg1錠 789.20

正規採用18922 レベトールカプセル200mg リバビリン ＭＳＤ1371 200mg1カプセ
ル

580.10

C型慢性肝炎治療薬（NS3/4Aプロテアーゼ阻害薬）§
診療科限定12349 グラジナ錠50mg グラゾプレビル ＭＳＤ1372 50mg1錠 9,607.30

診療科限定13440 スンベプラカプセル100mg アスナプレビル ＢＭＳ1373 100mg1カプセ
ル

2,847.40

C型慢性肝炎治療薬（NS5A複製複合体阻害薬）§
診療科限定11502 エレルサ錠50mg エルバスビル ＭＳＤ1374 50mg1錠 26,900.50

診療科限定14014 ダクルインザ錠60mg ダクラタスビル塩酸塩 ＢＭＳ1375 60mg1錠 7,902.90

C型慢性肝炎治療薬（NS5A複製複合体阻害薬/NS3/4Aプロテアーゼ阻害薬あ費合）§
診療科限定11142 ヴィキラックス配合錠 ｵﾑﾋﾞﾀｽﾋﾞﾙ/ﾊﾟﾘﾀﾌﾟﾚﾋﾞﾙ/ﾘﾄﾅ アッヴィ1376 1錠 23,057.50

C型慢性肝炎治療薬（NS5A複製複合体阻害薬/NS5Bポリメラーゼ阻害薬配合）§
診療科限定15874 ハーボニー配合錠 ソホスブビル ギリアド1377 1錠 54,796.90

C型慢性肝炎治療薬（NS5Bポリメラーゼ阻害薬）§
診療科限定13776 ソバルディ錠400mg ソホスブビル ギリアド1378 400mg1錠 42,239.60

抗HIV薬（HIVインテグラーゼ阻害薬）§
診療科限定10005 アイセントレス錠400mg ラルテグラビルカリウム ＭＳＤ1379 400mg1錠 1,553.60

診療科限定12676 ゲンボイヤ配合錠 エルビテグラビル／コビシスタッ 日本たばこ・鳥
居

1380 1錠 6,942.10

診療科限定14638 テビケイ錠50mg ドルテグラビルナトリウム ヴィーブヘルス
ケア・ＧＳＫ

1381 50mg1錠 3,262.60

診療科限定14958 トリーメク配合錠 ﾄﾞﾙﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙﾅﾄﾘｳﾑ/ｱﾊﾞｶﾋﾞﾙ ヴィーブヘルス
ケア・ＧＳＫ

1382 1錠 7,000.30

抗HIV薬（ヌクレオシド（核酸）系逆転写酵素阻害薬：NRTI）§
正規採用11375 エピビル錠150mg ラミブジン(3TC) ヴィーブヘルス

ケア・ＧＳＫ
1383 150mg1錠 840.70

正規採用12960 ザイアジェン錠300mg アバカビル硫酸塩(ABC) ヴィーブヘルス
ケア・ＧＳＫ

1384 300mg1錠 863.00

正規採用14519 ツルバダ配合錠 ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ(FTC)/ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ ｼﾞ 日本たばこ・鳥
居

1385 1錠 3,863.60

抗HIV薬（プロテアーゼ阻害薬：PI）§
正規採用12123 カレトラ配合錠 ﾛﾋﾟﾅﾋﾞﾙ/ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ アッヴィ1386 1錠 330.70

正規採用15469 ノービア錠100mg リトナビル アッヴィ1387 100mg1錠 106.30

診療科限定16876 プリジスタナイーブ錠800mg ダルナビル エタノール付加物 ヤンセン1388 800mg1錠 1,896.50

抗HIV薬（非ヌクレオシド（核酸）系逆転写酵素阻害薬：NNTI）§
正規採用13328 ストックリン錠600ｍg エファビレンツ(EFV) ＭＳＤ1389 600mg1錠 1,611.90

抗インフルエンザウイルス薬§
正規採用14055 タミフルカプセル75mg オセルタミビルリン酸塩 中外1390 75mg1カプセ

ル
283.00

正規採用14056 タミフルドライシロップ3％(30mg/g) オセルタミビルリン酸塩 中外1391 3%1g 244.00

抗ウイルス化学療法剤§
診療科限定14605 デシコビ配合錠HT ①エムトリシタビン ②テノホビル 日本たばこ・鳥

居
1392 1錠 3,934.30

診療科限定17327 ベムリディ錠25mg テノホビル アラフェナミドフマル ギリアド1393 25mg1錠 996.50

抗ウイルス剤§
診療科限定13258 ジメンシー配合錠 ①ダクラタスビル　 ②アスナプ ＢＭＳ1394 1錠 11,528.80

抗サイトメガロウイルス（CMV）薬§
正規採用15926 バリキサ錠450mg バルガンシクロビル塩酸塩 田辺三菱1395 450mg1錠 3,027.00

抗ヘルペスウイルス薬§
正規採用10108 アシクロビル錠200mg「サワイ」 アシクロビル(ACV) 沢井1396 200mg1錠 42.40
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正規採用12536 ファムビル錠250mg ファムシクロビル(FCV) 旭化成ファー
マ・マルホ

1397 250mg1錠 489.90

正規採用15875 バラシクロビル錠500mg「ケミファ」 バラシクロビル ケミファ・日本
薬工

1398 500mg1錠 188.80

院外限定15987 バルトレックス錠500mg バラシクロビル塩酸塩(VACV) ＧＳＫ1399 500mg1錠 405.60

正規採用15988 バルトレックス顆粒50％(500mg/g) バラシクロビル塩酸塩(VACV) ＧＳＫ1400 50%1g 422.10

その他の化学療法剤629薬効小分類

その他の化学療法剤              薬効細分類 6290

ST合剤§
正規採用15710 バクタ配合錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ 塩野義1401 1錠 67.90

正規採用15711 バクタ配合顆粒 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ 塩野義1402 1g 77.40

ニューモシスチス肺炎治療薬（ユビキノン類似体）§
診療科限定13024 サムチレール内用懸濁液15％(5mL/ アトバコン ＧＳＫ1403 750mg5mL1包 1,727.60

深在性・表在性抗真菌薬（アリルアミン系）§
正規採用14679 テルビナフィン錠125mg「ｹﾐﾌｧ」 テルビナフィン塩酸塩 日本薬工・ケミ

ファ
1404 125mg1錠 73.10

深在性・表在性抗真菌薬（イミダゾール系）§
正規採用17123 フロリードゲル経口用2％(5g/本) ミコナゾール(MCZ) 持田・昭和薬化1405 2%1g 96.40

深在性・表在性抗真菌薬（トリアゾール系）§
院外限定10936 イトリゾールカプセル50mg イトラコナゾール(ITCZ) ヤンセン1406 50mg1カプセ

ル
354.20

正規採用10937 イトリゾール内用液1％（10ｍg/mL） イトラコナゾール(ITCZ) ヤンセン1407 1%1mL 108.80

正規採用10938 イトラコナゾールカプセル50 mg「SW」 イトラコナゾール 沢井・ケミファ1408 50mg1カプセ
ル

152.20

深在性真菌薬（トリアゾール系）§
正規採用16927 フルコナゾールカプセル100mg「日医 フルコナゾール(FLCZ) 日医工1409 100mg1カプセ

ル
425.60

診療科・院外限定16928 フルコナゾールカプセル50mg「日医工 フルコナゾール（FLCZ） 日医工1410 50mg1カプセ
ル

197.30

ワクチン類631薬効小分類

ウイルスワクチン類              薬効細分類 6313

弱毒生ワクチン(ロタウイルス)§
診療科限定18988 ロタリックス内用液(1.5mL/本) 弱毒生ﾋﾄﾛﾀｳｲﾙｽ（RIX4414株 ＧＳＫ・第一三

共,ジャパンワク
1411 1.5mL1本

抗原虫剤641薬効小分類

その他の抗原虫剤                薬効細分類 6419

抗原虫薬(マラリア以外)§
正規採用16810 フラジール内服錠250mg メトロニダゾール 塩野義1412 250mg1錠 35.50

賦形剤711薬効小分類

乳糖類                          薬効細分類 7111

賦形剤§
正規採用15230 乳糖 乳糖 マイラン・ファイ

ザー
1413 10g 19.50

デンプン類                      薬効細分類 7112

院内製剤原料§
院内製剤原料14710 トウモロコシデンプン トウモロコシデンプン マイラン・ファイ

ザー
1414 10g 7.90

賦形剤§
正規採用16020 バレイショデンプン バレイショデンプン1415 10g 7.40

矯味、矯臭、着色剤714薬効小分類

シロップ製剤；単シロップ等      薬効細分類 7142

矯味剤§
正規採用14160 単シロップ 単シロップ 東洋製化・小

野,マイラン
1416 10mL 9.30

その他の矯味，矯臭，着色剤      薬効細分類 7149

院内製剤原料§
院内製剤原料11500 l－メントール ｌ－メントール マイラン・ファイ

ザー
1417 1g 27.90
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Ｘ線造影剤721薬効小分類

ヨウ素化合物製剤                薬効細分類 7211

消化管造影剤(ヨード系造影剤)§
正規採用11930 ガストログラフイン経口・注腸用100mL ｱﾐﾄﾞﾄﾘｿﾞ酸ﾅﾄﾘｳﾑﾒｸﾞﾙﾐﾝ バイエル1418 1mL 15.10

バリウム塩製剤                  薬効細分類 7212

消化管造影剤(バリウム系造影剤)§
正規採用15285 ネオダルムゾル79％(400mL/本) 硫酸バリウム カイゲンファー

マ
1419 79%10mL 13.30

正規採用15304 ネオバルギンＥＨＤ 硫酸バリウム カイゲンファー
マ

1420 99.0%10g 13.10

造影補助剤                      薬効細分類 7213

大腸検査・腹部手術用下剤§
正規採用17755 マグコロールＰ50g クエン酸マグネシウム 堀井1421 1g 7.80

機能検査用試薬722薬効小分類

内分泌機能検査用試薬            薬効細分類 7223

下垂体ACTH(副腎皮質刺激ホルモン)分泌機能検査薬、副腎皮質ホルモン合成阻害薬§
正規採用18050 メトピロンカプセル250mg メチラポン セオリア・武田1422 250mg1カプセ

ル
220.10

その他の機能検査用試薬          薬効細分類 7229

膵外分泌機能検査薬§
正規採用16190 膵外分泌機能検査用ＰＦＤ内服液50 ベンチロミド サンノーバ・

エーザイ
1423 5%10mL1管 898.30

その他の診断用薬729薬効小分類

その他の診断用薬（体外診断用医薬薬効細分類 7290

MRI用造影剤(マンガン造影剤・消化管陰影造影)§
正規採用17494 ボースデル内用液10（250mL/袋） 塩化マンガン四水和物 明治・協和発酵

キリン
1424 10mg250mL1

袋
1,080.60

ヘリコバクター・ピロリ感染診断薬§
正規採用18337 ユービット錠100mg 尿素（１３Ｃ） 大塚製薬1425 100mg1錠 2,825.70

悪性神経膠腫腫瘍組織可視化体内診断薬§
診療科限定10554 アラベル内用剤(1.5g/瓶) アミノレブリン酸塩酸塩 ノーベル1426 1.5g1瓶 90,377.80

糖尿病診断用糖負荷試験薬§
正規採用14991 トレーランＧ液75g（225mL/本） デンプン部分加水分解物 エイワイファー

マ・陽進堂
1427 225mL1瓶 205.10

防腐剤731薬効小分類

その他の防腐剤                  薬効細分類 7319

院内製剤原料§
院内製剤原料10770 安息香酸ナトリウム 安息香酸ナトリウム 丸石1428 10g 22.90

732薬効小分類

アルコール及びアルデヒド製剤    薬効細分類 7321

消毒薬（高水準：過酸化物製剤）§
正規採用40410 アセサイド6％消毒液 過酢酸(エタンペルオキソ酸) サラヤ・オリンパ

スメディカル
1429 6%1mL

他に分類されない治療を主目的としない医薬品799薬効小分類

他に分類されない治療を主目的とし薬効細分類 7990

ニコチン依存症治療薬§
診療科・院外限定14323 チャンピックス錠0.5mg バレニクリン酒石酸塩 ファイザー1430 0.5mg1錠 136.40

診療科・院外限定14324 チャンピックス錠1mg バレニクリン酒石酸塩 ファイザー1431 1mg1錠 244.20

胃内視鏡検査時胃内粘液溶解除去薬§
正規採用17054 プロナーゼＭＳ2万単位/0.5g包 プロナーゼ 科研1432 20,000単位 132.30
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経口腸管洗浄剤§
正規採用18217 モビプレップ配合内用剤 ﾏｸﾛｺﾞｰﾙ4000/電解質/ｱｽｺﾙ ＥＡファーマ1433 1袋 2,259.30

上部消化管内視鏡時胃蠕動運動抑制薬§
正規採用17866 ミンクリア内用散布液0.8％(20mL/本 l-メントール 日本製薬・あす

か製薬,武田
1434 20mL1筒 882.50

糖類下剤(消化管X線造影促進・便秘防止)§
診療科限定13831 Ｄ-ソルビトール経口液75％「ｺｰﾜ」 D-ソルビトール1435 75%10mL 10.80

あへんアルカロイド系麻薬811薬効小分類

モルヒネ系製剤                  薬効細分類 8114

モルヒネ製剤§
正規採用11600 モルヒネ塩酸塩水和物 モルヒネ塩酸塩水和物 第一三共プロ

ファーマ・第一
1436 1g 2,203.00

正規採用11601 モルヒネ塩酸塩錠10mg モルヒネ塩酸塩水和物 大日本住友1437 10mg1錠 125.80

正規採用11762 オプソ内服液5mg(2.5mL/包) モルヒネ塩酸塩水和物 大日本住友1438 5mg2.5mL1包 118.20

正規採用11763 オプソ内服液10mg(5mL/包) モルヒネ塩酸塩水和物 大日本住友1439 10mg5mL1包 219.30

モルヒネ製剤(徐放性)§
正規採用11416 ＭＳコンチン錠10mg モルヒネ硫酸塩水和物 塩野義1440 10mg1錠 241.10

正規採用18233 モルペス細粒2％(10mg/0.5g包) モルヒネ硫酸塩水和物 藤本1441 2%1g 405.60

コデイン系製剤                  薬効細分類 8115

中枢性麻薬性鎮咳薬§
診療科限定18690 コデインリン酸塩散10％(100mg/g) コデインリン酸塩水和物 田辺三菱工場・

田辺三菱
1442 10%1g 147.10

その他のあへんアルカロイド系麻薬薬効細分類 8119

オキシコドン製剤§
正規採用11705 オキノーム散2.5mg/0.5g包 オキシコドン塩酸塩水和物 塩野義1443 2.5mg1包 67.10

正規採用11706 オキノーム散5mg/1g包 オキシコドン塩酸塩水和物 塩野義1444 5mg1包 134.10

正規採用11708 オキノーム散20mg/1g包 オキシコドン塩酸塩水和物 塩野義1445 20mg1包 536.50

正規採用11709 オキノーム散10mg/1g包 オキシコドン塩酸塩水和物 塩野義1446 10mg1包 268.30

持続性癌疼痛治療剤§
正規採用11704 オキシコドン徐放錠5 mg「第一三共」 オキシコドン塩酸塩 第一三共プロ

ファーマ・第一
1447 5mg1錠 101.80

正規採用11712 オキシコドン徐放錠10mg「第一三共」 オキシコドン塩酸塩 第一三共プロ
ファーマ・第一

1448 10mg1錠 187.20

正規採用11713 オキシコドン徐放錠20mg「第一三共」 オキシコドン塩酸塩 第一三共プロ
ファーマ・第一

1449 20mg1錠 344.60

正規採用11714 オキシコドン徐放錠40mg「第一三共」 オキシコドン塩酸塩 第一三共プロ
ファーマ・第一

1450 40mg1錠 630.30

合成麻薬821薬効小分類

その他の合成麻薬                薬効細分類 8219

フェンタニル製剤(突出痛：一時的にあらわれる強い痛み)§
正規採用10441 アブストラル舌下錠100µg フェンタニルクエン酸塩 協和発酵キリ

ン・久光
1451 100μg1錠 581.80

正規採用10442 アブストラル舌下錠200µg フェンタニルクエン酸塩 協和発酵キリ
ン・久光

1452 200μg1錠 811.90
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採用薬品一覧(外用剤)
物品ＣＤ 物品正式名称 一般名 採用区分メーカーNo 薬価薬価単位

平成29年6月13日現在

全身麻酔剤111薬効小分類

その他の全身麻酔剤              薬効細分類 1119

全身吸入麻酔薬（ハロゲン化麻酔薬）§
診療科限定21568 スープレン吸入麻酔液240mL デスフルラン バクスター1 1mL 44.90

正規採用21646 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セボフルラン 日興製薬2 1mL 44.40

催眠鎮静剤、抗不安剤112薬効小分類

抱水クロラール系製剤            薬効細分類 1123

睡眠薬§
正規採用20555 エスクレ坐剤250mg 抱水クロラール 久光3 250mg1個 37.10

正規採用20556 エスクレ坐剤500mg 抱水クロラール 久光4 500mg1個 47.80

ベンゾジアゼピン系製剤          薬効細分類 1124

抗不安薬（中間型）§
正規採用21635 セニラン坐剤3mg ブロマゼパム サンド5 3mg1個 99.00

鎮静薬・抗てんかん薬§
正規採用21725 ダイアップ坐剤4 ジアゼパム 高田6 4mg1個 59.90

正規採用21726 ダイアップ坐剤6 ジアゼパム 高田7 6mg1個 68.20

正規採用21727 ダイアップ坐剤10 ジアゼパム 高田8 10mg1個 80.10

バルビツール酸系及びチオバルビツ薬効細分類 1125

鎮静薬・抗てんかん薬§
正規採用23523 ワコビタール坐剤15mg フェノバルビタールナトリウム 高田9 15mg1個 32.70

正規採用23527 ワコビタール坐剤50mg フェノバルビタールナトリウム 高田10 50mg1個 57.70

解熱鎮痛消炎剤114薬効小分類

アニリン系製剤；メフェナム酸，フ薬効細分類 1141

アセトアミノフェン製剤§
正規採用20124 アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「 アセトアミノフェン 長生堂・日本

ジェネリック
11 200mg1個 19.90

正規採用20270 アンヒバ坐剤小児用100mg アセトアミノフェン マイランＥＰＤ12 100mg1個 19.30

正規採用20275 アンヒバ坐剤小児用200mg アセトアミノフェン マイランＥＰＤ13 200mg1個 28.00

フェニル酢酸系製剤              薬効細分類 1147

非ステロイド性抗炎症薬：NSAIDs（フェニル酢酸系）§
正規採用21417 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 日新製薬・久光14 25mg1個 19.90

正規採用21419 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 日新製薬・久光15 50mg1個 19.90

正規採用22927 ボンフェナック坐剤12.5ｍg ジクロフェナクナトリウム 京都・ゼリア16 12.5mg1個 19.30

その他の解熱鎮痛消炎剤          薬効細分類 1149

非麻薬性鎮痛薬§
診療科限定22210 ノルスパンテープ5mg ブプレノルフィン ムンディファー

マ・久光
17 5mg1枚 1,572.80

診療科・院外限定22211 ノルスパンテープ10mg ブプレノルフィン ムンディファー
マ・久光

18 10mg1枚 2,423.70

正規採用23460 レペタン坐剤0.2mg ブプレノルフィン塩酸塩 大塚製薬19 0.2mg1個 165.20

正規採用23461 レペタン坐剤0.4mg ブプレノルフィン塩酸塩 大塚製薬20 0.4mg1個 215.90

抗パーキンソン剤116薬効小分類

その他の抗パーキンソン剤        薬効細分類 1169

ドパミン受容体刺激薬（非麦角系）§
正規採用22103 ニュープロパッチ9mg ロチゴチン 大塚製薬21 9mg1枚 660.10

正規採用22104 ニュープロパッチ13.5mg ロチゴチン 大塚製薬22 13.5mg1枚 850.10

正規採用22106 ニュープロ パッチ18mg ロチゴチン 大塚製薬23 18mg1枚 1,017.20
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ドパミン受容体刺激薬（非麦角系）／レストレスレッグス症候群治療薬§
正規採用22101 ニュープロパッチ2.25mg ロチゴチン 大塚製薬24 2.25mg1枚 278.00

正規採用22102 ニュープロパッチ4.5mg ロチゴチン 大塚製薬25 4.5mg1枚 428.40

その他の中枢神経用薬119薬効小分類

その他の中枢神経系用薬          薬効細分類 1190

抗認知症薬（コリンエステラーゼ阻害薬）§
正規採用23306 リバスタッチパッチ4.5mg リバスチグミン 小野26 4.5mg1枚 346.80

正規採用23307 リバスタッチパッチ9mg リバスチグミン 小野27 9mg1枚 390.50

院外限定23308 リバスタッチパッチ13.5mg リバスチグミン 小野28 13.5mg1枚 418.60

院外限定23309 リバスタッチパッチ18mg リバスチグミン 小野29 18mg1枚 439.70

局所麻酔剤121薬効小分類

アミノ安息香酸アルカミンエステル薬効細分類 1211

院内製剤原料§
院内製剤原料21860 テーカイン原末 ﾊﾟﾗﾌﾞﾁﾙｱﾐﾉ安息香酸ｼﾞｴﾁﾙ ナガセ・ファイ

ザー
30 1g 258.70

キシリジン系製剤                薬効細分類 1214

局所麻酔薬（アミド型）§
正規採用20930 キシロカイン液4％100mL リドカイン塩酸塩 アストラゼネカ31 4%1mL 13.30

正規採用20931 キシロカイン点眼液4％100mL リドカイン塩酸塩 アストラゼネカ32 4%1mL 16.20

正規採用20932 キシロカインポンプスプレー8％80g リドカイン塩酸塩 アストラゼネカ33 1g 22.80

正規採用20935 キシロカインゼリー2％30mL リドカイン塩酸塩 アストラゼネカ34 2%1mL 7.60

正規採用23286 リドカインテープ18mg「ニプロ」 リドカイン ニプロファーマ・
ニプロ

35 (18mg)30.5m
m×50.0mm1

33.80

その他の局所麻酔剤              薬効細分類 1219

局所麻酔薬（アミド型）§
診療科限定20627 エムラクリーム5g リドカイン/プロピトカイン 佐藤製薬36 1g 190.10

眼科用剤131薬効小分類

散瞳剤；ホマトロピン等          薬効細分類 1311

散瞳薬（抗コリン薬）§
正規採用20136 日点アトロピン点眼液1％5mL アトロピン硫酸塩水和物 日本点眼薬37 1%5mL1瓶 145.50

正規採用21255 サイプレジン点眼液1％10mL シクロペントラート塩酸塩 参天38 1%1mL 84.20

正規採用23030 ミドリンＭ点眼液0.4％5mL トロピカミド 参天39 0.4%1mL 21.70

散瞳薬（選択的α 1受容体刺激薬）§
診療科限定22140 ネオシネジンコーワ5％点眼液10mL フェニレフリン塩酸塩 興和・興和創薬40 5%1mL 45.00

散瞳剤；ピロカルピン等          薬効細分類 1312

縮瞳薬（コリンエステラーゼ阻害薬）§
院外限定20460 ウブレチド点眼液1％5mL ジスチグミン臭化物 鳥居41 1%1mL 235.70

縮瞳薬（副交感神経刺激薬）§
正規採用21382 サンピロ点眼液2％5mL ピロカルピン塩酸塩 参天42 2%5mL1瓶 152.50

眼科用局所麻酔剤                薬効細分類 1313

局所麻酔薬（エステル型）§
正規採用22792 ベノキシール点眼液0.4％5mL オキシブプロカイン塩酸塩 参天43 0.4%1mL 13.40

分泌性流涙症治療薬（局所麻酔薬）§
院外限定23265 ラクリミン点眼液0.05％5mL オキシブプロカイン塩酸塩 参天44 0.05%5mL1瓶 101.60

眼科用コルチゾン製剤；コルチゾン薬効細分類 1315

副腎皮質ステロイド§
診療科限定21258 酢酸プレドニゾロン0.25％眼軟膏Ｔ3.5 プレドニゾロン酢酸エステル 日東メディック45 0.25%1g 38.70

正規採用22588 フルオメソロン0.1%点眼液 フルオロメトロン 日本点眼薬46 0.1%1mL 22.50

院外限定22640 フルメトロン点眼液0.1％5mL フルオロメトロン 参天47 0.1%1mL 62.90

正規採用22645 フルメトロン点眼液0.02％5mL フルオロメトロン 参天48 0.02%1mL 39.50

正規採用23350 リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1％5m ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ 塩野義49 0.1%1mL 69.00

診療科・院外限定23397 リンベタＰＦ眼耳鼻科用液0.1％5mL ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ 日本点眼薬50 0.1%1mL 23.20
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眼科用局所血管収縮剤            薬効細分類 1316

局所血管収縮薬§
診療科限定22585 プリビナ点眼液0.5mg/mL ナファゾリン硝酸塩 ＧＳＫＣＨＪ・ノバ

ルティス
51 0.05%1mL 5.20

眼科用抗生物質製剤；オキシテトラ薬効細分類 1317

抗菌薬（アミノグリコシド系）§
正規採用22015 トブラシン点眼液0.3％5mL トブラマイシン 日東メディック52 3mg1mL 39.00

抗菌薬（第三世代セフェム系）§
正規採用22763 ベストロン点眼用0.5％5mL セフメノキシム塩酸塩 千寿・武田53 5mg1mL(溶解

後の液として)
53.80

抗真菌薬§
正規採用22385 ピマリシン点眼液5％「ｾﾝｼﾞｭ」5mL ピマリシン 千寿・武田54 50mg1mL 616.90

その他の眼科用剤                薬効細分類 1319

ドライアイ改善薬§
正規採用21416 ジクアス点眼液3％5mL ジクアホソルナトリウム 参天55 3%5mL1瓶 641.20

正規採用23055 ムコスタ点眼液ＵＤ2％0.35mL レバミピド 大塚製薬56 2%0.35mL1本 27.10

角膜治療薬§
正規採用22341 ヒアレイン点眼液0.1％5mL ヒアルロン酸ナトリウム 参天57 0.1%5mL1瓶 398.50

正規採用22342 ヒアレインミニ点眼液0.3％0.4mL ヒアルロン酸ナトリウム 参天58 0.3%0.4mL1個 20.70

院外限定22343 ヒアレイン点眼液0.3％5mL ヒアルロン酸ナトリウム 参天59 0.3%5mL1瓶 570.90

正規採用22549 フラビタン点眼液0.05％5mL フラビンアデニンジヌクレオチド トーアエイヨー・
アステラス

60 0.05%5mL1瓶 92.00

正規採用22551 フラビタン眼軟膏0.1％5g フラビンアデニンジヌクレオチド トーアエイヨー・
アステラス

61 0.1%1g 29.10

正規採用22955 マイティア点眼液5mL ホウ酸・無機塩類配合剤 千寿・武田62 5mL1瓶 85.50

眼内灌流液§
正規採用22328 ビーエスエスプラス500眼灌流液500 オキシグルタチオン アルコン63 0.46%20mL1

瓶(希釈液付)
3,752.80

広範囲抗菌点眼剤§
院外限定20971 クラビット点眼液1.5％ レボフロキサシン 参天64 1.5%1mL 109.30

抗アレルギー薬（H1受容体拮抗薬）§
院外限定20199 アレジオン点眼液0.05％5mL エピナスチン塩酸塩 参天65 0.05%1mL 382.50

院外限定21271 ザジテン点眼液0.05％5mL フマル酸ケトチフェン ノバルティス・ア
ルコンファーマ

66 3.45mg5mL1
瓶

662.60

院外限定22277 パタノール点眼液0.1％5mL オロパタジン塩酸塩 ノバルティス・ア
ルコンファーマ,

67 0.1%1mL 196.70

抗アレルギー薬（メディエーター遊離抑制薬）§
院外限定20416 インタール点眼液ＵＤ0.35mL/本 クロモグリク酸ナトリウム サノフィ68 7mg0.35mL1

個
26.00

正規採用23282 リザベン点眼液0.5％5mL トラニラスト キッセイ69 25mg5mL1瓶 634.00

抗ウイルス薬§
正規採用21676 ゾビラックス眼軟膏3％5g アシクロビル ＧＳＫ・参天70 3%1g 541.50

抗炎症薬（非ステロイド）§
正規採用20520 ＡＺ点眼液0.02％5mL アズレンスルホン酸ナトリウム ゼリア71 0.02%5mL1瓶 87.20

正規採用22092 ニフラン点眼液0.1％5mL プラノプロフェン 千寿・武田72 0.1%1mL 43.90

院外限定22173 ネバナック懸濁性点眼液0.1％5mL ネパフェナク ノバルティス・ア
ルコンファーマ

73 0.1%1mL 191.30

正規採用22687 ブロナック点眼液0.1％5mL ブロムフェナクナトリウム 千寿・武田74 0.1%1mL 105.10

抗菌薬（ニューキノロン系）§
正規採用20813 オフロキシン眼軟膏0.3％3.5ｇ オフロキサシン 東亜薬品・日東

メディック
75 0.3%1g 71.90

正規採用20852 ガチフロ点眼液0.3％5mL ガチフロキサシン水和物 千寿・武田76 0.3%1mL 129.00

正規採用22730 ベガモックス点眼液0.5％5mL 塩酸モキシフロキサシン ノバルティス・ア
ルコンファーマ

77 0.5%1mL 130.50

正規採用23459 レボフロキサシン点眼液1.5％5mL「日 レボフロキサシン水和物 日本点眼薬78 1.5%1mL 26.60

抗菌薬（マクロライド系薬（14員環系）/ポリペプタイド系配合剤）§
正規採用20551 エコリシン眼軟膏3.5g ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝﾗｸﾄﾋﾞｵﾝ酸塩/ｺﾘｽ 参天79 1g 45.80

散瞳薬（抗コリン薬/選択的α 1刺激薬配合剤）§
正規採用23039 ミドリンＰ点眼液5mL ﾄﾛﾋﾟｶﾐﾄﾞ/ﾌｪﾆﾚﾌﾘﾝ塩酸塩 参天80 1mL 29.10

春季カタル治療薬（免疫抑制薬）§
院外限定21748 タリムス点眼液0.1％5mL タクロリムス水和物 千寿・武田81 0.1%5mL1瓶 9,651.30

正規採用22289 パピロックミニ点眼液0.1％0.4mL シクロスポリン 参天82 0.1%0.4mL1個 208.90

消毒薬（中水準：ヨウ素系）§
診療科限定22335 ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液20mL ヨウ素・ポリビニルアルコール 日本点眼薬83 0.2%1mL 22.10

調節機能改善薬（ビタミンB12製剤）§
正規採用21350 サンコバ点眼液0.02％5mL シアノコバラミン 参天84 0.02%5mL1瓶 87.60
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粘弾性物質§
正規採用20816 オペガンハイ0.7眼粘弾剤1％0.7mL ヒアルロン酸ナトリウム 生化学・参天85 1%0.7mL1筒 6,477.00

診療科限定20826 オペリードＨＶ0.85眼粘弾剤1％0.85m ヒアルロン酸ナトリウム ＡＭＯ86 2.3%0.6mL1筒 9,506.00

正規採用22344 ビスコート0.5眼粘弾剤0.5mL ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ/ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ硫 アルコン87 0.5mL1筒 5,658.70

正規採用22422 ヒーロンＶ0.6眼粘弾剤2.3％0.6mL ヒアルロン酸ナトリウム ＡＭＯ88 2.3%0.6mL1筒 9,506.00

白内障治療薬§
正規採用20870 カリーユニ点眼液0.005％5mL ピレノキシン 参天89 0.005%5mL1

瓶
63.70

院外限定21740 タチオン点眼用2％5mL グルタチオン 長生堂・日本
ジェネリック

90 2%1mL 22.10

副腎皮質ステロイド/抗菌薬配合剤§
正規採用22160 ネオメドロールEE軟膏3g ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ/ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ ファイザー91 1g 50.20

正規採用23360 点眼・点鼻用リンデロンＡ液5mL ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ/ 塩野義92 1mL 76.80

正規採用23361 リンデロンＡ軟膏（眼・耳科用）5g ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ/ 塩野義93 1g 66.50

緑内障・高眼圧症治療剤§
院外限定23020 ミケルナ配合点眼液 ①カルテオロール塩酸塩 ②ラ 大塚製薬94 1mL 729.20

緑内障治療薬（PG関連薬）§
正規採用20920 キサラタン点眼液0.005％2.5mL ラタノプロスト ファイザー95 0.005%1mL 671.00

院外限定21741 タプロスミニ点眼液0.0015％0.03mL タフルプロスト 参天96 0.0015%0.3mL
1個

99.70

院外限定21742 タプロス点眼液0.0015％2.5mL タフルプロスト 参天97 0.0015%1mL 985.20

正規採用22018 トラバタンズ点眼液0.004％2.5mL トラボプロスト ノバルティス・ア
ルコンファーマ

98 0.004%1mL 1,007.60

院外限定23429 ルミガン点眼液0.03％2.5mL ビマトプロスト 千寿・武田99 0.03%1mL 959.70

院外限定23443 レスキュラ点眼液0.12％5mL イソプロピルウノプロストン スキャンポ・参
天

100 0.12%1mL 343.30

緑内障治療薬（PG関連薬/β 遮断薬配合剤）§
院外限定21315 ザラカム配合点眼液2.5mL ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ/ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 ファイザー101 1mL 1,141.40

診療科・院外限定21739 タプコム配合点眼液2.5mL ﾀﾌﾙﾌﾟﾛｽﾄ/ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 参天102 1mL 1,023.90

院外限定21942 デュオトラバ配合点眼液2.5mL ﾄﾗﾎﾞﾌﾟﾛｽﾄ/ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 ノバルティス・ア
ルコンファーマ

103 1mL 1,210.50

緑内障治療薬（Rhoキナーゼ阻害薬）§
正規採用20967 グラナテック点眼液0.4％5mL リパスジル塩酸塩水和物 興和・興和創薬104 0.4%1mL 451.00

緑内障治療薬（α ・β 遮断薬）§
院外限定22235 ハイパジールコーワ点眼液0.25％5mL ニプラジロール 興和・興和創薬105 0.25%1mL 348.70

緑内障治療薬（α 1・β 遮断薬）§
院外限定23048 ミロル点眼液0.5％5mL レボブノロール塩酸塩 杏林・科研106 0.5%1mL 388.70

緑内障治療薬（α 1遮断薬）§
正規採用21925 デタントール0.01％点眼液5mL ブナゾシン塩酸塩 参天107 0.01%1mL 315.30

緑内障治療薬（α 2刺激薬）§
正規採用20025 アイファガン点眼液0.1％5mL ブリモニジン酒石酸塩 千寿・武田108 0.1%1mL 450.70

緑内障治療薬（β 遮断薬）§
正規採用21807 チモプトールＸＥ点眼液0.5％2.5mL チモロールマレイン酸塩 参天109 0.5%1mL 673.90

診療科・院外限定22656 ブロキレートＰＦ点眼液2％5mL カルテオロール塩酸塩 日本点眼薬110 2%1mL 158.80

院外限定22770 ベトプティック点眼液0.5％5mL ベタキソロール塩酸塩 ノバルティス・ア
ルコンファーマ

111 0.5%1mL 351.90

正規採用23016 ミケラン点眼液2％5mL カルテオロール塩酸塩 大塚製薬・千寿112 2%1mL 258.00

院外限定23017 ミケランＬＡ点眼液2％2.5mL カルテオロール塩酸塩 大塚製薬・千寿113 2%1mL 525.10

院外限定23284 リズモンＴＧ0.5％点眼液2.5mL チモロールマレイン酸塩 わかもと・キッセ
イ

114 0.5%1mL 655.30

緑内障治療薬（レーザー術後眼圧上昇防止薬）§
正規採用20010 アイオピジンＵＤ点眼液1％0.1mL アプラクロニジン塩酸塩 ノバルティス・ア

ルコンファーマ
115 1%0.1mL1個 680.50

緑内障治療薬（炭酸脱水酵素阻害薬）§
正規採用20515 エイゾプト懸濁性点眼液1％5mL ブリンゾラミド ノバルティス・ア

ルコンファーマ
116 1%1mL 450.70

院外限定22032 トルソプト点眼液1％5mL ドルゾラミド塩酸塩 参天117 1%1mL 240.10

緑内障治療薬（炭酸脱水酵素阻害薬/β 遮断薬配合剤）§
院外限定20125 アゾルガ配合懸濁性点眼液5mL ﾌﾞﾘﾝｿﾞﾗﾐﾄﾞ/ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 ノバルティス・ア

ルコンファーマ
118 1mL 427.80

院外限定21158 コソプト配合点眼液5mL ﾄﾞﾙｿﾞﾗﾐﾄﾞ塩酸塩/ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲ 参天119 1mL 599.80

診療科限定21159 コソプトミニ配合点眼液 ﾄﾞﾙｿﾞﾗﾐﾄﾞ塩酸塩/ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲ 参天120 0.4mL1個 61.30

耳鼻科用剤132薬効小分類

耳鼻科用血管収縮剤              薬効細分類 1324

血管収縮薬§
正規採用22581 プリビナ液0.05％ ナファゾリン硝酸塩 ＧＳＫＣＨＪ・ノバ

ルティス
121 0.05%1mL 4.30
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耳鼻科用抗生物質剤              薬効細分類 1325

抗菌薬（第三世代セフェム系）§
正規採用22761 ベストロン耳鼻科用1％5mL セフメノキシム塩酸塩 千寿・あすか製

薬,武田,杏林
122 10mg1mL(溶

解後の液とし
91.00

正規採用22762 ベストロン耳鼻科用1％50mL【吸入】 セフメノキシム塩酸塩 千寿・あすか製
薬,武田,杏林

123 10mg1mL(溶
解後の液とし

91.00

その他の耳鼻科用剤              薬効細分類 1329

抗アレルギー薬（H1受容体拮抗薬）§
正規採用21090 ケトチフェン点鼻液0.05％「ｻﾜｲ」 フマル酸ケトチフェン 沢井124 6.048mg8mL1

瓶
319.20

抗菌薬（ニューキノロン系）§
正規採用23522 ロメフロン耳科用液0.3％5mL 塩酸ロメフロキサシン 千寿・武田125 0.3%1mL 118.40

耳垢除去薬§
診療科限定21412 ｼﾞｵｸﾁﾙｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎｻｸｼﾈｰﾄ耳科用 ｼﾞｵｸﾁﾙｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎｻｸｼﾈｰﾄ セオリア・武田126 5%1mL 54.20

副腎皮質ステロイド§
正規採用20171 アラミスト点鼻液27.5µg56噴霧用 フルチカゾンフランカルボン酸エ ＧＳＫ127 3mg6g1キット 2,017.10

院外限定20635 エリザス点鼻粉末200µg28噴霧用 デキサメタゾンシペシル酸エス 日本新薬128 5.6mg1瓶 1,779.50

院外限定22084 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 ＭＳＤ129 5mg10g1瓶 1,912.30

血圧降下剤214薬効小分類

その他の血圧降下剤              薬効細分類 2149

β 1遮断薬・ISA(-)§
正規採用22351 ビソノテープ4mg ビソプロロールフマル酸塩 トーアエイヨー・

アステラス
130 4mg1枚 86.60

血管収縮剤216薬効小分類

血管収縮剤                      薬効細分類 2160

トリプタン系：セロトニン1（5-HT1B/1D）受容体作動型片頭痛治療薬§
正規採用20375 イミグラン点鼻液20mg スマトリプタンコハク酸塩 ＧＳＫ131 20mg0.1mL1

個
1,073.40

血管拡張剤217薬効小分類

冠血管拡張剤                    薬効細分類 2171

硝酸薬§
正規採用21453 硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」 硝酸イソソルビド 沢井132 40mg1枚 51.70

正規採用22089 ニトロダームＴＴＳ25mg ニトログリセリン サンファーマ・
田辺三菱

133 (25mg)10cm2 
1枚

78.40

院外限定22576 フランドルテープ40mg 硝酸イソソルビド トーアエイヨー・
アステラス

134 40mg1枚 73.30

正規採用22998 ミオコールスプレー0.3mg ニトログリセリン トーアエイヨー・
アステラス

135 0.65%7.2g1缶 1,764.60

正規採用23046 ミリステープ5mg ニトログリセリン 日本化薬136 (5mg)4.05cm
×4.50cm1枚

46.20

その他の血管拡張剤              薬効細分類 2179

硝酸薬§
正規採用20100 亜硝酸アミル「第一三共」0.25mL 亜硝酸アミル 第一三共137 0.25mL1管 778.70

その他の循環器用薬219薬効小分類

その他の循環器官用薬            薬効細分類 2190

PG（プロスタグランジン）I2製剤§
正規採用22820 ベンテイビス吸入液10 µg イロプロスト バイエル138 10μg1mL1管 2,386.50

呼吸促進剤221薬効小分類

その他の呼吸促進剤              薬効細分類 2219

新生児呼吸窮迫症候群治療薬§
正規採用21285 サーファクテン気管注入用120mg 肺サーファクタント 田辺三菱139 120mg1瓶 86,556.50
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去たん剤223薬効小分類

システイン系製剤                薬効細分類 2233

気道粘液溶解薬（システイン系）§
正規採用23080 ムコフィリン吸入液20％2mL アセチルシステイン サンノーバ・

エーザイ
140 17.62%2mL1

包
60.00

ブロムヘキシン製剤              薬効細分類 2234

気道粘液溶解薬（多糖類分解）§
正規採用22711 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2％「ﾀ ブロムヘキシン塩酸塩 武田テバファー

マ・武田
141 0.2%1mL 8.90

気管支拡張剤225薬効小分類

サルブタモール製剤              薬効細分類 2254

β 2刺激薬(短時間作用型：SABA)§
正規採用21336 サルタノールインヘラー100µg サルブタモール硫酸塩 ＧＳＫ142 0.16%13.5mL1

瓶
892.60

診療科限定22780 ベネトリン吸入液0.5％30mL サルブタモール硫酸塩 ＧＳＫ143 0.5%1mL 23.60

その他の気管支拡張剤            薬効細分類 2259

β  2刺激薬(長時間作用型：LABA)/抗コリン薬(長時間作用型：LAMA)配合剤§
正規採用21569 スピオルトレスピマット60吸入 チオトロピウム臭化物水和物／ 日本ベーリン

ガー
144 60吸入1キット 8,401.20

β 2刺激薬(短時間作用型：SABA)§
正規採用23129 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 大塚製薬145 0.01%0.3mL1

個
16.80

正規採用23133 メプチン10µgエアー100吸入(ｶｳﾝﾀｰ プロカテロール塩酸塩水和物 大塚製薬146 0.0143%5mL1
キット

889.10

β 2刺激薬(長時間作用型：LABA)§
正規採用20779 オーキシス9µgﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ60吸入 ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物 アストラゼネカ・

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ
147 540μg1キット

(9μg)
3,596.50

正規採用20846 オンブレス吸入用ｶﾌﾟｾﾙ150µg(7Cap インダカテロールマレイン酸塩 ノバルティス148 150μg1カプセ
ル

143.20

院外限定21674 セレベント50ディスカス60ブリスター キシナホ酸サルメテロール ＧＳＫ149 50μg60ブリス
ター1キット

4,053.40

正規採用21838 ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」 ツロブテロール 日医工150 0.5mg1枚 24.90

正規採用21839 ツロブテロールテープ1mg「日医工」 ツロブテロール 日医工151 1mg1枚 34.90

正規採用21840 ツロブテロールテープ2mg「日医工」 ツロブテロール 日医工152 2mg1枚 35.90

院外限定22881 ホクナリンテープ1mg ツロブテロール マイランＥＰＤ・
マルホ

153 1mg1枚 53.20

院外限定22882 ホクナリンテープ2mg ツロブテロール マイランＥＰＤ・
マルホ

154 2mg1枚 73.80

院外限定22883 ホクナリンテープ0.5mg ツロブテロール マイランＥＰＤ・
マルホ

155 0.5mg1枚 38.90

β 2刺激薬(長時間作用型：LABA)/抗コリン薬(長時間作用型：LAMA)配合剤§
院外限定20156 アノーロエリプタ30吸入用 ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩/ｳﾒ ＧＳＫ156 30吸入1キット 8,324.20

正規採用20475 ウルティブロ吸入用カプセル ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩/ｸﾞﾘｺﾋﾟ ノバルティス・Ｍ
ｅｉｊｉＳｅｉｋａ

157 1カプセル 268.50

界面活性剤§
正規採用20200 アレベール吸入用溶解液0.125％10 チロキサポール アルフレッサ

ファーマ
158 0.125%1mL 5.20

吸入ステロイド薬§
院外限定20951 キュバール100エアゾール ﾍﾞｸﾛﾒﾀｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ 大日本住友159 15mg8.7g1瓶 3,043.70

抗アレルギー薬（メディエーター遊離抑制薬）§
院外限定20412 インタール吸入液1％2mL クロモグリク酸ナトリウム サノフィ160 1%2mL1管 51.90

正規採用21060 クロモグリグ酸Na吸入液1%「サワイ」 クロモグリク酸ナトリウム 沢井161 1%2mL1管 37.40

抗コリン薬（短時間作用型：SAMA）§
正規採用20130 アトロベントエロゾル20µg イプラトロピウム臭化物水和物 帝人ファーマ162 4.20mg10mL1

瓶
858.40

抗コリン薬(長時間作用型：LAMA)§
正規採用21355 シーブリ吸入用カプセル50µg グリコピロニウム臭化物 ノバルティス・Ｍ

ｅｉｊｉＳｅｉｋａ
163 50μg1カプセ

ル
204.70

院外限定21564 スピリーバ吸入用カプセル18µg チオトロピウム臭化物水和物 日本ベーリン
ガー

164 18μg1カプセ
ル

204.80

正規採用21566 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 日本ベーリン
ガー

165 150μg1キット 6,879.10

抗コリン薬（長時間作用型LAMA）§
診療科限定20538 エクリラ400 µgジェヌエア60吸入用 アクリジニウム臭化物 杏林166 60吸入1キット 6,224.40

含嗽剤226薬効小分類

含嗽剤                          薬効細分類 2260

含嗽薬（抗炎症作用）§
院外限定21111 アズノールうがい液4％10mL アズレンスルホン酸ナトリウム水 日本点眼薬・日

本新薬
167 4%1mL 43.50

正規採用22280 含嗽用ハチアズレ顆粒 アズレンスルホン酸ナトリウム・ 東洋製化・小野168 0.1%1g 6.00
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含嗽薬（消毒・抗菌作用）§
正規採用22893 ポビドンヨードガーグル液7％「明治」30 ポビドンヨード 日東メディック・

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ
169 7%1mL 2.30

229薬効小分類

その他の呼吸器官用薬            薬効細分類 2290

β 2刺激薬(長時間作用型：LABA)/吸入ステロイド薬配合剤§
院外限定20142 アドエア100ディスカス60吸入 ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩/ﾌﾙﾁｶ ＧＳＫ170 60ブリスター1

キット
6,267.30

正規採用20143 アドエア250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 ＧＳＫ171 60ブリスター1
キット

7,208.40

正規採用20144 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 ＧＳＫ172 60ブリスター1
キット

8,213.20

診療科限定20145 アドエア250エアゾール120吸入 ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩/ﾌﾙﾁｶ ＧＳＫ173 12.0g1瓶 8,743.90

正規採用21447 シムビコートタービュヘイラー60吸入 ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ/ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩 アストラゼネカ・
アステラス

174 60吸入1キット 5,877.70

院外限定22631 フルティフォーム50ｴｱｿﾞｰﾙ120吸入 ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物/ﾌ 杏林175 120吸入1瓶 5,780.70

診療科限定22632 フルティフォーム125ｴｱｿﾞｰﾙ120吸入 ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物/ﾌ 杏林176 120吸入1瓶 6,742.20

正規採用23472 レルベア200エリプタ30吸入用 ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩/ﾌﾙ ＧＳＫ177 30吸入1キット 6,692.60

院外限定23473 レルベア100エリプタ30吸入用 ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩/ﾌﾙ ＧＳＫ178 30吸入1キット 5,987.20

吸入ステロイド薬§
院外限定20122 アズマネックスﾂｲｽﾄﾍﾗｰ200µg60吸 モメタゾンフランカルボン酸エス ＭＳＤ179 12mg1キット

(200μg)
3,293.90

正規採用20844 オルベスコ200µgｲﾝﾍﾗｰ56吸入用 シクレソニド 帝人ファーマ180 11.2mg3.3g1
キット

2,376.30

正規採用22322 パルミコート(200µg)ﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ112 ブデソニド アストラゼネカ181 22.4mg1瓶
(200μg)

2,198.40

正規採用22324 パルミコート吸入液0.25ｍg/本 ブデソニド アストラゼネカ182 0.25mg2mL1
管

257.30

診療科・院外限定22622 フルタイド100µgエアゾール60吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステ ＧＳＫ183 12.25mg7.0g1
瓶

1,926.90

院外限定22627 フルタイド200ディスカス60ﾌﾞﾘｽﾀｰ フルチカゾンプロピオン酸エステ ＧＳＫ184 200μg60ブリ
スター1個

2,459.70

下剤、浣腸剤235薬効小分類

グリセリン製剤                  薬効細分類 2357

湿潤・潤滑剤§
正規採用20981 グリセリン グリセリン フヂミ・ニプロ,小

西利七
185 10mL 11.40

溶解剤§
診療科限定20978 グリセリンBC液「ヨシダ」 グリセリン/ベンザルコニウム塩 吉田製薬186 10mL

浣腸剤§
正規採用20983 グリセリン浣腸「ｵｦﾀ」小児用50％30 グリセリン 帝國製薬・日医

工
187 50%30mL1個 107.90

正規採用20984 グリセリン浣腸「ｵｦﾀ」50％60mL グリセリン 帝國製薬・日医
工

188 50%60mL1個 103.90

正規採用20987 グリセリン浣腸液50％「ﾏｲﾗﾝ」120mL グリセリン 明治薬品・ファ
イザー

189 50%120mL1個 131.50

その他の下剤，浣腸剤            薬効細分類 2359

大腸刺激性下剤§
正規採用21970 テレミンソフト坐薬2mg ビサコジル ＥＡファーマ190 2mg1個 19.30

正規採用21973 テレミンソフト坐薬10mg ビサコジル ＥＡファーマ191 10mg1個 20.60

正規採用23440 新レシカルボン坐剤 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸 京都・ゼリア192 1個 50.50

その他の消化器官用薬239薬効小分類

他に分類されない消化器官用薬    薬効細分類 2399

炎症性腸疾患治療薬§
診療科限定22817 ペンタサ坐剤1g メサラジン 杏林193 1g1個 293.90

正規採用22818 ペンタサ注腸1g メサラジン 杏林194 1g1個 724.90

口腔乾燥症状改善薬§
正規採用21321 サリベートエアーゾル50g リン酸一水素カリウム・無機塩 帝人ファーマ195 50g1個 604.90

口内炎等治療薬§
正規採用20162 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 帝人ファーマ196 25μg1錠 39.00

院外限定21110 ケナログ口腔用軟膏0.1％5g トリアムシノロンアセトニド ＢＭＳ197 0.1%1g 67.20

院外限定21332 サルコート外用カプセル50µg ベクロメタゾンプロピオン酸エス 帝人ファーマ198 50μg1カプセ
ル

47.30

院外限定21903 デキサルチン口腔用軟膏1mg/g（5g） デキサメタゾン 日本化薬199 0.1%1g 55.70

正規採用21911 デスパコーワ口腔用クリーム5g ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ塩酸塩/ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄ 興和・興和創薬200 1g 32.60

殺菌消毒薬含有トローチ§
正規採用20830 オラドールトローチ0.5mg 臭化ドミフェン 武田テバファー

マ・武田
201 0.5mg1錠 5.80

消毒薬（中水準：ヨウ素系）§
診療科限定22490 複方ヨード・グリセリン ﾖｳ素/液状ﾌｪﾉｰﾙ/ｸﾞﾘｾﾘﾝ 日興製薬202 10mL 15.90
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末梢性制吐薬（ドパミン受容体拮抗薬）§
正規採用22080 ナウゼリン坐剤10mg ドンペリドン 協和発酵キリン203 10mg1個 57.80

正規採用22081 ナウゼリン坐剤30mg ドンペリドン 協和発酵キリン204 30mg1個 95.60

正規採用22082 ナウゼリン坐剤60mg ドンペリドン 協和発酵キリン205 60mg1個 129.30

脳下垂体ホルモン剤241薬効小分類

その他の脳下垂体ホルモン剤      薬効細分類 2419

下垂体後葉ホルモン§
正規採用21920 デスモプレシン点鼻液0.01％2.5mL デスモプレシン酢酸塩水和物 協和発酵キリン206 250μg1瓶 6,918.40

正規採用21921 デスモプレシン・スプレー2.5「協和」 デスモプレシン酢酸塩水和物 協和発酵キリン207 125μg1瓶 4,643.80

副腎皮質ホルモン剤245薬効小分類

エピネフリン製剤                薬効細分類 2451

カテコラミン§
正規採用22910 ボスミン外用液0.1％ アドレナリン（エピネフリン）208 0.1%1mL 7.90

フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤  薬効細分類 2454

副腎皮質ステロイド§
院外限定21545 ステロネマ注腸3ｍg ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ 日医工209 3.95mg1個 641.60

正規採用23365 リンデロン坐剤0.5mg ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 塩野義210 0.5mg1個 73.10

プレドニゾロン系製剤            薬効細分類 2456

副腎皮質ステロイド§
正規採用22654 プレドネマ注腸20mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ 杏林211 20mg1個 679.20

卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤247薬効小分類

エストラジオール系製剤          薬効細分類 2473

卵胞ホルモン（エストロゲン）§
院外限定20557 エストラーナテープ0.72mg エストラジオール 久光212 (0.72mg)9cm2

 1枚
106.20

診療科・院外限定20558 エストラーナテープ0.36mg エストラジオール 久光213 (0.36mg)4.5c
m2 1枚

78.20

院外限定21853 ディビゲル1mg エストラジオール ポーラファル
マ・持田

214 1mg1包 65.50

プロゲステロン製剤              薬効細分類 2477

黄体ホルモン§
診療科限定23410 ルティナス腟錠100mg プロゲステロン フェリング215 100mg1錠

診療科・院外限定23415 ルテウム腟用坐剤400mg プロゲステロン あすか製薬・武
田

216 400mg1個

混合ホルモン剤248薬効小分類

卵胞ホルモン，黄体ホルモン混合製薬効細分類 2482

卵胞ホルモン／黄体ホルモン配合剤§
院外限定23132 メノエイドコンビパッチ ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ/酢酸ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ あすか製薬・武

田
217 1枚 382.90

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）249薬効小分類

他に分類されないホルモン剤（抗ホ薬効細分類 2499

Gn-RH（性腺刺激ホルモン放出ホルモン）アゴニスト§
院外限定21565 スプレキュア点鼻液0.15％10mL ブセレリン酢酸塩 サノフィ・持田218 15.75mg10mL

1瓶
9,266.00

院外限定22085 ナサニール点鼻液0.2％5mL ナファレリン酢酸塩 ファイザー219 10mg5mL1瓶 8,843.90

子宮収縮薬（PG（プロスタグランジン）E1誘導体）§
正規採用22655 プレグランディン腟坐剤1mg ゲメプロスト 小野220 1mg1個 4,089.60

泌尿器官用剤251薬効小分類

その他の泌尿器官用剤            薬効細分類 2519

手術灌流液§
正規採用20490 ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液3Ｌ Ｄ－ソルビトール バクスター221 3%3L1袋 1,080.20
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生殖器官用剤（性病予防剤を含む）252薬効小分類

生殖器官用抗生物質製剤          薬効細分類 2521

クロラムフェニコール系薬§
正規採用21035 クロマイ膣錠100mg クロラムフェニコール 第一三共222 100mg1錠 70.40

その他の生殖器官用剤（性病予防剤薬効細分類 2529

抗原虫薬（マラリア以外）§
正規採用22540 フラジール腟錠250mg メトロニダゾール 富士製薬223 250mg1錠 37.60

表在性抗真菌薬（イミダゾール系）§
正規採用20792 オキナゾール腟錠600mg オキシコナゾール硝酸塩 田辺三菱224 600mg1錠 319.20

卵胞ホルモン（エストロゲン）§
正規採用20545 エストリール腟錠0.5mg エストリオール 持田225 0.5mg1錠 19.50

痔疾用剤255薬効小分類

その他の痔疾用剤                薬効細分類 2559

抗炎症薬（副腎皮質ステロイド/抗菌薬配合剤）§
院外限定22657 プロクトセディル坐薬 ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ/ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫 ＥＡファーマ226 1個 26.20

抗炎症薬（副腎皮質ステロイド/表面麻酔薬配合剤）§
正規採用22185 ネリプロクト坐剤 ｼﾞﾌﾙｺﾙﾄﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ/ﾘﾄﾞ バイエル227 1個 36.70

院外限定22186 ネリプロクト軟膏2g ｼﾞﾌﾙｺﾙﾄﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ/ﾘﾄﾞ バイエル228 1g 33.10

循環改善薬（表面麻酔薬配合剤）§
院外限定22915 ボラザG軟膏2.4g ﾄﾘﾍﾞﾉｼﾄﾞ/ﾘﾄﾞｶｲﾝ 天藤・武田229 1g 30.50

肉芽形成促進薬（副腎皮質ステロイド配合剤）§
正規採用22901 強力ポステリザン軟膏2g 大腸菌死菌/ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ マルホ230 1g 23.60

その他の泌尿生殖器及び肛門用薬259薬効小分類

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬薬効細分類 2590

頻尿・過活動膀胱治療薬（ムスカリン受容体拮抗薬：抗コリン薬）§
院外限定22130 ネオキシテープ73.5mg オキシブチニン塩酸塩 久光231 73.5mg1枚 194.80

外皮用殺菌消毒剤261薬効小分類

塩素酸塩製剤；塩素酸カリウム等  薬効細分類 2611

消毒薬（中水準：ハロゲン化合物（塩素系）製剤）§
正規採用22241 ハイポライト消毒液10％500g 次亜塩素酸ナトリウム サンケミファ232 10%10g 5.80

ヨウ素化合物；ヨードチンキ等    薬効細分類 2612

院内製剤原料§
院内製剤原料23230 ヨウ素 ヨウ素 小堺・吉田製薬233 1g 10.10

院内製剤原料23240 ヨードホルム ヨードホルム アグサジャパン234 1g 18.90

消毒薬（中水準：ハロゲン化合物（ヨウ素系）製剤）§
正規採用20355 イソジンゲル10％90g ポビドンヨード ムンディファー

マ・塩野義
235 10%10g 55.90

診療科限定20960 希ヨードチンキ 希ヨードチンキ 丸石236 10mL 14.10

正規採用22892 ポビドンヨード外用液10％「明治」250 ポビドンヨード 日東メディック・
ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

237 10%10mL 11.80

正規採用22894 ポビドンヨードゲル10％「明治」（4 g） ポビドンヨード 日東メディック・
ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

238 10%10g 41.40

正規採用22909 ポピヨドンスクラブ7.5％500mL ポビドンヨード 吉田製薬239 7.5%10mL 22.90

過酸化物製剤；オキシドール，過マ薬効細分類 2614

消毒薬（過酸化物製剤）§
正規採用20790 オキシフル液3％500mL オキシドール 第一三共240 10mL 7.70

アルコール製剤                  薬効細分類 2615

消毒薬（中水準：アルコール類）§
正規採用23085 無水エタノール「ﾖｼﾀﾞ」500mL 無水エタノール 吉田製薬241 10mL 17.80
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石けん類製剤                    薬効細分類 2616

消毒薬（低水準：第四級アンモニウム塩）§
正規採用20810 オスバン消毒液10％500mL ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物 日本製薬・武田242 10%10mL 6.60

正規採用23166 ヤクゾールＥ液0.1（500mL） ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ塩化物/ｴﾀﾉｰﾙ ヤクハン・ニプ
ロ,サラヤ,日興

243 0.1%10mL 5.60

その他の外皮用殺菌消毒剤        薬効細分類 2619

院内製剤原料§
院内製剤原料21600 フェノール フェノール244 10mL 11.60

手指用殺菌消毒剤§
正規採用22951 マイクロシールド4 ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩 日本エア・リ

キード
245 4%10mL

消毒薬（アルコール類）§
正規採用22238 ハイポエタノール外用液2％「ｹﾝｹｰ」5 ﾁｵ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物/ｴﾀﾉｰﾙ 健栄246 10mL 6.80

消毒薬（色素系）§
正規採用20050 アクリノール消毒液0.1％「NP」500mL アクリノール水和物 ニプロ247 0.1%10mL 7.00

消毒薬（低水準：ビグアナイド類）§
正規採用21042 ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩ｴﾀﾉｰﾙ消毒 ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩/ｴﾀﾉｰ 東豊・吉田製薬248 1%10mL

正規採用21535 ステリクロンＷ液0.02％1L ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩 健栄249 0.02%10mL 5.70

正規採用21536 ステリクロンＷ液0.05％500mL ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩 健栄250 0.05%10mL 5.70

正規採用21537 ステリクロンＷ液0.1％500mL ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩 健栄251 0.1%10mL 5.70

正規採用22360 ヒビテン液5％500mL ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩 大日本住友252 5%10mL 19.00

化膿性疾患用剤263薬効小分類

外用サルファ製剤                薬効細分類 2633

皮膚潰瘍治療薬§
正規採用21115 ゲーベンクリーム１％ スルファジアジン銀 田辺三菱253 1%1g 12.60

外用抗生物質製剤；ペニシリン軟膏薬効細分類 2634

アミノグリコシド系薬（抗緑膿菌作用（－））§
正規採用21690 ソフラチュ－ル貼付剤10㎝ フラジオマイシン硫酸塩 サノフィ254 (10.8mg)10cm

×10cm1枚
56.70

正規採用21691 ソフラチュール貼付剤30㎝ フラジオマイシン硫酸塩 サノフィ255 (32.4mg)10cm
×30cm1枚

144.30

アミノグリコシド系薬（抗緑膿菌作用（＋））§
正規採用21149 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1％10g「 ゲンタマイシン硫酸塩 武田テバファー

マ・武田
256 1mg1g 7.60

クロラムフェニコール系薬§
診療科限定21052 クロロマイセチン局所用液5％25mL クロラムフェニコール 第一三共257 50mg1mL 38.20

テトラサイクリン系薬§
正規採用20065 アクロマイシン軟膏3％ テトラサイクリン塩酸塩 ポーラファルマ258 30mg1g 22.30

フシジン酸§
正規採用22505 フシジンレオ軟膏2％10g フシジン酸ナトリウム 第一三共259 20mg1g 17.60

痤瘡治療薬（リンコマイシン系薬）§
正規採用20968 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1 クリンダマイシンリン酸エステル 沢井260 1%1g 24.30

院外限定21743 ダラシンTローション1％20mL クリンダマイシンリン酸エステル 佐藤製薬261 1%1mL 38.90

院外限定21744 ダラシンＴゲル1％10g クリンダマイシンリン酸エステル 佐藤製薬262 1%1g 38.90

その他の化膿性疾患用剤          薬効細分類 2639

ポリペプチド系抗生物質配合剤§
正規採用22300 バラマイシン軟膏 ﾊﾞｼﾄﾗｼﾝ/ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫酸塩 東洋製化・小野263 (BTRC250単位

FRM2mg)1g
7.00

痤瘡治療薬（ニューキロノン系薬）§
院外限定20043 アクアチムクリーム1％10g ナジフロキサシン 大塚製薬264 1%1g 37.70

院外限定20044 アクアチムローション1％20mL ナジフロキサシン 大塚製薬265 1%1mL 37.70

正規採用21642 ゼビアックスローション２％ オゼノキサシン マルホ266 2%1g 80.50

鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤264薬効小分類

外用抗ヒスタミン製剤            薬効細分類 2642

抗ヒスタミン（H1受容体拮抗）薬(第一世代：エタノールアミン系）§
正規採用23445 レスタミンコーワクリーム1％ ジフェンヒドラミン塩酸塩 興和・興和創薬267 1%10g 30.50
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アンモニア製剤                  薬効細分類 2643

院内製剤原料§
院内製剤原料20295 アンモニア水 アンモニア水268 10mL 2.90

副腎皮質ホルモン製剤            薬効細分類 2646

1. Strongest（最も強力）§
院外限定21443 ジフラール軟膏0.05％10g ジフロラゾン酢酸エステル アステラス269 0.05%1g 22.60

正規採用21943 デルスパート軟膏0.05％5g ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ 池田薬品・日医
工

270 0.05%1g 10.90

正規採用21955 デルトピカローション0．05％ クロベタゾールプロピオン酸エス 岩城271 0.05%1g 8.20

正規採用21959 デルモベートクリーム0.05％5g ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ ＧＳＫ272 0.05%1g 28.70

院外限定21962 デルモベートスカルプローション0.05％ ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ ＧＳＫ273 0.05%1g 32.80

院外限定21963 デルモベート軟膏0.05% クロベタゾールプロピオン酸エス ＧＳＫ274 0.05%1g 28.70

2. Very strong（かなり強力）§
正規採用20177 アルゾナユニバーサルクリーム0.1% ジフルコルトロン吉草酸エステル 東光・ラクール275 0.1%1g 10.60

正規採用20267 アンテベート軟膏0.05％5g ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 鳥居276 0.05%1g 28.70

院外限定20268 アンテベートローション0.05％10g ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 鳥居277 0.05%1g 28.70

正規採用20269 アンテベートクリーム0.05％5g ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 鳥居278 0.05%1g 28.70

正規採用21532 スチブロン軟膏0.05% ジフルプレドナート 岩城279 0.05%1g 7.30

正規採用21533 スチブロンクリーム0.05% ジフルプレドナート 岩城280 0.05%1g 7.30

院外限定22010 トプシムクリーム0.05％5g フルオシノニド 田辺三菱281 0.05%1g 23.70

正規採用22013 トプシムローション0.05％10g フルオシノニド 田辺三菱282 0.05%1g 23.70

正規採用22180 ネリゾナ軟膏0.1％5g ジフルコルトロン吉草酸エステル バイエル283 0.1%1g 27.60

院外限定22181 ネリゾナユニバーサルクリーム0.1％5g ジフルコルトロン吉草酸エステル バイエル284 0.1%1g 27.60

院外限定22637 フルメタローション0.1％10g ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ 塩野義285 0.1%1g 36.40

院外限定22945 マイザ－軟膏0.05％5g ジフルプレドナート 田辺三菱286 0.05%1g 20.80

院外限定22947 マイザ－クリ－ム0.05％5g ジフルプレドナート 田辺三菱287 0.05%1g 20.80

3. Strong（強力）§
正規採用20541 エクラープラスター20µg/cm2 デプロドンプロピオン酸エステル 久光288 (1.5mg)7.5cm

×10cm
63.80

院外限定22607 フルコートスプレー0.007％20g フルオシノロンアセトニド 田辺三菱289 0.007%1g 11.10

院外限定23095 メサデルムクリーム0.1％ デキサメタゾンプロピオン酸エス 岡山大鵬・大鵬
薬品

290 0.1%1g 18.70

正規採用23381 リンデロンＶクリーム0.12％5g ベタメタゾン吉草酸エステル 塩野義291 0.12%1g 27.40

正規採用23385 リンデロンＶ軟膏0.12％5g ベタメタゾン吉草酸エステル 塩野義292 0.12%1g 27.40

正規採用23389 リンデロンＶローション0.12％10mL ベタメタゾン吉草酸エステル 塩野義293 0.12%1mL 27.40

4. Medium（中程度）§
院外限定20965 キンダベート軟膏0.05％5g クロベタゾン酪酸エステル ＧＳＫ294 0.05%1g 31.70

正規採用21034 クロベタゾン酪酸エステル軟膏0．05 クロベタゾン酪酸エステル 帝國製薬・日医
工

295 0.05%1g 10.20

正規採用23302 リドメックスコーワローション0.3％10g ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸酢酸ｴｽﾃﾙ 興和・興和創薬296 0.3%1g 21.20

正規採用23480 ロコイドクリーム0.1％5g ヒドロコルチゾン酪酸エステル 鳥居297 0.1%1g 15.00

正規採用23481 ロコイド軟膏0.1％5g ヒドロコルチゾン酪酸エステル 鳥居298 0.1%1g 15.00

リウマチ性疾患治療補助薬§
院外限定22451 ファルネゾンゲル1.4％25g ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝﾌｧﾙﾈｼﾙ酸ｴｽﾃﾙ 大鵬薬品299 1.4%1g 19.90

抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合薬効細分類 2647

副腎皮質ホルモン（strong：強い）/抗生物質配合剤§
正規採用21957 デルモゾールG軟膏0.12 % ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲ 岩城300 1g 7.70

副腎皮質ホルモン（strong：強力）/抗生物質配合剤§
院外限定23391 リンデロンＶG軟膏0.12％5g ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ/ｹﾞﾝﾀ 塩野義301 1g 27.20

副腎皮質ホルモン（weak：弱い）/抗生物質配合剤§
院外限定21931 テラ・コートリル軟膏5g ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ/ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ 陽進堂302 1g 32.40

その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤薬効細分類 2649

経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤（テープ剤）§
正規採用21113 ケトプロフェンテープ40mg（7枚/包）「 ケトプロフェン 帝國製薬・日医

工,日本ジェネ
303 10cm×14cm1

枚
16.80

院外限定21418 ジクロフェナクNaテープ15mg「ﾄｰﾜ」（7 ジクロフェナクナトリウム 東和薬品304 7cm×10cm1
枚

10.90

院外限定21667 セルタッチテープ70(7枚/包) フェルビナク 帝國製薬・ファ
イザー

305 10cm×14cm1
枚

20.70

院外限定院内診療科限定23161 モーラステープ20mg（7枚/包） ケトプロフェン 久光・祐徳306 7cm×10cm1
枚

26.20

院外限定23162 モーラステープL40mg ケトプロフェン 久光・祐徳307 10cm×14cm1
枚

40.10

院外限定23464 ロキソニンテープ100ｍg(7枚/包) ロキソプロフェンナトリウム水和 リードケミカル・
第一三共

308 10cm×14cm1
枚

37.90

院外限定23466 ロキソニンテープ50mg(7枚/包) ロキソプロフェンナトリウム水和 リードケミカル・
第一三共

309 7cm×10cm1
枚

24.70

正規採用23468 ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg ロキソプロフェンナトリウム ケミファ・日本
薬工

310 10cm×14cm1
枚

22.70

経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤（パップ剤）§
正規採用20147 アドフィードパップ40ｍg(6枚/包) フルルビプロフェン リードケミカル・

科研
311 10cm×14cm1

枚
16.90
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正規採用20625 ＭＳ温シップ「ﾀｲﾎｳ」(5枚/包) ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ/dl-ｶﾝﾌﾙ/ﾄｳｶﾞ 岡山大鵬・大鵬
薬品,日本化薬,

312 10g 9.20

正規採用20626 ＭＳ冷シップ「ﾀｲﾎｳ」(5枚/包) ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ/dl-ｶﾝﾌﾙ/l-ﾒﾝ 岡山大鵬・大鵬
薬品,久光,三笠

313 10g 9.20

正規採用21112 ケトプロフェンパップ30mg（7枚/包）「 ケトプロフェン 日医工314 10cm×14cm1
枚

11.70

正規採用22469 フェルビナクパップ70mg(7枚/包)「NP フェルビナク ニプロファーマ・
ニプロ

315 10cm×14cm1
枚

13.70

院外限定23463 ロキソニンパップ100ｍg(7枚/包) ロキソプロフェンナトリウム水和 リードケミカル・
第一三共

316 10cm×14cm1
枚

37.90

正規採用23469 ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg ロキソプロフェンナトリウム ケミファ317 10cm×14cm1
枚

22.70

経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤（パップ剤：1日1回張替）§
院外限定23159 モーラスパップＸＲ120mg（７枚/包） ケトプロフェン 久光・祐徳318 10cm×14cm1

枚
40.20

診療科限定23478 ロコアテープ エスフルルビプロフェン/ハッカ 大正製薬・大正
富山,帝人

319 10cm×14cm1
枚

44.80

経皮鎮痛消炎剤§
院外限定23158 モーラスパップXR240mg ケトプロフェン 久光320 20cm×14cm1

枚
61.50

血液循環改善薬§
正規採用23200 ユベラ軟膏 ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ（ﾋﾞﾀﾐﾝE） サンノーバ・

エーザイ
321 1g 3.60

鎮痒薬§
正規採用20770 オイラックスクリーム10％10g クロタミトン ＧＳＫＣＨＪ・ノバ

ルティス
322 10%10g 40.50

鎮痒薬/副腎皮質ステロイド（Medium：中程度）配合剤§
正規採用21010 グリメサゾン軟膏5g ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ/脱脂大豆乾留ﾀｰ 藤永・第一三共323 1g 39.50

鎮痒薬/副腎皮質ステロイド（weak：弱い）配合剤§
正規採用20771 オイラックスＨクリーム ｸﾛﾀﾐﾄﾝ/ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ ＧＳＫＣＨＪ・ノバ

ルティス
324 1g 14.00

皮膚潰瘍治療薬§
正規採用20041 10％亜鉛華単軟膏 亜鉛華 マイラン・ファイ

ザー
325 10g 21.60

正規採用20110 アズノール軟膏0.033％ アズレン 日本新薬326 0.033%10g 28.30

正規採用20529 エキザルベ5g 混合死菌浮遊液/ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ マルホ327 1g 21.90

非ステロイド抗炎症外用剤（NSAIDs：整形外科領域）§
院外限定20423 インテバンクリーム1％25g インドメタシン 帝國製薬328 1%1g 6.80

正規採用21572 スミルスチック3％40g フェルビナク 三笠・大正富山329 3%1g 7.30

院外限定23465 ロキソニンゲル1％25g ロキソプロフェンナトリウム水和 第一三共330 1%1g 5.70

正規採用23475 ロキソプロフェンNaゲル1％「NP」 ロキソプロフェンナトリウム ニプロファーマ・
ニプロ

331 1%1g 3.80

非ステロイド抗炎症外用剤（NSAIDs：皮膚科領域）§
正規採用21530 スタデルムクリーム5％10g イブプロフェンピコノール 鳥居332 5%1g 18.50

非ステロイド抗炎症外用薬(NSAIDs：整形外科領域）§
正規採用20425 インドメタシンクリーム1%「サワイ」 インドメタシン 沢井333 1%1g 3.80

副腎エキス/サリチル酸配合剤§
院外限定21601 ゼスタッククリーム25g ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質/副腎ｴｷｽ/ｻ 三笠334 1g 7.50

寄生性皮膚疾患用剤265薬効小分類

外用サリチル酸系製剤            薬効細分類 2652

角質軟化・白癬菌抑制薬§
正規採用21331 10％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 サリチル酸 東豊・ヤクハン,

吉田製薬
335 10%10g 25.40

イミダゾール系製剤              薬効細分類 2655

表在性抗真菌薬（イミダゾール系）§
院外限定20104 アスタット軟膏1％10g ラノコナゾール マルホ336 1%1g 37.70

院外限定20106 アスタット外用液1％10mL ラノコナゾール マルホ337 1%1mL 37.70

院外限定22093 ニゾラールクリーム2％10g ケトコナゾール ヤンセン338 2%1g 36.90

正規採用22110 ニトラゼンクリーム2 % ケトコナゾール 岩城339 2%1g 21.00

正規採用23273 ラノコナゾール軟膏1 %「イワキ」 ラノコナゾール 岩城340 1%1g 24.20

正規採用23425 ルリコンクリーム1％10g ルリコナゾール ポーラファルマ341 1%1g 54.90

その他の寄生性皮ふ疾患用剤      薬効細分類 2659

深在性・表在性抗真菌薬（アリルアミン系）§
正規採用21945 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩ｸﾘｰﾑ1％「日医工」 テルビナフィン塩酸塩 日医工342 1%1g 15.50

表在性抗真菌薬（チオカルバメート系）§
院外限定21611 ゼフナートクリーム10g リラナフタート 全薬・鳥居343 2%1g 40.80

正規採用21612 ゼフナート外用液2％(10mL/本) リラナフタート 全薬・鳥居344 2%1mL 40.80

表在性抗真菌薬（ベンジルアミン系）§
正規採用23140 メンタックスクリーム1％10g ブテナフィン塩酸塩 科研345 1%1g 36.10
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表在性抗真菌薬（モルホリン系）§
院外限定22745 ペキロンクリーム0.5％10g アモロルフィン塩酸塩 ガルデルマ346 0.5%1g 35.60

皮膚軟化剤（腐しょく剤も含む）266薬効小分類

有機酸製剤；トリクロル酢酸等    薬効細分類 2661

院内製剤原料§
院内製剤原料22395 氷酢酸 氷酢酸 タツミ347 10g 7.20

角質軟化薬§
正規採用21310 スピール膏M サリチル酸 ニチバン348 25cm2 1枚 87.50

金属製剤；硝酸銀等              薬効細分類 2663

院内製剤原料§
院内製剤原料21460 硝酸銀 硝酸銀349 1g 192.50

その他の皮ふ軟化剤（腐しょく剤を薬効細分類 2669

角化症・乾癬治療薬§
正規採用20090 アセチロールクリーム20 % 50 g 尿素 ポーラファルマ350 20%1g 5.20

正規採用20482 ウレパールローション10％20g 尿素 大塚工場・大塚
製薬

351 10%1g 6.60

院外限定21120 ケラチナミンコーワクリーム20％50g 尿素 興和・興和創薬352 20%1g 6.80

正規採用22273 パスタロンソフト軟膏10％20g 尿素 佐藤製薬353 10%1g 6.60

正規採用22748 ベギンクリーム10％20g 尿素 藤永・第一三共354 10%1g 5.00

痤瘡・酒さ治療薬§
院外限定20314 イオウ・カンフルローション500mL イオウ/dl-カンフル355 10mL 25.10

毛髪用剤（発毛・脱毛・染毛・養毛剤）267薬効小分類

その他の毛髪用剤（発毛剤，脱毛剤薬効細分類 2679

脱毛治療薬§
正規採用22660 フロジン外用液5％30mL カルプロニウム塩化物 ニプロファーマ・

第一三共
356 5%1mL 30.30

その他の外皮用剤269薬効小分類

外用ビタミン製剤；ビタミン軟膏等薬効細分類 2691

角化症・乾癬治療薬§
院外限定20775 オキサロール軟膏25µg/g(10g) ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙ（ﾋﾞﾀﾐﾝD3） 中外・マルホ357 0.0025%1g 115.50

院外限定20777 オキサロールローション25µg/g(10g) ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙ（ﾋﾞﾀﾐﾝD3） 中外・マルホ358 0.0025%1g 115.50

院外限定22017 ドボネックス軟膏50µg/g（10g） ｶﾙｼﾎﾟﾄﾘｵｰﾙ（ﾋﾞﾀﾐﾝD3） レオファーマ・
鳥居

359 0.005%1g 111.10

院外限定22932 ボンアルファハイ軟膏20µg/g(10g) ﾀｶﾙｼﾄｰﾙ（ﾋﾞﾀﾐﾝD3） 帝人ファーマ・
佐藤製薬

360 0.002%1g 280.10

院外限定22937 ボンアルファローション2µg/g(10g) ﾀｶﾙｼﾄｰﾙ（ﾋﾞﾀﾐﾝD3） 帝人ファーマ・
佐藤製薬

361 0.0002%1g 99.50

診療科限定22948 ボンアルファハイﾛｰｼｮﾝ20µg/g（10g） ﾀｶﾙｼﾄｰﾙ（ﾋﾞﾀﾐﾝD3） 帝人ファーマ・
佐藤製薬

362 0.002%1g 280.10

正規採用22980 マキサカルシトール軟膏25μg／g「タ マキサカルシトール 高田363 0.0025%1g 69.20

他に分類されない外皮用薬        薬効細分類 2699

アトピー性皮膚炎治療薬（免疫抑制外用薬）§
正規採用22685 プロトピック軟膏0.1％5g タクロリムス水和物 アステラス・マ

ルホ
364 0.1%1g 117.80

診療科限定22686 プロトピック軟膏0.03％小児用5g タクロリムス水和物 アステラス・マ
ルホ

365 0.03%1g 140.30

がん性皮膚潰瘍臭改善薬§
正規採用23467 ロゼックスゲル0.75％50g メトロニダゾール ガルデルマ366 0.75%1g 101.40

乾癬治療薬（活性型ビタミンＤ3誘導体・副腎皮質ステロイド（Very strong：かなり強力）配合剤）§
診療科限定22019 ドボベット軟膏15g ｶﾙｼﾎﾟﾄﾘｵｰﾙ水和物/ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞ レオファーマ・

協和発酵キリン
367 1g 263.50

正規採用22996 マーデュオックス軟膏 マキサカルシトール/ベタメタゾ 中外・マルホ368 1g 231.00

白斑治療薬§
診療科限定20802 オクソラレンローション1％30mL メトキサレン 大正製薬・大正

富山
369 1%1mL 42.80

皮膚潰瘍治療薬§
正規採用20045 アクトシン軟膏3％30g ブクラデシンナトリウム ニプロファーマ・

マルホ
370 3%1g 48.30

正規採用20346 イソジンシュガーパスタ軟膏100g 精製白糖・ポビドンヨード配合 ムンディファー
マ・塩野義

371 1g 10.70

正規採用20854 カデックス軟膏0.9％40g ヨウ素 スミス＆ネ
フュー

372 0.9%1g 69.20

正規採用20855 カデックス軟膏分包153mg ヨウ素 スミス＆ネ
フュー

373 0.9%1g 69.20

正規採用22453 フィブラストスプレー500µg5mL トラフェルミン（遺伝子組換え） 科研374 500μg1瓶(溶
解液付)

11,108.00
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皮膚潰瘍治療薬（プロスタグランジンE1製剤）§
正規採用22662 プロスタンディン軟膏30g アルプロスタジルアルファデクス 小野375 0.003%1g 52.00

痤瘡治療薬§
診療科・院外限定20612 エピデュオゲル アダパレン/過酸化ベンゾイル ガルデルマ・マ

ルホ
376 1g 159.60

正規採用21856 ディフェリンゲル0.1％15g アダパレン ガルデルマ・マ
ルホ

377 0.1%1g 120.90

診療科・院外限定21923 デュアック配合ゲル10g ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ水和物 ポーラファルマ378 1g 152.40

診療科限定22775 ベピオゲル2.5％15g 過酸化ベンゾイル マルホ379 2.5%1g 120.90

歯科用局所麻酔剤271薬効小分類

歯科用局所麻酔剤                薬効細分類 2710

歯科用表面麻酔薬§
診療科限定22688 プロネスパスタアロマ20g ｱﾐﾉ安息香酸ｴﾁﾙ/ﾃﾄﾗｶｲﾝ塩 日本歯科380 1g 88.30

歯科用鎮痛鎮静剤273薬効小分類

歯科用鎮痛鎮静剤（根官及び齲    薬効細分類 2730

根管拡大補助剤§
診療科限定23164 モルホニン歯科用液10mL ｴﾃﾞﾄ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物/ｾﾄﾘﾐﾄﾞ 昭和薬化381

根管殺菌・消毒剤§
診療科限定22931 ホルマリングアヤコールＦＧ「ﾈｵ」 ホルマリン/グアヤコール ネオ382

根管消毒・歯髄鎮痛鎮静薬§
診療科限定20941 キャンフェニック「ﾈｵ」 ｄ－カンフル/フェノール ネオ383

根管消毒・治療薬§
診療科限定22793 ペリオドン2g/本 ﾊﾟﾗﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ/ｼﾞﾌﾞｶｲﾝ塩 ネオ384

根管消毒・鎮痛鎮静薬§
診療科限定21015 クレオドン グアヤコール ネオ385

診療科限定23119 メトコール10mL ｸﾞｱﾔｺｰﾙ/ﾊﾟﾗｸﾛﾙﾌｪﾉｰﾙ ネオ386

根管消毒剤§
診療科限定22919 ﾎﾙﾓｸﾚｿﾞｰﾙ歯科用消毒液「昭和」 ホルマリン/クレゾール 昭和薬化387

根管清掃消毒剤§
診療科限定20266 歯科用アンチホルミン 次亜塩素酸ナトリウム 日本歯科388

歯髄覆たく剤275薬効小分類

歯髄覆罩剤                      薬効細分類 2750

直接歯髄覆罩・生活歯髄切断・根管充填剤§
診療科限定20871 カルビタール（末・液） 水酸化ｶﾙｼｳﾑ/ﾖｰﾄﾞﾎﾙﾑ/ｽﾙ ネオ389

歯科用抗生物質製剤276薬効小分類

歯科用抗生物質製剤              薬効細分類 2760

歯科用抗生物質製剤§
診療科限定20782 オキシテトラコーン歯科用挿入剤5ｍg オキシテトラサイクリン塩酸塩 昭和薬化390 5mg1個 16.90

診療科限定21918 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ・ﾌﾟﾚｽﾃﾛﾝ歯科用軟膏0.6 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ塩酸塩・ｴﾋﾟｼﾞﾋﾄﾞﾛｺ 日本歯科391 1g 233.30

診療科・院外限定21919 テトラサイクリン塩酸塩ﾊﾟｽﾀ3％「昭和 テトラサイクリン塩酸塩 昭和薬化392 30mg1g 228.70

歯科用抗生物質製剤 (歯周炎治療薬)§
診療科限定22794 ペリオフィール歯科用軟膏2％0.5g ミノサイクリン塩酸塩 昭和薬化393 10mg0.5g1シリ

ンジ
399.50

その他の歯科口腔用薬279薬効小分類

その他の歯科口腔用薬            薬効細分類 2790

う蝕予防フッ化物歯面塗布剤§
診療科限定22586 フルオール・ゼリー歯科用2％100g フッ化ナトリウム 東洋製化・ビー

ブランド
394 2%1g

う蝕抑制・象牙質知覚過敏鈍麻剤§
診療科限定21286 サホライド液歯科用38％5mL フッ化ジアンミン銀 東洋製化・ビー

ブランド
395
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含嗽薬（消毒・抗菌作用）§
正規採用22151 ネオステリングリーンうがい液0.2％40 ベンゼトニウム塩化物 日本歯科396 1mL 5.40

根管消毒剤§
診療科限定23241 ヨード・グリセリン歯科用消毒液「昭和」 ﾖｳ素/ﾖｳ化ｶﾘｳﾑ/硫酸亜鉛 昭和薬化397

歯科用繃帯剤§
診療科限定21266 サージカルパック口腔用 酸化亜鉛/チヨウジ油 昭和薬化398 散剤(液剤を含

む)1g
65.40

歯周疾患治療薬§
診療科・院外限定22359 ヒノポロン口腔用軟膏5g ﾋﾉｷﾁｵｰﾙ/ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酢酸ｴ 昭和薬化399 1g 172.70

歯周組織再生剤§
診療科限定23342 リグロス歯科用液キット600μg トラフェルミン 科研400 600μg1キット 20,670.90

診療科限定23343 リグロス歯科用液キット1200μg トラフェルミン 科研401 1,200μg1キッ
ト

27,802.90

象牙質知覚過敏鈍麻剤§
診療科限定20611 Ｆバニッシュ歯科用5％3g フッ化ナトリウム 東洋製化・ビー

ブランド
402

止血剤332薬効小分類

ゼラチン製剤                    薬効細分類 3322

局所止血薬§
正規採用21570 スポンゼル5㎝×2.5㎝ ゼラチン アステラス403 5cm×2.5cm1

枚
241.30

臓器性止血製剤                  薬効細分類 3323

局所止血薬§
正規採用22052 トロンビン液モチダソフトボトル5千 トロンビン 持田404 5,000単位

5mL1キット
995.90

正規採用22053 トロンビン液モチダソフトボトル1万 トロンビン 持田405 10,000単位
10mL1キット

1,363.70

セルロース系製剤（可吸収性充填止薬効細分類 3325

局所止血薬§
正規採用21265 サージセル綿型Ⅱ 酸化セルロース ジョンソン406 綿型

5.1cm×2.5cm
1,721.50

正規採用21267 ｻｰｼﾞｾﾙ・ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ・ﾍﾓｽﾀｯﾄ　ﾆｭ 酸化セルロース ジョンソン407 ニューニット
15.2cm×22.9

2,916.70

アルギン酸系製剤                薬効細分類 3326

局所止血薬§
正規採用20185 アルト原末500mg アルギン酸ナトリウム カイゲンファー

マ
408 500mg1管 210.70

血液凝固阻止剤333薬効小分類

その他の血液凝固阻止剤          薬効細分類 3339

血行促進・皮膚保湿剤§
院外限定22410 ヒルドイドクリーム0.3％20g ヘパリン類似物質 マルホ409 1g 23.70

正規採用22412 ヒルドイドソフト軟膏0.3％25g ヘパリン類似物質 マルホ410 1g 23.70

正規採用22413 ヒルドイドローション0.3％25g ヘパリン類似物質 マルホ411 1g 23.70

院外限定22773 ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「 ヘパリン類似物質 日医工・持田412 1g 16.50

その他の血液・体液用薬339薬効小分類

他に分類されない血液・体液用薬  薬効細分類 3399

関節手術用灌流洗浄液§
正規採用20175 アルスロマチック関節手術用灌流液3 関節手術用灌流洗浄液 バクスター413 3L1袋 1,279.40

酵素製剤395薬効小分類

その他の酵素製剤                薬効細分類 3959

壊死組織除去薬§
正規採用22712 ブロメライン軟膏5万単位/g（20g/本） ブロメライン ジェイドルフ・マ

ルホ
414 50,000単位1g 23.00

皮膚潰瘍治療薬（消炎酵素薬）§
正規採用23287 リフラップ軟膏5％30g リゾチーム塩酸塩 帝國製薬・エー

ザイ,日本化薬
415 5%1g 37.40
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アルキル化剤421薬効小分類

その他のアルキル化剤            薬効細分類 4219

アルキル化薬（ニトロソウレア類）§
診療科限定20939 ギリアデル脳内留置用剤7.7mg カルムスチン エーザイ416 7.7mg1枚 160,912.41

主としてグラム陽性菌に作用するもの611薬効小分類

その他の主としてグラム陽性菌に作薬効細分類 6119

鼻腔内MRSA除菌薬§
正規採用22271 バクトロバン鼻腔用軟膏2％3g ムピロシンカルシウム水和物 ＧＳＫ417 2%1g 562.90

抗ウイルス剤625薬効小分類

抗ウイルス剤                    薬効細分類 6250

抗インフルエンザウイルス薬§
正規採用20365 イナビル吸入粉末剤20ｍg ﾗﾆﾅﾐﾋﾞﾙｵｸﾀﾝ酸ｴｽﾃﾙ水和 第一三共418 20mg1キット 2,139.90

抗ヘルペスウイルス薬§
院外限定20165 アラセナA－軟膏3％10g ビダラビン 持田419 3%1g 304.60

正規採用21677 ゾビラックス軟膏5％5g アシクロビル ＧＳＫ420 5%1g 305.70

正規採用22352 ビダラビン軟膏3％「トーワ」 ビダラビン 東和薬品421 3%1g 116.60

その他の化学療法剤629薬効小分類

その他の化学療法剤              薬効細分類 6290

抗真菌薬（イミダゾール系）§
正規採用23405 ルコナック爪外用液5％ ルリコナゾール 佐藤製薬・ポー

ラファルマ
422 5%1g 997.80

抗真菌薬（トリアゾール系）§
正規採用21033 クレナフィン爪外用液10％4mL エフィナコナゾール 科研423 10%1g 1,657.50

免疫調節剤（イミダゾキノリン誘導体）§
診療科限定22767 ベセルナクリーム5％ イミキモド 持田424 5%250mg1包 1,168.50

軟膏基剤712薬効小分類

油脂性基剤；ワセリン，パラフィン薬効細分類 7121

院内製剤原料§
院内製剤原料21760 単軟膏 単軟膏 マイラン・ファイ

ザー
425 10g 27.60

院内製剤原料23340 流動パラフィン 流動パラフィン 健栄426 10mL 9.30

軟膏基剤§
正規採用20841 オリブ油「ヨシダ」 オリブ油 吉田製薬・中北427 10mL 26.50

正規採用21493 親水ワセリン 親水ワセリン マイラン・ファイ
ザー

428 10g 21.10

正規採用22270 白色ワセリン 白色ワセリン 東豊・ヤクハン429 10g 23.40

正規採用22710 プロペト 白色ワセリン 丸石430 10g 23.40

乳剤性基剤；精製ラノリン，親水軟薬効細分類 7122

院内製剤原料§
院内製剤原料23290 精製ラノリン 精製ラノリン 司生堂431 10g 32.00

軟膏基剤§
正規採用21491 親水軟膏 親水軟膏432 10g 11.60

その他の軟膏基剤                薬効細分類 7129

院内製剤原料§
院内製剤原料22545 プラスチベース ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂/流動ﾊﾟﾗﾌｨﾝ 大正製薬・大正

富山
433 10g 47.90
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溶解剤713薬効小分類

その他の溶解剤                  薬効細分類 7139

院内製剤原料§
院内製剤原料22700 プロピレングリコール プロピレングリコール 日興製薬434 10mL 10.60

719薬効小分類

その他の調剤用薬                薬効細分類 7190

院内製剤原料§
院内製剤原料20680 塩酸 塩酸435 10mL 8.40

無機電解質物質§
正規採用20660 塩化ナトリウム 塩化ナトリウム 山善436 10g 6.00

その他の診断用薬729薬効小分類

その他の診断用薬（体外診断用医薬薬効細分類 7290

アレルギー性皮膚疾患検査薬§
診療科限定22219 パッチテストパネル（Ｓ） パッチテスト用（24品目） 佐藤製薬437 2枚1組 15,875.20

正規採用22281 パッチテスト試薬（液剤） パッチテスト用塩類 鳥居438 1mL又は1g 816.70

正規採用22282 パッチテスト試薬（軟膏剤） パッチテスト用塩類 鳥居439 1mL又は1g 816.70

気道過敏性検査薬§
診療科限定21150 ケンブラン吸入粉末溶解用100ｍｇ メタコリン塩化物 参天440 100mg1瓶 7,378.30

他に分類されない治療を主目的としない医薬品799薬効小分類

他に分類されない治療を主目的とし薬効細分類 7990

ニコチン依存症治療薬§
診療科・院外限定22094 ニコチネルＴＴＳ10 ニコチン ＧＳＫＣＨＪ・ノバ

ルティス
441 (17.5mg)10cm

2 1枚
353.40

診療科・院外限定22096 ニコチネルＴＴＳ20 ニコチン ＧＳＫＣＨＪ・ノバ
ルティス

442 (35mg)20cm2 
1枚

372.00

診療科・院外限定22098 ニコチネルＴＴＳ30 ニコチン ＧＳＫＣＨＪ・ノバ
ルティス

443 (52.5mg)30cm
2 1枚

398.80

血漿分画製剤(生理的組織接着剤)§
正規採用22801 ベリプラストＰコンビセット組織3mL フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 ＣＳＬベーリング444 3mL2キット1組 36,625.00

正規採用22802 ベリプラストＰコンビセット組織5mL フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 ＣＳＬベーリング445 5mL2キット1組 59,259.30

正規採用22803 ベリプラストＰコンビセット組織1mL フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 ＣＳＬベーリング446 1mL2キット1組 13,091.80

正規採用22921 ボルヒール組織接着用1mL フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 化血研・帝人
ファーマ,アステ

447 1mL4瓶1組 12,946.30

正規採用22923 ボルヒール組織接着用5mL フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 化血研・帝人
ファーマ,アステ

448 5mL4瓶1組 59,638.60

血漿分画製剤(生理的組織接着剤・シート状)§
正規採用21736 タコシール組織接着用ｼｰﾄ4.8㎝×4.8 フィブリノゲン配合剤 ＣＳＬベーリング449 4.8cm×4.8cm

1枚
32,713.80

正規採用21737 タコシール組織接着用ｼｰﾄ9.5㎝×4.8 フィブリノゲン配合剤 ＣＳＬベーリング450 9.5cm×4.8cm
1枚

60,810.20

軟部組織接合用接着剤§
正規採用20250 アロンアルファーＡ0.5g「三共」 シアノアクリレート 東亞合成・第一

三共
451 0.5g1管 166.80

あへんアルカロイド系麻薬811薬効小分類

モルヒネ系製剤                  薬効細分類 8114

モルヒネ製剤§
正規採用20285 アンペック坐剤10mg モルヒネ塩酸塩水和物 大日本住友452 10mg1個 314.30

合成麻薬821薬効小分類

その他の合成麻薬                薬効細分類 8219

フェンタニル経皮吸収型製剤(1日1回張替）§
正規採用22472 フェントステープ2mg フェンタニルクエン酸塩 久光・協和発酵

キリン
453 2mg1枚 1,094.00

正規採用22473 フェントステープ1mg フェンタニルクエン酸塩 久光・協和発酵
キリン

454 1mg1枚 586.90

正規採用22474 フェントステープ4mg フェンタニルクエン酸塩 久光・協和発酵
キリン

455 4mg1枚 2,039.00

正規採用22476 フェントステープ6mg フェンタニルクエン酸塩 久光・協和発酵
キリン

456 6mg1枚 2,935.10
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採用薬品一覧(注射剤)
物品ＣＤ 物品正式名称 一般名 採用区分メーカーNo 薬価薬価単位

平成29年6月13日現在

全身麻酔剤111薬効小分類

溶性バルビツール酸系及び溶性チオ薬効細分類 1115

全身麻酔薬（バルビツール酸系）§
正規採用38435 ラボナール注0.5g チオペンタールナトリウム 田辺三菱1 500mg1管 1,071.00

その他の全身麻酔剤              薬効細分類 1119

全身麻酔薬§
正規採用34818 1％ディプリバン注－キット50mL プロポフォール アストラゼネカ2 500mg50mL1

筒
1,920.00

診療科限定37009 2％プロポフォール注「ﾏﾙｲｼ」50mL プロポフォール 丸石3 1g50mL1瓶 1,540.00

正規採用37011 1％プロポフォール注｢ﾏﾙｲｼ｣20mL プロポフォール 丸石4 200mg20mL1
管

734.00

正規採用37012 1％プロポフォール注100mL プロポフォール 丸石5 1g100mL1瓶 1,540.00

全身麻酔薬（フェンサイクリジン系：麻薬指定）§
正規採用32640 ケタラール静注用200mg/20mL ケタミン塩酸塩 第一三共プロ

ファーマ・第一
6 200mg20mL1

瓶
705.00

正規採用32645 ケタラール筋注用500mg/10mL ケタミン塩酸塩 第一三共プロ
ファーマ・第一

7 500mg10mL1
瓶

1,501.00

全身麻酔薬（ブチロフェノン系）§
正規採用35250 ドロレプタン注射液25mg/10mL ドロペリドール 第一三共8 2.5mg1mLバイ

アル
117.00

催眠鎮静剤、抗不安剤112薬効小分類

ベンゾジアゼピン系製剤          薬効細分類 1124

抗不安薬（長時間型）§
正規採用33365 ジアゼパム注射液10 mg「タイヨー」 ジアゼパム 武田テバファー

マ・武田
9 10mg1管 58.00

睡眠薬（中間型）§
正規採用33227 サイレース静注2mg/1mL フルニトラゼパム エーザイ10 2mg1管 154.00

全身麻酔薬（超短時間型）§
正規採用37748 ミダゾラム注射液10mg/2mL「テバ」 ミダゾラム 武田テバファー

マ・武田
11 10mg2mL1管 69.00

バルビツール酸系及びチオバルビツ薬効細分類 1125

鎮静薬・抗てんかん薬§
正規採用36620 フェノバール注射液100mg/1mL フェノバルビタール 藤永・第一三共12 10%1mL1管 73.00

その他の催眠鎮静剤，抗不安剤    薬効細分類 1129

鎮静薬（中枢性α 2アドレナリン受容体作動薬）§
診療科限定36881 プレセデックス静注液200µg「ファイザ デクスメデトミジン塩酸塩 ファイザー13 200μg2mL1

瓶
5,122.00

抗てんかん剤113薬効小分類

ヒダントイン系製剤              薬効細分類 1132

ヒダントイン系§
正規採用37412 ホストイン静注750mg/10mL ホスフェニトインナトリウム ノーベル・エー

ザイ
14 750mg10mL1

瓶
6,361.00

その他の抗てんかん剤            薬効細分類 1139

バルビツール酸系§
診療科限定35618 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 ノーベル15 250mg1瓶 2,119.00

ベンゾジアゼピン系§
正規採用37750 ミダフレッサ静注0.1％（10mg/10mL） ミダゾラム アルフレッサ

ファーマ
16 10mg10mL1瓶 3,340.00

新規抗てんかん薬§
正規採用30577 イーケプラ点滴静注500mg レベチラセタム ＵＣＢ・大塚製

薬
17 500mg5mL1瓶 1,978.00
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解熱鎮痛消炎剤114薬効小分類

アニリン系製剤；メフェナム酸，フ薬効細分類 1141

解熱鎮痛剤§
正規採用30104 アセリオ静注液1000mgバッグ アセトアミノフェン テルモ18 1,000mg100m

L1袋
332.00

その他の解熱鎮痛消炎剤          薬効細分類 1149

神経性疼痛緩和薬（生物組織抽出物）§
正規採用35605 ノイロトロピン注射液3.6単位/3mL ﾜｸｼﾆｱｳｲﾙｽ接種家兎炎症皮 日本臓器19 3mL1管 163.00

非ステロイド性抗炎症薬：NSAIDs（プロピオン酸系）§
正規採用39010 ロピオン静注50mg/5mL フルルビプロフェンアキセチル 科研20 50mg5mL1管 229.00

非麻薬性鎮痛薬§
正規採用34100 ソセゴン注15mg/1mL ペンタゾシン 丸石21 15mg1管 65.00

正規採用38855 レペタン注0.2mg/1mL ブプレノルフィン塩酸塩 大塚製薬22 0.2mg1管 137.00

疼痛治療剤（局所注射用）§
正規採用35478 ネオビタカイン注シリンジ5mL ①ジブカイン塩酸塩②サリチル ビタカイン・田辺

三菱
23 5mL1筒 347.00

抗パーキンソン剤116薬効小分類

ビペリデン製剤                  薬効細分類 1162

副交感神経遮断（抗コリン）薬§
正規採用30050 アキネトン注射液5mg/1mL 乳酸ビペリデン 大日本住友24 0.5%1mL1管 58.00

レボドパ製剤                    薬効細分類 1164

レボドパ製剤§
正規採用35100 ドパストン静注50ｍg/20mL レボドパ 大原25 0.25%20mL1

管
270.00

その他の抗パーキンソン剤        薬効細分類 1169

ドパミン受容体刺激薬：アゴニスト（非麦角系）§
診療科限定30171 アポカイン皮下注30mg アポモルヒネ塩酸塩 協和発酵キリン26 30mg3mL1筒 7,766.00

精神神経用剤117薬効小分類

クロルプロマジン製剤            薬効細分類 1171

定型抗精神病薬（フェノチアジン系・プロピル側鎖）§
正規採用33049 コントミン筋注10mg/2mL クロルプロマジン塩酸塩 田辺三菱・吉富

薬品
27 0.5%2mL1管 92.00

フェノチアジン系製剤            薬効細分類 1172

定型抗精神病薬（フェノチアジン系・ピペラジン側鎖）§
正規採用35610 ノバミン筋注5mg/1mL プロクロルペラジン 塩野義・共和薬

品
28 0.5%1mL1管 59.00

定型抗精神病薬（フェノチアジン系・プロピル側鎖）§
正規採用36370 ヒルナミン筋注25mg/1mL レボメプロマジン塩酸塩 塩野義・共和薬

品
29 2.5%1mL1管 56.00

イミプラミン系製剤              薬効細分類 1174

抗うつ薬（三環系）§
正規採用30170 アナフラニール点滴静注液25ｍg クロミプラミン塩酸塩 アルフレッサ

ファーマ
30 25mg1管 227.00

その他の精神神経用剤            薬効細分類 1179

抗不安薬(非ベンゾジアゼピン系)、H1受容体拮抗薬（第一世代）§
正規採用30110 アタラックスＰ注25mg/1mL ヒドロキシジン塩酸塩 ファイザー31 2.5%1mL1管 56.00

定型抗精神病薬（ブチロフェノン系）§
正規採用33930 セレネース注5mg/1mL ハロペリドール 大日本住友32 0.5%1mL1管 89.00

正規採用35927 ハロマンス注50mg/1mL ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙﾃﾞｶﾝ酸ｴｽﾃﾙ ヤンセン・大日
本住友

33 50mg1mL1管 1,679.00

正規採用35928 ハロマンス注100mg/1mL ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙﾃﾞｶﾝ酸ｴｽﾃﾙ ヤンセン・大日
本住友

34 100mg1mL1管 2,668.00

非定型抗精神病薬（DPA：ドパミンD2受容体部分作動薬）§
診療科限定31293 エビリファイ持続性水懸筋注用300mg アリピプラゾール水和物 大塚製薬35 300mg1瓶(懸

濁用液付)
38,212.00

診療科限定31294 エビリファイ持続性水懸筋注用400mg アリピプラゾール水和物 大塚製薬36 400mg1瓶(懸
濁用液付)

46,480.00

非定型抗精神病薬（MARTA：多元受容体作用薬）§
診療科限定33348 ジプレキサ筋注用10mg オランザピン リリー37 10mg1瓶 2,126.00
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非定型抗精神病薬（SDA：セロトニン（5HT2）・ドパミンD2拮抗薬；持効性）§
診療科限定33904 ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ ﾊﾟﾘﾍﾟﾘﾄﾞﾝﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ ヤンセン38 50mg1キット 30,391.00

診療科限定33905 ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ ﾊﾟﾘﾍﾟﾘﾄﾞﾝﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ ヤンセン39 75mg1キット 40,051.00

診療科限定33906 ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ ﾊﾟﾘﾍﾟﾘﾄﾞﾝﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ ヤンセン40 100mg1キット 48,716.00

診療科限定33907 ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ ﾊﾟﾘﾍﾟﾘﾄﾞﾝﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ ヤンセン41 150mg1キット 64,202.00

診療科限定38466 リスパダールコンスタ筋注用25mg リスペリドン ヤンセン42 25mg1キット
(懸濁用液付)

24,192.00

診療科限定38467 リスパダールコンスタ筋注用37.5mg リスペリドン ヤンセン43 37.5mg1キット
(懸濁用液付)

31,883.00

その他の中枢神経用薬119薬効小分類

その他の中枢神経系用薬          薬効細分類 1190

多発性硬化症再発予防・身体的障害進行抑制薬§
診療科限定34375 タイサブリ点滴静注300mg/15mL ナタリズマブ（遺伝子組換え） バイオジェン44 300mg15mL1

瓶
228,164.00

脳梗塞治療薬（脳保護薬）§
正規採用38392 ラジカット点滴静注ﾊﾞｯｸ30mg/100m エダラボン 田辺三菱45 30mg100mL1

キット
5,115.00

局所麻酔剤121薬効小分類

アミノ安息香酸アルカミンエステル薬効細分類 1211

局所麻酔薬（エステル型）§
診療科限定38992 ロカイン注1％5mL プロカイン塩酸塩 扶桑・アルフ

レッサファーマ
46 1%5mL1管 92.00

キシリジン系製剤                薬効細分類 1214

局所麻酔薬（アミド型）§
正規採用30173 アナペイン注75mg/10mL ロピバカイン塩酸塩水和物 アストラゼネカ47 0.75%10mL1

管
626.00

正規採用30174 アナペイン注100mg/10mL ロピバカイン塩酸塩水和物 アストラゼネカ48 1%10mL1管 694.00

正規採用32031 キシロカイン注ポリアンプ0.5％10mL リドカイン塩酸塩 アストラゼネカ49 0.5%10mL1管 95.00

正規採用32036 キシロカイン注ポリアンプ1％10mL リドカイン塩酸塩 アストラゼネカ50 1%10mL1管 98.00

正規採用32042 キシロカイン注ポリアンプ2％10mL リドカイン塩酸塩 アストラゼネカ51 2%10mL1管 140.00

診療科限定32043 キシロカイン注シリンジ1％10mL リドカイン塩酸塩 ニプロ・アストラ
ゼネカ

52 1%10mL1筒 211.00

正規採用32050 キシロカイン注ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ入0.5％20mL リドカイン塩酸塩/エピネフリン アストラゼネカ53 0.5%10mLバイ
アル

104.00

正規採用32055 キシロカイン注ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ入1％20mL リドカイン塩酸塩/エピネフリン アストラゼネカ54 1%10mLバイア
ル

106.00

正規採用32060 キシロカイン注ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ入2％20mL リドカイン塩酸塩/エピネフリン アストラゼネカ55 2%10mLバイア
ル

160.00

正規採用37503 ポプスカイン0.25％注ｼﾘﾝｼﾞ25mg/1 レボブピバカイン塩酸塩 丸石56 25mg10mL1筒 454.00

正規採用37504 ポプスカイン0.25％注ﾊﾞｯｸﾞ250mg/1 レボブピバカイン塩酸塩 丸石57 250mg100mL
1袋

1,703.00

正規採用37630 マーカイン注0.25％20mL ブピバカイン塩酸塩水和物 アストラゼネカ58 0.25%10mLバ
イアル

147.00

正規採用37640 マーカイン注0.5％20mL ブピバカイン塩酸塩水和物 アストラゼネカ59 0.5%10mLバイ
アル

198.00

正規採用37646 マーカイン注脊麻用0.5％4mL高比重 ブピバカイン塩酸塩水和物 アストラゼネカ60 0.5%4mL1管 395.00

正規採用37647 マーカイン注脊麻用0.5％4mL等比重 ブピバカイン塩酸塩水和物 アストラゼネカ61 0.5%4mL1管 395.00

抗不整脈薬（Naチャネル遮断薬：クラスIb）§
正規採用32070 静注用キシロカイン2％(100mg/5mL) リドカイン塩酸塩 アストラゼネカ62 2%5mL1管 92.00

骨格筋弛緩剤122薬効小分類

コリン系製剤；コハク酸コリン等  薬効細分類 1224

末梢性（脱分極性）筋弛緩薬§
正規採用33577 スキサメトニウム注20mg/1mL「マルイ ｽｷｻﾒﾄﾆｳﾑ塩化物水和物 丸石63 2%1mL1管 92.00

その他の骨格筋弛緩剤            薬効細分類 1229

末梢性（非脱分極性）筋弛緩薬§
診療科限定31244 エスラックス静注50mg/5.0mL ロクロニウム臭化物 ＭＳＤ64 50mg5mL1瓶 1,080.00

正規採用37097  ベクロニウム静注用4mg「F」 ベクロニウム臭化物 富士製薬・丸石65 4mg1管(溶解
液付)

239.00

正規採用37098 ベクロニウム静注用10mg「Ｆ」 ベクロニウム臭化物 富士製薬・丸石66 10mg1瓶 494.00

末梢性筋弛緩薬（ダントロレン）§
正規採用34419 ダントリウム静注用20mg ダントロレンナトリウム オーファンパシ

フィック
67 20mg1瓶 9,280.00

末梢性筋弛緩薬（ボツリヌス毒素）§
正規採用37491 ボトックス注用100単位 Ａ型ボツリヌス毒素 ＧＳＫ68 100単位1瓶 84,241.00

正規採用37492 ボトックス注用50単位 A型ボツリヌス毒素 ＧＳＫ69 50単位1瓶 47,154.00
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自律神経剤123薬効小分類

アセチルコリン系製剤            薬効細分類 1232

コリン類似薬§
正規採用31640 オビソート注射用0.1g アセチルコリン塩化物 第一三共70 100mg1管(溶

解液付)
364.00

ネオスチグミン系製剤            薬効細分類 1233

コリンエステラーゼ阻害薬（末梢性）§
正規採用39080 ワゴスチグミン注0.5mg/1mL ネオスチグミンメチル硫酸塩 塩野義・共和薬

品
71 0.05%1mL1管 94.00

鎮けい剤124薬効小分類

アトロピン系製剤                薬効細分類 1242

抗コリン薬（ベラドンナアルカロイド）§
正規採用30154 アトロピン注0.05％シリンジ「ﾃﾙﾓ」1mL アトロピン硫酸塩水和物 テルモ72 0.05%1mL1筒 152.00

正規採用35790 ハイスコ皮下注0.5mg/1mL ｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ臭化水素酸塩水和物 杏林73 0.05%1mL1管 61.00

正規採用38490 アトロピン硫酸塩注0.5mg「ﾀﾅﾍﾞ」 アトロピン硫酸塩水和物 田辺三菱74 0.05%1mL1管 93.00

抗コリン薬（四級アンモニウム塩）§
正規採用36650 ブスコパン注20mg ブチルスコポラミン臭化物 日本ベーリン

ガー
75 2%1mL1管 58.00

パパベリン系製剤                薬効細分類 1243

排胆薬§
正規採用31390 パパベリン塩酸塩注40mg/1mL パパベリン塩酸塩 日医工76 4%1mL1管 92.00

マグネシウム塩製剤；硫酸マグネシ薬効細分類 1244

子宮収縮抑制薬§
正規採用37660 静注用マグネゾール20mL 硫酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ/ﾌﾞﾄﾞｳ糖 東亜薬工・東亜

新薬,鳥居
77 20mL1管 342.00

補正用電解質液§
正規採用38535 硫酸Ｍg補正液1mEq/mL(20mL) 硫酸マグネシウム 大塚工場・大塚

製薬
78 0.5モル20mL1

管
93.00

その他の鎮けい剤                薬効細分類 1249

中枢性筋弛緩薬§
診療科限定32091 ギャバロン髄注0.2％5mL バクロフェン 第一三共79 0.2%5mL1管 22,751.00

診療科限定32093 ギャバロン髄注0.05％20mL バクロフェン 第一三共80 0.05%20mL1
管

22,751.00

眼科用剤131薬効小分類

その他の眼科用剤                薬効細分類 1319

加齢黄斑変性症治療薬（VEGF阻害薬：血管内皮増殖因子阻害薬）§
診療科限定30047 アイリーア硝子体内注射液40mg/mL ｱﾌﾘﾍﾞﾙｾﾌﾟﾄ（遺伝子組換え） バイエル・参天81 2mg0.05mL1

瓶
142,605.00

診療科限定38723 ルセンティス硝子体内注射用キット ラニビズマブ（遺伝子組換え） ノバルティス82 0.5mg0.05mL1
筒

157,776.00

硝子体手術補助薬（副腎皮質ステロイド）§
診療科限定37644 マキュエイド硝子体内注用40mg トリアムシノロンアセトニド わかもと83 40mg1瓶 8,296.00

強心剤211薬効小分類

ジギタリス製剤                  薬効細分類 2113

ジギタリス配糖体製剤§
正規採用33410 ジゴシン注0.25mg/1mL ジゴキシン 中外84 0.025%1mL1

管
92.00

カフェイン系製剤                薬効細分類 2115

テオフィリン薬（キサンチン誘導体）§
正規採用35480 ネオフィリン注250mg/10mL アミノフィリン エーザイ85 2.5%10mL1管 92.00

未熟児無呼吸発作治療剤§
診療科限定38817 レスピア静注・経口液60mg/3mL カフェインクエン酸塩 ノーベル86 60mg3mL1瓶 810.00

その他の強心剤                  薬効細分類 2119

PDEＩＩＩ（ホスホジエステラーゼＩＩＩ）阻害薬§
正規採用32800 コアテック注5mg/5mL オルプリノン塩酸塩水和物 エーザイ87 5mg5mL1管 4,725.00

正規採用37849 ミルリノン注射液10mg「F」 ミルリノン 富士製薬88 10mg10mL1瓶 3,087.00
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カテコラミン§
正規採用30671 イノバン注0.3％シリンジ(150mg/50m ドパミン塩酸塩 協和発酵キリン89 0.3%50mL1筒 1,180.00

正規採用35102 ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「ファ ドパミン塩酸塩 マイラン・ファイ
ザー

90 100mg5mL1管 101.00

正規採用35107 ドブポン0.3％注シリンジ(150mg/50m ドブタミン塩酸塩 テルモ・協和発
酵キリン

91 0.3%50mL1筒 740.00

正規採用35109 ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「 ドブタミン塩酸塩 沢井92 100mg1管 261.00

正規採用36970 プロタノールＬ注0.2mg/1mL L-イソプレナリン塩酸塩 興和・興和創薬93 0.02%1mL1管 226.00

カテコラミン系§
正規採用31310 エホチール注10mg/1mL エチレフリン塩酸塩 日本ベーリン

ガー
94 1%1mL1管 58.00

不整脈用剤212薬効小分類

プロカインアミド系製剤          薬効細分類 2121

クラスIa群：Naチャネル遮断薬§
正規採用30200 アミサリン注100mg/1mL プロカインアミド塩酸塩 第一三共95 10%1mL1管 92.00

β －遮断剤                      薬効細分類 2123

クラスＩＩ群：β 1選択性・ISA(-)§
正規採用31575 オノアクト点滴静注用50mg ランジオロール塩酸塩 小野96 50mg1瓶 6,577.00

正規採用31576 オノアクト点滴静注用150mg ランジオロール塩酸塩 小野97 150mg1瓶 17,672.00

クラスＩＩ群：β 1非選択性・ISA(-)§
正規採用30790 インデラル注2mg/2mL プロプラノロール塩酸塩 アストラゼネカ98 0.1%2mL1管 90.00

冠動脈CT検査・冠動脈描出能改善薬(β 1選択性・ISA(-))§
診療科限定32820 コアベータ静注用12.5mg ランジオロール塩酸塩 小野99 12.5mg1瓶 2,709.00

その他の不整脈用剤              薬効細分類 2129

クラスⅣ群：Ca拮抗薬§
正規採用39095 ワソラン静注5mg/2mL ベラパミル塩酸塩 エーザイ100 0.25%2mL1管 263.00

クラスIa群：Naチャネル遮断薬§
正規採用33445 シベノール静注70mg/5mL シベンゾリンコハク酸塩 トーアエイヨー・

アステラス
101 70mg5mL1管 885.00

クラスIb群：Naチャネル遮断薬§
診療科限定38465 リドカイン静注用2％ｼﾘﾝｼﾞ「ﾃﾙﾓ」5m リドカイン塩酸塩 テルモ102 2%5mL1筒 157.00

クラスIc群：Naチャネル遮断薬§
正規採用33280 サンリズム注50mg/5mL ピルジカイニド塩酸塩 第一三共103 50mg5mL1管 657.00

正規採用34425 タンボコール静注50mg/5mL フレカイニド酢酸塩 エーザイ104 50mg5mL1管 380.00

クラスIII群§
診療科限定30334 アンカロン注150mg/3mL アミオダロン塩酸塩 サノフィ105 150mg3mL1管 3,154.00

正規採用33447 シンビット静注用50mg ニフェカラント塩酸塩 トーアエイヨー・
アステラス

106 50mg1瓶 4,818.00

利尿剤213薬効小分類

抗アルドステロン製剤；トリアムテ薬効細分類 2133

K保持性利尿薬§
正規採用31899 カンレノ酸カリウム静注用100 mg「サワ カンレノ酸カリウム 沢井107 100mg1瓶 138.00

炭酸脱水酵素阻害剤              薬効細分類 2134

炭酸脱水酵素抑制薬§
正規採用34370 ダイアモックス注射用500mg アセタゾラミドナトリウム 三和化学108 500mg1瓶 618.00

その他の利尿剤                  薬効細分類 2139

ループ利尿薬§
正規採用38400 ラシックス注20mg/2mL フロセミド サノフィ・日医

工
109 20mg1管 61.00

正規採用38401 ラシックス注100mg/10mL フロセミド サノフィ・日医
工

110 100mg1管 144.00

血圧降下剤214薬効小分類

ヒドララジン製剤                薬効細分類 2142

血管拡張薬§
正規採用30180 アプレゾリン注射用20mg ヒドララジン塩酸塩 サンファーマ・

田辺三菱
111 20mg1管 246.00
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その他の血圧降下剤              薬効細分類 2149

Ca拮抗薬（ジヒドロピリジン系）§
正規採用35341 ニカルジピン塩酸塩注射液25mg/25 ニカルジピン塩酸塩 沢井112 25mg25mL1管 345.00

正規採用37285 ペルジピン注射液2mg/2mL ニカルジピン塩酸塩 アステラス113 2mg2mL1管 177.00

硝酸薬§
診療科限定35359 ニトプロ持続静注液30ｍg/10mL ニトロプルシドナトリウム 丸石114 30mg10mL1管 2,964.00

血管収縮剤216薬効小分類

血管収縮剤                      薬効細分類 2160

カテコラミン系（α 1刺激薬）§
正規採用35468 ネオシネジンコーワ注1mg/1mL フェニレフリン塩酸塩 興和・興和創薬115 0.1%1mL1管 58.00

トリプタン系：セロトニン1（5-HT1B/1D）受容体作動型片頭痛治療薬§
診療科限定30688 イミグランｷｯﾄ皮下注3mg(2回分/ｷｯ スマトリプタンコハク酸塩 ＧＳＫ116 3mg0.5mL1筒 2,934.00

血管拡張剤217薬効小分類

冠血管拡張剤                    薬効細分類 2171

Ca拮抗薬（ベンゾチアゼピン系）§
正規採用37265 ヘルベッサー注射用50mg ジルチアゼム塩酸塩 田辺三菱117 50mg1瓶 1,276.00

冠血管拡張薬§
診療科限定33405 シグマート注12mg ニコランジル 中外118 12mg1瓶 1,194.00

正規採用35348 ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ ニコランジル 沢井119 48mg1瓶 2,089.00

冠血管拡張薬・抗血小板薬§
正規採用37280 ペルサンチン静注10mg/2mL ジピリダモール 日本ベーリン

ガー
120 0.5%2mL1管 59.00

硝酸薬§
正規採用35364 ニトログリセリン静注25 mg/50 mLシリ ニトログリセリン トーアエイヨー・

アステラス
121 25mg50mL1筒 1,508.00

正規採用35368 ニトロール注シリンジ（5mg/10mL） 硝酸イソソルビド エーザイ122 5mg10mL1筒 320.00

正規採用35369 ニトロール持続静注ｼﾘﾝｼﾞ(25mg/50 硝酸イソソルビド エーザイ123 25mg50mL1筒 965.00

正規採用37811 ミリスロール注5ｍg/10mL ニトログリセリン 日本化薬124 5mg10mL1管 457.00

末梢血管拡張剤                  薬効細分類 2172

β 刺激薬§
正規採用33600 ズファジラン筋注5mg/1mL イソクスプリン塩酸塩 第一三共125 0.5%1mL1管 58.00

その他の血管拡張剤              薬効細分類 2179

α 型ヒトANP（心房性ナトリウム利尿ペプチド）§
正規採用35980 ハンプ注射用1000 カルペリチド（遺伝子組換え） 第一三共126 1,000μg1瓶 2,017.00

高脂血症用剤218薬効小分類

その他の高脂血症用剤            薬効細分類 2189

ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤§
正規採用36794 プラルエント皮下注75mgペン アリロクマブ サノフィ127 75mg1mL1

キット
22,948.00

正規採用38838 レパーサ皮下注140mgペン エボロクマブ ＡＡＢＰ・アステ
ラス

128 140mg1mL1
キット

22,948.00

その他の循環器用薬219薬効小分類

その他の循環器官用薬            薬効細分類 2190

PG（プロスタグランジン）E1製剤§
正規採用34421 タンデトロン注射用500µg アルプロスタジルアルファデクス 高田・日本化薬129 500μg1瓶 5,307.00

正規採用35885 パルクス注5µg/1mL アルプロスタジル 大正製薬・大正
富山

130 5μg1mL1管 2,739.00

正規採用38485 リプル注10µg/2mL アルプロスタジル 田辺三菱131 10μg2mL1管 4,124.00

PG（プロスタグランジン）I2製剤§
正規採用31253 エポプロステノール静注用「F」専用溶 エポプロステノール静注用「F」 富士製薬132 50mL1瓶 936.00

正規採用31256 エポプロステノール静注用0．5mg「F」 エポプロステノール 富士製薬133 0.5mg1瓶 7,474.00

正規採用31257 エポプロステノール静注用1．5mg「F」 エポプロステノール 富士製薬134 1.5mg1瓶 14,176.00

診療科限定35225 トレプロスト注射液20mg トレプロスチニル 持田135 20mg20mL1瓶 186,277.00

診療科限定35226 トレプロスト注射液50mg トレプロスチニル 持田136 50mg20mL1瓶 339,537.00
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診療科限定35227 トレプロスト注射液100mg トレプロスチニル 持田137 100mg20mL1
瓶

534,711.00

診療科限定35228 トレプロスト注射液2０0mg トレプロスチニル 持田138 200mg20mL1
瓶

842,076.00

院外限定37018 静注用フローラン0.5mg エポプロステノールナトリウム ＧＳＫ139 0.5mg1瓶 11,150.00

院外限定37019 静注用フローラン1.5mg エポプロステノールナトリウム ＧＳＫ140 1.5mg1瓶 22,343.00

院外限定37021 静注用フローラン専用溶解液50mL 静注用フローラン専用溶解液 ＧＳＫ141 50mL1瓶 1,791.00

くも膜下出血治療薬（ミオシン軽鎖リン酸化酵素阻害薬）§
正規採用31339 エリル点滴静注液30mg/2mL 塩酸ファスジル水和物 旭化成ファーマ142 30.8mg2mL1

管
2,670.00

抗凝固薬§
正規採用35611 ノバスタンＨＩ注10mg/2mL アルガトロバン 田辺三菱143 10mg2mL1管 3,053.00

浸透圧利尿薬§
正規採用32257 グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」20 濃グリセリン・果糖 光144 200mL1袋 178.00

正規採用37715 20％マンニットール注射液「YD」（300 Ｄ－マンニトール 陽進堂145 20%300mL1瓶 477.00

非ステロイド性抗炎症薬：NSAIDs（インドール酢酸系製剤）：未熟児動脈管開存症治療薬§
正規採用30785 インダシン静注用1mg インドメタシンナトリウム ノーベル146 1mg1瓶 6,799.00

呼吸促進剤221薬効小分類

その他の呼吸促進剤              薬効細分類 2219

中枢性呼吸刺激薬（ベンゾジアゼピン系製剤拮抗薬）§
正規採用36865 フルマゼニル注射液0.5mg/5mL｢F｣ フルマゼニル 富士製薬・丸石147 0.5mg5mL1管 1,634.00

麻薬拮抗薬§
正規採用31385 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg/1mL「第 ナロキソン塩酸塩 第一三共・アル

フレッサファー
148 0.2mg1mL1管 929.00

末梢性呼吸刺激薬§
正規採用35130 ドプラム注射液400mg/20mL ドキサプラム塩酸塩水和物 キッセイ149 20mg1mLバイ

アル
104.00

鎮咳剤222薬効小分類

エフェドリン及びマオウ製剤      薬効細分類 2221

β 刺激薬§
正規採用31380 エフェドリン塩酸塩注40mg/1mL エフェドリン塩酸塩 日医工150 4%1mL1管 92.00

去たん剤223薬効小分類

ブロムヘキシン製剤              薬効細分類 2234

気道粘液溶解薬（多糖類分解）§
正規採用37014 ブロムヘキシン塩酸塩注射液4 mg「タ ブロムヘキシン塩酸塩 武田テバファー

マ・武田
151 0.2%2mL1管 56.00

229薬効小分類

その他の呼吸器官用薬            薬効細分類 2290

生物学的製剤（抗ヒトIgEヒト化抗体）§
診療科限定34210 ゾレア皮下注用150mg オマリズマブ（遺伝子組換え） ノバルティス152 150mg1瓶 45,578.00

消化性潰瘍用剤232薬効小分類

Ｈ２遮断剤                      薬効細分類 2325

H2受容体拮抗薬§
正規採用31786 ガスター注射液20mg/2mL ファモチジン アステラス153 20mg2mL1管 232.00

正規採用33264 ザンタック注50mg/2mL ラニチジン塩酸塩 ＧＳＫ・第一三
共

154 2.5%2mL1管 113.00

正規採用33267 ザンタック注100mg/4mL ラニチジン塩酸塩 ＧＳＫ・第一三
共

155 2.5%4mL1管 195.00

その他の消化性潰瘍用剤          薬効細分類 2329

PPI（プロトンポンプ阻害薬）§
正規採用31634 オメプラゾール注射用20mg「日医工」 オメプラゾール 日医工156 20mg1瓶 265.00

正規採用34392 タケプロン静注用30ｍg ランソプラゾール 武田157 30mg1瓶 477.00
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その他の消化器官用薬239薬効小分類

鎮吐剤                          薬効細分類 2391

5-HT3受容体拮抗制吐薬§
正規採用30329 アロキシ静注0.75mg/5mL パロノセトロン塩酸塩 大鵬薬品158 0.75mg5mL1

瓶
14,937.00

正規採用32204 グラニセトロン点滴静注バッグ１mg/5 グラニセトロン塩酸塩 光159 1mg50mL1袋 1,109.00

正規採用32207 グラニセトロン静注液1mg「テバ」 グラニセトロン 武田テバファー
マ・武田

160 1mg1mL1管 677.00

診療科限定32212 グラニセトロン静注液3mgｼﾘﾝｼﾞ「NK」 グラニセトロン塩酸塩 沢井・日本化薬161 3mg3mL1筒 1,978.00

正規採用38442 ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg/2mL ラモセトロン塩酸塩 高田・エルメッド
エーザイ

162 0.3mg2mL1管 1,957.00

ニューロキニン1（NK1）受容体拮抗薬§
正規採用36916 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 小野163 150mg1瓶 14,705.00

他に分類されない消化器官用薬    薬効細分類 2399

生物学的製剤（抗ＴＮＦα （腫瘍壊死因子）キメラ抗体）§
正規採用38864 レミケード点滴静注用100 インフリキシマブ（遺伝子組換え 田辺三菱164 100mg1瓶 83,243.00

生物学的製剤（抗ＴＮＦα （腫瘍壊死因子）キメラ抗体）【バイオ後続品】§
正規採用30787 インフリキシマブBS点滴静注用100mg インフリキシマブ（遺伝子組換え 日本化薬165 100mg1瓶 56,382.00

末梢性制吐薬（ドパミン受容体拮抗薬）§
正規採用36810 プリンペラン注射液10mg/2mL メトクロプラミド アステラス166 0.5%2mL1管 57.00

脳下垂体ホルモン剤241薬効小分類

ＡＣＴＨ製剤                    薬効細分類 2411

副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）§
正規採用32920 コートロシン注射用0.25mg テトラコサクチド酢酸塩 第一三共167 0.25mg1管 1,338.00

正規採用32931 コートロシンＺ筋注0.5ｍg テトラコサクチド酢酸塩亜鉛水 第一三共168 0.5mg1管 2,009.00

脳下垂体前葉ホルモン製剤        薬効細分類 2412

成長ホルモン§
院外限定32362 グロウジェクトＢＣ8mg （ﾎﾙﾀﾞｰ変更品） ソマトロピン（遺伝子組換え） ＪＣＲ169 8mg1筒(溶解

液付)
65,657.00

院外限定33199 サイゼン皮下注用8mg ソマトロピン（遺伝子組換え） メルクセローノ・
富士フイルム

170 8mg1瓶(溶解
液付)

38,478.00

院外限定33368 ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg ソマトロピン（遺伝子組換え） ファイザー171 5.33mg1キット 37,306.00

院外限定33386 ジェノトロピンゴークイック注用12mg ソマトロピン（遺伝子組換え） ファイザー172 12mg1キット 92,353.00

院外限定35685 ノルディトロピンフレックスプロ注5mg ソマトロピン（遺伝子組換え） ノボ173 5mg1キット 47,842.00

診療科・院外限定35686 ノルディトロピンフレックスプロ注10mg ソマトロピン（遺伝子組換え） ノボ174 10mg1キット 90,097.00

院外限定36333 ヒューマトロープ注射用12mg ソマトロピン（遺伝子組換え） リリー175 12mg1筒(溶解
液付)

81,860.00

正規採用36334 ヒューマトロープ注射用6mg ソマトロピン（遺伝子組換え） リリー176 6mg1筒(溶解
液付)

44,507.00

性腺刺激ホルモン製剤            薬効細分類 2413

性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)§
正規採用31260 HCGモチダ筋注用5千単位 HCG：ヒト絨毛性性腺刺激ホル 持田177 5,000単位1管 573.00

正規採用31262 HMG注テイゾー75 HMG：ヒト下垂体性性腺刺激ホ あすか製薬・武
田

178 75単位1管(溶
解液付)

1,183.00

正規採用32954 ゴナールエフ皮下注ペン450 FSH：卵胞刺激ホルモン（ﾎﾘﾄﾛﾋ メルクセローノ179 450国際単位
0.75mL1筒

25,028.00

正規採用32955 ゴナトロピン注用5000単位 HCG：ヒト絨毛性性腺刺激ホル あすか製薬・武
田

180 5,000単位1管 573.00

診療科限定32958 ゴナピュール注用75 HMG：ヒト下垂体性性腺刺激ホ あすか製薬・武
田

181 75単位1管(溶
解液付)

1,403.00

正規採用36642 フォリスチム注75 FSH：卵胞刺激ホルモン（ﾌｫﾘﾄﾛ ＭＳＤ182 75国際単位
0.5mL1瓶

3,739.00

正規採用36644 フォリスチム注300IUｶｰﾄﾘｯｼﾞ（保険診 FSH：卵胞刺激ホルモン（ﾌｫﾘﾄﾛ ＭＳＤ183 300国際単位1
筒

17,460.00

診療科限定36647 フォリスチム注300IUｶｰﾄﾘｯｼﾞ(自由診 FSH：卵胞刺激ホルモン（ﾌｫﾘﾄﾛ ＭＳＤ184 300国際単位1
筒

17,460.00

脳下垂体後葉ホルモン製剤；オキシ薬効細分類 2414

下垂体後葉ホルモン§
正規採用30143 アトニン-Ｏ注5単位/1mL オキシトシン あすか製薬・武

田
185 5単位1管 157.00

正規採用36290 ピトレシン注射液20単位/1mL バソプレシン 第一三共186 20単位1管 720.00

その他の脳下垂体ホルモン剤      薬効細分類 2419

下垂体後葉ホルモン§
診療科限定34905 デスモプレシン注4協和(4µg/1mL) デスモプレシン酢酸塩水和物 協和発酵キリン187 4μg1管 1,765.00
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甲状腺、副甲状腺ホルモン剤243薬効小分類

その他の甲状腺，副甲状腺ホルモン薬効細分類 2439

副甲状腺ホルモン§
正規採用30641 フォルテオ皮下注キット600µg テリパラチド（遺伝子組換え） リリー188 600μg1キット 43,334.00

正規採用34979 テリボン皮下注用56.5µg（溶解液添付 テリパラチド（遺伝子組換え） 旭化成ファーマ189 56.5μg1瓶(溶
解液付)

10,837.00

244薬効小分類

その他のたん白同化ステロイド剤  薬効細分類 2449

蛋白同化ステロイド§
正規採用36800 プリモボラン・デポー筋注100ｍg/1m メテノロンエナント酸エステル 富士製薬190 100mg1管 668.00

副腎皮質ホルモン剤245薬効小分類

エピネフリン製剤                薬効細分類 2451

アナフィラキシー補助治療薬§
診療科・院外限定31298 エピペン注射液0.3mg アドレナリン（エピネフリン） ファイザー191 0.3mg1筒 10,894.00

カテコラミン§
診療科限定31297 アドレナリン注0.1％ｼﾘﾝｼﾞ「ﾃﾙﾓ」1mg アドレナリン（エピネフリン） テルモ192 0.1%1mL1筒 159.00

正規採用35640 ノルアドリナリン注1mg/1mL ノルアドレナリン（ノルエピネフリン 第一三共193 0.1%1mL1管 92.00

正規採用37420 ボスミン注1mg/1mL アドレナリン（エピネフリン）194 0.1%1mL1管 92.00

コルチゾン系製剤                薬効細分類 2452

副腎皮質ステロイド§
正規採用33570 水溶性ハイドロコートン100mg/2mL ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳ 日医工195 100mg2mL1瓶 403.00

正規採用34180 ソル・コーテフ注射用100mg ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘ ファイザー196 100mg1瓶(溶
解液付)

321.00

フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤  薬効細分類 2454

合成副腎皮質ホルモン剤§
正規採用32680 ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸 トリアムシノロンアセトニド ＢＭＳ197 40mg1瓶 836.00

診療科限定32683 ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸 トリアムシノロンアセトニド ＢＭＳ198 10mg1mLバイ
アル

213.00

副腎皮質ステロイド§
正規採用34861 デキサート注射液1.65mg/0.5mL ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ 富士製薬199 1.65mg0.5mL1

管
56.00

正規採用34862 デキサート注射液6.6mg/2mL ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ 富士製薬200 6.6mg2mL1瓶 170.00

診療科限定38487 リメタゾン静注2.5mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ 田辺三菱201 2.5mg1mL1管 2,045.00

正規採用38599 リンデロン注2mg/0.5mL ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ 塩野義202 2mg1管 183.00

正規採用38606 リンデロン注20mg/5mL ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ 塩野義203 20mg1管 1,361.00

診療科限定38610 リンデロン懸濁注2.5mg/0.5mL ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ/ﾍﾞﾀﾒﾀ 塩野義204 2.5mg1管 211.00

プレドニゾロン系製剤            薬効細分類 2456

副腎皮質ステロイド§
正規採用34201 ソル・メドロール静注用125mg ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙ ファイザー205 125mg1瓶(溶

解液付)
1,045.00

正規採用34203 注射用ソル・メルコート500mg ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙ 富士製薬206 500mg1瓶(溶
解液付)

1,079.00

正規採用34204 注射用ソル・メルコート40ｍg ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙ 富士製薬207 40mg1瓶(溶解
液付)

189.00

正規採用36899 プレドニン水溶性10mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳ 塩野義208 10mg1管 113.00

正規採用36900 プレドニン水溶性20mg ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳ 塩野義209 20mg1管 203.00

男性ホルモン剤246薬効小分類

テストステロン製剤              薬効細分類 2461

男性ホルモン§
正規採用31271 エナルモンデポー筋注250mg/1mL ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝｴﾅﾝﾄ酸ｴｽﾃﾙ あすか製薬・武

田
210 250mg1mL1管 1,308.00

卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤247薬効小分類

エストラジオール系製剤          薬効細分類 2473

卵胞ホルモン（エストロゲン）§
正規採用31590 オバホルモンデポー筋注5mg/1mL ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃ あすか製薬・武

田
211 5mg1管 189.00
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プロゲステロン製剤              薬効細分類 2477

黄体ホルモン（プロゲステロン）§
正規採用36930 プロゲデポー筋注125mg/1mL ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝｶﾌﾟﾛﾝ酸ｴｽ 持田212 125mg1管 180.00

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）249薬効小分類

すい臓ホルモン剤                薬効細分類 2492

持効型インスリンアナログ製剤【バイオ後続品】〔100単位/mL〕§
正規採用30777 インスリン　グラルギンBS注ミリオペン「 インスリン　グラルギン（遺伝子 リリー213 300単位1キット 1,612.00

持効型インスリンアナログ製剤〔100単位/mL〕§
正規採用35221 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 ノボ214 300単位1キット 2,619.00

正規採用35222 トレシーバ注ペンフィル インスリン デグルデク（遺伝子 ノボ215 300単位1筒 1,847.00

正規採用38857 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 ノボ216 300単位1キット 2,601.00

正規採用38858 レベミル注ペンフィル インスリン デテミル（遺伝子組 ノボ217 300単位1筒 1,859.00

正規採用38859 レベミル注イノレット インスリン デテミル（遺伝子組 ノボ218 300単位1キット 2,401.00

持効型インスリンアナログ製剤〔300単位/mL〕§
正規採用38448 ランタスXR注ソロスター インスリン　グラルギン（遺伝子 サノフィ219 450単位1キット 3,102.00

持効型溶解インスリンアナログ製剤§
院外限定採用30776 インスリン　グラルギンBS注カート「リリ インスリン　グラルギン（遺伝子 リリー220 300単位1筒 980.00

速効型・中間型ヒトインスリン製剤(混合型)〔100単位/mL〕§
正規採用30646 イノレット30Ｒ注 ヒトインスリン（遺伝子組換え） ノボ221 300単位1キット 1,920.00

正規採用35641 ノボリン30Ｒ注フレックスペン ヒトインスリン（遺伝子組換え） ノボ222 300単位1キット 1,993.00

正規採用36356 ヒューマリン3/7注ミリオペン ヒトインスリン（遺伝子組換え） リリー223 300単位1キット 1,742.00

速効型ヒトインスリン製剤〔100単位/mL〕§
正規採用35644 ノボリンＲ注フレックスペン ヒトインスリン（遺伝子組換え） ノボ224 300単位1キット 1,950.00

正規採用36323 ヒューマリンR注100単位/mL ヒトインスリン（遺伝子組換え） リリー225 100単位1mL
バイアル

311.00

診療科限定36358 ヒューマリンＲ注ミリオペン ヒトインスリン（遺伝子組換え） リリー226 300単位1キット 1,689.00

中間型ヒトインスリン製剤〔100単位/mL〕§
正規採用35643 ノボリンＮ注フレックスペン ヒトインスリン（遺伝子組換え） ノボ227 300単位1キット 1,986.00

超速効型・持効型インスリンアナログ製剤(混合型)〔100単位/mL〕§
正規採用38351 ライゾデグ配合注 フレックスタッチ ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ（遺伝子組換 ノボ228 300単位1キット 2,294.00

超速効型インスリンアナログ製剤〔100単位/mL〕§
正規採用30177 アピドラ注ソロスター インスリン グルリジン（遺伝子組 サノフィ229 300単位1キット 2,301.00

正規採用35613 ノボラピッド注イノレット インスリン アスパルト（遺伝子組 ノボ230 300単位1キット 2,211.00

正規採用35623 ノボラピッド注ペンフィル インスリン　アスパルト（遺伝子 ノボ231 300単位1筒 1,669.00

正規採用35624 ノボラピッド注100単位/mL インスリン　アスパルト（遺伝子 ノボ232 100単位1mL
バイアル

415.00

正規採用35658 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 ノボ233 300単位1キット 2,385.00

正規採用36345 ヒューマログ注カート インスリン　リスプロ（遺伝子組 リリー234 300単位1筒 1,632.00

正規採用36347 ヒューマログ注100単位/mL インスリン　リスプロ（遺伝子組 リリー235 100単位1mL
バイアル

389.00

正規採用36351 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 リリー236 300単位1キット 1,952.00

超速効型ｲﾝｽﾘﾝｱﾅﾛｸﾞ製剤・中間型ﾋﾄｲﾝｽﾘﾝ(混合型)〔100単位/mL〕§
正規採用35626 ノボラピッド30ミックス注ペンフィル インスリン　アスパルト（遺伝子 ノボ237 300単位1筒 1,685.00

正規採用35627 ノボラピッド30ミックス注フレックスペン インスリン　アスパルト（遺伝子 ノボ238 300単位1キット 2,352.00

正規採用35648 ノボラピッド50ミックス注フレックスペン インスリン　アスパルト（遺伝子 ノボ239 300単位1キット 2,352.00

正規採用35649 ノボラピッド70ミックス注フレックスペン インスリン　アスパルト（遺伝子 ノボ240 300単位1キット 2,351.00

正規採用36352 ヒューマログミックス25注ミリオペン インスリン　リスプロ（遺伝子組 リリー241 300単位1キット 1,953.00

正規採用36353 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 リリー242 300単位1キット 1,953.00

他に分類されないホルモン剤（抗ホ薬効細分類 2499

Gn-RH（性腺刺激ホルモン放出ホルモン）アゴニスト§
診療科限定33606 スプレキュアＭＰ皮下注用1.8 ブセレリン酢酸塩 サノフィ・持田243 1.8mg1筒 29,199.00

Gn-RH（性腺刺激ホルモン放出ホルモン）アンタゴニスト§
診療科限定32946 ゴナックス皮下注用80mg（専用溶解 デガレリクス酢酸塩 アステラス244 80mg1瓶(溶解

液付)
24,370.00

診療科限定32947 ゴナックス皮下注用120mg（専用溶解 デガレリクス酢酸塩 アステラス245 120mg1瓶(溶
解液付)

29,958.00

正規採用33811 セトロタイド注射用0.25mg セトロレリクス 日本化薬246 0.25mg1瓶(溶
解液付)

LH-RH（黄体形成ホルモン放出ホルモン）アゴニスト§
正規採用34118 ゾラデックス3.6mgデポ ゴセレリン酢酸塩 アストラゼネカ247 3.6mg1筒(ゴセ

レリンとして)
35,907.00

正規採用38537 リュープロレリン酢酸塩注射用ｷｯﾄ3.7 リュープロレリン酢酸塩 あすか製薬・武
田

248 3.75mg1筒 26,642.00

正規採用38538 リュープロレリン酢酸塩注射用ｷｯﾄ1.8 リュープロレリン酢酸塩 あすか製薬・武
田

249 1.88mg1筒 19,477.00
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正規採用38541 リュープリン注射用1.88mg リュープロレリン酢酸塩 武田250 1.88mg1瓶(懸
濁用液付)

27,970.00

診療科限定38543 リュープリン注射用3.75mgキット リュープロレリン酢酸塩 武田251 3.75mg1筒 37,777.00

LH-RH（黄体形成ホルモン放出ホルモン）アゴニスト：3ヶ月1回製剤§
正規採用34111 ゾラデックスＬＡ10.8mgデポ ゴセレリン酢酸塩 アストラゼネカ252 10.8mg1筒(ゴ

セレリンとして)
62,889.00

正規採用38544 リュープリンＳＲ注射用キット11.25 リュープロレリン酢酸塩 武田253 11.25mg1筒 66,891.00

LH-RH（黄体形成ホルモン放出ホルモン）アゴニスト：6ヶ月1回製剤§
診療科限定38546 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 武田254 22.5mg1筒 102,414.00

インクレチン関連薬（GLP-1アナログ）§
正規採用36125 ビクトーザ皮下注18mg リラグルチド（遺伝子組換え） ノボ255 18mg3mL1

キット
10,245.00

正規採用38464 リキスミア皮下注300µg リキシセナチド（遺伝子組換え） サノフィ256 300μg3mL1
キット

7,171.00

インクレチン関連薬（GLP-1アナログ）：週1回製剤§
院外限定35195 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） リリー・大日本

住友
257 0.75mg0.5mL1

キット
3,586.00

院外限定36277 ビデュリオン皮下注用2mgペン エキセナチド（遺伝子組換え） アストラゼネカ258 2mg1キット 3,586.00

子宮収縮薬（PG（プロスタグランジン）F2α ）§
正規採用36950 プロスタルモンＦ1000（1mL） ジノプロスト 小野259 1mg1mL1管 875.00

視床下部向下垂体ホルモン§
正規採用33272 サンドスタチン皮下注用100µg/1mL オクトレオチド酢酸塩 ノバルティス260 100μg1mL1

管
2,800.00

診療科限定33281 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 ノバルティス261 10mg1キット
(溶解液付)

124,462.00

診療科限定33282 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 ノバルティス262 20mg1キット
(溶解液付)

221,913.00

診療科限定33283 サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット30mg オクトレオチド酢酸塩 ノバルティス263 30mg1キット
(溶解液付)

312,396.00

診療科限定33403 シグニフォーLAR筋注用キット40mg パシレオチドパモ酸塩 ノバルティス264 40mg1キット
(溶解液付)

331,728.00

診療科限定34106 ソマチュリン皮下注90mg ランレオチド酢酸塩 帝人ファーマ265 90mg1筒 261,154.00

診療科限定34107 ソマチュリン皮下注120mg ランレオチド酢酸塩 帝人ファーマ266 120mg1筒 332,870.00

子宮収縮剤253薬効小分類

バッカク類製剤                  薬効細分類 2531

子宮収縮薬§
正規採用35875 パルタンＭ注0.2mg/1mL ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 持田267 0.02%1mL1管 58.00

その他の泌尿生殖器及び肛門用薬259薬効小分類

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬薬効細分類 2590

子宮収縮抑制薬§
正規採用37648 マグセント注100mL 硫酸マグネシウム/ブドウ糖 東亜薬工・東亜

新薬,鳥居
268 100mL1瓶 2,246.00

正規採用38469 リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg/5m リトドリン塩酸塩 富士製薬・富士
フイルムファー

269 1%5mL1管 336.00

歯科用局所麻酔剤271薬効小分類

歯科用局所麻酔剤                薬効細分類 2710

歯科用局所麻酔薬§
診療科限定33399 歯科用シタネスト-オクタプレシン1.8m ﾌﾟﾛﾋﾟﾄｶｲﾝ塩酸塩/ﾌｪﾘﾌﾟﾚｼﾝ デンツプライ270 1.8mL1管 68.80

診療科限定33402 オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL ﾘﾄﾞｶｲﾝ/ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ酒石酸水素 昭和薬化271 1.8mL1管 58.00

290薬効小分類

その他の個々の器官系用医薬品    薬効細分類 2900

脱毛・浸出液・白血球減少抑制薬§
診療科限定33880 セファランチン注10mg/2mL ｾﾌｧﾗﾝﾁﾝ (ﾀﾏｻｷﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ抽 化研生薬272 0.5%2mL1管 164.00

ビタミンＡ及びＤ剤311薬効小分類

合成ビタミンＤ製剤              薬効細分類 3112

二次性副甲状腺機能亢進症治療薬§
正規採用31459 オキサロール注5µg/1mL ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙ（ﾋﾞﾀﾐﾝD3） 中外273 5μg1mL1管 1,351.00
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ビタミンB1剤312薬効小分類

ビタミンＢ１誘導体製剤          薬効細分類 3122

ビタミンB1・B1誘導体§
診療科限定30230 アリナミン注10mg/2mL プロスルチアミン 武田テバ薬品・

武田
274 10mg1管 63.00

正規採用30240 アリナミンＦ注50mg/20mL フルスルチアミン塩酸塩 武田テバ薬品・
武田

275 50mg20mL1管 74.00

ビタミンB剤313薬効小分類

ビタミンＢ２剤                  薬効細分類 3131

ビタミンB2製剤§
正規採用36250 ビタミンＢ2注10mg/1mL ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ トーアエイヨー・

アステラス
276 10mg1管 86.00

パントテン酸系製剤              薬効細分類 3133

パントテン酸（ビタミンB5）製剤§
正規採用35960 パントール注射液100mg/1mL パンテノール トーアエイヨー・

アステラス
277 100mg1管 56.00

正規採用35970 パントール注射液500mg/2mL パンテノール トーアエイヨー・
アステラス

278 500mg1管 56.00

ビタミンＢ６剤                  薬効細分類 3134

ビタミンB6製剤§
正規採用36260 ビタミンＢ6注10mg/1mL ピリドキシン塩酸塩279 10mg1管 82.00

葉酸製剤                        薬効細分類 3135

葉酸製剤§
正規採用36640 フォリアミン注15mg/1mL 葉酸 日本製薬・武田280 15mg1管 94.00

ビタミンＢ１２剤                薬効細分類 3136

ビタミンB12製剤§
正規採用36265 ビタミンＢ12注「Ｚ」1000µg/1mL シアノコバラミン 日本臓器281 1mg1管 82.00

ビタミンC剤314薬効小分類

ビタミンＣ剤                    薬効細分類 3140

ビタミンC製剤§
正規採用36275 ビタミンＣ注500mg/2mL アスコルビン酸 扶桑・アルフ

レッサファーマ
282 500mg1管 82.00

ビタミンK剤316薬効小分類

ビタミンＫ剤                    薬効細分類 3160

ビタミンK製剤§
正規採用32631 ケイツーＮ静注10mg/2mL メナテトレノン（ビタミンK2） エーザイ283 10mg1管 80.00

混合ビタミン剤317薬効小分類

その他の混合ビタミン剤（ビタミン薬効細分類 3179

高カロリー輸液用総合ビタミン製剤§
正規採用35512 ネオラミン・マルチＶ注射用 総合ビタミン剤 日本化薬・科研284 1瓶 177.00

正規採用36221 ビタジェクト注キット 総合ビタミン剤 テルモ285 2筒1キット 283.00

混合ビタミンＢ群§
正規採用33420 シーパラ注2mL ビタミンB1・B2・B6・C・ﾆｺﾁﾝ酸 高田286 2mL1管 56.00

正規採用36280 ビタメジン静注 ビタミンB1・B6・B12混合 第一三共287 1瓶 123.00

カルシウム剤321薬効小分類

グルコン酸カルシウム製剤        薬効細分類 3213

カルシウム製剤§
正規採用31851 カルチコール注8.5％5mL グルコン酸カルシウム水和物 日医工288 8.5%5mL1管 62.00
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ハロゲン化カルシウム製剤；塩化カ薬効細分類 3215

カルシウム製剤§
正規採用31361 塩化カルシウム注2％20mL 塩化カルシウム水和物 大塚工場・大塚

製薬
289 2%20mL1管 92.00

無機質製剤322薬効小分類

鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）薬効細分類 3222

鉄剤§
正規採用36611 フェジン静注40mg/2mL 含糖酸化鉄 日医工290 40mg2mL1管 61.00

その他の無機質製剤              薬効細分類 3229

微量元素製剤§
正規採用37788 ミネリック-5配合点滴静注シリンジ2mL 微量元素 ニプロ・沢井291 2mL1筒 193.00

補正用電解質液（カリウム製剤）§
正規採用30100 アスパラカリウム注10ｍEq/10mL Ｌ－アスパラギン酸カリウム 田辺三菱・田辺

販売
292 17.12%10mL1

管
62.00

糖類剤323薬効小分類

ブドウ糖製剤                    薬効細分類 3231

ブドウ糖（グルコース）製剤§
正規採用31440 大塚糖液10％20mL ブドウ糖 大塚工場・大塚

製薬
293 10%20mL1管 65.00

正規採用31450 大塚糖液20％20mL ブドウ糖 大塚工場・大塚
製薬

294 20%20mL1管 66.00

正規採用31451 大塚糖液5％50mL ブドウ糖 大塚工場・大塚
製薬

295 5%50mL1瓶 95.00

正規採用36660 ブドウ糖注5％20mL ブドウ糖 大塚工場・大塚
製薬

296 5%20mL1管 65.00

正規採用36661 ブドウ糖注5％100mL ブドウ糖 扶桑297 5%100mL1瓶 113.00

正規採用36666 ブドウ糖注5％250mL ブドウ糖 大塚工場・大塚
製薬

298 5%250mL1袋 139.00

正規採用36671 ブドウ糖注5％500mL ブドウ糖 大塚工場・大塚
製薬

299 5%500mL1袋 174.00

正規採用36680 ブドウ糖注10％500mL ブドウ糖 大塚工場・大塚
製薬

300 10%500mL1袋 174.00

正規採用36720 ブドウ糖注50％20mL ブドウ糖 扶桑・光301 50%20mL1管 97.00

診療科限定36721 ブドウ糖注50％シリンジ「ﾃﾙﾓ」(20mL) ブドウ糖 テルモ302 50%20mL1筒 119.00

正規採用36725 ブドウ糖注50％200mL ブドウ糖 大塚工場・大塚
製薬

303 50%200mL1袋 251.00

その他の糖類剤                  薬効細分類 3239

中心静脈栄養用基本液§
正規採用35740 ハイカリック液-1号700mL 中心静脈栄養用基本液 テルモ304 700mL1袋 350.00

正規採用35745 ハイカリック液-2号700mL 中心静脈栄養用基本液 テルモ305 700mL1袋 350.00

中心静脈栄養用基本液（腎不全用）§
正規採用35748 ハイカリックＲＦ輸液500mL 腎不全用中心静脈栄養用基 テルモ306 500mL1袋 428.00

タンパクアミノ酸製剤325薬効小分類

混合アミノ酸製剤                薬効細分類 3253

アミノ酸輸液製剤§
正規採用30207 アミゼットＢ輸液200mL 10％アミノ酸製剤 テルモ307 200mL1袋 289.00

正規採用36990 プロテアミン12（200mL） 12％アミノ酸製剤 テルモ308 (12%)200mL1
袋

339.00

肝不全用アミノ酸輸液製剤§
正規採用30197 アミノレバン点滴静注（200mL袋） 肝不全用アミノ酸製剤 大塚工場・大塚

製薬
309 200mL1袋 382.00

正規採用30198 アミノレバン点滴静注（500mL袋） 肝不全用アミノ酸製剤 大塚工場・大塚
製薬

310 500mL1袋 748.00

小児用アミノ酸輸液製剤§
正規採用36868 プレアミン-Ｐ注射液200mL 小児用アミノ酸製剤 扶桑311 200mL1袋 403.00

腎不全用アミノ酸輸液製剤§
正規採用35375 ネオアミユー輸液200mL 腎不全用アミノ酸製剤 エイワイファー

マ・陽進堂
312 200mL1袋 485.00

その他のたん白アミノ酸製剤      薬効細分類 3259

ビタミンB1加末梢静脈栄養用輸液製剤§
正規採用36306 ビーフリード輸液500mL 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝB1 大塚工場・大塚

製薬
313 500mL1キット 436.00

正規採用36307 ビーフリード輸液1000mL 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝB1 大塚工場・大塚
製薬

314 1L1キット 594.00

中心静脈栄養用キット製剤（糖・電解質・アミノ酸・ビタミン・微量元素配合）§
院外限定31352 エルネオパ1号輸液（1000mL袋） 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝ/微 大塚工場・大塚

製薬
315 1000mL1キット 1,387.00

院外限定31353 エルネオパ1号輸液（1500mL袋） 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝ/微 大塚工場・大塚
製薬

316 1500mL1キット 1,757.00
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院外限定31354 エルネオパ2号輸液（1000mL袋） 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝ/微 大塚工場・大塚
製薬

317 1000mL1キット 1,492.00

院外限定31356 エルネオパ2号輸液（1500mL袋） 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝ/微 大塚工場・大塚
製薬

318 1500mL1キット 1,899.00

中心静脈栄養用キット製剤（糖・電解質・アミノ酸・ビタミン配合）§
正規採用36821 フルカリック1号輸液903mL 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝ テルモ・田辺三

菱
319 903mL1キット 953.00

正規採用36822 フルカリック2号輸液1003mL 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝ テルモ・田辺三
菱

320 1003mL1キット 1,007.00

正規採用36823 フルカリック3号輸液1103mL 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝ テルモ・田辺三
菱

321 1103mL1キット 1,144.00

正規採用36826 フルカリック1号輸液1354.5mL 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝ テルモ・田辺三
菱

322 1354.5mL1
キット

1,220.00

正規採用36827 フルカリック2号輸液1504.5mL 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝ テルモ・田辺三
菱

323 1504.5mL1
キット

1,306.00

中心静脈栄養用キット製剤（糖・電解質・アミノ酸配合）§
正規採用36010 ピーエヌツイン-1号輸液1000mL 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸 エイワイファー

マ・陽進堂
324 1キット 770.00

正規採用36011 ピーエヌツイン-2号輸液1100mL 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸 エイワイファー
マ・陽進堂

325 1キット 873.00

末梢静脈栄養用輸液製剤§
正規採用36765 プラスアミノ輸液500mL 糖/電解質/ｱﾐﾉ酸 大塚工場・大塚

製薬
326 500mL1袋 341.00

その他の滋養強壮薬329薬効小分類

他に分類されない滋養強壮薬      薬効細分類 3299

脂肪乳剤§
正規採用30824 イントラリポス輸液20％250mL 精製大豆油 大塚工場・大塚

製薬
327 20%250mL1袋 953.00

正規採用30825 イントラリポス輸液20％100mL 精製大豆油 大塚工場・大塚
製薬

328 20%100mL1袋 484.00

正規採用30826 イントラリポス輸液20％50mL 精製大豆油 大塚工場・大塚
製薬

329 20%50mL1袋 415.00

血液代用剤331薬効小分類

生理食塩液類                    薬効細分類 3311

細胞外液補充液（等張液）§
正規採用31433 大塚生食注250mL 塩化ナトリウム 大塚工場・大塚

製薬
330 250mL1瓶 130.00

正規採用31437 大塚生食注ＴＮ100mL 塩化ナトリウム 大塚工場・大塚
製薬

331 100mL1キット 162.00

正規採用33731 生理食塩液「ﾋｶﾘ」50mL 塩化ナトリウム 光・共和クリティ
ケア

332 50mL1瓶 110.00

正規採用33733 生理食塩液100mLプラボトル「大塚」 塩化ナトリウム 大塚工場・大塚
製薬

333 100mL1瓶 113.00

診療科限定33734 生食注シリンジ「ｵｰﾂｶ」10mL 塩化ナトリウム 大塚工場・大塚
製薬

334 10mL1筒 104.00

手術部限定33738 生食注シリンジ「NP」（20mL） 塩化ナトリウム ニプロ335 20mL1筒 125.00

手術部限定33739 生食注シリンジ50mL「ニプロ」 塩化ナトリウム ニプロ336 50mL1筒 301.00

正規採用33746 テルモ生食500mL 塩化ナトリウム テルモ337 500mL1袋 149.00

正規採用33749 生理食塩液1L 塩化ナトリウム 大塚工場・大塚
製薬

338 1L1瓶 233.00

正規採用33751 テルモ生食1L 塩化ナトリウム テルモ・川澄339 1L1袋 233.00

正規採用33753 生理食塩液20mL 塩化ナトリウム 大塚工場・大塚
製薬

340 20mL1管 61.00

正規採用33754 生理食塩液「ﾋｶﾘ」（500mLﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 塩化ナトリウム 光・共和クリティ
ケア

341 500mL1瓶 149.00

手術部限定33755 生理食塩液PL「フソー」 2000mL（バッ 塩化ナトリウム 扶桑342 2L1袋 408.00

補正用電解質液（ナトリウム製剤）§
正規採用31371 大塚食塩注10％20mL 塩化ナトリウム 大塚工場・大塚

製薬
343 10%20mL1管 95.00

その他の血液代用剤              薬効細分類 3319

血漿増量薬§
正規採用33261 サリンヘス輸液6％500mL ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙﾃﾞﾝﾌﾟﾝ70000 フレゼニウスＫ・

大塚工場,大塚
344 6%500mL1袋 789.00

正規採用34821 低分子デキストランＬ注250mL 乳酸ﾘﾝｹﾞﾙ液（低分子ﾃﾞｷｽﾄﾗ 大塚工場・大塚
製薬

345 250mL1袋 464.00

正規採用37513 ボルベン輸液6％500mL ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙﾃﾞﾝﾌﾟﾝ130000 フレゼニウスＫ・
大塚工場,大塚

346 6%500mL1袋 970.00

細胞外液補充液（重炭酸リンゲル液）§
診療科限定36062 ビカネイト輸液（500mL袋） 重炭酸リンゲル液 大塚工場・大塚

製薬
347 500mL1袋 224.00

細胞外液補充液（酢酸リンゲル液）§
正規採用30946 ヴィーンＤ輸液500mL 酢酸リンゲル液（5％ブドウ糖加 興和・扶桑348 500mL1瓶 193.00

正規採用34174 ソルアセトＦ輸液500mL 酢酸リンゲル液 テルモ349 500mL1袋 136.00

診療科限定34175 ソルアセトＦ輸液1000mL 酢酸リンゲル液 テルモ350 1L1袋 185.00

正規採用36576 フィジオ140輸液500mL 酢酸リンゲル液（1％ブドウ糖加 大塚工場・大塚
製薬

351 500mL1袋 175.00

細胞外液補充液（乳酸リンゲル液）§
正規採用34205 ソルラクト輸液500mL 乳酸リンゲル液 テルモ352 500mL1袋 200.00

正規採用38360 ラクテック注500mL 乳酸リンゲル液 大塚工場・大塚
製薬

353 500mL1袋 200.00

電解質輸液（1号液：低張電解質輸液開始液）§
正規採用34181 ソルデム1輸液500mL 開始液（2.6％ブドウ糖加） テルモ354 500mL1袋 131.00

正規採用34190 ソルデム1輸液200mL 開始液（2.6％ブドウ糖加） テルモ355 200mL1袋 128.00
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電解質輸液（2号液：脱水補給液）§
正規採用34131 ソリタ-Ｔ2号輸液500mL 脱水補給液（3.2％ブドウ糖加） エイワイファー

マ・陽進堂
356 500mL1袋 166.00

電解質輸液（3号液：維持液）§
院外限定30948 ヴィーン3Ｇ輸液500ｍL 酢酸維持液（5％ブドウ糖加） 興和・扶桑357 500mL1瓶 173.00

正規採用30949 アセテート維持液3G「HK」 酢酸維持液（5%ブドウ糖加） 光358 500mL1袋 164.00

正規採用34120 ソリタックス-Ｈ輸液500mL 維持液（12.5％ブドウ糖加） エイワイファー
マ・陽進堂

359 500mL1袋 227.00

正規採用34184 ソルデム3ＡＧ輸液500mL 維持液（7.5％ブドウ糖加） テルモ360 500mL1袋 125.00

正規採用34187 ソルデム3Ａ輸液200mL 維持液（4.3％ブドウ糖加） テルモ361 200mL1袋 123.00

正規採用34189 ソルデム3Ａ輸液500mL 維持液（4.3％ブドウ糖加） テルモ362 500mL1袋 121.00

正規採用34192 ソルデム3Ａ輸液1000mL 維持液（4.3％ブドウ糖加） テルモ363 1L1袋 161.00

正規採用36575 フィジオ35輸液500mL 酢酸維持液（4.3％ブドウ糖加） 大塚工場・大塚
製薬

364 500mL1袋 183.00

電解質輸液（術後回復液）§
正規採用34166 ソリタ-Ｔ4号輸液500mL 術後回復液（4.3％ブドウ糖加） エイワイファー

マ・陽進堂
365 500mL1袋 156.00

補正用電解質液（アシドーシス補正用製剤）§
正規採用35373 乳酸Ｎａ補正液1mEq/mL 乳酸ナトリウム 大塚工場・大塚

製薬
366 1モル20mL1管 57.00

補正用電解質液（カリウム製剤）§
正規採用32612 ＫＣＬ注10ｍEqキット「ﾃﾙﾓ」(10mL) 塩化カリウム テルモ367 1モル10mL1

キット
178.00

補正用電解質液（リン製剤）§
正規採用38592 リン酸Ｎａ補正液0.5mmol/mL(20mL) ﾘﾝ酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ水和物/ﾘﾝ酸 大塚工場・大塚

製薬
368 0.5モル20mL1

管
130.00

止血剤332薬効小分類

カルバゾクロム系製剤            薬効細分類 3321

血管強化薬§
正規採用30140 アドナ静注用100mg/20mL ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 田辺三菱・田辺

販売
369 0.5%20mL1管 100.00

抗プラスミン剤                  薬効細分類 3327

抗プラスミン薬§
正規採用35160 トランサミン注5％(250mg/5mL) トラネキサム酸 第一三共370 5%5mL1管 64.00

診療科限定35170 トランサミン注10％(1g/10mL) トラネキサム酸 第一三共371 10%10mL1管 123.00

その他の止血剤                  薬効細分類 3329

ヘパリン拮抗薬§
正規採用35628 プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 プロタミン硫酸塩 持田372 1%10mLバイア

ル
671.00

凝固促進薬§
正規採用38851 レプチラーゼ注2単位/2mL ヘモコアグラーゼ 東菱・ゼリア373 2単位2mL1管 208.00

食道静脈瘤硬化療法薬§
正規採用31668 オルダミン注射用1000mg/10g ﾓﾉｴﾀﾉｰﾙｱﾐﾝｵﾚｲﾝ酸塩 富士化学・あす

か製薬,武田
374 10%10g1瓶 18,732.00

血液凝固阻止剤333薬効小分類

ヘパリン製剤                    薬効細分類 3334

低分子ヘパリン§
正規採用32357 クレキサン皮下注キット2000IU エノキサパリンナトリウム サノフィ・科研375 2,000低分子ヘ

パリン国際単位
1,066.00

診療科限定34430 ダルテパリンNa静注5000単位/20mL ダルテパリンナトリウム ニプロ376 5,000低分子ヘ
パリン国際単位

731.00

正規採用36763 フラグミン静注5000単位/5mL ダルテパリンナトリウム ファイザー・キッ
セイ

377 5,000低分子ヘ
パリン国際単位

1,089.00

未分画ヘパリン§
正規採用37201 ヘパリンｶﾙｼｳﾑ皮下注5千単位/0.2 ヘパリンカルシウム 持田378 5,000単位

0.2mL1筒
359.00

診療科限定37202 ヘパリンNa透析用250単位/mLｼﾘﾝｼﾞ ヘパリンナトリウム ニプロ379 5,000単位
20mL1筒

195.00

正規採用37204 ヘパリンナトリウム注Ｎ5千単位/5mL「 ヘパリンナトリウム エイワイファー
マ・陽進堂

380 5,000単位
5mL1管

153.00

正規採用37206 ヘパフラッシュ1000単位/10mLｼﾘﾝｼ ヘパリンナトリウム テルモ381 1,000単位
10mL1筒

138.00

正規採用37217 ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 ヘパリンナトリウム 持田382 5,000単位
5mL1瓶

190.00

その他の血液凝固阻止剤          薬効細分類 3339

トロンボモジュリン製剤§
正規採用38459 リコモジュリン点滴静注用12800 トロンボモデュリンα（遺伝子組 旭化成ファーマ383 12,800単位1

瓶
39,448.00

合成Xa阻害薬§
正規採用30229 アリクストラ皮下注2.5mg フォンダパリヌクスナトリウム ＧＳＫ・アスペン384 2.5mg0.5mL1

筒
2,207.00
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その他の血液・体液用薬339薬効小分類

他に分類されない血液・体液用薬  薬効細分類 3399

CXCR4 ケモカイン受容体拮抗剤§
診療科限定37988 モゾビル皮下注24mg プレリキサホル サノフィ385 24mg1.2mL1

瓶
581,972.00

G-CSF製剤§
診療科限定32213 グランシリンジ75 フィルグラスチム（遺伝子組換 協和発酵キリン386 75μg0.3mL1

筒
8,477.00

診療科限定32214 グランシリンジ150 フィルグラスチム（遺伝子組換 協和発酵キリン387 150μg0.6mL
1筒

16,961.00

診療科限定32216 グランシリンジＭ300 フィルグラスチム（遺伝子組換 協和発酵キリン388 300μg0.7mL
1筒

20,969.00

正規採用35595 ノイトロジン注50µg レノグラスチム（遺伝子組換え） 中外389 50μg1瓶(溶
解液付)

4,749.00

正規採用35596 ノイトロジン注100µg レノグラスチム（遺伝子組換え） 中外390 100μg1瓶(溶
解液付)

8,542.00

正規採用35598 ノイトロジン注250µg レノグラスチム（遺伝子組換え） 中外391 250μg1瓶(溶
解液付)

21,098.00

G-CSF製剤【バイオ後続品】§
正規採用36608 フィルグラスチムＢＳ注150µgｼﾘﾝｼﾞ「 フィルグラスチム（遺伝子組換 持田販売・持田392 150μg0.6mL

1筒
8,238.00

正規採用36609 フィルグラスチムＢＳ注75µgｼﾘﾝｼﾞ「ﾓ フィルグラスチム（遺伝子組換 持田販売・持田393 75μg0.3mL1
筒

5,071.00

正規採用36610 フィルグラスチムＢＳ注300µgｼﾘﾝｼﾞ「 フィルグラスチム（遺伝子組換 持田販売・持田394 300μg0.7mL
1筒

12,525.00

アシドーシス改善薬§
正規採用33260 サム点滴静注セット50mL トロメタモール配合剤 大塚工場・大塚

製薬
395 36.3%50mL1

管(希釈液･補
764.00

ダビガトラン特異的中和剤§
診療科限定36790 プリズバインド静注液2.5g イダルシズマブ 日本ベーリン

ガー
396 2.5g50mL1瓶 199,924.00

持続型G-CSF製剤§
正規採用33428 ジーラスタ皮下注3.6mg ペグフィルグラスチム（遺伝子 協和発酵キリン397 3.6mg0.36mL1

筒
106,660.00

脳脊髄手術用洗浄灌流液§
正規採用30130 アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流 脳脊髄手術用洗浄灌流液 大塚工場398 500mL1キット 1,931.00

白血球減少抑制薬（結核菌製剤）§
正規採用30362 アンサー皮下注20µg/1mL 結核菌熱水抽出物 ゼリア399 20μg1mL1管

(D-アラビノース
2,982.00

人工腎臓透析用剤341薬効小分類

人工腎臓透析用剤                薬効細分類 3410

ろ過型・透析ろ過型人工腎臓灌流液§
正規採用33253 サブパック血液ろ過用補充液-Bi（202 ろ過型・透析ろ過型人工腎臓 ニプロ400 2020mL1キット 897.00

透析型人工腎臓灌流液§
正規採用31820 カーボスター透析剤・L（6L） 透析型人工腎臓灌流液(無酢 エイワイファー

マ・陽進堂
401 6L1瓶(炭酸水

素ナトリウム液
2,286.00

正規採用32151 キンダリー透析剤ＡＦ－2号6L 透析型人工腎臓灌流液 扶桑402 6L1瓶(炭酸水
素ナトリウム液

2,210.00

腹膜透析用剤342薬効小分類

腹膜透析用剤                    薬効細分類 3420

腹膜透析液§
診療科限定31203 ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液1.5L　ｼﾝｸﾞﾙ 腹膜透析液 バクスター403 1.5L1袋 789.00

診療科限定31203 ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液1.5L　ｼﾝｸﾞﾙ 腹膜透析液 バクスター404 1.5L1袋 789.00

診療科限定31206 ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液2.0L UVﾂｲﾝ 腹膜透析液 バクスター405 2L1袋(排液用
バッグ付)

2,027.00

診療科限定31206 ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液2.0L UVﾂｲﾝ 腹膜透析液 バクスター406 2L1袋(排液用
バッグ付)

2,027.00

診療科限定31207 ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液1.5L UVﾂｲﾝ 腹膜透析液 バクスター407 1.5L1袋(排液
用バッグ付)

1,770.00

診療科限定31207 ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液1.5L UVﾂｲﾝ 腹膜透析液 バクスター408 1.5L1袋(排液
用バッグ付)

1,770.00

診療科限定31208 ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液2.0L ｼﾝｸﾞﾙﾊ 腹膜透析液 バクスター409 2L1袋 1,126.00

診療科限定31208 ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液2.0L ｼﾝｸﾞﾙﾊ 腹膜透析液 バクスター410 2L1袋 1,126.00

診療科限定34308 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N　PD‐4(1.5)腹膜透析液5 腹膜透析液 バクスター411 5L1袋 2,346.00

診療科限定34308 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N　PD‐4(1.5)腹膜透析液5 腹膜透析液 バクスター412 5L1袋 2,346.00

診療科・院外限定34311 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N　PD‐4(1.5)腹膜透析液1 腹膜透析液 バクスター413 1.5L1袋 718.00

診療科・院外限定34311 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N　PD‐4(1.5)腹膜透析液1 腹膜透析液 バクスター414 1.5L1袋 718.00

診療科・院外限定34313 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N　PD‐4(2.5)腹膜透析液1 腹膜透析液 バクスター415 1L1袋 583.00

診療科・院外限定34313 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N　PD‐4(2.5)腹膜透析液1 腹膜透析液 バクスター416 1L1袋 583.00

診療科・院外限定34314 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N　PD‐4(2.5)腹膜透析液2 腹膜透析液 バクスター417 2.5L1袋 1,226.00

診療科・院外限定34314 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N　PD‐4(2.5)腹膜透析液2 腹膜透析液 バクスター418 2.5L1袋 1,226.00

診療科限定34315 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N　PD‐4(2.5)腹膜透析液1 腹膜透析液 バクスター419 1.5L1袋(排液
用バッグ付)

1,548.00

診療科限定34315 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N　PD‐4(2.5)腹膜透析液1 腹膜透析液 バクスター420 1.5L1袋(排液
用バッグ付)

1,548.00

診療科限定34317 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N　PD‐4(1.5)腹膜透析液2 腹膜透析液 バクスター421 2L1袋(排液用
バッグ付)

1,651.00

16/33 ページ



診療科限定34317 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N　PD‐4(1.5)腹膜透析液2 腹膜透析液 バクスター422 2L1袋(排液用
バッグ付)

1,651.00

診療科限定34318 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N　PD‐4(2.5)腹膜透析液2 腹膜透析液 バクスター423 2L1袋(排液用
バッグ付)

1,667.00

診療科限定34318 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N　PD‐4(2.5)腹膜透析液2 腹膜透析液 バクスター424 2L1袋(排液用
バッグ付)

1,667.00

診療科限定34326 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N　PD‐4(1.5)腹膜透析液2 腹膜透析液 バクスター425 2L1袋 921.00

診療科限定34326 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N　PD‐4(1.5)腹膜透析液2 腹膜透析液 バクスター426 2L1袋 921.00

診療科限定34328 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N　PD‐4(1.5)腹膜透析液1 腹膜透析液 バクスター427 1.5L1袋(排液
用バッグ付)

1,580.00

診療科限定34328 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N　PD‐4(1.5)腹膜透析液1 腹膜透析液 バクスター428 1.5L1袋(排液
用バッグ付)

1,580.00

診療科限定34362 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N　PD‐4(2.5)腹膜透析液1 腹膜透析液 バクスター429 1.5L1袋(排液
用バッグ付)

1,548.00

診療科限定34362 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N　PD‐4(2.5)腹膜透析液1 腹膜透析液 バクスター430 1.5L1袋(排液
用バッグ付)

1,548.00

診療科限定34363 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N　PD‐4(2.5)腹膜透析液2 腹膜透析液 バクスター431 2L1袋 890.00

診療科限定34363 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N　PD‐4(2.5)腹膜透析液2 腹膜透析液 バクスター432 2L1袋 890.00

診療科限定34365 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ PD‐4(4.25)腹膜透析液2.0 腹膜透析液 バクスター433 2L1袋(排液用
バッグ付)

1,763.00

診療科限定34365 ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ PD‐4(4.25)腹膜透析液2.0 腹膜透析液 バクスター434 2L1袋(排液用
バッグ付)

1,763.00

診療科限定35345 ﾆｺﾍﾟﾘｯｸ腹膜透析液（1500mL）排液 腹膜透析液 テルモ435 1.5L1袋(排液
用バッグ付)

1,255.00

診療科限定35345 ﾆｺﾍﾟﾘｯｸ腹膜透析液（1500mL）排液 腹膜透析液 テルモ436 1.5L1袋(排液
用バッグ付)

1,255.00

診療科限定35346 ﾆｺﾍﾟﾘｯｸ腹膜透析液（2000mL） 腹膜透析液 テルモ437 2L1袋 859.00

診療科限定35346 ﾆｺﾍﾟﾘｯｸ腹膜透析液（2000mL） 腹膜透析液 テルモ438 2L1袋 859.00

診療科限定37249 ﾍﾟﾘｾｰﾄ360NL腹膜透析液1.5L（排液 腹膜透析液 ＪＭＳ439 1.5L1袋(排液
用バッグ付)

1,682.00

診療科限定37249 ﾍﾟﾘｾｰﾄ360NL腹膜透析液1.5L（排液 腹膜透析液 ＪＭＳ440 1.5L1袋(排液
用バッグ付)

1,682.00

診療科限定37259 ﾍﾟﾘｾｰﾄ400NL腹膜透析液2.0L（排液 腹膜透析液 ＪＭＳ441 2L1袋(排液用
バッグ付)

1,887.00

診療科限定37259 ﾍﾟﾘｾｰﾄ400NL腹膜透析液2.0L（排液 腹膜透析液 ＪＭＳ442 2L1袋(排液用
バッグ付)

1,887.00

診療科限定37261 ﾍﾟﾘｾｰﾄ400NL腹膜透析液1.5L 腹膜透析液 ＪＭＳ443 1.5L1袋 943.00

診療科限定37261 ﾍﾟﾘｾｰﾄ400NL腹膜透析液1.5L 腹膜透析液 ＪＭＳ444 1.5L1袋 943.00

診療科限定37263 ﾍﾟﾘｾｰﾄ360N腹膜透析液2.0L 腹膜透析液 ＪＭＳ445 2L1袋 1,048.00

診療科限定37263 ﾍﾟﾘｾｰﾄ360N腹膜透析液2.0L 腹膜透析液 ＪＭＳ446 2L1袋 1,048.00

診療科限定37267 ﾍﾟﾘｾｰﾄ360NL腹膜透析液2.0L 腹膜透析液 ＪＭＳ447 2L1袋 1,045.00

診療科限定37267 ﾍﾟﾘｾｰﾄ360NL腹膜透析液2.0L 腹膜透析液 ＪＭＳ448 2L1袋 1,045.00

診療科限定37268 ﾍﾟﾘｾｰﾄ400NL腹膜透析液2.0L 腹膜透析液 ＪＭＳ449 2L1袋 965.00

診療科限定37268 ﾍﾟﾘｾｰﾄ400NL腹膜透析液2.0L 腹膜透析液 ＪＭＳ450 2L1袋 965.00

診療科限定37269 ﾍﾟﾘｾｰﾄ360NL腹膜透析液2.0L（排液 腹膜透析液 ＪＭＳ451 2L1袋(排液用
バッグ付)

1,860.00

診療科限定37269 ﾍﾟﾘｾｰﾄ360NL腹膜透析液2.0L（排液 腹膜透析液 ＪＭＳ452 2L1袋(排液用
バッグ付)

1,860.00

診療科限定37272 ﾍﾟﾘｾｰﾄ400NL腹膜透析液1.5L（排液 腹膜透析液 ＪＭＳ453 1.5L1袋(排液
用バッグ付)

1,690.00

診療科限定37272 ﾍﾟﾘｾｰﾄ400NL腹膜透析液1.5L（排液 腹膜透析液 ＪＭＳ454 1.5L1袋(排液
用バッグ付)

1,690.00

診療科限定37275 ﾍﾟﾘｾｰﾄ360NL腹膜透析液1.5L 腹膜透析液 ＪＭＳ455 1.5L1袋 940.00

診療科限定37275 ﾍﾟﾘｾｰﾄ360NL腹膜透析液1.5L 腹膜透析液 ＪＭＳ456 1.5L1袋 940.00

診療科限定37793 ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135腹膜透析液2.0L（排 腹膜透析液 テルモ457 2L1袋(排液用
バッグ付)

1,786.00

診療科限定37793 ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135腹膜透析液2.0L（排 腹膜透析液 テルモ458 2L1袋(排液用
バッグ付)

1,786.00

診療科限定37794 ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135腹膜透析液2.0L 腹膜透析液 テルモ459 2L1袋 1,047.00

診療科限定37794 ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135腹膜透析液2.0L 腹膜透析液 テルモ460 2L1袋 1,047.00

診療科限定37797 ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL250腹膜透析液2.0L（排 腹膜透析液 テルモ461 2L1袋(排液用
バッグ付)

1,708.00

診療科限定37797 ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL250腹膜透析液2.0L（排 腹膜透析液 テルモ462 2L1袋(排液用
バッグ付)

1,708.00

診療科限定37798 ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135腹膜透析液1.5L（排 腹膜透析液 テルモ463 1.5L1袋(排液
用バッグ付)

1,635.00

診療科限定37798 ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135腹膜透析液1.5L（排 腹膜透析液 テルモ464 1.5L1袋(排液
用バッグ付)

1,635.00

診療科限定37799 ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL250腹膜透析液1.5L（排 腹膜透析液 テルモ465 1.5L1袋(排液
用バッグ付)

1,526.00

診療科限定37799 ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL250腹膜透析液1.5L（排 腹膜透析液 テルモ466 1.5L1袋(排液
用バッグ付)

1,526.00

肝臓疾患用剤391薬効小分類

その他の肝臓疾患用剤            薬効細分類 3919

肝機能改善薬・アレルギー用薬§
正規採用32110 強力ネオミノファーゲンシー静注20mL グリチルリチン製剤 ミノファーゲン・

ＥＡファーマ
467 20mL1管 125.00

解毒剤392薬効小分類

ＥＤＴＡ製剤                    薬効細分類 3921

重金属（鉛）急性中毒治療薬§
診療科限定36751 ブライアン点滴静注1g/5mL ｴﾃﾞﾄ酸ｶﾙｼｳﾑ二ﾅﾄﾘｳﾑ水和 日新製薬468 20%5mL1管 436.00

メルカプト酢酸系製剤（ＢＡＬを含薬効細分類 3923

重金属（ヒ素・水銀・銅・鉛・金・ビスマス・クロム・アンチモン）急性中毒治療薬§
正規採用35870 バル筋注100mg/1mL「第一三共」 ジメルカプロール 第一三共469 10%1mL1管 1,615.00

チオ硫酸ナトリウム製剤          薬効細分類 3925

シアン化合物中毒治療薬§
正規採用34921 デトキソール静注液2g/20mL チオ硫酸ナトリウム水和物 日医工470 10%20mL1瓶 464.00

17/33 ページ



その他の解毒剤                  薬効細分類 3929

アシドーシス補正用製剤・三環系抗うつ薬中毒治療薬§
正規採用37901 メイロン静注7％（20mL管） 炭酸水素ナトリウム 大塚工場・大塚

製薬
471 7%20mL1管 94.00

正規採用37902 メイロン静注7％（250mL袋） 炭酸水素ナトリウム 大塚工場・大塚
製薬

472 7%250mL1袋 234.00

アセチルコリンエステラーゼ阻害薬（有機リン剤）中毒治療薬§
正規採用35855 パム静注500mg/20mL プラリドキシムヨウ化メチル 大日本住友473 2.5%20mL1管 617.00

アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出治療剤§
診療科限定33245 サビーン点滴静注用500mg デクスラゾキサン キッセイ474 500mg1瓶 45,593.00

イホスファミド・シクロホスファミド誘発膀胱障害抑制薬§
正規採用31060 ウロミテキサン注100mg/1mL メスナ 塩野義475 100mg1mL1管 400.00

正規採用31061 ウロミテキサン注400mg/4mL メスナ 塩野義476 400mg4mL1管 942.00

シアン化合物中毒治療薬§
正規採用33367 シアノキット注射用5gセット ヒドロキソコバラミン メルクセローノ477 5g1瓶(溶解液

付)
91,161.00

メトヘモグロビン血症治療薬§
診療科限定37945 メチレンブルー静注50mg「第一三共」 ﾒﾁﾙﾁｵﾆﾆｳﾑ塩化物水和物 第一三共478 50mg10mL1管 120,382.00

筋弛緩回復薬§
診療科限定36796 ブリディオン静注200mg/2mL スガマデクスナトリウム ＭＳＤ479 200mg2mL1瓶 10,193.00

鉄過剰症治療薬§
正規採用34900 デスフェラール注射用500mg デフェロキサミンメシル酸塩 ノバルティス480 500mg1瓶 1,552.00

葉酸誘導体（5-FU抗腫瘍効果増強薬）§
正規採用38862 レボホリナート点滴静注用25mg「NK」 レボホリナートカルシウム 高田・日本化薬481 25mg1瓶 1,060.00

正規採用38863 レボホリナート点滴静注用100mg「NK レボホリナートカルシウム 高田・日本化薬482 100mg1瓶 3,735.00

葉酸誘導体（葉酸代謝拮抗剤メトトレキサート（MTX）毒性軽減薬）§
正規採用38970 ロイコボリン注3mg/1mL ホリナートカルシウム ファイザー483 0.3%1mL1管 436.00

酵素製剤395薬効小分類

ウロキナーゼ製剤                薬効細分類 3954

血栓溶解薬（ウロキナーゼ）§
正規採用31007 ウロナーゼ静注用6万単位 ウロキナーゼ 持田484 60,000単位1

瓶
2,934.00

その他の酵素製剤                薬効細分類 3959

血栓溶解薬（t-PA（プラスミノゲンアクチベータ）製剤）§
正規採用30060 アクチバシン注1200万 アルテプラーゼ（遺伝子組換え 協和発酵キリン485 1,200万国際

単位1瓶(溶解
99,132.00

正規採用32225 クリアクター静注用80万 モンテプラーゼ（遺伝子組換え） エーザイ486 80万国際単位
1瓶

85,140.00

先天性代謝異常症治療薬（ファブリー病治療薬）§
診療科限定36553 ファブラザイム点滴静注用5mg アガルシダーゼベータ（遺伝子 サノフィ487 5mg1瓶 129,964.00

診療科限定36554 ファブラザイム点滴静注用35mg アガルシダーゼベータ（遺伝子 サノフィ488 35mg1瓶 726,768.00

先天性代謝異常症治療薬（ムコ多糖症Ⅱ型治療薬）§
診療科限定31334 エラプレース点滴静注液6mg/3mL イデュルスルファーゼ（遺伝子 サノフィ489 6mg3mL1瓶 394,344.00

尿酸分解酵素薬§
診療科限定38426 ラスリテック点滴静注用1.5mg ラスブリカーゼ（遺伝子組換え） サノフィ490 1.5mg1瓶(溶

解液付)
12,894.00

診療科限定38427 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） サノフィ491 7.5mg1瓶(溶
解液付)

51,365.00

他に分類されない代謝性医薬品399薬効小分類

アデノシン製剤                  薬効細分類 3992

脳梗塞治療薬（脳循環・代謝賦活薬）§
正規採用35201 トリノシンＳ注10mg/2mL ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ水和 トーアエイヨー・

アステラス
492 10mg1管 59.00

他に分類されないその他の代謝性医薬効細分類 3999

エリスロポエチン製剤§
正規採用31234 エスポー注射液750シリンジ エポエチンα（遺伝子組換え） 協和発酵キリン493 750国際単位

0.5mL1筒
638.00

正規採用31273 エポジン注シリンジ1500 エポエチンβ（遺伝子組換え） 中外494 1,500国際単
位0.5mL1筒

917.00

正規採用31274 エポジン注シリンジ3000 エポエチンβ（遺伝子組換え） 中外495 3,000国際単
位0.5mL1筒

1,662.00

正規採用31275 エポジン注シリンジ6000 エポエチンβ（遺伝子組換え） 中外496 6,000国際単
位0.5mL1筒

8,148.00

正規採用31278 エポジン皮下注シリンジ24000 エポエチンβ（遺伝子組換え) 中外497 24,000国際単
位0.5mL1筒

21,283.00
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エリスロポエチン製剤（持続性）§
正規採用35533 ネスプ注射液20µg/0.5mLﾌﾟﾗｼﾘﾝｼﾞ ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝα（遺伝子組換え 協和発酵キリン498 20μg0.5mL1

筒
4,422.00

正規採用35534 ネスプ注射液30µg/0.5mLﾌﾟﾗｼﾘﾝｼﾞ ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝα（遺伝子組換え 協和発酵キリン499 30μg0.5mL1
筒

6,349.00

正規採用35536 ネスプ注射液60µg/0.5mLﾌﾟﾗｼﾘﾝｼﾞ ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝα（遺伝子組換え 協和発酵キリン500 60μg0.5mL1
筒

11,278.00

正規採用35537 ネスプ注射液120µg/0.5mLﾌﾟﾗｼﾘﾝｼﾞ ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝα（遺伝子組換え 協和発酵キリン501 120μg0.5mL
1筒

20,007.00

診療科限定35538 ネスプ注射液180µg/0.5mLﾌﾟﾗｼﾘﾝｼﾞ ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝα（遺伝子組換え 協和発酵キリン502 180μg0.5mL
1筒

28,140.00

正規採用37830 ミルセラ注シリンジ25µg/0.3mL ｴﾎﾟｴﾁﾝβ　ﾍﾟｺﾞﾙ（遺伝子組 中外503 25μg0.3mL1
筒

6,663.00

正規採用37831 ミルセラ注シリンジ50µg/0.3mL ｴﾎﾟｴﾁﾝβ　ﾍﾟｺﾞﾙ（遺伝子組 中外504 50μg0.3mL1
筒

11,881.00

正規採用37832 ミルセラ注シリンジ100µg/0.3mL ｴﾎﾟｴﾁﾝβ　ﾍﾟｺﾞﾙ（遺伝子組 中外505 100μg0.3mL
1筒

21,138.00

正規採用37833 ミルセラ注シリンジ150µg/0.3mL ｴﾎﾟｴﾁﾝβ　ﾍﾟｺﾞﾙ（遺伝子組 中外506 150μg0.3mL
1筒

29,536.00

カルシトニン製剤§
正規採用31347 エルシトニン注20Sディスポ1mL エルカトニン 旭化成ファーマ507 20エルカトニン

単位1mL1筒
1,005.00

ビスホスホネート製剤§
正規採用34220 ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバ ゾレドロン酸水和物 ニプロ508 4mg100mL1袋 14,890.00

診療科限定35853 パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「ｻ パミドロン酸二ナトリウム無水物 沢井509 15mg1瓶 5,021.00

正規採用37498 ボナロン点滴静注ﾊﾞｯｸ900µg/100m アレンドロン酸ナトリウム水和物 帝人ファーマ510 900μg100mL
1袋

4,627.00

正規採用37521 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 中外・大正富山511 1mg1mL1筒 5,059.00

診療科限定38482 リクラスト点滴静注液5mg ゾレドロン酸水和物 旭化成ファーマ512 5mg100mL1瓶 39,485.00

ビタミン製剤（カルニチン）§
正規採用31358 エルカルチンＦＦ静注1000mg/5mL レボカルニチン 大塚製薬513 1,000mg5mL1

管
961.00

ヒト化抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体製剤§
診療科限定35197 トルツ皮下注80mgオートインジェクタ イキセキズマブ（遺伝子組換え） リリー514 80mg1mL1

キット
146,244.00

リウマチ性疾患治療補助薬（関節機能改善薬）§
正規採用30254 アルツディスポ関節注25mg ヒアルロン酸ナトリウム 生化学・科研515 1%2.5mL1筒 1,348.00

正規採用33621 スベニールディスポ関節注25mg ヒアルロン酸ナトリウム 中外516 1%2.5mL1筒 1,201.00

肝不全治療薬（高アンモニア血症改善薬）§
正規採用30251 アルギメート点滴静注10％200mL グルタミン酸アルギニン エイワイファー

マ・ＥＡファーマ
517 10%200mL1袋 597.00

血小板造血刺激因子製剤(トロンボポエチン受容体作動薬)§
診療科限定39016 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） 協和発酵キリン518 250μg1瓶 69,914.00

呼吸障害改善薬（好中球エラスターゼ選択的阻害薬）§
正規採用31335 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 小野519 100mg1瓶 4,517.00

生物学的製剤（T細胞選択的共刺激調節薬）§
診療科限定31676 オレンシア点滴静注用250mg アバタセプト（遺伝子組換え） ＢＭＳ・小野520 250mg1瓶 54,995.00

診療科限定31677 オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL アバタセプト（遺伝子組換え） ＢＭＳ・小野521 125mg1mL1筒 27,947.00

正規採用31679 オレンシア皮下注125 mgオートインジ アバタセプト（遺伝子組換え） ＢＭＳ・小野522 125mg1mL1
キット

28,233.00

生物学的製剤（サイトカイン阻害薬：TNF受容体-Fc 融合蛋白）§
正規採用31427 エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL エタネルセプト（遺伝子組換え） ファイザー・武

田
523 25mg0.5mL1

筒
15,746.00

院外限定31428 エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL エタネルセプト（遺伝子組換え） ファイザー・武
田

524 50mg1mL1筒 31,069.00

院外限定31429 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） ファイザー・武
田

525 50mg1mL1
キット

31,252.00

生物学的製剤（サイトカイン阻害薬：抗ＴＮＦα  （腫瘍壊死因子）ヒト抗体）§
診療科限定36364 ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL アダリムマブ アッヴィ・エーザ

イ
526 40mg0.4mL1

筒
65,144.00

診療科限定36365 ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL アダリムマブ アッヴィ・エーザ
イ

527 80mg0.8mL1
筒

126,272.00

生物学的製剤（サイトカイン阻害薬：抗TNF-α （腫瘍壊死因子）ヒト化抗体：PEG化製剤）§
診療科限定33444 シムジア皮下注200mg シリンジ セルトリズマブ ペゴル（遺伝子 ＵＣＢ・アステラ

ス
528 200mg1mL1筒 63,494.00

生物学的製剤（サイトカイン阻害薬：抗ＴＮＦα （腫瘍壊死因子）ヒト抗体）§
正規採用33461 シンポニー皮下注50mgシリンジ ゴリムマブ（遺伝子組換え） ヤンセン・田辺

三菱
529 50mg0.5mL1

筒
126,622.00

生物学的製剤（ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体）§
診療科限定33591 ステラーラ皮下注45mg/0.5mLｼﾘﾝｼﾞ ウステキヌマブ（遺伝子組換え） ヤンセン530 45mg0.5mL1

筒
438,739.00

生物学的製剤（ヒト型抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体）§
診療科限定32909 コセンティクス皮下注150mgペン セクキヌマブ ノバルティス・マ

ルホ
531 150mg1mL1

キット
73,132.00

診療科限定38750 ルミセフ皮下注210mgシリンジ ブロダルマブ（遺伝子組換え） 協和発酵キリン532 210mg1.5mL1
筒

73,158.00

生物学的製剤（抗RANKLモノクローナル抗体）§
診療科限定36792 プラリア皮下注60ｍｇシリンジ デノスマブ(遺伝子組換え) 第一三共533 60mg1mL1筒 29,296.00

正規採用38458 ランマーク皮下注120mg/1.7mL デノスマブ(遺伝子組換え) 第一三共534 120mg1.7mL1
瓶

46,685.00

先天性代謝異常症治療薬§
正規採用30245 アルギＵ点滴静注20g/200mL L-アルギニン塩酸塩 エイワイファー

マ・ＥＡファーマ
535 10%200mL1袋 2,616.00
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多発性硬化症再発予防薬§
診療科限定32962 コパキソン皮下注20mgシリンジ グラチラマー酢酸塩 武田536 20mg1mL1筒 5,501.00

蛋白分解酵素阻害薬§
正規採用31811 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 沢井537 500mg1瓶 699.00

正規採用31812 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 沢井538 100mg1瓶 165.00

正規採用35334 注射用ナファモスタット100「MEEK」 ナファモスタットメシル酸塩 小林化工・Ｍｅｉｊ
ｉＳｅｉｋａ

539 100mg1瓶 1,064.00

正規採用36645 フサン10mg ナファモスタットメシル酸塩 鳥居540 10mg1瓶 941.00

正規採用37807 ミラクリッド注射液5万単位/1mL ウリナスタチン 持田541 50,000単位
1mL1管

1,214.00

正規採用37808 ミラクリッド注射液10万単位/2mL ウリナスタチン 持田542 100,000単位
2mL1管

2,177.00

脳梗塞治療薬（抗血小板薬：トロンボキサン合成酵素阻害薬）§
正規採用31796 カタクロット注射液40mg/5mL オザグレルナトリウム 小野543 40mg5mL1管 2,079.00

免疫抑制薬（カルシニューリン阻害薬）§
正規採用33271 サンディミュン注250mg/5mL シクロスポリン ノバルティス544 5%5mL1管 3,727.00

正規採用36919 プログラフ注射液2mg/0.4mL タクロリムス水和物 アステラス545 2mg0.4mL1管 2,630.00

アルキル化剤421薬効小分類

クロルエチルアミン系製剤        薬効細分類 4211

アルキル化薬（マスタード類）§
診療科限定30685 イホマイド注射用1g イホスファミド 塩野義546 1g1瓶 3,217.00

診療科限定31421 エンドキサン注100mg シクロホスファミド 塩野義547 100mg1瓶 320.00

診療科限定31425 エンドキサン注500mg シクロホスファミド 塩野義548 500mg1瓶 1,254.00

スルホン酸エステル系製剤        薬効細分類 4213

アルキル化薬（マスタード類）§
診療科限定36654 ブスルフェクス点滴静注用60mg/10 ブスルファン 大塚製薬549 60mg1瓶 40,672.00

その他のアルキル化剤            薬効細分類 4219

アルキル化薬（ニトロソウレア類）§
診療科限定33212 サイメリン注50mg ラニムスチン 田辺三菱550 50mg1瓶 11,405.00

診療科限定33243 ザノサー点滴静注用1g ストレプトゾシン ノーベル551 1g1瓶 42,531.00

診療科限定35360 ニドラン注50mg ニムスチン塩酸塩 第一三共552 50mg1瓶 7,463.00

アルキル化薬（マスタード類）§
診療科限定30244 アルケラン静注用50mg メルファラン アスペン553 50mg1瓶(溶解

液付)
10,243.00

診療科限定35217 トレアキシン点滴静注用100mg ベンダムスチン塩酸塩 シンバイオ・
エーザイ

554 100mg1瓶 94,995.00

アルキル化薬（メチルジアゾニウム類）§
診療科限定34394 ダカルバジン注用100mg ダカルバジン 協和発酵キリン555 100mg1瓶 3,794.00

診療科限定34984 テモダール点滴静注用100mg テモゾロミド ＭＳＤ556 100mg1瓶 37,845.00

代謝拮抗剤422薬効小分類

メトトレキサート製剤            薬効細分類 4222

代謝拮抗薬（葉酸拮抗薬）§
診療科限定37920 メソトレキセート注5mg メトトレキサート ファイザー557 5mg1瓶 813.00

診療科限定37925 メソトレキセート注50mg メトトレキサート ファイザー558 50mg1瓶 2,704.00

診療科限定37927 メソトレキセート点滴静注液200mg/8 メトトレキサート ファイザー559 200mg8mL1瓶 9,323.00

診療科限定37928 メソトレキセート点滴静注液1000mg/ メトトレキサート ファイザー560 1,000mg40mL
1瓶

41,081.00

フルオロウラシル系製剤          薬効細分類 4223

代謝拮抗薬（ピリミジン拮抗薬）§
診療科限定36549 5-ＦＵ注1000mg/20mL フルオロウラシル 協和発酵キリン561 1,000mg1瓶 1,267.00

診療科限定36550 5-ＦＵ注250mg/5mL フルオロウラシル 協和発酵キリン562 250mg1瓶 337.00

シトシン系製剤                  薬効細分類 4224

代謝拮抗薬（ピリミジン拮抗薬）§
診療科限定32140 キロサイド注20mg/1mL シタラビン 日本新薬563 20mg1管 385.00

診療科限定32141 キロサイド注60mg/3mL シタラビン 日本新薬564 60mg1管 1,073.00

診療科限定32142 キロサイド注200mg/10mL シタラビン 日本新薬565 200mg1管 2,879.00

診療科限定32145 キロサイドＮ注1g/50mL シタラビン 日本新薬566 1g1瓶 10,701.00

診療科限定33379 ジェムザール注200mg ゲムシタビン塩酸塩 リリー567 200mg1瓶 3,284.00

診療科限定33381 ジェムザール注1g ゲムシタビン塩酸塩 リリー568 1g1瓶 15,416.00
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その他の代謝拮抗剤              薬効細分類 4229

代謝拮抗薬（プリン拮抗薬）§
診療科限定36848 フルダラ静注用50mg フルダラビンリン酸エステル サノフィ569 50mg1瓶 34,252.00

代謝拮抗薬（葉酸拮抗薬）§
診療科限定30227 アリムタ注射用100mg ペメトレキセドナトリウム水和物 リリー570 100mg1瓶 44,248.00

診療科限定30228 アリムタ注射用500mg ペメトレキセドナトリウム水和物 リリー571 500mg1瓶 185,374.00

抗腫瘍性抗生物質剤423薬効小分類

マイトマイシンＣ製剤            薬効細分類 4231

抗腫瘍性抗生物質製剤（マイトマイシンC）§
正規採用37611 マイトマイシン注用2mg マイトマイシンＣ 協和発酵キリン572 2mg1瓶 440.00

アクチノマイシンＤ製剤          薬効細分類 4233

抗腫瘍性抗生物質製剤（アクチノマイシンD）§
診療科限定32900 コスメゲン静注用0.5ｍg アクチノマイシンＤ ノーベル573 0.5mg1瓶 2,226.00

ブレオマイシン系製剤            薬効細分類 4234

抗腫瘍性抗生物質製剤（ブレオマイシン系）§
正規採用36870 ブレオ注射用5ｍg ブレオマイシン塩酸塩 日本化薬574 5mg1瓶 1,778.00

診療科限定37215 ペプレオ注射用5ｍg ペプロマイシン硫酸塩 日本化薬575 5mg1瓶 3,916.00

アントラサイクリン系抗生物質製剤薬効細分類 4235

抗腫瘍性抗生物質製剤（アントラサイクリン系）§
正規採用30065 アクラシノン注射用20ｍg アクラルビシン塩酸塩 マイクロバイオ・

アステラス
576 20mg1瓶 3,315.00

診療科限定30152 アドリアシン注10mg ドキソルビシン塩酸塩 協和発酵キリン577 10mg1瓶 1,856.00

診療科限定30153 アドリアシン注用50mg ドキソルビシン塩酸塩 協和発酵キリン578 50mg1瓶 8,322.00

正規採用30645 イダマイシン静注用5mg イダルビシン塩酸塩 ファイザー579 5mg1瓶 12,753.00

診療科限定31841 カルセド注射用20mg アムルビシン塩酸塩 大日本住友・日
本化薬

580 20mg1瓶 7,904.00

正規採用34390 ダウノマイシン静注用20mg ダウノルビシン塩酸塩 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ581 20mg1瓶 1,631.00

正規採用36305 ピノルビン注射用20ｍg ピラルビシン マイクロバイオ・
日本化薬

582 20mg1瓶 11,841.00

診療科限定36555 ファルモルビシン注射用10mg エピルビシン塩酸塩 ファイザー583 10mg1瓶 4,329.00

診療科限定36561 ファルモルビシン注射用50mg エピルビシン塩酸塩 ファイザー584 50mg1瓶 19,153.00

抗腫瘍性抗生物質製剤（アントラサイクリン系：PEG化リポソーム製剤）§
診療科限定35089 ドキシル注20mg/10mL ドキソルビシン塩酸塩 ヤンセン585 20mg10mL1瓶 99,301.00

その他の抗腫瘍性抗生物質製剤    薬効細分類 4239

分子標的治療薬（抗腫瘍性抗生物質結合抗CD33ヒト化抗体）§
診療科限定37618 マイロターグ点滴静注用5mg ｹﾞﾑﾂｽﾞﾏﾌﾞｵｿﾞｶﾞﾏｲｼﾝ（遺伝 ファイザー586 5mg1瓶 247,984.00

抗腫瘍性植物成分製剤424薬効小分類

抗腫瘍性植物成分製剤その他      薬効細分類 4240

DNAトポイソメラーゼ阻害薬（トポイソメラーゼⅠ阻害薬）§
診療科限定35133 トポテシン点滴静注100mg/5mL イリノテカン塩酸塩 第一三共587 100mg5mL1瓶 10,415.00

診療科限定35134 トポテシン点滴静注40mg/2mL イリノテカン塩酸塩 第一三共588 40mg2mL1瓶 4,576.00

診療科限定35700 ハイカムチン注射用1.1mg ノギテカン塩酸塩 日本化薬589 1.1mg1瓶 8,610.00

DNAトポイソメラーゼ阻害薬（トポイソメラーゼII阻害薬）§
診療科限定31269 エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 エトポシド サンド590 100mg5mL1瓶 3,100.00

微小管阻害薬（タキサン）§
診療科限定30214 アブラキサン点滴静注用100mg ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ(ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁型) 大鵬薬品591 100mg1瓶 49,103.00

診療科限定33387 ジェブタナ点滴静注60mg カバジタキセル　アセトン付加物 サノフィ592 60mg1.5mL1
瓶(溶解液付)

593,069.00

診療科限定35096 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ﾆﾌ ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ水和物（ｴﾀﾉｰﾙﾌﾘｰ） ニプロ・日本化
薬

593 20mg1mL1瓶 8,527.00

診療科限定35097 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ﾆﾌ ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ水和物（ｴﾀﾉｰﾙﾌﾘｰ） ニプロ・日本化
薬

594 80mg4mL1瓶 29,802.00

診療科限定35805 パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 パクリタキセル 日本化薬595 30mg5mL1瓶 5,391.00

診療科限定35806 パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK パクリタキセル 日本化薬596 100mg16.7mL
1瓶

15,534.00

微小管阻害薬（ビンカアルカロイド）§
診療科限定31200 エクザール注10mg ビンブラスチン硫酸塩 日本化薬597 10mg1瓶 2,921.00

診療科限定31671 オンコビン注1mg ビンクリスチン硫酸塩 日本化薬598 1mg1瓶 2,826.00

診療科限定35338 ナベルビン注10mg/1mL ビノレルビン酒石酸塩 協和発酵キリン599 10mg1mL1瓶 4,954.00

診療科限定35339 ナベルビン注40mg/4mL ビノレルビン酒石酸塩 協和発酵キリン600 40mg4mL1瓶 17,662.00
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診療科限定36606 フィルデシン注射用1mg ビンデシン硫酸塩 塩野義・日医工601 1mg1瓶 4,623.00

その他の腫瘍用薬429薬効小分類

その他の抗悪性腫瘍用剤          薬効細分類 4291

アルキル化薬§
診療科限定38340 ヨンデリス点滴静注用0.25mg トラベクテジン 大鵬薬品602 0.25mg1瓶 48,688.00

診療科限定38341 ヨンデリス点滴静注用1mg トラベクテジン 大鵬薬品603 1mg1瓶 195,216.00

ホルモン製剤（抗エストロゲン薬）§
正規採用36612 フェソロデックス筋注250mg/5mL フルベストラント アストラゼネカ604 250mg5mL1筒 50,792.00

肝細胞癌経皮的エタノール注入療法用剤§
正規採用37851 無水エタノール注「ﾌｿｰ」5mL 無水エタノール 扶桑605 5mL1管

抗悪性腫瘍剤 ヒト化抗ヒトPD-1モノクローナル抗体§
診療科限定32004 キイトルーダ点滴静注20mg ペムブロリズマブ ＭＳＤ606 20mg0.8mL1

瓶
84,488.00

診療科限定32005 キイトルーダ点滴静注100mg ペムブロリズマブ ＭＳＤ607 100mg4mL1瓶 410,541.00

抗腫瘍性抗生物質（アントラサイクリン系）§
正規採用35614 ノバントロン注10mg/5mL ミトキサントロン塩酸塩「 あすか製薬・武

田
608 10mg5mL1瓶 21,125.00

再発・難治性急性前骨髄球性白血病治療剤§
診療科限定35185 トリセノックス注10mg/10mL 三酸化砒素 日本新薬609 10mg1管 34,268.00

代謝拮抗薬（アスパラギン代謝拮抗薬）§
診療科限定38990 ロイナーゼ注5000単位 Ｌ－アスパラギナーゼ 協和発酵キリン610 5,000K単位1

瓶
2,200.00

代謝拮抗薬（プリン拮抗薬）§
診療科限定38985 ロイスタチン注8mg/8mL クラドリビン ヤンセン611 8mg8mL1瓶 86,505.00

白金製剤§
診療科限定30066 アクプラ静注用10mg ネダプラチン 塩野義・日医工612 10mg1瓶 5,152.00

診療科限定30068 アクプラ静注用100mg ネダプラチン 塩野義・日医工613 100mg1瓶 44,936.00

診療科限定31348 エルプラット点滴静注液50ｍg/10mL オキサリプラチン ヤクルト614 50mg10mL1瓶 27,923.00

診療科限定31349 エルプラット点滴静注液100ｍg/20m オキサリプラチン ヤクルト615 100mg20mL1
瓶

51,378.00

診療科限定31886 カルボプラチン点滴静注液50mg「ｻﾜ カルボプラチン 沢井616 50mg5mL1瓶 3,213.00

診療科限定31887 カルボプラチン点滴静注液150mg「ｻ カルボプラチン 沢井617 150mg15mL1
瓶

7,786.00

診療科限定31888 カルボプラチン点滴静注液450mg「ｻ カルボプラチン 沢井618 450mg45mL1
瓶

19,316.00

診療科限定33412 シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」50ｍg/ シスプラチン 日医工ファー
マ・ヤクルト

619 50mg100mL1
瓶

4,603.00

診療科限定38450 ランダ注10ｍg/20mL シスプラチン 日本化薬620 10mg20mL1瓶 2,563.00

白金製剤（肝細胞癌動注療法用剤）§
診療科限定30034 動注用アイエーコール50mg シスプラチン 日本化薬621 50mg1瓶 47,328.00

診療科限定37816 ミリプラ動注用70mg ミリプラチン水和物 大日本住友622 70mg1瓶 47,955.00

微小管阻害薬（チューブリン重合阻害薬）§
診療科限定35862 ハラヴェン静注1mg/2mL エリブリンメシル酸塩 エーザイ623 1mg2mL1瓶 65,901.00

分子標的治療薬（mTOR阻害薬）§
診療科限定35187 トーリセル点滴静注液25mg テムシロリムス ファイザー624 25mg1mL1瓶

(希釈液付)
136,713.00

分子標的治療薬（ヒト化抗CD52モノクローナル抗体）§
診療科限定37679 マブキャンパス点滴静注30mg アレムツズマブ（遺伝子組換え） サノフィ625 30mg1mL1瓶 89,254.00

分子標的治療薬（ヒト化抗SLAMF7モノクローナル抗体）§
診療科限定31324 エムプリシティ点滴静注用300mg エロツズマブ ＢＭＳ626 300mg1瓶 160,696.00

診療科限定31325 エムプリシティ点滴静注用400mg エロツズマブ ＢＭＳ627 400mg1瓶 209,587.00

分子標的治療薬（ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体）§
診療科限定31631 オプジーボ点滴静注20mg ニボルマブ（遺伝子組換え） 小野628 20mg2mL1瓶 75,100.00

診療科限定31632 オプジーボ点滴静注100mg ニボルマブ（遺伝子組換え） 小野629 100mg10mL1
瓶

364,925.00

分子標的治療薬（抗CCR4ヒト化抗体）§
診療科限定37485 ポテリジオ点滴静注20mg/5mL モガムリズマブ（遺伝子組換え） 協和発酵キリン630 20mg5mL1瓶 168,106.00

分子標的治療薬（抗CD20キメラ抗体）§
診療科限定38471 リツキサン注10mg/mL（10mL） リツキシマブ（遺伝子組換え） 全薬・中外631 100mg10mL1

瓶
43,641.00

診療科限定38472 リツキサン注10mg/mL（50mL） リツキシマブ（遺伝子組換え） 全薬・中外632 500mg50mL1
瓶

213,815.00

分子標的治療薬（抗EGFR（上皮成長因子受容体）キメラ抗体）§
診療科限定30176 アービタックス注射液100ｍg セツキシマブ (遺伝子組換え) メルクセローノ633 100mg20mL1

瓶
36,920.00

分子標的治療薬（抗EGFR（上皮成長因子受容体）ヒト化抗体）§
診療科限定37094 ベクティビックス点滴静注用100mg/5 パニツムマブ（遺伝子組換え） 武田634 100mg5mL1瓶 77,726.00
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分子標的治療薬（抗HER2（ErbB2)ヒト化抗体）§
正規採用35831 ハーセプチン注射用150mg トラスツズマブ（遺伝子組換え） 中外635 150mg1瓶(溶

解液付)
57,289.00

診療科限定35833 パージェタ点滴静注420mg/14mL ペルツズマブ（遺伝子組換え） 中外636 420mg14mL1
瓶

238,491.00

分子標的治療薬（抗HER2（ErbB2)抗体チューブリン重合阻害剤複合体）§
診療科限定31803 カドサイラ点滴静注用100mg ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ ｴﾑﾀﾝｼﾝ（遺伝子 中外637 100mg1瓶 235,108.00

診療科限定31804 カドサイラ点滴静注用160mg ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ ｴﾑﾀﾝｼﾝ（遺伝子 中外638 160mg1瓶 373,945.00

分子標的治療薬（抗VEGF（血管内皮細胞増殖因子）ヒト化抗体）§
診療科限定30182 アバスチン点滴静注用100mg/4mL ベバシズマブ（遺伝子組換え） 中外639 100mg4mL1瓶 41,738.00

診療科限定30183 アバスチン点滴静注用400mg/16mL ベバシズマブ（遺伝子組換え） 中外640 400mg16mL1
瓶

158,942.00

分子標的治療薬（抗VEGF-2（血管内皮細胞増殖因子）ヒト化抗体）§
診療科限定33232 サイラムザ点滴静注液100mg ラムシルマブ（遺伝子組換え） リリー641 100mg10mL1

瓶
75,265.00

診療科限定33233 サイラムザ点滴静注液500mg ラムシルマブ（遺伝子組換え） リリー642 500mg50mL1
瓶

355,450.00

分子標的治療薬（微小管阻害薬結合抗CD30モノクローナル抗体）§
診療科限定30128 アドセトリス点滴静注用50mg ﾌﾞﾚﾝﾂｷｼﾏﾌﾞ　ﾍﾞﾄﾞﾁﾝ（遺伝子 武田643 50mg1瓶 465,701.00

分子標的薬(ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体)§
診療科限定38140 ヤーボイ点滴静注液50mg イピリムマブ（遺伝子組換え） ＢＭＳ644 50mg10mL1瓶 485,342.00

放射性医薬品・抗悪性腫瘍剤§
診療科限定34124 ゾーフィゴ静注 塩化ラジウム バイエル645 1回分 684,930.00

放射性免疫療法薬（放射標識抗CD20モノクローナル抗体）§
診療科限定33761 ゼヴァリン イットリウム（90Y）静注用セ ｲﾌﾞﾘﾂﾓﾏﾌﾞ ﾁｳｷｾﾀﾝ（遺伝子 ムンディファー

マ・富士フイル
646 1セット 2,604,870.00

他に分類されない腫瘍用薬        薬効細分類 4299

悪性胸水再貯留抑制薬§
診療科限定38269 ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g 滅菌調整タルク ノーベル647 4g1瓶 7,105.00

光線力学的療法用薬§
正規採用38799 注射用レザフィリン100mg タラポルフィンナトリウム ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ648 100mg1瓶 387,208.00

非特異的免疫賦活薬§
正規採用36155 ピシバニール注射用5KE 抗悪性腫瘍溶連菌製剤(OK-4 中外649 5KE1瓶(溶解

液付)
6,961.00

430薬効小分類

放射性医薬品                    薬効細分類 4300

ソマトスタチン受容体シンチグラフィ用§
診療科限定31578 オクトレオスキャン静注用セット 塩化ｲﾝｼﾞｳﾑ（111In）/ﾍﾟﾝﾃﾄﾚ 富士フイルムＲＩ650 1セット 115,464.00

ドパミントランスポーター用§
正規採用39842 ダットスキャン静注 イオフルパン（123I） メジフィジックス651 167MBq1筒 56,636.00

悪性腫瘍・炎症性疾患の診断§
正規採用32200 クエン酸ガリウム(67Ｇａ)注ＮＭＰ クエン酸ガリウム(67Ｇa) メジフィジックス652 10MBq 2,966.00

悪性腫瘍骨転移部位の疼痛緩和目的内照射薬§
正規採用39860 メタストロン注 塩化ストロンチウム（89Sr） ＧＥＨ・メジフィ

ジックス,日本化
653 10MBq 23,327.00

心筋シンチグラフィ用§
正規採用37605 マイオビュー注シリンジ テトロホスミンテクネチウム(99m メジフィジックス654 296MBq1筒 23,795.00

心筋血流/副甲状腺シンチグラフィ用§
正規採用31802 カーディオライト注射液 第一（740MB ﾍｷｻｷｽ（2-ﾒﾄｷｼｲｿﾌﾞﾁﾙｲｿ 富士フイルムＲＩ655 740MBq1筒 50,115.00

放射性免疫療法薬（放射標識抗CD20モノクローナル抗体）§
診療科限定33760 ゼヴァリン インジウム（111In）静注用セ ｲﾌﾞﾘﾂﾓﾏﾌﾞ ﾁｳｷｾﾀﾝ（遺伝子 ムンディファー

マ・富士フイル
656 1セット 1,838,270.00

抗ヒスタミン剤441薬効小分類

その他の抗ヒスタミン剤          薬効細分類 4419

抗ヒスタミン（H1受容体拮抗）薬(第一世代：プロピルアミン系）§
正規採用37493 ポララミン注5mg/1mL クロルフェニラミンマレイン酸塩 高田657 0.5%1mL1管 58.00

正規採用37493 ポララミン注5mg/1mL d-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 高田658 0.5%1mL1管 58.00
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その他のアレルギー用薬449薬効小分類

その他のアレルギー用薬          薬効細分類 4490

アレルギー性疾患の診断，特異的減感作療法剤§
正規採用30292 治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」ﾊｳ ハウスダスト1:10 鳥居659 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30293 治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」ﾊｳ ハウスダスト1:100 鳥居660 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30294 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ治療用ｱﾚﾙ ハウスダスト1:1,000 鳥居661 2mL1瓶 4,320.00

気管支喘息・アレルギー性鼻炎の特異的減感作療法薬§
正規採用30315 治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」ﾌﾞﾀ ブタクサ花粉1:1,000 鳥居662 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30316 治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」ﾌﾞﾀ ブタクサ花粉1:10,000 鳥居663 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30317 治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」ﾌﾞﾀ ブタクサ花粉1:100 鳥居664 2mL1瓶 4,320.00

気管支喘息の特異的減感作療法薬§
正規採用30303 治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」ｱｶ アカマツ花粉1:100 鳥居665 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30304 治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」ｱｽ 原菌（アスペルギルス）1:1,000 鳥居666 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30305 治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」ｱﾙ 原菌（アルテルナリア）1:1,000 鳥居667 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30306 治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」ｶﾝ 原菌（カンジダ）ﾞ1:1,000 鳥居668 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30307 治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」ｶﾝ 原菌（カンジダ）1:1,000,000 鳥居669 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30308 治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」ｶﾝ 原菌（カンジダ）1:10,000 鳥居670 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30309 治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」ｶﾝ 原菌（カンジダ）1:100,000 鳥居671 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30312 治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」ｸﾗﾄ 原菌（クラドスポリウム）1:1,000 鳥居672 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30313 治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」ｿﾊﾞ ソバ粉1：10 鳥居673 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30314 治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」ｿﾊﾞ ソバ粉1：100 鳥居674 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30318 治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」ﾍﾟﾆ 原菌（ペニシリウム）1:1,000 鳥居675 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30319 治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」ﾎｳ ホウレン草花粉1:100 鳥居676 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30323 治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」綿1 綿1：100 鳥居677 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30324 治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」ｱｶ アカマツ花粉1:1,000 鳥居678 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30325 治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」ｱｶ アカマツ花粉1:10,000 鳥居679 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30326 治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」ｷﾇ キヌ1:10 鳥居680 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30327 治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」綿1 綿1：1,000 鳥居681 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30328 治療用ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」綿1 綿1：10 鳥居682 2mL1瓶 4,320.00

主としてグラム陽性菌に作用するもの611薬効小分類

ペニシリン系抗生物質製剤；天然ペ薬効細分類 6111

ペニシリン系抗生物質§
正規採用37181 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 ﾍﾞﾝｼﾞﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝｶﾘｳﾑ(PCG) ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ683 100万単位1瓶 317.00

リンコマイシン系抗生物質製剤    薬効細分類 6112

リンコマイシン系抗生物質§
正規採用32337 クリンダマイシンリン酸エステル注600 ｸﾘﾝﾀﾞﾏｼｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ(CLDM 富士製薬・富士

フイルムファー
684 600mg1管 238.00

バンコマイシン製剤              薬効細分類 6113

グリコペプチド系抗生物質§
正規採用35942 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g バンコマイシン塩酸塩(VCM) 小林化工・Ｍｅｉｊ

ｉＳｅｉｋａ
685 0.5g1瓶 971.00

その他の主としてグラム陽性菌に作薬効細分類 6119

アミノグリコシド系抗生物質（抗ＭＲＳＡ）§
正規採用35844 ハベカシン注射液25mg/0.5mL アルベカシン硫酸塩(ABK) ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ686 25mg0.5mL1

管
2,215.00

正規採用35846 ハベカシン注射液200mg/4mL アルベカシン硫酸塩(ABK) ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ687 200mg4mL1管 5,645.00

グリコペプチド系抗生物質§
正規採用34805 テイコプラニン点滴静注用200mg「日 テイコプラニン(TEIC) 日医工688 200mg1瓶 2,686.00

環状リポペプチド系抗生物質§
正規採用32099 キュビシン静注用350mg ダプトマイシン(DAP) ＭＳＤ689 350mg1瓶 13,530.00

主としてグラム陰性菌に作用するもの612薬効小分類

モノバクタム系抗生物質製剤      薬効細分類 6122

モノバクタム系抗生物質§
正規採用30075 アザクタム注射用0.5g アズトレオナム(AZT) エーザイ690 500mg1瓶 907.00
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アミノ糖系抗生物質製剤          薬効細分類 6123

アミノグリコシド系抗生物質（抗緑膿菌作用（+））§
正規採用30212 アミカマイシン注射液100mg アミカシン硫酸塩(AMK) ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ691 100mg1管 262.00

正規採用35108 トブラシン注90mg1.5mL トブラマイシン(TOB) 東和薬品・ジェ
イドルフ

692 90mg1管 596.00

正規採用38501 アミカシン硫酸塩注射用200ｍg「日医 アミカシン硫酸塩(AMK) 日医工693 200mg1瓶 599.00

コリスチン製剤                  薬効細分類 6125

ポリペプチド系抗生物質§
診療科限定31636 オルドレブ点滴静注用150mg ｺﾘｽﾁﾝﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ（ﾎﾟ ＧＳＫ694 150mg1瓶 8,261.00

その他の主としてグラム陰性菌に作薬効細分類 6129

グリシルサイクリン系抗生物質§
診療科限定34373 タイガシル点滴静注用50mg チゲサイクリン ファイザー695 50mg1瓶 12,536.00

主としてグラム陽性グラム陰性菌に作用するもの613薬効小分類

ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペ薬効細分類 6131

広範囲ペニシリン系抗生物質§
正規採用36100 ビクシリン注射用1g ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物(ABPC) ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ696 1g1瓶 353.00

広範囲ペニシリン系抗生物質（抗緑膿菌作用（+））§
正規採用36308 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(PIPC) 沢井697 1g1瓶 406.00

正規採用36309 ピペラシリンナトリウム点滴静注用ﾊﾞｯｸ ピペラシリンナトリウム(PIPC) ニプロ698 2g1キット(生理
食塩液100mL

603.00

セフェム系抗生物質製剤          薬効細分類 6132

セフェム系抗生物質(第一世代）§
正規採用33837 セファゾリンNa注射用１g「NP」 セファゾリンナトリウム(CEZ) ニプロ699 1g1瓶 119.00

正規採用33838 セファゾリンＮａ点滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞ「 セファゾリンナトリウム(CEZ) 大塚工場・大塚
製薬

700 1g1キット(生理
食塩液100mL

555.00

正規採用33863 セファメジンα注射用0.25g セファゾリンナトリウム(CEZ) アステラス701 250mg1瓶 202.00

セフェム系抗生物質（第三世代）§
正規採用33852 セフトリアキソンナトリウム点滴用1 gバ セフトリアキソンナトリウム ニプロ・サンド,日

医工
702 1g1キット(生理

食塩液100mL
723.00

正規採用33883 セフォタックス注射用1g ｾﾌｫﾀｷｼﾑﾅﾄﾘｳﾑ(CPZ) 日医工サノ
フィ・日医工

703 1g1瓶 745.00

正規採用33897 セフタジジム静注用0.5g「ｻﾜｲ」 セフタジジム水和物(CAZ) 沢井704 500mg1瓶 375.00

正規採用33898 セフタジジム静注用1g「ｻﾜｲ」 セフタジジム水和物(CAZ) ＧＳＫ705 1g1瓶 1,013.00

正規採用33899 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日 セフトリアキソンナトリウム 日医工706 1g1瓶 289.00

セフェム系抗生物質(第四世代）§
正規採用34553 注射用マキシピーム1g ｾﾌｪﾋﾟﾑ塩酸塩水和物(CFPM) ＢＭＳ707 1g1瓶 804.00

正規採用36548 ファーストシン静注用1gバッグS セフォゾプラン塩酸塩(CZOP) 武田テバ薬品・
武田

708 1g1キット(生理
食塩液100mL

1,697.00

正規採用36552 ファーストシン静注用1g セフォゾプラン塩酸塩(CZOP) 武田テバ薬品・
武田

709 1g1瓶 1,332.00

セフェム系抗生物質(第二世代）§
正規採用33889 セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gﾊﾞ セフォチアム塩酸塩(CTM) ニプロ710 1g1キット(生理

食塩液100mL
605.00

正規採用33891 セフメタゾン静注用0.5g ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ(CMZ) 第一三共711 500mg1瓶 383.00

正規採用33892 セフォチアム塩酸塩静注用0.5ｇ「NP」 セフォチアム塩酸塩(CTM) ニプロ712 500mg1瓶 251.00

正規採用33896 セフメタゾールﾅﾄﾘｳﾑ点滴静注用ﾊﾞｯ ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ(CMZ) ニプロ713 1g1キット(生理
食塩液100mL

571.00

オキサセフェム系抗生物質製剤    薬効細分類 6133

セフェム系抗生物質(第二世代）§
正規採用36860 フルマリン静注用0.5g フロモキセフナトリウム(FMOX) 塩野義714 500mg1瓶 905.00

正規採用36863 フルマリンキット静注用1g フロモキセフナトリウム(FMOX) 塩野義715 1g1キット(生理
食塩液100mL

1,587.00

アミノ糖系抗生物質製剤          薬効細分類 6134

アミノグリコシド系抗生物質（抗緑膿菌作用（+））§
正規採用32760 ゲンタシン注60mg/1.5mL ゲンタマイシン硫酸塩(GM) ＭＳＤ716 60mg1管 301.00

ホスホマイシン製剤              薬効細分類 6135

ホスホマイシン系抗生物質§
正規採用37417 ホスミシンＳ静注用1g ﾎｽﾎﾏｲｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ(FOM) ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ717 1g1瓶 576.00

正規採用37419 ホスミシンＳバック2g点滴静注用 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ(FOM) ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ718 2g1キット(5%ブ
ドウ糖注射液

1,159.00

その他の主としてグラム陽性・陰性薬効細分類 6139

β -ラクタマーゼ阻害薬配合抗生物質§
正規採用33623 ワイスタール配合静注用0.5 g セフォペラゾンナトリウム・スルバ ニプロ719 (500mg)1瓶 301.00

正規採用33625 スルバシリン静注用1.5g ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ/ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ720 (1.5g)1瓶 335.00

25/33 ページ



正規採用34049 ゾシン静注用2.25 ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ/ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝﾅ 大鵬薬品・大正
富山

721 (2.25g)1瓶 1,446.00

正規採用34050 ゾシン静注用4.5 ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ/ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝﾅ 大鵬薬品・大正
富山

722 (4.5g)1瓶 2,145.00

正規採用38267 ユナシン-Ｓキット静注用3g ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ/ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄ ファイザー723 (3g)1キット(生
理食塩液

1,581.00

正規採用39050 ワイスタール配合点滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞ ｾﾌｫﾍﾟﾗｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ/ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑ ニプロ724 (1g)1キット(生
理食塩液

616.00

カルバペネム系抗生物質§
正規採用31638 オメガシン点滴用0.3g ビアペネム(BIPM) ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ725 300mg1瓶 1,821.00

正規採用31866 カルベニン点滴用0.5g ﾊﾟﾆﾍﾟﾈﾑ/ﾍﾞﾀﾐﾌﾟﾛﾝ(PAPM/B 第一三共726 500mg1瓶 1,421.00

正規採用34480 チエナム点滴静注用0.25g ｲﾐﾍﾟﾈﾑ/ｼﾗｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ(IPM ＭＳＤ727 250mg1瓶 905.00

正規採用34481 チエナム点滴静注用0.5g ｲﾐﾍﾟﾈﾑ/ｼﾗｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ(IPM ＭＳＤ728 500mg1瓶 1,347.00

正規採用36585 フィニバックス点滴静注用0.25g ドリペネム水和物(DRPM) 塩野義729 250mg1瓶 1,165.00

正規採用36586 フィニバックス点滴静注用0.5g ドリペネム水和物(DRPM) 塩野義730 500mg1瓶 1,625.00

正規採用37985 メロペン点滴用バイアル0.5g メロペネム水和物(MEPM) 大日本住友731 500mg1瓶 1,044.00

主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの614薬効小分類

その他の主としてグラム陽性菌，マ薬効細分類 6149

マクロライド系抗生物質（15員環薬）§
正規採用33414 ジスロマック点滴静注用500mg アジスロマイシン水和物(AZM) ファイザー732 500mg1瓶 2,535.00

主としてグラム陽性、陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用615薬効小分類

テトラサイクリン系抗生物質製剤  薬効細分類 6152

テトラサイクリン系抗生物質§
正規採用37801 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100m ミノサイクリン塩酸塩(MINO) 日医工733 100mg1瓶 139.00

主として抗酸菌に作用するもの616薬効小分類

ストレプトマイシン系抗生物質製剤薬効細分類 6161

アミノグリコシド系抗生物質（抗結核菌作用（+））§
正規採用38520 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ硫酸塩(SM) ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ734 1g1瓶 389.00

主としてカビに作用するもの617薬効小分類

アムホテリシンＢ製剤            薬効細分類 6173

深在性抗真菌薬（ポリエンマクロライド系）§
正規採用36570 ファンギゾン注射用50mg アムホテリシンＢ(AMPH-B) ＢＭＳ735 50mg1瓶 1,004.00

深在性抗真菌薬（ポリエンマクロライド系：リポソーム製剤）§
正規採用30450 アムビゾーム点滴静注用50mg アムホテリシンB(AMPH-B) 大日本住友736 50mg1瓶 9,811.00

その他の主としてカビに作用するも薬効細分類 6179

深在性・表在性抗真菌薬（トリアゾール系）§
正規採用36590 ブイフェンド200mg静注用 ボリコナゾール(VRCZ) ファイザー737 200mg1瓶 11,987.00

深在性抗真菌薬（キャンディン系）§
正規採用31896 カンサイダス点滴静注用50mg カスポファンギン酢酸塩(CPFG) ＭＳＤ738 50mg1瓶 16,941.00

正規採用31897 カンサイダス点滴静注用70mg カスポファンギン酢酸塩(CPFG) ＭＳＤ739 70mg1瓶 22,961.00

正規採用36567 ファンガード点滴用50mg ミカファンギンナトリウム(MCFG) アステラス740 50mg1瓶 6,711.00

抗結核剤622薬効小分類

イソニアジド製剤                薬効細分類 6222

抗結核薬§
正規採用30570 イスコチン注100mg/2mL イソニアジド(INH) 第一三共741 100mg1管 92.00

合成抗菌剤624薬効小分類

ビリドンカルボン酸系製剤        薬効細分類 6241

ニューキノロン系抗菌薬§
正規採用32211 クラビット点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ500mg/100 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物(LVFX) 第一三共742 500mg100mL

1キット
5,417.00

正規採用33441 シプロキサン注400mg/200mL シプロフロキサシン(CPFX) バイエル・富士
フイルムファー

743 200mg100mL
1袋

1,902.00

正規採用35817 パシル点滴静注液500mg/100mL ﾊﾟｽﾞﾌﾛｷｻｼﾝﾒｼﾙ酸塩(PZFX) 富山化学・大正
富山

744 500mg100mL
1キット

1,891.00
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その他の合成抗菌剤              薬効細分類 6249

オキサゾリジノン系抗菌薬§
正規採用33205 ザイボックス注600mg/300mL リネゾリド(LZD) ファイザー745 600mg300mL

1袋
14,997.00

抗ウイルス剤625薬効小分類

抗ウイルス剤                    薬効細分類 6250

抗RSウイルスヒト化抗体§
正規採用33421 シナジス筋注液50mg パリビズマブ（遺伝子組換え） アッヴィ746 50mg0.5mL1

瓶
79,014.00

抗インフルエンザウイルス薬§
正規採用38429 ラピアクタ点滴静注液ﾊﾞｲｱﾙ150mg/ ペラミビル水和物 塩野義747 150mg15mL1

瓶
3,338.00

抗サイトメガロウイルス（CMV）薬§
正規採用34922 デノシン点滴静注用500mg ガンシクロビル（GCV) 田辺三菱748 500mg1瓶 12,079.00

正規採用37400 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL ﾎｽｶﾙﾈｯﾄﾅﾄﾘｳﾑ水和物 クリニジェン749 6g250mL1瓶 7,023.00

抗ヘルペスウイルス薬§
正規採用30078 アシクロビル点滴静注用250mg「サワ アシクロビル 沢井750 250mg1瓶 600.00

その他の化学療法剤629薬効小分類

その他の化学療法剤              薬効細分類 6290

深在性・表在性抗真菌薬（イミダゾール系）§
院内製剤原料37015 フロリードＦ注200mg/20mL ミコナゾール(MCZ) 持田751 1%20mL1管 1,758.00

深在性・表在性抗真菌薬（トリアゾール系）§
正規採用30644 イトリゾール注１％（200ｍg/20mL） イトラコナゾール(ITCZ) ヤンセン752 1%20mL1管

(溶解液付)
14,443.00

深在性真菌薬（トリアゾール系）§
正規採用36942 プロジフ静注液100mg/1.25mL ホスフルコナゾール(F-FLCZ) ファイザー753 8%1.25mL1瓶 5,405.00

正規採用36943 プロジフ静注液400mg/5mL ホスフルコナゾール(F-FLCZ) ファイザー754 8%5mL1瓶 18,958.00

ワクチン類631薬効小分類

細菌ワクチン類                  薬効細分類 6311

不活化ワクチン(Hib：インフルエンザ菌b型）§
診療科限定30069 アクトヒブ10µg 破傷風ﾄｷｿｲﾄﾞ結合ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ サノフィ・第一

三共
755 10μg1瓶(溶

解液付)

不活化ワクチン(肺炎球菌）§
正規採用35372 ニューモバックスＮＰ注0.5mL 肺炎球菌ワクチン756 0.5mL1瓶 4,666.00

診療科限定36912 プレベナー13水性懸濁注0.5mL 沈降13価肺炎球菌結合型ﾜｸ ファイザー757 0.5mL1キット

ウイルスワクチン類              薬効細分類 6313

弱毒生ワクチン(おたふくかぜ)§
正規採用31916 おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三 乾燥弱毒生おたふくかぜﾜｸﾁﾝ 北里第一三共

ワクチン・第一
758 一人分1瓶(溶

解液付)

弱毒生ワクチン(水痘)§
正規採用31920 乾燥弱毒生水痘ワクチン｢ﾋﾞｹﾝ｣ 乾燥弱毒生水痘ワクチン 阪大微研・田辺

三菱,武田
759 一人分1瓶(溶

解液付)

弱毒生ワクチン(風しん)§
診療科限定31894 乾燥弱毒生風しんワクチン｢北里第一 乾燥弱毒生風しんワクチン 北里第一三共

ワクチン・第一
760 一人分1瓶(溶

解液付)

弱毒生ワクチン(麻しん)§
診療科限定31892 乾燥弱毒生麻しんワクチン「ﾋﾞｹﾝCAM 乾燥弱毒生麻しんワクチン 阪大微研・田辺

三菱
761 一人分1瓶(溶

解液付)

不活化ワクチン(Ｂ型肝炎）§
正規採用37218 ヘプタバックス－II10µg/0.5mL 組換え沈降Ｂ型肝炎ﾜｸﾁﾝ（酵 ＭＳＤ762 0.5mL1瓶 2,390.00

不活化ワクチン(狂犬病）§
正規採用32104 組織培養不活化狂犬病ワクチン 乾燥組織培養不活化狂犬病ﾜ763 1瓶(溶解液付) 11,316.00

不活化ワクチン(子宮頸がん)§
診療科限定31794 ガーダシル水性懸濁筋注ｼﾘﾝｼﾞ0.5m 組換え沈降4価ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｲﾙ ＭＳＤ764 0.5mL1キット

不活化ワクチン(日本脳炎）§
診療科限定33383 ジェービックＶ「日本脳炎ワクチン」 乾燥細胞培養日本脳炎ﾜｸﾁﾝ 阪大微研・田辺

三菱,武田
765 一人分1瓶(溶

解液付)
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毒素及びトキソイド類632薬効小分類

トキソイド類                    薬効細分類 6322

破傷風トキソイド§
正規採用34582 沈降破傷風トキソイドキット「ﾀｹﾀﾞ」 沈降破傷風トキソイド 武田766 0.5mL1筒 615.00

抗毒素及び抗レプトスピラ血清類633薬効小分類

抗毒素類                        薬効細分類 6331

ガスえそ治療薬§
正規採用31780 ガスえそウマ抗毒素5000単位 ガスえそウマ抗毒素 化血研767 各5,000単位

入1瓶(溶解液
217,310.00

ジフテリア治療薬§
正規採用33425 乾燥ジフテリア抗毒素"化血研" 乾燥ジフテリアウマ抗毒素 化血研768 5,000単位1瓶

(溶解液付)
45,588.00

ヘビ咬傷治療薬§
正規採用37681 乾燥まむし抗毒素″化血研″ 乾燥まむしウマ抗毒素769 各6,000単位

入1瓶(溶解液
32,981.00

ボツリヌス中毒症治療薬§
正規採用37488 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素（ABEF)"化 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素770 (A.B.E型各1万

単位F型4千単
684,694.00

正規採用37489 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素（E)"化血研 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素771 E型10,000単
位1瓶(溶解液

180,920.00

血液製剤類634薬効小分類

血液成分製剤                    薬効細分類 6342

血液成分製剤§
正規採用33452 照射洗浄血小板-LR「日赤」 人血小板濃厚液 日赤772 10単位約

200mL1袋
79,875.00

血漿分画製剤                    薬効細分類 6343

アルブミン製剤§
正規採用30261 献血アルブミン20%静注4g/20mL「ニ 人血清アルブミン 日本製薬・武田773 20%20mL1瓶 2,514.00

正規採用30262 アルブミン‐ﾍﾞｰﾘﾝｸﾞ20％静注10.0g/ 人血清アルブミン ＣＳＬベーリング774 20%50mL1瓶 3,680.00

正規採用30266 アルブミナー5％静注12.5g/250mL 人血清アルブミン ＣＳＬベーリング775 5%250mL1瓶 4,268.00

正規採用30276 献血アルブミン25％静注12.5g/50m 人血清アルブミン 日本血液製剤
機構

776 25%50mL1瓶 5,709.00

正規採用30284 献血アルブミン5％静注12.5 g/250 人血清アルブミン 日本製薬・武田777 5%250mL1瓶 5,136.00

アンチトロンビンIII製剤§
正規採用35589 ノイアート静注用1500単位 乾燥濃縮人アンチトロンビンＩＩＩ 日本血液製剤

機構
778 1,500単位1瓶

(溶解液付)
67,456.00

正規採用35590 ノイアート静注用500単位 乾燥濃縮人アンチトロンビンＩＩＩ 日本血液製剤
機構

779 500単位1瓶
(溶解液付)

26,311.00

ハプトグロビン製剤§
正規採用35843 ハプトグロビン静注2000単位「JB」 人ハプトグロビン 日本血液製剤

機構
780 2,000単位

100mL1瓶
43,569.00

ヒト免疫グロブリン製剤§
正規採用30962 献血ヴェノグロブリンＩＨ5％静注0.5g/1 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理人免疫ｸﾞ 日本血液製剤

機構
781 500mg10mL1

瓶
4,879.00

正規採用30965 献血ヴェノグロブリンＩＨ5％静注5g/10 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理人免疫ｸﾞ 日本血液製剤
機構

782 5g100mL1瓶 41,843.00

正規採用31895 ガンマガード静注用2.5g 乾燥ｲｵﾝ交換樹脂処理人免疫 バクスアルタ783 2.5g50mL1瓶
(溶解液付)

12,963.00

正規採用32399 献血グロベニン-Ｉ静注用2.5g/50mL 乾燥ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理人 日本製薬・武田784 2.5g50mL1瓶
(溶解液付)

21,500.00

正規採用32401 献血グロベニン-Ｉ静注用5g/100mL 乾燥ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理人 日本製薬・武田785 5g100mL1瓶
(溶解液付)

42,374.00

正規採用35795 ハイゼントラ20％皮下注２g/10mL 人免疫グロブリンG ＣＳＬベーリング786 2g10mL1瓶 17,790.00

正規採用35796 ハイゼントラ20％皮下注４g/20mL 人免疫グロブリンG ＣＳＬベーリング787 4g20mL1瓶 33,575.00

正規採用37191 献血ベニロン-Ｉ静注用500mg 乾燥ｽﾙﾎ化人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ 化血研・帝人
ファーマ

788 500mg10mL1
瓶(溶解液付)

4,889.00

正規採用37194 献血ベニロン-Ｉ静注用2500ｍg 乾燥ｽﾙﾎ化人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ 化血研・帝人
ファーマ

789 2.5g50mL1瓶
(溶解液付)

22,377.00

正規採用37199 献血ベニロン-Ｉ静注用5000mg 乾燥ｽﾙﾎ化人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ 化血研・帝人
ファーマ

790 5g100mL1瓶
(溶解液付)

43,414.00

血液凝固阻止剤§
正規採用30055 アコアラン静注用600 アンチトロンビン　ガンマ（遺伝子 協和発酵キリ

ン・日本血液製
791 600国際単位1

瓶(溶解液付)
32,878.00

血液凝固第ＩＸ因子製剤§
正規採用35601 ノバクトＭ静注用1000単位 乾燥濃縮人血液凝固第ＩＸ因子 化血研・アステ

ラス
792 1,000単位1瓶

(溶解液付)
37,122.00

血液凝固第VIII因子製剤§
診療科限定30141 アドベイト静注用250 ﾙﾘｵｸﾄｺｸﾞα（遺伝子組換え） バクスアルタ793 250単位1瓶

(溶解液付)
21,996.00

診療科限定30142 アドベイト静注用500 ﾙﾘｵｸﾄｺｸﾞα（遺伝子組換え） バクスアルタ794 500単位1瓶
(溶解液付)

40,970.00

正規採用30155 アドベイト静注用1000 ﾙﾘｵｸﾄｺｸﾞα（遺伝子組換え） バクスアルタ795 1,000単位1瓶
(溶解液付)

75,977.00

正規採用32368 クロスエイトＭC静注用1000単位 有機溶媒/界面活性剤処理乾 日本血液製剤
機構

796 1,000単位1瓶
(溶解液付)

64,042.00

正規採用32899 コージネイトＦＳバイオセット注1000 ｵｸﾄｺｸﾞα（遺伝子組換え） バイエル797 1,000国際単
位1キット(溶解

64,616.00

正規採用33065 コンファクトＦ500単位 加熱処理乾燥濃縮人血液凝798 500単位1瓶
(溶解液付)

34,303.00
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血液凝固第ＶＩＩ因子製剤§
正規採用35602 ノボセブンＨＩ静注用5mg　シリンジ ｴﾌﾟﾀｺｸﾞα（活性型・遺伝子組 ノボ799 5mg5mL1瓶

(溶解液付)
426,490.00

血液凝固第XIII因子製剤§
正規採用36603 フィブロガミンＰ静注用 乾燥濃縮人血液凝固第ＸＩＩＩ因 ＣＳＬベーリング800 正常人血漿

1mL中含有量
8,173.00

抗D（Rho）グロブリン製剤§
正規採用32881 抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用1000倍「 乾燥抗D(Rho)人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ801 1,000倍1瓶(溶

解液付)
19,789.00

抗HBs（B型肝炎ウイルス）グロブリン製剤§
正規採用37208 ヘブスブリンＩＨ静注1000単位 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理抗HBs人802 1,000単位

5mL1瓶
35,322.00

正規採用37219 ヘブスブリン筋注用200単位 乾燥抗HBs人免疫グロブリン 日本血液製剤
機構

803 200単位1mL1
瓶(溶解液付)

8,694.00

抗破傷風グロブリン製剤§
正規採用34913 テタノブリンＩＨ静注250単位 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ処理抗破傷804 250国際単位1

瓶
3,899.00

636薬効小分類

ワクチン・トキソイド混合製剤    薬効細分類 6361

不活化ワクチン(百日咳・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ混合)§
診療科限定34586 テトラビック皮下注シリンジ 沈降精製百日咳ｼﾞﾌﾃﾘｱ破傷 阪大微研・田辺

三菱
805 0.5mL1キット

その他の混合生物学的製剤        薬効細分類 6369

弱毒生ワクチン(麻しん・風しん混合)§
正規採用37813 ミールビック 弱毒生麻しんﾜｸﾁﾝ・弱毒生風 阪大微研・田辺

三菱
806 一人分1瓶(溶

解液付)

その他の生物学的製剤639薬効小分類

結核菌含有及び抗アレルギー的物質薬効細分類 6391

非特異的免疫賦活薬(膀胱用乾燥BCG)§
診療科限定30692 イムノブラダー膀注用40mg 乾燥BCG・日本株 日本ＢＣＧ・日

本化薬
807 40mg1瓶(溶解

液付)
8,786.90

正規採用30694 イムノブラダー膀注用80mg 乾燥BCG・日本株 日本ＢＣＧ・日
本化薬

808 80mg1瓶(溶解
液付)

16,644.70

精製ツベルクリン                薬効細分類 6393

結核診断用薬§
正規採用34690 ツベルクリン（精製）【一般】診断用1人 精製ツベルクリン 日本ＢＣＧ809 (一般診断用･1

人用)0.25μg1
795.00

他に分類されない生物学的製剤    薬効細分類 6399

サイトカイン阻害薬(抗IL(インターロイキン)-2レセプターα 鎖（CD25）キメラ抗体）§
正規採用33446 シムレクト静注用20mg バシリキシマブ（遺伝子組換え） ノバルティス810 20mg1瓶(溶解

液付)
358,709.00

サイトカイン阻害薬(抗IL(インターロイキン)-6ヒト化抗体)§
診療科限定30071 アクテムラ点滴静注用200mg/10mL トシリズマブ(遺伝子組換え) 中外811 200mg10mL1

瓶
45,807.00

診療科限定30072 アクテムラ点滴静注用80mg/4mL トシリズマブ(遺伝子組換え) 中外812 80mg4mL1瓶 18,592.00

診療科限定30073 アクテムラ皮下注162mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸ トシリズマブ(遺伝子組換え) 中外813 162mg0.9mL1
キット

39,291.00

診療科限定30074 アクテムラ皮下注162mgシリンジ トシリズマブ(遺伝子組換え) 中外814 162mg0.9mL1
筒

39,143.00

遺伝子組換え型IFN（インターフェロン）γ 製剤§
診療科限定30695 イムノマックス-γ注100 インターフェロン　ガンマ-1a 塩野義・共和薬

品
815 100万国内標

準単位1瓶(溶
8,541.00

多発性硬化症再発予防薬§
院外限定30168 アボネックス筋注30µgペン ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝβ-1a（遺伝子組換 バイオジェン816 30μg0.5mL1

キット
39,266.00

診療科限定30179 アボネックス筋注用シリンジ30µg ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝβ-1a（遺伝子組換 バイオジェン817 30μg0.5mL1
筒

40,213.00

正規採用37165 ベタフェロン皮下注用960万国際単位 ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝβ-1b（遺伝子組換 バイエル818 960万国際単
位1瓶(溶解液

10,079.00

天然型IFN(インターフェロン)α 製剤§
診療科限定33617 スミフェロンＤＳ300万ＩＵ ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝα注射液(NAMALW 大日本住友819 300万国際単

位1筒
6,549.00

天然型IFN(インターフェロン)β 製剤§
正規採用36637 フエロン注射用300万 ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝβ(BALL-1) 東レ・第一三共,

東レ・メディカル
820 300万国際単

位1瓶(溶解液
20,130.00

抗原虫剤641薬効小分類

その他の抗原虫剤                薬効細分類 6419

ニューモシスチス肺炎治療薬§
正規採用37175 ベナンバックス注用300mg ペンタミジンイセチオン酸塩 サノフィ821 300mg1瓶 7,618.00

ニューモシスチス肺炎治療薬(ST合剤)§
正規採用35800 バクトラミン注5mL ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ 中外822 5mL1管 530.00
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嫌気性菌感染症治療薬§
正規採用30166 アネメトロ点滴静注液500mg メトロニダゾール ファイザー823 500mg100mL

1瓶
1,252.00

溶解剤713薬効小分類

精製水類                        薬効細分類 7131

溶解剤§
正規採用34535 注射用蒸留水20mL 注射用水 大塚工場・大塚

製薬
824 20mL1管 61.00

正規採用34540 注射用蒸留水100mL 注射用水 扶桑825 100mL1瓶 114.00

正規採用34546 注射用蒸留水1L 注射用水 大塚工場・大塚
製薬

826 1L1瓶 216.00

正規採用34547 注射用水500mL(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎﾞﾄﾙ広口 注射用水 光・共和クリティ
ケア

827 500mL1瓶 163.00

正規採用39085 注射用蒸留水「光」500mL 注射用水 光・共和クリティ
ケア

828 500mL1瓶 163.00

Ｘ線造影剤721薬効小分類

ヨウ素化合物製剤                薬効細分類 7211

ヨード造影剤(リンパ・子宮卵管系：油性型)§
正規採用38480 リピオドール480注10mL ﾖｰﾄﾞ化ｹｼ油脂肪酸ｴﾁﾙｴｽﾃﾙ ゲルベ・富士製

薬
829 10mL1管 7,421.00

配合製剤                        薬効細分類 7214

ヨード造影剤(膵胆・尿路・関節・唾液腺系：イオン性モノマー)§
正規採用31020 ウログラフイン注76％（20mL） ｱﾐﾄﾞﾄﾘｿﾞ酸ﾅﾄﾘｳﾑﾒｸﾞﾙﾐﾝ バイエル830 76%20mL1管 648.00

その他のＸ線造影剤              薬効細分類 7219

ヨード造影剤(胆道系：イオン性ダイマー型)§
正規採用36355 ビリスコピン点滴静注50（100mL） イオトロクス酸メグルミン バイエル831 10.55%100mL

1瓶
2,386.00

ヨード造影剤(尿路血管系：非イオン性モノマー)§
正規採用30545 イオパーク300注ｼﾘﾝｼﾞ(尿路・血管・C イオヘキソール 富士製薬・コニ

カミノルタ
832 64.71%100mL

1筒
4,884.00

正規採用30553 イオメロン300注ｼﾘﾝｼﾞ(CT・尿路用)1 イオメプロール ブラッコ・エーザ
イ

833 61.24%100mL
1筒

8,461.00

正規採用30558 イオメロン350ｼﾘﾝｼﾞ(CT・尿路用)135 イオメプロール ブラッコ・エーザ
イ

834 71.44%135mL
1筒

12,516.00

正規採用30560 イオパミロン注370シリンジ80mL イオパミドール バイエル835 75.52%80mL1
筒

5,932.00

正規採用30566 イオパミロン注370（20mL） イオパミドール バイエル836 75.52%20mL1
瓶

1,862.00

正規採用30567 イオパミロン注370（50mL） イオパミドール バイエル837 75.52%50mL1
瓶

3,593.00

正規採用30571 イオパミロン注370シリンジ100mL イオパミドール バイエル838 75.52%100mL
1筒

7,765.00

正規採用31458 オイパロミン300注シリンジ100mL イオパミドール 富士製薬・コニ
カミノルタ

839 61.24%100mL
1筒

4,341.00

正規採用31648 オプチレイ320ｼﾘﾝｼﾞ(CT・尿路用)10 イオベルソール 富士製薬840 67.8%100mL1
筒

8,576.00

正規採用31653 オムニパーク300注(尿路・血管用)20 イオヘキソール 第一三共841 64.71%20mL1
瓶

1,672.00

正規採用31655 オムニパーク300注(尿路・血管用)10 イオヘキソール 第一三共842 64.71%100mL
1瓶

6,933.00

正規採用31656 オムニパーク350注(尿路・血管用)20 イオヘキソール 第一三共843 75.49%20mL1
瓶

1,827.00

正規採用31657 オムニパーク350注(尿路・血管用)50 イオヘキソール 第一三共844 75.49%50mL1
瓶

3,844.00

正規採用31658 オムニパーク350注(血管用)100mL イオヘキソール 第一三共845 75.49%100mL
1瓶

6,783.00

正規採用31659 オムニパーク300注ｼﾘﾝｼﾞ(CT用)150 イオヘキソール 第一三共846 64.71%150mL
1筒

10,755.00

正規採用31661 オムニパーク240注ｼﾘﾝｼﾞ(尿路・血管 イオヘキソール 第一三共847 51.77%100mL
1筒

5,667.00

正規採用31665 オムニパーク350注ｼﾘﾝｼﾞ(血管・CT イオヘキソール 第一三共848 75.49%100mL
1筒

7,865.00

診療科限定36138 ビジパーク270注50mL(尿路・血管・C イオジキサノール 第一三共849 54.97%50mL1
瓶

4,632.00

正規採用36139 ビジパーク270注20mL(尿路・血管・C イオジキサノール 第一三共850 54.97%20mL1
瓶

1,944.00

ヨード造影剤(脳・脊髄・関節・子宮卵管系：非イオン性ダイマー型)§
正規採用30606 イソビスト注300(10mL) イオトロラン バイエル851 64.08%10mL1

瓶
8,323.00

ヨード造影剤(脳槽・脊髄系：非イオン性モノマー)§
正規採用31652 オムニパーク240注(脳槽・脊髄)10m イオヘキソール 第一三共852 51.77%10mL1

瓶
807.00

機能検査用試薬722薬効小分類

内分泌機能検査用試薬            薬効細分類 7223

GH(成長ホルモン)分泌不全症診断薬§
正規採用34533 注射用ＧＨＲＰ科研100 プラルモレリン塩酸塩 科研853 100μg1瓶(溶

解液付)
8,392.00

下垂体GH(成長ホルモン)分泌機能検査薬§
正規採用30246 アルギニン点滴静注30g「AY」 L-アルギニン塩酸 エイワイファー

マ・陽進堂
854 10%300mL1袋 2,136.00

正規採用34531 注射用ＧＲＦ住友50µg ソマトレリン酢酸塩 大日本住友855 50μg1瓶(溶
解液付)

3,433.00

下垂体LH(黄体刺激ホルモン)分泌機能検査薬§
正規採用31340 ＬＨ-ＲＨ注0.1mg/1mL ゴナドレリン酢酸塩 田辺三菱856 0.1mg1管 3,840.00
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下垂体TSH(甲状腺刺激ホルモン)・PRL(プロラクチン)分泌機能検査薬§
正規採用34790 ＴＲＨ注0.5mg/1mL プロチレリン 田辺三菱857 0.5mg1管 3,947.00

下垂体TSH(甲状腺刺激ホルモン)分泌機能検査薬、遷延性意識障害治療薬、脊髄小脳変性症治療薬§
正規採用36975 プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」 プロチレリン酒石酸塩水和物 ニプロ858 0.5mg1管 484.00

視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機能検査薬§
正規採用36283 ヒトＣＲＨ静注用100µg「ﾀﾅﾍﾞ」 コルチコレリン（ヒト） 田辺三菱859 100μg1瓶(溶

解液付)
19,631.00

肝機能検査用試薬                薬効細分類 7224

肝・循環機能検査薬、蛍光血管造影剤(脳血管)、センチネルリンパ節同定用薬§
正規採用33370 ジアグノグリーン注射用25ｍg インドシアニングリーン 第一三共860 25mg1瓶(溶解

液付)
588.00

腎機能検査用試薬                薬効細分類 7225

腎機能検査用薬§
診療科限定30662 イヌリード注4g/40mL イヌリン 富士薬品861 4g40mL1瓶 8,320.00

腎機能検査用薬、センチネルリンパ節同定用薬§
正規採用30700 インジゴカルミン注20ｍg/5mL「第一 インジゴカルミン862 0.4%5mL1管 241.00

その他の機能検査用試薬          薬効細分類 7229

重症筋無力症診断薬(クラーレ拮抗薬)§
正規採用30370 アンチレクス静注10mg エドロホニウム塩化物 杏林863 1%1mL1管 115.00

膵臓ホルモン§
正規採用32340 グルカゴンＧ・ノボ注射用1単位 グルカゴン（遺伝子組換え） ノボ・ＥＡファー

マ
864 1mg1瓶(溶解

液付)
2,143.00

その他の診断用薬729薬効小分類

その他の診断用薬（体外診断用医薬薬効細分類 7290

MRI用造影剤(ガドリニウム造影剤)§
正規採用31664 オムニスキャン静注32％ｼﾘﾝｼﾞ15mL ガドジアミド水和物 第一三共865 32.3%15mL1

筒
7,614.00

診療科限定31807 ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL ガドブトロール バイエル866 60.47%5mL1
筒

5,114.00

診療科限定31808 ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL ガドブトロール バイエル867 60.47%10mL1
筒

9,745.00

正規採用37005 プロハンス静注5mL ガドテリドール ブラッコ・エーザ
イ

868 5mL1瓶 3,385.00

正規採用37008 プロハンス静注シリンジ13mL ガドテリドール ブラッコ・エーザ
イ

869 13mL1筒 7,363.00

正規採用37655 マグネスコープ静注38％ｼﾘﾝｼﾞ10mL ガドテル酸メグルミン ゲルベ・富士製
薬

870 37.695%10mL
1筒

5,271.00

正規採用37656 マグネスコープ静注38％ｼﾘﾝｼﾞ15mL ガドテル酸メグルミン ゲルベ・富士製
薬

871 37.695%15mL
1筒

7,007.00

MRI用造影剤(ガドリニウム造影剤・肝臓造影)§
正規採用30524 ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ5mL ガドキセト酸ナトリウム バイエル872 18.143%5mL1

筒
14,042.00

正規採用30525 ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ10mL ガドキセト酸ナトリウム バイエル873 18.143%10mL
1筒

20,917.00

MRI用造影剤(鉄造影剤・肝臓造影)§
正規採用38463 リゾビスト注 フェルカルボトラン 共和クリティケ

ア・富士フイル
874 44.6mg1.6mL1

瓶
16,753.00

アレルゲン検査薬§
正規採用30295 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｱｼﾞ1: アジ1:1,000 鳥居875 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30296 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｱｽﾍﾟ アスペルギルス1:10,000 鳥居876 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30297 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｱﾙﾃ アルテルナリア1:10,000 鳥居877 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30298 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｲｶ1:1 イカ1:1,000 鳥居878 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30299 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｲｰｽﾄ（ イースト(パン種)1:1,000 鳥居879 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30310 アレルゲンスクラッチエキス1mL アレルゲンエキス 鳥居880 1mL1瓶 7,966.00

正規採用30331 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｲﾈﾜﾗ イネワラ1:1,000 鳥居881 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30333 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｲﾜｼ1: イワシ1:1,000 鳥居882 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30335 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｴﾀﾞﾏ エダマメ1:1,000 鳥居883 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30336 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｴﾋﾞ1: エビ1:1,000 鳥居884 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30337 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」大麦1 大麦1:1,000 鳥居885 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30338 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｶﾂｵ1 カツオ1:1,000 鳥居886 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30339 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｶﾅﾑ カナムグラ花粉1:1,000 鳥居887 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30341 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｶﾆ1: カニ1:1,000 鳥居888 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30342 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｶﾎﾟｯ カポック1:1,000 鳥居889 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30343 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｶﾓｶﾞ カモガヤ花粉1:1,000 鳥居890 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30344 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｶﾝｼﾞ カンジダ1:10,000 鳥居891 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30346 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｷﾇ1: キヌ1:1,000 鳥居892 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30347 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｸﾗﾄﾞｽ クラドスポリウム1:10,000 鳥居893 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30348 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｸﾘ1:1 クリ1:1,000 鳥居894 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30349 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」小麦 小麦粉1:1,000 鳥居895 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30351 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」米1:1, 米1:1,000 鳥居896 2mL1瓶 4,320.00
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正規採用30352 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｻﾊﾞ1: サバ1:1,000 鳥居897 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30353 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｽｷﾞ花 スギ花粉1:1,000 鳥居898 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30354 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｽｽｷ ススキ花粉1:1,000 鳥居899 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30355 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｿﾊﾞｶﾞ ソバガラ1:1,000 鳥居900 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30356 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｿﾊﾞ粉 ソバ粉1:1,000 鳥居901 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30357 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ﾀﾀﾐ1: タタミ1:1,000 鳥居902 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30358 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ﾄｳﾌ1: トウフ1:1,000 鳥居903 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30359 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ﾄｳﾓﾛ トウモロコシ1:1,000 鳥居904 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30361 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ﾅｲﾛﾝ ナイロン1:1,000 鳥居905 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30366 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」」ﾅｼ1 ナシ1:1,000 鳥居906 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30367 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ﾊﾞﾅﾅ バナナ1:1,000 鳥居907 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30368 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ﾋﾒｶﾞ ヒメガマ花粉1:1,000 鳥居908 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30369 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ﾋﾞｰﾙ1 ビール1:1,000 鳥居909 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30371 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ﾌﾞﾀｸ ブタクサ花粉1:1,000 鳥居910 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30372 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ﾍﾟﾆｼ ペニシリウム1:10,000 鳥居911 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30373 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ﾏｸﾞﾛ マグロ1:1,000 鳥居912 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30374 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ﾏﾕ1: マユ1:1,000 鳥居913 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30375 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」綿1:1, 綿1:1,000 鳥居914 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30376 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」綿布1 綿布1:1,000 鳥居915 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30377 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ﾓﾐｶﾞ モミガラ1:1,000 鳥居916 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30378 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ﾘﾝｺﾞ1: リンゴ1:1,000 鳥居917 2mL1瓶 4,320.00

正規採用30379 診断用ｱﾚﾙｹﾞﾝ皮内ｴｷｽ「ﾄﾘｲ」ｱｻ布 アサ布1:1,000 鳥居918 2mL1瓶 4,320.00

褐色細胞腫診断薬（α 遮断薬）§
正規採用38790 レギチーン注射液10mg/1mL フェントラミンメシル酸塩 ノバルティス919 1%1mL1管 86.00

蛍光眼底造影剤§
正規採用31611 オフサグリーン静注用25mg インドシアニングリーン 参天920 25mg1瓶(溶解

液付)
1,693.00

正規採用36820 フルオレサイト注500mg/5mL フルオレセイン ノバルティス・ア
ルコンファーマ

921 10%5mL1瓶 1,174.00

超音波診断(エコー)用造影剤§
正規採用34122 ソナゾイド注射用16µＬ ペルフルブタンマイクロバブル 第一三共922 1瓶(溶解液付) 13,372.00

他に分類されない治療を主目的としない医薬品799薬効小分類

他に分類されない治療を主目的とし薬効細分類 7990

遺伝子組換えヒト型甲状腺刺激ホルモン製剤§
診療科限定34389 タイロゲン筋注用0.9mg ﾋﾄﾁﾛﾄﾛﾋﾟﾝ　ｱﾙﾌｧ（遺伝子組 サノフィ923 0.9mg1瓶 105,788.00

肝細胞癌治療剤(ミリプラ動注用)懸濁用剤§
診療科限定37817 ミリプラ用懸濁用液4mL ﾖｰﾄﾞ化ｹｼ油脂肪酸ｴﾁﾙｴｽﾃﾙ 大日本住友924 4mL1管 333.00

心臓疾患診断補助剤§
正規採用30118 アデノスキャン注60mg/20mL アデノシン 第一三共925 60mg20mL1瓶 11,016.00

あへんアルカロイド系麻薬811薬効小分類

モルヒネ系製剤                  薬効細分類 8114

モルヒネ製剤§
正規採用31410 モルヒネ塩酸塩注射液10mg/1mL モルヒネ塩酸塩水和物 塩野義926 1%1mL1管 299.00

正規採用31415 モルヒネ塩酸塩注射液50mg/5mL モルヒネ塩酸塩水和物 塩野義927 1%5mL1管 1,346.00

診療科限定31418 モルヒネ塩酸塩注射液200mg/5mL「 モルヒネ塩酸塩水和物928 4%5mL1管 4,973.00

正規採用36909 プレペノン注100ｍgシリンジ10mL モルヒネ塩酸塩水和物 テルモ929 1%10mL1筒 2,712.00

その他のあへんアルカロイド系麻薬薬効細分類 8119

オキシコドン製剤§
正規採用31471 オキファスト注10mg/1mL オキシコドン塩酸塩水和物 塩野義930 1%1mL1管 362.00

正規採用31472 オキファスト注50mg/5mL オキシコドン塩酸塩水和物 塩野義931 1%5mL1管 1,655.00

合成麻薬821薬効小分類

フェニルピペリジン系製剤        薬効細分類 8211

麻薬性鎮痛・鎮静・鎮痙薬§
正規採用37168 ペチジン塩酸塩注射液35mg/1mL「タ ペチジン塩酸塩 武田932 3.5%1mL1管 335.00
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その他の合成麻薬                薬効細分類 8219

フェンタニル製剤§
正規採用36619 フェンタニル注射液0.25mg/5mL フェンタニルクエン酸塩 第一三共プロ

ファーマ・第一
933 0.005%5mL1

管
697.00

正規採用36635 フェンタニル注射液0.1mg/2mL フェンタニルクエン酸塩 第一三共プロ
ファーマ・第一

934 0.005%2mL1
管

289.00

全身麻酔用鎮痛薬（フェンタニル製剤）§
診療科限定30257 アルチバ静注用2mg レミフェンタニル塩酸塩 ヤンセン935 2mg1瓶 2,566.00

正規採用38868 レミフェンタニル静注用５ｍｇ「第一三 レミフェンタニル塩酸塩 丸石・第一三共936 5mg1瓶 2,684.00
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