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神経系及び感覚器官用医薬品

中枢神経系用薬

全身麻酔剤

院内 イソゾール注射用0.5ｇ（採用中止、在庫限り） 0.5ｇ(注射用水20mL) チアミラールナトリウム 添付溶液ﾏｽﾀｰあり 注射 × 日医工

院内 ラボナール注射用0.3ｇ 0.3g(注射用水12mL) チオペンタールナトリウム 添付溶液ﾏｽﾀｰあり 注射 ○ 田辺三菱

院内 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 250mL/瓶 セボフルラン 外用 日興製薬

院内 ドロレプタン注射液25mg 25㎎･10mL/V ドロペリドール 注射 × 第一三共

院内 プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 200㎎･20mL/A プロポフォール 含有：大豆 注射 ×
DEHPﾌﾘｰ使用

丸石製薬

院内 プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」 500㎎･50mL/瓶 プロポフォール 麻酔科・集中治療科限定

含有：大豆 注射 ×
DEHPﾌﾘｰ使用

丸石製薬

院内 アネレム静注用50mg 50㎎/V レミマゾラムベシル酸塩 注射 ○ ムンディファーマ

催眠鎮静剤、抗不安薬

院外 ブロバリン原末 末 100g ブロモバレリル尿素 内用

院内 エスクレ坐剤「250」 250㎎ 抱水クロラール
禁忌：
ｾﾞﾗﾁﾝｱﾚﾙｷﾞｰ 外用 久光製薬

院内 エスクレ坐剤「500」　 500㎎ 抱水クロラール
禁忌：
ｾﾞﾗﾁﾝｱﾚﾙｷﾞｰ 外用 久光製薬

院内 コンスタン0.4mg錠 錠 0.4mg アルプラゾラム 向第三種：30日 内用 武田薬品工業

院外 ソラナックス0.4mg錠 錠 0.4mg アルプラゾラム 向第三種：30日 内用

院外 ユーロジン1mg錠　 錠 1㎎ エスタゾラム 向第三種：30日 内用

院内 ユーロジン2mg錠　 錠 2㎎ エスタゾラム 向第三種：30日 内用 武田薬品工業

院外 ユーロジン散1% 散 10mg/g エスタゾラム 向第三種：30日 内用

院外 ドラール錠15 錠 15mg クアゼパム 向第三種：30日 内用

院外 ドラール錠20 錠 20mg クアゼパム 向第三種：30日 内用

院外 セパゾン錠1 錠 1mg クロキサゾラム 向第三種：30日 内用

院外 セパゾン錠2 錠 2㎎ クロキサゾラム 向第三種：30日 内用

院外 コントール散10% 散 100mg/g クロルジアゼポキシド 向第三種：30日 内用

院外 メンドンカプセル7.5mg Cap 7.5mg クロラゼプ酸二カリウム 向第三種：14日 内用

院外 2mgセルシン錠 錠 2mg ジアゼパム 向第三種：90日 内用

院外 5mgセルシン錠                             錠 5mg ジアゼパム 向第三種：90日 内用

院外 10mgセルシン錠 錠 10mg ジアゼパム 向第三種：90日 内用

院外 セルシン散1%                               散 10mg/g ジアゼパム 向第三種：90日 内用

院外 セルシンシロップ0.1% 液 1mg/mL ジアゼパム 向第三種：90日 内用

院外 ホリゾン散1% 散 10mg/g ジアゼパム 向第三種：90日 内用

院外 ホリゾン錠2mg 錠 2mg ジアゼパム 向第三種：90日 内用

院内 セルシン注射液10mg 10㎎･2mL/A ジアゼパム 注射 ○ 武田薬品工業

院内 ジアゼパム散1%「アメル」（販売中止、在庫限り） 散 10mg/g ジアゼパム 向第三種：90日
代替：ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠粉砕

内用 共和薬品工業

院内 ジアゼパム錠5mg「アメル」 錠 5mg ジアゼパム 向第三種：90日 内用 共和薬品工業

院内 ダイアップ坐剤10 10mg ジアゼパム 向第三種：14日 外用 高田

院内 ダイアップ坐剤4　 4㎎ ジアゼパム 向第三種：14日 外用 高田

院内 ダイアップ坐剤6　　　 6㎎ ジアゼパム 向第三種：14日 外用 高田

院外 グランダキシン錠50 錠 50mg トフィソパム 内用

院外 ハルシオン0.125mg錠 錠 0.125mg トリアゾラム 向第三種：30日 内用

院外 ハルシオン0.25mg錠 錠 0.25mg トリアゾラム 向第三種：30日 内用

院内 トリアゾラム錠0.25mg「日医工」（採用中止、在庫限り） 錠 0.25mg トリアゾラム
向第三種：30日
在庫限り 内用 日医工

院外 ネルボン散1%              　　　　　　　　　　　　　 散 10mg/g ニトラゼパム 向第三種：90日 内用

院内 ベンザリン細粒1% 細粒 10mg/g ニトラゼパム 向第三種：90日 内用 塩野義製薬

院外 ベンザリン錠2 錠 2mg ニトラゼパム 向第三種：90日 内用

院外 ベンザリン錠5 錠 5mg ニトラゼパム 向第三種：90日 内用



小児総合医療センター　採用医薬品一覧 2022.4月～

◎：必ず輸液フィルターを使用して投与する薬剤
○：フィルターを通過する薬剤
●：専用フィルターを用いて調製又は投与する薬剤
×：輸液フィルターを使用してはいけない薬剤 2/48

採用
種別

製　品　名 剤形 規　格 一　般　名・　成　分 限定等
服用
種別

輸液
フィルター

メ　ー　カ　ー　等

院内 ニトラゼパム錠5mg「TCK」 錠 5mg ニトラゼパム 向第三種：90日 内用 辰巳

院外 ベンザリン錠10 錠 10mg ニトラゼパム 向第三種：90日 内用

院内 サイレース静注2mg 2mg・1mL/A フルニトラゼパム 注射 × エーザイ

院内 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 錠 1mg フルニトラゼパム 向第二種：30日 内用 共和薬品工業

院外 サイレース錠1mg 錠 1mg フルニトラゼパム　 向第二種：30日 内用

院外 サイレース錠2mg 錠 2mg   フルニトラゼパム　 向第二種：30日 内用

院内 ブロチゾラムＯＤ錠0.25mg「サワイ」 錠 0.25㎎ ブロチゾラム 向第三種：30日 内用 沢井製薬

院外 レンドルミンＤ錠0.25mg 錠 0.25㎎ ブロチゾラム 向第三種：30日 内用

院外 レンドルミン錠0.25mg 錠 0.25mg ブロチゾラム 向第三種：30日 内用

院内 ブロマゼパム坐剤3mg「サンド」 3mg ブロマゼパム 向第三種：14日
ｾﾆﾗﾝ坐剤から名称変更 外用 サンド

院外 レキソタン細粒1% 細粒 10mg/g ブロマゼパム 向第三種：30日 内用

院内 レキソタン錠2 錠 2㎎ ブロマゼパム 向第三種：30日 内用 エーザイ

院外 レキソタン錠5 錠 5㎎ ブロマゼパム 向第三種：30日 内用

院内 ミダゾラム注10mg「サンド」 10mg・2mL/A ミダゾラム 注射 ○ サンド

院外 レスミット錠5 錠 5mg メダゼパム 向第三種：30日 内用

院外 メイラックス細粒1% 細粒 10mg/g ロフラゼプ酸エチル　 向第三種：30日 内用

院外 メイラックス錠1mg 錠 1mg ロフラゼプ酸エチル　 向第三種：30日 内用

院外 メイラックス錠2mg 錠 2mg ロフラゼプ酸エチル　 向第三種：30日 内用

院内 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 錠 0.5mg ロラゼパム 向第三種：30日 内用 沢井製薬

院外 ワイパックス錠0.5 錠 0.5mg ロラゼパム 向第三種：30日 内用

院外 ワイパックス錠1 錠 1mg ロラゼパム 向第三種：30日 内用

院外 エバミール錠1.0 錠 1mg ロルメタゼパム 向第三種：30日 内用

院外 イソミタール原末 末 バラ　原末 アモバルビタール 向第二種：14日 内用

院内 フェノバールエリキシル0.4% 液 4mg/mL フェノバルビタール 向第三種：90日 内用 第一三共

院内 フェノバール散10% 散 100mg/g フェノバルビタール 向第三種：90日 内用 第一三共

院内 フェノバール錠30mg 錠 30㎎ フェノバルビタール 向第三種：90日 内用 第一三共

院内 ワコビタール坐剤15 15㎎ フェノバルビタールナトリウム 向第三種：14日 外用 高田

院内 ワコビタール坐剤30 30㎎ フェノバルビタールナトリウム 向第三種：14日 外用 高田

院内 ワコビタール坐剤50 50㎎ フェノバルビタールナトリウム 向第三種：14日 外用 高田

院外 ワコビタール坐剤100 100㎎ フェノバルビタールナトリウム 向第三種：14日 外用

院内 ラボナ錠50mg 錠 50mg ペントバルビタールカルシウム 向第二種：14日 内用 田辺三菱

院内 臭化カリウム「ヤマゼン」 末 バラ　原末 臭化カリウム 内用 山善

院内 ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」 錠 7.5㎎ ゾピクロン 向第三種：30日 内用 沢井製薬

院外 アモバン錠7.5 錠 7.5㎎ ゾピクロン 向第三種：30日 内用

院外 アモバン錠10 錠 10㎎ ゾピクロン 向第三種：30日 内用

院外 ルネスタ錠1mg 錠 1㎎ エスゾピクロン 内用

院外 ルネスタ錠3mg 錠 3㎎ エスゾピクロン 内用

院内 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」 錠 5mg ゾルピデム酒石酸 向第三種：30日 内用 沢井

院外 マイスリー錠5mg 錠 5mg ゾルピデム酒石酸塩 向第三種：30日 内用

院外 マイスリー錠10mg 錠 10mg ゾルピデム酒石酸塩 向第三種：30日 内用

院外 セディール錠10mg 錠 10mg タンドスピロンクエン酸塩 内用

院内 プレセデックス静注液200μg「ファイザー」 200ug・2mL/V デクスメデトミジン塩酸 注射 × ファイザー

院内 トリクロリールシロップ10% 液 100mg/mL トリクロホスナトリウム 内用 アルフレッサファーマ

院外 リスミー錠2mg 錠 2mg リルマザホン塩酸塩 内用

抗てんかん剤

院内 アレビアチン散10%　 散 100mg/g フェニトイン 内用 大日本住友

院外 アレビアチン錠100mg 錠 100㎎ フェニトイン 内用
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院外 アレビアチン錠25mg 錠 25mg フェニトイン 内用

院外 ヒダントール錠100mg                 錠 100mg        フェニトイン 内用

院外 ヒダントール錠25mg                      錠 25mg フェニトイン 内用

院内 ホストイン静注750mg 750mg・10mL/V ホスフェニトインナトリウム水和物 注射 ○ ノーベルファーマ

院外 オスポロット錠50mg                     錠 50mg     スルチアム 内用

院外 オスポロット錠200mg 錠 200mg スルチアム 内用

院外 エピレオプチマル散50% 散 500mg/g         エトスクシミド 内用

院外 ザロンチンシロップ5% 液 50mg/mL         エトスクシミド 内用

院外 ガバペン錠200mg 錠 200mg ガバペンチン 内用

院外 ガバペン錠300mg 錠 300mg ガバペンチン 内用

院外 ガバペン錠400mg 錠 400mg ガバペンチン 内用

院内 カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」 細粒 500mg/g         カルバマゼピン 内用 藤永

院内 カルバマゼピン錠100mg「アメル」 錠 100mg カルバマゼピン 内用 共和薬品

院内 カルバマゼピン錠200mg「アメル」 錠 200mg カルバマゼピン 内用 共和薬品

院外 テグレトール細粒50% 細粒 500mg/g         カルバマゼピン 内用

院外 テグレトール錠100mg 錠 100mg カルバマゼピン 内用

院外 テグレトール錠200mg 錠 200mg カルバマゼピン 内用

院外 ランドセン錠0.5mg 錠 0.5㎎ クロナゼパム 向第三種：90日 内用

院内 リボトリール細粒0.1% 細粒 1mg/g クロナゼパム 向第三種：90日 内用 太陽ファルマ

院内 リボトリール錠0.5mg 錠 0.5㎎ クロナゼパム 向第三種：90日 内用 太陽ファルマ

院外 リボトリール錠1mg          　　　　　　 錠 1mg クロナゼパム 向第三種：90日 内用

院内 リボトリール錠2mg 錠 2mg クロナゼパム 向第三種：90日 内用 太陽ファルマ

院内 マイスタン細粒1%　 細粒 10mg/g クロバザム 向第三種：90日 内用 アルフレッサファーマ

院外 マイスタン錠10mg     　　　　　　 錠 10mg クロバザム 向第三種：90日 内用

院外 マイスタン錠5mg 錠 5mg クロバザム 向第三種：90日 内用

院外 ディアコミットドライシロップ分包250mg　　　　 DS 250mg/包 スチリペントール 内用

院外 ディアコミットドライシロップ分包500mg　　　　 DS 500mg/包 スチリペントール 内用

院外 エクセグラン錠100mg 錠 100㎎ ゾニサミド 内用

院内 ゾニサミド散20%「アメル」 散 200mg/g ゾニサミド 内用 共和薬品

院外 トピナ錠50mg 錠 50mg トピラマート 内用

院外 トピナ錠100mg 錠 100mg     トピラマート 内用

院内 トピナ細粒10% 細粒 100mg/g トピラマート 内用 協和キリン

院外 セレニカＲ錠200mg 錠 200mg バルプロ酸ナトリウム 内用

院外 セレニカＲ顆粒40% 顆粒 400mg/g バルプロ酸ナトリウム 内用

院内 バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」 顆粒 400mg/g バルプロ酸ナトリウム 内用 藤永

院内 バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 細粒 400mg/g バルプロ酸ナトリウム 内用 日医工

院外 デパケンＲ錠100mg 錠 100㎎ バルプロ酸ナトリウム 内用

院内 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」 錠 100㎎ バルプロ酸ナトリウム 内用 東和薬品

院外 デパケンＲ錠200mg 錠 200㎎ バルプロ酸ナトリウム 内用

院内 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 錠 200㎎ バルプロ酸ナトリウム 内用 東和薬品

院外 デパケンシロップ5% 液 50mg/mL         バルプロ酸ナトリウム 内用

院内 バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」 液 50mg/mL         バルプロ酸ナトリウム 内用 藤永

院外 デパケン細粒20%     　　　　　　　　　　　　　 細粒 200mg/g バルプロ酸ナトリウム 内用

院外 デパケン細粒40%　     　　　　　　　　　　　　　 細粒 400mg/g バルプロ酸ナトリウム 内用

院外 デパケン錠100mg 錠 100mg  バルプロ酸ナトリウム 内用

院外 デパケン錠200mg 錠 200mg バルプロ酸ナトリウム 内用

院外 ヒダントールＦ配合錠 錠 1錠 フェニトイン・フェノバルビタール・安息香酸ナトリウムカフェイン 向第三種：90日 内用
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院内 ノーベルバール静注用250mg 250mg/V フェノバルビタールナトリウム 注射 ○ ノーベルファーマ

院内 ミダフレッサ静注0.1% 10mg10mL/V ミダゾラム 神経内科・新生児
科医師限定 注射 ○ アルフレッサファーマ

院外 ブコラム口腔用液2.5mg 2.5mg0.5mL/筒 ミダゾラム 向第三種 外用

院外 ブコラム口腔用液5mg 5mg1mL/筒 ミダゾラム 向第三種 外用

院外 ブコラム口腔用液7.5mg 7.5mg1.5mL/筒 ミダゾラム 向第三種 外用

院外 ブコラム口腔用液10mg 10mg2mL/筒 ミダゾラム 向第三種 外用

院内 ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」 錠 2mg ラモトリギン 内用 東和薬品

院内 ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」 錠 5mg ラモトリギン 内用 東和薬品

院内 ラモトリギン錠25mg「トーワ」 錠 25mg ラモトリギン 内用 東和薬品

院外 ラミクタール錠小児用2mg 錠 2mg ラモトリギン 内用

院外 ラミクタール錠小児用5mg 錠 5mg ラモトリギン 内用

院外 ラミクタール錠25mg 錠 25mg ラモトリギン 内用

院外 ラミクタール錠100mg 錠 100mg ラモトリギン 内用

院外 イノベロン錠100mg 錠 100mg ルフィナミド 内用

院外 イノベロン錠200mg 錠 200mg ルフィナミド 内用

院内 イーケプラ点滴静注500mg 500mg5mL/V レベチラセタム 注射 ○ UCB

院内 イーケプラドライシロップ50% DS 500mg/g レベチラセタム 内用 UCB

院内 イーケプラ錠250mg 錠 250mg レベチラセタム 内用 UCB

院外 イーケプラ錠500mg 錠 500mg レベチラセタム 内用

院内 フィコンパ細粒1% DS 10mg/g ペランパネル水和物 内用 エーザイ

院外 フィコンパ錠2mg 錠 2mg ペランパネル水和物 神経内科限定 内用

院外 フィコンパ錠4mg 錠 4mg ペランパネル水和物 神経内科限定 内用

院内 ビムパットドライシロップ10% DS 100mg/g ラコサミド 内用 第一三共

院外 ビムパット錠50mg 錠 50mg ラコサミド 内用

院外 ビムパット錠100mg 錠 100mg ラコサミド 内用

院外 サブリル散分包500mg 散 500mg/包 ビガバトリン 医師限定 内用

解熱鎮痛消炎剤

院内 アセリオ静注液1000mgバッグ 1000mg100mL/瓶         アセトアミノフェン 注射 ○ テルモ

院内 アルピニー坐剤50 50mg アセトアミノフェン 外用 久光製薬

院内 アルピニー坐剤100 100mg アセトアミノフェン 外用 久光製薬

院内 アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」 200mg アセトアミノフェン 外用 日本ジェネリック

院外 アンヒバ坐剤小児用100mg 100mg アセトアミノフェン 外用

院外 アンヒバ坐剤小児用200mg 200mg アセトアミノフェン 外用

院内 カロナール細粒20% 細粒 200mg/g アセトアミノフェン 内用 あゆみ製薬

院内 アセトアミノフェン錠200mg「三和」 錠 200mg アセトアミノフェン 内用 三和化学

院外 カロナール錠200 錠 200mg アセトアミノフェン 内用

院外 カロナール錠300 錠 200mg アセトアミノフェン 内用

院外 【般】アセトアミノフェン錠500ｍｇ 錠 500mg アセトアミノフェン 内用

院外 ポンタールカプセル250mg Cap 250㎎ メフェナム酸 内用

院外 ポンタールシロップ3.25% 液 32.5㎎/mL メフェナム酸 内用 第一三共

院内 アスピリン「ヨシダ」 末 バラ　原末 アスピリン 内用 吉田製薬

院外 インフリーカプセル100mg Cap 100mg インドメタシン ファルネシル 内用

院内 ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「ＪＧ」（採用中止・在庫限り） 12.5mg ジクロフェナクナトリウム 在庫限り 外用 日本ジェネリック

院内 ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ＪＧ」 25mg ジクロフェナクナトリウム 外用 日本ジェネリック

院外 ボルタレンサポ12.5mg 12.5mg ジクロフェナクナトリウム 外用

院外 ボルタレンサポ25mg 25mg ジクロフェナクナトリウム 外用

院外 ボルタレン錠25mg                         錠 25mg ジクロフェナクナトリウム 内用
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院内 イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 錠 100mg イブプロフェン 内用 武田

院外 ブルフェン錠100 錠 100mg イブプロフェン 内用

院外 ブルフェン錠200 錠 200mg イブプロフェン 内用

院外 ブルフェン顆粒20%   　　　　　　　　　　　　　 顆粒 200mg/g イブプロフェン 内用

院外 【般】ケトプロフェン坐剤50mg 50mg ケトプロフェン 外用

院外 ミグリステン錠20 錠 20mg ジメトチアジンメシル酸塩 内用

院外 クリノリル錠50 錠 50mg スリンダク 内用

院外 クリノリル錠100 錠 100mg スリンダク 内用

院外 ＳＧ配合顆粒 顆粒 1包 イソプロピルアンチピリン・アセトアミノフェン・アリルイソプロピルアセチル尿素・無水カフェイン 内用

院内 ロピオン静注50mg 50mg・5mL/A フルルビプロフェンアキセチル 含有：大豆 注射 ×
DEHPﾌﾘｰ使用

科研製薬

院内 ナイキサン錠100mg 錠 100mg ナプロキセン 内用 ニプロES

院外 ニフラン錠75mg 錠 75mg プラノプロフェン 内用

院内 ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 錠 60mg ロキソプロフェンナトリウム 内用 日医工

院外 ロキソニン錠60mg                             錠 60mg      ロキソプロフェンナトリウム 内用

院外 モービック錠10mg                           錠 10mg      メロキシカム 内用

院外 セレコックス錠100mg                   錠 100mg      セレコキシブ 内用

院外 ノイロトロピン錠4単位 錠 4単位 ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 内用

院内 ソセゴン注射液15mg 15mg・1mL/A ペンタゾシン 注射 ○ 丸石

院内 トラマールOD錠25mg 錠 25mg トラマドール塩酸塩 内用 日本新薬

院内 トラマール注100 100mg・2mL/A トラマドール塩酸塩 注射 筋注 日本新薬

院外 トラムセット配合錠 錠
トラマドール37.5mg
アセトアミノフェン325mg トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン 内用

抗パーキンソン剤

院外 アキネトン細粒1% 細粒 10mg/g ビペリデン塩酸塩 内用

院外 アキネトン錠1mg 錠 1mg ビペリデン塩酸塩 内用

院内 乳酸ビペリデン注5mg 5mg・1mL/A 乳酸ビペリデン 注射 × 田辺三菱

院内 ビペリデン塩酸塩散1% 散 10mg/g ビペリデン塩酸塩 内用 田辺三菱

院内 ビペリデン塩酸塩錠1mg 錠 1mg ビペリデン塩酸塩 内用 田辺三菱

院外 ドパストン散98.5% 散 985mg/g レボドパ 内用

院外 アーテン錠（2mg） 錠 2mg トリヘキシフェニジル塩酸塩 内用

院内外 アーテン散1%　 散 10mg/g トリヘキシフェニジル塩酸塩 内用 ファイザー

院外 パーロデル錠2.5mg 錠 2.5mg ブロモクリプチンメシル酸塩 内用

院外 ビ・シフロール錠0.125mg 錠 0.125mg プラミペキソール塩酸塩水和物 心療内科・神経内科限定 内用

院外 ニュープロパッチ2.25mg 2.25mg/枚 ロチゴチン 心療内科限定 外用

院外 メネシット配合錠100 錠 100mg レボドパ・カルビドパ 内用

精神神経用剤

院内 コントミン糖衣錠12.5mg 錠 12.5mg クロルプロマジン塩酸塩 内用 田辺三菱

院内 コントミン糖衣錠25mg 錠 25mg クロルプロマジン塩酸塩 内用 田辺三菱

院内 コントミン糖衣錠50mg 錠 50㎎ クロルプロマジン塩酸塩 内用 田辺三菱

院内 コントミン糖衣錠100mg 錠 100mg クロルプロマジン塩酸塩 内用

院内 コントミン筋注10mg 10mg・2mL/A クロルプロマジンヒベンズ酸塩 注射 田辺三菱

院内 ウインタミン細粒（10%） 細粒 100mg/g クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩 内用 塩野義

院外 フルメジン糖衣錠（0.25） 錠 0.25mg フルフェナジンマレイン酸塩 内用

院外 フルメジン糖衣錠（1） 錠 1mg フルフェナジンマレイン酸塩 内用

院内 ニューレプチル錠5mg 錠 5mg プロペリシアジン 内用 高田

院内 ニューレプチル錠10mg 錠 10mg プロペリシアジン 内用 高田

院内 ニューレプチル錠25mg 錠 25mg プロペリシアジン 内用 高田

院外 ピーゼットシー糖衣錠2mg 錠 2㎎ ペルフェナジンマレイン酸塩 内用
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院外 ピーゼットシー糖衣錠4mg 錠 4mg ペルフェナジンマレイン酸塩 内用

院外 ヒルナミン細粒10% 　　　　　　　　　　　　　 細粒 100mg/g レボメプロマジンマレイン酸塩 内用

院外 ヒルナミン錠（5mg） 錠 5mg レボメプロマジンマレイン酸塩 内用

院外 ヒルナミン錠（25mg） 錠 25mg レボメプロマジンマレイン酸塩 内用

院外 ヒルナミン錠（50mg） 錠 50mg レボメプロマジンマレイン酸塩 内用

院内 レボトミン錠5mg　 錠 5㎎ レボメプロマジンマレイン酸塩 内用 田辺三菱

院内 レボトミン錠25mg 錠 25㎎ レボメプロマジンマレイン酸塩 内用 田辺三菱

院内 レボトミン錠50mg 錠 50mg レボメプロマジンマレイン酸塩 内用 田辺三菱

院内 レボトミン顆粒10% 顆粒 100mg/g レボメプロマジンマレイン酸塩 内用 田辺三菱

院外 レボトミン散50% 散 50% レボメプロマジンマレイン酸塩 内用

院内 トフラニール錠10mg 錠 10mg イミプラミン塩酸塩 内用 アルフレッサファーマ

院外 トフラニール錠25mg 錠 25mg イミプラミン塩酸塩 内用

院内 アナフラニール錠10mg 錠 10㎎ クロミプラミン塩酸塩 内用 アルフレッサファーマ

院内 アナフラニール錠25mg 錠 25㎎ クロミプラミン塩酸塩 内用 アルフレッサファーマ

院内 コンサータ錠18mg 錠 18mg メチルフェニデート塩酸塩 医師限定・患者限定

向第一種：30日 内用 ヤンセンファーマ

院内 コンサータ錠27mg 錠 27mg メチルフェニデート塩酸塩 医師限定・患者限定

向第一種：30日 内用 ヤンセンファーマ

院外 コンサータ錠36mg 錠 36mg メチルフェニデート塩酸塩 医師限定・患者限定

向第一種：30日
内用

院内 ビバンセカプセル20mg Cap 20mg リスデキサンフェタミンメシル酸塩
医師限定・患者限定

覚原料：30日 内用 塩野義

院内 ビバンセカプセル30mg Cap 30mg リスデキサンフェタミンメシル酸塩
医師限定・患者限定

覚原料：30日 内用 塩野義

院内 アトモキセチン錠5mg「DSEP」 錠 5mg アトモキセチン塩酸塩 内用 第一三共エスファ

院内 アトモキセチン錠10mg「DSEP」 錠 10mg アトモキセチン塩酸塩 内用 第一三共エスファ

院内 アトモキセチン錠25mg「DSEP」 錠 25mg アトモキセチン塩酸塩 内用 第一三共エスファ

院外 ストラテラカプセル5mg Cap 5mg アトモキセチン塩酸塩 内用

院外 ストラテラカプセル10mg Cap 10mg アトモキセチン塩酸塩 内用

院外 ストラテラカプセル25mg Cap 25mg アトモキセチン塩酸塩 内用

院外 ストラテラカプセル40mg Cap 40mg アトモキセチン塩酸塩 内用

院外 ストラテラ内用液0.4% 液 4mg/mL・100ml/瓶 アトモキセチン塩酸塩 内用

院内 インチュニブ錠1mg 錠 1mg グアンファシン塩酸塩 内用 塩野義

院内 インチュニブ錠3mg 錠 1mg グアンファシン塩酸塩 内用 塩野義

院外 トリプタノール錠10 錠 10㎎ アミトリプチリン塩酸塩 内用

院外 トリプタノール錠25 錠 25㎎ アミトリプチリン塩酸塩 内用

院外 アモキサンカプセル25mg Cap 25㎎ アモキサピン 内用

院外 エビリファイ内用液0.1% 液 1mg・1mL/包 アリピプラゾール 内用

院外 エビリファイ内用液0.1% 液 3mg・3mL/包 アリピプラゾール 内用

院内 エビリファイ散1% 散 10mg/g アリピプラゾール 内用 大塚製薬

院外 エビリファイ錠1mg 錠 1mg アリピプラゾール 内用

院内 エビリファイ錠3mg　　 錠 3㎎ アリピプラゾール 内用 大塚製薬

院内 エビリファイ錠6mg            錠 6mg アリピプラゾール 内用 大塚製薬

院外 エビリファイ錠12mg 錠 12mg アリピプラゾール 内用

院外 エビリファイOD錠24mg 錠 24mg アリピプラゾール 内用

院外 レキサルティ錠1mg 錠 1mg ブレクスピプラゾール
児童・思春期精神
科限定 内用

院外 レキサルティ錠2mg 錠 2mg ブレクスピプラゾール
児童・思春期精神
科限定 内用

院内 レクサプロ錠10mg 錠 10mg エスシタロプラムシュウ酸塩 内用 田辺三菱

院外 デパス細粒1% 細粒 10mg/g エチゾラム 向第三種：30日 内用

院外 デパス錠1mg 錠 1㎎ エチゾラム 向第三種：30日 内用

院内 デパス錠0.5mg　　　 錠 0.5㎎ エチゾラム 向第三種：30日 内用 田辺三菱

院外 ジプレキサ細粒1% 細粒 10mg/g オランザピン 内用
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院内 オランザピン細粒1%「杏林」 細粒 10mg/g オランザピン 内用 杏林

院内 オランザピン錠2.5mg「明治」 錠 2.5mg オランザピン 内用 MeijiSeika

院内 オランザピンOD錠5mg「DSEP」 錠 5mg オランザピン 内用 第一三共エスファ

院内 オランザピン錠10mg「明治」 錠 10mg オランザピン 内用 MeijiSeika

院外 ジプレキサ錠2.5mg 錠 2.5mg オランザピン 内用

院外 ジプレキサ錠5mg 錠 5mg オランザピン 内用

院外 ジプレキサ錠10mg 錠 10mg オランザピン 内用

院外 【般】オランザピン錠20mg 錠 20mg オランザピン 内用

院外 ジプレキサザイディス錠5mg 錠 5mg オランザピン 内用

院外 ジプレキサザイディス錠10mg 錠 10mg オランザピン 内用

院外 セロクエル100mg錠 錠 100mg クエチアピンフマル酸塩 内用

院外 セロクエル25mg錠 錠 25mg クエチアピンフマル酸塩 内用

院外 【般】クエチアピン錠12.5mg 錠 12.5mg クエチアピンフマル酸塩 内用

院外 セロクエル細粒50% 細粒 500mg/g         クエチアピンフマル酸塩 内用

院内 クエチアピン錠100mg「明治」 錠 100mg クエチアピンフマル酸塩 内用 MeijiSeika

院内 クエチアピン錠25mg「明治」 錠 25mg クエチアピンフマル酸塩 内用 MeijiSeika

院外 シクレスト舌下錠5mg 錠 5mg アセナピンマレイン酸塩 内用

院外 シクレスト舌下錠10mg 錠 10mg アセナピンマレイン酸塩 内用

院外 リーゼ錠5mg 錠 5㎎ クロチアゼパム 向第三種：30日 内用

院外 バルネチール細粒50% 細粒 500mg/g         スルトプリド塩酸塩 内用

院外 バルネチール錠100 錠 100mg スルトプリド塩酸塩 内用

院外 バルネチール錠200 錠 200mg スルトプリド塩酸塩 内用

院外 バルネチール錠50 錠 50mg スルトプリド塩酸塩 内用

院内 スルピリド細粒50%「アメル」 細粒 500mg/g         スルピリド 要時購入 内用 共和薬品工業

院内 スルピリド錠50mg「アメル」 錠 50mg スルピリド 内用 共和薬品工業

院外 ドグマチール細粒10%　　　　　　　　　　　　 細粒 100mg/g スルピリド 内用

院外 ドグマチール錠50mg 錠 50mg スルピリド 内用

院外 ドグマチール錠100mg 錠 100mg スルピリド 内用

院外 ドグマチール錠200mg 錠 200mg スルピリド 内用

院外 ジェイゾロフト錠25mg 錠 25mg セルトラリン塩酸塩 内用

院内 セルトラリン錠25mg「DSEP」 錠 25mg セルトラリン塩酸塩 内用 第一三共エスファ

院外 ジェイゾロフト錠50mg 錠 50mg セルトラリン塩酸塩 内用

院外 ロドピン細粒50% 細粒 500mg/g         ゾテピン 内用

院内 ゾテピン錠25mg「ヨシトミ」（ロドピン錠へ代替中） 錠 25mg ゾテピン 内用 吉富薬品

院外 ロドピン錠25mg 錠 25mg ゾテピン 内用

院外 ロドピン錠50mg 錠 50mg ゾテピン 内用

院外 トロペロン錠1mg 錠 1mg チミペロン 内用

院外 サインバルタカプセル20mg Cap 20mg デュロキセチン塩酸塩 内用

院外 サインバルタカプセル30mg Cap 30mg デュロキセチン塩酸塩 内用

院内 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 錠 25mg トラゾドン塩酸塩 内用 共和薬品

院外 デジレル錠25 錠 25mg トラゾドン塩酸塩 内用

院外 デジレル錠50 錠 50mg トラゾドン塩酸塩 内用

院外 レスリン錠25 錠 25mg トラゾドン塩酸塩 内用

院外 パキシル錠5mg 錠 5mg パロキセチン塩酸塩水和物 内用

院外 パキシル錠10mg 錠 10㎎ パロキセチン塩酸塩水和物 内用

院内 パロキセチン錠10mg「明治」 錠 10㎎ パロキセチン塩酸塩水和物 内用 MeijiSeika

院外 パキシル錠20mg 錠 20mg パロキセチン塩酸塩水和物 内用
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院外 パキシルCR錠12.5mg 錠 12.5mg パロキセチン塩酸塩水和物 内用

院外 パキシルCR錠25mg 錠 25mg パロキセチン塩酸塩水和物 内用

院外 セレネース内服液0.2% 液 2mg/mL ハロペリドール 内用

院外 セレネース細粒1% 細粒 10mg/g ハロペリドール 内用

院外 セレネース錠0.75mg 錠 0.75㎎ ハロペリドール 内用

院外 セレネース錠1mg 錠 1㎎ ハロペリドール 内用

院外 セレネース錠1.5mg 錠 1.5㎎ ハロペリドール 内用

院外 セレネース錠3mg 錠 3㎎ ハロペリドール 内用

院内 ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」 細粒 10mg/g ハロペリドール 内用 吉富薬品

院内 ハロペリドール錠0.75mg「アメル」 錠 0.75㎎ ハロペリドール 内用 共和薬品

院内 ハロペリドール錠1mg「アメル」 錠 1㎎ ハロペリドール 内用 共和薬品

院内 ハロペリドール錠1.5mg「アメル」 錠 1.5㎎ ハロペリドール 内用 共和薬品

院内 ハロペリドール錠3mg「アメル」 錠 3㎎ ハロペリドール 内用 共和薬品

院内 ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 5mg・1mL/A ハロペリドール 注射 ○ 田辺三菱

院外 アタラックス－Ｐカプセル25mg Cap 25mg ヒドロキシジンパモ酸塩 内用

院外 アタラックス－Ｐシロップ0.5% 液 5mg/mL ヒドロキシジンパモ酸塩 内用

院内 アタラックス－Ｐ注射液（25mg／ｍＬ） 25mg・1mL/A ヒドロキシジンパモ酸塩 注射 ○ ファイザー

院内 アタラックス－Ｐ散10% 散 100mg/g ヒドロキシジンパモ酸塩 内用 ファイザー

院外 アタラックス錠10mg 錠 10mg ヒドロキシジン塩酸塩 内用

院外 デプロメール錠25                           錠 25mg フルボキサミンマレイン酸塩 内用

院内 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」 錠 25mg フルボキサミンマレイン酸塩 内用 日医工

院内 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」 錠 50mg フルボキサミンマレイン酸塩 内用 日医工

院外 ルボックス錠25 錠 25mg フルボキサミンマレイン酸塩 内用

院外 ルボックス錠50 錠 50mg フルボキサミンマレイン酸塩 内用

院外 ロナセン錠2mg 錠 2mg ブロナンセリン 内用

院内 ロナセン錠4mg 錠 4mg ブロナンセリン 内用 大日本住友

院外 ロナセン錠8mg 錠 8mg ブロナンセリン 内用

院外 ロナセンテープ20mg 20mg/枚 ブロナンセリン 外用

院外 ロナセンテープ30mg 30mg/枚 ブロナンセリン 外用

院外 ロナセンテープ40mg 40mg/枚 ブロナンセリン 外用

院外 【般】ブロムペリドール錠1mg 錠 1mg ブロムペリドール 内用

院外 【般】ブロムペリドール錠3mg 錠 3mg ブロムペリドール 内用

院外 【般】ブロムペリドール細粒1% 細粒 10mg/g ブロムペリドール 内用

院内 ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」（ルーラン4mgへ代替中） 錠 4㎎ ペロスピロン塩酸塩 内用 共和薬品

院外 ルーラン錠4mg 錠 4㎎ ペロスピロン塩酸塩 内用

院外 ルーラン錠8mg 錠 8mg ペロスピロン塩酸塩 内用

院外 ラツーダ錠20mg 錠 20mg ルラシドン塩酸塩 内用

院外 ルジオミール錠10mg 錠 10mg マプロチリン塩酸塩 内用

院外 ルジオミール錠25mg 錠 25mg マプロチリン塩酸塩 内用

院内 テトラミド錠10mg 錠 10㎎ ミアンセリン塩酸塩 内用 第一三共

院外 テトラミド錠30mg 錠 30㎎ ミアンセリン塩酸塩 内用

院外 イフェクサーSRカプセル37.5mg Cap 37.5mg ベンラファキシン塩酸塩
児童・思春期精神
科限定 内用

院外 イフェクサーSRカプセル75mg Cap 75mg ベンラファキシン塩酸塩
児童・思春期精神
科限定 内用

院外 トレドミン錠15mg 錠 15mg ミルナシプラン塩酸塩 内用

院外 トレドミン錠25mg 錠 25㎎ ミルナシプラン塩酸塩 内用

院内 ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」 錠 25㎎ ミルナシプラン塩酸塩 内用 共和薬品

院外 レメロン錠15mg 錠 15mg ミルタザピン 内用
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院外 モディオダール錠100mg 錠 100mg モダフィニル 医師限定

向第一種：30日
内用

院内 インヴェガ錠3mg 錠 3mg パリペリドン 内用 ヤンセンファーマ

院外 インヴェガ錠6mg 錠 6mg パリペリドン 内用

院外 インヴェガ錠9mg 錠 9mg パリペリドン 内用

院外 リスパダール細粒1% 細粒 10mg/g リスペリドン 内用

院外 リスパダール錠1mg 錠 1mg リスペリドン 内用

院外 リスパダール錠2mg 錠 2mg リスペリドン 内用

院外 リスパダール錠3mg 錠 3mg リスペリドン 内用

院外 リスパダールＯＤ錠0.5mg 錠 0.5mg リスペリドン 内用

院外 リスパダールＯＤ錠1mg 錠 1mg リスペリドン 内用

院外 リスパダールＯＤ錠2mg 錠 2mg リスペリドン 内用

院内 リスペリドン細粒1%「ヨシトミ」 細粒 10mg/g リスペリドン 内用 田辺三菱

院内 リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」 錠 0.5mg　 リスペリドン 内用 田辺三菱

院内 リスペリドンOD錠1mg「アメル」 錠 1mg リスペリドン 内用 共和薬品

院内 リスペリドン錠2mg「アメル」 錠 2mg リスペリドン 内用 共和薬品

院外 リスパダール内用液1mg／ｍＬ 液 1mg/mL（瓶包装品） リスペリドン 内用

院外 リスパダール内用液1mg／ｍＬ 液 0.5mg・0.5mL/包 リスペリドン 内用

院外 リスパダール内用液1mg／ｍＬ 液 1mg・1mL/包 リスペリドン 内用

院外 リスパダール内用液1mg／ｍＬ 液 2mg・2mL/包 リスペリドン 内用

院外 リスパダール内用液1mg／ｍＬ 液 3mg・3mL/包 リスペリドン 内用

院内 リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 液 1mg・1mL/包 リスペリドン 内用 MeijiSeika

院内 リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 液 2mg・2mL/包 リスペリドン 内用 MeijiSeika

院内 リスパダールコンスタ筋注用50mg 50mg/V専用懸濁用液付 リスペリドン 要時購入 注射 ヤンセンファーマ

院外 リーマス錠100 錠 100mg 炭酸リチウム　 内用

院外 リーマス錠200 錠 200mg 炭酸リチウム　 内用

院内 炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」 錠 100mg 炭酸リチウム 内用 田辺三菱

院内 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」 錠 200mg 炭酸リチウム　 内用 田辺三菱

総合感冒剤

院内 ＰＬ配合顆粒 顆粒 1g/包 総合感冒剤 内用 塩野義製薬

その他の中枢神経系用薬 

院内 エダラボン点滴静注液30mg「日医工」 30mg・20mL/A エダラボン 注射 ○ 日医工

院外 セレジスト錠5mg 錠 5mg タルチレリン水和物 内用

院外 コレアジン錠12.5mg 錠 12.5mg テトラベナジン 神経内科限定 内用

院外 テクフィデラカプセル120mg Cap 120mg フマル酸ジメチル 神経内科限定 内用

院外 テクフィデラカプセル240mg Cap 240mg フマル酸ジメチル 神経内科限定 内用

院外 レミッチOD錠2.5μg 錠 2.5μg ナルフラフィン塩酸塩 内用

院外 リリカカプセル25mg Cap 25mg プレガバリン 内用

院外 リリカカプセル75mg Cap 75mg プレガバリン 内用

院内 ロゼレム錠8mg 錠 8mg ラメルテオン 内用 武田薬品工業

院内 メラトベル顆粒小児用0.2% 顆粒 2mg/g メラトニン 内用 ノーベル

院内 ベルソムラ錠10mg 錠 10mg スボレキサント 内用 MSD

院外 ベルソムラ錠15mg 錠 15mg スボレキサント 内用

院外 ベルソムラ錠20mg 錠 20mg スボレキサント 内用

院外 デエビゴ錠2.5mg 錠 2.5mg レンボレキサント 内用

末梢神経系用剤

局所麻酔剤

院内 マーカイン注脊麻用0.5%高比重 20mg・4mL/A ブピバカイン塩酸塩水和物 注射 × アスペン
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院内 リドカインテープ18mg「YP」 18mg(30.5x50.0mm)/枚 リドカイン 外用 メディキット

院内 キシロカイン液「4%」 40mg/mL　20mL/瓶 リドカイン塩酸塩 外用 アスペン

院内 キシロカインゼリー2% 20mg/mL　30mL/本 リドカイン塩酸塩 外用 アスペン

院内 リドカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」 50mg・5mL/A リドカイン塩酸塩 注射 ○ ファイザー

院内 リドカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」 100mg・10mL/A リドカイン塩酸塩 注射 ○ ファイザー

院外 キシロカインビスカス2% 液 20mg/mL　100mL/瓶 リドカイン塩酸塩 内用

院内 リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」 液 20mg/mL　100mL/瓶 リドカイン塩酸塩 内用 日新製薬

院内 キシロカインポンプスプレー8% 80mg/mL　80g/瓶 リドカイン塩酸塩 外用 アスペン

院内 キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン（1：100，000）含有 20mL/V(5mg/mL) リドカイン塩酸塩・アドレナリン 注射 ○ アスペン

院内 キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1：100，000）含有 20mL/V(10mg/mL) リドカイン塩酸塩・アドレナリン 注射 ○ アスペン

院内 アナペイン注2mg／ｍＬ 20mg・10mL/A ロピバカイン塩酸塩水和物 注射 × アストラゼネカ

院内 アナペイン注2mg／ｍＬ 200mg・100mL/袋 ロピバカイン塩酸塩水和物 注射 × アストラゼネカ

院内 アナペイン注7.5mg／ｍL 75mg・10mL/A ロピバカイン塩酸塩水和物 注射 × アストラゼネカ

院内 ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL 25mg・10mL/ｷｯﾄ 塩酸レボブピバカイン 注射 × 丸石

院内 ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL 250mg・100mL/袋 塩酸レボブピバカイン 注射 × 丸石

院内 エムラクリーム 5g/本（各25mg/g） リドカイン・プロピトカイン
院内、処置
のみ使用可 外用 佐藤製薬

院外 エムラパッチ ﾘﾄﾞｶｲﾝ25mg･ﾌﾟﾛﾋﾟﾄｶｲﾝ25mg/枚 リドカイン・プロピトカイン 外用

骨格筋弛緩剤

院内 ダントリウムカプセル25mg Cap 25mg ダントロレンナトリウム 内用 オーファンパシフィック

院内 ダントリウム静注用20mg 20mg/V ダントロレンナトリウム水和物 注射 × オーファンパシフィック

院内 ボトックス注用50単位 50単位/V A型ボツリヌス毒素
医師限定
要時購入

注射 筋注・皮内 GSK

院内 ボトックス注用100単位 100単位/V A型ボツリヌス毒素
医師限定
要時購入

注射 筋注・皮内 GSK

院内 スキサメトニウム注100「マルイシ」 100mg・5mL/A スキサメトニウム塩化物水和物 注射 ○ 丸石製薬

院内 ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「マルイシ」 25mg・2.5mL/V ロクロニウム臭化物 注射 ○ 丸石製薬

院内 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5mL「マルイシ」 50mg・5mL/V ロクロニウム臭化物 集中治療科限定 注射 ○ 丸石製薬

自律神経剤

院内 ウブレチド錠5mg　　 錠 5㎎ ジスチグミン臭化物 内用 鳥居薬品

院内 メペンゾラート臭化物錠7.5mg「ツルハラ」 錠 7.5mg メペンゾラート臭化物 内用 鶴原

院外 トランコロン錠7.5mg 錠 7.5mg メペンゾラート臭化物 内用

院内 ワゴスチグミン注0.5mg 0.5mg・1mL/A ネオスチグミンメチル硫酸塩 注射 塩野義製薬

院外 メスチノン錠60mg 錠 60mg ピリドスチグミン臭化物 内用

鎮けい剤

院内 アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 0.5mg1mL/筒 アトロピン硫酸塩水和物 注射 ○ テルモ

院外 硫酸アトロピン「ホエイ」 末 原末 アトロピン硫酸塩水和物 内用

院内 ブチルスコポラミン臭化物注20mg「トーワ」 20mg・1mL/A ブチルスコポラミン臭化物 注射 ○ 東和薬品

院内 ブスコパン錠10mg 錠 10㎎ ブチルスコポラミン臭化物 内用 サノフィ

院内 パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」 4mg・1mL/A パパベリン塩酸塩 注射 日医工

院内 硫酸Mg補正液1ｍEq/ｍL 20mL/A 硫酸マグネシウム 注射 ○ 大塚製薬

院外 ミオナール錠50mg 錠 50mg エペリゾン塩酸塩 内用

院外 ミオナール顆粒10% 顆粒 10mg/g エペリゾン塩酸塩 内用

院外 テルネリン錠1mg 錠 1mg チザニジン塩酸塩 内用

院内 チザニジン顆粒0.2%「日医工」（ﾃﾙﾈﾘﾝ顆粒0.2%へ代替中） 顆粒 2mg/g チザニジン塩酸塩 内用 日医工

院外 テルネリン顆粒0.2% 顆粒 2mg/g チザニジン塩酸塩 内用

院外 リオレサール錠10mg 錠 10mg バクロフェン 内用

院内 リオレサール錠5mg（ｷﾞｬﾊﾞﾛﾝ錠5mgへ代替中） 錠 5mg バクロフェン 内用 田辺三菱

院内 ギャバロン髄注0.005% 1ｍL 0.05mg・1mL/A バクロフェン 医師限定 注射 ◎
ポンプ充填時

第一三共

院内 ギャバロン髄注0.05% 20ｍL 10mg・20mL/A バクロフェン 医師限定 注射 ◎
ポンプ充填時

第一三共
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院内 ギャバロン髄注0.2% 5ｍL 10mg・5mL/A バクロフェン 医師限定 注射 ◎
ポンプ充填時

第一三共

院外 ロートエキス                            末 バラ　原末 ロートエキス 内用

感覚器官用薬

眼科用剤

院内 日点アトロピン点眼液1% 5mL (10mg/mL) アトロピン硫酸塩水和物 外用 日本点眼研究所

院外 リュウアト1%眼軟膏 3.5g (10mg/g) アトロピン硫酸塩水和物 外用

院内 サイプレジン1%点眼液 10mL (10mg/mL) シクロペントラート塩酸塩 外用 参天製薬

院外 ミドリンM点眼液0.4% 5mL (4mg/mL) トロピカミド 外用

院外 サンピロ点眼液 2% 5mL (20mg/mL) ピロカルピン塩酸塩 外用

院内 ベノキシール点眼液0.4% 5mL (4mg/mL) オキシブプロカイン塩酸塩 外用 参天製薬

院内 フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」 5mL (1mg/mL) フルオロメトロン ｵﾄﾞﾒｰﾙから名称変更 外用 武田薬品工業

院外 フルメトロン点眼液0.1% 5mL (1mg/mL) フルオロメトロン 外用

院外 フルメトロン点眼液0.02% 5mL (0.2mg/mL) フルオロメトロン 外用

院外 サンテゾーン点眼液0.1% 5mL (1mg/mL) デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム 外用

院外 プレドニン眼軟膏 5g (2.5mg/g) プレドニゾロン酢酸エステル 外用

院外 リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 5mL (1mg/mL) ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 外用

院内 ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」 5mL (1mg/mL) ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 外用 日本点眼薬

院外 ベストロン点眼用0.5% 5mL (5mg/mL) セフメノキシム塩酸塩 外用

院外 ベストロン耳鼻科用1% 5mL (10mg/mL) セフメノキシム塩酸塩 外用

院外 【般】ゲンタマイシン硫酸塩点眼液0.3% 5mL（3mg/mL） ゲンタマイシン硫酸塩 外用

院外 アジマイシン点眼液1% 2.5mL（10mg/mL） アジスロマイシン水和物 外用

院内 スコピゾル眼科用液 15mL ヒドロキシエチルセルロース他 外用 千寿製薬

院内 サンドールP点眼液 5mL トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩 外用 日本点眼薬

院外 ミドリンＰ点眼液 5mL トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩 外用

院内 ＡＺ点眼液0.02%　　　　　　　　 5mL (0.2mg/mL) アズレンスルホン酸ナトリウム 外用 ゼリア新薬

院外 ニフラン点眼液0.1% 5mL (1mg/mL) プラノプロフェン 外用

院外 点眼・点鼻用リンデロンA液 5mL ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩 外用

院外 リボスチン点眼液0.025% 5mL (0.25mg/mL) レボカバスチン塩酸塩 外用

院内 レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025%「わかもと」 5mL (0.25mg/mL) レボカバスチン塩酸塩 外用 わかもと製薬

院外 パタノール点眼液0.1% 5mL (1mg/mL) オロパタジン塩酸塩 外用

院外 アレジオン点眼液0.05% 5mL (0.5mg/mL) エピナスチン塩酸塩 外用

院外 アレジオンLX点眼液0.1% 5mL (1mg/mL) エピナスチン塩酸塩 外用

院内 クロモグリク酸Na点眼液2%「センジュ」 5mL (20mg/mL) クロモグリク酸ナトリウム ｸﾛﾓﾌｪﾛﾝから名称変更

院外：一般名処方 外用 武田薬品工業

院外 ザジテン点眼液0.05% 5mL (0.5mg/mL) ケトチフェンフマル酸塩 外用

院外 タリムス点眼液0.1% 5mL (1mg/mL) タクロリムス水和物
眼科・アレル
ギー科限定

外用

院外 リザベン点眼液0.5% 5mL (5mg/mL) トラミラスト 外用

院外 アレギサール点眼液0.1% 5mL (1mg/mL) ペミロラストカリウム 外用

院内 アシクロビル眼軟膏3%「日点」 5ｇ (30mg/g) アシクロビル ﾋﾞﾙﾚｸｽから名称変更 外用 日本点眼研究所

院外 ゾビラックス眼軟膏3% 5ｇ (30mg/g) アシクロビル 外用

院外 エコリシン眼軟膏 3.5g
エリスロマイシンラクトビオン酸塩
コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム 外用

院外 タリビッド眼軟膏0.3% 3.5g (3mg/g) オフロキサシン 外用

院内 オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」 3.5g (3mg/g) オフロキサシン 外用 日東メディック

院外 タリビッド点眼液0.3%　　 5mL (3mg/mL) オフロキサシン 外用

院外 クラビット点眼液 0.5% 5mL (5mg/mL) レボフロキサシン 外用

院内 レボフロキサシン点眼液0.5%「わかもと」 5mL (5mg/mL) レボフロキサシン 外用 わかもと製薬

院外 ノフロ点眼液0.3% 5mL (3mg/mL) ノルフロキサシン 外用

院内 ネオ メドロールＥＥ軟膏 3ｇ
フラジオマイシン硫酸塩
メチルプレドニゾロン 外用 ファイザー
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院内 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 5mL (1mg/mL) ヒアルロン酸ナトリウム 外用 武田薬品工業

院外 ヒアレイン点眼液 0.1% 5mL (1mg/mL) ヒアルロン酸ナトリウム 外用

院外 ヒアレインミニ点眼液 0.3% 0.4mL (3mg/mL) ヒアルロン酸ナトリウム 外用

院内 人工涙液マイティア点眼液　　　　 5mL 配合剤 外用 武田薬品工業

院内 チモロール点眼液0.5%「ニットー」 5mL (5mg/mL) チモロールマレイン酸塩 外用 日東メディック

院外 チモプトール点眼液 0.5% 5mL (5mg/mL) チモロールマレイン酸塩 外用

院内 エイゾプト懸濁性点眼液 1% 5mL (10mg/mL) ブリンゾラミド 外用 ノバルティス

院外 キサラタン点眼液 0.005% 2.5mL (50μg/mL) ラタノプロスト 外用

院内 ラタノプロスト点眼液 0.005%「センジュ」 2.5mL (50μg/mL) ラタノプロスト 外用 千寿製薬

院外 グラナテック点眼液0.4% 5mL (4mg/mL) リパスジル塩酸塩水和物 外用

院内 ＦＡＤ点眼液0.05%　「サンテン」（販売中止、在庫限り） 5mL (0.5mg/mL) フラビンアデニンジヌクレオチド 在庫限り 外用 参天製薬

院内 フラビタン眼軟膏 0.1% 5g (1mg/g) フラビンアデニンジヌクレオチド 外用 アステラス

院内 ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL 0.5mg・0.05mL/V ラニビズマブ(遺伝子組換え) 注射 ノバルティス

耳鼻科用剤

院外 ホスミシンS耳科用3% 10mL (30mg/mL) ホスホマイシンナトリウム 耳鼻いんこう科限定 外用

院内 ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 10mL（50mg/mL） ジオクチルソジウムスルホサクシネート 外用 武田

院内 オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」 5mL (3mg/mL) オフロキサシン 外用 武田

院外 タリビッド耳科用液0.3% 5mL (3mg/mL) オフロキサシン 外用

院内 クロモグリク酸Na点鼻液2%「トーワ」 9.5mL(20mg/mL) クロモグリク酸ナトリウム 外用 東和薬品

院外 【般】クロモグリク酸Na点鼻液2% 9.5mL(60噴霧 20mg/mL)   クロモグリク酸ナトリウム 外用

院外 アラミスト点鼻液27.5μｇ56噴霧用 56噴霧・6g/キット フルチカゾンフランカルボン酸エステル 外用

院外 ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 56噴霧・10g/瓶    モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 外用

院外 フルナーゼ点鼻液50μg 28噴霧用 28噴霧・4mL/瓶    フルチカゾンプロピオン酸エステル 外用

院外 小児用フルナーゼ点鼻液25μｇ56噴霧用 56噴霧・4ｍL/瓶 フルチカゾンプロピオン酸エステル 外用

院内 フルチカゾン点鼻液25μg小児用「杏林」56噴霧用 56噴霧・4ｍL/瓶 フルチカゾンプロピオン酸エステル 外用 杏林

院外 【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg8.5g 8.5ｇ/瓶 (1mg/g) ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 外用

院外 【般】ベクロメタゾンプロピオン酸ｴｽﾃﾙ点鼻粉末25μg 60噴霧・0.9087g/瓶 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 外用

院外 リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 15mL/瓶   塩酸レボカバスチン 外用

院内 リティンパ耳科用250μgセット 250μg（30万国際標準単位）/ｾｯﾄ トラフェルミン(遺伝子組換え) 処置のみ 外用 ノーベル

鎮暈剤

院内 トラベルミン配合錠　 錠 1錠 ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン 内用 エーザイ

院外 セファドール錠25mg 錠 25mg ジフェニドール塩酸塩 患者限定 内用

院外 メリスロン錠6mg 錠 6mg ベタヒスチンメシル酸塩 内用

個々の器官系用医薬品

循環器官用薬

強心剤

院内 ジゴシン散0.1%（製剤原料） 散 0.1%　(1mg/g) ジゴキシン 0.01%製剤あり 内用 中外製薬

院外 ジゴシン錠0.125mg 錠 0.125mg ジゴキシン 内用

院外 ジゴシン錠0.25mg 錠 0.25mg ジゴキシン 内用

院内 ジゴシン注0.25mg 0.25mg・1mL/A ジゴキシン 注射 × 中外製薬

院内 レスピア静注・経口液60mg 60㎎・3mL/瓶 カフェインクエン酸塩 注射 ○ ノーベルファーマ

院内 ネオフィリン注250mg 250mg・10mL/A アミノフィリン 注射 ○ エーザイ

院外 安息香酸ナトリウムカフェイン 末 原末 安息香酸ナトリウムカフェイン 内用

院内 プロタノールL注1mg 1mg・5mL/A ｌ-イソプレナリン塩酸塩 注射 ○ 興和創薬

院内 プロタノールＬ注0.2mg 0.2mg・1mL/A ｌ-イソプレナリン塩酸塩 注射 ○ 興和創薬

院外 プロタノールS錠15mg 錠 15mg dl-イソプレナリン塩酸塩 循環器科限定 内用

院内 イノバン注100mg 100㎎・5mL/A ドパミン塩酸塩 注射 ○ 協和キリン
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院内 ドブトレックス注射液100mg 100mg・5mL/A ドブタミン塩酸塩 注射 ○ 塩野義製薬

院内 ピモベンダン錠「TE」1.25mg 錠 1.25mg ピモベンダン 内用 トーアエイヨー

院外 【般】ピモベンダン錠1.25mg 錠 1.25㎎ ピモベンダン 内用

院内 ミルリノン注射液10mg「F」 10mg・10mL/V ミルリノン 注射 × 富士製薬

院内 ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」（ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ錠粉砕へ代替中） 顆粒 10mg/g ユビデカレノン 内用 鶴原

院外 【般】ユビデカレノン顆粒1% 顆粒 10mg/g ユビデカレノン 内用

院外 ノイキノン錠5mg 錠 5mg ユビデカレノン 内用

不整脈用剤

院内 アミサリン注100mg　　　　　　　　 100mg・1mL/A プロカインアミド塩酸塩 注射 ○ 第一三共

院外 キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」 錠 100mg キニジン硫酸塩水和物 内用

院外 テノーミン錠25 錠 25mg アテノロール 内用

院外 テノーミン錠50 錠 50mg アテノロール 内用

院外 メインテート錠5mg 錠 5mg ビソプロロールフマル酸塩 内用

院外 インデラル錠10mg 錠 10mg プロプラノロール塩酸塩 内用

院内 プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 錠 10mg プロプラノロール塩酸塩 内用 日医工

院内 インデラル注射液2mg 2mg・2mL/A プロプラノロール塩酸塩 注射 ○ アストラゼネカ

院外 ナディック錠30mg 錠 30mg ナドロール 内用

院外 ナディック錠60mg 錠 60mg ナドロール 内用

院内 オノアクト点滴静注用50mg 50mg/V ランジオロール塩酸塩 注射 ○ 小野薬品工業

院内 アンカロン注150 150mg・3mL/A アミオダロン塩酸塩 注射 ○
PVCﾌﾘｰ使用

サノフィ

院内 アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 錠 50mg アミオダロン塩酸塩 内用 アステラス

院外 アンカロン錠100 錠 100mg アミオダロン塩酸塩 内用

院外 リスモダンＲ錠150mg           　　　　　　 錠 150mg ジソピラミドリン酸塩 内用

院外 シベノール錠50mg 錠 50mg シベンゾリンコハク酸塩 内用

院外 ソタコール錠40mg 錠 40mg ソタロール塩酸塩 内用

院内 シンビット静注用50mg 50mg/V ニフェカラント 注射 ○ トーアエイヨー

院内 タンボコール静注50mg 50mg5mL/A フレカイニド酢酸塩 循環器科限定 注射 ○ エーザイ

院内 タンボコール細粒10% 細粒 100mg/g フレカイニド酢酸塩 内用 エーザイ

院外 タンボコール錠50mg 錠 50㎎ フレカイニド酢酸塩 内用

院外 ベプリコール錠50mg 錠 50mg ベプリジル塩酸塩水和物 内用

院内 ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」 5mg・2mL/A ベラパミル塩酸塩 注射 ○ 武田

院外 メキシチールカプセル50mg Cap 50mg メキシレチン塩酸塩 内用

院外 メキシチールカプセル100mg　　　 Cap 100mg メキシレチン塩酸塩 内用

院内 静注用キシロカイン2% 100mg・5mL/A リドカイン塩酸塩 注射 ○ アストラゼネカ

利尿剤

院外 フルイトラン錠2mg 錠 2mg トリクロルメチアジド 内用

院内 ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」 錠 25mg ヒドロクロロチアジド 内用 東和薬品                

院内 カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」　　　 100㎎/V カンレノ酸カリウム 注射 ○ 沢井製薬

院内 アルダクトンＡ細粒10% 細粒 100mg/g スピロノラクトン 内用 ファイザー

院内 アルダクトンＡ錠25mg 錠 25㎎ スピロノラクトン 内用 ファイザー

院外 ダイアモックス錠250mg 錠 250mg アセタゾラミド 内用

院内 ダイアモックス末 末 ﾊﾞﾗ 原末 アセタゾラミド 内用 三和化学

院内 ダイアモックス注射用500mg 500mg/V アセタゾラミドナトリウム 注射 ○ 三和化学

院外 イソバイドシロップ70% 液 350g/500mL イソソルビド 内用

院外 サムスカOD錠15mg 錠 15mg トルバプタン
循環・心外・集
中・腎内限定 内用

院内 サムスカ顆粒1% 錠 15mg トルバプタン
循環・心外・集
中・腎内限定 内用 大塚製薬

院内 フロセミド細粒4%「ＥＭＥＣ」 細粒 40mg/g フロセミド 内用 日医工
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輸液
フィルター

メ　ー　カ　ー　等

院外 【般】フロセミド細粒4% 細粒 40mg/g フロセミド 内用

院内 フロセミド錠20mg「武田テバ」　　　 錠 20㎎ フロセミド 内用 武田

院外 ラシックス錠20mg 錠 20㎎ フロセミド 内用

院内 フロセミド注20mg「武田テバ」 20㎎・2mL/A フロセミド 注射 ○ 武田

院外 ダイアート錠30mg 錠 30㎎ アゾセミド 内用

血圧降下剤

院内 エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」 細粒 10mg/g エナラプリルマレイン酸塩
 内用 共和薬品

院内 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「アメル」 錠 5mg エナラプリルマレイン酸塩
 内用 共和薬品

院外 レニベース錠5 錠 5mg エナラプリルマレイン酸塩
 内用

院外 レニベース錠2.5 錠 2.5mg エナラプリルマレイン酸塩
 内用

院内 カプトリル細粒5%　　　　　　　 細粒 50mg/g カプトプリル 内用 アルフレッサファーマ

院内 リシノプリル錠5mg「トーワ」 錠 5mg リシノプリル水和物 内用 東和薬品

院外 ロンゲス錠5mg 錠 5mg リシノプリル水和物 内用

院外 ロンゲス錠10mg 錠 10mg リシノプリル水和物 内用

院外 タナトリル錠5 錠 5mg イミダプリル塩酸塩 内用

院外 エースコール錠2mg 錠 2mg テモカプリル塩酸塩 患者限定 内用

院外 アルドメット錠125 錠 125mg メチルドパ水和物 内用

院外 ラジレス錠150mg 錠 150mg アリスキレンフマル酸塩 内用

院外 セララ錠50mg 錠 50mg エプレレノン 内用

院外 アーチスト錠1.25mg 錠 1.25mg カルベジロール 内用

院外 アーチスト錠2.5mg 錠 2.5mg カルベジロール 内用

院内 カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 錠 2.5mg カルベジロール 内用 沢井製薬

院外 アーチスト錠10mg 錠 10mg カルベジロール 内用

院外 ニューロタン錠25mg       　　　　　　 錠 25mg ロサルタンカリウム 内用

院外 ブロプレス錠2 錠 2mg カンデサルタン シレキセチル　 内用

院外 ブロプレス錠4 錠 4mg カンデサルタン シレキセチル 内用

院内 カンデサルタン錠4mg「あすか」 錠 4mg カンデサルタン シレキセチル 内用 あすか製薬

院外 ブロプレス錠8 錠 8mg カンデサルタン シレキセチル　 内用

院内 バルサルタン錠20mg「サンド」 錠 20mg バルサルタン 内用 サンド

院外 ディオバン錠20mg 錠 20mg バルサルタン 内用

院外 ディオバン錠40mg 錠 40mg バルサルタン 内用

院外 アジルバ錠10mg 錠 10mg アジルサルタン 内用

院外 アジルバ錠20mg 錠 20mg アジルサルタン 内用

院外 アジルバ錠40mg 錠 40mg アジルサルタン 内用

院外 ミカルディス錠40mg 錠 40mg テルミサルタン 内用

院外 カタプレス錠75μｇ 錠 0.075mg クロニジン塩酸塩 内用

院内 ドキサゾシン錠1mg「日医工」 錠 1mg ドキサゾシンメシル酸塩 内用 日医工

院外 カルデナリン錠1mg 錠 1mg ドキサゾシンメシル酸塩 内用

院外 ミニプレス錠0.5mg 錠 0.5mg プラゾシン塩酸塩 内用

院内 ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」 10mg・10mL/A ニカルジピン塩酸塩 注射 ○ 沢井製薬

院内 ニトプロ持続静注液30mg 30mg・10mL/A ニトロプルシドナトリウム
OP/PICU
限定

注射 ○ 丸石製薬

血管収縮剤

院外 イミグラン点鼻液20 20mg・0.1mL/個        スマトリプタン 外用

院外 イミグラン錠50 錠 50mg スマトリプタンコハク酸塩 内用

院外 レルパックス錠20mg 錠 20mg エレトリプタン臭化水素酸塩 内用

院外 マクサルトRPD錠10mg 錠 10mg リザトリプタン安息香酸塩 内用

院内 ネオシネジンコーワ注1mg 1mg・1mL/A フェニレフリン塩酸塩 注射 × 興和創薬
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輸液
フィルター

メ　ー　カ　ー　等

院内 ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」 錠 2mg ミドドリン塩酸塩 内用 沢井製薬

院外 メトリジンＤ錠2mg 錠 2mg ミドドリン塩酸塩 内用

院外 メトリジン錠2mg 錠 2mg ミドドリン塩酸塩 内用

血管拡張剤

院外 アムロジン錠2.5mg 錠 2.5mg アムロジピンベシル酸塩 内用

院外 アムロジン錠5mg                      錠 5mg アムロジピンベシル酸塩 内用

院内 アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 錠 2.5㎎ アムロジピンベシル酸塩 内用 東和薬品

院外 アムロジンＯＤ錠2.5mg 錠 2.5mg アムロジピンベシル酸塩 内用

院外 アムロジンＯＤ錠5mg 錠 5mg アムロジピンベシル酸塩 内用

院内 ジピリダモール散12.5%「JG」 散 125mg/g ジピリダモール 内用 日本ジェネリック

院内 ジピリダモール錠25mg「JG」 錠 25mg ジピリダモール 内用 日本ジェネリック

院外 ペルサンチン錠25mg 錠 25mg ジピリダモール 内用

院外 コメリアンコーワ錠100 錠 100mg ジラゼプ塩酸塩水和物 内用

院外 シグマート錠2.5mg 錠 2.5mg ニコランジル 内用

院内 ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」 12mg/V ニコランジル 注射 ○ 沢井

院内 ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」 5mg・10mL/A ニトログリセリン 注射 ×
PVCﾌﾘｰ使用

トーアエイヨー

院外 ニトロペン舌下錠0.3mg 錠 0.3㎎ ニトログリセリン 内用

院外 ミオコールスプレー0.3mg 0.3㎎/噴霧 7.2g/本100回用 ニトログリセリン 外用

院外 フランドルテープ40mg 40mg/枚         硝酸イソソルビド 外用

院内 セパミット細粒1%　　　 細粒 10mg/g ニフェジピン 内用 日本ジェネリック

院外 ワソラン錠40mg 錠 40㎎ ベラパミル塩酸塩 内用

院内 ハンプ注射用1000 1000ug/V カルペリチド 注射 ○ 第一三共

高脂血症用剤

院外 トライコア錠53.3mg 錠 53.3mg フェノフィブラート 内用

院内 フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」 錠 53.3mg フェノフィブラート 内用 武田

院外 ベザトールSR錠200mg 錠 200mg ベザフィブラート 内用

院外 リピトール錠5mg 錠 5mg アトルバスタチンカルシウム水和物 内用

院外 コレバインミニ83% 顆粒 830mg/g　1.81g/包 コレスチミド 内用

院外 コレバイン錠500mg 錠 500mg コレスチミド 内用

院外 リバロ錠1mg 錠 1mg ピタバスタチンカルシウム 内用

院内 プラバスタチンNa錠5mg「Me」 錠 5mg プラバスタチンナトリウム 内用 Meファルマ

院外 メバロチン錠5 錠 5mg プラバスタチンナトリウム 内用

院外 メバロチン錠10 錠 10mg プラバスタチンナトリウム 内用

院外 シンレスタール錠250mg 錠 250mg プロブコール 内用

院外 ジャクスタピッドカプセル5mg 錠 5mg ロミタピドメシル酸塩 内用

院外 ジャクスタピッドカプセル10mg 錠 10mg ロミタピドメシル酸塩 内用

その他の循環器官用薬

院内 20%マンニットール注射液「YD」（300ｍL） 60g・300mL/瓶 Ｄ－マンニトール マンニゲンと切替 注射 × 陽進堂

院内 ノバスタンHI注10mg／2ｍL 10mg・2mL/A アルガトロバン水和物 注射 × 田辺三菱

院内 アルプロスタジル注10μg「サワイ」 10ug・2mL/A アルプロスタジル 含有：大豆 注射 ×
DEHPﾌﾘｰ使用

沢井

院内 アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」 20ug/V アルプロスタジル アルファデクス 注射 × 高田

院内 インダシン静注用1mg 1㎎/V インドメタシンナトリウム 注射 × ノーベルファーマ

院内 イブリーフ静注20mg 20㎎・2mL/V イブプロフェン L-リシン 注射 ○ 千寿製薬

院外 ユベラＮカプセル100mg Cap 100mg トコフェロールニコチン酸エステル 内用

院外 ミグシス錠5mg 錠 5mg 塩酸ロメリジン 内用

院外 リズミック錠10mg 錠 10mg アメジニウムメチル硫酸塩 内用

院外 エンレスト錠50mg 錠 50mg サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 内用
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フィルター
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院内 レバチオ錠20mg 錠 20mg シルデナフィル 内用 ファイザー

院内 アドシルカ錠20mg 錠 20mg タダラフィル
循環・心外・集
中限定 内用 日本新薬

院内 エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」 0.5mg/V(溶解液なし) エポプロステノールナトリウム 院外可 注射 ◎ ヤンセン

院外 トレプロスト注射液50mg 50mg20mL/V トレプロスチニル 循環器科限定 注射

院外 トレプロスト注射液100mg 100mg20mL/V トレプロスチニル 循環器科限定 注射

院外 ベンテイビス吸入液10μg 10μg1mL/A イロプロスト 循環器科限定 外用

院外 ベラサスLA錠60μｇ 錠 60μg ベラプロストナトリウム 内用

院外 ヴォリブリス錠2.5mg 錠 2.5mg アンブリセンタン 含有：大豆 内用

院外 トラクリア錠62.5mg 錠 62.5mg ボセンタン 内用

院内 トラクリア小児用分散錠32mg 錠 32mg ボセンタン 内用 ヤンセン

院内 オプスミット錠10mg 錠 10mg マシテンタン 循環・心外・集中限定

含有：大豆 内用 ヤンセン

院内 ウプトラビ錠0.2mg 錠 0.2mg セレキシパグ
循環・心外・集
中限定 内用 日本新薬

院外 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25g ゼリー 25g ポリスチレンスルホン酸カルシウム ｱｰｶﾞﾒｲﾄより名称変更 内用

院内 ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」 顆粒 5.6g/包 ポリスチレンスルホン酸カルシウム ｱｰｶﾞﾒｲﾄより名称変更 内用 アステラス

院外 カリメート散 散 5g/包 ポリスチレンスルホン酸カルシウム 内用

院外 カリメート経口液20% 液 5g/包 ポリスチレンスルホン酸カルシウム 内用

院外 ケイキサレートドライシロップ76% DS 764.5mg/g ・ 3.27g/包 ポリスチレンスルホン酸ナトリウム 内用

院外 ホスレノール顆粒分包250mg 顆粒 250mg/包 炭酸ランタン水和物 内用

院外 ホスレノールチュアブル錠250mg 錠 250mg 炭酸ランタン水和物 内用

院外 フォスブロック錠250mg 錠 250mg  塩酸セベラマー 内用

院外 レナジェル錠250mg 錠 250mg  塩酸セベラマー 内用

院内 キックリン顆粒86.2% 顆粒 862mg/g ビキサロマー 内用 アステラス

院外 キックリンカプセル250mg Cap 250mg ビキサロマー 内用

院内 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 錠 500mg 沈降炭酸カルシウム 内用 三和化学

院内 カルタン細粒83% 細粒 830mg/g 沈降炭酸カルシウム 内用 ファイザー

院外 カルタン錠500 錠 500mg 沈降炭酸カルシウム 内用

院内 リオナ錠250mg 錠 250mg クエン酸第二鉄水和物 内用 鳥居

院外 ピートルチュアブル錠250mg 錠 250mg スクロオキシ水酸化鉄 内用

院外 ピートルチュアブル錠500mg 錠 500mg スクロオキシ水酸化鉄 内用

院内 グリセレブ配合点滴静注 200mL/袋 濃グリセリン・果糖 注射 ○ テルモ

院内 アイノフロー吸入用800ｐｐｍ 15.7L 一酸化窒素 外用 エアウォーター

呼吸器官用薬

呼吸促進剤

院内 ドプラム注射液400mg 400mg・20mL/V ドキサプラム塩酸塩水和物 注射 ○ キッセイ薬品工業

院内 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」 0.2㎎・1mL/A ナロキソン塩酸塩 注射 × アルフレッサファーマ

院内 フルマゼニル注射液0.5mg「F」 0.5mg・5mL/A フルマゼニル 注射 ○ 丸石製薬

院内 サーファクテン気管注入用120mg　　　　　　 120㎎/V 肺サーファクタント 外用 田辺三菱

鎮咳剤

院外 メチエフ散10% 散 100mg/g dl -メチルエフェドリン塩酸塩 内用

院内 エフェドリン「ナガヰ」注射液40mg 40㎎・1mL/A エフェドリン塩酸塩 注射 × 日医工

院外 メジコン散10%                           散 100mg/g デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 内用

院外 メジコン錠15mg 錠 15mg      デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 内用

院外 アストミン錠10mg 錠 10mg   ジメモルファンリン酸塩 内用

去たん剤

院内 カルボシステインDS50%「タカタ」 DS 500mg/g         L-カルボシステイン 内用 高田

院外 ムコダインDS50% DS 500mg/g         L-カルボシステイン 内用

院外 ムコダインシロップ5% 液 50mg/mL         L-カルボシステイン 内用
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院外 ムコダイン錠250mg 錠 250mg    L-カルボシステイン 内用

院外 ムコダイン錠500mg 錠 500mg L-カルボシステイン 内用

院外 クリアナール錠200mg 錠 200mg フドステイン 内用

院外 ビソルボン吸入液0.2% 2mg/mL 45mL/瓶 ブロムヘキシン塩酸塩 外用

院内 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 2mg/mL 45mL/瓶 ブロムヘキシン塩酸塩 外用 武田

院内 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 錠 4㎎ ブロムヘキシン塩酸塩 内用 沢井

院内 ムコサールドライシロップ1.5% DS 15mg/g アンブロキソール塩酸塩 内用 サノフィ

院外 小児用ムコソルバンＤＳ1.5%                  DS 15mg/g アンブロキソール塩酸塩 内用

院外 小児用ムコソルバンシロップ0.3%                   液 3mg/mL         アンブロキソール塩酸塩 内用

院内 ムコサール錠15mg　　　　　　　　 錠 15mg アンブロキソール塩酸塩 内用 サノフィ

院外 ムコソルバン錠15mg                          錠 15mg  アンブロキソール塩酸塩 内用

鎮咳去たん剤

院外 リン酸コデイン散1% 散 10mg/g コデインリン酸塩水和物 内用

院外 アスベリンシロップ0.5% 液 5mg/mL チペピジンヒベンズ酸塩 内用

院内 アスベリン散10% 散 100mg/g チペピジンヒベンズ酸塩 内用 田辺三菱

院内 アスベリン錠10　　 錠 10㎎ チペピジンヒベンズ酸塩 内用 田辺三菱

院外 アスベリン錠20 錠 20mg  チペピジンヒベンズ酸塩 内用

院外 メジコン配合シロップ 液 ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄﾙﾌｧﾝ臭化水素酸塩2.5mg/mL・ｸﾚｿﾞｰﾙｽﾙﾎﾝ酸ｶﾘｳﾑ15mg/mL ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄﾙﾌｧﾝ臭化水素酸塩・ｸﾚｿﾞｰﾙｽﾙﾎﾝ酸ｶﾘｳﾑ 内用

気管支拡張剤

院外 【般】テオフィリンシロップ用20% DS 200mg/g テオフィリン 内用

院外 テオドール錠200mg 錠 200mg  テオフィリン 内用

院外 テオドール錠100mg 錠 100mg  テオフィリン 内用

院外 テオドール錠50mg 錠 50mg テオフィリン 内用

院外 ブリカニール錠2mg 錠 2mg テルブタリン硫酸塩 内用

院内 サルタノールインヘラー100μｇ　　 200噴霧・13.5mL/瓶 サルブタモール硫酸塩 外用 グラクソスミスクライン

院外 【般】サルブタモール硫酸塩錠2mg 錠 2mg サルブタモール硫酸塩 内用

院内 ベネトリン吸入液0.5%　　　　　 5mg/mL　30mL/瓶 サルブタモール硫酸塩 外用 グラクソスミスクライン

院内 アトロベントエロゾル20μg 200噴霧・10mL/瓶 イプラトロピウム臭化物水和物 外用 帝人ファーマ

院外 スピリーバ1.25μgレスピマット60吸入 1.25μg60噴霧/本 チオトロピウム臭化物水和物 外用

院外 スピロペント錠10μg 錠 10μg クレンブテロール塩酸塩 内用

院外 インタールエアロゾル1mg 200噴霧・10mL/瓶 クロモグリク酸ナトリウム 外用

院内 クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 10mg/mL　2mL/A クロモグリク酸ナトリウム 外用 沢井

院外 インタール吸入液1% 10mg/mL　2mL/A クロモグリク酸ナトリウム 外用

院外 セレベント50ディスカス 50μg60ﾌﾞﾘｽﾀｰ サルメテロールキシナホ酸塩 外用

院内 ツロブテロールテープ0.5mg「久光」 0.5㎎/枚 ツロブテロール 外用 久光

院内 ツロブテロールテープ1mg「久光」 1㎎/枚 ツロブテロール 外用 久光

院外 ホクナリンテープ0.5mg 0.5㎎/枚 ツロブテロール 外用

院外 ホクナリンテープ1mg 1㎎/枚 ツロブテロール 外用

院外 ホクナリンテープ2mg 2mg/枚          ツロブテロール 外用

院外 ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 DS 1mg/g ツロブテロール塩酸塩 内用

院内 ツロブテロール塩酸塩DS小児用0.1%「タカタ」 DS 1mg/g ツロブテロール塩酸塩 内用 高田

院外 メプチンシロップ5μｇ／ｍＬ 液 5μg/mL プロカテロール塩酸塩水和物 内用

院外 メプチンドライシロップ0.005% DS 50μg/g プロカテロール塩酸塩水和物 内用

院内 プロカテロール塩酸塩DS0.01%「タカタ」 DS 100μg/g プロカテロール塩酸塩水和物 内用 高田

院内 メプチンミニ錠25μｇ 錠 25ug プロカテロール塩酸塩水和物 内用 大塚製薬

院外 メプチン錠50μg 錠 50μg プロカテロール塩酸塩水和物 内用

院外 メプチンエアー10μg吸入100回 10μg100噴霧/本 プロカテロール塩酸塩水和物 外用
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院内 メプチンキッドエアー5μｇ吸入100回　　 5μg100噴霧/本 プロカテロール塩酸塩水和物 外用 大塚製薬

院外 メプチン吸入ユニット0.5ｍＬ 50μg・0.5mL/A プロカテロール塩酸塩水和物 外用

院内 メプチン吸入液ユニット0.3ｍL 30μg・0.3mL/A プロカテロール塩酸塩水和物 外用 大塚製薬

含嗽剤

院内 アズノールうがい液4% 40mg/mL　5mL/本 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 外用 日本新薬

院外 イソジンガーグル液7% 70mg/mL　30mL/本  ポビドンヨード 外用

その他の呼吸器官用薬

院内 ゾレア皮下注150mgシリンジ 150mg/キット オマリズマブ(遺伝子組換え) 注射 ノバルティスファーマ

院内 ヌーカラ皮下注用100mg 100mg/瓶 メポリズマブ(遺伝子組換え) 要時購入 注射 GSK

院外 オルベスコ50μｇインヘラー112吸入用 50μg・112噴霧/キット シクレソニド 外用

院外 オルベスコ100μｇインヘラー112吸入用 100μg・112噴霧/キット シクレソニド 外用

院外 オルベスコ200μｇインヘラー56吸入用 200μg・56噴霧/キット シクレソニド 外用

院内 ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」 0.25mg・2mL/A ブデソニド 外用 武田

院内 ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」 0.5mg・2mL/A ブテゾニド 外用 武田

院外 パルミコート吸入液0.25mg 0.25mg・2mL/A ブデソニド 外用

院外 パルミコート吸入液0.5mg 0.5mg・2mL/A ブテゾニド 外用

院外 パルミコート100μｇタービュヘイラー112吸入 100μg・112吸入/キット ブデソニド 外用

院外 パルミコート200μｇタービュヘイラー112吸入 200μg・112吸入/キット ブデソニド 外用

院内 フルタイド50μｇエアゾール120吸入用　　　　　 50μg・120噴霧 フルチカゾンプロピオン酸エステル 外用 グラクソスミスクライン

院内 フルタイド50ディスカス 50μg・60ブリスター フルチカゾンプロピオン酸エステル 外用 グラクソスミスクライン

院内 フルタイド100ディスカス 100μg・60ブリスター フルチカゾンプロピオン酸エステル 外用 グラクソスミスクライン

院外 フルタイド200ディスカス 200μg・60ブリスター フルチカゾンプロピオン酸エステル 外用

院内 キュバール50エアゾール 50μg・100噴霧 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 外用 大日本住友

院外 キュバール100エアゾール 100μg・100噴霧 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 外用

院内 アドエア50エアゾール120吸入用 外用 グラクソスミスクライン

院内 アドエア100ディスカス60吸入用 外用 グラクソスミスクライン

院外 アドエア125エアゾール120吸入用 外用

院外 アドエア250ディスカス60吸入用 外用

院外 アドエア500ディスカス60吸入用 外用

院外 シムビコートタービュヘイラー60吸入 外用

院外 フルティフォーム50エアゾール120吸入用 外用

消化器官用薬

止しゃ剤、整腸剤

院内 タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末 末 ﾊﾞﾗ 原末 タンニン酸アルブミン 禁忌：牛乳ｱﾚﾙｷﾞｰ
ﾀﾝﾅﾙﾋﾞﾝから名称変更

内用 ファイザー

院外 次硝酸ビスマス 末 ﾊﾞﾗ 原末 次硝酸ビスマス 内用

院内 ビオフェルミン錠剤 錠 12mg/錠 ビフィズス菌 内用 大正製薬

院内 ラックビー微粒N 末 ﾊﾞﾗ 原末 ビフィズス菌 内用 興和創薬

院外 エンテロノン－R散 散 ﾊﾞﾗ 原末 耐性乳酸菌 禁忌：牛乳ｱﾚﾙｷﾞｰ 内用

院内 ビオフェルミンＲ散 散 ﾊﾞﾗ 原末 耐性乳酸菌 内用 大正製薬

院内 ビオフェルミンＲ錠                錠 6.0mg/錠 耐性乳酸菌 内用 大正製薬

院外 ビオフェルミン配合散 末 ﾊﾞﾗ 原末 ラクトミン・糖化菌 内用

院外 ビオスリー配合散 散 バラ ラクトミン・酪酸菌・糖化菌 内用

院外 ビオスリー配合錠 錠 1錠 ラクトミン・酪酸菌・糖化菌 内用

院外 ミヤＢＭ錠 錠 20mg 宮入菌末 内用

院外 ミヤＢＭ細粒 細粒 40mg/g 宮入菌末 内用

院外 ガスコン錠40mg 錠 40mg ジメチコン 内用

院内 ガスコンドロップ内用液2% 液 20mg/mL ジメチコン 内用 キッセイ薬品工業

120噴霧・サルメテロール25μg/フルチカゾンプロピオン酸エステル50μg

60ブリスター・サルメテロール50μg/フルチカゾンプロピオン酸エステル100μg 

60吸入・ブテゾニド160μg/ホルモテロールフマル酸塩水和物4.5μg 

120噴霧・サルメテロール25μg/フルチカゾンプロピオン酸エステル125μg

60ブリスター・サルメテロール50μg/フルチカゾンプロピオン酸エステル250μg 

60ブリスター・サルメテロール50μg/フルチカゾンプロピオン酸エステル500μg 

120吸入・フルチカゾンプロピオン酸エステル50μg/ホルモテロールフマル酸塩水和物5μg 
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院内 ガスコン散10% 散 100mg/g ジメチコン 内用 キッセイ薬品工業

院外 フェロベリン配合錠 錠 1錠 ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス 内用

院内 ロペラミド錠1mg「EMEC」 錠 1mg ロペラミド塩酸塩 内用 日医工

院外 ロペミンカプセル1mg Cap 1mg ロペラミド塩酸塩 内用

院内 ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」 細粒 0.5mg/g ロペラミド塩酸塩 内用 武田

院外 ロペミン小児用細粒0.05% 細粒 0.5mg/g ロペラミド塩酸塩 内用

院内 薬用炭「日医工」　　　　　　　　　　 末 ﾊﾞﾗ 原末 薬用炭　　 内用 日医工

消化性潰瘍用剤

院外 タガメット錠200mg 錠 200mg シメチジン 内用

院外 ガスターD錠10mg 錠 10mg ファモチジン 内用

院外 ガスターD錠20mg 錠 20mg ファモチジン 内用

院外 ガスター散10% 散 100mg/g ファモチジン 内用

院外 ガスター散2% 散 20mg/g ファモチジン 内用

院内 ファモチジンOD錠10mg「トーワ」 錠 10mg ファモチジン 内用 東和薬品

院内 ファモチジン散2%「ト－ワ」 散 20mg/g ファモチジン 内用 東和薬品

院内 ファモチジン静注液10mg「サワイ」 10mg･10mL/A ファモチジン 注射 ○ 沢井製薬

院外 アルタットカプセル37.5mg Cap 37.5mg ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 内用

院外 アルタットカプセル75mg Cap 75mg ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 内用

院内 マーズレンＳ配合顆粒                           顆粒     アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン 内用 EAファーマ

院外 アルロイドＧ内用液5%                 液 50mg/mL         アルギン酸ナトリウム 内用

院外 ガスロンＮ錠2mg 錠 2mg イルソグラジンマレイン酸塩 内用

院外 ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg 顆粒 10mg/包 エソメプラゾール 内用

院外 ネキシウムカプセル20mg Cap 20mg エソメプラゾール 内用

院内 オメプラゾール注射用20mg「日医工」 20mg/V オメプラゾール 注射 ○ 日医工

院外 オメプラール錠10 錠 10mg オメプラゾール 内用

院外 オメプラゾン錠20mg 錠 20mg         オメプラゾール 内用

院外 アルサルミン細粒90% 細粒 1ｇ/包 スクラルファート水和物 内用

院内 スクラルファート顆粒90%「トーワ」 顆粒 1ｇ/包 スクラルファート水和物 内用 東和薬品

院内 テプレノンカプセル50mg「サワイ」 Cap 50mg テプレノン 内用 沢井製薬

院内 テプレノン細粒10%「サワイ」 細粒 50mg/包 テプレノン 内用 沢井製薬

院外 セルベックスカプセル50mg Cap 50mg テプレノン 内用

院外 セルベックス細粒10% 細粒 50mg/包 テプレノン 内用

院外 プロマック顆粒15% 顆粒 75mg/包 ポラプレジンク 内用

院外 パリエット錠5mg 錠 5mg ラベプラゾールナトリウム 内用

院外 パリエット錠10mg 錠 10mg ラベプラゾールナトリウム 内用

院内 ランソプラゾールOD錠15mg「JG」 錠 15mg ランソプラゾール 内用 日本ジェネリック

院外 タケプロンＯＤ錠15 錠 15mg ランソプラゾール 内用

院外 タケプロンカプセル15 Cap 15mg ランソプラゾール 内用

院外 タケプロンカプセル30 Cap 30mg ランソプラゾール 内用

院外 ムコスタ錠100mg 錠 100mg レバミピド 内用

健胃消化剤

院外 リパクレオン顆粒300mg分包 顆粒 300mg/包 パンクレリパーゼ 内用

院内 ガランターゼ散50% 散 0.5g/包 β-ガラクトシダーゼ 内用 田辺製薬販売

院外 ベリチーム配合顆粒 顆粒 0.5g/包 膵臓性消化酵素 内用

院外 ミルラクト細粒50% 細粒 0.5g/包 β-ガラクトシダーゼ（ペニシリウム） 内用

院外 Ｍ・Ｍ配合散 散 バラ 総合胃腸薬 内用

制酸剤
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院内 アドソルビン原末　　　　　　 末 バラ　原末 天然ケイ酸アルミニウム 内用 第一三共

院内 重カマ「ヨシダ」 末 バラ　原末 酸化マグネシウム 内用 吉田製薬

院外 マグミット錠250mg 錠 250mg 酸化マグネシウム 内用

院内 マグミット錠330mg 錠 330mg 酸化マグネシウム 内用 丸石製薬

院外 マグミット錠500mg 錠 500mg 酸化マグネシウム 内用

院外 酸化マグネシウム錠250mg 錠 250mg 酸化マグネシウム 内用

院外 沈降炭酸カルシウム　 末 バラ　原末 炭酸カルシウム　　　 内用

院内 炭酸水素ナトリウム「ファイザー」原末 末 CF印 バラ　原末 炭酸水素ナトリウム 内用 ファイザー

院外 【般】炭酸水素ナトリウム錠500mg 錠 500mg 炭酸水素ナトリウム　 重曹錠より名称変更 内用

院外 マグテクト配合内服液 液 350mL/瓶 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム 内用

下剤、浣腸剤

院外 【般】センノシド顆粒8% 顆粒 80mg/g センノシド 内用

院内 センノシド錠12mg「サワイ」 錠 12mg センノシド 内用 沢井製薬

院外 プルゼニド錠12mg 錠 12mg センノシド 内用

院外 硫酸マグネシウム 末 バラ　原末 硫酸マグネシウム水和物 内用

院内 グリセリン「ヨシダ」　　　　　　　　　　 500mL グリセリン 外用 吉田製薬

院内 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」　30ｍL Lﾀｲﾌﾟ50% 30mL/個 グリセリン浣腸 ｹﾝｴｰG浣腸液から名称変更 外用 健栄製薬

院外 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」　40ｍL Lﾀｲﾌﾟ50% 40mL/個 グリセリン浣腸 ｹﾝｴｰG浣腸液から名称変更 外用

院内 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」　60ｍL Lﾀｲﾌﾟ50% 60mL/個 グリセリン浣腸 ｹﾝｴｰG浣腸液から名称変更 外用 健栄製薬

院外 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」　90ｍL Lﾀｲﾌﾟ50% 90mL/個 グリセリン浣腸 ｹﾝｴｰG浣腸液から名称変更 外用

院内 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」　120ｍL Lﾀｲﾌﾟ50% 120mL/個 グリセリン浣腸 ｹﾝｴｰG浣腸液から名称変更 外用 健栄製薬

院外 アローゼン顆粒 顆粒 0.5ｇ/包 センナ・センナジツ 内用

院内 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 液 75mg・10ｍL（150滴）/本 ピコスルファートナトリウム水和物 内用 ファイザー

院外 ラキソベロン内用液0.75%                          液 75mg・10ｍL（150滴）/本 ピコスルファートナトリウム水和物 内用

院外 ラキソベロン錠2.5mg 錠 2.5mg ピコスルファートナトリウム水和物 内用

院内 テレミンソフト坐薬10mg 10㎎/個 ビサコジル 外用 EAファーマ

院内 テレミンソフト坐薬2mg 2㎎/個 ビサコジル 外用 EAファーマ

院外 新レシカルボン坐剤 1個             炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム 含有：大豆 外用

院外 アミティーザカプセル24μg Cap 24μg ルビプロストン 内用

院内 モビコール配合内用剤LD 散 6.8523g/包 マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム 内用 持田

利胆剤

院内 ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」 錠 50mg ウルソデオキシコール酸 内用 日本ジェネリック

院内 ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」 錠 100mg ウルソデオキシコール酸 内用 日本ジェネリック

院外 【般】ウルソデオキシコール酸錠50mg 錠 50mg ウルソデオキシコール酸 内用

院外 ウルソ錠100mg 錠 100mg ウルソデオキシコール酸 内用

院内 ウルソ顆粒5% 顆粒 50mg/g ウルソデオキシコール酸 内用 田辺三菱

院内 10%デヒドロコール酸注「ニッシン」 1000mg・10mL/A デヒドロコール酸 注射 ○ 日新製薬

その他の消化器官用剤

院内 レミケード点滴静注用100 100mg/V インフリキシマブ（遺伝子組換え） 医師限定
川崎病：e-learning

注射 ◎ 田辺三菱

院外 イメンドカプセルセット Cap 125mg1C、80mg2C アプレピタント 内用

院外 イメンドカプセル80mg Cap 80mg アプレピタント 内用

院内 アプレピタントカプセルセット「サワイ」 Cap 125mg1C、80mg2C アプレピタント 要時購入 内用 沢井

院内 アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 Cap 80mg アプレピタント 要時購入 内用 沢井

院内 プロイメンド点滴静注用150mg 150mg/V ホスアプレピタントメグルミン 注射 ○ 小野薬品工業

院外 カイトリル錠1mg 錠 1mg グラニセトロン塩酸塩 内用

院内 グラニセトロン内服ゼリー1mg「ケミファ」 ｾﾞﾘｰ 1mg/包 グラニセトロン塩酸塩 血液腫瘍科限定 内用 ケミファ

院内 グラニセトロン静注液1mg「明治」 1mg・1mL/A グラニセトロン塩酸塩 注射 ○ MeijiSeika
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服用
種別

輸液
フィルター

メ　ー　カ　ー　等

院内 アロキシ静注0.75mg 0.75mg･5mL/v パロノセトロン塩酸塩 注射 ○ 大鵬薬品

院外 ガナトン錠50mg 錠 50mg イトプリド塩酸塩 内用

院内 ＳＰトローチ0.25mg「明治」 0.25mg デカリニウム塩化物 外用 MeijiSeika

院内 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 5g/本 デキサメタゾン ﾃﾞｷｻﾙﾁﾝ口腔用軟膏

から名称変更 外用 日本化薬

院外 【般】トリアムシノロンアセトニド口腔用軟膏0.1% 1mg/g　5g/本 トリアムシノロンアセトニド 外用

院外 セレキノン錠100mg 錠 100mg トリメブチンマレイン酸塩 内用

院外 【般】トリメブチンマレイン酸塩細粒20% 細粒 200mg/g トリメブチンマレイン酸塩 内用

院内 ナウゼリンドライシロップ1% DS 10mg/g ドンペリドン 内用 協和キリン

院内 ドンペリドン錠10mg「EMEC」　　　　　　　　　　 錠 10㎎ ドンペリドン 内用 日医工

院内 ドンペリドン坐剤10mg「ＪＧ」 10㎎ ドンペリドン 外用 日本ジェネリック

院内 ドンペリドン坐剤30mg「ＪＧ」　　　 30㎎ ドンペリドン 外用 日本ジェネリック

院外 ナウゼリン錠5                              錠 5mg ドンペリドン 内用

院外 ナウゼリン錠10 錠 10㎎ ドンペリドン 内用

院外 ナウゼリン坐剤10 10㎎ ドンペリドン 外用

院外 ナウゼリン坐剤30 30㎎ ドンペリドン 外用

院外 コロネル細粒83.3% 細粒 833mg/g ポリカルボフィルカルシウム 内用

院外 コロネル錠500mg 錠 500mg ポリカルボフィルカルシウム 内用

院外 ポリフル錠500mg 錠 500mg ポリカルボフィルカルシウム 内用

院内 アサコール錠400mg（採用中止、在庫限り） 錠 400mg メサラジン 在庫限り 内用 ゼリア新薬

院内 メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 錠 400mg メサラジン 内用 沢井製薬

院内 メサラジン錠500mg「サワイ」 錠 500mg メサラジン 内用 沢井製薬

院内 ペンタサ顆粒94% 顆粒 250mg/包 メサラジン 内用 杏林

院内 ペンタサ坐剤1ｇ 1g メサラジン 外用 杏林

院外 ペンタサ錠250mg 錠 250mg メサラジン 内用

院外 ペンタサ錠500mg 錠 500mg メサラジン 内用

院外 ペンタサ顆粒94% 顆粒 500mg/包 メサラジン 内用

院外 ペンタサ顆粒94% 顆粒 1000mg/包 メサラジン 内用

院外 ペンタサ顆粒94% 顆粒 2000mg/包 メサラジン 内用

院外 ペンタサ注腸1ｇ 1ｇ・100mL/本 メサラジン 外用

院外 リアルダ錠1200mg 錠 1200mg メサラジン 消化器科限定 内用

院外 ゼンタコートカプセル3mg Cap 3mg ブデソニド 消化器科限定 内用

院外 レクタブル2mg注腸フォーム14回 2mg/回（14回分/本） ブデソニド 外用

院外 プリンペラン錠5 錠 5mg メトクロプラミド 内用

院内 メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 錠 5mg メトクロプラミド 内用 高田

院内 塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」 10mg・2mL/A メトクロプラミド塩酸塩 注射 ○ 高田

院内 モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」（ｶﾞｽﾓﾁﾝ散1%へ代替中） 散 10mg/g モサプリドクエン酸塩水和物 内用 日医工

院内 モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」 錠 5mg モサプリドクエン酸塩水和物 内用 日医工

院外 ガスモチン散1% 散 10mg/g モサプリドクエン酸塩水和物 内用

院外 ガスモチン錠2.5mg 錠 2.5mg モサプリドクエン酸塩水和物 内用

院外 ガスモチン錠5mg 錠 5mg モサプリドクエン酸塩水和物 内用

院外 アコファイド錠100mg 錠 100mg アコチアミド塩酸塩水和物 内用

院外 イリボーOD錠2.5μg 錠 2.5μg ラモセトロン塩酸塩 内用

院外 イリボーOD錠5μg 錠 5μg ラモセトロン塩酸塩 内用

院外 リンゼス錠0.25mg 錠 2.5mg リナクロチド 消化器科限定 内用

院外 オラドールＳトローチ0.5mg 0.5mg 臭化ドミフェン（いちご様芳香） 外用

院外 オラドールトローチ0.5mg 0.5mg 臭化ドミフェン（ハッカ様芳香） 外用

ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）
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脳下垂体ホルモン剤

院内 コートロシン注射用0.25mg 0.25㎎(生食2mL) 酢酸テトラコサクチド 要時購入
添付溶液ﾏｽﾀｰあり

注射 × 第一三共

院内 コートロシンＺ筋注0.5mg 0.5㎎・1mL/V 酢酸テトラコサクチド・亜鉛 注射 第一三共

院内 ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg 5.3mg・1mL/キット ソマトロピン（遺伝子組換え） 注射 ファイザー

院外 ジェノトロピンＴＣ注用5.3mg 5.3mg・1mL/カートリッジ    ソマトロピン（遺伝子組換え） 注射

院外 ジェノトロピンＴＣ注用12mg 12mg・1mL/カートリッジ    ソマトロピン（遺伝子組換え） 注射

院外 ジェノトロピンゴークイック注用12mg 12mg・1mL/キット ソマトロピン（遺伝子組換え） 注射

院外 ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル 5mg・1.5mL/カートリッジ ソマトロピン（遺伝子組換え） 注射

院外 ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル 10mg・1.5mL/カートリッジ ソマトロピン（遺伝子組換え） 注射

院内 ノルディトロピン フレックスプロ注10mg 10mg・1.5mL/キット ソマトロピン（遺伝子組換え） 注射 ノボノルディスク

院外 ノルディトロピン フレックスプロ注5mg 5mg・1.5mL/キット ソマトロピン（遺伝子組換え） 注射

院外 ノルディトロピン フレックスプロ注15mg 15mg・1.5mL/キット ソマトロピン（遺伝子組換え） 注射

院内 ＨＣＧモチダ筋注用5千単位 5000単位(生食1mL) ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 注射 持田製薬

院外 ゴナトロピン注用5000単位 5000単位(0.6%NaCl2mL) ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 注射

院外 ゴナールエフ皮下注ペン900 900単位1.5g/筒 ホリトロピン アルファ 注射

院内 ピトレシン注射液20　　　　　　　 20単位・1mL/A 合成バソプレシン 注射 × 第一三共

院外 デスモプレシン・スプレー10協和 10μg/噴霧　30噴霧 デスモプレシン酢酸塩水和物 外用

院外 デスモプレシン・スプレー2.5協和 2.5μg/噴霧　 デスモプレシン酢酸塩水和物 外用

院内 ミニリンメルトOD錠60μｇ 錠 60μg デスモプレシン酢酸塩水和物
内分泌・血液腫・集
中治療科限定 内用 キッセイ

院外 ミニリンメルトOD錠120μｇ 錠 120μg デスモプレシン酢酸塩水和物
【導入】・【維持】

*1週間以上継続：血清Na

等検査すること
内用

院外 ミニリンメルトOD錠240μｇ 錠 240μg デスモプレシン酢酸塩水和物
*1週間以上継続：血清Na

等検査すること 内用

甲状腺、副甲状腺ホルモン剤

院外 25ｍｃｇチロナミン錠 錠 25μg リオチロニンナトリウム 内用

院外 5ｍｃｇチロナミン錠 錠 5μg リオチロニンナトリウム 内用

院内 チラーヂンＳ散0.01% 散 100μg/g レボチロキシンナトリウム 内用 武田薬品工業

院内 チラーヂンＳ錠50μｇ 錠 50μg レボチロキシンナトリウム 内用 武田薬品工業

院外 チラーヂンS錠12.5μｇ 錠 12.5μg レボチロキシンナトリウム 内用

院外 チラーヂンS錠25μｇ 錠 25μg レボチロキシンナトリウム 内用

院外 チラーヂンＳ錠75μｇ 錠 75μg レボチロキシンナトリウム 内用

院外 チラーヂンＳ錠100μｇ 錠 100μg レボチロキシンナトリウム 内用

院内 メルカゾール錠5mg 錠 5㎎ チアマゾール 内用 中外製薬

院外 チウラジール錠50mg                           錠 50mg プロピルチオウラシル 内用

たん白同化ステロイド剤

院外 プリモボラン錠5mg 錠 5mg メテノロン酢酸エステル 内用

副腎ホルモン剤

院内 アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」（1ｍL） 1mg・1mL/シリンジ アドレナリン 注射 テルモ

院内 エピペン注射液0.15mg 0.15mg・0.3ｍL/キット アドレナリン
医師限定
要時購入

注射 ファイザー

院内 エピペン注射液0.3mg 0.3mg・0.3ｍL/キット アドレナリン
医師限定
要時購入

注射 ファイザー

院内 ボスミン注1mg　　　　　　　　　　 1mg・1mL/A アドレナリン 注射 ○ 第一三共

院内 ボスミン外用液0.1%　　　 1mg/mL　100mL/瓶 アドレナリン 外用 第一三共

院内 ノルアドリナリン注1mg 1mg・1mL/A ノルアドレナリン 注射 ○ 第一三共

院内 コートリル錠10mg 錠 10㎎ ヒドロコルチゾン 内用 ファイザー

院内 ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「武田テバ」 100mg/V(生食2mL) ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa 院外処方可
ｻｸｼｿﾞﾝより名称変更 注射 ○ 武田

院内 ソル・コーテフ静注用500mg 500㎎・4mL/V ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa 注射 ○ ファイザー

院内 フロリネフ錠0.1mg 錠 0.1㎎ フルドロコルチゾン酢酸エステル 内用 アスペン

院外 デカドロンエリキシル0.01% 液 0.1mg/mL　 デキサメタゾン 内用

院内 デカドロン錠0.5mg 錠 0.5㎎ デキサメタゾン 内用 日医工
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院内 デカドロン錠4mg 錠 4㎎ デキサメタゾン 内用 日医工

院内 デキサート注射液1.65mg 1.65mg・0.5mL/A デキサメタゾンリン酸エステルNa 注射 ○ 富士製薬

院内 ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL 40mg・1mL/V トリアムシノロンアセトニド
眼科・腎内限
定 注射 筋注 ブリストルマイヤーズ

院内 ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL 50mg・5mL/V トリアムシノロンアセトニド 注射 皮内 ブリストルマイヤーズ

院外 リンデロン坐剤0.5mg 0.5mg ベタメタゾン 外用

院外 リンデロン坐剤1.0mg 1mg ベタメタゾン 外用

院外 リンデロンシロップ0.01% 液 0.1mg/mL　 ベタメタゾン 内用

院内 プレドニゾロン散「タケダ」1% 散 10mg/g プレドニゾロン 内用 武田薬品工業

院内 プレドニゾロン錠1mg 錠 1mg プレドニゾロン 内用 旭化成ファーマ

院内 プレドニン錠5mg 錠 5mg プレドニゾロン 内用 塩野義製薬

院内 水溶性プレドニン10mg 10mg/A プレドニゾロンコハク酸エステルNa 注射 ○ 塩野義製薬

院外 プレドネマ注腸20mg 20㎎・60mL/本 プレドニゾロンリン酸エステルNa 外用

院外 メドロール錠2mg 錠 2㎎ メチルプレドニゾロン 内用

院内 メドロール錠4mg 錠 4㎎ メチルプレドニゾロン 内用 ファイザー

院内 ソル・メドロール静注用125mg 125㎎/V(注水2mL) メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 注射 ○ ファイザー

院内 ソル・メドロール静注用500mg 500㎎/V(注水8mL) メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 注射 ○ ファイザー

院内 ソル・メドロール静注用1000mg 1g/V(注水16mL) メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 注射 ○ ファイザー

院外 セレスタミン配合錠 錠 1錠 ベタメタゾン/d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 内用

男性ホルモン剤

院内 エナルモンデポー筋注125mg 125㎎･1mL/A テストステロンエナント酸エステル 注射 武田薬品工業

卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

院外 エストラーナテープ0.09mg 0.09mg 1.125cm2 エストラジオール 外用

院外 エストラーナテープ0.18mg 0.18mg 2.25cm2 エストラジオール 外用

院外 エストラーナテープ0.36mg 0.36mg 4.5cm2 エストラジオール 外用

院外 エストラーナテープ0.72mg 0.72mg 9cm2 エストラジオール 外用

院外 プロセキソール錠0.5mg 錠 0.5mg エチニルエストラジオール 内用

院外 プロベラ錠2.5mg 錠 2.5mg メドロキシプロゲステロン酢酸エステル 内用

院外 プレマリン錠0.625mg 錠 0.625mg 結合型エストロゲン　 内用

混合ホルモン剤

院外 ヤーズフレックス配合錠 錠 1錠 ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス 内用

その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

院外 ノボラピッド30ミックス注ペンフィル 300単位/カートリッジ インスリン アスパルト（遺伝子組換え） 注射

院外 ノボラピット30ミックス注フレックスペン 300単位/キット インスリン アスパルト（遺伝子組換え） 注射

院外 ノボラピッド50ミックス注フレックスペン 300単位/キット インスリン アスパルト（遺伝子組換え） 注射

院内 ノボラピッド注ペンフィル 300単位/カートリッジ インスリン アスパルト（遺伝子組換え） 注射 ノボノルディスク

院内 ノボラピット注フレックスペン 300単位/キット インスリン アスパルト（遺伝子組換え） 注射 ノボノルディスク

院外 ノボラピッド注フレックスタッチ 300単位/キット インスリン アスパルト（遺伝子組換え） 注射

院外 インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」 300単位/キット インスリン アスパルト（遺伝子組換え） 注射

院内 ノボラピット注100単位/ｍL 10mL/V インスリン アスパルト（遺伝子組換え） 注射 ノボノルディスク

院外 ヒューマログ注ミリオペンHD 300単位/キット インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット 注射

院外 ランタス注ソロスター 300単位/キット インスリン　グラルギン（遺伝子組換え） 注射

院外 インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 300単位/キット インスリン　グラルギン（遺伝子組換え） 注射

院内 ランタスXR注ソロスター 450単位/キット インスリン　グラルギン（遺伝子組換え） 注射 サノフィ

院外 トレシーバ注フレックスタッチ 300単位/キット インスリン デグルデク（遺伝子組換え） 注射

院外 トレシーバ注ペンフィル 300単位/キット インスリン デグルデク（遺伝子組換え） 注射

院外 レベミル注フレックスペン 300単位/キット インスリン デテミル（遺伝子組換え） 注射

院外 レベミル注ペンフィル 300単位/カートリッジ インスリン デテミル（遺伝子組換え） 注射



小児総合医療センター　採用医薬品一覧 2022.4月～

◎：必ず輸液フィルターを使用して投与する薬剤
○：フィルターを通過する薬剤
●：専用フィルターを用いて調製又は投与する薬剤
×：輸液フィルターを使用してはいけない薬剤 24/48

採用
種別

製　品　名 剤形 規　格 一　般　名・　成　分 限定等
服用
種別

輸液
フィルター

メ　ー　カ　ー　等

院外 ノボリン30R注フレックスペン 300単位/キット ヒトインスリン(遺伝子組換え) 注射

院外 ノボリンN注フレックスペン 300単位/キット ヒトインスリン(遺伝子組換え) 注射

院内 ヒューマリンＲ注100単位/ｍＬ 10mL/V ヒトインスリン(遺伝子組換え) 注射 × 日本イーライリリー

院外 バクスミー点鼻粉末剤3mg 3mg/V グルカゴン 外用

院内 オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 100μg・1mL/A オクトレオチド酢酸塩 注射 × サンド

院外 サンドスタチン皮下注用100μｇ 100μg・1mL/A オクトレオチド酢酸塩 注射

院内 リュープリン注射用1.88mg 1.88mg/V(懸濁用液1mL) リュープロレリン酢酸塩 注射 武田薬品工業

院外 ビクトーザ皮下注18mg 18mg・3mL/キット リラグルチド（遺伝子組換え） 注射

泌尿生殖器官及び肛門用薬

泌尿器官用剤

院内 ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液3% 90g・3L/袋 D-ソルビトール 外用 バクスター

避妊剤

痔疾用剤

院外 ボラザＧ軟膏 2.4ｇ/個 トリベノシド・リドカイン 外用

院外 強力ポステリザン（軟膏） 2g/個 大腸菌死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン 外用

院内 ヘモポリゾン軟膏 2g/個 大腸菌死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン 外用 ジェイドルフ

その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

院外 エブランチルカプセル15mg Cap 15mg ウラピジル 内用

院外 ハルナールＤ錠0.1mg 錠 0.1mg タムスロシン塩酸塩 内用

院外 ブラダロン錠200mg 錠 200mg フラボキサート塩酸塩 内用

院外 ポラキス錠1 錠 1mg オキシブチニン塩酸塩 内用

院外 ポラキス錠2 錠 2mg オキシブチニン塩酸塩 内用

院内 オキシブチニン塩酸塩錠2mg「日医工」 錠 2mg オキシブチニン塩酸塩 内用 日医工

院外 ポラキス錠3 錠 3mg オキシブチニン塩酸塩 内用

院外 ネオキシテープ73.5mg 73.5mg オキシブチニン塩酸塩 外用

院外 ベシケア錠2.5mg 錠 2.5mg コハク酸ソリフェナシン 内用

院外 ベシケア錠5mg 錠 5mg コハク酸ソリフェナシン 内用

院外 バップフォー細粒2%　　　　　　　　　　　 細粒 20mg/g プロピベリン塩酸塩 内用

院内 プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」 錠 10mg プロピベリン塩酸塩 内用 田辺製薬販売

院外 バップフォー錠10 錠 10mg プロピベリン塩酸塩 内用

院外 バップフォー錠20 錠 20mg プロピベリン塩酸塩 内用

院外 ベオーバ錠50mg 錠 50mg ビベグロン 内用

外皮用薬

外皮用殺菌消毒剤

院内 ポビドンヨードゲル10%「明治」 10% 4g/個 ポビドンヨード 外用 MeijiSeika

院内 ポビドンヨード外用液10%「マイラン」 100mg/mL ポビドンヨード 外用 ファイザー

院内 ポピヨドンスクラブ7.5% 75mg/mL 500mL/本 ポビドンヨード 外用 吉田製薬

院内 オキシドール「ヨシダ」 500mL/本 オキシドール 外用 吉田製薬

院内 消毒用エタノール液ＩＰ 500mL/本 エタノール・イソプロパノール 外用 健栄製薬

院内 オスバン消毒液0.025%　　　　 0.025% 500mL/本 ベンザルコニウム塩化物 外用 武田薬品工業

院内 逆性石鹸消毒液10%「シオエ」 10% 500mL/本 ベンザルコニウム塩化物 外用 日本新薬

院内 ネオ消アル「ニッコー」 500mL エタノール 外用 日興製薬

院内 0.05Ｗ／Ｖ%　マスキン水 0.05% 500mL/本 クロルヘキシジングルコン酸塩 外用 丸石製薬

院内 0.5%ヘキザック水R 0.5% 500mL/本 クロルヘキシジングルコン酸塩 外用 吉田製薬

院内 ハイポエタノール液2%「ニッコー」 2% 500mL/本 チオ硫酸ナトリウム・エタノール　 外用 丸石製薬

化膿性疾患用剤

院内 ゲーベンクリーム1%　 10mg/g 100ｇ スルファジアジン銀 外用 田辺三菱
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院外 ダラシンTゲル1% 10mg/g　10g クリンダマイシンリン酸エステル 外用

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

院外 ゲンタシン軟膏0.1% 1mg/g 10g ゲンタマイシン硫酸塩 外用

院内 フシジンレオ軟膏2% 20mg/g　10g フシジン酸ナトリウム 外用 第一三共

院内 ソフラチュール貼付剤10ｃｍ　　　　　　　 10.8mg(10X10㎝)/枚 フラジオマイシン硫酸塩 外用 テイカ製薬

院外 アクアチムクリーム1% 10mg/g　10g ナジフロキサシン 外用

院内 ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」 10mg/g　10g ナジフロキサシン ﾅｼﾞﾌﾛｸﾘｰﾑから名称変更 外用 サンファーマ

院外 ゼビアックスローション2% 20mg/g　10g オゼノキサシン 外用

院内 バラマイシン軟膏 250g瓶 バシトラシン・硫酸フラジオマイシン 外用 小野薬品工業

院内 バラマイシン軟膏 10gチューブ バシトラシン・硫酸フラジオマイシン 外用 小野薬品工業

鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

院内 レスタミンコーワクリーム1% 10mg/g ジフェンヒドラミン 外用 興和創薬

院内 デルモベート軟膏0.05% 0.5mg/g　5g クロベタゾールプロピオン酸エステル　 （Ⅰ群） 外用 グラクソスミスクライン

院内 アンテベート軟膏0.05% 0.5mg/g　5g ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル （Ⅱ群） 外用 鳥居薬品

院外 アンテベートローション0.05% 0.5mg/g　5g ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル （Ⅱ群） 外用

院外 マイザー軟膏　0.05% 0.5mg/g　5g ジフルプレドナート （Ⅱ群） 外用

院外 パンデル軟膏0.1% 1mg/g　5ｇ ヒドロコルチゾン酪酸プロピオン酸 （Ⅱ群） 外用

院外 フルメタ軟膏 1mg/g　5g モメタゾンフランカルボン酸エステル （Ⅱ群） 外用

院外 トプシム軟膏0.05% 0.5mg/g　5g フルオシノニド （Ⅱ群） 外用

院外 トプシムローション0.05% 0.5mg/g　10g フルオシノニド （Ⅱ群） 外用

院外 リンデロン－ＤＰ軟膏 0.64mg/g 5g ベタメタゾンジプロピオン酸エステル （Ⅱ群） 外用

院外 ネリゾナ軟膏0.1% 1mg/g　5g 吉草酸ジフルコルトロン （Ⅱ群） 外用

院内 リンデロン－Ｖローション 1.2mg/mL 10mL ベタメタゾン吉草酸エステル （Ⅲ群） 外用 塩野義製薬

院内 リンデロン－Ｖ軟膏0.12% 1.2mg/g 5g ベタメタゾン吉草酸エステル
（Ⅲ群）
皮膚科限定 外用 塩野義製薬

院内 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーワ」 1.2mg/g 5g ベタメタゾン吉草酸エステル （Ⅲ群） 外用 東和薬品

院外 リンデロン-Vクリーム0.12% 1.2mg/g 5g ベタメタゾン吉草酸エステル （Ⅲ群） 外用

院外 エクラープラスター20μg/cm2 7.5cm×10cm/枚 デプロドンプロピオン酸エステル （Ⅲ群） 外用

院内 キンダベート軟膏0.05% 0.5mg/g　5g クロベタゾン酪酸エステル （Ⅳ群）　　　　外用 グラクソスミスクライン

院内 ロコイドクリーム0.1% 1mg/g　5ｇ ヒドロコルチゾン酪酸エステル （Ⅳ群） 外用 鳥居薬品

院内 ロコイド軟膏0.1% 1mg/g　5ｇ ヒドロコルチゾン酪酸エステル （Ⅳ群）　　　　　　外用 鳥居薬品

院内 リドメックスコーワローション0.3% 3mg/g　10g          吉草酸酢酸プレドニゾロン （Ⅳ群） 外用 興和創薬

院内 リドメックスコーワ軟膏0.3% 3mg/g　5g          吉草酸酢酸プレドニゾロン （Ⅳ群） 外用 興和創薬

院外 アルメタ軟膏 1mg/g　5g アルクロメタゾンプロピオン酸エステル （Ⅳ群） 外用

院外 【般】デキサメタゾン外用液0.1% 1mg/g　10g デキサメタゾン （Ⅳ群） 外用

院外 レダコート軟膏0.1% 1mg/g　5g トリアムシノロンアセトニド （Ⅳ群） 外用

院内 ドレニゾンテープ4μｇ／ｃｍ2　　 7.5cm×10cm/枚 フルドロキシコルチド 外用 大日本住友

院外 リンデロン-VGクリーム0.12% 1.2mg/g 5g 吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン 外用

院外 リンデロン－ＶＧローション0.12% 1.2mg/mL 10mL 吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン 外用

院内 リンデロン－ＶＧ軟膏0.12% 1.2mg/g 5g 吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン 外用 塩野義製薬

院外 ボチシート20% 30g(10x15cm)/枚 亜鉛華軟膏（酸化亜鉛） 外用

院外 スタデルムクリーム5% 50mg/g 10g イブプロフェンピコノール 外用

院外 インサイドパップ70mg 10cm×14cm　5枚入り インドメタシン 外用

院外 カトレップ70mg 10cm×14cm 7枚 入り  インドメタシン 外用

院外 オイラックスHクリーム 10g クロタミトン・ヒドロコルチゾン 外用

院外 オイラックスクリーム10% 100mg　10g クロタミトン 外用

院内 クロタミトンクリーム10%「タイヨー」 100mg　10g クロタミトン 外用 武田

院外 セクターローション3% 30mg/mL ケトプロフェン 外用
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院外 モーラステープ20mg 7cm×10cm　7枚入り ケトプロフェン 外用

院外 モーラステープL40mg                         10cm×14cm　7枚入り ケトプロフェン 外用

院外 ＭＳ冷シップ「タイホウ」 5枚入り サリチル酸メチル・ｄｌ－カンフル・ｌ－メントール 外用

院外 ボルタレンテープ15mg 7cmx10cm　7枚入り ジクロフェナクナトリウム 外用

院外 ボルタレンローション1% 10mg/g　50g ジクロフェナクナトリウム 外用

院内 アズノール軟膏0.033%　 0.33mg/g　 20g ジメチルイソプロピルアズレン 外用 日本新薬

院外 アフタッチ口腔用貼付剤25μg 25μg トリアムシノロンアセトニド 外用

院内 ザーネ軟膏0.5%　 5000単位/g ビタミンA 外用 エーザイ

院内 カチリ「ホエイ」 液状フェノール0.022mL/g・酸化亜鉛100mg/g 液状フェノール・酸化亜鉛 外用 マイラン製薬

院外 ナパゲルン軟膏3% 30mg/g　25g            フェルビナク 外用

院内 フェルビナクテープ70mg「ＥＭＥＣ」 10cm×14cm　10枚入り フェルビナク 外用 日医工

院外 アドフィードパップ40mg 10cm×14cm　6枚入り フルルビプロフェン 外用

院外 ロキソニンパップ100mg 10cm×14cm　7枚入り ロキソプロフェンナトリウム水和物 外用

院内 エキザルベ　 5ｇ 混合死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン 外用 マルホ

院内 サトウザルベ軟膏20%　　　　　 200mg/g 酸化亜鉛（亜鉛華単軟膏） 外用 佐藤製薬

院内外 亜鉛華軟膏「日医工」 200mg/g 酸化亜鉛（亜鉛華軟膏） 外用 日医工

寄生性皮ふ疾患用剤

院外 エンペシドクリーム1%                     10mg/g　10g クロトリマゾール 外用

院内 クロトリマゾールクリーム1%「日医工」　　　　 10mg/g   10g クロトリマゾール ﾀｵﾝｸﾘｰﾑから名称変更 外用 日医工

院外 ニゾラールクリーム2% 20mg/g　10g ケトコナゾール 外用

院内 アスタット軟膏1% 10mg/g   10g ラノコナゾール 外用 マルホ

院外 ルリコン液1% 10mg/mL　10mL ルリコナゾール 外用

院外 ラミシールクリーム1% 10mg/g   10g テルビナフィン塩酸塩 外用

皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む）

院外 スピール膏Ｍ 25cm2/枚 サリチル酸 外用

院外 イオウ・カンフルローション ｲｵｳ60mg/mL、ｄｌ-ｶﾝﾌﾙ5mg/mL イオウ・ｄｌ-カンフル 外用

院内 尿素クリーム10%「フジナガ」 100mg/g　 20g 尿素 ﾍﾞｷﾞﾝｸﾘｰﾑから名称変更 外用 第一三共

院外 ウレパールクリーム10%                          100mg/g　20g 尿素 外用

院外 ケラチナミンコーワクリーム20% 200mg/g　25g 尿素 外用

毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤）

院外 フロジン外用液5% 50mg/g　30mL 塩化カルプロニウム 外用

その他の外皮用剤

院外 ボンアルファ軟膏2μｇ／ｇ 10g タカルシトール水和物 外用

院外 ディフェリンゲル0.1% 1mg/g　15g アダパレン 外用

院外 エピデュオゲル 15g アダパレン・過酸化ベンゾイル 外用

院外 ベピオゲル2.5% 25mg/g　15g 過酸化ベンゾイル 外用

院内 プロスタンディン軟膏0.003% 30μg/g　10g アルプロスタジル　アルファデクス 外用 小野薬品工業

院内 プロトピック軟膏0.03%小児用 0.3mg/g　5g タクロリムス水和物 外用 マルホ

院外 プロトピック軟膏0.1% 1mg/g　5g タクロリムス水和物 外用

院外 コレクチム軟膏0.25% 2.5mg/g　5g デルゴシチニブ 外用

院外 コレクチム軟膏0.5% 5mg/g　5g デルゴシチニブ 外用

院内 フィブラストスプレー250 250μg(溶解液2.5mL) トラフェルミン（遺伝子組換え） 外用 科研製薬

院外 アクトシン軟膏3%                         30mg/g　30g            ブクラデシンナトリウム 外用

院外 カデックス軟膏0.9% 9mg/g　40g ヨウ素・カデキソマー 外用

院内 ネグミンシュガー軟膏 100g　チューブ 白糖・ポビドンヨード 外用 ファイザー

歯科口腔用薬

歯科用局所麻酔剤
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採用
種別

製　品　名 剤形 規　格 一　般　名・　成　分 限定等
服用
種別

輸液
フィルター

メ　ー　カ　ー　等

院内 ネオザロカインパスタ 15g/本 アミノ安息香酸エチル・塩酸パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル 歯 ネオ製薬工業

院内 スキャンドネストカートリッジ3% 54mg・1.8mL/A メピバカイン塩酸塩 歯 セプトドント

院内 オーラ注歯科用カートリッジ1.0ｍＬ 20mg・0.025mg・1mL/A リドカイン・酒石酸水素エピネフリン 歯 昭和薬品化工

院内 オーラ注歯科用カートリッジ1.8ｍＬ 36mg･0.045mg･1.8mL/A リドカイン・酒石酸水素エピネフリン 歯 昭和薬品化工

院内 ネオステリングリーンうがい液0.2% 2mg/g　40mL ベンゼトニウム塩化物 要時購入 歯 日本歯科薬品

その他の個々の器官系用医薬品

院内 ヘマンジオルシロップ小児用0.375% 液 3.75mg/mL プロプラノロール塩酸塩 内用 マルホ

院外 セファランチン末1% 末 10mg/g セファランチン 内用

代謝性医薬品

ビタミン剤

ビタミンＡ及びＤ剤

院外 チョコラＡ末1万単位／ｇ 末 10,000単位/g ビタミンA 内用

院内 アルファロール内用液0.5μｇ／ｍL 液 0.5μg/mL アルファカルシドール 内用 中外製薬

院内 アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」 Cap 0.25μg アルファカルシドール　 内用 沢井

院外 アルファロールカプセル0.25μｇ Cap 0.25μg アルファカルシドール　 内用

院外 アルファロールカプセル0.5μg Cap 0.5μg アルファカルシドール 内用

院外 アルファロールカプセル1μg Cap 1μg アルファカルシドール 内用

院内 アルファロール散1μｇ／ｇ 散 1μg/g アルファカルシドール　 内用 中外製薬

院外 ワンアルファ錠0.5μg 錠 0.5μg アルファカルシドール 内用

院外 ロカルトロールカプセル0.25 Cap 0.25μg カルシトリオール 内用

院外 ロカルトロールカプセル0.5 Cap 0.5μg カルシトリオール 内用

ビタミンＢ1剤

院内 メタボリンＧ注射液20mg 20㎎・2mL/A チアミン塩化物塩酸塩 10mgと切替 注射 ○ 武田薬品工業

院外 25㎎アリナミンＦ糖衣錠 錠 25㎎ フルスルチアミン塩酸塩 内用

院内 フルスルチアミン塩酸塩顆粒10%「廣貫堂」 顆粒 100mg/g フルスルチアミン塩酸塩 内用 廣貫堂

ビタミンＢ剤（ビタミンＢ1剤を除く）

院外 フラビタン錠5mg 錠 5mg フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム 内用

院内 ビスラーゼ注射液20mg 20mg・2mL/A リボフラビンリン酸エステルナトリウム 10mgと切替 注射 ○ アステラス

院内 ハイボン細粒20% 細粒 200mg/g リボフラビン酪酸エステル 内用 田辺製薬販売

院外 パントシン錠200 錠 200mg パンテチン 内用

院外 パントシン散20% 散 200mg/g パンテチン 内用

院内 パントール注射液500mg 500mg・2mL/A パンテノール 注射 ○ アステラス

院外 ピドキサール錠10mg 錠 10㎎ ピリドキサールリン酸エステル水和物 内用

院外 ピドキサール錠20mg 錠 20mg ピリドキサールリン酸エステル水和物 内用

院外 ピドキサール錠30mg 錠 30mg ピリドキサールリン酸エステル水和物 内用

院内 ピリドキサール錠30mg「ツルハラ」 錠 30㎎ ピリドキサールリン酸エステル水和物
ｱﾃﾞﾛｷｻﾞｰﾙ散

(ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙCa)

の代替
内用 鶴原

院外 ビタミンB6散10% 散 100mg/g ピリドキシン塩酸塩 内用

院内 フォリアミン錠　 錠 5㎎ 葉酸 内用 武田薬品工業

院外 フォリアミン散100mg／ｇ 散 100mg/g 葉酸 内用

院内 ハイコバールカプセル500μg Cap 0.5mg コバマミド 内用 エーザイ

院内 シアノコバラミン注1000μｇ「ＮＰ」 1000μg・1mL/A シアノコバラミン　 注射 ○ ニプロファーマ

院内 メチコバール細粒0.1%　 細粒 1mg/g　0.5g/包 メコバラミン 内用 エーザイ

院内 メチコバール錠250μｇ 錠 0.25mg メコバラミン 内用 エーザイ

院外 メチコバール錠500μg 錠 0.5mg メコバラミン 内用

ビタミンＣ剤

院内 アスコルビン酸「ケンエー」 末 バラ　原末 アスコルビン酸 内用 武田薬品工業

院内 アスコルビン酸注500mgPB「日新」 500mg・5mL/A アスコルビン酸 注射 ○ 日新製薬



小児総合医療センター　採用医薬品一覧 2022.4月～

◎：必ず輸液フィルターを使用して投与する薬剤
○：フィルターを通過する薬剤
●：専用フィルターを用いて調製又は投与する薬剤
×：輸液フィルターを使用してはいけない薬剤 28/48

採用
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種別

輸液
フィルター

メ　ー　カ　ー　等

ビタミンＥ剤

院内 トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」（ﾕﾍﾞﾗ錠粉砕へ代替中） 顆粒 200mg/g トコフェロール酢酸エステル ﾕﾍﾞﾗ顆粒販売中止

院外：一般名処方 内用 鶴原

院外 【般】トコフェロール酢酸エステル顆粒20% 顆粒 200mg/g トコフェロール酢酸エステル 内用

院外 ユベラ錠50mg 錠 50mg 酢酸トコフェロール 内用

ビタミンＫ剤

院内 カチーフN散10mg／ｇ 散 10mg/g フィトナジオン 内用 日本製薬

院外 グラケーカプセル15mg Cap 15㎎ メナテトレノン 内用

院内 メナテトレノンカプセル15mg「日医工」 Cap 15㎎ メナテトレノン 内用 日医工

院内 ケイツーＮ静注10mg 10㎎・2mL/A メナテトレノン 含有：大豆 注射 ×
DEHPﾌﾘｰ使用

エーザイ

院内 ケイツーシロップ0.2%　 液 2mg・1mL/包 メナテトレノン 内用 エーザイ

混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く）

院内 シナール配合顆粒 顆粒 1g/包 アスコルビン酸 ・パントテン酸カルシウム 内用 塩野義製薬

院外 シナール配合錠 錠 1錠 アスコルビン酸 ・パントテン酸カルシウム 内用

院内外 調剤用　パンビタン末　 末 バラ 配合剤 内用 武田薬品工業

院外 ノイロビタン配合錠 錠 1錠 配合剤 内用

院内 ビタメジン配合カプセルＢ25 Cap 25mg ベンフォチアミン・ピリドキシン塩酸塩・シアノコバラミン 内用 アルフレッサファーマ

院内 ビタメジン静注用 1V リン酸チアミンジスルフィド・ピリドキシン塩酸塩・シアノコバラミン 投与中、遮光すること 注射 ○ アルフレッサファーマ

院内 オーツカMV注 1瓶1管(4mL)/組 高カロリー輸液用総合ビタミン剤 投与中、遮光すること 注射 ○
DEHPﾌﾘｰ使用

大塚製薬工場

その他のビタミン剤

院内 ビオチン散0.2%「ホエイ」 散 2mg/g ビオチン 内用 ファイザー

滋養強壮薬

カルシウム剤

院内 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 末 FG印 バラ　原末 乳酸カルシウム 内用 ファイザー

院内 カルチコール注射液8.5%5ｍL 425mg・5mL/A グルコン酸カルシウム 注射 ○ 日医工

院内 大塚塩カル注2% 0.4g・20mL/A 塩化カルシウム 注射 ○ 大塚製薬

院内 リン酸水素カルシウム水和物「ヨシダ」 末 バラ　原末 リン酸水素カルシウム　 内用 吉田製薬

無機質製剤

院内 ヨウ化カリウム「日医工」 末 原末 ヨウ化カリウム 内用 日医工

院外 ヨウ化カリウム丸50mg 錠 50mg ヨウ化カリウム 内用

院外 フェルムカプセル100mg Cap 100mg フマル酸第一鉄 内用

院外 フェロミア錠50mg 錠 50mg クエン酸第一鉄ナトリウム 内用

院外 フェロミア顆粒8.3% 顆粒 100mg/1.2g クエン酸第一鉄ナトリウム 内用

院内 クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」（ﾌｪﾛﾐｱ顆粒へ代替中） 顆粒 100mg/1.2g クエン酸第一鉄ナトリウム 内用 鶴原

院内 フェジン静注40mg 40mg・2mL/A 酸化鉄含糖 注射 × 日医工

院内 インクレミンシロップ5% 液
50mg/mL
（鉄6mg/mL）

溶性ピロリン酸第二鉄 内用 アルフレッサファーマ

院内 フェロ・グラデュメット錠105mg（採用中止、在庫限り） 錠 105mg 硫酸鉄 在庫限り 内用 マイランEPD

院外 アスパラカリウム錠300mg 錠 300mg（K＋：1.8mEq） L-アスパラギン酸カリウム　 内用

院外 アスパラカリウム散50% 散 500mg/g（K＋：2.9mEq） L-アスパラギン酸カリウム　 内用

院内 アスパラカリウム注10ｍＥｑ 1712mg（K＋：10mEq）10mL L-アスパラギン酸カリウム　 手術室限定 注射 ○ ニプロESファーマ

院外 グルコンサンＫ錠2.5mEq 錠 585mg（K＋：2.5mEq） グルコン酸カリウム 内用

院外 Ｋ.Ｃ.Ｌ.エリキシル　（10Ｗ／Ｖ%） 液 0.1g（K＋：1.34mEq）/mL 塩化カリウム 内用

院内 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 錠 600mg（K＋：8mEq） 塩化カリウム ｹｰｻﾌﾟﾗｲから名称変更 内用 アルフレッサファーマ

院内 塩化カリウム「日医工」 末 原末（K＋：13.4mEq/g） 塩化カリウム 内用 日医工

院内 ホスリボン配合顆粒 顆粒 リンとして100mg/包 リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム 内用 ゼリア新薬

院内 エレジェクト注シリンジ 2mL/本 高カロリー輸液用微量元素製剤 注射 ○ テルモ

院外 エレメンミック注 2mL/A 高カロリー輸液用微量元素製剤 注射

院外 ボルビサール注 2mL/A 高カロリー輸液用微量元素製剤 注射
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院内 アセレンド注100μg 100μg・2mL/V 亜セレン酸ナトリウム 注射 ○ 藤本

院外 ソリターＴ配合顆粒2号 顆粒 4g/包 内服用電解質剤 内用

院内 ソリターＴ配合顆粒3号 顆粒 4g/包 内服用電解質剤 内用 味の素製薬

糖類剤

院外 ブドウ糖 末 原末 ブドウ糖 内用

院内 光糖液5%　500ｍL 25g・500mL/袋 ブドウ糖注射液 注射 ○ 光製薬

院内 大塚糖液5%　250ｍL（ソフトバッグ） 12.5g・250mL/袋 ブドウ糖注射液 注射 ○ 大塚製薬

院内 大塚糖液5%　100ｍL 5g・100mL/本  ブドウ糖注射液 注射 ○ 大塚製薬

院内 大塚糖液5%2ポート 100ｍL【バンコマイシン専用】 5g・100mL/本  ブドウ糖注射液 注射 ○ 大塚製薬

院内 大塚糖液5%　20ｍL 1g・20mL/A(ﾌﾟﾗA) ブドウ糖注射液 注射 ○ 大塚製薬

院内 テルモ糖注10%　500ｍL 50g・500mL/袋 ブドウ糖注射液 注射 ○ テルモ

院内 大塚糖液10%　20ｍL 2g・20mL/A(ﾌﾟﾗA) ブドウ糖注射液 注射 ○ 大塚製薬

院内 大塚糖液20%　20ｍL 4g・20mL/A(ﾌﾟﾗA) ブドウ糖注射液 注射 ○ 大塚製薬

院内 光糖液20%　500ｍL（ソフトバッグ） 100g・500mL/袋 ブドウ糖注射液 注射 ○ 光製薬

院内 大塚糖液50%　20ｍL　　 10g・20mL/A(ﾌﾟﾗA) ブドウ糖注射液 注射 ○ 大塚製薬

院内 大塚糖液50%　200ｍL　　　　　　　 100g・200mL/袋 ブドウ糖注射液 注射 ○ 大塚製薬

院内 マルトース輸液10%「フソー」 20g・200mL/袋 マルトース水和物 注射 ○ 扶桑薬品工業

院内 ハイカリック液－1号 700mL/袋 高カロリー輸液用基本液 注射 ○ テルモ

院内 ハイカリック液－2号 700mL/袋 高カロリー輸液用基本液 注射 ○ テルモ

院内 ハイカリック液－3号 700mL/袋 高カロリー輸液用基本液 注射 ○ テルモ

院内 ハイカリックＲＦ輸液 500mL/袋 高カロリー輸液用基本液 注射 ○ テルモ

院内 リハビックス－Ｋ1号輸液 500mL/袋 高カロリー輸液用基本液 注射 ○ 味の素製薬

院内 リハビックス－Ｋ2号輸液 500mL/袋 高カロリー輸液用基本液 注射 ○ 味の素製薬

たん白アミノ酸製剤

院内 テルフィス点滴静注　　　　　　 200mL/袋 肝不全用アミノ酸製剤 注射 ○ テルモ

院内 アミパレン輸液 200mL/袋 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 注射 ○ 大塚製薬

院内 プレアミン-Ｐ注射液 200mL/袋 小児TPN用総合アミノ酸製剤 注射 ○ 扶桑薬品工業

院内 ネオアミユー輸液 200mL/袋 腎不全用総合アミノ酸注射液 注射 ○ 味の素製薬

院内 アミユー配合顆粒 顆粒 2.5g/包 腎不全用必須アミノ酸製剤 内用 陽進堂

院外 リーバクト配合顆粒 顆粒 4.15g/包 分岐鎖アミノ酸製剤 内用

院内 エネーボ配合経腸用液 液 250mL(300kcal)/缶        たん白アミノ酸製剤 禁忌：牛乳、含有：大豆 内用 アボットジャパン

院外 エンシュア・リキッド（バニラ） 液 250mL(250kcal)/缶 たん白アミノ酸製剤 禁忌：牛乳、含有：大豆 内用

院外 エンシュア・Ｈ                          液 250mL(375kcal)/缶        たん白アミノ酸製剤 禁忌：牛乳、含有：大豆 内用

院内 ラコールNF配合経腸用液（ミルクフレーバー） 液 200mL(200kcal)/包 たん白アミノ酸製剤 禁忌：牛乳、含有：大豆 内用 大塚製薬

院内 ラコールNF配合経腸用半固形剤 液 300g（300kcal）/包        たん白アミノ酸製剤 禁忌：牛乳、含有：大豆 内用 大塚製薬

院外 イノラス配合経腸用液 液 187.5mL(300kcal)/包 たん白アミノ酸製剤 禁忌：牛乳ｱﾚﾙｷﾞｰ 内用

院外 ネオパレン1号輸液 1000mL/袋 高カロリー輸液用　総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質 注射

院外 ネオパレン2号輸液 1000mL/袋 高カロリー輸液用　総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質 注射

院内 フルカリック1号輸液（未開通投与防止機能付） 903mL/袋 高カロリー輸液用　総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 投与中、遮光すること 注射 ○
DEHPﾌﾘｰ使用

テルモ

院内 フルカリック2号輸液（未開通投与防止機能付） 1003mL/袋 高カロリー輸液用　総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 投与中、遮光すること 注射 ○
DEHPﾌﾘｰ使用

テルモ

院外 フルカリック3号輸液 1103mL/袋 高カロリー輸液用　総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 注射

院外 エルネオパNF1号輸液 1000mL/袋 高カロリー輸液用　総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質・微量元素 注射

院外 エルネオパNF1号輸液 2000mL/袋 高カロリー輸液用　総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質・微量元素 注射

院内 エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤 末 40g(156kcal)/袋 成分栄養剤 含有：大豆 内用 味の素製薬

院内 エレンタール配合内用剤 末 80g(300kcal)/袋 成分栄養剤 含有：大豆 内用 味の素製薬

院外 ヘパンED配合内用剤 末 80g(約300kcal)/袋 肝不全用成分栄養剤 含有：大豆 内用

院内 ビーフリード輸液 500mL/袋 糖・電解質・アミノ酸液 注射 ○ 大塚製薬工場
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乳幼児用剤

院外 マルツエキス分包 液 9g/包 マルツエキス 内用

院外 フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」 散 1200g/缶 フェニルアラミン除去ミルク 含有：大豆 内用

その他の滋養強壮剤

院内 イントラリポス輸液10%（250mL袋）　　　 250mL(約275kcal )/袋 静注用脂肪乳剤（ダイス油） 含有：大豆 注射 ×
DEHPﾌﾘｰ使用

大塚製薬工場

院内 イントラリポス輸液20%（50mL袋）　　　 50mL(約100kcal )/袋 静注用脂肪乳剤（ダイス油） 含有：大豆 注射 ×
DEHPﾌﾘｰ使用

大塚製薬工場

血液・体液用薬

血液代用剤

院内 大塚食塩注10% 2g(34mEq)・20mL/A 塩化ナトリウム 注射 ○ 大塚製薬

院内 テルモ生食　　　　　 500mL/袋 生理食塩液 注射 ○ テルモ

院内 生理食塩液バッグ「フソー」 ソフトバッグ1000mL/袋 生理食塩液 注射ｵｰﾀﾞ不可 注射 扶桑

院内 生理食塩液「ヒカリ」 プラ広口開栓型500mL/瓶 生理食塩液 注射 光製薬

院内 生理食塩液「ヒカリ」 プラボトル100mL/本 生理食塩液 注射 ○ 光製薬

院内 大塚生食注 プラボトル50mL/本 生理食塩液 注射 ○ 大塚製薬

院内 大塚生食注 ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ20mL/A 生理食塩液 注射 ○ 大塚製薬

院内 大塚生食注 250mL/袋 生理食塩液 注射 ○ 大塚製薬

院内 大塚生食注 広口開栓1000mL/瓶 生理食塩液 注射 ○ 大塚製薬

院外 生食注シリンジ10ｍL 10mL/シリンジ 生理食塩液 注射

院外 生食注シリンジ20ｍL 20mL/シリンジ 生理食塩液 注射

院内 フィジオ140輸液（250ｍＬ袋） 250mL/袋    1%ブドウ糖加酢酸リンゲル液 注射 ○ 大塚製薬

院内 ソルアセトF輸液 500mL/袋 酢酸リンゲル液 注射 ○ テルモ

院内 ソルラクト輸液（二重包装腎移植用） 500mL/袋 乳酸リンゲル液 手術室限定 注射 ○ テルモ

院内 ソルアセトD輸液 500mL/袋 ブドウ糖加酢酸リンゲル液 注射 ○ テルモ

院内 ソルデム1輸液　　　　　　 500mL/袋 ブドウ糖-電解質液 (開始液) 注射 ○ テルモ

院内 ソルデム1輸液　　　　　　　 200mL/袋 ブドウ糖-電解質液 (開始液) 注射 ○ テルモ

院内 ソルデム2輸液 500mL/袋 ブドウ糖-電解質液 (脱水補給液) 注射 ○ テルモ

院内 ソルデム3Ａ輸液 500mL/袋 ブドウ糖-電解質液 (維持液) 注射 ○ テルモ

院内 ソルデム3Ａ輸液　　　　　　　　　 200mL/袋 ブドウ糖-電解質液 (維持液) 注射 ○ テルモ

院内 ソルデム3ＡＧ輸液 200mL/袋 ブドウ糖－電解質液 (維持液7.5%糖加) 注射 ○ テルモ

院内 ソルデム3ＡＧ輸液 500mL/袋 ブドウ糖－電解質液 (維持液7.5%糖加) 注射 ○ テルモ

院内 リン酸Ｎａ補正液0.5ｍｍｏｌ／ｍＬ 0.5ﾓﾙ20mL/A リン酸二水素ナトリウム水和物・リン酸水素ナトリウム水和物 注射 ○ 大塚製薬工場

院内 ＫＣＬ注20ｍＥｑキット「テルモ」 20mL(20mEq
)/ｷｯﾄ 塩化カリウム　　　 注射 ○ テルモ

院内 ビカーボン輸液 500mL/袋 重炭酸リンゲル液 注射 ○ 味の素製薬

院内 フィジオゾール3号輸液（500ｍＬ袋） 500mL/袋 総合電解質輸液（維持液10%糖加） 注射 ○ 大塚製薬

院内 ボルベン輸液6% 500mL/袋 代用血漿・体外循環希釈剤 注射 × 大塚製薬工場

止血剤

院内 アドナ注（静脈用）25mg 25mg・5mL/A カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 注射 ○ 田辺製薬販売

院外 アドナ散10% 散 100mg/g カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 内用

院内 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医工」 散 100mg/g カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 内用 日医工

院外 アドナ錠10mg 錠 10mg カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 内用

院外 アドナ錠30mg 錠 30mg カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 内用

院内 スポンゼル（2.5㎝X5㎝） 2.5cmX5cm ゼラチン 外用 LTL

院内 ゼルフォーム（2cm×6cm×0.7cm） 2cm×6cm×0.7cm ゼラチン 供給停止中、在庫なし 外用 ファイザー

院内 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット（綿型シート） 2.5cmX5.1cm 酸化セルロース 外用 ジョンソン＆ジョンソン

院内 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット（ニューニット） 15.2cmX22.9cm 酸化セルロース 外用 ジョンソン＆ジョンソン

院外 トランサミンカプセル250mg Cap 250mg トラネキサム酸 内用

院外 トランサミン散50% 　　　　　　　　　　　　　 散 500mg/g トラネキサム酸 内用
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院内 トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」 Cap 250mg トラネキサム酸 ﾘｶﾊﾞﾘﾝから名称変更 内用 旭化成ファーマ

院内 トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」 250mg・5mL/A  トラネキサム酸 注射 ○ 日新製薬

院内 ボーンワックス 2.5g/包 骨髄止血剤（ミツロウ・アーモンド油・サリチル酸） 外用 東京エム・アイ商会

院内 プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 100mg・10mL/V プロタミン硫酸塩 注射 × 持田製薬

院内 オルダミン注射用1ｇ　 10% 10ｇ/V モノエタノールアミンオレイン酸塩 要時購入 注射 × 武田薬品工業

血液凝固阻止剤

院内 ワルファリンK細粒0.2% 細粒 2mg/g ワルファリンカリウム 内用 日新製薬

院内 ワーファリン錠1mg 錠 1mg ワルファリンカリウム 内用 エーザイ

院外 ワーファリン顆粒0.2% 顆粒 2mg/g ワルファリンカリウム 内用

院外 ワーファリン錠5mg 錠 5mg ワルファリンカリウム 内用

院内 ヘパリンNa注5千単位／5ｍL「モチダ」 5,000単位・5mL/V ヘパリンナトリウム 注射 ○ 持田製薬

院内 ヘパリンNa注1万単位／10ｍL「モチダ」 10,000単位・10mL/V ヘパリンナトリウム 注射 ○ 持田製薬

院内 ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」 5,000単位・5mL/V ダルテパリンナトリウム 注射 ○ 沢井製薬

院内 ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL 100単位・10mL/筒 ヘパリンナトリウム 注射 ○ 大塚製薬

院内 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL 500単位・5mL/筒 ヘパリンナトリウム 患者限定 注射 ○ 大塚製薬

院内 ヘパリンナトリウム注N5千単位/5ｍL「ＡＹ」 5000単位・5mL/A ヘパリンナトリウム 血液科限定 注射 ○ 味の素製薬

院内 ヘパリンＣａ皮下注2万単位／0.8ｍL「サワイ」 20,000単位・0.8mL/V ヘパリンカルシウム 要時購入 注射 沢井製薬

院外 リクシアナ錠30mg 錠 30mg エドキサバントシル酸塩水和物 循環器科限定 内用

院内 リコモジュリン点滴静注用12800 12,800単位/瓶 トロンボモジュリン　アルファ（遺伝子組換え） 注射 × 旭化成ファーマ

院内 ＡＣＤ－Ａ液 500mL/袋 血液保存液A液 外用 テルモ

院外 ヒルドイドクリーム0.3% 3mg/g　25g ヘパリン類似物質 外用

院外 ヒルドイドフォーム0.3% 3mg/g　92g ヘパリン類似物質 外用

院内 ヒルドイドソフト軟膏0.3% 3mg/g　25ｇ ヘパリン類似物質 皮膚科限定 外用 マルホ

院内 ヒルドイドローション0.3% 3mg/g　25ｇ ヘパリン類似物質 皮膚科限定 外用 マルホ

院内 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」 3mg/g　25ｇ ヘパリン類似物質 外用 ニプロ

院内 ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」 3mg/g　50g ヘパリン類似物質 ﾋﾞｰｿﾌﾃﾝから名称変更 外用 持田製薬

院外 ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 3mg/g　100g ヘパリン類似物質 外用

院内 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 3mg/g　100g ヘパリン類似物質 外用 ポーラファルマ

その他の血液・体液用薬

院内 アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 500mL/キット ブドウ糖・無機塩類配合剤 注射 大塚製薬工場

院内 サム点滴静注セット 50mL・450mL・20mL トロメタモール・NaCｌ・KCl・氷酢酸 注射 ○ 大塚製薬工場

院外 バイアスピリン錠100mg 錠 100mg アスピリン 内用

院内 バファリン配合錠Ａ81 錠 81mg    アスピリン・ダイアルミネート 内用 エーザイ

院外 プラビックス錠25mg 錠 25mg クロピドグレル硫酸塩 内用

院内 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 錠 25mg クロピドグレル硫酸塩 内用 日医工

院外 プレタールＯＤ錠50mg 錠 50mg シロスタゾール 内用

院外 パナルジン細粒10% 細粒 100mg/g チクロピジン塩酸塩 内用

院外 パナルジン錠100mg 錠 100㎎ チクロピジン塩酸塩 内用

院内 ドルナー錠20μｇ 錠 20ug ベラプロストナトリウム 内用 アステラス

院外 エパデールS900 粒状ｶﾌﾟｾﾙ 900mg/1包 イコサペント酸エチル 内用

院外 グランシリンジ75 75μg・0.3mL/筒 フィルグラスチム（遺伝子組換え） 注射

院内 フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」 75μg・0.3mL/筒 フィルグラスチム（遺伝子組換え） 注射 × 持田製薬

院内 フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「モチダ」 150μg・0.6mL/筒 フィルグラスチム（遺伝子組換え） 注射 × 持田製薬

院内 グランシリンジ75 75μg・0.3mL/筒 フィルグラスチム（遺伝子組換え） 要時購入
※ｼﾞﾇﾂｷｼﾏﾌﾞ併用限定

注射 × 協和キリン

院内 グランシリンジ150 150μg・0.6mL/筒 フィルグラスチム（遺伝子組換え） 要時購入
※ｼﾞﾇﾂｷｼﾏﾌﾞ併用限定

注射 × 協和キリン

人工透析用薬

人工腎臓透析用剤
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院内 サブパック血液ろ過用補充液-Bi（シュリンク包装品） 2020mL/ｷｯﾄ ろ過型人工腎臓用補液 注射 ニプロ

院内 キンダリー透析剤ＡＦ3号（6L）　　 （Ａ液6Ｌ，Ｂ液7.56Ｌ） 人工腎臓用透析液 注射 扶桑薬品工業

腹膜透析用剤

院外 エクストラニール腹膜透析液 1.5L/袋×6袋 腹膜透析液 注射

院内 ニコペリック腹膜透析液 1.5L/袋×4袋 腹膜透析液 注射 テルモ

院内 ダイアニール-N　ＰＤー4　1.5腹膜透析液 1L/袋×8袋 腹膜透析液 注射 バクスター

院内 ダイアニール-N　ＰＤー4　1.5腹膜透析液 1.5L/袋×6袋 腹膜透析液 注射 バクスター

院内 ダイアニール-N　ＰＤー4　1.5腹膜透析液 2L/袋×4袋 腹膜透析液 注射 バクスター

院外 ダイアニール－N　ＰＤ－4　1.5　ＵＶツインバッグ 2L/袋×4袋 腹膜透析液 注射

院外 ダイアニール－N　ＰＤ－4　1.5　ツインバッグ 2L/袋×4袋 腹膜透析液 注射

院内 ダイアニール-N　ＰＤー4　1.5腹膜透析液 5L/袋×2袋 腹膜透析液 注射 バクスター

院内 ダイアニール-N　ＰＤー4　2.5腹膜透析液 1L/袋×8袋 腹膜透析液 注射 バクスター

院内 ダイアニール-N　ＰＤー4　2.5腹膜透析液 1.5L/袋×6袋 腹膜透析液 注射 バクスター

院内 ダイアニール-N　ＰＤー4　2.5腹膜透析液 2L/袋×4袋 腹膜透析液 注射 バクスター

院外 ダイアニール－N　ＰＤ－4　2.5　ツインバッグ 1L/袋×6袋 腹膜透析液 注射

院外 ダイアニール－N　ＰＤ－4　2.5　ツインバッグ 2L/袋×4袋 腹膜透析液 注射

院外 ダイアニール－N　ＰＤ－4　2.5腹膜透析液 2.5L/袋×4袋 腹膜透析液 注射

院内 ダイアニール-N　ＰＤー4　2.5腹膜透析液 5L/袋×2袋 腹膜透析液 注射 バクスター

院内 ダイアニールＰＤー4　4.25腹膜透析液 2L/袋×4袋 腹膜透析液 注射 バクスター

院外 ダイアニールＰＤ－4　4.25　ツインバッグ 2L/袋×4袋 腹膜透析液 注射

院内 ミッドペリックＬ135腹膜透析液 1L/袋×8袋 腹膜透析液 注射 テルモ

院内 ミッドペリックＬ135腹膜透析液 2L/袋×4袋 腹膜透析液 注射 テルモ

院外 ミッドペリックＬ135腹膜透析液（排液用バッグ付） 1.5L/袋X4袋 腹膜透析液 注射

院内 ミッドペリックＬ250腹膜透析液 1L/袋×8袋 腹膜透析液 注射 テルモ

院内 ミッドペリックＬ250腹膜透析液 2L/袋×4袋 腹膜透析液 注射 テルモ

院外 ミッドペリックＬ250腹膜透析液 2.5L/袋X4袋 腹膜透析液 注射

院外 ミッドペリックＬ250腹膜透析液（排液用バッグ付） 1.5L/袋X4袋 腹膜透析液 注射

院外 ミッドペリックＬ250腹膜透析液（排液用バッグ付） 2L/袋×4袋 腹膜透析液 注射

院外 ミッドペリックＬ400腹膜透析液 2L/袋×4袋 腹膜透析液 注射

院外 レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 1L/袋×6袋 腹膜透析液 注射

院外 レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 2.5L/袋×4袋 腹膜透析液 注射

その他の代謝性医薬品

肝臓疾患用剤

院外 タウリン散98%「大正」 散 1g/1.02g タウリン 内用

院外 チオラ錠100 錠 100mg チオプロニン 内用

院内 グリチロン配合錠　　　　　　　 錠 1錠 配合剤 内用 エーザイ

院内 ネオファーゲン静注20mL 20mL/A 配合剤 注射 ○ 大鵬薬品

解毒剤

院内 タチオン散20% 散 200mg/g グルタチオン 内用 アステラス

院外 タチオン錠50mg 錠 50mg グルタチオン 内用

院内 デトキソール静注液2ｇ 2g・20mL/瓶 チオ硫酸ナトリウム 注射 ○ 日医工

院内 亜硝酸アミル「AFP」 0.25mL/管 亜硝酸アミル 外用 アルフレッサファーマ

院内 アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 液 176.2mg/mL　20mL/A アセチルシステイン 内用 あゆみ製薬

院外 クレメジンカプセル200mg Cap 200mg クレメジン原体（球形吸着炭） 内用

院外 クレメジン速崩錠500mg 錠 500mg クレメジン原体（球形吸着炭） 内用

院内 クレメジン細粒分包2ｇ 細粒 2g/包 クレメジン原体（球形吸着炭） 内用 田辺三菱

院外 ニシスタゴンカプセル50mg Cap 50mg システアミン酒石酸塩 内用
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◎：必ず輸液フィルターを使用して投与する薬剤
○：フィルターを通過する薬剤
●：専用フィルターを用いて調製又は投与する薬剤
×：輸液フィルターを使用してはいけない薬剤 33/48

採用
種別

製　品　名 剤形 規　格 一　般　名・　成　分 限定等
服用
種別

輸液
フィルター

メ　ー　カ　ー　等

院内 ブリディオン静注200mg 200mg・2mL/瓶 スガマデクスナトリウム 注射 × MSD

院外 ジャドニュ顆粒分包90mg 顆粒 90mg/包 デフェラシロクス 内用

院内 デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」 顆粒 90mg/包 デフェラシロクス 内用 サンド

院内 パム静注500mg 500mg・20mL/A プラリドキシムヨウ化物 注射 × 大日本住友

院内 ロイコボリン注3mg　　　 3㎎・1mL/A ホリナートカルシウム 注射 ○ ファイザー

院内 ウロミテキサン注400mg 400mg・4mL/A メスナ 注射 ○ 塩野義製薬

院外 メタライト250カプセル Cap 250mg 塩酸トリエンチン 内用

院内 ノベルジン錠25mg 錠 25mg 酢酸亜鉛水和物 内用 ノーベル

院外 ノベルジン錠50mg 錠 50mg 酢酸亜鉛水和物 内用

院内 メイロン静注7%（20ｍL管）　　　　　　　 1.4g・20mL/A 炭酸水素ナトリウム 注射 ○ 大塚製薬

院内 メイロン静注7%（250ｍL袋）　　　　　　　　　 17.5g・250mL/袋 炭酸水素ナトリウム 注射 ○ 大塚製薬

痛風治療剤

院外 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 錠 0.5mg コルヒチン 内用

院外 ベネシッド錠250mg 錠 250mg プロベネシド 内用

院内 アロプリノール錠100mg「タナベ」 錠 100mg アロプリノール 内用 田辺製薬販売

院外 ザイロリック錠100 錠 100mg アロプリノール 内用

院外 ザイロリック錠50 錠 50mg       アロプリノール 内用

院内 ウラリット－Ｕ配合散 散 1g/包 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 内用 日本ケミファ

院外 ウラリット配合錠 錠 1錠 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 内用

院内 フェブリク錠10mg 錠 10mg フェブキソスタット 内用 帝人ファーマ

院外 フェブリク錠40mg 錠 40mg フェブキソスタット 内用

院外 ユリノーム錠25mg 錠 25mg ベンズブロマロン 内用

院外 ユリノーム錠50mg 錠 50mg ベンズブロマロン 内用

院内 ベンズブロマロン錠50mg「日医工」　　 錠 50mg ベンズブロマロン 内用 日医工

酵素製剤

院内 ウロナーゼ静注用6万単位 60,000単位/V ウロキナーゼ
慎重投与：
ｾﾞﾗﾁﾝｱﾚﾙｷﾞｰ 注射 ○ 持田

院内 グルトパ注600万 600万IU/V(注水10mL) アルテプラーゼ 添付溶液ﾏｽﾀｰあり 注射 × 田辺三菱

院内 エラプレース点滴静注液6mg 6mg・3mL/V イデュルスルファーゼ（遺伝子組換え） 患者限定 注射 ○ サノフィ

院内 ラスリテック点滴静注用1.5mg 1.5mg/V(溶解液付) ラスブリカーゼ（遺伝子組換え） 添付溶液ﾏｽﾀｰあり 注射 × サノフィ

院内 ラスリテック点滴静注用7.5mg 7.5mg/V(溶解液付) ラスブリカーゼ（遺伝子組換え） 要時購入
添付溶液ﾏｽﾀｰあり

注射 × サノフィ

院内 ネクスビアザイム点滴静注用100mg 100mg/Ｖ アバルグルコシダーゼ アルファ(遺伝子組換え) 患者限定 注射 ◎ サノフィ

院外 ストレンジック皮下注12mg/0.3mL 12mg・0.3mL/V ベンズブロマロン 注射

院外 ストレンジック皮下注18mg/0.45mL 18mg・0.45mL/V ベンズブロマロン 注射

院外 ストレンジック皮下注28mg/0.7mL 28mg・0.7mL/V ベンズブロマロン 注射

院外 ストレンジック皮下注40mg/1mL 40mg・1mL/V ベンズブロマロン 注射

院外 ストレンジック皮下注80mg/0.8mL 80mg・1mL/V ベンズブロマロン 注射

糖尿病用剤

院内 メトグルコ錠250mg 錠 250mg メトホルミン塩酸塩 内用 大日本住友

院外 オイグルコン錠2.5mg 錠 2.5mg  グリベンクラミド 内用

院外 アマリール1mg錠 錠 1mg グリメピリド 内用

院外 スターシス錠30mg 錠 30mg ナテグリニド 内用

院外 グルコバイ錠50mg 錠 50mg アカルボース 内用

院外 ベイスンOD錠0.2 錠 0.2mg ボグリボース 内用

院外 ジャヌビア錠50mg 錠 50mg シタグリプチンリン酸塩水和物 内用

院外 スーグラ錠50mg 錠 50mg イプラグリフロジン L-プロリン 内用

院外 フォシーガ錠5mg 錠 5mg ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 内用

他に分類されない代謝性医薬品
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◎：必ず輸液フィルターを使用して投与する薬剤
○：フィルターを通過する薬剤
●：専用フィルターを用いて調製又は投与する薬剤
×：輸液フィルターを使用してはいけない薬剤 34/48

採用
種別

製　品　名 剤形 規　格 一　般　名・　成　分 限定等
服用
種別

輸液
フィルター

メ　ー　カ　ー　等

院内 アデホスーＬコーワ注10mg 10mg・2mL/A アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 注射 ○ 興和創薬

院外 アデホスコーワ顆粒10% 顆粒 100mg/g アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 内用

院内 アザニン錠50mg 錠 50mg アザチオプリン 内用 田辺三菱

院外 イムラン錠50mg 錠 50mg アザチオプリン 内用

院内 プラケニル錠200mg 錠 200mg ヒドロキシクロロキン硫酸塩
腎臓内科、呼吸器科、感染症科限

定

※呼吸器科、感染症科：同意書必

要

内用 サノフィ

院内 アルギＵ点滴静注20ｇ 20g・200mL/袋 アルギニン 注射 ○ EAファーマ

院内 アルギＵ配合顆粒 顆粒 ﾊﾞﾗ アルギニン 内用 EAファーマ

院外 コパキソン皮下注20mgシリンジ 20mg/キット グラチラマー酢酸塩 神経内科限定 注射

院内 ジアゾキシドカプセル25mg「OP」 Cap 25mg ジアゾキシド 内用 オーファンパシフィック

院内 レボレード錠12.5mg 錠 12.5mg エルトロンボパグ　オラミン 血液科限定 内用

院外 レボレード錠12.5mg 錠 12.5mg エルトロンボパグ　オラミン 内用

院外 フォサマック錠35mg 錠 35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物 内用

院外 【般】アレンドロン酸錠5mg 錠 5mg アレンドロン酸ナトリウム水和物 内用

院外 ダイドロネル錠200 錠 200mg エチドロン酸二ナトリウム　 内用

院外 ベネット錠75mg 錠 75mg リセドロン酸ナトリウム水和物 内用

院内 ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」 4mg・5mL/V ゾレドロン酸水和物 注射 ○ サンド

院内 パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」 15mg/V パミドロン酸ニナトリウム 注射 ○ 沢井製薬

院外 オルケディア錠1mg 錠 1mg エボカルセト 内用

院外 オルケディア錠2mg 錠 2mg エボカルセト 内用

院内 エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」 750単位・0.5mL/筒 エポエチン カッパ(遺伝子組換え) 注射 ○ キッセイ

院内 エポジン注シリンジ3000 3000単位・0.5mL/筒  エポエチンベータ（遺伝子組換え） 要時購入 注射 ○ 中外製薬

院内 エポジン注シリンジ6000 6000単位・0.5mL/筒  エポエチンベータ（遺伝子組換え） ｴｽﾎﾟｰ皮下用6000ｼﾘﾝｼﾞから切替え 注射 ○ 中外製薬

院内 エポジン注皮下注シリンジ12000 12000単位・0.5mL/筒 エポエチンベータ（遺伝子組換え） 注射 中外製薬

院内 ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」 60μg・0.5mL/筒 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 注射 × 協和キリン

院内 ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」 120μg・0.5mL/筒 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 注射 × 協和キリン

院内 ミルセラ注シリンジ100μg 100μg・0.3mL/筒 エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え) 注射 × 中外

院外 ダーブロック錠2mg 錠 2mg ダプロデュスタット 内用

院外 レグパラ錠25mg 錠 25ｍｇ シナカルセト塩酸塩 内用

院内 ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」 100mg/V ガベキサートメシル酸塩 注射 ○ 高田

院外 フオイパン錠100mg 錠 100mg カモスタットメシル酸塩 内用

院内 シベレスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」 100mg/V シベレスタットナトリウム水和物 注射 ○ 富士製薬

院内 注射用ナファモスタット10「ＭＥＥＫ」 10mg/V ナファモスタットメシル酸 名称変更予定 注射 ○ MeijiSeika

院内 ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「MEEK」 50mg/V ナファモスタットメシル酸 注射 ○ MeijiSeika

院内 サーティカン錠0.25mg 錠 0.25mg エベロリムス 臓器移植科限定 内用 ノバルティスファーマ

院内 スパニジン点滴静注用100mg 100mg/V グスペリムス塩酸 注射 × 日本化薬

院内 サンディミュン点滴静注用250mg 250mg・5mL/A シクロスポリン 注射 ○
PVCﾌﾘｰ使用

ノバルティスファーマ

院内 ネオーラル10mgカプセル Cap 10mg シクロスポリン 含有：大豆 内用 ノバルティスファーマ

院内 ネオーラル25mgカプセル Cap 25mg シクロスポリン 含有：大豆 内用 ノバルティスファーマ

院外 ネオーラル50mgカプセル　　　　　　 Cap 50mg シクロスポリン 含有：大豆 内用

院内 ネオーラル内用液10% 液 100mg/mL シクロスポリン 内用 ノバルティスファーマ

院内 シクロスポリン細粒17%「ファイザー」 細粒 170mg/g シクロスポリン 内用 ファイザー

院内 グラセプターカプセル0.5mg Cap 0.5mg タクロリムス水和物 内用 アステラス

院外 グラセプターカプセル1mg Cap 1mg タクロリムス水和物 内用

院外 グラセプターカプセル5mg Cap 5mg タクロリムス水和物 内用

院内 プログラフカプセル0.5mg Cap 0.5mg タクロリムス水和物 内用 アステラス

院内 プログラフカプセル1mg Cap 1mg タクロリムス水和物 内用 アステラス

院内 タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」 Cap 0.5mg タクロリムス水和物 内用 ニプロ



小児総合医療センター　採用医薬品一覧 2022.4月～

◎：必ず輸液フィルターを使用して投与する薬剤
○：フィルターを通過する薬剤
●：専用フィルターを用いて調製又は投与する薬剤
×：輸液フィルターを使用してはいけない薬剤 35/48

採用
種別

製　品　名 剤形 規　格 一　般　名・　成　分 限定等
服用
種別

輸液
フィルター

メ　ー　カ　ー　等

院内 タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」 Cap 1mg タクロリムス水和物 内用 ニプロ

院内 プログラフ顆粒0.2mg 顆粒 0.2mg/包 タクロリムス水和物 内用 アステラス

院内 プログラフ顆粒1mg 顆粒 1mg/包 タクロリムス水和物 内用 アステラス

院内 プログラフ注射液2mg 2mg・0.4mL/A タクロリムス水和物 注射 ×
PVCﾌﾘｰ使用

アステラス

院内 セルセプトカプセル250mg Cap 250mg ミコフェノール酸　モフェチル 内用 中外製薬

院外 ブレディニンOD錠25 錠 25mg ミゾリビン 内用

院内 ブレディニンOD錠50 錠 50mg ミゾリビン 内用 旭化成ファーマ

院外 ブレディニン錠25 錠 25mg ミゾリビン 内用

院外 ブレディニン錠50        　　　　　　 錠 50mg ミゾリビン 内用

院内 メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 Cap 2mg メトトレキサート 内用 沢井

院外 リウマトレックスカプセル2mg Cap 2mg メトトレキサート 内用

院外 リンヴォック錠15mg 錠 15mg ウパダシチニブ水和物 腎臓内科、アレルギー科、皮膚科限定 内用

院外 エンブレル皮下注用25mg 25mg/V エタネルセプト（遺伝子組換え） 注射

院外 シンポニー皮下注50mgオートインジェクター 50mg･0.5mL/KT ゴリムマブ(遺伝子組換え)
消化器科・腎臓内
科限定 注射

院内 ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL 20mg･0.2mL/筒 アダリムマブ(遺伝子組換え) 要時購入 注射 皮下 エーザイ

院内 ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL 40mg･0.4mL/KT アダリムマブ(遺伝子組換え) 注射 皮下 エーザイ

院内 ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL 80mg･0.8mL/KT アダリムマブ(遺伝子組換え)
消化器科限定
要時購入 注射 皮下 エーザイ

院内 オレンシア点滴静注用250mg 250mg/瓶 アバタセプト(遺伝子組換え) 要時購入 注射 ◎ 小野

院内 ベンリスタ点滴静注用120mg 120mg/瓶 ベリムマブ(遺伝子組換え) 要時購入 注射 ○ GSK

院内 ベンリスタ点滴静注用400mg 400mg/瓶 ベリムマブ(遺伝子組換え) 要時購入 注射 ○ GSK

院外 ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター 200mg･1mL/KT ベリムマブ(遺伝子組換え) 注射

院外 クリースビータ皮下注10mg 10mg･1mL/筒 ブロスマブ(遺伝子組換え) 注射

院内 クリースビータ皮下注20mg 20mg・1mL/筒 ブロスマブ(遺伝子組換え) 要時購入 注射 皮下 協和キリン

院内 クリースビータ皮下注30mg 30mg・1mL/筒 ブロスマブ(遺伝子組換え) 要時購入 注射 皮下 協和キリン

院内 ブフェニール顆粒94% 顆粒 940mg/g フェニル酪酸ナトリウム 要時購入 内用 オーファンパシフィック

院外 ビオプテン顆粒10% 顆粒 100mg/g サプロプテリン塩酸塩 患者限定 内用

院外 サイスタダン原末 末 原末 ベタイン 内用

院内 エルカルチンＦＦ錠100mg 錠 100mg レボカルニチン 内用 大塚製薬

院内 エルカルチンＦＦ錠250mg 錠 250mg レボカルニチン 内用 大塚製薬

院内 エルカルチンＦＦ内用液10% 液 1000mg・10mL/瓶 レボカルニチン 内用 大塚製薬

院内 エルカルチンFF静注1000mgシリンジ 1000mg・5mL/筒 レボカルニチン 注射 ○ 大塚製薬

院外 モニラック・シロップ65% 液 650mg/mL ラクツロース 内用

院内 ラクツロースシロップ65%「武田テバ」 液 650mg/mL ラクツロース 内用 武田

院外 モニラック原末 末 原末 結晶性ラクツロース　 内用

院外 ラグノスNF経口ゼリー分包12g ｾﾞﾘｰ 12ｇ/包
（ﾗｸﾂﾛｰｽとして6.5g/包）

ラクツロース 内用

組織細胞機能用医薬品

腫瘍用薬

アルキル化剤

院内 注射用イホマイド1ｇ 1g/V イホスファミド 注射 ○ 塩野義製薬

院外 エンドキサン錠50mg 錠 50mg シクロホスファミド 内用

院内 注射用エンドキサン500mg 500mg/V シクロホスファミド 注射 ○ 塩野義製薬

院内 ブスルフェクス点滴静注用60mg 60mg/V ブスルファン 注射 × 協和キリン

院内 ダカルバジン注用100　 100㎎/V ダカルバジン 要時購入 注射 ○ 協和キリン

院内 テモダールカプセル20mg Cap 20mg テモゾロミド 要時購入 内用 MSD

院外 テモダールカプセル100mg Cap 100mg テモゾロミド 内用

院内 アルケラン静注用50mg 50㎎/V メルファラン 要時購入 注射 × アスペンジャパン

代謝拮抗剤



小児総合医療センター　採用医薬品一覧 2022.4月～
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輸液
フィルター

メ　ー　カ　ー　等

院内 ロイケリン散10%　　　　　　　　 散 100mg/g メルカプトプリン 水和物 内用 大原薬品工業

院内 メソトレキセート錠2.5mg 錠 2.5㎎ メトトレキサート 内用 ファイザー

院内 注射用メソトレキセート5mg 5㎎/V メトトレキサート 注射 ○ ファイザー

院内 注射用メソトレキセート50mg 50㎎/V メトトレキサート 注射 ○ ファイザー

院内 メソトレキセート点滴静注液200mg 200㎎・8mL/V メトトレキサート 注射 ○ ファイザー

院内 メソトレキセート点滴静注液1000mg 1000㎎・40mL/V メトトレキサート 注射 ○ ファイザー

院内 キロサイド注40mg 40mg・2mL/A シタラビン 注射 ○ 日本新薬

院内 キロサイド注200mg 200mg・10mL/A シタラビン 注射 ○ 日本新薬

院内 キロサイドＮ注1ｇ 1g・50mL/V シタラビン 注射 ○ 日本新薬

院内 ハイドレアカプセル500mg Cap 500㎎ ヒドロキシカルバミド 内用 ブリストルマイヤーズ

院内 フルダラ静注用50mg 50mg/V フルダラビンリン酸エステル 注射 ○ サノフィ

抗腫瘍性抗生物質製剤

院内 コスメゲン静注用0.5mg　　　　　　　 0.5㎎/V アクチノマイシンＤ 注射 × ノーベルファーマ

院内 ブレオ注射用15mg 15mg/V ブレオマイシン塩酸塩 要時購入 注射 ○ 日本化薬

院内 イダマイシン静注用5mg　 5㎎/V イダルビシン塩酸塩 要時購入 注射 ○ ファイザー

院内 エピルビシン塩酸塩注射液10mg「ＮＫ」 10mg/V エピルビシン塩酸塩 要時購入 注射 × 日本化薬

院内 ダウノマイシン静注用20mg 20mg/V ダウノルビシン塩酸塩 注射 ○ MeijiSeika

院内 ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」 10㎎・5mL/V ドキソルビシン塩酸塩 注射 ○ サンド

院内 テラルビシン注射用10mg 10mg/V ピラルビシン塩酸 注射 ◎ MeijiSeika

抗腫瘍性植物成分製剤

院内 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ホスピーラ」 40mg・2mL/瓶 イリノテカン塩酸塩 要時購入 注射 ○ ファイザー

院内 ベプシド注100mg 100㎎・5mL/V エトポシド 注射
○

1.0mg/mL未満 希釈時

DEHPﾌﾘｰ使用

クリニジェン

院内 ラステットSカプセル25mg Cap 25mg エトポシド 要時購入 内用 日本化薬

院内 ハイカムチン注射用1.1mg 1.1mg/V ノギテカン塩酸塩 要時購入 注射 × 日本化薬

院内 オンコビン注射用1mg 1mg/V ビンクリスチン硫酸塩 注射 ○ 日本化薬

院内 注射用フィルデシン3mg 3mg/V ビンデシン硫酸塩 注射 ○ 塩野義製薬

院内 エクザール注射用10mg 10mg/V ビンブラスチン硫酸 注射 ○ 日本化薬

その他の腫瘍用薬

院内 ロイナーゼ注用5000 5000K.U./V L-アスパラギナーゼ 注射 ○ 協和キリン

院外 グリベック錠100mg 錠 100mg イマチニブメシル酸塩 内用

院内 スプリセル錠20mg 錠 20mg ダサチニブ水和物 血液科限定 内用 ブリストルマイヤーズ

院内 スプリセル錠50mg 錠 50mg ダサチニブ水和物
血液科限定
要時購入

内用 ブリストルマイヤーズ

院内 タシグナカプセル200mg Cap 200mg ニロチニブ塩酸塩水和物 血液科限定 内用 ノバルティス

院内 ベサノイドカプセル10mg Cap 10mg トレチノイン
要時購入
含有：大豆 内用 中外製薬

院外 アフィニトール分散錠2mg 錠 2mg エベロリムス 内用

院外 アフィニトール分散錠3mg 錠 2mg エベロリムス 内用

院外 アフィニトール錠5mg 錠 5mg エベロリムス
腎・泌・血・脳
外科限定

内用

院外 ラパリムスゲル0.2% 2mg/g　10g シロリムス 外用

院外 タモキシフェン錠20mg 錠 20mg タモキシフェン 患者限定 内用

院内 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」 Cap 50mg 塩酸プロカルバジン 内用 太陽ファルマ

院内 カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 50mg・5mL/V カルボプラチン 注射 ○ 日本化薬

院内 カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 150mg・15mL/V カルボプラチン 注射 ○ 日本化薬

院内 カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 450mg・45mL/V カルボプラチン 要時購入 注射 ○ 日本化薬

院内 シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 10mg・20mL/V シスプラチン 投与中、遮光すること 注射 ○ 日医工

院内 ノバントロン注10mg 10㎎・5mL/V ミトキサントロン塩酸塩 要時購入 注射 ○ 武田薬品工業

院内 リツキサン点滴静注100mg 100mg･10mL/V リツキシマブ（遺伝子組換え）
腎・泌・血科
限定

注射 ○ 中外製薬
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院内 リツキサン点滴静注500mg 500mg･50mL/V リツキシマブ（遺伝子組換え）
腎・泌・血科
限定

注射 ○ 中外製薬

院内 アバスチン点滴静注用100mg/4mL 100mg・4mL/V ベバシズマブ(遺伝子組換え) 血液科限定 注射 ○ 中外製薬

院内 アバスチン点滴静注用400mg/16mL 400mg・16mL/V ベバシズマブ(遺伝子組換え) 要時購入 注射 ○ 中外製薬

院内 ビーリンサイト点滴静注用35μg 35μg/V ブリナツモマブ(遺伝子組換え) 要時購入 注射 ◎ アステラス

院内 ユニツキシン点滴静注17.5mg/5mL 17.5mg･5mL/V ジヌツキシマブ(遺伝子組換え) 要時購入 注射 × 大原

院内 ピシバニール注射用1ＫＥ　 1KE/V ストレプトコックス・ピオゲネス（A群3型）Su株ペニシリン処理凍結乾燥粉末 要時購入 注射 中外製薬

アレルギー用薬

抗ヒスタミン剤

院外 ヒベルナ散10% 散 100mg/g プロメタジンヒベンズ酸塩 内用

院内 ヒベルナ糖衣錠25mg 錠 25mg プロメタジン塩酸塩 内用 田辺三菱

院内 ヒベルナ糖衣錠5mg 錠 5mg プロメタジン塩酸塩 内用 田辺三菱

院外 ピレチア錠（5mg） 錠 5mg プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 内用

院外 ピレチア錠（25mg） 錠 25mg プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 内用

院外 ピレチア細粒10% 細粒 100mg/g プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 内用

院外 ゼスラン錠3mg 錠 3mg メキタジン 内用

院外 ポララミンシロップ0.04% 液 0.4mg/mL ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 内用

院内 ポララミン散1% 散 10mg/g ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 内用 高田

院内 ポララミン錠2mg 錠 2mg ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 内用 高田

院内 ポララミン注5mg 5mg・1mL/A ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 注射 ○ 高田

院外 【般】クレマスチンシロップ用0.1% DS 1mg/g クレマスチンフマル酸塩 内用

院外 ペリアクチンシロップ0.04% 液 0.4㎎/mL シプロヘプタジン塩酸塩水和物 内用

院内 ペリアクチン散1% 散 10mg/g シプロヘプタジン塩酸塩水和物 内用 日医工

院外 ペリアクチン錠4mg 錠 4㎎ シプロヘプタジン塩酸塩水和物 内用

その他のアレルギー用薬

院外 アゼプチン錠1mg 錠 1mg アゼラスチン塩酸塩 内用

院内 エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」 DS 10mg/g エピナスチン塩酸塩 処方不可（2021.3.15-自主回収） 内用 沢井製薬

院外 アレジオンドライシロップ1% DS 10mg/g エピナスチン塩酸塩 処方不可（2021.3.15-自主回収） 内用

院外 アレジオン錠10 錠 10mg  エピナスチン塩酸塩 内用

院外 アレジオン錠20 錠 20mg エピナスチン塩酸塩 内用

院外 エバステルOD錠5mg 錠 5mg エバスチン 内用

院外 エバステルOD錠10mg 錠 10mg エバスチン 内用

院外 【般】オキサトミドシロップ用2% DS 20mg/g オキサトミド 内用

院外 【般】オキサトミド錠30mg 錠 30mg オキサトミド 内用

院内 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「サワイ」 錠 2.5mg  オロパタジン塩酸塩 処方不可（供給停止中） 内用 沢井

院外 アレロック錠5 錠 5mg オロパタジン塩酸塩 内用

院外 アレロック錠2.5 錠 2.5mg オロパタジン塩酸塩 内用

院外 アレロック顆粒0.5% 顆粒 5mg/g オロパタジン塩酸塩 内用

院外 ザジテンカプセル1mg Cap 1mg ケトチフェン フマル酸塩 内用

院外 ザジテンドライシロップ0.1% DS 1mg/g ケトチフェンフマル酸塩 内用

院内 ケトチフェンドライシロップ0.1%「タイヨー」 DS 1mg/g ケトチフェンフマル酸塩 内用 武田

院外 ジルテック錠5 錠 5mg セチリジン塩酸塩 内用

院外 ジルテック錠10 錠 10mg セチリジン塩酸塩 内用

院外 ジルテックドライシロップ1.25% DS 12.5mg/g セチリジン塩酸塩 内用

院内 セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」 DS 12.5mg/g・2.5mg/包 セチリジン塩酸塩 内用 高田

院外 ザイザルシロップ0.05% 液 0.5mg/mL レボセチリジン塩酸塩 内用

院外 【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ用0.5％ DS 5mg/ｇ レボセチリジン塩酸塩 内用

院外 レミカットカプセル2mg Cap 2mg エメダスチンフマル酸塩 内用
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院外 アイピーディカプセル50 Cap 50mg トシル酸スプラタスト　 内用

院外 アイピーディカプセル100 Cap 100mg トシル酸スプラタスト　 内用

院外 アイピーディドライシロップ5% DS 50mg/g トシル酸スプラタスト　 内用

院外 リザベンカプセル100mg Cap 100mg トラニラスト 内用

院内 リザベン細粒10% 細粒 100mg/g トラニラスト 内用 キッセイ薬品工業

院外 アレグラドライシロップ5%　0.3ｇ包 DS 50mg/g・15mg/包 フェキソフェナジン塩酸塩 内用

院内 フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」　0.3g包 DS 50mg/g・15mg/包 フェキソフェナジン塩酸塩 内用 サノフィ

院内 フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 錠 30mg フェキソフェナジン塩酸塩 内用 日医工

院外 アレグラ錠30mg 錠 30mg フェキソフェナジン塩酸塩 内用

院外 アレグラ錠60mg 錠 60mg フェキソフェナジン塩酸塩 内用

院外 ディレグラ配合錠 錠 ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ30mg･ﾌﾟｿｲﾄﾞｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ60mg フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン 内用

院外 オノンカプセル112.5mg Cap 112.5mg プランルカスト水和物 内用

院外 オノンドライシロップ10% DS 100mg/g プランルカスト水和物 内用

院内 プランルカストドライシロップ10%「AFP」 DS 100mg/g プランルカスト水和物 内用 アルフレッサファーマ

院外 タリオン錠10mg 錠 10mg ベポタスチンベシル酸塩 内用

院内 モンテルカスト細粒4mg「タカタ」 細粒 4mg/包 モンテルカストナトリウム 内用 高田

院内 モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」 錠 5㎎/錠 モンテルカストナトリウム 内用 高田

院内 モンテルカスト錠10mg「タカタ」 錠 10mg1錠         モンテルカストナトリウム 内用 高田

院外 キプレス細粒4mg 細粒 4mg/包 モンテルカストナトリウム 内用

院外 シングレア細粒4mg 細粒 4mg/包 モンテルカストナトリウム 内用

院外 キプレスチュアブル錠5 錠 5㎎ モンテルカストナトリウム 内用

院外 シングレアチュアブル錠5mg 錠 5㎎/錠 モンテルカストナトリウム 内用

院外 シングレア錠10mg 錠 10mg1錠         モンテルカストナトリウム 内用

院外 ザイザル錠5mg 錠 5mg レボセチリジン 内用

院内 ロラタジン錠10mg「EE」 錠 10mg    ロラタジン 内用 日医工

院外 クラリチン錠10mg 錠 10mg    ロラタジン 内用

院外 クラリチンレディタブ錠10mg 錠 10mg ロラタジン 内用

院外 クラリチンドライシロップ1% DS 10mg/g ロラタジン 内用

院外 デザレックス錠5mg 錠 5mg デスロラタジン 内用

院内 治療用アレルゲンエキス希釈液「トリイ」 1.8mL/V 濃グリセリン50%水溶液 注射 鳥居薬品

院外 アシテアダニ舌下錠100単位(IR) 錠 100IR/錠 アレルゲンエキス（ダニ） 医師限定
初回導入：院外、受診時内服

内用

院外 アシテアダニ舌下錠300単位(IR) 錠 300IR/錠 アレルゲンエキス（ダニ） 医師限定 内用

院外 ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU 錠 3,300JAU/錠 アレルゲンエキス（ダニ） 医師限定
初回導入：院外、受診時内服

内用

院外 ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU 錠 10,000JAU/錠 アレルゲンエキス（ダニ） 医師限定 内用

院外 シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU 錠 2,000JAU/錠 アレルゲンエキス（スギ花粉） 医師限定
初回導入：院外、受診時内服

内用

院外 シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU 錠 5,000JAU/錠 アレルゲンエキス（スギ花粉） 医師限定 内用

院内 治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉200JAU/mL 200JAU/mL・2mL/V 標準化スギ花粉エキス原液 注射 鳥居薬品

院外 デュピクセント皮下注300mgシリンジ 300mg･2mL/ｷｯﾄ デュピルマブ(遺伝子組換え) 注射

院外 デュピクセント皮下注300mgペン 300mg･2mL/ｷｯﾄ デュピルマブ(遺伝子組換え) 注射

生薬及び漢方処方に基づく医薬品

生薬

漢方製剤

院外 コタロー安中散エキスカプセル Cap 1カプセル 漢方薬 内用

院外 ツムラ安中散エキス顆粒(医療用) 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ5） 内用

院内 ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用) 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ135） 内用 ツムラ

院外 ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ106） 内用

院外 ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ57） 内用
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院外 ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ28） 内用

院外 ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 3.0g/包 漢方薬（ツムラ98） 内用

院外 ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ15） 内用

院外 コタロー黄連解毒湯エキスカプセル Cap 1カプセル 漢方薬 内用

院外 ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ1） 内用

院外 ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用) 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ2） 内用

院外 ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g1包              漢方薬（ツムラ137） 内用

院外 ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ24） 内用

院外 ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ72） 内用

院外 ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ138） 内用

院外 ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ18） 内用

院外 ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ134） 内用

院外 ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ60） 内用

院外 クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 錠 3錠/包 漢方薬 内用

院外 ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ26） 内用

院外 ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ45） 内用

院外 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ25） 内用

院外 ツムラ桂枝茯苓丸よく苡仁エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ125） 内用

院外 テイコク香蘇散エキス顆粒 顆粒 2.5g/包 漢方薬 内用

院外 ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ31） 内用

院外 ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ17） 内用

院外 クラシエ五苓散料エキス錠 錠 3錠/包 漢方薬 内用

院外 ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ12） 内用

院外 クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠 錠 3錠/包 漢方薬 内用

院外 ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ11） 内用

院外 ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ10） 内用

院外 クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠 錠 3錠/包 漢方薬 内用

院外 ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ96） 内用

院外 ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 3g/包 漢方薬（ツムラ114） 内用

院外 ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ103） 内用

院内 ツムラ紫雲膏（採用中止、在庫限り） 500g 漢方薬（ツムラ501） 在庫限り 外用 ツムラ

院外 ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ35） 内用

院外 ツムラ四君子湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ75） 内用

院外 ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ71） 内用

院外 クラシエ四物湯エキス錠（医療用） 錠 3錠/包 漢方薬 内用

院外 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ68） 内用

院外 ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ48） 内用

院外 ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）                           顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ6） 内用

院外 ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ99） 内用

院外 ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ9） 内用

院外 クラシエ小柴胡湯エキス錠 錠 3錠/包 漢方薬 内用

院外 ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ19） 内用

院外 クラシエ小青竜湯エキス錠 錠 3錠/包 漢方薬 内用

院外 ツムラ消風散エキス顆粒(医療用) 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ22） 内用

院外 ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用) 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ104） 内用

院外 ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ30） 内用

院外 ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ136） 内用
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院内 ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）　 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ100） 内用 ツムラ

院外 ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ8） 内用

院外 ツムラ大柴胡湯去大黄エキス細粒（医療用） 顆粒 3.0g/包 漢方薬（ｺﾀﾛｰＮ319） 内用

院外 ツムラ調胃承気湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ74） 内用

院外 ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ47） 内用

院外 クラシエ猪苓湯エキス細粒　EK-40 細粒 2g/包 漢方薬 内用

院外 ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ61） 内用

院外 クラシエ桃核承気湯エキス錠 錠 3錠/包 漢方薬 内用

院外 ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ38） 内用

院外 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ23） 内用

院外 ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ32） 内用

院外 ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用) 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ122） 内用

院外 ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ7） 内用

院外 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ16） 内用

院外 クラシエ半夏厚朴湯エキス錠 錠 4錠/包 漢方薬 内用

院外 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ14） 内用

院外 クラシエ半夏瀉心湯エキス錠 錠 3錠/包 漢方薬 内用

院外 ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ37） 内用

院外 ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ116） 内用

院外 ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ20） 内用

院外 ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ62） 内用

院外 ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ41） 内用

院外 ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ78） 内用

院外 ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ126） 内用

院内 ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ54） 内用 ツムラ

院外 ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ83） 内用

院内 ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ43） 内用 ツムラ

院外 ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ39） 内用

院外 ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用） 顆粒 2.5g/包 漢方薬（ツムラ87） 内用

その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

院外 アコニンサン錠 錠 166.67mg/錠 加工ブシ末 内用

病原微生物に対する医薬品

主としてグラム陽性菌に作用するもの

院内 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 100万単位/V ベンジルペニシリンカリウム 注射 ○ MeijiSeika

院内 バイシリンＧ顆粒40万単位 顆粒 40万単位/ｇ ベンジルペニシリンベンザチン水和物 要時購入 内用 MSD

院内 ダラシンカプセル150mg Cap 150mg クリンダマイシン塩酸塩 内用 ファイザー

院内 クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」 300㎎・2mL/A クリンダマイシンリン酸エステル 要時購入 注射 ○ ニプロファーマ

院内 バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」 散 0.5g/V バンコマイシン塩酸塩 患者限定
院内のみ、要時購入 内用 MeijiSeika

院内 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 0.5g/V バンコマイシン塩酸塩 血液、消化器、救命、
感染症科限定 注射 ○ MeijiSeika

院内 バクトロバン鼻腔用軟膏2% 20㎎/g　3ｇ ムピロシン 外用 グラクソスミスクライン

主としてグラム陰性菌に作用するもの

院内 アミカシン硫酸塩注射液100mg「明治」 100mg・1mL/A アミカシン硫酸塩 患者限定 注射 ○ MeijiSeika

院外 カナマイシンカプセル250mg「明治」 Cap 250mg カナマイシン硫酸塩一硫酸塩 内用

院内 硫酸ポリミキシンＢ錠25万単位「ファイザー」 錠 25万単位 ポリミキシンB硫酸 内用 ファイザー

主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

院内 アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 Cap 250mg アモキシシリン水和物 内用 日医工

院外 サワシリンカプセル250 Cap 250mg アモキシシリン水和物 内用
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院外 サワシリン細粒10% 細粒 100mg/g アモキシシリン水和物 内用

院内 ワイドシリン細粒20% 細粒 200mg/g         アモキシシリン水和物 内用 MeijiSeika

院内 注射用ビクシリン0.5ｇ 0.5g/V アンピシリンナトリウム 注射 ○ MeijiSeika

院外 ビクシリンドライシロップ10% DS 100mg/g アンピシリン水和物 内用

院内 ピペラシリンNa注用1g「トーワ」 1g/V ピペラシリンナトリウム 注射 ○ 東和薬品

院内 セファゾリンナトリウム注射用0.5ｇ「日医工」 0.5g/V セファゾリンナトリウム水和物 注射 ○ 日医工

院内 セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」（ｾﾌｧﾚｷｼﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ20％へ代替中） DS 500mg/g         セファレキシン 内用 日医工

院内 ラリキシン錠250mg 錠 250mg セファレキシン 内用 富士フイルム富山化学

院外 ケフレックスシロップ用細粒200 細粒 200mg/g         セファレキシン 内用

院外 L-ケフレックス小児用顆粒 顆粒 200mg/g         セファレキシン 内用

院外 L-ケフレックス顆粒 顆粒 500mg/g         セファレキシン 内用

院外 ケフレックスカプセル250mg Cap 250mg セファレキシン 内用

院内 セフェピム塩酸塩静注用0.5ｇ「サンド」 0.5g/V セフェピム塩酸塩 ASP管理薬（血液・脳外・感

染症科限定） 注射 ○ サンド

院内 セフェピム塩酸塩静注用1ｇ「サンド」 1g/V セフェピム塩酸塩
血液・脳外・感
染症科限定 注射 ○ サンド

院内 クラフォラン注射用0.5ｇ 0.5ｇ/V セフォタキシムナトリウム 注射 ○ サノフィ

院内 セフォチアム塩酸塩静注用0.5ｇ「NP」 0.5ｇ/V セフォチアム塩酸塩 注射 ○ ニプロファーマ

院内 セフタジジム静注用0.5ｇ「マイラン」 0.5g/V セフタジジム 注射 ○ ファイザー

院外 トミロン細粒小児用20% DS 200mg/g         セフテラムピボキシル ASP管理薬（患者限定） 内用

院外 トミロン錠100 錠 100mg セフテラムピボキシル ASP管理薬（患者限定） 内用

院内 セフトリアキソンナトリウム静注用0.5ｇ「日医工」 0.5g/V セフトリアキソンナトリウム水和物 注射 ○ 日医工

院内 セフメタゾールナトリウム静注用0.5ｇ　 0.5g/V      セフメタゾールナトリウム 注射 ○ 日医工

院内 セフメタゾールナトリウム静注用1ｇ　 1ｇ/V セフメタゾールナトリウム 注射 ○ 日医工

院外 オラスポア小児用ドライシロップ10% DS 100mg/g         セフロキサジン 内用

院内 ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「F」 10mg・1mL/A ゲンタマイシン硫酸塩
新生児・感染
症科限定 注射 ○ 富士製薬

院内 ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「F」 60mg・1.5mL/A ゲンタマイシン硫酸塩 注射 ○ 富士製薬

院外 ホスミシンドライシロップ400 DS 400mg/g ホスホマイシンカルシウム水和物 ASP管理薬（患者限定） 内用

院内 オーグメンチン配合錠125SS 錠 CVA62.5mg・AMPC125mg/錠 クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物 内用 グラクソスミスクライン

院外 オーグメンチン配合錠250RS 錠 CVA125mg・AMPC250mg/錠 クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物 内用

院内 クラバモックス小児用ドライシロップ DS CVA21.45mg・AMPC300mg/0.505g包 クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物 内用 グラクソスミスクライン

院内 スルバシリン静注用1.5ｇ 1.5g/V スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム
ﾕﾅｼﾝSと切替 注射 ○ MeijiSeika

院内 タゾピペ配合静注用2.25「明治」 2.25g/V タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム 
ASP管理薬（血液・感
染症科限定） 注射 ○ MeijiSeika

院内 メロペネム点滴静注用0.25ｇ「明治」 250mg/V メロペネム ASP管理薬（患者限定） 注射 ○ MeijiSeika

院内 メロペネム点滴静注用0.5ｇ「明治」 500mg/V メロペネム ASP管理薬（患者限定） 注射 ○ MeijiSeika

主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

院内 エリスロシンドライシロップ10% DS 100㎎/g エリスロマイシンエチルコハク酸エステル 内用 マイランEPD

院外 エリスロシンドライシロップW20%    DS 200mg/g         エリスロマイシンエチルコハク酸エステル 内用

院外 エリスロシン錠100mg 錠 100mg      エリスロマイシンステアリン酸塩 内用

院内 エリスロシン点滴静注用500mg 500㎎/V エリスロマイシンラクトビオン酸塩 注射 ○ マイランEPD

院内 ジスロマック点滴静注用500mg 500㎎/V アジスロマイシン 水和物 ASP管理薬（患者限定） 注射 ○ ファイザー

院内 アジスロマイシン錠250mg「ＤＳＥＰ」 錠 250mg      アジスロマイシン水和物 内用 第一三共エスファ

院内 アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」 細粒 100mg/g アジスロマイシン 水和物 内用 高田

院外 ジスロマック錠250mg 錠 250mg      アジスロマイシン水和物 内用

院外 ジスロマック細粒小児用10% 細粒 100mg/g アジスロマイシン水和物 内用

院内 クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 DS 100mg/g クラリスロマイシン 内用 高田

院内 クラリスロマイシン錠200mg「ＥＭＥＣ」 錠 200mg クラリスロマイシン 内用 日医工

院内 クラリスロマイシン錠50mg小児用「ＥＭＥＣ」 錠 50mg クラリスロマイシン 内用 日医工

院外 クラリスドライシロップ10%小児用        DS 100mg/g クラリスロマイシン 内用
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院外 クラリス錠50小児用                           錠 50mg        クラリスロマイシン 内用

院外 クラリス錠200 錠 200mg   クラリスロマイシン 内用

主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの

院内 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 100mg/V ミノサイクリン塩酸塩 ASP管理薬（患者限定） 注射 ○ 沢井製薬

院内 ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」 錠 50㎎ ミノサイクリン塩酸塩 ASP管理薬（患者限定） 内用 沢井製薬

院内 ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」 顆粒 20㎎/ｇ ミノサイクリン塩酸塩 ASP管理薬（患者限定） 内用 沢井製薬

院外 ミノマイシン錠50mg 錠 50㎎ ミノサイクリン塩酸塩 ASP管理薬（患者限定） 内用

院外 ミノマイシン顆粒2% 顆粒 20㎎/ｇ ミノサイクリン塩酸塩 ASP管理薬（患者限定） 内用

主として抗酸菌に作用するもの

院外 サイクロセリンカプセル250mg「明治」 Cap 250mg サイクロセリン 内用

院内 リファンピシンカプセル150mg「サンド」 Cap 150mg リファンピシン 内用 サンド

主としてカビに作用するもの

院内 アムビゾーム点滴静注用50mg 50㎎/V アムホテリシンB
慎重投与：大豆ｱ
ﾚﾙｷﾞｰ 注射 ●

添付ﾌｨﾙﾀｰ(5μm)で調整

DEHPﾌﾘ 使用

大日本住友

院外 ファンギゾンシロップ100mg/mL 液 24mL/瓶 アムホテリシンB 内用

院内 ブイフェンド200mg静注用 200mg/V ボリコナゾール ASP管理薬（血液・感
染症科限定） 注射 ○ ファイザー

院外 ブイフェンド錠50mg 錠 50mg ボリコナゾール ASP管理薬（血液・感染症科限定） 内用

院内 ボリコナゾール錠50mg「トーワ」 錠 50mg ボリコナゾール ASP管理薬（血液・感
染症科限定） 内用 東和薬品

院外 ブイフェンドドライシロップ2800mg DS 2800mg/瓶 ボリコナゾール 内用

院外 ノクサフィル錠100mg 錠 100mg ポサコナゾール ASP管理薬（患者限定） 内用

院内 ファンガード点滴用25mg 25mg/V ミカファンギンナトリウム 注射 ○ アステラス

院内 ファンガード点滴用50mg 50mg/V ミカファンギンナトリウム 注射 ○ アステラス

その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む）

院外 ラベキュアパック400 錠 ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン 内用

化学療法剤

サルファ剤

院外 サラゾスルファピリジン錠500mg「日医工」 錠 500mg サラゾスルファピリジン 内用

抗結核剤

院内 イスコチン錠100mg　　　 錠 100㎎ イソニアジド 内用 アルフレッサファーマ

院内 イスコチン原末 末 ﾊﾞﾗ　原末 イソニアジド 内用 アルフレッサファーマ

院内 ピラマイド原末 末 ﾊﾞﾗ　原末 ピラジナミド 内用 アルフレッサファーマ

院外 ツベルミン錠100mg 錠 100mg エチオナミド 内用

院内 エブトール125mg錠 錠 125mg エタンブトール塩酸塩 内用 科研製薬

院外 エブトール250mg錠 錠 250mg エタンブトール塩酸塩 内用

合成抗菌剤

院内 シプロフロキサシン点滴静注200mg/100mL「明治」 200mg・100mL/袋 シプロフロキサシン ASP管理薬（患者限定） 注射 ○ MeijiSeika

院内 シプロフロキサシン錠100mg「SW」 錠 100mg シプロフロキサシン塩酸塩 ASP管理薬（患者限定） 内用 沢井

院外 シプロキサン錠100mg 錠 100mg シプロフロキサシン塩酸塩 ASP管理薬（患者限定） 内用

院外 シプロキサン錠200mg 錠 200mg シプロフロキサシン塩酸塩 ASP管理薬（患者限定） 内用

院内 トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」 細粒 150mg/g トスフロキサシントシル酸塩水和物 ASP管理薬（患者限定） 内用 高田

院内 トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「サワイ」 錠 75mg/錠 トスフロキサシントシル酸塩水和物 ASP管理薬（患者限定） 内用 沢井

院外 オゼックス細粒小児用15% 細粒 150mg/g トスフロキサシントシル酸塩水和物 ASP管理薬（患者限定） 内用

院外 オゼックス錠75 錠 75mg/錠 トスフロキサシントシル酸塩水和物 ASP管理薬（患者限定） 内用

院外 クラビット細粒10% 細粒 100mg/g レボフロキサシン水和物
呼吸・結核・感
染科限定

内用

院外 クラビット錠500mg 錠 500mg レボフロキサシン水和物
呼吸・結核・感
染科限定

内用

院内 レボフロキサシン点滴静注500mg/20mL「DSEP」 500mg・20mL/V レボフロキサシン水和物 ASP管理薬（患者限定） 注射 ○ 第一三共エスファ

院内 リネゾリド点滴静注液600mg「明治」 600mg・300mL/袋 リネゾリド ASP管理薬（患者限定） 注射 ○ MeijiSeika

院外 ザイボックス錠600mg 錠 600mg リネゾリド 感染症科限定 内用



小児総合医療センター　採用医薬品一覧 2022.4月～

◎：必ず輸液フィルターを使用して投与する薬剤
○：フィルターを通過する薬剤
●：専用フィルターを用いて調製又は投与する薬剤
×：輸液フィルターを使用してはいけない薬剤 43/48

採用
種別

製　品　名 剤形 規　格 一　般　名・　成　分 限定等
服用
種別

輸液
フィルター

メ　ー　カ　ー　等

抗ウイルス剤

院内 アシクロビルDS80%「NK」 DS 800mg/g アシクロビル ｱｽﾄﾘｯｸDSから名称変更

院外：一般名処方 内用 日本化薬

院外 ゾビラックス錠200 錠 200mg アシクロビル 内用

院外 ゾビラックス錠400 錠 400mg アシクロビル 内用

院内 アシクロビル錠400mg「サワイ」 錠 400mg アシクロビル 内用 沢井

院内 アシクロビル軟膏5%「テバ」 50mg/g　5g アシクロビル 外用 武田

院外 ゾビラックス軟膏5% 50mg/g　5g アシクロビル 外用

院内 アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」 250mg・10mL/A アシクロビル 注射 ○ 東和薬品

院内 タミフルカプセル75（採用中止・在庫限り） Cap 75㎎ オセルタミビルリン酸塩 内用 中外製薬

院内 オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 Cap 75㎎ オセルタミビルリン酸塩 内用 沢井

院内 タミフルドライシロップ3%（採用中止・在庫限り） DS 30mg/g オセルタミビルリン酸塩 内用 中外製薬

院内 オセルタミビルDS3%「サワイ」 DS 30mg/g オセルタミビルリン酸塩 内用 沢井

院内 デノシン点滴静注用500mg 500mg/V ガンシクロビル ASP管理薬（血液・泌尿器・

感染症科限定） 注射 ○ 田辺三菱

院内 リレンザ 4ブリスターｘ5枚 ザナミビル水和物
慎重投与：
牛乳ｱﾚﾙｷﾞｰ 外用 グラクソスミスクライン

院内 バラシクロビル顆粒50%「アスペン」 顆粒 500mg/g バラシクロビル塩酸塩 内用 アスペン

院内 バラシクロビル錠500mg「EE」 錠 500mg バラシクロビル塩酸塩 内用 日医工

院外 バルトレックス錠500mg 錠 500mg バラシクロビル塩酸塩 内用

院内 シナジス筋注液100mg 100㎎・1mL/V パリビズマブ 注射 アッヴィ

院内 シナジス筋注液50mg 50㎎・0.5mL/V パリビズマブ 注射 アッヴィ

院内 バリキサドライシロップ5000mg DS 5000mg/瓶 バルガンシクロビル塩酸塩 要時購入 内用 田辺三菱

院外 バリキサ錠450mg 錠 450mg バルガンシクロビル塩酸塩 内用

院外 アラセナ－Ａ軟膏3% 30mg/g　5g ビダラビン 外用

院内 ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg 150mg・15mL/V ぺラミビル水和物 ASP管理薬（患者限定） 注射 ○ 塩野義

院外 バラクルード錠0.5mg 錠 0.5mg エンテカビル 内用

院外 レベトールカプセル200mg Cap 200mg リバビリン 内用

院内 ベクルリー点滴静注用100mg 100mg/瓶 レムデシビル 患者限定 注射
データなし
（必要なし）

院外 ラゲブリオカプセル200mg CP 200mg モルヌプラビル 内用

その他の化学療法剤

院外 イトリゾールカプセル50 Cap 50mg イトラコナゾール 内用

院外 イトリゾール内用液1% 液 10mg/mL イトラコナゾール 内用

院内 ダイフェン配合錠（バクタ配合錠に代替中） 錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ400mg・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ80mg/錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム 内用 鶴原

院内 ダイフェン配合顆粒（ﾊﾞｸﾀ配合顆粒に代替中） 顆粒 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ400mg・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ80mg/g スルファメトキサゾール・トリメトプリム 内用 鶴原

院内院外バクタミニ配合錠 錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ100mg・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ20mg/錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム 内用 塩野義

院外 バクタ配合錠 錠 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ400mg・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ80mg/錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム 内用

院外 バクタ配合顆粒 顆粒 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ400mg・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ80mg/g スルファメトキサゾール・トリメトプリム 内用

院外 バクトラミン配合顆粒 顆粒 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ400mg・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ80mg/g スルファメトキサゾール・トリメトプリム 内用

院外 ジフルカンカプセル50mg Cap 50mg フルコナゾール 内用

院内 フルコナゾールカプセル50mg「タカタ」 Cap 50mg フルコナゾール 内用 高田

院内 プロジフ静注液100 100㎎・1.25mL/V ホスフルコナゾール 注射 ○ ファイザー

院内 フロリードゲル経口用2% 20mg/g　5g ホスフルコナゾール 内用 持田製薬

院外 ベセルナクリーム5% 5%250mg/包 イミキモド 感染症科限定 外用

生物学的製剤

ワクチン類

院内 アクトヒブ 0.5mL/V 破傷風トキソイド結合インフルエンザ菌ｂ型多糖 注射 皮下 サノフィ

院内 乾燥ＢＣＧワクチン（経皮用・1人用） 1人分生食0.15mL添付 乾燥ＢＣＧワクチン　　　 注射 日本ビーシージー

院内 ニューモバックスNPシリンジ 575ug 0.5mL/筒 肺炎球菌ワクチン 注射 筋注or皮下 MSD

院内 プレベナー13水性懸濁注 0.5mL/筒 沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン 注射 皮下 ファイザー
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院内 メナクトラ筋注 0.5mL/V 4価髄膜炎菌ワクチン 要時購入 注射 筋注 サノフィ

院内 フルービックＨＡ 0.5mL/V インフルエンザＨＡワクチン
慎重投与：
卵ｱﾚﾙｷﾞｰ 注射 皮下 田辺三菱

院内 ジェービックV 1人分注水0.7mL添付 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン 注射 田辺三菱

院内 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 1回分0.5mLシリンジ 組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（酵母由来） 注射 MSD

院内 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 1人分注水0.7mL添付 乾燥弱毒生オタフクカゼワクチン 注射 武田薬品工業

院内 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 1人分注水0.7mL添付 乾燥弱毒生水痘ワクチン　　　　　　　 注射 田辺三菱

院内 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 1人分注水0.7mL添付 乾燥弱毒生風しんワクチン　　　　　 注射 武田薬品工業

院内 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 1人分注水0.7mL添付 乾燥弱毒生麻しんワクチン　　　　　 注射 武田薬品工業

院内 ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL 5ug・0.25mL/V 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） 注射 MSD

院内 ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL 10ug・0.5mL/V 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） 注射 MSD

院内 ロタリックス内用液 液 1回分1.5mL/本 弱毒生ヒトロタウイルスワクチン 内用 第一三共

院内 イモバックスポリオ皮下注 1回分0.5mLシリンジ 不活化ポリオワクチン 注射 サノフィ

毒素及びトキソイド類

院内 沈降破傷風トキソイド「生研」 0.5mL/V 沈降破傷風トキソイド 注射 田辺三菱

血液製剤類

院内 献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL 0.5g・5mL/瓶 人免疫グロブリンG 注射 × 日本血液製剤機構

院内 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL 2.5g・25mL/瓶 人免疫グロブリンG 注射 × 日本血液製剤機構

院内 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL 5g・50mL/瓶 人免疫グロブリンG 注射 × 日本血液製剤機構

院内 献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL 10g・100mL/瓶 人免疫グロブリンG 注射 × 日本血液製剤機構

院内 テタノブリンＩＨ静注250単位　　 250国際単位/V 抗破傷風人免疫グロブリンポリエチレングリコール処理 注射 × 日本血液製剤機構

院内 抗ＨＢｓ人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「日赤」 200単位・1mL/V 抗HBs人免疫グロブリン 注射 × 日本血液製剤機構

院内 抗ＨＢｓ人免疫グロブリン筋注1000単位/5mL「日赤」 1000単位・5mL/V 抗HBs人免疫グロブリン 要時購入 注射 × 日本血液製剤機構

院内 献血アルブミン20%静注4ｇ/20ｍL「JB」 4g・20mL/V  人血清アルブミン 注射 × 日本血液製剤機構

院内 献血アルブミン20%静注10ｇ/50ｍL「JB」 10g・50mL/V  人血清アルブミン 注射 × 日本血液製剤機構

院内 献血アルブミン5%静注5ｇ/100ｍL「JB」 5g・100mL/V 人血清アルブミン　 注射 × 日本血液製剤機構

院内 献血アルブミン5%静注12.5ｇ/250ｍL「JB」 12.5g・250mL/V 人血清アルブミン　 注射 × 日本血液製剤機構

院内 ノボセブンＨＩ静注用1mgシリンジ 1mg/V（溶解液付） エプタコグ アルファ(活性型)(遺伝子組換え)
血液科限定
要時購入

注射 × ノボノルディスク

院内 コンファクトＦ注射用1000 1000単位/V 血液凝固第VIII因子 注射 × アステラス

院内 フィブロガミンＰ静注用　　　 4mL/V   血液凝固第XIII因子 注射 × CSLベーリング

院内 コバールトリイ静注用2000 2,000IU/瓶(溶解液付) オクトコグ ベータ(遺伝子組換え) 要時購入 注射 ●
付属のｾｰﾌﾌｨﾙﾀｰ使用

バイエル薬品

院内 コバールトリイ静注用3000 3,000IU/瓶(溶解液付) オクトコグ ベータ(遺伝子組換え) 要時購入 注射 ●
付属のｾｰﾌﾌｨﾙﾀｰ使用

バイエル薬品

院内 アドベイト静注用キット250 250単位・5mL/KT ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え) 要時購入 注射 × 武田

院内 アドベイト静注用キット500 500単位・5mL/KT ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え) 要時購入 注射 × 武田

院内 アドベイト静注用キット1000 1000単位・5mL/KT ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え) 注射 × 武田

院内 アドベイト静注用キット2000 2000単位・5mL/KT ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え) 要時購入 注射 × 武田

院内 アディノベイト静注用キット250 250単位・5mL ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え) 要時購入 注射 × 武田

院内 アディノベイト静注用キット500 500単位・5mL ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え) 要時購入 注射 × 武田

院内 アディノベイト静注用キット1500 1500単位・5mL ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え) 要時購入 注射 × 武田

院内 アディノベイト静注用キット2000 2000単位・5mL ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え) 要時購入 注射 × 武田

院内 ベネフィクス静注用1000 1000単位/V（溶解液付） ノナコグアルファ(遺伝子組換え) 要時購入 注射
●

ﾌｨﾙﾀｰ付ﾊﾞｲｱﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ使用

DEHPﾌﾘｰ使用
ファイザー

院内 ベネフィクス静注用2000 2000単位/V（溶解液付） ノナコグアルファ(遺伝子組換え) 要時購入 注射
●

ﾌｨﾙﾀｰ付ﾊﾞｲｱﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ使用

DEHPﾌﾘｰ使用
ファイザー

院内 イデルビオン静注用1000 1000単位/V（溶解液付） アルブトレペノナコグ アルファ(遺伝子組換え) 要時購入 注射 × CSLベーリング

院内 イデルビオン静注用2000 2000単位/V（溶解液付） アルブトレペノナコグ アルファ(遺伝子組換え) 要時購入 注射 × CSLベーリング

院内 ヘムライブラ皮下注30mg 30mg･1mL/V エミシズマブ(遺伝子組換え) 要時購入･同意書

ﾛｯﾄ20年間保存
注射 中外

院内 ヘムライブラ皮下注60mg 60mg･0.4mL/V エミシズマブ(遺伝子組換え) 要時購入･同意書

ﾛｯﾄ20年間保存
注射 中外

院内 ヘムライブラ皮下注105mg 105mg･0.7mL/V エミシズマブ(遺伝子組換え) 要時購入･同意書

ﾛｯﾄ20年間保存
注射 中外
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メ　ー　カ　ー　等

院内 ヘムライブラ皮下注150mg 150mg･1mL/V エミシズマブ(遺伝子組換え) 要時購入･同意書

ﾛｯﾄ20年間保存
注射 中外

院内 アコアラン静注用600 600単位/V(注水12mL) アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え) 同意書
ﾛｯﾄ20年間保存

注射 × 日本血液製剤機構

院内 アコアラン静注用1800 1800単位/V(注水36mL) アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え) 同意書
ﾛｯﾄ20年間保存

注射 × 日本血液製剤機構

院内 ハプトグロビン静注2000単位「JB」 2000単位・100mL/V 人ハプトグロビン　 注射 × 日本血液製剤機構

院内 タコシール組織接着用シート 9.5X4.8㎝/枚 生体組織接着剤 外用 CSLベーリング

院内 ボルヒール組織接着用 3mL/ｾｯﾄ 生体組織接着剤 外用 帝人ファーマ

院内 ボルヒール組織接着用 0.5mL/ｾｯﾄ 生体組織接着剤 外用 帝人ファーマ

混合生物学的製剤

院内 クアトロバック皮下注シリンジ 0.5mL/シリンジ
沈降精製百日せきジフテリア破傷風
不活化ポリオ混合ワクチン 注射 アステラス

院内 DTビック 0.1mL/V 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド 注射 田辺三菱

院内 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」 1人分注水0.7mL添付 乾燥弱毒生麻しん風しんワクチン　　　　 注射 武田薬品工業

その他の生物学的製剤

院内 一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）1人用 0.25ug(針無)溶解液0.5mL 精製ツベルクリン 注射 日本ビーシージー

院内 スミフェロン注DS300万IU 300万国際単位1筒 インターフェロン アルファ 院外処方可 注射 大日本住友

院外 ベタフェロン皮下注用960国際単位 960万ＩＵ/V　溶解液付 インターフェロンベータ－1ｂ 注射

院外 アボネックス筋注30μgペン 30μg0.5mL/KT インターフェロン ベータ-1a 神経内科限定 注射

院内 ユルトミリス点滴静注300mｇ 300mg30mL/瓶 ラブリズマブ(遺伝子組換え) 要時購入 注射 ◎ アレクシオンファーマ

院内 アクテムラ点滴静注用80mg 80mg4mL/瓶 トシリズマブ(遺伝子組換え) 要時購入 注射 ◎ 中外

院内 アクテムラ点滴静注用200mg 200mg10mL/瓶 トシリズマブ(遺伝子組換え) 要時購入 注射 ◎ 中外

院外 アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター 162mg0.9mL/KT トシリズマブ(遺伝子組換え) 注射

院内 シムレクト小児用静注用10mg 10mg/V(注水5mL) バシリキシマブ 添付溶液ﾏｽﾀｰあり 注射 × ノバルティスファーマ

院内 シムレクト注射用20mg 20mg/V(注水5mL) バシリキシマブ 添付溶液ﾏｽﾀｰあり 注射 × ノバルティスファーマ

院内 サイモグロブリン点滴静注用25mg 25mg/V 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン 注射 ◎ サノフィ

院内 イムネース注35 35万国内標準単位/V（溶解液付） テセロイキン 要時購入 注射 ○ 塩野義製薬

寄生動物用薬

抗原虫剤

院内 アネメトロ点滴静注液500mg 500mg100mL/V メトロニダゾール 注射 ○ ファイザー

院内 フラジール内服錠250mg 錠 250mg メトロニダゾール 内用 塩野義製薬

院内 バクトラミン注 5mL/A スルファメトキサゾール・トリメトプリム 注射 ○ 中外製薬

院内 ベナンバックス注用300mg 300mg/Ｖ ペンタミジンイセチオン酸塩 注射 × サノフィ

駆虫剤

院外 ストロメクトール錠3mg 錠 3mg イベルメクチン 内用

院外 コンバントリンドライシロップ100mg DS 100mg ピランテルパモ酸塩 内用

院外 コンバントリン錠100mg 錠 100mg ピランテルパモ酸塩 内用

院外 ビルトリシド錠600mg 錠 600mg プラジカンテル 内用

治療を主目的としない医薬品

調剤用薬

賦形剤

院内 乳糖ＥＦＣ(倍散用結晶) 散 500ｇ 乳糖 内用 ファイザー

院内 トウモロコシデンプン「ホエイ」 末 500g トウモロコシデンプン　 内用 ファイザー

軟膏基剤

院内 オリブ油 500mL オリブ油 外用 ファイザー

院内 オリブ油（滅菌済） 25mL/瓶 オリブ油 外用 吉田製薬

院内 プロペト 500g 白色ワセリン 外用 丸石製薬

院外 白色ワセリン 白色ワセリン　 外用

院外 親水軟膏 白色ワセリン・ステリルアルコール他 外用

溶解剤
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院内 注射用水バッグ「フソー」 1L/袋×6袋 注射用水 注射 ○ 扶桑薬品工業

院内 大塚蒸留水 ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ20mL/A 注射用水 注射 ○ 大塚製薬

院内 大塚蒸留水 100mL/瓶 注射用水 注射 ○ 大塚製薬

院内 大塚蒸留水 広口開栓500mL/瓶 注射用水 注射 大塚製薬

院内 大塚蒸留水 広口開栓1000mL/瓶 注射用水 注射 大塚製薬

院内 注射用水500ｍＬ 500mL/瓶 注射用水                        注射 ○ 光製薬

矯味、矯臭、着色剤

院内 単シロップ 液 500mL 単シロップ 内用 ファイザー

その他の調剤用薬

院内 塩化ナトリウム 500ｇ 塩化ナトリウム 外用 大塚製薬

診断用薬（体外診断用医薬品を除く）

Ｘ線造影剤

院内 ガストログラフイン経口・注腸用 液 100mL/瓶 ナトリウムメグルミン アミドトリゾ酸 内用 バイエル薬品

院内 リピオドール480注10ｍL 10mL/A ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル 注射
DEHPﾌﾘｰ使用

富士製薬

院内 バリブライトP 散 300g/本 硫酸バリウム 内用 カイゲン

院内 マグコロール散68%分包50g 散 50g/包 クエン酸マグネシウム ﾏｸﾞｺﾛｰﾙPより名称変更 内用 堀井薬品工業

院内 ウログラフイン注60% 60% 20mL/A アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン 注射 バイエル薬品

院内 ウログラフイン注60% 60% 100mL/V アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン 注射 バイエル薬品

院内 オムニパーク300注シリンジ50ｍL 64.71% 50mL/筒 イオヘキソール 注射 GEヘルスケア

院内 オムニパーク300注シリンジ100ｍL 64.71% 100mL/筒 イオヘキソール 注射 GEヘルスケア

院内 オムニパーク300注シリンジ150ｍL 64.71% 150mL/筒 イオヘキソール 注射 GEヘルスケア

院内 イオヘキソール300注20mL「F」 64.71% 20mL/V イオヘキソール 注射 富士製薬

院内 イオヘキソール350注20mL「F」 75.49% 20mL/V イオヘキソール 注射 富士製薬

院内 イオヘキソール350注50mL「F」 75.49% 50mL/V イオヘキソール 注射 富士製薬

院内 イオヘキソール300注10mL「FF」（脊髄用） 64.71%  10mL/V イオヘキソール 注射 武田

院内 オムニパーク180注10ｍL 10mL/V      イオヘキソール 注射 GEヘルスケア

機能検査用試薬

院内 ＬＨ－ＲＨ注0.1mg「タナベ」 0.1mg・1mL/A ゴナドレリン酢酸塩 注射 × 田辺三菱

院内 ヒトＣＲＨ静注用100μｇ「タナベ」 100ug/V(生食1mL) コルチコレリン 添付溶液ﾏｽﾀｰあり 注射 ○ ニプロES

院内 ＴＲＨ注0.5mg「タナベ」 0.5mg・1mL/A プロチレリン製剤 注射 × 田辺三菱

院内 注射用GHRP科研100 100μg/瓶(生食10mL) プラルモレリン塩酸塩 添付溶液ﾏｽﾀｰあり 注射 × 科研

院内 アルギニン点滴静注30ｇ「ＡＹ」 30g・300mL/袋 塩酸L-アルギニン 注射 ○ 陽進堂

院外 メトピロンカプセル250mg Cap 250mg メチラポン 内用

院内 イヌリード注 4g40mL/瓶 イヌリン 注射 ◎ 富士薬品

院内 インジゴカルミン静注20mg「AFP」 20mg・5mL/A インジゴカルミン 注射 ○ アルフレッサファーマ

院内 グルカゴンＧノボ注射用1mg 1㎎/V(注水1mL) グルカゴン 注射 × エーザイ

院内 診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トリイ」 1.8mL/V 塩化ナトリウム0.9%・フェノール0.5%　水溶液 注射 鳥居薬品

その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

院内 ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL 60.47% 5mL/筒 ガドブトロール 注射 × バイエル

院内 ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL 60.47% 7.5mL/筒 ガドブトロール 注射 × バイエル

院内 レギチーン注射液5mg 0.5%1mL1瓶 フェントラミン メシル酸 注射 ○ ノバルティスファーマ

院内 トレーランG液75g 液 75g・225mL/瓶 ブドウ糖 内用 陽進堂

院内 フルオレサイト静注500mg 500mg・5mL/V フルオレセイン 注射 × 日本アルコン

院内 フローレス眼検査試験紙0.7mg 0.7mg/枚・200枚入り フルオレセインナトリウム 外用 あゆみ製薬

院内 アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」 1ｍL点滴用スポイト付瓶 診断用スクラッチエキス 注射 鳥居薬品

院内 アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」 1ｍL点滴用スポイト付瓶 診断用スクラッチエキス 注射 鳥居薬品

院内 ユービット錠100mg 錠 100㎎ 尿素 内用 大塚製薬
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院内 アラベル内用剤1.5g 液 1.5g/V アミノレブリン酸塩酸塩 脳外科限定、要時購
入、院内のみ処方可 内用 ノーベル

公衆衛生用薬

防腐剤

院内 アンソッコウチンキ 500mL 安息香チンキ 外用 小堺

院内 安息香酸ナトリウム　 末 原末 安息香酸ナトリウム 内用 小堺製薬

その他の治療を主目的としない医薬品

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

院外 Ｄ‐ソルビトール原末 末 原末 Ｄ-ソルビトール 内用

院内 Ｄーソルビトール経口液75%「コーワ」 液 0.75g/mL D-ソルビトール 内用 興和創薬

院内 アデノスキャン注60mg 60mg・20mL/V アデノシン 注射 × 第一三共

院内 アロンアルフアＡ「三共」 0.5ｇ/A シアノアクリレート 外用 第一三共

院内 ミオテクター冠血管注 500mL/組 心臓外科手術用心停止及び心筋保護液 注射
×

心筋保護液用ﾌｨﾙﾀｰ使

用

共和クリティケア

院内 ムーベン配合内用液 液 500mL/瓶 大腸内視鏡検査前処置薬 内用 日本製薬

麻薬

アルカロイド系麻薬（天然麻薬）

あへんアルカロイド系麻薬

院内 アンペック坐剤10mg 10mg/個 モルヒネ塩酸塩 要時購入 外用 大日本住友

院内 モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」 10mg・1mL/A モルヒネ塩酸塩 注射 ○ 武田薬品工業

院外 日本薬局方　モルヒネ塩酸塩錠10mg 錠 10mg モルヒネ塩酸塩 内用

院内 モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」 細粒 10mg/0.5g包 モルヒネ硫酸塩 ﾓﾙﾍﾟｽより名称変更 内用 藤本製薬

院外 ＭＳコンチン錠10mg 錠 10mg モルヒネ硫酸塩水和物 内用

院外 ＭＳコンチン錠30mg 錠 30mg モルヒネ硫酸塩水和物 内用

院内 オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」 Cap 5mg オキシコドン塩酸塩水和物 内用 テルモ

院内 オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」 Cap 20mg オキシコドン塩酸塩水和物 要時購入 内用 テルモ

院外 オキシコンチンTR錠5mg 錠 5mg オキシコドン塩酸塩水和物 内用

院外 オキシコンチンTR錠20mg 錠 20mg オキシコドン塩酸塩水和物 内用

院内 オキノーム散2.5mg 散 2.5mg/包 オキシコドン塩酸塩水和物 内用 塩野義

院内 オキノーム散10mg 散 10mg/包 オキシコドン塩酸塩水和物 要時購入 内用 塩野義

院内 オキシコドン注射液10mg「第一三共」 10mg・1mL/A オキシコドン塩酸塩水和物 血液腫瘍科限定 注射 ○ 第一三共

非アルカロイド系麻薬

院内 ケタラール静注用50mg 50mg・5mL/A ケタミン塩酸塩 注射 × 第一三共

合成麻薬

院内 ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」 35mg・1mL/A ペチジン塩酸塩 注射 × 武田薬品工業

院外 フェントステープ0.5mg 0.5mg/枚 フェンタニルクエン酸塩 外用

院内 フェントステープ1mg 1mg/枚 フェンタニルクエン酸塩 血液腫瘍科限定 外用 協和キリン

院内 フェントステープ2mg 2mg/枚 フェンタニルクエン酸塩
血液腫瘍科限定
要時購入 外用 協和キリン

院内 フェントステープ4mg 4mg/枚 フェンタニルクエン酸塩
血液腫瘍科限定
要時購入 外用 協和キリン

院内 フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 0.1mg・2mL/A フェンタニルクエン酸塩 注射 ○ テルモ

院内 レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 2mg/V レミフェンタニル塩酸塩 注射 × 第一三共

その他（試薬等）

院内 Ａベンジン ﾉｽﾞﾙ付 500mL Ａベンジン 他 ヤクハン

院内 ジクロロ酢酸ナトリウム 25g ジクロロ酢酸ナトリウム 内用 東京化成

院内 1%ピオクタニンブルー溶液 500mL ピオクタニンブルー 他 関東化学

院内 ピオクタニンブルー　　　 25g  塩化メチルロザリニン 他 和光純薬

院内 ユーロコリンズ液「KCC」 465mL×10   分離腎保存液 他 共和クリティケア

院内 ベルザーUW 冷保存液1000mL 1000mL/袋 臓器灌流保存液 他 アステラス

約束処方
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服用
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輸液
フィルター

メ　ー　カ　ー　等

院内 上気道7　（アスベリン20mg・カルボシステイン200mg／分3） アスベリン・カルボシステイン 内用 ＢＷ7ｋｇ相当

院内 上気道10　（アスベリン30mg・カルボシステイン300mg／分3） アスベリン・カルボシステイン 内用 ＢＷ10ｋｇ相当

院内 上気道13　（アスベリン40mg・カルボシステイン400mg／分3） アスベリン・カルボシステイン 内用 ＢＷ13ｋｇ相当

院内 上気道17　（アスベリン50mg・カルボシステイン500mg／分3） アスベリン・カルボシステイン 内用 ＢＷ17ｋｇ相当

院内 下気道7　（カルボシステイン200mg・ムコサール6mg／分3） カルボシステイン・アンブロキソール 内用 ＢＷ7ｋｇ相当

院内 下気道10　（カルボシステイン300mg・ムコサール9mg／分3） カルボシステイン・アンブロキソール 内用 ＢＷ10ｋｇ相当

院内 下気道13　（カルボシステイン400mg・ムコサール12mg／分3） カルボシステイン・アンブロキソール 内用 ＢＷ13ｋｇ相当

院内 下気道17　（カルボシステイン500mg・ムコサール15mg／分3） カルボシステイン・アンブロキソール 内用 ＢＷ17ｋｇ相当

院内製剤　クラスⅠ（侵襲性が大きい、試薬等）、クラスⅡ（承認投与経路変更等）、クラスⅢ（調剤準備行為）

Ⅰ 安息香酸ナトリウム注10%（同意書必要） 2000mg　20mL 安息香酸ナトリウム・蒸留水 患者登録要 注射 × 高アンモニア血症

Ⅰ 滅菌クレシルバイオレット液（同意書必要） 20mL 0.1%クレシルバイオレット
外科
要時調製

注射 ●0.45μm
（院内製剤のため）

腸管神経の可視化

Ⅰ 塩化アルミニウム液20%（同意書必要） 100mL 塩化アルミニウム･蒸留水
皮膚科
要時調製

外用 多汗症、腋臭症

Ⅰ スクアレン酸ジブチルエステル・アセトン
皮膚科
要時調製

外用 円形脱毛症

Ⅰ 10%DHT軟膏（同意書必要） 10g 5α-ジヒドロテストステロン・親水軟膏
内分泌・代謝科

要時調製
外用 5α-リダクターゼ欠損症

Ⅱａ ミダゾラムシロップ0.1%（同意書必要） 1mg/mL ミダゾラム 麻酔科 内用 麻酔前投薬

Ⅱｂ ヨードデンプン 100g ヨウ素・バレイショデンプン
皮膚科
要時調製

外用 発汗測定用

Ⅱｂ リファンピシン軟膏 15g リファンピシンカプセル・白色ワセリン他
結核科
要時調製

外用 結核性リンパ節炎

Ⅱｂ 硝酸銀液（10%） 30mL 硝酸銀・蒸留水 外用 臍帯処理、肉芽の焼灼

Ⅱｂ 滅菌ピオクタニン液（1%） 30mL 1%ピオクタニン 要時調製 外用 手術室用

Ⅱｂ 口腔保湿含嗽液（500mL） 500mL ｱｽﾞﾉｰﾙうがい液・重曹・ｸﾞﾘｾﾘﾝ・蒸留水 外用 化学療法などによる口腔内乾燥症・疼痛緩和

Ⅲ 0.01%ボスミン注射液 55.5mL 0.1%ボスミン注＋生理食塩液 集中治療科 注射 × 蘇生用

Ⅲ 0.25%アトロピン点眼液 5mL アトロピン硫酸塩水和物
眼科
要時調製

外用 屈折検査、消炎

Ⅲ 0.5%アトロピン点眼液 5mL アトロピン硫酸塩水和物
眼科
要時調製

外用 屈折検査、消炎

Ⅲ 鼓膜麻酔液（60ｍL） 60mL グリセリン・液状フェノール他
耳鼻科
要時調製

外用 鼓膜切開時の麻酔

Ⅲ ジゴシン散0.01% 散 0.1mg/g ジゴキシン 内用 強心剤

Ⅲ ピオクタニン液（0.5%） 50mL 1%ピオクタニン・蒸留水 要時調製 外用 口腔内塗布

Ⅲ 滅菌ボスミン液（0.02%） 25mL 0.1%ボスミン液＋蒸留水 外用 止血

器具

院外 コアレスニードルセット CFW-22G  3/4-100

院外 コアレスニードルセット CFW-22G  5/8-100

院外 サフィード延長チューブ

院外 シュアプラグ

院外 シュアプラグAD(静脈ライン用コネクタ） SA-1S

院外 シュアプラグ延長チューブSP-ET105L1SA(ロックコネクタ）

院外 テルフュージョンポンプ用チューブセット TS-P541F 056

院外 テルフュージョンポンプ用チューブセット TS-P541F 076

院外 テルフュージョン連結管

院外 トップエクステンションチューブ

院外 ナノパスニードル　33G

院外 ナノパスニードルⅡ　34G（0.18mmｘ4mm）　14個入り

院外 ニプロフィルターセットF

院外 ペンニードルプラス32G 4mm　14個入り

院外 マイホームぴこセット（7セット/箱）

院外 マイホームぴこセット（小容量）（7セット/箱）

SADBE液（2%、1%、0.5%、0.1%、0.01%、0.001%、0.0001%）（同意書必要）
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