
薬品名 販売会社 先発薬品

Ｃ－チステン細粒５０％ 日医工 なし

Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 アスパラ-ＣＡ錠200

アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ アステラス製薬 なし

アカルボースＯＤ錠１００ｍｇ「テバ」 武田薬品 グルコバイＯＤ100ｍｇ

アストーマ配合カプセル 日医工 なし

アズレン・グルタミン配合細粒「ＥＭＥＣ」 エルメッドエーザイ マーズレンＳ配合顆粒

アゼルニジピン錠１６ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ カルブロック錠16ｍｇ

アゾセミド錠６０ｍｇ「ＪＧ」　 日本ジェネリック ダイアート錠60ｍｇ

アトルバスタチン錠10ｍｇ「EE」 エルメッドエーザイ リピトール錠10ｍｇ

アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 シンメトレル錠50ｍｇ

アミオダロン塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 アンカロン錠100ｍｇ

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 ノルバスクＯＤ錠5ｍｇ

アモバンテス錠７．５ｍｇ 小林化工 アモバン錠10ｍｇ

アルシオドールカプセル０．５μｇ ファイザー アルファロールカプセル0.5μｇ

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー ボナロン錠35ｍｇ

アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 アロチノロール塩酸塩錠10ｍｇ「ＤＳＰ」

アロプリノール錠１００ｍｇ「杏林」 杏林製薬 ザイロリック錠100ｍｇ

アンブロキソール塩酸塩Ｌカプセル４５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 ムコソルバンＬカプセル45ｍｇ

イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「日医工」 日医工 エパデールＳ900

イトラコナゾールカプセル５０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 イトリゾールカプセル50

イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「あすか」 武田薬品 セロクラール錠20ｍｇ

イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 タナトリル錠5ｍｇ

イルベサルタンＯＤ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 なし

ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「テバ」 テバ製薬 ウルソ錠100ｍｇ

エスエーワン配合ＯＤ錠Ｔ２０　２０ｍｇ 沢井製薬 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ20

エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 デパス錠0.5ｍｇ

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 アレジオン錠20

オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 タミフルカプセル75

オメプラゾール腸溶錠１０ｍｇ「マイラン」 ファイザー オメプラール錠10

オメプラゾール腸溶錠２０ｍｇ「マイラン」 ファイザー オメプラール錠20
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オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ ジプレキサザイディス錠2.5ｍｇ

オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 オルメテックＯＤ錠20ｍｇ

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ アレロック錠5

カムシア配合錠ＨＤ「あすか」　 武田薬品 ユニシア配合錠ＨＤ

カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 フオイパン錠100

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 アドナ錠30ｍｇ

カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬工 テグレトール錠100ｍｇ

カルベジロール錠１．２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 アーチスト錠1.25ｍｇ

カルベジロール錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 アーチスト錠20ｍｇ

カルボシステインシロップ小児用５％「テバ」 テバ製薬 ムコダインシロップ5％

カロナール錠２００ 昭和薬品化工 なし

カロナール錠５００　５００ｍｇ あゆみ製薬 なし

カンデサルタンＯＤ錠８ｍｇ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ ブロプレス錠8

クエチアピン錠２５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 セロクエル25ｍｇ錠

クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒８．３％「ツルハラ」 鶴原製薬株式会社 フェロミア顆粒8.3％

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッドエーザイ クラリシッド錠200ｍｇ

グリメピリド錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 アマリール錠1ｍｇ

グリメピリド錠３ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 アマリール錠3ｍｇ

クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 リーゼ錠5ｍｇ

クロピドグレル錠２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー プラビックス錠25ｍｇ

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー プラビックス錠75ｍｇ

クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠２５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ リンラキサー錠250ｍｇ

サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「ＳＮ」 武田薬品 サラゾピリン錠500ｍｇ

ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー リスモダンカプセル50ｍｇ

ジメチコン錠４０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 なし

ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「ＣＨ」 日本ジェネリック ヘルベッサー錠30ｍｇ

シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 プレタールＯＤ錠50ｍｇ

シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 ユリーフＯＤ錠4ｍｇ

シンバスタチン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッドエーザイ リポバス錠5ｍｇ

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ アルダクトンＡ25ｍｇ
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セルトラリンＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ジェイゾロフトＯＤ錠25ｍｇ

セレスターナ配合錠 ファイザー セレスタミン配合錠

センノサイド錠１２ｍｇ テバ製薬 プルゼニド錠12ｍｇ

ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ マイスリー錠10ｍｇ

ダイメジンスリービー配合カプセル２５ 日医工 ビタメジン配合カプセルＢ25

タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー プログラフカプセル0.5ｍｇ

タクロリムスカプセル１ｍｇ「ファイザー」 ファイザー プログラフカプセル1ｍｇ

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ファイザー」 ファイザー ハルナールＤ錠0.2ｍｇ

チアプリド錠５０ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ グラマリール錠50ｍｇ

テオフィリン徐放Ｕ錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品株式会社 ユニフィルＬＡ錠200ｍｇ

テプレノン細粒１０％「トーワ」 東和薬品 セルベックス細粒10％

テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共 ミカルディス錠40ｍｇ

トアラセット配合錠「三笠」 三笠製薬 トラムセット配合錠

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ アリセプトＤ錠10ｍｇ

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ アリセプトＤ錠3ｍｇ

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ アリセプトＤ錠5ｍｇ

トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 なし

トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 日医工 ハルシオン0.25ｍｇ錠

ドロキシドパカプセル１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 なし

ナフトピジル錠２５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ フリバス錠25ｍｇ

ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 シグマート錠5ｍｇ

ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 サアミオン錠5ｍｇ

ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 日本化薬 なし

ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品 アダラートＣＲ錠10ｍｇ

ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 アダラートＣＲ錠20ｍｇ

ニルバジピン錠２ｍｇ「日医工」 日医工 ニバジール錠2ｍｇ

バイアスピリン錠１００ｍｇ バイエル なし

バファリン配合錠Ａ８１　８１ｍｇ エーザイ なし

バルサルタン錠８０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ ディオバン錠80ｍｇ

バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 デパケンＲ錠200ｍｇ
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バレリンシロップ５％ 大日本住友製薬 デパケンシロップ5％

パロキセチン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ パキシル錠10ｍｇ

バロス消泡内用液２％ 堀井薬品工業 ガスコンドロップ内用液2％

ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック セレネース錠0.75ｍｇ

ピアーレシロップ６５％ 日本化薬 モニラックシロップ65％

ビオフェルミンＲ錠 武田薬品 なし

ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 カソデックス錠80ｍｇ

ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＪＧ」 日本ジェネリック ラキソベロン内用液0.75％

ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 メインテート錠0.625ｍｇ

ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 メインテート錠2.5ｍｇ

ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 アステラス製薬 なし

ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「ＣＨ」 日本ジェネリック サンリズムカプセル50ｍｇ

ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー ガスターＤ錠20ｍｇ

ファモチジン錠１０「サワイ」　１０ｍｇ 沢井製薬 ガスター錠10ｍｇ

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ アレグラ錠60ｍｇ

フェルターゼ配合カプセル ジェイドルフ製薬 なし

プラノプロフェン錠７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ニフラン錠75ｍｇ

プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 メバロチン錠10ｍｇ

プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ／ｍＬ日医工０．０００５％ 日医工 メプチンシロップ5μｇ/ｍｌ

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ レンドルミンＯＤ0.25ｍｇ

ベザレックスＳＲ錠２００　２００ｍｇ アルフレッサ　ファーマ ベザトールＳＲ錠200ｍｇ

ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ メリスロン錠12ｍｇ

ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 コニール錠4ｍｇ

ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 ベイスンＯＤ錠0.2

ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 プロマックＤ錠75

マグミット錠２５０ｍｇ 丸石製薬 なし

ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ミノマイシン錠50ｍｇ

ムーベン配合内用液　５００ｍＬ 武田薬品 ニフレック配合内用液

ムコブリン錠１５ｍｇ エルメッドエーザイ ムコソルバン錠15ｍｇ

メキシレチン塩酸塩錠１００ｍｇ「ＫＣＣ」 三和化学 なし
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メチコバール錠　５００μｇ エーザイ なし

メロキシカム錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッドエーザイ モービック錠10ｍｇ

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 ガスモチン錠10ｍｇ

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ シングレア錠10ｍｇ

ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 パリエット錠10ｍｇ

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 タケプロンＯＤ錠15

リシノプリル錠１０ｍｇ「タイヨー」 武田テバファーマ ロンゲス錠10ｍｇ

リスペリドン錠１ｍｇ「ヨシトミ」 田辺三菱製薬 リスパダール錠1ｍｇ

リックル配合顆粒　４．７４ｇ 沢井製薬 リーバクト配合顆粒

リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 サンド リファジンカプセル150ｍｇ

リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」 沢井製薬 プロレナール錠5μｇ

レバミピド錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー ムコスタ錠100ｍｇ

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＭＥＥＫ」　 小林化工 クラビット錠500ｍｇ

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＯＨＡ」 旭化成ファーマ ロキソニン錠60ｍｇ

ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＥＥ」　 エルメッドエーザイ ニューロタン錠25ｍｇ

ロサルヒド配合錠ＬＤ「三和」 三和化学 プレミネント配合錠ＬＤ

ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 クレストール錠2.5ｍｇ

ロスバスタチン錠５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 クレストール錠5ｍｇ

ロペラミド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッドエーザイ ロペミンカプセル1ｍｇ

塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「ＳＫＫ」 エルメッドエーザイ バップフォー錠10

球形吸着炭細粒「マイラン」 マイラン製薬 クレメジン細粒分包2ｇ

酸化マグネシウム細粒８３％「ヨシダ」　 吉田製薬 なし

当院採用ジェネリック医薬品一覧　内服薬（142品目）　　　　　2019.7.20



薬品名 販売会社 先発薬品

ＭＳ温シップ「タイホウ」　 大鵬薬品 なし

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ なし

アズノールうがい液４％　 日本新薬 なし

アズレン点眼液０．０２％「わかもと」５ｍＬ わかもと なし

アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「ＴＹＫ」 武田テバ薬品 カロナール坐剤200

アデフロニックゲル１％ テバ製薬 ボルタレンゲル1％

アデフロニックズポ２５　２５ｍｇ テバ製薬 ボルタレンサポ25ｍｇ

アデフロニックズポ５０　５０ｍｇ テバ製薬 ボルタレンサポ50ｍｇ

アネトカインゼリー２％ 小林化工 なし

アンフラベート０．０５％軟膏 佐藤製薬 アンテベート軟膏0.05％

オフサロン点眼液　５ｍＬ わかもと なし

カリーユニ点眼液０．００５％５ｍＬ 参天製薬 なし

キシロカインポンプスプレー８％ アストラゼネカ なし

クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５％「テイコク」 日医工 キンダベート軟膏0.05％

クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「ファイザー」１００ｍｇ５ｍＬ ファイザー インタール点眼液2％

ケンエーＧ浣腸液５０％　６０ｍＬ 健栄製薬 グリセリン浣腸50％｢東豊」

ケンエーアクリノール液０．１　０．１％ 健栄製薬 なし

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「タイヨー」１ｍｇ テバ製薬 ゲンタシン軟膏0.1％

シアノコバラミン点眼液０．０２％「日点」５ｍＬ 日本点眼薬研究所 サンコバ点眼液0.02％

ジフロラゾン酢酸エステル軟膏０．０５％「ＹＤ」 陽進堂 ダイアコート軟膏0.05％

スクロードパスタ（100g/本） 共和薬工 ユーパスタコーワ軟膏

スミルスチック３％（40ｇ/本） 大正富山医薬品 ナパゲルン軟膏3％

スミルローション３％ 三笠製薬 ナパゲルンローション3％

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 丸石製薬 セボフレン吸入麻酔液

セルスポットパップ７０ｍｇ　１０ｃｍ×１４ｃｍ 大鵬薬品 セルタッチパップ70

チモロール点眼液Ｔ０．５％ 日東メディック チモプトール点眼液0.5％

ツロブテロールテープ２ｍｇ｢ｻﾜｲ」 沢井製薬 ホクナリンテープ2ｍｇ

ティアバランス点眼液０．１％　５ｍＬ 武田薬品 ヒアレイン点眼液0.1％

デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ/ｇ　０．１％ 日本化薬 アフタゾロン口腔用軟膏0.1％

ドンペリドン坐剤３０ｍｇ「日新」 日新（山形） ナウゼリン坐剤30ｍｇ
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ネオヨジンスクラブ７．５％ 岩城製薬 イソジンスクラブ7.5％

ネオヨジン外用液１０％ 岩城製薬 イソジン液10％

ネリザ軟膏 ジェイドルフ製薬 ネリプロクト坐剤

ハイポエタノール液２％「ニッコー」 丸石製薬 なし

ハオプラ点眼液０．１％ 日本点眼薬研究所 ニフラン点眼液0.1％

ビダラビン軟膏３％「ＳＷ」 日医工 アラセナ-Ａ軟膏3％

フェンタニルクエン酸塩１日用テープ１ｍｇ「第一三共」 第一三共 フェントステープ1ｍｇ

フェンタニルクエン酸塩１日用テープ４ｍｇ「第一三共」 第一三共 フェントステープ4ｍｇ

フルチカゾンプロピオン酸エステル５０日医工５６　４．０８ｍｇ 日医工 フルナーゼ点鼻液50μｇ56噴霧用

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日本臓器」 日本臓器 ヒルドイドフォーム0.3％

ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」 持田製薬株式会社 ヒルドイドクリーム0.3％

ヘモレックス軟膏 ジェイドルフ製薬 プロクトセディル軟膏

ポピヨドンゲル１０％ 吉田製薬 イソジンゲル10％

ボンフェナック坐剤１２．５　１２．５ｍｇ ゼリア新薬 ボルタレンサポ12.5ｍｇ

マスキン液（５Ｗ／Ｖ％）５％ 丸石製薬 5％ヒビテン液

ラタノプロスト点眼液０．００５％「サワイ」 沢井製薬 キサラタン点眼液0.005％

レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２５％「三和」 三和化学 リボスチン点眼0.025％

レボフロキサシン点眼液０．５％「杏林」　5ｍＬ 杏林製薬 クラビット点眼液0.5％

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＥＥ」１０ｃｍ×１４ｃｍ エーザイ株式会社 ロキソニンテープ100ｍｇ

消毒用エタプロコール 丸石製薬 消毒用エタノールＢ液「ケンエー」

硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッドエーザイ フランドルテープ40ｍｇ
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１％プロポフォール注「マルイシ」　２００ｍｇ２０ｍＬ 丸石製薬 1％ディプリバン

ＦＡＤ注１０ｍｇ「わかもと」 わかもと なし

ＫＣＬ注１０ｍＥｑキット「テルモ」　１モル１０ｍＬ テルモ なし

ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液　５００ｍＬ 陽進堂 なし

ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液　５００ｍＬ 陽進堂 なし

アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇバッグ１００ｍＬ「アイロム」 共和クリティケア なし

アミファーゲンＰ注２０ｍＬ ケミックス なし

アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「サワイ」　２ｍＬ 沢井製薬 リプル注5μｇ1ｍｌ

イセパマイシン硫酸塩注射液４００ｍｇ「日医工」　２ｍＬ 日医工 エクサシン注射液400

インスリン　グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」　３００単位 日本イーライリリー ランタス注ソロスター

イントラリポス輸液２０％　１００ｍＬ 大塚製薬 なし

エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「サワイ」　１００ｍＬ 沢井製薬 ラジカット点滴静注バッグ30ｍｇ　100ｍｌ

オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ「テバ」　２０ｍＬ テバ製薬 エルプラット点滴静注液100ｍｇ

オクトレオチド皮下注１００μｇ「あすか」　１ｍＬ 武田薬品 サンドスタチン皮下注用100μｇ

オザグレルＮａ注射液８０ｍｇバッグ「サワイ」　２００ｍＬ 沢井製薬 なし

カタボンＨｉ注６００ｍｇ　０．３％２００ｍＬ テバ製薬 なし

カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ静注１００ｍｇ日医工０．５％２０ｍＬ 日医工 アドナ注（静脈用）100ｍｇ

カンレノ酸カリウム静注用１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 ソルダクトン静注用100ｍｇ

グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ／５０ｍＬ「テバ」 テバ製薬 なし

グルアセト３５注　５００ｍＬ ニプロ フィジオ35輸液

ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ＴＹＫ」 テバ製薬 ジェムザール注射用1ｇ

ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ＴＹＫ」 テバ製薬 ジェムザール注射用200ｍｇ

ザルソロイチン静注１０ｍＬ 日医工 なし

シスプラチン点滴静注液１０ｍｇ「ファイザー」　２０ｍＬ ファイザー ランダ注10ｍｇ/20ｍｌ

シスプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ファイザー」　１００ｍＬ ファイザー ランダ注50ｍｇ/100ｍｌ

シプロフロキサシンＤＵ点滴静注３００ｍｇ／２５０ｍＬ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ なし

セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグオーツカ　生食１００ｍＬ付 大塚製薬 セファメジンα点滴用キット1ｇ

セフォセフ静注用１ｇ 沢井製薬 スルペラゾン静注用1ｇ

セフトリアキソンナトリウム点滴用１ｇファイザー　生食１００ｍＬ付 ファイザー ロエフィン点滴静注用1ｇバッグ

セフメタゾールナトリウム静注用１ｇ「日医工」 日医工 セフメタゾン静注用1ｇ
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タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」　４．５ｇ ニプロ株式会社 ゾシン静注用4.5

チエペネム点滴静注用０．５ｇ　５００ｍｇ 日本ケミファ チエナム点滴静注用0.5ｇ

テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「日医工」 日医工 注射用タゴシッド200ｍｇ

ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／２ｍＬ「ホスピーラ」 ﾎｽﾋﾟｰﾗ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 タキソテール点滴静注用20ｍｇ

トラネキサム酸注２５０ｍｇ／５ｍＬ「日新」　５％ 日新（山形） なし

ナイロジン注　１０ｍＬ イセイ なし

ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「サワイ」　２ｍＬ 沢井製薬 ペルジピン注射液2ｍｇ

パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ＮＫ」 日本化薬 タキソテール注射液100ｍｇ

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5

ヒシセオール配合点滴静注　２００ｍＬ ニプロ グリセオール注

ピリドキサール注３０ｍｇ「杏林」 杏林製薬 なし

フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「テバ」　０．３ｍＬ テバ製薬 グランシリンジ75

フェンタニル注射液０．１ｍｇ「ヤンセン」　０．００５％２ｍＬ ヤンセンファーマ フェンタニル注射液0.1ｍｇ「第一三共」

フェンタニル注射液０．５ｍｇ「ヤンセン」　０．００５％１０ｍＬ ヤンセンファーマ なし

ブドウ糖注５％シリンジ「ＮＰ」　２０ｍＬ ニプロ なし

フルコナゾール静注液１００ｍｇ「サワイ」　０．２％５０ｍＬ 沢井製薬 ジフルカン静注液100ｍｇ

フロセミド注２０ｍｇ「武田テバ」 武田薬品 なし

ヘパリンＮａロック１００Ｕ／ｍＬシリンジオーツカ５ｍＬ　５００Ｕ 大塚製薬 なし

ミダゾラム注射液１０ｍｇ「テバ」　２ｍＬ 武田テバファーマ ドルミカム注射液10ｍｇ

ミネリック－５配合点滴静注シリンジ　２ｍＬ 沢井製薬 エレメンミック注キット

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 ミノマイシン点滴静注用100ｍｇ

メトクロプラミド注１０ｍｇ「テバ」　０．５％２ｍＬ 武田薬品 プリンペラン注射液10ｍｇ

メロペネム点滴静注バッグ０．５ｇＮＰ　５００ｍｇ生食１００ｍＬ付 ニプロファーマ メロペン点滴用キット0.5ｇ

リドカイン塩酸塩注射液１％「ファイザー」　５ｍＬ ファイザー なし

レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 アイソボリン点滴静注用100ｍｇ

レボホリナート点滴静注用２５「オーハラ」　２５ｍｇ 大原薬品工業 アイソボリン点滴静注用25ｍｇ

レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」 第一三共 アルチバ静注用2ｍｇ

大塚生食注２ポート１００ｍＬ 大塚製薬 なし

注射用ソル・メルコート５００　５００ｍｇ（溶解液付） 富士製薬工業 ソル・メドロール静注用500ｍｇ

注射用ナファモスタット１０「ＭＥＥＫ」　１０ｍｇ 小林化工 注射用フサン10
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