
滋賀県内の病院における後発医薬品採用リスト（注射剤） （平成２３年１０月現在）

品名 メーカー 品名 メーカー

111 全身麻酔剤 プロポフォール ディプリバン注 アストラゼネカ １％プロポフォール注「マルイシ」 丸石製薬 10

１％プロポフォール注「マルイシ」 丸石製薬 2

１％プロポフォール注「マルイシ」 丸石製薬 3

プロポフォール１％静注２０ｍＬ「日医工」 日医工 1

プロポフォール１％静注５０ｍＬ「日医工」 日医工 3

プロポフォール静注１％「ＫＡＢＩ」 フレゼニウス カビ アーゲー 2

プロポフォール静注１％「ＫＡＢＩ」 フレゼニウス カビ アーゲー 1

プロポフォール注１％「マイラン」 マイラン製薬 1

112 催眠鎮静剤 ミダゾラム ドルミカム注射液 アステラス製薬 ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 サンド 5

114 解熱消炎鎮痛剤 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム・サリチル酸ナトリウム カシミタール静注 東和薬品 ザルソロイチンＳ注 日医工ファーマ 1

カシワドール静注 アイロム製薬

114 解熱消炎鎮痛剤 サリチル酸ナトリウム ザルソロン静注５００ｍｇ 宇治製薬 3

114 解熱消炎鎮痛剤 サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤 ネオビタカイン注 ビタカイン製薬 ジブカルソー注 日新製薬（山形） 1

116 抗パーキンソン剤 乳酸ビペリデン アキネトン注射液 大日本住友製薬 タスモリン注５ｍｇ 田辺三菱製薬 1

117 精神神経用剤 ハロペリドール セレネース注 大日本住友製薬 リントン注５ｍｇ 田辺三菱製薬 2

119 その他の中枢神経系用薬 エダラボン ラジカット注 田辺三菱製薬 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 3

ラジカット点滴静注 田辺三菱製薬 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 1

エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 1

エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 1

エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ「日医工」 日医工 1

119 その他の中枢神経系用薬 シチコリン ニコリンＨ注射液 武田薬品工業 シチコリン５％１０ｍＬ注射液 1

シチコリン注「ミタ」５００ｍｇ キョーリンリメディオ 1

121 局所麻酔剤 メピバカイン塩酸塩 カルボカイン注 アストラゼネカ 塩酸メピバカイン注シリンジ１％「ＮＰ」 ニプロファーマ 1

塩酸メピバカイン注ＰＢ 日新製薬（山形）

121 局所麻酔剤 塩酸リドカイン キシロカイン注 アストラゼネカ キシロカイン注シリンジ０．５％ ニプロファーマ 1

キシロカイン注ポリアンプ アストラゼネカ キシロカイン注シリンジ１％ ニプロファーマ 7

リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 テルモ 12

局麻用フリードカイン注１％ マイラン製薬 1

局麻用フリードカイン注１％ マイラン製薬 1

122 骨格筋弛緩剤 プリジノールメシル酸塩 ロキシーン注 東菱薬品工業 コンラックス注２ｍｇ 日本新薬 1

122 骨格筋弛緩剤 ベクロニウム臭化物 マスキュラックス静注用 ＭＳＤ マスキュレート静注用１０ｍｇ 富士製薬工業 3

マスキュレート静注用４ｍｇ 富士製薬工業 1

124 鎮けい剤 ブチルスコポラミン臭化物 ブスコパン注 日本ベーリンガーインゲルハイム ブスポン注射液２０ｍｇ キョーリンリメディオ 1

124 鎮けい剤 アトロピン硫酸塩水和物 アトロピン硫酸塩注射液 アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 テルモ 12

211 強心剤 ドパミン塩酸塩 イノバン注 協和発酵キリン カコージンＤ注０．１％ 日本製薬 1

イノバン注シリンジ 協和発酵キリン カコージンＤ注０．１％ 日本製薬 1

カコージンＤ注０．３％ 日本製薬 1

カコージンＤ注０．３％ 日本製薬 1

カタボンＨｉ注６００ｍｇ 興和 9

カタボンＬｏｗ注２００ｍｇ 興和 9

ドパミン塩酸塩注射液 2

プレドパ注２００ マイラン製薬 4

プレドパ注６００ マイラン製薬 5

塩酸ドパミン注キット２００ アイロム製薬 1

塩酸ドパミン注キット６００ アイロム製薬 4

211 強心剤 ドブタミン塩酸塩 ドブトレックス注射液 塩野義製薬 ドブタミン点滴静注１００ｍｇ「アイロム」 アイロム製薬 1

ドプタミン点滴静注液１００ｍｇ 富士製薬工業 5

ドブックス点滴静注１００ｍｇ 小林化工 1

ドブトレックスキット点滴静注用２００ｍｇ 塩野義製薬 2

ドブトレックスキット点滴静注用６００ｍｇ 塩野義製薬 1

ドブポン注０．３％シリンジ テルモ 6

ドプミン注１００ｍｇ マイラン製薬 1

レタメックス点滴静注液１００ｍｇ エール薬品 2

211 強心剤 ミルリノン ミルリーラ注射液 アステラス製薬 ミルリノン注１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 2

ミルリーラK注射液 アステラス製薬

211 強心剤 安息香酸ナトリウムカフェイン アンナカ注「フソー」－１０％ 扶桑薬品工業 1

212 不整脈用剤 リドカイン キシロカイン注射液 アストラゼネカ オリベス点滴用１％ 高田製薬 17

リドカイン注射液

213 利尿剤 カンレノ酸カリウム ソルダクトン静注用 ファイザー ガスクール静注用２００ｍｇ 沢井製薬 1

ベネクトミン静注用２００ｍｇ 大洋薬品工業 1

213 利尿剤 フロセミド ラシックス注 サノフィ・アベンティス フロセミド注「ミタ」２０ｍｇ キョーリンリメディオ 1

フロセミド注２０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 2

フロセミド注２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 1

214 血圧降下剤 ニカルジピン塩酸塩 ペルジピン注射液 アステラス製薬 サリペックス注０．１％ 日医工 3

サリペックス注０．１％ 日医工 5

ニカルピン注射液１０ｍｇ 沢井製薬 9

ニカルピン注射液２ｍｇ 沢井製薬 10

ラジストミン注射液１０ｍｇ 大洋薬品工業 1

217 血管拡張剤 硝酸イソソルビド ニトロール持続静注シリンジ エーザイ サークレス注０．０５％ 高田製薬 1

ニトロール注 エーザイ

ニトロール注シリンジ エーザイ

ニトロール点滴静注 エーザイ

217 血管拡張剤 ニトログリセリン ニトログリセリン注５ｍｇ／１０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 1

バソレーター注５０ｍｇ 三和化学研究所 1

バソレーター注５ｍｇ 三和化学研究所 1

ミオコール静注５ｍｇ トーアエイヨー 6

ミオコール点滴静注２５ｍｇ トーアエイヨー 5

ミオコール点滴静注５０ｍｇ トーアエイヨー 5

219 その他の循環器官用薬 アルガトロバン スロンノンＨＩ注 第一三共 アルガトロバン注射液１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 1

ノバスタンＨＩ注 田辺三菱製薬

219 その他の循環器官用薬 アルプロスタジル パルクス注 大正製薬 アリプロスト注１０μｇ 富士製薬工業 3
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リプルキット注 田辺三菱製薬 アリプロスト注５μｇ 富士製薬工業 1

リプル注 田辺三菱製薬 プリンク注１０μｇ 大洋薬品工業 5

プリンク注シリンジ１０μｇ 大洋薬品工業 6

プリンク注シリンジ５μｇ 大洋薬品工業 2

219 その他の循環器官用薬 アルプロスタジル アルファデクス 注射用プロスタンディン 小野薬品工業 アピスタンディン注射用２０μｇ 富士製薬工業 4

アピスタンディン注射用５００μｇ 富士製薬工業 1

タンデトロン注射用２０ 高田製薬 5

タンデトロン注射用５００ 高田製薬 4

注射用アルテジール２０ 大洋薬品工業 1

219 その他の循環器官用薬 オザグレルナトリウム カタクロット注射液 小野薬品工業 アトロンボン注４０ｍｇ 高田製薬 1

キサンボンＳ注射液 キッセイ薬品工業 オキリコン注シリンジ４０ｍｇ 大洋薬品工業 1

オキリコン注シリンジ８０ｍｇ 大洋薬品工業 1

オザグレルＮａ点滴静注２０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 2

オザグレルＮａ点滴静注４０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 1

オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 4

オザグロン注２０ 日本薬品工業 1

オザグロン注４０ 日本薬品工業 2

オザグロン注８０ 日本薬品工業 1

オザペンバッグ注８０ｍｇ 富士薬品 2

オザペン注２０ｍｇ 富士薬品 1

カタクロン静注１％ 日医工 2

カタクロン静注１％ 日医工 2

注射用オグザロット４０ｍｇ ポーラファルマ 2

注射用オザマリン４０ 沢井製薬 1

219 その他の循環器官用薬 濃グリセリン・果糖 グリセオール注 中外製薬 グリセリンＦ注 光製薬 1

グリセレブ点滴静注 テルモ 10

グリマッケン注 マイラン製薬 2

ヒシセオール液 ニプロファーマ 1

221 呼吸促進剤 フルマゼニル アネキセート注射液 アステラス製薬 フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 3

フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 3

223 去たん剤 ブロムヘキシン塩酸塩 ビソルボン注 日本ベーリンガーインゲルハイム ブロムヘキシン塩酸塩注射液４ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 1

225 気管支拡張剤 テオフィリン テオドリップ点滴静注用２００ｍｇ 興和 2

232 消化性潰瘍用剤 オメプラゾールナトリウム オメプラール注用 アストラゼネカ オメプトロール注用２０ｍｇ 大正薬品工業 1

オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 日医工 3

オメプラゾール注用２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 2

232 消化性潰瘍用剤 シメチジン タガメット注射液 大日本住友製薬 シメチジン注射液２００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 1

シメチパール注射液２００ｍｇ 沢井製薬 1

232 消化性潰瘍用剤 ファモチジン ガスター注射液 アステラス製薬 ガスポート注射用２０ｍｇ 大洋薬品工業 1

ガモファー注射用２０ｍｇ 大原薬品工業 4

ファモスタジン注用２０ｍｇ 東和薬品 1

ファモチジン注射用２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 3

232 消化性潰瘍用剤 ラニチジン塩酸塩 ザンタック注射液 グラクソ・スミスクライン ラニチジン注射液５０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 2

232 消化性潰瘍用剤 ピレンゼピン塩酸塩水和物 ピレンゼール静注用１０ｍｇ 大洋薬品工業 1

塩酸ピレンゼピン注射用１０ｍｇ「イセイ」 イセイ 1

239 その他の消化器官用薬 メトクロプラミド プリンペラン注射液 アステラス製薬 ネオプラミール注射液１０ｍｇ ナガセ医薬品 3

ペラプリン注１０ｍｇ 大洋薬品工業 1

239 その他の消化器官用薬 グラニセトロン塩酸塩 カイトリル注 中外製薬 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＮＫ」 沢井製薬 1

カイトリル点滴静注バッグ 中外製薬 グラニセトロン静注液３ｍｇシリンジ「ＮＫ」 沢井製薬 1

カイトリル点滴静注用 中外製薬 グラニセトロン静注液３ｍｇシリンジ「サワイ」 メディサ新薬 1

グラニセトロン点滴静注３ｍｇバッグ「ＨＫ」 光製薬 1

グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッグ「ＮＫ」 高田製薬 7

グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッグ「サワイ」 沢井製薬 1

グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッグ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 1

239 その他の消化器官用薬 ラモセトロン塩酸塩 ナゼア注射液 アステラス製薬 ラモセトロン塩酸塩静注液０．３ｍｇシリンジ「サンド」 サンド 1

241 脳下垂体ホルモン剤 下垂体性性腺刺激ホルモン ＨＭＧ「コーワ」１００注用 興和 2

ＨＭＧ「コーワ」１５０注用 興和 2

ＨＭＧ「コーワ」７５注用 興和 4

ＨＭＧ筋注用１５０単位「Ｆ」 富士製薬工業 5

ＨＭＧ注テイゾー１５０ あすか製薬 1

ＨＭＧ注テイゾー７５ あすか製薬 1

ゴナピュール注用１５０ あすか製薬 2

ゴナピュール注用７５ あすか製薬 1

フォリルモンＰ注１５０ 富士製薬工業 2

フォリルモンＰ注７５ 富士製薬工業 1

245 副腎ホルモン剤 アドレナリン エピペン注射液 マイラン製薬 アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 テルモ 18

アドレナリン注射液 エピネフリン注０．１％シリンジ「テルモ」 テルモ 1

245 副腎ホルモン剤 ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム ソル・コーテフ静注用 ファイザー サクシゾン静注用５００ｍｇ 興和 10

サクシゾン注射用１００ｍｇ 興和 21

サクシゾン注射用３００ｍｇ 興和 14

245 副腎ホルモン剤 プラステロン硫酸エステルナトリウム水和物 レボスパ静注用２００ｍｇ イセイ 1

245 副腎ホルモン剤 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム ソル・メドロール静注用 ファイザー デカコート注射用１２５ｍｇ 沢井製薬 3

デカコート注射用５００ｍｇ 沢井製薬 3

注射用ソル・メルコート１，０００ 富士製薬工業 2

注射用ソル・メルコート１２５ 富士製薬工業 10

注射用ソル・メルコート４０ 富士製薬工業 6

注射用ソル・メルコート５００ 富士製薬工業 8

注射用プリドール１０００ エール薬品 1

注射用プリドール１２５ エール薬品 4

注射用プリドール４０ エール薬品 1

注射用プリドール５００ エール薬品 4

245 副腎ホルモン剤 デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム オルガドロン注射液 ＭＳＤ デキサート注射液 富士製薬工業 1

デカドロン注射液 萬有製薬 デキサート注射液 富士製薬工業 1
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デカドロン注射液 ＭＳＤ デキサート注射液１．６５ｍｇ 富士製薬工業 7

デキサート注射液３．３ｍｇ 富士製薬工業 6

デキサート注射液６．６ｍｇ 富士製薬工業 2

245 副腎ホルモン剤 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム リンデロン注 塩野義製薬 ハイコート注４ｍｇ（０．４％） 富士製薬工業 3

リノロサール注射液４ｍｇ（０．４％） わかもと製薬 2

249 その他のホルモン剤 ジノプロスト プロスタルモン・Ｆ注射液 小野薬品工業 プロスタグランジンＦ２α注射液「科研」１０００ 科研製薬 1

プロスモン注１０００μｇ 富士製薬工業 4

249 その他のホルモン剤 グルカゴン グルカゴンＧノボ注射用 ノボ ノルディスク ファーマ グルカゴン注射用１単位「Ｆ」 富士製薬工業 4

253 子宮収縮剤 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 パルタンＭ注０．２ｍｇ 持田製薬 9

メチルエルゴメトリン注０．２ｍｇ「あすか」 あすか製薬 5

259
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

リトドリン塩酸塩 ウテメリン注 キッセイ薬品工業 ウテメナール点滴静注液５０ｍｇ エール薬品 1

ウテロン点滴静注液５０ｍｇ サンド 4

リトドリン点滴静注５０ｍｇ「ＰＰ」 ポーラファルマ 1

ルテオニン点滴静注用５０ｍｇ あすか製薬 1

312 ビタミンB1剤 フルスルチアミン塩酸塩 アリナミンＦ注 武田薬品工業 ビタファント注５０ 東和薬品 1

313 ビタミンB剤 コバマミド コバマミド注０．５ｍｇ「イセイ」 イセイ 1

コバマミド注１ｍｇ「イセイ」 イセイ 1

313 ビタミンB剤 パンテチン パントシン注 第一三共エスファ デルモリチン注１０％ イセイ 1

313 ビタミンB剤 パンテノール パントール注射液 トーアエイヨー パンテニール注５００ｍｇ アイロム製薬 1

313 ビタミンB剤 フラビンアデニンジヌクレオチド フラビタン注 トーアエイヨー フラッド注－１０ 大鵬薬品工業 3

フラッド注－２０ 大鵬薬品工業 2

313 ビタミンB剤 メコバラミン メチコバール注射液 エーザイ ハイトコバミンＭ注５００μｇ ニプロファーマ 1

バンコミン筋注 大日本住友製薬

314 ビタミンC剤 アスコルビン酸 ビスコリン注 第一三共 ビタミンＣ注１０％ＰＢ 日新製薬（山形） 1

アスコルビン酸注射液

317 混合ビタミン剤 高カロリー輸液用総合ビタミン剤 Ｍ．Ｖ．Ｉ．注 アイロム製薬 ダイメジン・マルチ注 日医工 1

Ｍ．Ｖ．Ｉ．注キット アイロム製薬 ビタジェクト注キット テルモ 10

ネオＭ．Ｖ．Ｉ．注 アイロム製薬

ネオラミン・マルチＶ注射用 日本化薬

マルタミン注射用 味の素製薬

317 混合ビタミン剤 チアミン・アスコルビン酸配合剤 プレビタＳ注射液 扶桑薬品工業 2

317 混合ビタミン剤 チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合剤 ネオラミン・スリービー液（静注用） 日本化薬 ジアイナミックス注射液 鶴原製薬 1

ビタメジン静注用 第一三共 トライビー注 小林化工 1

ビースリミン注 シオノケミカル 1

ビタルファ注射液 大洋薬品工業 1

322 無機質製剤 Ｌ－アスパラギン酸カリウム アスパラカリウム注 田辺三菱製薬 Ｌ－アスパラギン酸Ｋ点滴静注液１０ｍＥｑ「タイヨー」 大洋薬品工業 1

アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット「テルモ」 テルモ 3

322 無機質製剤 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤 エレメンミック注 味の素製薬 エレジェクト注シリンジ テルモ 8

エレメンミック注キット 味の素製薬 ミネラミック注 東和薬品 2

ミネラリン注 日本製薬

322 無機質製剤 塩化カリウム Ｋ．Ｃ．Ｌ．点滴液 丸石製薬 ＫＣＬ注１０ｍＥｑキット「テルモ」 テルモ 1

ＫＣＬ補正液 大塚製薬工場 ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 テルモ 19

ＫＣＬ補正液キット 大塚製薬工場

323 糖類剤 ブドウ糖 ブスルフェクス点滴静注用 協和発酵キリン ２０％糖注シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 1

テルモ糖注 テルモ テルモ糖注５％ テルモ 1

ブドウ糖注「ヒシヤマ」 ニプロファーマ ブドウ糖注５０％シリンジ「テルモ」 テルモ 3

ブドウ糖注「フソー」 扶桑薬品工業 ブドウ糖注射液(５％１００ｍＬ１瓶) 2

大塚糖液 大塚製薬工場 ブドウ糖注射液(５％１Ｌ１瓶) 1

糖液注「第一三共」 第一三共 ブドウ糖注射液(２０％２０ｍＬ１管) 2

大塚糖液５％２ポート１００ｍＬ 大塚製薬工場 1

323 糖類剤 マルトース マルトス輸液 大塚製薬工場 マルトースＭＬ輸液１０％(500mL) テルモ 2

マドロス輸液 扶桑薬品工業 マルトースＭＬ輸液１０％(250mL) テルモ 1

325 タンパクアミノ酸製剤 アミノ酸・糖・電解質 アミカリック輸液 テルモ ツインパル輸液 味の素製薬 4

アミノトリパ輸液 大塚製薬工場

アミノフリード輸液 大塚製薬工場

ピーエヌツイン－輸液 味の素製薬

ユニカリックＬ輸液 テルモ

325 タンパクアミノ酸製剤 肝不全用アミノ酸製剤 アミノレバン点滴静注 大塚製薬工場 テルフィス点滴静注 テルモ 3

モリヘパミン点滴静注 味の素製薬 テルフィス点滴静注 テルモ 2

ヒカリレバン注 光製薬 2

326 臓器製剤 肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド アデラビン注 マイラン製薬 エフエーミック注１ｍＬ 鶴原製薬 1

リバレス注 日医工 3

329 その他の滋養強壮薬 ダイズ油 イントラファット注 日本製薬 イントラリピッド１０％ フレゼニウスカービジャパン 1

イントラリピッド２０％ フレゼニウスカービジャパン 4

イントラリピッド輸液２０％ フレゼニウスカービジャパン 5

イントラリピッド輸液２０％ フレゼニウスカービジャパン 1

イントラリポス輸液１０％ 大塚製薬工場 4

イントラリポス輸液２０％ 大塚製薬工場 10

イントラリポス輸液２０％ 大塚製薬工場 2

イントラリポス輸液２０％ 大塚製薬工場 1

331 血液代用剤 ソルビトール加乳酸リンゲル ソルラクトＳ輸液 テルモ 1

ラクテックＧ輸液(500mL袋) 大塚製薬工場 4

ラクテックＧ輸液(500mL瓶) 大塚製薬工場 2

331 血液代用剤 デキストラン４０・ブドウ糖 低分子デキストラン糖注（大塚製薬工場） 大塚製薬工場 2

331 血液代用剤 デキストラン４０・乳酸リンゲル 低分子デキストランＬ注 大塚製薬工場 サヴィオゾール輸液 大塚製薬工場 2

331 血液代用剤 乳酸リンゲル ニソリ輸液 マイラン製薬 ソルラクト輸液 テルモ 12

ラクテック注 大塚製薬工場 ソルラクト輸液 テルモ 2

ラクトリンゲル液″フソー″ 扶桑薬品工業 ハルトマン液－「ＨＤ」 ニプロファーマ 1

ハルトマン液ｐＨ：８－「ＨＤ」 ニプロファーマ 4

ハルトマン液ｐＨ：８－「ＨＤ」 ニプロファーマ 3

331 血液代用剤 ヒドロキシエチルデンプン サリンヘス輸液６％ フレゼニウスカービジャパン 5

331 血液代用剤 ブドウ糖加酢酸リンゲル ヴィーンＤ注 興和 ソリューゲンＧ注 アイロム製薬 6
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フィジオ 大塚製薬工場 ソリューゲンＧ注 アイロム製薬 1

フィジオ輸液 大塚製薬工場 ペロール注 マイラン製薬 1

ソルラクトＤ輸液 テルモ 3

331 血液代用剤 マルトース加乳酸リンゲル ソルラクトＴＭＲ輸液 テルモ ニソリＭ注 マイラン製薬 1

ポタコールＲ輸液 大塚製薬工場 ラクトリンゲルＭ注「フソー」(500mL) 扶桑薬品工業 1

ラクトリンゲルＭ注「フソー」(250mL) 扶桑薬品工業 2

331 血液代用剤 リン酸二カリウム リン酸二カリウム補正液 大塚製薬工場 コンクライトＰＫ液１ｍＥｑ／ｍＬ ニプロファーマ 2

リン酸２カリウム注２０ｍＥｑキット「テルモ」 テルモ 5

331 血液代用剤 維持液 ＥＬ－３号輸液 味の素製薬 アステマリン３号輸液 マイラン製薬 1

ＫＮ３号輸液 大塚製薬工場 ソルデム３ＡＧ輸液 テルモ 2

ＫＮＭＧ３号輸液 大塚製薬工場 ソルデム３ＡＧ輸液 テルモ 3

ソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 味の素製薬 ソルデム３Ａ輸液 テルモ 14

ソリタ－Ｔ３号輸液 味の素製薬 ソルデム３Ａ輸液 テルモ 7

フィジオゾール・３号 大塚製薬工場 ソルデム３Ａ輸液 テルモ 2

リプラス３号輸液 扶桑薬品工業 ソルデム３輸液 テルモ 3

ソルデム３輸液 テルモ 2

フルクトラクト注 大塚製薬工場 2

331 血液代用剤 維持液（ブドウ糖加） クリニザルツ輸液 アイロム製薬 グルアセト３５注 アイロム製薬 1

ソリタックス－Ｈ輸液 味の素製薬

フィジオ３５ 大塚製薬工場

フィジオ３５輸液 大塚製薬工場

トリフリード輸液 大塚製薬工場

331 血液代用剤 塩化アンモニウム コンクライトＡ液５ｍＥｑ／ｍＬ ニプロファーマ 1

塩化アンモニウム補正液５ｍＥｑ／ｍＬ 大塚製薬工場 1

331 血液代用剤 開始液 ＫＮ１号輸液 大塚製薬工場 ソルデム１輸液 テルモ 11

ソリタ－Ｔ１号輸液 味の素製薬 ソルデム１輸液 テルモ 7

リプラス１号輸液 扶桑薬品工業 2

リプラス１号輸液 扶桑薬品工業 1

リプラス１号輸液 扶桑薬品工業 1

331 血液代用剤 術後回復液 ＫＮ４号輸液 大塚製薬工場 ソルデム６輸液 テルモ 1

ソリタ－Ｔ４号輸液 味の素製薬

331 血液代用剤 酢酸リンゲル ヴィーンＦ注 興和 ソリューゲンＦ注 アイロム製薬 5

331 血液代用剤 酢酸維持液 アクチット注 興和 アルトフェッド注射液 扶桑薬品工業 1

ソルマルト輸液(500mL) テルモ 2

ソルマルト輸液(200mL) テルモ 2

ペンライブ注(300mL) マイラン製薬 1

ペンライブ注(500mL) マイラン製薬 1

ペンライブ注 マイラン製薬 1

331 血液代用剤 酢酸維持液（ブドウ糖加） ヴィーン３Ｇ注 興和 アセテート維持液３Ｇ「ＨＫ」 光製薬 2

331 血液代用剤 生理食塩液 カーミパック生理食塩液 川澄化学工業 テルモ生食ＴＫ テルモ 1

テルモ生食 テルモ 生食注キット「フソー」 扶桑薬品工業 4

生食ＭＰ マイラン製薬 生食注シリンジ「ＳＮ」１０ｍＬ シオノケミカル 2

生理食塩液「ヒカリ」 光製薬 生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ 大塚製薬工場 3

生理食塩液ＰＬ「フソー」 扶桑薬品工業 生食注シリンジ「オーツカ」２０ｍＬ 大塚製薬工場 2

生理食塩液バッグ「フソー」 扶桑薬品工業 生食注シリンジ「オーツカ」５ｍＬ 大塚製薬工場 1

生理食塩液バッグ「フソー」 扶桑薬品工業 生食溶解液キットＨ ニプロファーマ 5

大塚生食注 大塚製薬工場 生食溶解液キットＨ ニプロファーマ 3

大塚生食注ＴＮ 大塚製薬工場 大塚生食注２ポート１００ｍＬ 大塚製薬工場 8

331 血液代用剤 脱水補給液 ＫＮ２号輸液 大塚製薬工場 ソルデム２輸液 テルモ 1

ソリタ－Ｔ２号輸液 味の素製薬

331 血液代用剤 塩化ナトリウム 塩化Ｎａ補正液 大塚製薬工場 コンクライトＮａ液２．５ｍＥｑ／ｍＬ ニプロファーマ 2

塩化ナトリウム注射液 塩化ナトリウム注１０％シリンジ「テルモ」 テルモ 5

塩化ナトリウム注１モルシリンジ「テルモ」 テルモ 1

332 止血剤 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム アドナ注（静脈用） 田辺三菱製薬 アーツェー注１００ｍｇ 日医工ファーマ 1

アドナ注 田辺三菱製薬 アーツェー注５０ｍｇ 日医工ファーマ 1

アドナミン静注１００ｍｇ 東和薬品 3

チチナ静注２５ｍｇ 扶桑薬品工業 1

チチナ静注５０ｍｇ 扶桑薬品工業 1

332 止血剤 トラネキサム酸 トランサミン注 第一三共 トラネキサム酸注射液１０００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 3

ヘムロン注 日新製薬（山形） 1

リカバリン注１０００ｍｇ 旭化成ファーマ 4

333 血液凝固阻止剤 ダルテパリンナトリウム フラグミン静注 ファイザー ダルテパリンＮａ静注４０００単位／１６ｍＬシリンジ「ニプロ」 ニプロファーマ 2

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／５ｍＬ「日医工」 日医工 1

ヘパグミン静注５０００単位／５ｍＬ 沢井製薬 2

333 血液凝固阻止剤 パルナパリンナトリウム ローヘパ注 味の素製薬 ミニヘパ透析用１００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ 扶桑薬品工業 1

ミニヘパ透析用１５０単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ 扶桑薬品工業 1

ミニヘパ透析用５００単位／ｍＬバイアル１０ｍＬ ＩＬＳ 1

333 血液凝固阻止剤 ヘパリンカルシウム カプロシン注２万単位／２０ｍＬ 沢井製薬 1

カプロシン皮下注２万単位／０．８ｍＬ 沢井製薬 8
ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍＬシリンジ「モチダ」 持田製薬 4

333 血液凝固阻止剤 ヘパリンナトリウム ノボ・ヘパリン注 持田製薬 デリバデクスヘパリンロック用１０単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ シオノケミカル 1

ヘパフラッシュシリンジ テルモ ヘパフィルド透析用２５０単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ 大塚製薬工場 4

ヘパリンＮａロック用シリンジ 田辺三菱製薬 ヘパリンＮａロック１００シリンジ 田辺三菱製薬 1

ヘパリンナトリウム注「味の素」 味の素製薬 ヘパリンＮａロック１００シリンジ 田辺三菱製薬 1

ヘパリンナトリウム注「タナベ」 田辺三菱製薬 ヘパリンＮａロック１０シリンジ 田辺三菱製薬 1

ヘパリンナトリウム注－Ｗｆ ニプロファーマ ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」１０ｍＬ 大塚製薬工場 2

ヘパリンナトリウム注射液（扶桑） 扶桑薬品工業 ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」５ｍＬ 大塚製薬工場 4

ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」５ｍＬ 大塚製薬工場 3

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬ「フソー」２０ｍＬ 扶桑薬品工業 1

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ「ＡＴ」 大洋薬品工業 1

ヘパリンＮａ透析用５００単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ「ＮＰ」 ニプロファーマ 7

ヘパリンＮａ透析用５００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ「ＮＰ」 ニプロファーマ 2
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ペミロックヘパリンロック用１００単位／ｍＬシリンジ５ｍＬ 大洋薬品工業 2

ペミロックヘパリンロック用１０単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ 大洋薬品工業 3

透析用ヘパリンＮａ注２５０単位／ｍＬ「ＮＳ」２０ｍＬ 日新製薬（山形） 1

341 人工腎臓透析用剤 人工透析液 キンダリー透析剤ＡＦ 扶桑薬品工業 サブパック血液ろ過用補充液－Ｂｉ ニプロファーマ 6

キドライム 透析剤 富田製薬

ＨＦ－ソリタ血液ろ過用補充液・Ｌ 味の素製薬

カーボスター透析剤・Ｌ 味の素製薬

ＡＫ－ソリタ透析剤・ＦＰ 味の素製薬

ＤドライＳ 日機装

391 肝臓疾患用剤 グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 キョウミノチン静注 原沢製薬工業 アスファーゲン静注２０ｍＬ 宇治製薬 1

グリファーゲンＣ 日医工ファーマ ヒシファーゲンＣ注 ニプロファーマ 1

グリファーゲン静注 日医工ファーマ ミノフィット注２０ｍＬシリンジ テルモ 4

グルコリンＳ注射液 扶桑薬品工業 ミノフィット注４０ｍＬシリンジ テルモ 3

ケベラＳ注 マイラン製薬

チスファーゲン注 鶴原製薬

ニチファーゲン注 日新製薬（山形）

ネオファーゲン静注 大塚製薬工場

ノイファーゲン注 キョーリンリメディオ

レミゲンＭ 東和薬品

レミゲン静注 東和薬品

392 解毒剤 グルタチオン タチオン注射用 アステラス製薬 グルタチオン注射用２００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 1

392 解毒剤 レボホリナートカルシウム アイソボリン点滴静注用 ファイザー レボホリナート点滴静注用１００「オーハラ」 大原薬品工業 1

レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ＮＫ」 高田製薬 2

レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 1

レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 1

レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ヤクルト」 ヤクルト本社 11

レボホリナート点滴静注用２５「オーハラ」 大原薬品工業 1

レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ＮＫ」 高田製薬 2

レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 1

レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 1

レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ヤクルト」 ヤクルト本社 10

399 他に分類されない代謝性医薬品 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 アデホス－Ｌコーワ注 興和 ＡＴＰ注２０ｍｇ「イセイ」 イセイ 3

トリノシンS注射液 トーアエイヨー アデシノンＰ注射液２０ｍｇ わかもと製薬 1

アデノＰ注２０ｍｇ 小林化工 2

399 他に分類されない代謝性医薬品 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム コンドロン注 科研製薬 ガイシード注射液２００ｍｇ 日医工 1

399 他に分類されない代謝性医薬品 エポエチンカッパ（遺伝子組換え）［エポエチンアルファ後続１］ エポエチンアルファＢＳ注１５００「ＪＣＲ」 日本ケミカルリサーチ 1

エポエチンアルファＢＳ注１５００シリンジ「ＪＣＲ」 日本ケミカルリサーチ 1

エポエチンアルファＢＳ注３０００「ＪＣＲ」 日本ケミカルリサーチ 1

エポエチンアルファＢＳ注３０００シリンジ「ＪＣＲ」 日本ケミカルリサーチ 2

エポエチンアルファＢＳ注７５０「ＪＣＲ」 日本ケミカルリサーチ 1

エポエチンアルファＢＳ注７５０シリンジ「ＪＣＲ」 日本ケミカルリサーチ 1

399 他に分類されない代謝性医薬品 エルカトニン エルシトニン注 旭化成ファーマ エカルトニン注４０ ニプロファーマ 2

エルカトニン１０エルカトニン単位１ｍＬ注射液 1

ラスカルトン１０ディスポ 大洋薬品工業 1

ラスカルトン注４０ 大洋薬品工業 1

399 他に分類されない代謝性医薬品 ガベキサートメシル酸塩 注射用エフオーワイ１００ 小野薬品工業 アロデート注射用１００ｍｇ 沢井製薬 1

ガベキサートメシル酸塩５００ｍｇ注射用 1

ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 2

レミナロン注射用１００ｍｇ 高田製薬 7

レミナロン注射用５００ｍｇ 高田製薬 8

注射用パナベート１００ エール薬品 1

注射用メクロセート１００ｍｇ イセイ 2

399 他に分類されない代謝性医薬品 ナファモスタットメシル酸塩 注射用フサン 鳥居薬品 コアヒビター注射用１００ｍｇ 味の素製薬 3

コアヒビター注射用１０ｍｇ 味の素製薬 8

コアヒビター注射用１５０ｍｇ 味の素製薬 3

コアヒビター注射用５０ｍｇ 味の素製薬 7

注射用サメット１０ エール薬品 1

注射用ナファタット１０ 日医工 2

注射用ナファモスタット１０「ＭＥＥＫ」 小林化工 4

注射用ナファモスタット５０「ＭＥＥＫ」 小林化工 4

注射用ブセロン５０ 沢井製薬 1

399 他に分類されない代謝性医薬品 ヒアルロン酸ナトリウム アルツディスポ関節注 生化学工業 アダントディスポ関節注２５ｍｇ Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 5

アルツ関節注 生化学工業 アダント関節注２５ｍｇ Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 1

スベニールディスポ関節注 中外製薬 グリオロン関節注２５ｍｇ 日本臓器製薬 2

スベニールバイアル関節注 中外製薬 ヒアロス関節注２５ｍｇ マルホ 6

ホスビロンディスポ関節注２５ｍｇ 日医工ファーマ 1

ホスビロン関節注２５ｍｇ 日医工ファーマ 1

422 代謝拮抗剤 ゲムシタビン塩酸塩 ジェムザール注射用 日本イーライリリー ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ＮＫ」 日本化薬 1

ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクルト」 高田製薬 3

ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 1

ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ヤクルト」 高田製薬 3

423 抗腫瘍性抗生物質製剤 エピルビシン塩酸塩 ファルモルビシンＲＴＵ注射液 ファイザー エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 日本化薬 3

ファルモルビシン注射用 ファイザー エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／２５ｍＬ「ＮＫ」 日本化薬 2

エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 マイラン製薬 4

エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 マイラン製薬 1

423 抗腫瘍性抗生物質製剤 ドキソルビシン塩酸塩 アドリアシン注用 協和発酵キリン ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 7

ドキシル注 ヤンセンファーマ ドキソルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 5

424 抗腫瘍性植物成分製剤 イリノテカン塩酸塩水和物 カンプト点滴静注 ヤクルト本社 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」 マイラン製薬 1

トポテシン注 第一三共 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「タイホウ」 大鵬薬品工業 3

トポテシン点滴静注 第一三共 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ＮＫ」 マイラン製薬 1

イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「タイホウ」 大鵬薬品工業 4

424 抗腫瘍性植物成分製剤 エトポシド ベプシド注 ブリストル・マイヤーズ エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 サンド 5
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ラステット注 日本化薬

424 抗腫瘍性植物成分製剤 パクリタキセル アブラキサン点滴静注用 大鵬薬品工業 パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ＮＫ」 日本化薬 9

タキソール注射液 ブリストル・マイヤーズ パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 日本化薬 11

424 抗腫瘍性植物成分製剤 ビノレルビン酒石酸塩 ナベルビン注 協和発酵キリン ロゼウス静注液１０ｍｇ 日本化薬 1

ロゼウス静注液４０ｍｇ 日本化薬 1

429 抗悪性腫瘍白金錯化合物 カルボプラチン パラプラチン注射液 ブリストル・マイヤーズ カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＮＫ」 マイラン製薬 6

注射用パラプラチン ブリストル・マイヤーズ カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「サンド」 サンド 7

カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「ＮＫ」 マイラン製薬 6

カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「サンド」 サンド 5

カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」 マイラン製薬 4

カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「サンド」 サンド 6

429 抗悪性腫瘍白金錯化合物 シスプラチン ブリプラチン注 ブリストル・マイヤーズ シスプラチン注「マルコ」 日医工ファーマ 2

ランダ注 日本化薬 シスプラチン注「マルコ」 日医工ファーマ 1

動注用アイエーコール 日本化薬 シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」 日医工 2

シスプラチン注２５ｍｇ「日医工」 日医工 1

シスプラチン注５０ｍｇ「日医工」 日医工 2

シスプラチン点滴静注１０ｍｇ「マルコ」 日医工ファーマ 4

シスプラチン点滴静注２５ｍｇ「マルコ」 日医工ファーマ 2

シスプラチン点滴静注５０ｍｇ「マルコ」 日医工ファーマ 6

430 放射性医薬品 塩酸Ｎ－イソプロピル－４－ヨードアンフェタミン（１２３Ｉ） パーヒューザミン注 日本メジフィジックス イオフェタミン（１２３Ｉ）注射液「第一」 富士フイルムＲＩファーマ 2

611 アルベカシン硫酸塩 ハベカシン注射液 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ アルベカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 2

アルベカシン硫酸塩注射液２５ｍｇ「ＨＫ」 大興製薬 2

アルベカシン硫酸塩注射液２５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 1

ブルバトシン注射液１００ｍｇ シオノケミカル 4

ブルバトシン注射液２００ｍｇ シオノケミカル 1

アルベカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「ＨＫ」 大興製薬 2

611 バンコマイシン塩酸塩 塩酸バンコマイシン点滴静注用 塩野義製薬 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「サワイ」 沢井製薬 2

バンマイシン点滴静注用０．５ｇ 日医工 3

塩酸バンコマイシン点滴静注用０．５ｇ「ＴＸ」 トライックス 1

塩酸バンコマイシン点滴静注用０．５ｇ「マイラン」 マイラン製薬 3

点滴静注用バンコマイシン０．５「ＭＥＥＫ」 小林化工 17

611
主としてグラム陽性菌に作用するもの

リンコマイシン塩酸塩水和物 リンコシン注射液 ファイザー リンタマイシン注 富士製薬工業 1

611 クリンダマイシンリン酸エステル ダラシンＳ注射液 ファイザー クリダマシン注３００ｍｇ ニプロファーマ 1

クリダマシン注６００ｍｇ ニプロファーマ 7

クリンダマイシン注６００ｍｇシリンジ「タイヨー」 大洋薬品工業 2

クリンダマイシン注射液３００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 1

クリンダマイシン注射液６００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 2

ハンダラミン注６００ｍｇ 東和薬品 1

ミドシン注射液３００ｍｇ 沢井製薬 1

ミドシン注射液６００ｍｇ 沢井製薬 3

リンタシン注射液６００ｍｇ 富士製薬工業 2

611 テイコプラニン 注射用タゴシッド サノフィ・アベンティス テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「ＨＫ」 大興製薬 1

テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 3

テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 1

テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 1

テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「日医工」 日医工 6

612 アミカシン硫酸塩 アミカシン硫酸塩注射液 日医工 アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 7

硫酸アミカシン注射液 日医工 アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 5

アミカマイシン注射液１００ｍｇ Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 1

アミカマイシン注射液２００ｍｇ Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 6

カシミー注１００ｍｇ ニプロファーマ 1

カシミー注２００ｍｇ ニプロファーマ 1

プルテツシン注射液２００ｍｇ 大洋薬品工業 2

ロミカシン注射液１００ｍｇ 富士製薬工業 1

612 イセパマイシン硫酸塩 イセパシン注射液 ＭＳＤ イセシン注射液４００ｍｇ 沢井製薬 1

エクサシン注射液 旭化成ファーマ イセパマイシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 4

イセパマイシン硫酸塩注射液４００ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 2

エルパシン注射液４００ 大洋薬品工業 1

613 ホスホマイシンナトリウム ホスミシンＳバッグ点滴静注用 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ ハロスミン静注用１ｇ 日医工ファーマ 1

ホスミシンＳ静注用 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ ハロスミン静注用２ｇ 日医工ファーマ 5

ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 3

ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 4

ホロサイルＳ静注用１ｇ 高田製薬 2

ホロサイルＳ静注用２ｇ 高田製薬 1

613 セフェピム塩酸塩水和物 マキシピーム点滴静注用バッグ ブリストル・マイヤーズ セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」 サンド 5

注射用マキシピーム ブリストル・マイヤーズ

613 イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム チエナム筋注用 ＭＳＤ イミスタン点滴静注用０．５ｇ 日医工 2

チエナム点滴静注用 ＭＳＤ イミペネム・シラスタチン点滴用０．５ｇ「サンド」 サンド 4

チエクール点滴用０．５ｇ 沢井製薬 2

チエペネム点滴静注用０．５ｇ シオノケミカル 3

613 アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム ユナシン－Ｓキット静注用 ファイザー スルバクタム・アンピシリン静注用０．７５ｇ「サンド」 サンド 1

ユナシン－Ｓ静注用 ファイザー スルバクタム・アンピシリン静注用１．５ｇ「サンド」 サンド 1

スルバシリン静注用０．７５ｇ Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 2

スルバシリン静注用１．５ｇ Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 7

ピシリバクタ静注用１．５ｇ 日医工 5

ピスルシン静注用１．５ｇ 大原薬品工業 1

ユナスピン静注用１．５ｇ ケミックス 1

613 スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム スルペラゾンキット静注用 ファイザー スペルゾン静注用１ｇ ケミックス 1

スルペラゾン静注用 ファイザー セフォセフ静注用１ｇ 沢井製薬 5

セフォン静注用１ｇ 日医工ファーマ 6

セフロニック静注用１ｇ 大洋薬品工業 2

バクフォーゼ静注用１ｇ 東和薬品 1

主としてグラム
陽性菌に作用
するもの

主としてグラム
陽性菌に作用
するもの

主としてグラム
陽性菌に作用
するもの

主としてグラム
陰性菌に作用
するもの

主としてグラム
陰性菌に作用
するもの

主としてグラム
陽性菌・陰性菌
に作用するもの

主としてグラム
陽性菌・陰性菌
に作用するもの

主としてグラム
陽性菌・陰性菌
に作用するもの

主としてグラム
陽性菌・陰性菌
に作用するもの

主としてグラム
陽性菌に作用
するもの

主としてグラム
陽性菌・陰性菌
に作用するもの
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ワイスタール静注用１ｇ ニプロファーマ 8

注用ワイスタール１ｇバッグＳ ニプロファーマ 3

613 セファゾリンナトリウム セファメジンα筋注用 アステラス製薬 セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「オーツカ」 大塚製薬工場 7

セフマゾン注射用１ｇ ニプロファーマ 4

セフマゾン点滴静注用バッグ１ｇ ニプロファーマ 3

ラセナゾリン注射用０．５ｇ 日医工ファーマ 3

ラセナゾリン注射用１ｇ 日医工ファーマ 10

ラセナゾリン注射用２ｇ 日医工ファーマ 1

613 セフタジジム水和物 モダシン静注用 グラクソ・スミスクライン セフタジジム静注用０．５ｇ「マルコ」 日医工ファーマ 2

セフタジジム静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 1

セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 マイラン製薬 3

セフタジジム静注用１ｇ「マルコ」 日医工ファーマ 2

モダケミン静注用１ｇ ケミックス 2

モベンゾシン静注用１ｇ 大洋薬品工業 2

613 セフトリアキソンナトリウム水和物 ロセフィン静注用 中外製薬 セフィローム静注用０．５ｇ 日医工ファーマ 1

セフィローム静注用１ｇ 日医工ファーマ 12

セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「サンド」 サンド 3

セフトリアキソンナトリウム静注用０．５ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 1

セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 1

セフトリアキソンナトリウム点滴用１ｇバッグ「ＮＰ」 ニプロファーマ 3

セロニード静注用１ｇ 沢井製薬 1

リアソフィン静注用１ｇ ケミックス 4

ロゼクラート静注用１ｇ 大洋薬品工業 1

613 セフメタゾールナトリウム セフメタゾンキット点滴静注用 第一三共 セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 9

セフメタゾン筋注用 第一三共 セフメタゾールＮａ静注用２ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 2

セフメタゾールＮａ静注用キット１ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 1

セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ１ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 3

ピレタゾール静注用１ｇ 日医工ファーマ 1

613 ピペラシリンナトリウム ペントシリン筋注用 富山化学工業 タイペラシリン注射用１ｇ 大洋薬品工業 1

ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「マルコ」 日医工ファーマ 3

ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ「マルコ」 日医工ファーマ 1

プランジン注用１ｇ 東和薬品 1

ペンマリン注射用１ｇ 沢井製薬 9

ペンマリン注射用２ｇ 沢井製薬 5

613 メロペネム三水和物 メロペン点滴用キット 大日本住友製薬 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 1

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ケミファ」 日本ケミファ 1

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「トーワ」 東和薬品 1

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ファイザー」 ファイザー 1

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 1

メロペネム点滴静注用バッグ０．５ｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 1

613 セフォチアム塩酸塩 ハロスポア静注用 富山化学工業 セピドナリン静注用１ｇ 日医工ファーマ 1

パンスポリン筋注用 武田薬品工業 セファピコールキット点滴静注用１ｇ 大洋薬品工業 1

セファピコール静注用１ｇ 大洋薬品工業 3

セフォチアム静注用１ｇバッグ「日医工」 日医工 1

セフォチアロン静注用１ｇ シオノケミカル 1

パセトクール静注用０．５ｇ ニプロファーマ 1

パセトクール静注用１ｇ ニプロファーマ 6

パセトクール静注用１ｇバッグＳ ニプロファーマ 10

613 セフピロム硫酸塩 ケイテン静注用 日医工サノフィ・アベンティス セフピロム硫酸塩静注用１ｇ「ＣＭＸ」 ケミックス 2

ブロアクト静注用 サノフィ・アベンティス 硫酸セフピロム静注用１ｇ「マイラン」 マイラン製薬 1

613
主としてグラム陽性菌・陰性菌に作用するもの

ゲンタマイシン硫酸塩 ゲンタシン注 ＭＳＤ ルイネシン注４０ｍｇ 日医工ファーマ 2

615 ミノサイクリン塩酸塩 ミノマイシン点滴静注用 ファイザー クーペラシン点滴静注用１００ｍｇ 高田製薬 1

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 5

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 8

ミノペン点滴静注用１００ｍｇ 沢井製薬 17

注射用ルシドリール２５０ｍｇ 共和薬品工業 1

619 その他の抗生物質製剤 アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム水和物 注射用ビクシリンＳ１０００ Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 1

624 合成抗菌剤 シプロフロキサシン シプロキサン注 バイエル薬品 シプロフロキサシンＤＵ点滴静注３００ｍｇ／２５０ｍＬ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 2

シプロフロキサシン点滴静注３００ｍｇ／１５０ｍＬ「明治」 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ 1

シプロフロキサシン点滴静注液３００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 1

シプロフロキサシン点滴静注液３００ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 3

625 抗ウイルス剤 アシクロビル ゾビラックス点滴静注用 グラクソ・スミスクライン アクチオス点滴静注用２５０ｍｇキット 大洋薬品工業 1

アシクロビル２５０ｍｇ注射用 1

アシクロビン点滴静注２５０ｍｇ 日医工 10

アシロベック点滴静注用２５０ｍｇ 沢井製薬 8

ビクロックス点滴静注２５０ｍｇ 小林化工 3

点滴静注用アシクリルバッグ２５０ｍｇ／１００ｍＬ アイロム製薬 1

625 抗ウイルス剤 ビダラビン アラセナ－Ａ点滴静注用 持田製薬 ビフビン点滴静注用３００ｍｇ 富士製薬工業 1

629 その他の化学療法剤 フルコナゾール ジフルカン静注液 ファイザー ビスカルツ注０．２％ 扶桑薬品工業 1

フラノス点滴静注液１００ｍｇ 富山化学工業 1

フルカード静注液１００ｍｇ 大洋薬品工業 2

フルコナゾール静注液１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 2

フルコナゾール静注液２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 1

721 X線造影剤 イオパミドール イオパミロン注 バイエル薬品 オイパロミン３００注１００ｍＬ 富士製薬工業 11

オイパロミン３００注２０ｍＬ 富士製薬工業 9

オイパロミン３００注５０ｍＬ 富士製薬工業 6

オイパロミン３００注シリンジ１００ｍＬ 富士製薬工業 10

オイパロミン３００注シリンジ５０ｍＬ 富士製薬工業 2

オイパロミン３００注シリンジ８０ｍＬ 富士製薬工業 5

オイパロミン３７０注１００ｍＬ 富士製薬工業 11

オイパロミン３７０注２０ｍＬ 富士製薬工業 3

オイパロミン３７０注５０ｍＬ 富士製薬工業 9

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

主としてグラム
陽性菌・陰性菌
に作用するもの

主としてグラム
陽性菌・陰性菌
に作用するもの

主としてグラム
陽性菌・陰性菌
に作用するもの

主としてグラム
陽性菌・陰性菌
に作用するもの

主としてグラム
陽性菌・陰性菌
に作用するもの

主としてグラム
陽性菌・陰性菌
に作用するもの

主としてグラム
陽性菌・陰性菌
に作用するもの

主としてグラム
陽性菌・陰性菌
に作用するもの
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オイパロミン３７０注シリンジ１００ｍＬ 富士製薬工業 12

オイパロミン３７０注シリンジ８０ｍＬ 富士製薬工業 3

バイステージ注３７０シリンジ１００ｍＬ 大洋薬品工業 1

バイステージ注３７０シリンジ５０ｍＬ 大洋薬品工業 1

バイステージ注３７０シリンジ８０ｍＬ 大洋薬品工業 1

モイオパミン注３００シリンジ 光製薬 1

モイオパミン注３７０シリンジ 光製薬 1

721 X線造影剤 イオヘキソール オムニパーク 第一三共 イオパーク３００注１００ｍＬ 富士製薬工業 1

イオパーク３００注５０ｍＬ 富士製薬工業 1

イオパーク３００注シリンジ１００ｍＬ 富士製薬工業 2

イオパーク３５０注１００ｍＬ 富士製薬工業 2

イオパーク３５０注５０ｍＬ 富士製薬工業 1

イオパーク３５０注シリンジ１００ｍＬ 富士製薬工業 2

モイオパーク３００シリンジ 興和 5

722 機能検査用試薬 プロチレリン酒石酸塩水和物 ヒルトニン注射液 武田薬品工業 ヒシダリン注０．５ｍｇ ニプロファーマ 3

ヒシダリン注２ｍｇ ニプロファーマ 1

ヒルロック注０．５ 沢井製薬 1

729 その他の診断用薬 ガドペンテト酸メグルミン マグネビスト バイエル薬品 ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シリンジ１０ｍＬ「ＤＫ」 大興製薬 1

マグネビスト静注 バイエル薬品 ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シリンジ１０ｍＬ「Ｆ」 富士製薬工業 3

マグネビストシリンジ バイエル薬品 ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シリンジ１３ｍＬ「Ｆ」 富士製薬工業 1

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シリンジ１５ｍＬ「Ｆ」 富士製薬工業 3
ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シリンジ２０ｍＬ「ＤＫ」 大興製薬 1

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シリンジ２０ｍＬ「Ｆ」 富士製薬工業 1

729 その他の診断用薬 フルオレセインナトリウム フルオレサイト静注５００ｍｇ 日本アルコン 16

811 アヘンアルカロイド系製剤 モルヒネ塩酸塩水和物 モルヒネ塩酸塩注射液 プレペノン注１００ｍｇシリンジ テルモ 1

プレペノン注５０ｍｇシリンジ テルモ 1

821 合成麻薬 フェンタニルクエン酸塩 フェンタニル注射液 第一三共プロファーマ フェンタニル注射液０．１ｍｇ「ヤンセン」 ヤンセンファーマ 6

フェンタニル注射液０．２５ｍｇ「ヤンセン」 ヤンセンファーマ 1

フェンタニル注射液０．５ｍｇ「ヤンセン」 ヤンセンファーマ 4

563
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