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1115 静脈麻酔 【注】 ラボナール注射用0.5g チオペンタールナトリウム
1119 吸入麻酔 《外》 スープレン吸入麻酔液 デスフルラン
1119 吸入麻酔 《外》 セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」（250mL） セボフルラン
1119 吸入麻酔 《外》 フォーレン吸入麻酔液（250mL） イソフルラン
1119 静脈麻酔 【注】 1％ディプリバン注-キット プロポフォール
1119 静脈麻酔 【注】 1％プロポフォール注「マルイシ」（100mL） プロポフォール
1119 静脈麻酔 【注】 1％プロポフォール注「マルイシ」（20mL） プロポフォール
1119 静脈麻酔 【注】 1％プロポフォール注「マルイシ」（50mL） プロポフォール
1119 静脈麻酔 【注】 ドロレプタン注射液25mg ドロペリドール
1119 麻薬 【注】 ケタラール筋注用500mg ケタミン塩酸塩
1119 麻薬 【注】 ケタラール静注用50mg ケタミン塩酸塩
1123 その他の睡眠薬 《外》 エスクレ坐剤「250mg」 抱水クロラール
1123 その他の睡眠薬 《外》 エスクレ坐剤「500mg」 抱水クロラール
1124 抗不安（中間型ＢＺ）高力価 （内） ソラナックス0.4mg錠 アルプラゾラム
1124 抗不安（中間型ＢＺ）高力価 （内） ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 ロラゼパム
1124 抗不安（中間型ＢＺ）高力価 （内） ロラゼパム錠1.0mg「サワイ」 ロラゼパム
1124 抗不安（中間型ＢＺ）中力価 《外》 セニラン坐剤3mg ブロマゼパム
1124 抗不安（中間型ＢＺ）中力価 （内） レキソタン錠2 ブロマゼパム
1124 抗不安（中間型ＢＺ）中力価 （内） レキソタン錠5 ブロマゼパム
1124 抗不安（長時間ＢＺ）中力価 （内） 2mgセルシン錠 ジアゼパム
1124 抗不安（長時間ＢＺ）中力価 （内） 5mgセルシン錠 ジアゼパム
1124 抗不安（長時間ＢＺ）中力価 （内） セパゾン錠1 クロキサゾラム
1124 抗不安（長時間ＢＺ）中力価 （内） セパゾン錠2 クロキサゾラム
1124 抗不安（長時間ＢＺ）中力価 （内） セルシンシロップ0.1％ ジアゼパム
1124 抗不安（長時間ＢＺ）中力価 （内） セルシン散1％ ジアゼパム
1124 抗不安（長時間ＢＺ）中力価 【注】 セルシン注射液10mg ジアゼパム
1124 抗不安（超長時間ＢＺ）高力価 （内） メイラックス細粒1％ ロフラゼプ酸エチル
1124 抗不安（超長時間ＢＺ）高力価 （内） メイラックス錠1mg ロフラゼプ酸エチル
1124 自律神経調整薬 （内） グランダキシン錠50 トフィソパム
1124 睡眠薬（短時間BZ） （内） エバミール錠1.0 ロルメタゼパム
1124 睡眠薬（短時間BZ） （内） ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 ブロチゾラム
1124 睡眠薬（中間型BZ） （内） サイレース錠1mg フルニトラゼパム
1124 睡眠薬（中間型BZ） （内） サイレース錠2mg フルニトラゼパム
1124 睡眠薬（中間型BZ） （内） ベンザリン細粒1％ ニトラゼパム
1124 睡眠薬（中間型BZ） （内） ベンザリン錠10 ニトラゼパム
1124 睡眠薬（中間型BZ） （内） ベンザリン錠5 ニトラゼパム
1124 睡眠薬（中間型BZ） （内） ユーロジン2mg錠 エスタゾラム
1124 睡眠薬（長時間BZ） （内） ドラール錠15 クアゼパム
1124 睡眠薬（超短時間BZ） （内） ハルシオン錠0.25mg トリアゾラム
1124 てんかん（BZ） 《外》 ダイアップ坐剤10 ジアゼパム
1124 てんかん（BZ） 《外》 ダイアップ坐剤4 ジアゼパム
1124 てんかん（BZ） 《外》 ダイアップ坐剤6 ジアゼパム
1124 麻酔導入時等 【注】 サイレース静注2mg フルニトラゼパム
1124 麻酔導入時等 【注】 ミダゾラム注射液10mg「テバ」 ミダゾラム
1125 バルビツール酸系 （内） フェノバールエリキシル0.4％ フェノバルビタール
1125 バルビツール酸系 （内） フェノバール散10％ フェノバルビタール
1125 バルビツール酸系 （内） フェノバール錠30mg フェノバルビタール
1125 バルビツール酸系 【注】 フェノバール注射液100mg フェノバルビタール
1125 バルビツール酸系 《外》 ワコビタール坐剤100 フェノバルビタール
1125 バルビツール酸系 《外》 ワコビタール坐剤30 フェノバルビタール
1125 バルビツール酸系 【注】 注射用アイオナール・ナトリウム（0.2） セコバルビタール
1126 てんかん（抗てんかん・鎮静） （内） 臭化カリウム「ヤマゼン」 臭化カリウム
1129 抗不安（非ＢＺ：5HT1A作動） （内） セディール錠10mg タンドスピロン
1129 抗不安（非ＢＺ：5HT1A作動） （内） セディール錠20mg タンドスピロン
1129 手術、処置時、人工呼吸での鎮静 【注】 プレセデックス静注液200μg「ファイザー」 デクスメデトミジン
1129 睡眠薬（短時間BZ） （内） リスミー錠2mg リルマザホン塩酸塩水和物
1129 睡眠薬（超短時間非BZ） （内） ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 ゾルピデム酒石酸塩
1129 睡眠薬（超短時間非BZ） （内） ルネスタ錠1mg エスゾピクロン
1129 睡眠薬（超短時間非BZ） （内） ルネスタ錠2mg エスゾピクロン
1129 その他の睡眠薬 （内） トリクロリールシロップ10％ トリクロホスナトリウム
1132 てんかん（ヒダントイン） （内） アレビアチン散10％ フェニトイン
1132 てんかん（ヒダントイン） （内） アレビアチン錠100mg フェニトイン
1132 てんかん（ヒダントイン） 【注】 アレビアチン注250mg フェニトイン
1132 てんかん（ヒダントイン） （内） ヒダントール錠25mg フェニトイン
1132 てんかん（ヒダントイン） 【注】 ホストイン静注750mg ホスフェニトインナトリウム
1135 てんかん（バルビツール酸系） （内） プリミドン細粒99.5％「日医工」 プリミドン
1137 てんかん（スルホンアミド） （内） オスポロット錠200mg スルチアム
1139 てんかん （内） ガバペン錠200mg ガバペンチン
1139 臨時 てんかん （内） ガバペンシロップ5％ ガバペンチン
1139 てんかん （内） サブリル散分包500mg ビガバトリン
1139 てんかん （内） トピナ錠25mg トピラマート
1139 てんかん （内） トピナ錠50mg トピラマート
1139 てんかん （内） ビムパット錠50mg ラコサミド
1139 てんかん（AMPAR拮抗） （内） フィコンパ錠2mg ペランパネル
1139 てんかん（BZ） （内） マイスタン細粒1％ クロバザム
1139 てんかん（BZ） （内） マイスタン錠5mg クロバザム
1139 てんかん（BZ） 【注】 ミダフレッサ静注0.1% ミダゾラム
1139 てんかん（BZ） （内） ランドセン錠0.5mg クロナゼパム
1139 てんかん（BZ） （内） リボトリール細粒0.1％ クロナゼパム
1139 臨時 てんかん（αエチレンアルコール） （内） ディアコミットカプセル250mg スチリペントール
1139 てんかん（αエチレンアルコール） （内） ディアコミットドライシロップ分包250mg スチリペントール
1139 てんかん（イミノスチルベン） （内） テグレトール細粒50％ カルバマゼピン
1139 てんかん（イミノスチルベン） （内） テグレトール錠100mg カルバマゼピン
1139 てんかん（イミノスチルベン） （内） テグレトール錠200mg カルバマゼピン
1139 てんかん（スクシミド） （内） エピレオプチマル散50％ エトスクシミド
1139 てんかん（スクシミド） （内） ザロンチンシロップ5％ エトスクシミド
1139 てんかん（トリアジン） （内） イノベロン100mg ルフィナミド



薬
効

採
用

特記
剤
形

項目名称 一般名

1139 てんかん（トリアジン） （内） ラミクタール錠100mg ラモトリギン
1139 てんかん（トリアジン） （内） ラミクタール錠25mg ラモトリギン
1139 てんかん（トリアジン） （内） ラミクタール錠小児用2mg ラモトリギン
1139 てんかん（トリアジン） （内） ラミクタール錠小児用5mg ラモトリギン
1139 臨時 てんかん（バルビツール酸系） 【注】 ノーベルバール静注用250mg フェノバルビタールナトリウム
1139 てんかん（ピロリドン） （内） イーケプラ錠250mg レベチラセタム
1139 てんかん（ピロリドン） 【注】 イーケプラ点滴静注500mg レベチラセタム
1139 てんかん（ピロリドン） （内） イーケプラドライシロップ50％ レベチラセタム
1139 てんかん（分子脂肪酸） （内） セレニカR顆粒40％ バルプロ酸ナトリウム　徐放
1139 てんかん（分子脂肪酸） （内） デパケンR錠100 バルプロ酸ナトリウム　徐放
1139 てんかん（分子脂肪酸） （内） デパケンR錠200 バルプロ酸ナトリウム　徐放
1139 てんかん（分子脂肪酸） （内） デパケンシロップ5％ バルプロ酸ナトリウム
1139 てんかん（分子脂肪酸） （内） デパケン細粒40％ バルプロ酸ナトリウム
1139 てんかん（分子脂肪酸） （内） デパケン錠200 バルプロ酸ナトリウム
1139 てんかん（分子脂肪酸） （内） バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」 バルプロ酸ナトリウム
1139 てんかん（ベンズイソキサゾール） （内） エクセグラン散20％ ゾニサミド
1139 てんかん（ベンズイソキサゾール） （内） エクセグラン錠100mg ゾニサミド
1141 解熱鎮痛（アセトアミノフェン） 【注】 アセリオ静注液1000mgバッグ アセトアミノフェン
1141 解熱鎮痛（アセトアミノフェン） 《外》 アルピニー坐剤100 アセトアミノフェン
1141 解熱鎮痛（アセトアミノフェン） 《外》 アルピニー坐剤200 アセトアミノフェン
1141 解熱鎮痛（アセトアミノフェン） 《外》 アンヒバ坐剤小児用50mg アセトアミノフェン
1141 解熱鎮痛（アセトアミノフェン） （内） カロナール細粒20％ アセトアミノフェン
1141 解熱鎮痛（アセトアミノフェン） （内） カロナール錠200 アセトアミノフェン
1141 解熱鎮痛（アセトアミノフェン） （内） カロナール錠500 アセトアミノフェン
1141 解熱鎮痛（サリチル酸） （内） ポンタールシロップ3.25％ メフェナム酸
1143 解熱鎮痛（サリチル酸） （内） アスピリン原末「マルイシ」 アスピリン
1144 解熱鎮痛（ピラゾロン） 【注】 メチロン注25％ スルピリン
1147 解熱鎮痛（フェニル酢酸） 《外》 ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 ジクロフェナクナトリウム
1147 解熱鎮痛（フェニル酢酸） 《外》 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 ジクロフェナクナトリウム
1147 解熱鎮痛（フェニル酢酸） （内） ボルタレンSRカプセル37.5mg ジクロフェナクナトリウム徐放
1147 解熱鎮痛（フェニル酢酸） （内） ボルタレン錠25mg ジクロフェナクナトリウム
1149 局所麻酔薬（局所鎮痛） 【注】 ネオビタカイン注シリンジ（5mL） ジブカイン/サリチル酸ナトリウム
1149 解熱鎮痛（インドール酢酸） （内） クリノリル錠100 スリンダク
1149 解熱鎮痛（その他） 【注】 ノイロトロピン注3.6単位（3mL） ﾜｸｼﾆｱｳｲﾙｽ接種家兎炎症皮膚抽出液
1149 解熱鎮痛（その他） （内） ノイロトロピン錠4単位 ﾜｸｼﾆｱｳｲﾙｽ接種家兎炎症皮膚抽出液
1149 解熱鎮痛（中性） （内） セレコックス錠100mg セレコキシブ
1149 解熱鎮痛（トラマドール） （内） トラマールOD錠25mg トラマドール塩酸塩
1149 解熱鎮痛（トラマドール） （内） ワントラム錠100mg トラマドール塩酸塩
1149 解熱鎮痛（配合剤） （内） トラムセット配合錠 トラマドール37.5/アセトアミノフェン325
1149 臨時 解熱鎮痛（ピラノ酢酸） （内） ハイペン錠200mg エトドラク
1149 解熱鎮痛（プロピオン酸） （内） ナイキサン錠100mg ナプロキセン
1149 解熱鎮痛（プロピオン酸） （内） ロキソニン細粒10％ ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149 解熱鎮痛（プロピオン酸） （内） ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 ロキソプロフェンナトリウム水和物
1149 解熱鎮痛（プロピオン酸） 【注】 ロピオン注50mg（5mL） フルルビプロフェンアキセチル
1149 非麻薬性オピオイド 【注】 ソセゴン注射液15mg ペンタゾシン
1149 非麻薬性オピオイド 【注】 レペタン注0.2mg ブプレノルフィン
1161 パーキンソン（ドパミン遊離促進） （内） シンメトレル錠50mg アマンタジン
1162 パーキンソン（抗コリン） 【注】 アキネトン注射液5mg ビペリデン
1162 パーキンソン（抗コリン） （内） アキネトン細粒1％ ビペリデン
1162 パーキンソン（抗コリン） （内） アキネトン錠1mg ビペリデン
1164 臨時 パーキンソン（レボドパ含有） （内） ドパストン散98.5％ レボドパ
1164 臨時 パーキンソン（レボドパ含有） 【注】 ドパストン静注25mg レボドパ
1169 パーキンソン（MAO-B阻害薬） （内） エフピーOD錠2.5 セレギリン
1169 パーキンソン（NA前駆物質） （内） ドプスOD錠100mg ドロキシドパ
1169 パーキンソン（NA前駆物質） （内） ドプスOD錠200mg ドロキシドパ
1169 パーキンソン（アデノシンA2A拮抗） （内） ノウリアスト錠20mg イストラデフィリン
1169 パーキンソン（抗コリン） （内） アーテン散1％ トリヘキシフェニジル
1169 パーキンソン（抗コリン） （内） アーテン錠（2mg） トリヘキシフェニジル
1169 パーキンソン（ドパミン作動：麦角） （内） カバサール錠1.0mg カベルゴリン
1169 パーキンソン（ドパミン作動：麦角） （内） パーロデル錠2.5mg ブロモクリプチン
1169 パーキンソン（ドパミン作動：麦角） （内） ペルマックス錠250μg ペルゴリド
1169 臨時 パーキンソン（ドパミン作動：麦角） （内） ペルマックス錠50μg ペルゴリド
1169 パーキンソン（ドパミン作動：非麦角） 【注】 アポカイン皮下注30mg アポモルヒネ
1169 パーキンソン（ドパミン作動：非麦角） 《外》 ニュープロパッチ4.5mg ロチゴチン
1169 パーキンソン（ドパミン作動：非麦角） （内） ビ・シフロール錠0.5mg プラミペキソール
1169 パーキンソン（ドパミン作動：非麦角） （内） ミラペックスLA錠1.5mg プラミペキソール　徐放
1169 パーキンソン（ドパミン作動：非麦角） （内） レキップCR錠2mg ロピニロール　徐放
1169 パーキンソン（ドパミン代謝賦活薬） （内） トレリーフOD錠25mg ゾニサミド
1169 パーキンソン（末梢COMT阻害） （内） コムタン錠100mg エンタカポン
1169 パーキンソン（レボドパ含有） （内） スタレボ配合錠L100 レボドパ/カルビドパ/エンタカポン
1169 パーキンソン（レボドパ含有） （内） ドパコール配合錠Ｌ100 レボドパ/カルビドパ
1169 パーキンソン（レボドパ含有） （内） ネオドパゾール配合錠 レボドパ/ベンセラジド
1171 フェノチアジン系 （内） ウインタミン細粒（10％） クロルプロマジン
1171 フェノチアジン系 （内） コントミン糖衣錠12.5mg クロルプロマジン
1171 フェノチアジン系 【注】 コントミン筋注10mg クロルプロマジン
1171 フェノチアジン系 （内） コントミン糖衣錠25mg クロルプロマジン
1171 フェノチアジン系 （内） コントミン糖衣錠50mg クロルプロマジン
1172 フェノチアジン系 （内） ニューレプチル細粒10％ プロペリシアジン
1172 フェノチアジン系 （内） ニューレプチル錠25mg プロペリシアジン
1172 フェノチアジン系 （内） ニューレプチル錠5mg プロペリシアジン
1172 フェノチアジン系 【注】 ノバミン筋注5mg プロクロルペラジン
1172 フェノチアジン系 （内） ノバミン錠5mg プロクロルペラジン
1172 フェノチアジン系 （内） ピーゼットシー糖衣錠2mg ペルフェナジン
1172 フェノチアジン系 【注】 ヒルナミン筋注25mg レボメプロマジン
1172 フェノチアジン系 （内） ヒルナミン細粒10％ レボメプロマジン
1172 フェノチアジン系 （内） ヒルナミン錠（25mg） レボメプロマジン
1172 フェノチアジン系 （内） ヒルナミン錠（50mg） レボメプロマジン
1172 フェノチアジン系 （内） ヒルナミン錠（5mg） レボメプロマジン
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1172 フェノチアジン系 【注】 フルデカシン筋注25mg フルフェナジン
1172 フェノチアジン系 （内） フルメジン糖衣錠（1） フルフェナジン
1174 うつ（三環系） 【注】 アナフラニール点滴静注液25mg クロミプラミン
1174 うつ、遺尿症（三環系） （内） トフラニール錠10mg イミプラミン
1174 うつ、遺尿症（三環系） （内） トフラニール錠25mg イミプラミン
1174 うつ、遺尿症等（三環系） （内） アナフラニール錠25mg クロミプラミン
1179 AD/HD （内） コンサータ錠18mg メチルフェニデート
1179 AD/HD （内） ストラテラカプセル10mg アトモキセチン
1179 AD/HD （内） ストラテラカプセル5mg アトモキセチン
1179 うつ（NaSSA） （内） リフレックス錠15mg ミルタザピン
1179 うつ（SNRI） （内） イフェクサーSRカプセル37.5mg ベンラファキシン　徐放
1179 うつ（SNRI） （内） トレドミン錠25mg ミルナシプラン
1179 うつ（SSRI） （内） ジェイゾロフトOD錠25mg セルトラリン
1179 うつ（SSRI） （内） パキシルCR錠12.5mg パロキセチン
1179 うつ（SSRI） （内） パキシルCR錠25mg パロキセチン
1179 うつ（SSRI） （内） ルボックス錠25mg フルボキサミン
1179 うつ（SSRI） （内） ルボックス錠50mg フルボキサミン
1179 うつ（SSRI） （内） レクサプロ錠10mg エスシタロプラム
1179 うつ（三環系） （内） アモキサンカプセル25mg アモキサピン
1179 うつ（三環系） （内） ノリトレン錠25mg ノルトリプチリン
1179 臨時 うつ（三環系） （内） プロチアデン錠25 ドスレピン
1179 うつ（トリアゾロピリジン系） （内） トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 トラゾドン
1179 うつ（トリアゾロピリジン系） （内） トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」 トラゾドン
1179 うつ（四環系） （内） テシプール錠1mg セチプチリン
1179 うつ（四環系） （内） テトラミド錠10mg ミアンセリン
1179 うつ（四環系） （内） テトラミド錠30mg ミアンセリン
1179 うつ（四環系） （内） ルジオミール錠10mg マプロチリン
1179 うつ（四環系） （内） ルジオミール錠25mg マプロチリン
1179 うつ、線維筋痛症（SNRI） （内） サインバルタカプセル20mg デュロキセチン
1179 うつ、夜尿症（三環系） （内） トリプタノール錠10 アミトリプチリン
1179 うつ、夜尿症（三環系） （内） トリプタノール錠25 アミトリプチリン
1179 抗不安（短時間ＢＺ）高力価 （内） エチゾラム錠0.5mg「JG」 エチゾラム
1179 抗不安（短時間ＢＺ）高力価 （内） エチゾラム錠1mg「JG」 エチゾラム
1179 抗不安（短時間ＢＺ）高力価 （内） デパス細粒1％ エチゾラム
1179 抗不安（短時間ＢＺ）低力価 （内） リーゼ錠5mg クロチアゼパム
1179 抗不安（非BZ） （内） アタラックス-Pカプセル25mg ヒドロキシジンパモ酸塩
1179 抗不安（非BZ） 【注】 アタラックス-P注射液（25mg/mL） ヒドロキシジン
1179 抗不安（非BZ） 【注】 アタラックス-P注射液（50mg/mL） ヒドロキシジン
1179 抗不安（非BZ） （内） アタラックス錠10mg ヒドロキシジン
1179 躁病 （内） リーマス錠100 炭酸リチウム
1179 躁病 （内） リーマス錠200 炭酸リチウム
1179 第二世代（DSA） （内） ロナセン錠4mg ブロナンセリン
1179 第二世代（MARTA） （内） クロザリル錠25mg クロザピン
1179 第二世代（MARTA） （内） シクレスト舌下錠5mg アセナピン
1179 臨時 第二世代（MARTA） 【注】 ジプレキサ筋注用10mg オランザピン
1179 第二世代（MARTA） （内） ジプレキサザイディス錠2.5mg オランザピン
1179 第二世代（MARTA） （内） ジプレキサザイディス錠5mg オランザピン
1179 第二世代（MARTA） （内） ジプレキサ細粒1％ オランザピン
1179 第二世代（MARTA） （内） セロクエル100mg錠 クエチアピン
1179 第二世代（MARTA） （内） セロクエル200mg錠 クエチアピン
1179 第二世代（MARTA） （内） セロクエル25mg錠 クエチアピン
1179 第二世代（MARTA） （内） セロクエル細粒50％ クエチアピン
1179 第二世代（SDA） （内） インヴェガ錠3mg パリペリドン
1179 第二世代（SDA） （内） リスパダールOD錠1mg リスペリドン
1179 第二世代（SDA） （内） リスパダールOD錠2mg リスペリドン
1179 第二世代（SDA） 【注】 リスパダールコンスタ筋注用25mg リスペリドン
1179 第二世代（SDA） 【注】 リスパダールコンスタ筋注用50mg リスペリドン
1179 第二世代（SDA） （内） リスパダール内用液1mg/mL（0.5mL分包品） リスペリドン
1179 第二世代（SDA） （内） リスパダール内用液1mg/mL（1mL分包品） リスペリドン
1179 第二世代（SDA） （内） リスパダール内用液1mg/mL（2mL分包品） リスペリドン
1179 第二世代（SDA） （内） ルーラン錠4mg ペロスピロン
1179 第二世代（SDA） （内） ルーラン錠8mg ペロスピロン
1179 統合失調症（イミノジベンジル系） （内） クレミン錠25mg モサプラミン
1179 統合失調症（チエピン系） （内） ロドピン細粒10％ ゾテピン
1179 統合失調症（チエピン系） （内） ロドピン錠100mg ゾテピン
1179 統合失調症（チエピン系） （内） ロドピン錠25mg ゾテピン
1179 統合失調症（チエピン系） （内） ロドピン錠50mg ゾテピン
1179 統合失調症（ブチロフェノン系） （内） インプロメン錠1mg ブロムペリドール
1179 統合失調症（ブチロフェノン系） 【注】 ハロマンス注50mg ハロペリドールデカン酸エステル
1179 ドパミンD2部分作動薬 （内） エビリファイ錠6mg アリピプラゾール
1179 ドパミンD2部分作動薬 （内） エビリファイ内用液0.1％（3mL） アリピプラゾール
1179 ナルコレプシー （内） リタリン錠10mg メチルフェニデート
1179 ブチロフェノン系 （内） セレネース細粒1％ ハロペリドール
1179 ブチロフェノン系 （内） セレネース錠0.75mg ハロペリドール
1179 ブチロフェノン系 （内） セレネース錠1.5mg ハロペリドール
1179 ブチロフェノン系 （内） セレネース錠1mg ハロペリドール
1179 ブチロフェノン系 （内） セレネース錠3mg ハロペリドール
1179 ブチロフェノン系 【注】 セレネース注5mg ハロペリドール
1179 臨時 ベンザミド系 （内） バルネチール錠200mg スルトプリド
1180 総合感冒剤 （内） PL配合顆粒 ｻﾘﾁﾙｱﾐﾄﾞ/ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ等
1190 臨時 ALS （内） リルゾール錠50mg「AA」 リルゾール
1190 アルツハイマー治療 （内） アリセプトD錠3mg ドネペジル
1190 アルツハイマー治療 （内） アリセプトD錠5mg ドネペジル
1190 アルツハイマー治療 （内） メマリーOD錠20mg メマンチン
1190 アルツハイマー治療 （内） メマリーOD錠5mg メマンチン
1190 アルツハイマー治療 《外》 リバスタッチパッチ13.5mg リバスチグミン
1190 アルツハイマー治療 《外》 リバスタッチパッチ18mg リバスチグミン
1190 アルツハイマー治療 《外》 リバスタッチパッチ4.5mg リバスチグミン
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1190 アルツハイマー治療 《外》 リバスタッチパッチ9mg リバスチグミン
1190 アルツハイマー治療 （内） レミニールOD錠4mg ガランタミン
1190 アルツハイマー治療 （内） レミニールOD錠8mg ガランタミン
1190 オレキシンR拮抗薬 （内） ベルソムラ錠15mg スボレキサント
1190 オレキシンR拮抗薬 （内） ベルソムラ錠20mg スボレキサント
1190 脊髄小脳変性症 （内） セレジストOD錠5mg タルチレリン
1190 臨時 多発性硬化症 （内） テクフィデラカプセル120mg フマル酸ジメチル
1190 臨時 多発性硬化症 （内） テクフィデラカプセル240mg フマル酸ジメチル
1190 鎮痛（電位依存性Caチャネル） （内） リリカOD錠75mg プレガバリン
1190 鎮痛（電位依存性Caチャネル） （内） リリカカOD錠25mg プレガバリン
1190 てんかん（ピロリドン） （内） ミオカーム内服液33.3％ ピラセタム
1190 透析、慢性肝疾患の掻痒症 （内） レミッチOD錠2.6μg ナルフラフィン
1190 ハンチントン病 （内） コレアジン錠12.5mg テトラベナジン
1190 ベンザミド系 （内） グラマリール錠25mg チアプリド
1190 メラトニンR作動薬 （内） ロゼレム錠8mg ラメルテオン
1190 ラジカル捕捉 【注】 エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」 エダラボン
1190 レストレスレッグス症候群 （内） レグナイト錠300mg ガバペンチンエナカルビル
1211 局所麻酔薬 【注】 テトカイン注用20mg「杏林」 テトラカイン
1211 局所麻酔薬 【注】 プロカイン塩酸塩注0.5％「トーワ」（1mL） プロカイン
1211 局所麻酔薬 【注】 ロカイン注（プロカイン塩酸塩注射液）2％（5mL） プロカイン
1214 局所麻酔薬 【注】 マーカイン注脊麻用0.5％高比重 ブピバカイン
1214 局所麻酔薬（硬膜外麻酔、伝達麻酔） 【注】 アナペイン注7.5mg/mL（10mL） ロピバカイン
1214 局所麻酔薬（術後鎮痛） 【注】 アナペイン注2mg/mL（100mL） ロピバカイン
1214 局所麻酔薬（術後鎮痛） 【注】 アナペイン注2mg/mL（10mL） ロピバカイン
1214 局所麻酔薬（術後鎮痛） 【注】 ポプスカイン0.25％注シリンジ25mg/10mL レボブピバカイン
1214 局所麻酔薬（術後鎮痛） 【注】 ポプスカイン0.25％注バッグ250mg/100mL レボブピバカイン
1214 局所麻酔薬（リドカイン） 《外》 エムラクリーム リドカイン/プロピトカイン
1214 局所麻酔薬（リドカイン） 《外》 キシロカインゼリー2％（30mL） リドカイン
1214 局所麻酔薬（リドカイン） 【注】 キシロカイン注ポリアンプ1％（10mL） リドカイン
1214 局所麻酔薬（リドカイン） 【注】 キシロカイン注ポリアンプ2％（10mL） リドカイン
1214 局所麻酔薬（リドカイン） 《外》 キシロカインビスカス2％（100mL） リドカイン
1214 局所麻酔薬（リドカイン） 《外》 キシロカインポンプスプレー8％（80g） リドカイン
1214 局所麻酔薬（リドカイン） 《外》 キシロカイン液「4％」（20mL） リドカイン
1214 局所麻酔薬（リドカイン） 【注】 ｷｼﾛｶｲﾝ注射液「0.5％」ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ（1:100,000）含有 リドカイン/アドレナリン
1214 局所麻酔薬（リドカイン） 【注】 ｷｼﾛｶｲﾝ注射液「1％」ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ（1:100,000）含有 リドカイン/アドレナリン
1214 局所麻酔薬（リドカイン） 《外》 リドカインテープ18mg「YP」 リドカイン
1214 局所麻酔薬（リドカイン） 【注】 静注用キシロカイン2％（5mL） リドカイン
1214 表面麻酔（眼科） 《外》 キシロカイン点眼液4％20mL リドカイン
1214 不整脈（Ⅰb）Na遮断 【注】 オリベス点滴用1％（200mL） リドカイン
1219 局所麻酔薬（胃炎、胃部不快感等） （内） ストロカイン錠5mg オキセサゼイン
1229 眼瞼痙攣、痙性斜頸、斜視等 【注】 ボトックス注用100単位 A型ボツリヌス毒素
1229 眼瞼痙攣、痙性斜頸、斜視等 【注】 ボトックス注用50単位 A型ボツリヌス毒素
1229 臨時 痙性斜頸 【注】 ナーブロック筋注2500単位 B型ボツリヌス毒素
1229 麻酔時、期間挿管時の筋弛緩 【注】 エスラックス静注50mg/5.0mL ロクロニウム
1229 末梢性筋弛緩（悪性症候群痙性麻痺等） （内） ダントリウムカプセル25mg ダントロレン
1229 末梢性筋弛緩（悪性症候群等） 【注】 ダントリウム静注用20mg ダントロレン
1231 抗ChE（重症筋無力症） （内） マイテラーゼ錠10mg アンベノニウム
1231 排尿障害等（抗ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ） （内） ウブレチド錠5mg ジスチグミン
1232 アセチルコリン受容体刺激 【注】 オビソート注射用0.1g 塩化アセチルコリン
1233 臨時 抗ChE（重症筋無力症、術後腸管麻痺等） 【注】 ワゴスチグミン注0.5mg（1mL） ネオスチグミン
1239 抗ChE（重症筋無力症） （内） メスチノン錠60mg ピリドスチグミン
1242 抗コリン（胃潰瘍、痙攣性疼痛等） 【注】 アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」（1mL） アトロピン
1242 抗コリン（胃潰瘍、痙攣性疼痛等） （内） ブスコパン錠10mg ブチルスコポラミン
1242 抗コリン（胃潰瘍、痙攣性疼痛等） 【注】 ブスコパン注20mg（1mL） ブチルスコポラミン
1243 鎮痙、排胆、血管拡張等 （内） パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」 パパベリン
1244 Mg補充 【注】 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL） 硫酸マグネシウム
1249 抗コリン（胃潰瘍、痙攣性疼痛等） （内） ダクチル錠50mg ピペリドレート
1249 抗コリン（胃潰瘍、痙攣性疼痛等） （内） ロートエキス散「ニッコー」 ロートエキス
1249 中枢性筋弛緩（痙性麻痺） 【注】 ギャバロン髄注0.005％（1mL） バクロフェン
1249 中枢性筋弛緩（痙性麻痺） 【注】 ギャバロン髄注0.05％（20mL） バクロフェン
1249 臨時 中枢性筋弛緩（痙性麻痺） 【注】 ギャバロン髄注0.2％（5mL） バクロフェン
1249 中枢性筋弛緩（痙性麻痺） （内） ギャバロン錠5mg バクロフェン
1249 中枢性筋弛緩（痙性麻痺、筋緊張） （内） テルネリン錠1mg チザニジン
1249 中枢性筋弛緩（痙性麻痺、筋緊張） （内） テルネリン顆粒0.2％ チザニジン
1249 中枢性筋弛緩（痙性麻痺、筋緊張） （内） ミオナール錠50mg エペリゾン
1249 鎮痙、排胆 （内） コスパノンカプセル40mg フロプロピオン
1311 散瞳 《外》 サイプレジン1％点眼液 シクロペントラート
1311 散瞳 《外》 ネオシネジンコーワ5％点眼液10mL フェニレフリン
1311 臨時 散瞳 《外》 ミドリンM点眼液0.4％ トロピカミド
1311 散瞳 《外》 日点アトロピン点眼液1％ アトロピン
1312 緑内障（副交感神経刺激） 《外》 サンピロ点眼液2％ ピロカルピン
1313 表面麻酔（眼科） 《外》 ベノキシール点眼液0.4％ オキシブプロカイン
1315 抗炎症（ステロイド） 《外》 サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1％ ベタメタゾン
1315 抗炎症（ステロイド） 《外》 フルメトロン点眼液0.02％ フルオロメトロン
1315 抗炎症（ステロイド） 《外》 フルメトロン点眼液0.1％ フルオロメトロン
1315 抗炎症（ステロイド） 《外》 リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1％ ベタメタゾン
1317 抗菌薬（アミノグリコシド） 《外》 パニマイシン点眼液0.3％ ジベカシン
1317 抗菌薬（セフェム） 《外》 ベストロン点眼用0.5％ セフメノキシム
1319 VB2補充 《外》 フラビタン眼軟膏0.1％ フラビンアデニンジヌクレオチド
1319 アレルギー 《外》 アレジオン点眼液0.05％ エピナスチン
1319 アレルギー 《外》 パタノール点眼液0.1％ オロパタジン
1319 角膜疾患 《外》 ヒアレイン点眼液0.1％ ヒアルロン酸ナトリウム
1319 加齢黄斑変性症治療薬 【注】 アイリーア硝子体内注射液40mg/mL アフリベルセプト
1319 加齢黄斑変性症治療薬 【注】 ビスダイン静注用15mg ベルテポルフィン
1319 臨時 加齢黄斑変性症治療薬 【注】 マクジェン硝子体内注射用キット0.3mg ペガプタニブナトリウム
1319 加齢黄斑変性症治療薬 【注】 ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL ラニビズマブ
1319 眼科手術補助剤 《外》 オペガン1.1眼粘弾剤1％ ヒアルロン酸
1319 眼科手術補助剤 《外》 オペガンハイ0.85眼粘弾剤1％ ヒアルロン酸
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1319 臨時 眼科手術補助剤 【注】 シェルガン0.5眼粘弾剤（2016.9～3ヶ月試用期間） ヒアルロン酸/コンドロイチン
1319 眼科手術補助剤 《外》 ヒーロン0.85眼粘弾剤1％ ヒアルロン酸
1319 眼科手術補助剤 《外》 ビスコート0.5眼粘弾剤 ヒアルロン酸
1319 眼科手術補助剤 【注】 マキュエイド眼注用40mg トリアムシノロンアセトニド
1319 臨時 眼内灌流液 《外》 オペガードMA眼灌流液 ブドウ糖・無機塩類配合剤
1319 臨時 眼内灌流液 【注】 ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%（バッグ） オキシグルタチオン眼灌流・洗浄液
1319 眼内灌流液 《外》 ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184％ オキシグルタチオン
1319 抗ウイルス薬 《外》 ゾビラックス眼軟膏3％ アシクロビル
1319 抗炎症（非ステロイド） 《外》 ブロナック点眼液0.1％ ブロムフェナクナトリウム
1319 抗菌薬（ニューキノロン） 《外》 ガチフロ点眼液0.3％ ガチフロキサシン
1319 抗菌薬（ニューキノロン） 《外》 クラビット点眼液0.5％ レボフロキサシン
1319 抗菌薬（ニューキノロン） 《外》 タリビッド眼軟膏0.3％ オフロキサシン
1319 抗菌薬（ニューキノロン） 《外》 ベガモックス点眼液0.5％ モキシフロキサシン
1319 抗菌薬（配合剤） 《外》 眼耳科用リンデロンA軟膏 フラジオマイシン/リベタメタゾン
1319 抗菌薬（配合剤） 《外》 点眼・点鼻用リンデロンA液 フラジオマイシン/ベタメタゾン
1319 散瞳（配合剤） 《外》 ミドリンP点眼液 トロピカミド/フェニレフリン
1319 人工涙液 《外》 人工涙液マイティア点眼液 ホウ酸・無機塩類配合剤
1319 ドライアイ 《外》 ムコスタ点眼液UD2％ レバミピド
1319 緑内障（PG薬） 《外》 キサラタン点眼液0.005％ ラタノプロスト
1319 緑内障（PG薬） 《外》 タプロス点眼液0.0015％ タフルプロスト
1319 緑内障（α2作動） 《外》 アイファガン点眼液0.1％ ブリモニジン
1319 緑内障（β遮断） 《外》 チモプトール点眼液0.5％ チモロール
1319 緑内障（β遮断） 《外》 ミケラン点眼液2％ カルテオロール
1319 緑内障（β遮断） 《外》 リズモンTG点眼液0.5％ チモロール
1319 緑内障（炭酸脱水酵素阻害） 《外》 トルソプト点眼液1％ ドルゾラミド
1319 緑内障（配合剤） 《外》 コソプト配合点眼液 ドルゾラミド/チモロール
1319 緑内障（プロスタマイド誘導体） 《外》 ルミガン点眼液0.03％ ビマトプロスト
1319 レーザー術後眼圧上昇防止 《外》 アイオピジンＵＤ点眼液1％ アプラクロニジン
1324 血管収縮 《外》 トラマゾリン点鼻液0.118％「AFP」 トラマゾリン塩酸塩
1325 抗菌薬（セフェム） 《外》 ベストロン耳鼻科用1％ セフメノキシム
1329 （抗炎症）ステロイド 《外》 アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル
1329 （抗炎症）ステロイド 《外》 ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 モメタゾンフランカルボン酸エステル
1329 アレルギー性鼻炎 《外》 ザジテン点鼻液0.05％ ケトチフェンフマル酸
1329 抗菌薬（ニューキノロン） 《外》 タリビッド耳科用液0.3％5mL オフロキサシン
1339 抗めまい （内） セファドール錠25mg ジフェニドール
1339 抗めまい （内） メリスロン錠6mg ベタヒスチン
1339 動揺病、メニエル症候群 （内） トラベルミン配合錠 ジフェンヒドラミン/ジプロフィリン
2113 強心薬（ジギタリス） 【注】 ジギラノゲン注0.4mg（2mL） デスラノシド
2113 強心薬（ジギタリス） （内） ジゴシン散0.1％ ジゴキシン
2113 強心薬（ジギタリス） （内） ジゴシン錠0.25mg ジゴキシン
2113 強心薬（ジギタリス） 【注】 ジゴシン注0.25mg（1mL） ジゴキシン
2113 強心薬（ジギタリス） （内） ラニラピッド錠0.05mg メチルジゴキシン
2115 キサンチン誘導体 【注】 ネオフィリン注PL250mg/10mL アミノフィリン
2115 片頭痛等（キサンチン） （内） 安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」 安息香酸ナトリウムカフェイン
2115 未熟児無呼吸（キサンチン） 【注/内】 レスピア静注・経口液60mg 無水カフェイン
2119 カテコラミン 【注】 イノバン注100mg（5mL） ドパミン
2119 カテコラミン 【注】 カコージンD注0.1％（200mL） ドパミン
2119 カテコラミン 【注】 カコージンＤ注0.3％（200mL） ドパミン
2119 カテコラミン （内） タナドーパ顆粒75％1g包 ドカルパミン
2119 カテコラミン 【注】 ドブトレックスキット点滴静注用600mg（200mL） ドブタミン
2119 カテコラミン 【注】 ドブトレックス注射液100mg（5mL） ドブタミン
2119 カテコラミン 【注】 プロタノールL注0.2mg（1mL） イソプレナリン（イソプロテレノール）
2119 心不全（Caセンシタイザー） （内） ピモベンダン錠1.25mg「TE」 ピモベンダン
2119 心不全（PDEⅢ阻害薬） 【注】 コアテック注5mg（5mL） オルプリノン
2119 心不全（PDEⅢ阻害薬） 【注】 ミルリーラ注射液10mg（10mL） ミルリノン
2119 臨時 心不全（症状改善） （内） ノイキノン顆粒1％ ユビデカレノン
2119 低血圧治療 【注】 エホチール注10mg（1mL） エチレフリン
2119 臨時 慢性心不全 （内） カルグート錠10mg デノパミン
2121 臨時 不整脈（Ⅰa）Na遮断 【注】 アミサリン注200mg（2mL） プロカインアミド
2122 臨時 不整脈（Ⅰa）Na遮断 （内） キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」 キニジン硫酸塩
2123 αβ遮断薬 （内） アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 アロチノロール
2123 β遮断薬（CT撮影時の頻脈） 【注】 コアベータ静注用12.5mg ランジオロール
2123 β遮断薬（ope時等の頻脈） 【注】 オノアクト点滴静注用50mg ランジオロール
2123 β遮断薬（β1選択、ISA-） （内） テノーミン錠50 アテノロール
2123 β遮断薬（β1選択、ISA-） （内） メインテート錠0.625 ビソプロロール
2123 β遮断薬（β1選択、ISA-） （内） メインテート錠2.5 ビソプロロール
2123 β遮断薬（β1非選択、ISA-） （内） インデラル錠10mg プロプラノロール
2123 臨時 β遮断薬（β1非選択、ISA-） 【注】 インデラル注射液2mg（2mL） プロプラノロール
2129 局所麻酔薬（リドカイン） 【注】 リドカイン静注用2％シリンジ「テルモ」（5mL） リドカイン
2129 不整脈（Ⅰa）Na遮断 （内） シベノール錠100mg シベンゾリン
2129 不整脈（Ⅰa）Na遮断 【注】 シベノール静注70mg シベンゾリン
2129 不整脈（Ⅰa）Na遮断 【注】 リスモダンＰ静注50mg（5mL） ジソピラミド
2129 不整脈（Ⅰa）Na遮断 （内） リスモダン-R錠150mg ジソピラミド
2129 不整脈（Ⅰa）Na遮断 （内） リスモダンカプセル100mg ジソピラミド
2129 不整脈（Ⅰb）Na遮断 （内） アスペノンカプセル10mg アプリンジン
2129 不整脈（Ⅰb）Na遮断 （内） メキシチールカプセル100mg メキシレチン
2129 不整脈（Ⅰb）Na遮断 （内） メキシチールカプセル50mg メキシレチン
2129 不整脈（Ⅰb）Na遮断 【注】 メキシチール点滴静注125mg（5mL） メキシレチン
2129 不整脈（Ⅰc）Na遮断 （内） サンリズムカプセル25mg ピルシカイニド
2129 不整脈（Ⅰc）Na遮断 【注】 サンリズム注射液50 ピルシカイニド
2129 不整脈（Ⅰc）Na遮断 （内） タンボコール錠50mg フレカイニド
2129 不整脈（Ⅲ）K遮断 （内） アミオダロン塩酸塩速放錠100mg「TE」 アミオダロン
2129 不整脈（Ⅲ）K遮断 （内） アミオダロン塩酸塩速放錠50mg「TE」 アミオダロン
2129 不整脈（Ⅲ）K遮断 【注】 アンカロン注150 アミオダロン
2129 不整脈（Ⅲ）K遮断 【注】 シンビット静注用50mg ニフェカラント
2129 臨時 不整脈（Ⅲ）K遮断 （内） ソタコール錠40mg ソタロール
2129 不整脈（Ⅳ）Ca拮抗 （内） ベプリコール錠50 ベプリジル
2129 不整脈（Ⅳ）Ca拮抗 【注】 ワソラン静注5mg（2mL） ベラパミル
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2132 利尿薬（チアジド） （内） フルイトラン錠1mg トリクロルメチアジド
2133 利尿薬（K保持性） （内） アルダクトンA細粒10％ スピロノラクトン
2133 利尿薬（K保持性） （内） スピロノラクトン錠25mg「テバ」 スピロノラクトン
2133 利尿薬（K保持性） 【注】 ソルダクトン静注用100mg カンレノ酸カリウム
2134 利尿薬（炭酸脱水素） （内） ダイアモックス錠250mg アセタゾラミド
2134 利尿薬（炭酸脱水素） 【注】 ダイアモックス注射用500mg アセタゾラミド
2139 利尿薬（V2受容体拮抗） （内） サムスカ錠15mg トルバプタン
2139 利尿薬（V2受容体拮抗） （内） サムスカ錠7.5mg トルバプタン
2139 利尿薬（浸透圧：脳圧、眼圧、ﾒﾆｴﾙ） （内） イソソルビド内用液70％「CEO」 イソソルビド
2139 利尿薬（ループ） （内） ダイアート錠30mg アゾセミド
2139 利尿薬（ループ） （内） フロセミド錠20mg「テバ」 フロセミド
2139 利尿薬（ループ） （内） フロセミド錠40mg「テバ」 フロセミド
2139 利尿薬（ループ） （内） ラシックス細粒4％ フロセミド
2139 利尿薬（ループ） 【注】 ラシックス注20mg（2mL） フロセミド
2139 利尿薬（ループ） （内） ルプラック錠8mg トラセミド
2142 臨時 降圧薬（血管拡張） （内） アプレゾリン錠10mg ヒドララジン
2144 ACEi （内） エースコール錠2mg テモカプリル
2144 ACEi （内） カプトリル細粒5％ カプトプリル
2144 ACEi （内） カプトリル錠12.5mg カプトプリル
2144 ACEi （内） コバシル錠4mg ペリンドプリル
2144 ACEi （内） タナトリル錠5mg イミダプリル
2144 ACEi （内） レニベース錠5 エナラプリル
2149 （K保持性） （内） セララ錠25mg エプレレノン
2149 αβ遮断薬 （内） カルベジロール錠10mg「サワイ」 カルベジロール
2149 αβ遮断薬 （内） カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 カルベジロール
2149 α遮断薬 （内） カルデナリンOD錠2mg ドキサゾシン
2149 β遮断薬（高血圧のみ） 《外》 ビソノテープ4mg ビソプロロール
2149 降圧薬（ARB） （内） アジルバ錠20mg アジルサルタン
2149 降圧薬（ARB） （内） アジルバ錠40mg アジルサルタン
2149 降圧薬（ARB） （内） アバプロ錠100mg イルベサルタン
2149 降圧薬（ARB） （内） オルメテックOD錠10mg オルメサルタンメドキソミル
2149 降圧薬（ARB） （内） オルメテックOD錠20mg オルメサルタンメドキソミル
2149 降圧薬（ARB） （内） ディオバンOD錠20mg バルサルタン
2149 降圧薬（ARB） （内） ディオバンOD錠80mg バルサルタン
2149 降圧薬（ARB） （内） ニューロタン錠50mg ロサルタンカリウム
2149 降圧薬（ARB） （内） ブロプレス錠4 カンデサルタンシレキセチル
2149 降圧薬（ARB） （内） ミカルディス錠40mg テルミサルタン
2149 降圧薬（Ca拮抗） （内） アテレック錠10mg シルニジピン
2149 降圧薬（Ca拮抗） （内） カルブロック錠16mg アゼニルジピン
2149 降圧薬（Ca拮抗） 【注】 ペルジピン注射液2mg（2mL） ニカルジピン
2149 降圧薬（Ca拮抗） （内） ランデル錠40mg ニホニジピン
2149 降圧薬（中枢性交感神経抑制） （内） カタプレス錠75μg クロニジン
2149 臨時 降圧薬（直接的レニン阻害） （内） ラジレス錠150mg アリスキレン
2149 硝酸薬（ope時の降圧） 【注】 ニトプロ持続静注液30mg（10mL） ニトロプルシドナトリウム
2149 配合剤 （内） エックスフォージ配合OD錠 バルサルタン/アムロジピン
2149 配合剤 （内） ザクラス配合錠HD アジルサルタン/アムロジピン
2149 配合剤 （内） プレミネント配合錠LD ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド
2149 配合剤 （内） ミカムロ配合錠AP テルミサルタン/アムロジピン
2149 配合剤 （内） レザルタス配合錠HD オルメサルタン/アゼルニジピン
2149 排尿障害（α1遮断薬） （内） エブランチルカプセル15mg ウラピジル
2149 利尿薬（チアジド類似） （内） ナトリックス錠1 インダパミド
2160 カテコラミン 【注】 ネオシネジンコーワ注1mg（1mL） 塩酸フェニレフリン
2160 カテコラミン 【注】 ネオシネジンコーワ注5mg（1mL） 塩酸フェニレフリン
2160 低血圧治療 （内） メトリジン錠2mg ミドドリン
2160 片頭痛（トリプタン系） （内） イミグラン錠50mg スマトリプタン
2171 冠血管拡張薬 【注】 シグマート注12mg ニコランジル
2171 冠血管拡張薬 （内） ニコランジル錠5mg「サワイ」 ニコランジル
2171 冠血管拡張薬 （内） ペルサンチン-Lカプセル150mg ジピリダモール　徐放
2171 冠血管拡張薬 （内） ペルサンチン錠25mg ジピリダモール
2171 降圧薬（Ca拮抗） （内） アダラートL錠20mg ニフェジピン　徐放
2171 臨時 降圧薬（Ca拮抗） （内） アダラートカプセル10mg ニフェジピン
2171 降圧薬（Ca拮抗） （内） アムロジピンOD錠「EMEC」10mg アムロジピン
2171 降圧薬（Ca拮抗） （内） アムロジピンOD錠「EMEC」2.5mg アムロジピン
2171 降圧薬（Ca拮抗） （内） アムロジピンOD錠「EMEC」5mg アムロジピン
2171 降圧薬（Ca拮抗） （内） コニール錠4 ベニジピン
2171 降圧薬（Ca拮抗） （内） セパミット-R細粒2％ ニフェジピン　徐放
2171 降圧薬（Ca拮抗） （内） ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 ニフェジピン　徐放
2171 硝酸薬 【注】 ニトロール注5mgシリンジ 硝酸イソソルビド
2171 硝酸薬 【注】 ミオコール静注5mg（10mL） ニトログリセリン
2171 硝酸薬 【注】 ミオコール点滴静注25mg（50mL） ニトログリセリン
2171 硝酸薬（定期） （内） アイトロール錠20mg 一硝酸イソソルビド
2171 硝酸薬（定期） 《外》 フランドルテープ40mg 硝酸イソソルビド
2171 硝酸薬（定期） 《外》 ミリステープ5mg ニトログリセリン
2171 硝酸薬（定期・発作時） （内） ニトロール錠5mg 硝酸イソソルビド
2171 硝酸薬（発作時） （内） ニトロペン舌下錠0.3mg ニトログリセリン
2171 硝酸薬（発作時） 《外》 ミオコールスプレー0.3mg（7.2g） ニトログリセリン
2171 不整脈（Ⅳ）Ca拮抗 （内） ヘルベッサーRカプセル100mg ジルチアゼム
2171 不整脈（Ⅳ）Ca拮抗 【注】 ヘルベッサー注射用50 ジルチアゼム
2171 不整脈（Ⅳ）Ca拮抗 （内） ワソラン錠40mg ベラパミル
2172 循環改善、子宮収縮抑制（切迫等） 【注】 ズファジラン筋注5mg（1mL） イソクスプリン
2172 循環改善、子宮収縮抑制（切迫等） （内） ズファジラン錠10mg イソクスプリン
2179 心不全（hANP） 【注】 ハンプ注射用1000 カルペリチド
2183 脂質異常症（フィブラート） （内） ベザトールSR錠200mg ベザフィブラート
2183 脂質異常症（フィブラート） （内） リピディル錠80mg フェノフィブラート
2189 EPA （内） ロトリガ粒状カプセル2g ω-3脂肪酸エチル
2189 脂質異常症（陰イオン交換樹脂） （内） コレバインミニ83％ コレスチミド
2189 臨時 脂質異常症（抗PCSK9抗体） 【注】 プラルエント皮下注75mgペン アリロクマブ
2189 脂質異常症（抗PCSK9抗体） 【注】 レパーサ皮下注140mgペン エボロクマブ



薬
効

採
用

特記
剤
形

項目名称 一般名

2189 脂質異常症（スタチン） （内） アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」 アトルバスタチン
2189 脂質異常症（スタチン） （内） クレストール錠2.5mg ロスバスタチン
2189 脂質異常症（スタチン） （内） プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」 プラバスタチン
2189 脂質異常症（スタチン） （内） リバロOD錠2mg ピタバスタチン
2189 脂質異常症（スタチン） （内） リポバス錠5 シンバスタチン
2189 脂質異常症（トランスポーター阻害） （内） ゼチーア錠10mg エゼチミブ
2190 クモ膜下出血 【注】 エリル点滴静注液30mg（2mL） ファスジル
2190 臨時 解熱鎮痛（インドール酢酸） 【注】 インダシン静注用1mg インドメタシン
2190 高K血症 （内） アーガメイト20％ゼリー25g ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190 高K血症 （内） カリメート散 5g包 ポリスチレンスルホン酸カルシウム
2190 高P血症 （内） キックリンカプセル250mg ビキサロマー
2190 高P血症 （内） ホスレノールOD錠250mg 炭酸ランタン
2190 高P血症 （内） ホスレノールチュアブル錠250mg 炭酸ランタン
2190 高P血症 （内） リオナ錠250mg クエン酸第二鉄水和物
2190 抗凝固（抗トロンビン）脳梗塞、HIT等 【注】 スロンノンHI注10mg（2mL） アルガトロバン
2190 脂質異常症（ニコチン酸） （内） ニコ200ソフトカプセル トコフェロール
2190 循環、潰瘍等の改善、動脈管等 【注】 アルプロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」 アルプロスタジル
2190 循環、潰瘍等の改善、動脈管等 【注】 アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」 アルプロスタジル
2190 循環、潰瘍等の改善、動脈管等 【注】 タンデトロン注射用20μg アルプロスタジルアルファデクス
2190 新生児、心臓手術周術期の肺高血圧 《外》 アイノフロー吸入用800ppm 一酸化窒素
2190 低血圧維持 【注】 タンデトロン注射用500μg アルプロスタジルアルファデクス
2190 低血圧治療 （内） リズミック錠10mg アメジニウム
2190 脳循環・代謝改善薬 （内） アポノール錠20mg イフェンプロジル
2190 脳循環・代謝改善薬 （内） サアミオン錠5mg ニセルゴリン
2190 脳循環・代謝改善薬 【注】 ニコリンH注射液0.5g（2mL） シチコリン
2190 肺高血圧症（ET受容体拮抗） （内） ヴォリブリス錠2.5mg アンブリセンタン
2190 肺高血圧症（ET受容体拮抗） （内） オプスミット錠10mg マシテンタン
2190 肺高血圧症（ET受容体拮抗） （内） トラクリア錠62.5mg ボセンタン
2190 肺高血圧症（PDE5阻害） （内） レバチオ錠20mg シルデナフィル
2190 肺高血圧症（PDE6阻害） （内） アドシルカ錠20mg タダラフィル
2190 臨時 肺高血圧症（ｸﾞｱﾆﾙ酸ｼｸﾗｰｾﾞ刺激） （内） アデムパス錠0.5mg リオシグアト
2190 臨時 肺高血圧症（ｸﾞｱﾆﾙ酸ｼｸﾗｰｾﾞ刺激） （内） アデムパス錠1.0mg リオシグアト
2190 臨時 肺高血圧症（ｸﾞｱﾆﾙ酸ｼｸﾗｰｾﾞ刺激） （内） アデムパス錠2.5mg リオシグアト
2190 肺高血圧症（プロスタサイクリン） （内） ウプトラビ錠0.2mg セレキシパグ
2190 肺高血圧症（プロスタサイクリン） （内） ケアロードLA錠60μg ベラプロスト　徐放
2190 肺高血圧症（プロスタサイクリン） 【注】 静注用フローラン専用溶解液50mL ｸﾞﾘｼﾝ/塩化ﾅﾄﾘｳﾑ/水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ
2190 肺高血圧症（プロスタサイクリン） 【注】 静注用フローラン0.5mg エポプロステノール
2190 肺高血圧症（プロスタサイクリン） 【注】 静注用フローラン1.5mg エポプロステノール
2190 利尿薬（浸透圧：脳圧、眼圧） 【注】 20％マンニットール注射液「YD」（300mL） マンニトール
2190 利尿薬（浸透圧：脳圧、眼圧） 【注】 グリセオール注200mL 濃グリセリン/果糖
2219 呼吸窮迫症候群 《外》 サーファクテン気管注入用120mg 肺サーファクタント
2219 中毒【ＢＺ】ＢＺによる呼吸抑制等 【注】 アネキセート注射液0.5mg（5mL） フルマゼニル
2219 中毒【麻薬】麻薬による呼吸抑制等 【注】 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」（1mL） ナロキソン
2221 β刺激薬（非選択性） 【注】 ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg（1mL） エフェドリン
2229 中枢性鎮咳薬（非麻薬性） （内） アストミン錠10mg ジメモルファン
2233 去痰（気道粘膜修復） （内） カルボシステインDS50％「トーワ」 カルボシステイン
2233 去痰（気道粘膜修復） （内） カルボシステイン錠250mg「トーワ」 カルボシステイン
2233 去痰（気道粘膜修復） （内） カルボシステイン錠500mg「トーワ」 カルボシステイン
2233 去痰（気道粘膜修復） （内） カルボシステインシロップ小児用5％「トーワ」 カルボシステイン
2233 去痰（気道粘膜修復） （内） スペリア錠200 フドステイン
2234 去痰（気道分泌促進） （内） ビソルボン錠4mg ブロムヘキシン
2234 去痰（気道分泌促進） 《外》 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 ブロムヘキシン
2239 去痰（気道潤滑薬） （内） ムコソルバンL錠45mg アンブロキソール
2239 去痰（気道潤滑薬） （内） ムコソルバン錠15mg アンブロキソール
2242 中枢性鎮咳薬（麻薬性）下痢、鎮痛 （内） リン酸コデイン散1％「フソー」 コデイン
2243 去痰（気道分泌促進） 【注】 ビソルボン注4mg（2mL） ブロムヘキシン
2249 中枢性鎮咳薬（非麻薬性） （内） アスベリン散10％ チペピジン
2249 鎮咳去痰薬 （内） セキコデ配合シロップ ジヒドロコデイン/エフェドリン
2251 喘息（キサンチン） （内） テオドールドライシロップ20％ テオフィリン
2251 喘息（キサンチン） （内） テオドール錠100mg テオフィリン
2251 喘息（キサンチン） （内） ユニフィルLA錠200mg テオフィリン
2254 喘息・COPD（β2刺激） 《外》 サルタノールインヘラー100μg サルブタモール
2254 喘息・COPD（β2刺激） 《外》 ベネトリン吸入液0.5％30mL サルブタモール
2259 COPD（β2刺激） 《外》 オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入 ホルモテロール
2259 COPD（β2刺激） 《外》 オンブレス吸入用カプセル インダカテロール
2259 COPD（抗コリン） 《外》 エクリラ400μgジェヌエア30吸入用 アクリジニウム
2259 アレルギー（遊離抑制） 《外》 インタール吸入液1％2mL クロモグリク酸
2259 喘息・COPD（β2刺激） 《外》 ホクナリンテープ0.5mg ツロブテロール
2259 喘息・COPD（β2刺激） 《外》 ホクナリンテープ2mg ツロブテロール
2259 喘息・COPD（β2刺激） 《外》 メプチンエアー10μg吸入100回 プロカテロール
2259 喘息・COPD（β2刺激） 《外》 メプチン吸入液ユニット0.3mL プロカテロール
2259 喘息・COPD（β2刺激） （内） メプチンドライシロップ0.005％ プロカテロール
2259 喘息・COPD（β2刺激） （内） メプチン錠50μg プロカテロール
2259 喘息・COPD（抗コリン） 《外》 スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 チオトロピウム
2259 配合剤（吸入COPD） 《外》 アノーロエリプタ7吸入用 ウメクリジニウム/ビランテロール
2259 配合剤（吸入COPD） 《外》 ウルティブロ吸入用カプセル グリコピロニウム/インダカテロール
2259 配合剤（吸入COPD） 《外》 スピオルトレスピマット28吸入 チオトロピウム/オロダテロール
2260 含嗽薬（抗炎症） 《外》 アズノールうがい液4％（5mL） アズレンスルホン酸ナトリウム
2260 含嗽薬（抗炎症） 《外》 含嗽用ハチアズレ顆粒2g包 ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ/炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ
2260 含嗽薬（殺菌） 《外》 ポビドンヨードガーグル7％「マイラン」250mL ポピドンヨード
2260 含嗽薬（殺菌） 《外》 ポビドンヨードガーグル7％「マイラン」30mL ポピドンヨード
2290 臨時 喘息（IgE抗体） 【注】 ゾレア皮下注用150mg オマリズマブ
2290 臨時 喘息（IgE抗体） 【注】 ゾレア皮下注用75mg オマリズマブ
2290 臨時 喘息（IL-5抗体） 【注】 ヌーカラ皮下注用100mg メポリズマブ
2290 臨時 喘息（ステロイド） 《外》 アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入 モメタゾンフランカルボン酸エステル
2290 喘息（ステロイド） 《外》 オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 シクレソニド
2290 喘息（ステロイド） 《外》 パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入 ブデソニド
2290 喘息（ステロイド） 《外》 パルミコート吸入液0.25mg ブデソニド
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2290 喘息（ステロイド） 《外》 フルタイド100μgエアゾール60吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル
2290 喘息（配合剤） 《外》 フルティフォーム125エアゾール56吸入用 ホルモテロール/フルチカゾン
2290 喘息（配合剤） 《外》 レルベア100エリプタ14吸入用 ビランテロール/フルチカゾン
2290 喘息（配合剤） 《外》 レルベア200エリプタ14吸入用 ビランテロール/フルチカゾン
2290 喘息・COPD（配合剤） 《外》 アドエア250ディスカス60吸入用 サルメテロール/フルチカゾン
2290 喘息・COPD（配合剤） 《外》 シムビコートタービュヘイラー60吸入 ホルモテロール/ブデソニド
2312 止瀉薬（収れん作用） （内） タンナルビン「ホエイ」 タンニン酸アルブミン
2316 整腸剤（耐性乳酸菌製剤） （内） ビオフェルミンR散 耐性乳酸菌
2316 整腸剤（乳酸菌製剤） （内） ビオフェルミン配合散 ラクトミン/糖化菌
2316 整腸剤（乳酸菌製剤） （内） ラックビー微粒N ビフィズス菌
2316 整腸剤（酪酸菌） （内） ビオスリー配合OD錠 酪酸菌/ラクトミン/糖化菌
2316 整腸剤（酪酸菌） （内） ミヤBM錠 酪酸菌(宮入菌)
2318 消泡作用 （内） ガスコン錠40mg ジメチコン
2318 消泡作用 （内） バリトゲン消泡内用液2％ ジメチコン
2319 止瀉薬（運動抑制） （内） ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」 ロペラミド
2319 中毒 （内） 薬用炭「日医工」 薬用炭
2325 胃酸分泌抑制（H2RA） （内） アルタットカプセル75mg ロキサチジン
2325 胃酸分泌抑制（H2RA） 【注】 ガスター注射液20mg ファモチジン
2325 胃酸分泌抑制（H2RA） （内） ガスター散2％ ファモチジン
2325 胃酸分泌抑制（H2RA） （内） ザンタック錠75mg ラニチジン
2325 胃酸分泌抑制（H2RA） 【注】 ザンタック注射液50mg(2mL) ラニチジン
2325 胃酸分泌抑制（H2RA） （内） タガメット錠200mg シメチジン
2325 胃酸分泌抑制（H2RA） （内） ファモチジンOD錠「テバ」10mg ファモチジン
2325 胃酸分泌抑制（H2RA） （内） ファモチジンOD錠「テバ」20mg ファモチジン
2329 PG誘導体 （内） サイトテック錠200μg ミソプロストール
2329 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） （内） アルクレイン内用液5％ アルギン酸ナトリウム
2329 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） （内） ガストローム顆粒66.7％（1.5g） エカベトナトリウム
2329 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） （内） ガスロンN・OD錠2mg イルソグラジン
2329 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） （内） スクラルファート内用液10％「タイヨー」 スクラルファート
2329 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） （内） セルベックス細粒10％ テプレノン
2329 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） （内） テプレノンカプセル50mg「サワイ」 テプレノン
2329 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） （内） ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 ポラプレジンク
2329 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護） （内） レバミピド錠100mg「明治」 レバミピド
2329 胃炎・胃潰瘍（粘膜保護・配合剤） （内） マーズレンS配合顆粒 ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ/L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ
2329 胃酸分泌抑制（P-CAB） （内） タケキャブ錠10mg ボノプラザン
2329 胃酸分泌抑制（P-CAB） （内） タケキャブ錠20mg ボノプラザン
2329 胃酸分泌抑制（PPI） （内） オメプラゾール錠10mg「日医工」 オメプラゾール
2329 胃酸分泌抑制（PPI） 【注】 オメプラゾール注射用20mg「日医工」 オメプラゾール
2329 胃酸分泌抑制（PPI） 【注】 タケプロン静注用30mg ランソプラゾール
2329 胃酸分泌抑制（PPI） （内） ネキシウムカプセル20mg エソメプラゾール
2329 胃酸分泌抑制（PPI） （内） パリエット錠10mg ラベプラゾール
2329 胃酸分泌抑制（PPI） （内） ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 ランソプラゾール
2329 臨時 ベンザミド系 （内） ドグマチール錠50mg スルピリド
2329 臨時 ベンザミド系 （内） ドグマチール細粒50％ スルピリド
2331 消化酵素剤 （内） リパクレオンカプセル150mg パンクレリパーゼ
2335 低、無酸症 （内） 希塩酸 希塩酸
2339 消化酵素・制酸・生薬 （内） S・M配合散 消化酵素配合剤、生薬配合
2339 臨時 消化酵素・制酸・生薬 （内） ビットサン ｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ/ｹﾞﾝﾁｱﾅ末/炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ　
2339 消化酵素配合剤 （内） エクセラーゼ配合錠 消化酵素配合剤
2339 消化酵素配合剤 （内） ベリチーム配合顆粒 消化酵素配合剤
2343 止瀉薬（吸着作用） （内） アドソルビン原末 ケイ酸アルミニユウム
2344 潰瘍、胃下垂、尿酸排泄促進等 （内） 炭酸水素ナトリウム「ケンエー」 炭酸水素ナトリウム
2344 潰瘍、胃下垂等 （内） 炭カル錠500mg「旭化成」 沈降炭酸カルシウム
2344 下剤等（浸透圧性、中和） （内） マグミット錠330mg 酸化マグネシウム
2344 下剤等（浸透圧性、中和） （内） マグミット錠500mg 酸化マグネシウム
2344 下剤等（浸透圧性、中和） （内） 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」 酸化マグネシウム
2354 下剤（腸刺激） （内） センノシド錠12mg「トーワ」 センノシド
2357 浣腸 《外》 グリセリン浣腸「オヲタ」120mL グリセリン
2357 浣腸 《外》 グリセリン浣腸「オヲタ」60mL グリセリン
2357 浣腸等 《外》 グリセリン「マルイシ」 グリセリン
2359 下剤（オピオイド誘発性便秘症） （内） スインプロイク錠0.2mg ナルデメジントシル酸塩
2359 下剤（水分分泌促進） （内） アミティーザカプセル24μg ルビプロストン
2359 下剤（腸刺激） （内） アローゼン顆粒 センナ/センナジツ
2359 下剤（腸刺激） 《外》 テレミンソフト坐薬10mg ビサコジル
2359 下剤（腸刺激） （内） ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」 ピコスルファートナトリウム
2359 下剤（腸刺激） （内） ラキソベロン錠2.5mg ピコスルファートナトリウム
2359 下剤（腸刺激） 《外》 新レシカルボン坐剤 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ/無水ﾘﾝ酸二水素ﾅﾄﾘｳﾑ
2359 下剤（膨張性） （内） バルコーゼ顆粒75％ カルメロース
2362 肝機能改善 （内） ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」 ウルソデオキシコール酸
2362 肝機能改善 （内） ウルソ顆粒5％ ウルソデオキシコール酸
2390 bDMARD（抗TNFα） 【注】 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 インフリキシマブ
2390 クローン病 （内） ゼンタコートカプセル3mg ブデソニド

2391 制吐（5-HT3拮抗） 【注】 アロキシ静注0.75mg パロノセトロン
2391 制吐（5-HT3拮抗） （内） カイトリル錠1mg グラニセトロン
2391 制吐（5-HT3拮抗） 【注】 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」 グラニセトロン
2391 制吐（5-HT3拮抗） （内） ナゼアOD錠0.1mg ラモセトロン
2391 制吐（5-HT3拮抗） 【注】 ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 ラモセトロン
2391 制吐（NK1受容体拮抗） （内） イメンドカプセル125mg アプレピタント
2391 制吐（NK1受容体拮抗） （内） イメンドカプセル80mg アプレピタント
2391 制吐（NK1受容体拮抗） 【注】 プロイメンド点滴静注用150mg アプレピタント
2399 bDMARD（抗TNFα） 【注】 レミケード点滴静注用100 インフリキシマブ
2399 IBD（時間依存性） （内） ペンタサ顆粒94％　1000mg メサラジン
2399 潰瘍性大腸炎（pH依存性） （内） アサコール錠400mg メサラジン
2399 潰瘍性大腸炎（時間依存性） 《外》 ペンタサ坐剤1g メサラジン
2399 潰瘍性大腸炎（時間依存性） 《外》 ペンタサ注腸1g（100mL） メサラジン
2399 過敏性腸症候群（下痢・便秘） （内） コロネル細粒83.3％ ポリカルボフィルカルシウム
2399 過敏性腸症候群（便秘） （内） リンゼス錠0.25mg リナクロチド
2399 含嗽薬（抗炎症） 《外》 アズノールST錠口腔用5mg アズレンスルホン酸ナトリウム
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2399 口腔乾燥改善薬 （内） エボザックカプセル30mg セビメリン
2399 口腔乾燥改善薬 《外》 サリベートエアゾール（50g） リン酸一水素カリウム/無機塩類配合剤
2399 口内炎 《外》 デキサルチン口腔用軟膏1mg/g デキサメタゾン
2399 消化管運動改善 （内） アコファイド錠100mg アコチアミド
2399 消化管運動改善 （内） ナウゼリンOD錠10mg ドンペリドン
2399 消化管運動改善 《外》 ナウゼリン坐剤10mg ドンペリドン
2399 消化管運動改善 《外》 ナウゼリン坐剤60mg ドンペリドン
2399 消化管運動改善 （内） プリンペラン錠5mg メトクロプラミド
2399 消化管運動改善 【注】 プリンペラン注射液10mg（2mL） メトクロプラミド
2399 消化管運動改善 （内） モサプリドクエン酸塩錠5mg「テバ」 モサプリド
2399 消化管運動調節 （内） セレキノン錠100mg トリメブチン
2399 トローチ（殺菌） 《外》 SPトローチ0.25mg「明治」 デカリニウム塩化物
2411 ACTH 【注】 コートロシンZ筋注0.5mg テトラコサクチド
2411 ACTH 【注】 コートロシン注射用0.25mg テトラコサクチド
2412 成長ホルモン（適応相違に注意） 【注】 グロウジェクトBC注射用8mg ソマトロピン
2412 成長ホルモン（適応相違に注意） 【注】 グロウジェクト注射用1.33mg ソマトロピン
2412 成長ホルモン（適応相違に注意） 【注】 ジェノトロピンTC注用12mg ソマトロピン
2412 成長ホルモン（適応相違に注意） 【注】 ノルディトロピンフレックスプロ注10mg ソマトロピン
2412 成長ホルモン（適応相違に注意） 【注】 ヒューマトロープ注射用12mg ソマトロピン
2413 性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン） 【注】 HMG注射用75IU「フェリング」 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン
2413 性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン） 【注】 ゴナールエフ皮下注ペン900 ホリトロピンアルファ
2413 性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン） 【注】 ゴナトロピン注用5000単位 ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン
2413 性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン） 【注】 ゴナトロピン筋注用1000単位 ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン
2413 性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン） 【注】 ゴナピュール注用150 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン
2413 性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン） 【注】 フォリスチム注150単位 フォリトロピンベータ
2413 性腺刺激ホルモン（ゴナドトロピン） 【注】 フォリスチム注75単位 フォリトロピンベータ
2414 下垂体性尿崩症、食道静脈瘤出血等 【注】 ピトレシン注20単位（1mL） バソプレシン
2414 子宮収縮（微弱陣痛、止血）、中絶等 【注】 アトニン－O注5単位 オキシトシン
2419 中枢性尿崩症 《外》 デスモプレシン・スプレー2.5協和（5mL） デスモプレシン
2419 中枢性尿崩症 《外》 デスモプレシン点鼻液0.01％協和（2.5mL） デスモプレシン
2419 中枢性尿崩症 （内） ミニリンメルトOD錠60μg デスモプレシン
2431 甲状腺機能低下等 （内） 25mcgチロナミン錠（25μg） リオチロニン
2431 甲状腺機能低下等 （内） チラーヂンS錠50μg レボチロキシン
2431 乳幼児甲状腺機能低下症 （内） チラーヂンS散0.01％ レボチロキシン
2432 臨時 甲状腺機能亢進症 （内） プロパジール錠50mg プロピルチオウラシル
2432 甲状腺機能亢進症 （内） メルカゾール錠5mg チアマゾール
2439 骨粗鬆症（副甲状腺ﾎﾙﾓﾝ） 【注】 テリボン皮下注用56.5μg テリパラチド
2439 骨粗鬆症（副甲状腺ﾎﾙﾓﾝ） 【注】 フォルテオ皮下注キット600μg テリパラチド
2449 臨時 蛋白同化ｽﾃﾛｲﾄﾞ（骨粗、消耗等） （内） プリモボラン錠5mg メテノロン
2451 カテコラミン 【注】 アドレナリン注0.1％シリンジ「テルモ」 アドレナリン
2451 カテコラミン 【注】 ノルアドリナリン1mg（1mL） ノルアドレナリン
2451 カテコラミン 《外》 ボスミン外用液0.1％ アドレナリン
2451 カテコラミン 【注】 ボスミン注1mg（1mL） アドレナリン
2452 副腎皮質ステロイド （内） コートリル錠10mg ヒドロコルチゾン
2452 副腎皮質ステロイド 【注】 サクシゾン注射用100mg（供給停止） ヒドロコルチゾン
2452 副腎皮質ステロイド 【注】 ソル・コーテフ注射用100mg ヒドロコルチゾン
2452 臨時 副腎皮質ステロイド 【注】 ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」 ヒドロコルチゾン
2452 副腎皮質ステロイド （内） フロリネフ錠0.1mg フルドロコルチゾン
2454 臨時 潰瘍性大腸炎 《外》 ステロネマ注腸3mg（100mL） ベタメタゾンリン酸エステル
2454 副腎皮質ステロイド 【注】 ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL トリアムシノロンアセトニド
2454 副腎皮質ステロイド （内） デカドロン錠0.5mg デキサメタゾン
2454 副腎皮質ステロイド （内） デカドロン錠4mg デキサメタゾン
2454 副腎皮質ステロイド 【注】 デキサート注射液6.6mg（2mL） デキサメタゾン
2454 臨時 副腎皮質ステロイド 【注】 リメタゾン静注2.5mg デキサメタゾン
2454 副腎皮質ステロイド 《外》 リンデロン坐剤1.0mg ベタメタゾン
2454 副腎皮質ステロイド （内） リンデロン錠0.5mg ベタメタゾン
2454 副腎皮質ステロイド 【注】 リンデロン注4mg（0.4％）（1mL） ベタメタゾン
2456 潰瘍性大腸炎 《外》 プレドネマ注腸20mg（60mL） プレドニゾロンリン酸エステル
2456 副腎皮質ステロイド 【注】 デポ・メドロール水懸注20mg（1mL） メチルプレドニゾロン
2456 副腎皮質ステロイド （内） プレドニゾロン散「タケダ」1％ プレドニゾロン
2456 副腎皮質ステロイド （内） プレドニゾロン錠1mg（旭化成） プレドニゾロン
2456 副腎皮質ステロイド （内） プレドニン錠5mg プレドニゾロン
2456 副腎皮質ステロイド （内） メドロール錠4mg メチルプレドニゾロン
2456 副腎皮質ステロイド 【注】 水溶性プレドニン10mg プレドニゾロン
2456 副腎皮質ステロイド 【注】 水溶性プレドニン20mg プレドニゾロン
2456 副腎皮質ステロイド 【注】 注射用ソル・メルコート125 メチルプレドニゾロン
2456 副腎皮質ステロイド 【注】 注射用ソル・メルコート500 メチルプレドニゾロン
2459 副腎皮質ステロイド/抗ヒスタミン （内） セレスターナ配合錠 ベタメタゾン/d-クロルフェニラミン
2461 男性ﾎﾙﾓﾝ（性腺機能不全、不妊、貧血） 【注】 エナルモンデポー筋注125mg テストステロン
2473 卵胞ﾎﾙﾓﾝ（月経困難、更年期、不妊等） 【注】 ペラニンデポー筋注10mg エストラジオール
2473 卵胞ﾎﾙﾓﾝ（更年期、骨粗、性腺低下等） 《外》 エストラーナテープ0.72mg（1枚/袋） エストラジオール
2475 卵胞ﾎﾙﾓﾝ（更年期、骨粗等） （内） エストリール錠1mg エストリオール
2477 黄体ﾎﾙﾓﾝ（切迫、無月経、不妊等） 【注】 プロゲストンデポー筋注125mg ヒドロキシプロゲステロン
2478 黄体ﾎﾙﾓﾝ（切迫、無月経、不妊等） （内） デュファストン錠5mg ジドロゲステロン
2478 前立腺肥大（黄体ﾎﾙﾓﾝ） （内） プロスタール錠25mg クロルマジノン
2479 卵胞ﾎﾙﾓﾝ（更年期、腟炎等） （内） プレマリン錠0.625mg 結合型エストロゲン
2482 卵胞・黄体ﾎﾙﾓﾝ（月経困難等） （内） プラノバール配合錠 エチニルエストラジオール/ノルゲストレル
2482 卵胞・黄体ﾎﾙﾓﾝ（更年期） 《外》 メノエイドコンビパッチ エストラジオール/ノルエチステロン
2491 循環改善、メニエール症候群等 （内） カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」 カリジノゲナーゼ
2492 持効型インスリン 【注】 インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 インスリングラルギン
2492 持効型インスリン 【注】 トレシーバ注フレックスタッチ インスリンデグルデク
2492 持効型インスリン 【注】 ランタスXR注ソロスター インスリングラルギン　濃縮
2492 持効型インスリン 【注】 ランタス注ソロスター インスリングラルギン
2492 持効型インスリン 【注】 レベミル注フレックスペン インスリンデテミル
2492 臨時 速効型＋中間型インスリン 【注】 ノボリン30R注フレックスペン ヒトインスリン
2492 速効型インスリン 【注】 ノボリンR注フレックスペン ヒトインスリン
2492 速効型インスリン 【注】 ヒューマリンR注100単位/mL ヒトインスリン
2492 中間型インスリン 【注】 ノボリンN注フレックスペン ヒトインスリン
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2492 超速効型＋持効型インスリン 【注】 ライゾデグ配合注フレックスタッチ ｲﾝｽﾘﾝデグルデク/ｲﾝｽﾘﾝアスパルト
2492 臨時 超速効型＋中間型インスリン 【注】 ノボラピッド50ミックス注フレックスペン インスリンアスパルト
2492 臨時 超速効型＋中間型インスリン 【注】 ノボラピッド70ミックス注フレックスペン インスリンアスパルト
2492 臨時 超速効型＋中間型インスリン 【注】 ヒューマログミックス25注カート インスリンリスプロ
2492 超速効型インスリン 【注】 アピドラ注ソロスター インスリングルリジン
2492 超速効型インスリン 【注】 ノボラピッド注フレックスタッチ インスリンアスパルト
2492 臨時 超速効型インスリン 【注】 ヒューマログ注100単位/mL インスリンリスプロ
2492 超速効型インスリン 【注】 ヒューマログ注ミリオペン インスリンリスプロ
2492 超速効型インスリン 【注】 ヒューマログ注カート インスリンリスプロ
2499 GLP-1受容体作動（長半減期） 【注】 ビクトーザ皮下注18mg リラグルチド
2499 GLP-1受容体作動（長半減期）週１ 【注】 トルリシティ皮下注0.75mgアテオス デュラグルチド
2499 GLP-1受容体作動（長半減期）週１ 【注】 ビデュリオン皮下注用2mgペン エキセナチド
2499 GLP-1受容体作動（短半減期） 【注】 バイエッタ皮下注5μgペン（300μg） エキセナチド
2499 GLP-1受容体作動（短半減期） 【注】 リキスミア皮下注300μg リキシセナチド
2499 子宮収縮（妊娠中期の治療的流産） 《外》 プレグランディン腟坐剤1mg ゲメプロスト（PGE1)
2499 子宮収縮（妊娠末期の陣痛促進） （内） プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」 ジノプロストン（PGE2）
2499 子宮収縮（妊娠末期の陣痛促進等） 【注】 ジノプロスト注射液1000μg「F」 ジノプロスト（PGF2α）
2499 子宮内膜症、子宮筋腫 【注】 スプレキュアMP皮下注用1.8mg ブセレリン
2499 子宮内膜症、子宮筋腫 《外》 スプレキュア点鼻液0.15％（10mL） ブセレリン
2499 思春期早発症等（LHRH刺激） 【注】 リュープリン注射用1.88mg リュープロレリン
2499 思春期早発症等（LHRH刺激） 【注】 リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 リュープロレリン
2499 前立腺癌（GnRH受容体拮抗） 【注】 ゴナックス皮下注用120mg（溶解液付） デガレリクス
2499 前立腺癌（GnRH受容体拮抗） 【注】 ゴナックス皮下注用80mg（溶解液付） デガレリクス
2499 前立腺肥大（5α還元酵素阻害） （内） アボルブカプセル0.5mg デュタステリド
2499 早発排卵の防止（GnRHｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ） 【注】 セトロタイド注射用0.25mg セトロレリクス
2499 ソマトスタチンアナログ 【注】 オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」（1mL） オクトレオチド
2499 ソマトスタチンアナログ 【注】 サンドスタチンLAR筋注用キット20mg オクトレオチド　徐放
2499 臨時 ソマトスタチンアナログ 【注】 サンドスタチンLAR筋注用キット30mg オクトレオチド　徐放
2499 臨時 ソマトスタチンアナログ 【注】 シグニフォーLAR筋注用キット20mg パシレオチド　徐放

2499 臨時 ソマトスタチンアナログ 【注】 シグニフォーLAR筋注用キット40mg パシレオチド　徐放

2499 臨時 ソマトスタチンアナログ 【注】 ソマチュリン皮下注120mg ランレオチド　徐放
2499 臨時 ソマトスタチンアナログ 【注】 ソマチュリン皮下注60mg ランレオチド　徐放
2499 臨時 ソマトスタチンアナログ 【注】 ソマチュリン皮下注90mg ランレオチド　徐放
2499 乳癌、前立腺癌（LHRH刺激） 【注】 ゾラデックス3.6mgデポ ゴセレリン
2499 乳癌、前立腺癌（LHRH刺激） 【注】 ゾラデックスLA10.8mgデポ ゴセレリン
2499 乳癌、前立腺癌（LHRH刺激） 【注】 リュープリンPRO注射用キット22.5mg リュープロレリン
2499 乳癌、前立腺癌（LHRH刺激） 【注】 リュープリンSR注射用キット11.25mg リュープロレリン
2499 乳癌、前立腺癌等（LHRH刺激） 【注】 リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 リュープロレリン
2521 細菌性腟炎 《外》 クロマイ腟錠100mg クロラムフェニコール
2529 カンジダ腟炎 《外》 エンペシド腟錠100mg クロトリマゾール
2529 カンジダ腟炎 《外》 オキナゾール腟錠600mg オキシコナゾール
2529 トリコモナス腟炎 《外》 フラジール腟錠250mg メトロニダゾール
2529 卵胞ﾎﾙﾓﾝ（腟炎、びらん等） 《外》 エストリール腟錠0.5mg エストリオール
2531 子宮収縮（止血等）、中絶等 【注】 メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 メチルエルゴメトリン
2531 子宮収縮（止血等）、中絶等 （内） メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」 メチルエルゴメトリン
2559 臨時 痔疾患（硬化薬） 【注】 ジオン注無痛化剤付 硫酸アルミニウムカリウム/タンニン酸
2559 痔疾患（ステロイド配合） 《外》 ネリザ軟膏（2g） ジフルコルトロン/リドカイン
2559 痔疾患（ステロイド配合） 《外》 ヘモポリゾン軟膏（2g） 大腸菌死菌/ヒドロコルチゾン
2559 痔疾患（非ステロイド） 《外》 ボラザG軟膏（2.4g） トリベノシド/リドカイン
2590 子宮収縮抑制（切迫） （内） ウテメリン錠5mg リトドリン
2590 子宮収縮抑制（切迫） 【注】 ウテメリン注50mg リトドリン
2590 子宮収縮抑制（切迫） 【注】 ルテオニン点滴静注用50mg リトドリン
2590 子宮収縮抑制（切迫、子癇） 【注】 マグセント注100mL 硫酸マグネシウム/ブドウ糖
2590 蓄尿障害 （内） ベタニス錠50mg ミラベグロン
2590 蓄尿障害（抗コリン） （内） ウリトスOD錠0.1mg イミダフェナシン
2590 蓄尿障害（抗コリン） （内） トビエース錠4mg フェソテロジン
2590 蓄尿障害（抗コリン） 《外》 ネオキシテープ73.5mg オキシブチニン
2590 蓄尿障害（抗コリン） （内） バップフォー錠20 プロピベリン
2590 蓄尿障害（抗コリン） （内） ベシケアOD錠5mg ソリフェナシン
2590 排尿障害（PDE5阻害薬） （内） ザルティア錠5mg タダラフィル
2590 排尿障害（α1遮断薬） （内） タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 タムスロシン
2590 排尿障害（α1遮断薬） （内） フリバスOD錠25mg ナフトピジル
2590 排尿障害（α1遮断薬） （内） ユリーフOD錠4mg シロドシン
2590 排尿障害（抗炎症） （内） エビプロスタット配合錠DB ｵｵｳﾒｶﾞｻｿｳｴｷｽ/ﾊｺﾔﾅｷﾞｴｷｽ配合剤
2590 排尿障害（抗炎症） （内） セルニルトン錠 セルニチンポーレンエキス
2612 消毒液 《外》 ポビドンヨード外用液10％「マイラン」（250mL） ポビドンヨード
2612 消毒液 《外》 ポビドンヨード外用液10％「明治」（251mL） ポビドンヨード
2612 消毒液 《外》 ポビドンヨードゲル10％（90g） ポビドンヨード
2612 消毒液 《外》 ポビドンヨードスクラブ液7.5％（500mL) ポビドンヨード
2612 消毒液 《外》 ポビドンヨードフィールド外用液10％「明治」 ポビドンヨード
2614 消毒液 《外》 オキシドール（500mL） 過酸化水素水
2615 消毒液 《外》 エコ消エタ消毒液（500mL） エタノール
2615 消毒液 《外》 消毒用エタノールIP（500mL） エタノール
2616 消毒液 《外》 オスバン消毒液10％（500mL） ベンザルコニウム
2616 消毒液 《外》 ザルコニン液0.01（5Ｌ） ベンザルコニウム
2616 消毒液 《外》 ザルコニン液0.05（500mL） ベンザルコニウム
2616 消毒液 《外》 ザルコニン液0.1（500mL） ベンザルコニウム
2619 消毒液 《外》 0.02W/V％マスキン水（500mL） クロルヘキシジン
2619 消毒液 《外》 0.1W/V％マスキン水（500mL） クロルヘキシジン
2619 消毒液 《外》 0.5W/V％マスキン水（500mL） クロルヘキシジン
2619 消毒液 《外》 5％ヒビテン液（500mL） クロルヘキシジン
2619 消毒液 《外》 アクリノール（粉末） アクリノール
2619 消毒液 《外》 アクリノール消毒用液0.1％「マルイシ」（500mL） アクリノール
2619 消毒液 《外》 オラネジン液1.5％消毒用アプリケータ10mL オラネキシジン
2619 消毒液 《外》 ステリクロンBエタノール液1％ 1％クロルヘキシジン/エタノール
2633 塗布剤（二次感染、びらん等） 《外》 ゲーベンクリーム1％（500g） スルファジアジン銀
2633 塗布剤（二次感染、びらん等） 《外》 ゲーベンクリーム1％（50g） スルファジアジン銀
2634 貼布剤（二次感染、びらん等） 《外》 ソフラチュール貼付剤10cm フラジオマイシン
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2634 塗布剤（抗菌） 《外》 フシジンレオ軟膏2％（10g） フシジン酸ナトリウム
2634 塗布剤（抗菌：アミノグリコシド） 《外》 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1％「タイヨー」（10g） ゲンタマイシン
2634 塗布剤（ざ瘡） 《外》 ダラシンＴゲル1％（10g） クリンダマイシン
2639 散布（二次感染、子宮腟部びらん） 《外》 フランセチン・Ｔ・パウダー フラジオマイシン/トリプシン
2639 塗布剤（ざ瘡） 《外》 アクアチムクリーム1％（10g） ナジフロキサシン
2642 塗布剤（蕁麻疹、皮膚そう痒症等） 《外》 レスタミンコーワクリーム1％ ジフェンヒドラミン
2646 外用ステロイド剤（medium） 《外》 キンダベート軟膏0.05％ 5g クロベタゾン酪酸エステル
2646 外用ステロイド剤（medium） 《外》 リドメックスコーワローション0.3％ 10g プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル
2646 外用ステロイド剤（medium） 《外》 リドメックスコーワ軟膏0.3％ 5g プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル
2646 外用ステロイド剤（medium） 《外》 ロコイド軟膏0.1％ 5g ヒドロコルチゾン酪酸エステル
2646 外用ステロイド剤（strong） 《外》 ボアラ軟膏0.12％ 5g デキサメタゾン吉草酸エステル
2646 外用ステロイド剤（strong） 《外》 リンデロン-V軟膏0.12％ 5g ベタメタゾン吉草酸エステル
2646 外用ステロイド剤（strongest） 《外》 デルモベートスカルプローション0.05％ 10g クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646 外用ステロイド剤（strongest） 《外》 デルモベート軟膏0.05％ 5g クロベタゾールプロピオン酸エステル
2646 外用ステロイド剤（very strong） 《外》 アンテベートローション0.05％ 10g ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
2646 外用ステロイド剤（very strong） 《外》 アンテベート軟膏0.05％ 5g ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
2646 外用ステロイド剤（very strong） 《外》 ネリゾナソリューション0.1％ 10mL ジフルコルトロン吉草酸エステル
2646 外用ステロイド剤（very strong） 《外》 ネリゾナユニバーサルクリーム0.1％ 5g ジフルコルトロン吉草酸エステル
2646 外用ステロイド剤（very strong） 《外》 マイザー軟膏0.05％ 5g ジフルプレドナート
2646 外用ステロイド剤（very strong） 《外》 リンデロン-DP軟膏 5g ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
2646 外用ステロイド剤（貼布剤） 《外》 ドレニゾンテープ4μg/cm2 フルドロキシコルチド
2647 外用ステロイド剤（strong） 《外》 リンデロン-VGクリーム0.12％ 5g ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩
2647 外用ステロイド剤（strong） 《外》 リンデロン-VG軟膏0.12％ 5g ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩
2649 貼布剤（サリチル酸） 《外》 MS温シップ「タイホウ」（20g×5枚） ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ/dl-ｶﾝﾌﾙ/ﾄｳｶﾞﾗｼｴｷｽ
2649 貼布剤（サリチル酸） 《外》 MS冷シップ「タカミツ」（20g×5枚） ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ/dl-ｶﾝﾌﾙ/l-ﾒﾝﾄｰﾙ
2649 貼布剤（フェニル酢酸） 《外》 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑクリーム1％「ﾕｰﾄｸ」（25g） ジクロフェナクナトリウム
2649 貼布剤（フェニル酢酸） 《外》 セルタッチテープ70（7枚/袋） フェルビナク
2649 貼布剤（プロピオン酸） 《外》 タッチロンテープ20（7枚/袋） ケトプロフェン
2649 貼布剤（プロピオン酸） 《外》 タッチロンパップ30（7枚/袋） ケトプロフェン
2649 貼布剤（プロピオン酸） 《外》 ヤクバンテープ60mg（7枚/袋） フルルビプロフェン
2649 貼布剤（プロピオン酸） 《外》 ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」（7枚/袋） ロキソプロフェン
2649 貼布剤（プロピオン酸） 《外》 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑﾊﾟｯﾌﾟ100mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」（7枚/袋） ロキソプロフェン
2649 貼布剤（プロピオン酸） 《外》 ロコアテープ（7枚/袋） エスフルルビプロフェン/ハッカ油
2649 塗布剤（角化性皮膚疾患） 《外》 ザーネ軟膏0.5％ ビタミンＡ
2649 塗布剤（湿疹、熱傷、潰瘍等） 《外》 アズノール軟膏0.033％（20g） ジメチルイソプロピルアズレン
2649 塗布剤（収れん、汗疹、日焼け等） 《外》 カラミンローション カラミン/酸化亜鉛
2649 塗布剤（消炎、鎮痛） 《外》 スチックゼノールA（40g） ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ/dl-ｶﾝﾌﾙ/l-ﾒﾝﾄｰﾙ等
2649 塗布剤（褥瘡、皮膚潰瘍、収れん等） 《外》 亜鉛華（10％）単軟膏「ホエイ」 亜鉛華軟膏
2649 臨時 塗布剤（蕁麻疹、皮膚そう痒症等） 《外》 フェノール・亜鉛華リニメント 液状フェノール/酸化亜鉛（カチリ）
2649 塗布剤（掻痒症、湿疹） 《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
2649 塗布剤（凍瘡、角皮症、苔癬等） 《外》 ユベラ軟膏 トコフェロール/ビタミンA
2649 塗布剤（二次感染湿疹、熱傷等） 《外》 エキザルベ（5g） 混合死菌/ヒドロコルチゾン
2652 塗布剤（乾癬、角化症等） 《外》 10％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 サリチル酸/白色ワセリン
2655 外用白癬、皮膚カンジダ等（ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ） 《外》 マイコスポールクリーム1％10g ビホナゾール
2655 外用白癬、皮膚カンジダ等（ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ） 《外》 ニゾラールクリーム2％10g ケトコナゾール
2659 外用白癬（ﾁｵｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸） 《外》 ゼフナートクリーム2％10g リラナフタート
2659 外用白癬、皮膚カンジダ等（ｱﾘﾙｱﾐﾝ） 《外》 ラミシールクリーム1％10g テルビナフィン
2659 外用白癬、皮膚カンジダ等（ｱﾘﾙｱﾐﾝ） 《外》 ラミシール外用液1％10g テルビナフィン
2661 皮膚軟化剤 《外》 酢酸「東豊」 酢酸
2661 疣贅、鶏眼、胼胝腫の角質剥離 《外》 スピール膏M25cm2

サリチル酸
2663 新生児膿漏眼の予防 《外》 硝酸銀「ホエイ」 硝酸銀
2669 塗布剤（乾皮症、角化症等） 《外》 パスタロンソフト軟膏10％（20g） 尿素
2669 塗布剤（乾皮症、角化症等） 《外》 パスタロンローション10％（50g） 尿素
2669 塗布剤（ざ瘡、酒さ） 《外》 イオウ・カンフルローション「東豊」 イオウ/dl-カンフル
2691 臨時 塗布剤（乾癬、膿疱症、角化症等） 《外》 ボンアルファ軟膏2μg/g（10g） タカルシトール
2691 塗布剤（尋常性乾癬） 《外》 ボンアルファハイローション20μg/g（10g） タカルシトール
2691 塗布剤（尋常性乾癬、角化症等） 《外》 オキサロール軟膏25μg/g（10g） マキサカルシトール
2699 色素性痒疹、ハンセン病 （内） レクチゾール錠25mg ジアフェニルスルホン（ダプソン）
2699 臨時 尋常性白斑 （内） オクソラレン錠10mg メトキサレン
2699 塗布剤（がん性潰瘍の殺菌、臭気改善） 《外》 ロゼックスゲル0.75％（50g） メトロニダゾール
2699 塗布剤（褥瘡、熱傷、潰瘍等） 《外》 プロスタンディン軟膏0.003％（10g） アルプロスタジルアルファデクス
2699 塗布剤（褥瘡、皮膚潰瘍） 《外》 アクトシン軟膏3％（30g） ブクラデシン
2699 塗布剤（褥瘡、皮膚潰瘍） 《外》 カデックス軟膏0.9％（40g） ヨウ素
2699 塗布剤（褥瘡、皮膚潰瘍） 《外》 ユーパスタコーワ軟膏（100g） 白糖/ポビドンヨード
2699 塗布剤（尋常性白斑） 《外》 オクソラレンローション0.3％（60mL） メトキサレン
2699 塗布剤（免疫調整：ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎） 《外》 プロトピック軟膏0.03％小児用（5g） タクロリムス
2699 塗布剤（免疫調整：ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎） 《外》 プロトピック軟膏0.1％（5g） タクロリムス
2699 噴霧（褥瘡、皮膚潰瘍） 《外》 フィブラストスプレー500 トラフェルミン
2710 歯科用麻酔 【注】 オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL リドカイン/アドレナリン
2710 歯科用麻酔 【注】 オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL リドカイン/アドレナリン
2710 歯科用麻酔 【注】 歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ プロピトカイン/フェリプレシン
2710 歯科用麻酔 《外》 ビーゾカイン歯科用ゼリー20％（20g） アミノ安息香酸エチル
2730 臨時 歯科用消毒、鎮痛鎮静 《外》 キャンフェニック「ネオ」 d-カンフル/フェノール
2760 歯周組織炎 《外》 ペリオフィール歯科用軟膏2％（0.5g/シリンジ） ミノサイクリン
2790 含嗽薬（殺菌） 《外》 ネオステリングリーンうがい液0.2％（40mL） ベンゼトニウム塩化物
2790 局所用止血薬 《外》 トロンビン液モチダソフトボトル1万単位 トロンビン
2790 歯周組織再生剤 《外》 リグロス歯科用液キット600μg トラフェルミン

2900 β遮断薬（乳児血管種） （内） ヘマンジオルシロップ小児用0.375％ プロプラノロール
2900 放射線による白血球減少等 （内） セファランチン錠1mg セファランチン
3112 ビタミンD3 （内） アルファロールカプセル0.25μg アルファカルシドール
3112 ビタミンD3 （内） アルファロールカプセル1μg アルファカルシドール
3112 ビタミンD3 （内） アルファロール内用液0.5μg/mL アルファカルシドール
3112 ビタミンD3 （内） エディロールカプセル0.75μg エルデカルシトール
3112 ビタミンD3 【注】 カルシトリオール静注液1μg「F] カルシトリオール
3112 ビタミンD3 （内） ロカルトロールカプセル0.25 カルシトリオール
3112 ビタミンD3 （内） ワンアルファ錠0.5μg アルファカルシドール
3112 ビタミンD3（副甲状腺） 【注】 オキサロール注5μg（1mL） マキサカルシトール
3119 乾癬群等（ビタミンA様） （内） チガソンカプセル10mg エトレチナート
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3122 ビタミンB1 （内） 25mgアリナミンF糖衣錠 フルスルチアミン
3122 ビタミンB1 【注】 アリナミンＦ50注50mg（20mL） フルスルチアミン
3122 臨時 ビタミンB1 【注】 アリナミン注射液10mg（2mL） プロスルチアミン
3133 パントテン酸 （内） パンテチン錠シオエ100 パンテチン
3133 パントテン酸 （内） パンテチン細粒20％「KN」 パンテチン
3133 パントテン酸 【注】 パントール注100mg（1mL） パンテノール
3133 パントテン酸 【注】 パントール注500mg（2mL） パンテノール
3134 ビタミンB6 （内） ピドキサール錠10mg ピリドキサール
3134 ビタミンB7 （内） ピドキサール錠30mg ピリドキサール
3135 葉酸 （内） フォリアミン錠5mg 葉酸
3136 ビタミンB12 （内） メチコバール錠500μg メコバラミン
3136 ビタミンB12 【注】 メチコバール注射液500μg（1mL） メコバラミン
3140 ビタミンC 【注】 ビタシミン注射液500mg アスコルビン酸
3150 ビタミンE （内） ユベラ錠50mg トコフェロール
3160 ビタミンK2 【注】 ケイツーN静注10mg（2mL） メナテトレノン
3160 ビタミンK2 （内） ケイツーシロップ0.2％ メナテトレノン
3160 ビタミンK2（骨） （内） グラケーカプセル15mg メナテトレノン
3179 総合ビタミン （内） パンビタン末 総合ビタミン剤
3179 総合ビタミン 【注】 ビタジェクト注キット5mL 高カロリー輸液用総合ビタミン剤
3179 総合ビタミン 【注】 マルタミン注射用 高カロリー輸液用総合ビタミン剤
3179 ビタミンB1,6,12 【注】 ビタメジン静注用 VB1,6,12
3179 ビタミンB1,6,12 （内） ビタメジン配合カプセルB25 VB1,6,12
3179 ビタミンB1,ニコチン酸アミド 【注】 シーパラ注（2mL） VB1・ニコチン酸アミド配合剤
3179 ビタミンC.,パントテン酸 （内） シナール配合顆粒 VC・パントテン酸
3211 Ca補充 （内） 乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 乳酸カルシウム
3213 Ca補充 【注】 カルチコール注射液8.5％（10mL） グルコン酸カルシウム
3215 Ca補充 【注】 大塚塩カル注2％（20mL） 塩化カルシウム
3219 Ca、天然型ビタミンD3、Mg配合剤 （内） デノタスチュアブル配合錠 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ/コレカルシフェロール/炭酸ﾏｸﾞﾈｼ
3220 P補充 （内） ホスリボン配合顆粒 ﾘｳﾑ
3221 臨時 甲状腺腫、RI被曝予防等 （内） ヨウ化カリウム「ホエイ」 ヨウ化カリウム
3222 鉄剤（経口） （内） インクレミンシロップ5％（鉄として6mg/mL） 溶性ピロリン酸第二鉄
3222 鉄剤（経口） （内） フェロステック錠50mg クエン酸第一鉄
3222 鉄剤（経口） （内） フェロミア顆粒8.3％ クエン酸第一鉄
3222 鉄剤（注射） 【注】 フェジン静注40mg （2mL） 含糖酸化鉄
3229 K補充 （内） アスパラカリウム錠300mg アスパラギン酸カリウム
3229 K補充 （内） グルコンサンK細粒4mEq/g グルコン酸カリウム
3229 K補充 （内） ケーサプライ錠600mg 塩化カリウム
3229 電解質補充 （内） ソリタ-T配合顆粒3号（4g包） 電解質
3229 微量元素 【注】 ミネリック-5配合点滴静注シリンジ（2mL） 鉄、マンガン、亜鉛、銅、ヨウ素
3231 臨時 ブドウ糖 （内） ブドウ糖 ブドウ糖
3231 ブドウ糖液 【注】 大塚糖液50％（20mL） ブドウ糖
3231 ブドウ糖液 【注】 ブドウ糖注10％（20mL） ブドウ糖
3231 ブドウ糖液 【注】 ブドウ糖注20％PL「フソー」20mL ブドウ糖
3231 ブドウ糖液 【注】 ブドウ糖注5％PL「フソー」20mL ブドウ糖
3231 ブドウ糖液 【注】 大塚糖液5％（100mL）ボトル ブドウ糖
3231 ブドウ糖液 【注】 大塚糖液5％（250mL）ボトル ブドウ糖
3231 ブドウ糖液 【注】 大塚糖液5％（500mL）バッグ ブドウ糖
3231 ブドウ糖液 【注】 大塚糖液50％（200mL）バッグ ブドウ糖
3231 ブドウ糖液 【注】 大塚糖液50％（500mL）バッグ ブドウ糖
3231 臨時 ブドウ糖液 【注】 大塚糖液70％（350mL）バッグ ブドウ糖
3233 マルトース 【注】 マルトス輸液10％（500mL） マルトース
3239 TPN（糖+電解質） 【注】 ハイカリックＲＦ輸液（500mL） 糖+電解質
3239 TPN（糖+電解質） 【注】 ハイカリック液－1号（700mL） 糖+電解質
3239 TPN（糖+電解質） 【注】 ハイカリック液－2号（700mL） 糖+電解質
3239 TPN（糖+電解質） 【注】 ハイカリック液－3号（700mL） 糖+電解質
3253 アミノ酸 【注】 アミパレン輸液（300mL） アミノ酸
3253 アミノ酸（肝不全） 【注】 アミノレバン点滴静注（200mL） アミノ酸（肝不全）
3253 アミノ酸（肝不全） 【注】 アミノレバン点滴静注（500mL） アミノ酸（肝不全）
3253 アミノ酸（肝不全） （内） ヘパアクト配合顆粒（4.5g/包） イソロイシン/ロイシン/バリン
3253 アミノ酸（肝不全） （内） リーバクト配合経口ゼリー（20g） イソロイシン/ロイシン/バリン
3253 アミノ酸（小児） 【注】 プレアミン-P注射液（200mL） アミノ酸（小児）
3253 アミノ酸（腎不全） 【注】 ネオアミユー輸液（200mL） アミノ酸（腎不全）
3259 PPN（糖+電解質+アミノ酸+水溶性ﾋﾞﾀﾐﾝ） 【注】 パレプラス輸液（500mL） 糖+電解質+アミノ酸+水溶性ビタミン
3259 PPN（糖+電解質+アミノ酸+ﾋﾞﾀﾐﾝB1） 【注】 ビーフリード輸液（1000mL） 糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1
3259 PPN（糖+電解質+アミノ酸+ﾋﾞﾀﾐﾝB1） 【注】 ビーフリード輸液（500mL） 糖+電解質+アミノ酸+ビタミンB1
3259 TPN（糖+電解質+アミノ酸+ﾋﾞﾀﾐﾝ） 【注】 フルカリック1号輸液（903mL） 糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259 TPN（糖+電解質+アミノ酸+ﾋﾞﾀﾐﾝ） 【注】 フルカリック2号輸液（1003mL） 糖+電解質+アミノ酸+ビタミン

3259 TPN（糖+電解質+アミノ酸+ﾋﾞﾀﾐﾝ） 【注】 フルカリック3号輸液（1103mL） 糖+電解質+アミノ酸+ビタミン
3259 TPN（糖+電解質+アミノ酸+ﾋﾞﾀﾐﾝ+ﾐﾈﾗﾙ） 【注】 エルネオパNF1号輸液（1000mL） 糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259 TPN（糖+電解質+アミノ酸+ﾋﾞﾀﾐﾝ+ﾐﾈﾗﾙ） 【注】 エルネオパNF1号輸液（1500mL） 糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259 TPN（糖+電解質+アミノ酸+ﾋﾞﾀﾐﾝ+ﾐﾈﾗﾙ） 【注】 エルネオパNF2号輸液（1000mL） 糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259 TPN（糖+電解質+アミノ酸+ﾋﾞﾀﾐﾝ+ﾐﾈﾗﾙ） 【注】 エルネオパNF2号輸液（1500mL） 糖+電解質+アミノ酸+ビタミン+ミネラル
3259 経腸栄養剤（肝不全） （内） アミノレバンEN配合散50g包 経腸栄養剤
3259 臨時 経腸栄養剤（肝不全） （内） ヘパンED配合内用剤80g包 経腸栄養剤
3259 経腸栄養剤（成分栄養） （内） エレンタールP乳幼児用配合内用剤40g包 経腸栄養剤
3259 経腸栄養剤（成分栄養） （内） エレンタール配合内用剤80g包 経腸栄養剤
3259 経腸栄養剤（成分栄養） （内） エレンタール配合内用剤80gボトル 経腸栄養剤
3259 経腸栄養剤（半消化態栄養） （内） エネーボ配合経腸用液（300kcal/250mL） 経腸栄養剤
3259 経腸栄養剤（半消化態栄養） （内） エンシュア・H（375kcal/250mL）バニラ缶 経腸栄養剤
3259 経腸栄養剤（半消化態栄養） （内） エンシュア・リキッド（250kcal/250mL）コーヒー缶 経腸栄養剤
3259 経腸栄養剤（半消化態栄養） （内） エンシュア・リキッド（250kcal/250mL）ストロベリー缶 経腸栄養剤
3259 経腸栄養剤（半消化態栄養） （内） ラコールNF配合経腸用半固形剤（300kcal/300g） 経腸栄養剤
3259 経腸栄養剤（半消化態栄養） （内） ラコールNF配合経腸用液（200kcal/200mL）ミルク 経腸栄養剤
3299 脂肪乳剤 【注】 イントラリポス輸液20％（100mL） ダイズ油
3311 Na補充 【注】 大塚食塩注10％（20mL） 塩化ナトリウム
3311 生理食塩液 《外》 大塚生食注（1000mL瓶・細口） 生理食塩液
3311 生理食塩液 【注】 大塚生食注（20mL）ボトル 生理食塩液
3311 生理食塩液 《外》 大塚生食注（500mL瓶・細口） 生理食塩液
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3311 生理食塩液 【注】 大塚生食注2ポート（100mL）ボトル 生理食塩液
3311 生理食塩液 【注】 大塚生食注（100mL）ボトル 生理食塩液
3311 生理食塩液 【注】 大塚生食注（250mL）ボトル 生理食塩液
3311 生理食塩液 【注】 生食注シリンジ「オーツカ」（20mL） 生理食塩液
3311 生理食塩液 【注】 テルモ生食（1000mＬ）バッグ 生理食塩液
3311 生理食塩液 【注】 テルモ生食（100mL）バッグ 生理食塩液
3311 生理食塩液 【注】 テルモ生食（500mL）バッグ 生理食塩液
3311 生理食塩液 【注】 生理食塩液ＰＬ「フソー」2000mLバッグ 生理食塩液
3319 K補充 【注】 KCL注10mEqキット「テルモ」（10mL） 塩化カリウム
3319 K補充 【注】 リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」20mL リン酸二カリウム
3319 維持液（3号液） 【注】 アクチット輸液（500mL）ボトル 酢酸維持液（マルトース25g）
3319 維持液（3号液） 【注】 ヴィーン3G輸液（500mL）ボトル 酢酸維持液（glu25g）
3319 維持液（3号液） 【注】 ソルデム3AG輸液（200mL） 維持液（glu15g）
3319 維持液（3号液） 【注】 ソルデム3AG輸液（500mL） 維持液（glu37.5g）
3319 維持液（3号液） 【注】 ソルデム3Ａ輸液（200mL） 維持液（glu8.6g）
3319 維持液（3号液） 【注】 ソルデム3Ａ輸液（500mL） 維持液（glu21.5g）
3319 維持液（3号液） 【注】 フィジオ35輸液（500mL） 酢酸維持液（glu50g）
3319 開始液（1号液）Kフリー 【注】 ソルデム1輸液（200mL） 開始液
3319 開始液（1号液）Kフリー 【注】 ソルデム1輸液（500mL） 開始液
3319 細胞外液補充 【注】 ヴィーンD輸液（500mL）ボトル 酢酸リンゲル液（ブドウ糖加：glu25g）
3319 細胞外液補充 【注】 ソルアセトF輸液（500mL） 酢酸リンゲル液
3319 細胞外液補充 【注】 ビカネイト輸液（1000mL） 重炭酸リンゲル液
3319 細胞外液補充 【注】 ビカネイト輸液（500mL） 重炭酸リンゲル液
3319 細胞外液補充 【注】 フィジオ140輸液（500mL） 酢酸リンゲル液（ブドウ糖加：glu5g）
3319 細胞外液補充 【注】 ラクテックＤ注（500mL） 乳酸リンゲル液（ブドウ糖加：glu25g）
3319 細胞外液補充 【注】 ラクテックG注（500mL） 乳酸リンゲル液（ソルビトール加：sor25g）
3319 細胞外液補充 【注】 ラクテック注（1000mL） 乳酸リンゲル液
3319 細胞外液補充 【注】 ラクテック注（500mL） 乳酸リンゲル液
3319 術後回復液（4号液）Kフリー 【注】 ソリタ－Ｔ4号輸液（500mL） 術後回復液
3319 代用血漿剤 【注】 ヘスパンダー輸液（500mL） ヒドロキシエチルデンプン70000
3319 代用血漿剤 【注】 ボルベン輸液6％（500mL） ヒドロキシエチルデンプン130000
3319 代用血漿剤 【注】 低分子デキストランＬ注（250mL） デキストラン40
3319 脱水補給液（2号液） 【注】 ソリターＴ2号輸液（500mL） 脱水補給液
3321 止血増強剤 （内） アドナ錠30mg カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
3321 止血増強剤 【注】 アドナ注（静脈用）50mg（10mL） カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
3323 局所用止血薬 （内） 経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」 トロンビン
3325 局所用止血薬 《外》 ｻｰｼﾞｾﾙ・ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ・ﾍﾓｽﾀｯﾄ（ガーゼ型1.3×5.1） 酸化セルロース
3325 局所用止血薬 《外》 ｻｰｼﾞｾﾙ・ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ・ﾍﾓｽﾀｯﾄ（ガーゼ型5.1×7.6） 酸化セルロース
3325 局所用止血薬 《外》 ｻｰｼﾞｾﾙ・ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ・ﾍﾓｽﾀｯﾄ（ﾆｭｰﾆｯﾄ型） 酸化セルロース
3325 局所用止血薬 《外》 ｻｰｼﾞｾﾙ・ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ・ﾍﾓｽﾀｯﾄ（綿型） 酸化セルロース
3326 局所用止血薬 《外》 アルト原末（500mg） アルギン酸ナトリウム
3327 抗プラスミン薬 【注】 トラネキサム酸注250mg/5ｍL「日新」 トラネキサム酸
3327 抗プラスミン薬 【注】 トラネキサム酸注1000mg/10ｍL「日新」 トラネキサム酸
3327 抗プラスミン薬 （内） トランサミンカプセル250mg トラネキサム酸
3329 臨時 静脈瘤硬化薬 【注】 エトキシスクレロール1％注射液（30mL） ポリドカノール
3329 静脈瘤硬化薬 【注】 ポリドカスクレロール1％注（2mL） ポリドカノール
3329 食道静脈瘤止血、退縮 【注】 オルダミン注射用1g モノエタノールアミンオレイン酸塩
3331 緩衝、矯味 （内） クエン酸ナトリウム クエン酸ナトリウム

3331 臨時 血液抗凝固（血液と混合） 【注】 チトラミン液「フソー」-4% クエン酸ナトリウム液
3331 抗凝固（低分子ヘパリン）DIC、透析 【注】 フラグミン静注5000単位/5mL ダルテパリンナトリウム
3331 抗凝固（未分画ヘパリン） 【注】 ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL ヘパリンナトリウム
3331 抗凝固（未分画ヘパリン） 【注】 ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用10単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「ｵｰﾂｶ」10mL ヘパリンナトリウム
3331 抗凝固（未分画ヘパリン） 【注】 ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑ皮下注5千単位/0.2mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾓﾁﾀﾞ」 ヘパリンカルシウム
3331 抗凝固（未分画ヘパリン） 【注】 ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」 ヘパリンナトリウム
3331 抗凝固（未分画ヘパリン） 【注】 ヘパリンナトリウム注Ｎ5千単位/5mL「AY」 ヘパリンナトリウム
3332 抗凝固（VK拮抗） （内） ワーファリン顆粒0.2% ワルファリン
3332 抗凝固（VK拮抗） （内） ワーファリン錠1mg ワルファリン
3339 抗凝固（DIC) 【注】 リコモジュリン点滴静注用12800 トロンボモデュリンアルファ
3339 臨時 抗凝固（FXa阻害） 【注】 アリクストラ皮下注1.5mg フォンダパリヌクスナトリウム
3339 抗凝固（FXa阻害） 【注】 アリクストラ皮下注2.5mg フォンダパリヌクスナトリウム
3339 抗凝固（FXa阻害） 【注】 アリクストラ皮下注7.5mg フォンダパリヌクスナトリウム
3339 抗凝固（FXa阻害） （内） イグザレルト錠10mg リバーロキサバン
3339 抗凝固（FXa阻害） （内） イグザレルト錠15mg リバーロキサバン
3339 抗凝固（FXa阻害） （内） エリキュース錠5mg アピキサバン
3339 抗凝固（FXa阻害） （内） リクシアナ錠15mg エドキサバン
3339 抗凝固（FXa阻害） （内） リクシアナ錠60mg エドキサバン
3339 抗凝固（直接） （内） プラザキサカプセル110mg ダビガトラン
3339 抗凝固（直接） （内） プラザキサカプセル75mg ダビガトラン
3339 抗凝固（低分子ヘパリン） 【注】 クレキサン皮下注キット2000ＩＵ エノキサパリンナトリウム
3339 抗凝固（低分子ヘパリン）DIC 【注】 オルガラン静注1250単位1mL ダナパロイドナトリウム
3339 臨時 塗布剤（血行促進・保湿） 《外》 ヒルドイドクリーム0.3％　25g ヘパリン類似物質
3339 塗布剤（血行促進・保湿） 《外》 ヒルドイドローション0.3％　50g ヘパリン類似物質
3339 塗布剤（血行促進・保湿） 《外》 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3％「日医工」 ヘパリン類似物質
3391 中毒【ヘパリン】ヘパリン中和 【注】 プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 プロタミン
3399 EPA （内） エパデールS600 イコサペント酸エチル
3399 EPA （内） エパデールS900 イコサペント酸エチル
3399 G-CSF製剤 【注】 グランシリンジM300 フィルグラスチム
3399 G-CSF製剤 【注】 ジーラスタ皮下注3.6mg ペグフィルグラスチム
3399 G-CSF製剤 【注】 ノイアップ注50 ナルトグラスチム
3399 G-CSF製剤 【注】 ノイトロジン注100μg レノグラスチム
3399 G-CSF製剤 【注】 ノイトロジン注250μg レノグラスチム
3399 G-CSF製剤 【注】 ノイトロジン注50μg レノグラスチム
3399 G-CSF製剤 【注】 フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「モチダ」 フィルグラスチム
3399 G-CSF製剤 【注】 フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」 フィルグラスチム
3399 アシドーシス 【注】 サム点滴静注セット トロメタモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム
3399 開頭手術時等の灌流、洗浄 【注】 アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 糖+電解質
3399 関節鏡視下検査時等の灌流、洗浄 《外》 アルスロマチック関節手術用灌流液 乳酸リンゲル液
3399 抗血小板 （内） バイアスピリン錠100mg アスピリン
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3399 抗血小板（5-HT2遮断） （内） アンプラーグ錠100mg サルポグレラート
3399 抗血小板（PDE3阻害） （内） プレタールOD錠100mg シロスタゾール
3399 抗血小板（PDE3阻害） （内） プレタール散20％（0.25g/包） シロスタゾール
3399 抗血小板（PGI2誘導体） （内） ドルナー錠20μg ベラプロスト
3399 抗血小板（チエノピリジン） （内） エフィエント錠3.75mg プラスグレル
3399 抗血小板（チエノピリジン） （内） エフィエント錠20mg プラスグレル
3399 抗血小板（チエノピリジン） （内） パナルジン錠100mg チクロピジン
3399 抗血小板（チエノピリジン） （内） プラビックス錠25mg クロピドグレル
3399 抗血小板（チエノピリジン） （内） プラビックス錠75mg クロピドグレル
3399 抗血小板・胃薬 （内） バファリン配合錠A81 アスピリン/ダイアルミネート
3399 循環、潰瘍等の改善等 （内） リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 リマプロスト
3399 臨時 中毒【ダビガトラン】中和 【注】 プリズバインド静注液2.5g イダルシズマブ

3399 白血球減少抑制薬 【注】 アンサー皮下注20μg （1mL） Z-100原液（結核菌熱水抽出物）
3410 人工腎臓用補充液 【注】 サブパック血液ろ過用補充液-Bi 人工腎臓用補充液
3410 人工透析灌流液 【注】 キンダリー透析剤AF1号9Ｌ 人工透析液
3410 人工透析灌流液 【注】 キンダリー透析剤AF2号9Ｌ 人工透析液
3410 人工透析灌流液 【注】 キンダリー透析剤AF3号9Ｌ 人工透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 エクストラニール UVツイン 1500mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 エクストラニール UVツイン 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 エクストラニール システムⅡ 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 エクストラニール シングル 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 エクストラニール ツイン 1500mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 エクストラニール ツイン 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール PD2 4.25 シングル 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール PD4 4.25 UVツイン 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール PD4 4.25 シングル 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD2 1.5 UVツイン 1500mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD2 1.5 UVツイン 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD2 1.5 システムⅡ 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD2 1.5 システムⅡ 2500mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD2 1.5 システムⅡ 5000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD2 1.5 シングル 1000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD2 1.5 シングル 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD2 1.5 シングル 2500mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD2 1.5 シングル 5000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD2 1.5 ツイン 1500mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD2 1.5 ツイン 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD2 2.5 UVツイン 1500mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD2 2.5 UVツイン 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD2 2.5 システムⅡ 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD2 2.5 シングル 1000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD2 2.5 シングル 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD2 2.5 ツイン 1500mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD2 2.5 ツイン 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD4 1.5 UVツイン 1500mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD4 1.5 UVツイン 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD4 1.5 システムⅡ 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD4 1.5 システムⅡ 5000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD4 1.5 シングル 1000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD4 1.5 シングル 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD4 1.5 ツイン 1500mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD4 1.5 ツイン 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD4 2.5 UVツイン 1500mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD4 2.5 UVツイン 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD4 2.5 システムⅡ 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD4 2.5 シングル 1000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD4 2.5 シングル 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD4 2.5 ツイン 1500mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ダイアニール-Ｎ PD4 2.5 ツイン 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ミッドペリック 135 排液用バッグ付 1500mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ミッドペリック 135 排液用バッグ付 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ミッドペリック 250 排液用バッグ付 1500mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 ミッドペリック 250 排液用バッグ付 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 レギュニールH Ca 1.5 UVツイン 1500mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 レギュニールH Ca 1.5 UVツイン 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 レギュニールH Ca 1.5 ツイン 1500mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 レギュニールH Ca 1.5 ツイン 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 レギュニールH Ca 2.5 UVツイン 1500mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 レギュニールH Ca 2.5 UVツイン 2000mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 レギュニールH Ca 2.5 ツイン 1500mL 腹膜透析液
3420 臨時 腹膜透析液 【注】 レギュニールH Ca 2.5 ツイン 2000mL 腹膜透析液
3919 肝機能改善 【注】 強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL グリチルリチン/グリシン/システイン
3919 肝機能改善 （内） グリチロン配合錠 グリチルリチン酸/DL-メチオニン
3919 臨時 肝機能改善 （内） タウリン散98％「大正」1.02g包 アミノエチルスルホン酸
3920 アントラサイクリンの血管外漏出 【注】 サビーン点滴静注用500mg デクスラゾキサン
3925 中毒【ヒ素、シアン】 【注】 デトキソール静注液2g（20mL） チオ硫酸ナトリウム
3929 アルカリ化剤 【注】 メイロン静注8.4％（20mL） 炭酸水素ナトリウム
3929 アルカリ化剤 【注】 メイロン静注8.4％（250mL） 炭酸水素ナトリウム
3929 ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ等の出血性膀胱炎予防 【注】 ウロミテキサン注400mg（4mL） メスナ
3929 従来型DMARD（RA、ｳｲﾙｿﾝ、中毒） （内） メタルカプターゼカプセル100mg ペニシラミン
3929 臨時 中毒【アセトアミノフェン】 （内） アセチルシステイン内用液17.6％「あゆみ」 アセチルシステイン
3929 臨時 中毒【鉄】ヘモクロマトーシス 【注】 デスフェラール注射用500mg デフェロキサミン
3929 中毒【鉄】輸血による慢性鉄過剰 （内） エクジェイド懸濁用錠125mg デフェラシロクス
3929 中毒【鉄】輸血による慢性鉄過剰 （内） エクジェイド懸濁用錠500mg デフェラシロクス
3929 臨時 中毒【メトヘモグロビン血症】 【注】 メチレンブルー静注50mg「第一三共」 メチルチオニニウム
3929 中毒【有機リン】 【注】 パム静注500mg プラリドキシム
3929 尿毒症症状改善、透析導入遅延 （内） 球形吸着炭細粒分包2g「マイラン」 球形吸着炭
3929 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙの抗腫瘍効果増強 （内） ユーゼル錠25mg ホリナートカルシウム
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3929 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙの抗腫瘍効果増強 【注】 レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 レボホリナートカルシウム
3929 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙの抗腫瘍効果増強 【注】 レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」 レボホリナートカルシウム
3929 葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減 （内） ロイコボリン錠5mg ロイコボリンカルシウム（ホリナート）
3929 葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減 【注】 ロイコボリン注3mg（1mL） ロイコボリンカルシウム（ホリナート）
3929 ロクロニウム等の筋弛緩からの回復 【注】 ブリディオン静注200mg（2mL） スガマデクス
3941 高尿酸血症（発作寛解） （内） コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 コルヒチン
3943 高尿酸血症（尿酸生成抑制） （内） アロプリノール錠100mg「サワイ」 アロプリノール
3949 高尿酸血症（尿酸生成抑制） （内） ウリアデック錠40mg トピロキソスタット
3949 高尿酸血症（尿酸生成抑制） （内） フェブリク錠10mg フェブキソスタット
3949 高尿酸血症（尿酸生成抑制） （内） フェブリク錠20mg フェブキソスタット
3949 臨時 高尿酸血症（尿酸生成抑制） （内） フェブリク錠40mg フェブキソスタット
3949 高尿酸血症（尿酸排泄促進） （内） ユリノーム錠50mg ベンズブロマロン
3949 尿アルカリ化 （内） ウラリット-U配合散1g包 クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム
3949 尿アルカリ化 （内） ウラリット配合錠 クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム
3954 血栓溶解薬 【注】 ウロナーゼ静注用6万単位 ウロキナーゼ
3959 臨時 血栓溶解薬（tPA） 【注】 クリアクター静注用80万単位 モンテプラーゼ
3959 血栓溶解薬（tPA） 【注】 グルトパ注2400万単位 アルテプラーゼ
3959 高尿酸血症（尿酸分解） 【注】 ラスリテック点滴静注用1.5mg ラスブリカーゼ
3959 高尿酸血症（尿酸分解） 【注】 ラスリテック点滴静注用7.5mg ラスブリカーゼ
3959 塗布剤（湿疹、熱傷、潰瘍等） 《外》 ブロメライン軟膏5万単位/g（20g） ブロメライン
3959 臨時 ファブリー病（ライソゾーム病） 【注】 ファブラザイム点滴静注用35mg アガルシダーゼベータ
3959 臨時 ファブリー病（ライソゾーム病） 【注】 ファブラザイム点滴静注用5mg アガルシダーゼベータ
3959 臨時 ファブリー病（ライソゾーム病） 【注】 リプレガル点滴静注用3.5mg アガルシダーゼアルファ
3961 第２世代SU （内） オイグルコン錠2.5mg グリベンクラミド
3961 第３世代SU （内） グリメピリド錠1mg「EMEC」 グリメピリド
3962 BG薬 （内） メトグルコ錠250mg メトホルミン
3969 DPP-4阻害 （内） エクア錠50mg ビルダグリプチン
3969 DPP-4阻害 （内） オングリザ錠5mg サキサグリプチン
3969 DPP-4阻害 （内） グラクティブ錠25mg シタグリプチン
3969 DPP-4阻害 （内） ジャヌビア錠50mg シタグリプチン
3969 DPP-4阻害 （内） テネリア錠20mg テネリグリプチン
3969 DPP-4阻害 （内） トラゼンタ錠5mg リナグリプチン
3969 DPP-4阻害 （内） ネシーナ錠25mg アログリプチン
3969 SGLT2阻害剤 （内） カナグル錠100mg カナグリフロジン
3969 SGLT2阻害剤 （内） ジャディアンス錠10mg エンパグリフロジン
3969 SGLT2阻害剤 （内） スーグラ錠50mg イプラグリフロジン
3969 SGLT2阻害剤 （内） フォシーガ錠5mg ダパグリフロジン
3969 SGLT2阻害剤 （内） ルセフィ錠2.5mg ルセオグリフロジン
3969 α-GI （内） グルコバイ錠100mg アカルボース
3969 α-GI （内） セイブル錠50mg ミグリトール
3969 α-GI （内） ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」 ボグリボース
3969 週１DPP-4阻害 （内） ザファテック錠100mg トレラグリプチン
3969 週１DPP-4阻害 （内） マリゼブ錠12.5mg オマリグリプチン
3969 週１DPP-4阻害 （内） マリゼブ錠25mg オマリグリプチン
3969 速効型 （内） グルファスト錠10mg ミチグリニド
3969 速効型 （内） シュアポスト錠0.5mg レパグリニド
3969 速効型 （内） スターシス錠30mg ナテグリニド
3969 チアゾリジン （内） ピオグリタゾン錠15mg「EE」 ピオグリタゾン
3969 配合剤 （内） カナリア配合錠 カナグリフロジン/テネリグリプチン
3990 SLE （内） プラケニル錠200mg ヒドロキシクロロキン
3990 臨時 突発性肺線維症（TKI） （内） オフェブカプセル150mg ニンテダニブ
3992 脳循環・代謝改善薬 【注】 アデホス-Lコーワ注20mg アデノシン三リン酸二ナトリウム
3992 脳循環・代謝改善薬 （内） アデホスコーワ顆粒10％ アデノシン三リン酸二ナトリウム
3999 bDMARD（T細胞活性化抑制） 【注】 オレンシア点滴静注用250mg アバタセプト
3999 bDMARD（T細胞活性化抑制） 【注】 オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL アバタセプト
3999 bDMARD（抗TNFα） 【注】 シムジア皮下注200mgシリンジ セルトリズマブ　ペゴル
3999 bDMARD（抗TNFα） 【注】 シンポニー皮下注50mgシリンジ ゴリムマブ
3999 bDMARD（抗TNFα） 【注】 ヒュミラ皮下注40mgシリンジ アダリムマブ
3999 bDMARD（抗TNFαβ） 【注】 エンブレル皮下注25mgシリンジ（0.5mL） エタネルセプト
3999 bDMARD（抗TNFαβ） 【注】 エンブレル皮下注50mgペン(1.0mL) エタネルセプト
3999 BP薬（高Ca血症、骨転移） 【注】 ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mLバッグ「日医工」 ゾレドロン酸
3999 BP薬（高Ca血症、骨転移等） 【注】 パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」 パミドロン酸
3999 エリスロポエチン製剤 【注】 エスポー注射液750 （0.5mL） エポエチンアルファ
3999 エリスロポエチン製剤 【注】 エスポー皮下用24000シリンジ （0.5mL） エポエチンアルファ
3999 エリスロポエチン製剤 【注】 エポジン注シリンジ1500 （0.5mL） エポエチンベータ
3999 エリスロポエチン製剤 【注】 ミルセラ注シリンジ100μg （0.3mL） エポエチンベータペゴル
3999 エリスロポエチン製剤 【注】 ミルセラ注シリンジ150μg （0.3mL） エポエチンベータペゴル
3999 エリスロポエチン製剤 【注】 ミルセラ注シリンジ25μg （0.3mL） エポエチンベータペゴル
3999 エリスロポエチン製剤 【注】 ミルセラ注シリンジ50μg （0.3mL） エポエチンベータペゴル
3999 カルニチン欠乏症 【注】 エルカルチンFF静注1000mg レボカルニチン
3999 カルニチン欠乏症 （内） エルカルチンFF内用液10％ レボカルニチン
3999 カルニチン欠乏症 （内） エルカルチンFF錠250mg レボカルニチン
3999 クモ膜下出血等 【注】 オザグレルＮａ点滴静注液40mg「ケミファ」 オザグレル
3999 臨時 ｸﾘｵﾋﾟﾘﾝ関連周期性症候群等 【注】 イラリス皮下注用150mg カナキヌマブ
3999 臨時 クローン病の寛解導入 【注】 ステラーラ点滴静注130mg ウステキヌマブ
3999 下剤、高アンモニア等（浸透圧性） （内） リフォロースシロップ65％ ラクツロース
3999 高Ca血症、骨ベーチェット 【注】 エルシトニン注40単位（1mL） エルカトニン
3999 抗RANKL抗体（骨転移等） 【注】 ランマーク皮下注120mg デノスマブ
3999 高アンモニア （内） ポルトラック原末6g包 ラクチトール
3999 骨粗鬆症（BP薬） （内） ベネット錠17.5mg リセドロン酸
3999 骨粗鬆症（BP薬） 【注】 ボナロン点滴静注バッグ900μg アレンドロン酸
3999 骨粗鬆症（BP薬） （内） ボナロン錠35mg アレンドロン酸
3999 臨時 骨粗鬆症（BP薬） （内） ボナロン錠5mg アレンドロン酸
3999 骨粗鬆症（BP薬） 【注】 ボンビバ静注1mgシリンジ イバンドロン酸
3999 骨粗鬆症（BP薬） （内） リカルボン錠50mg ミノドロン酸
3999 骨粗鬆症（BP薬） 【注】 リクラスト点滴静注液5mg ゾレドロン酸
3999 骨粗鬆症（SERM) （内） ビビアント錠20mg バゼドキシフェン
3999 骨粗鬆症（抗RANKL抗体） 【注】 プラリア皮下注60mgシリンジ デノスマブ
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3999 骨粗鬆症による疼痛 【注】 エルシトニン注20Sディスポ エルカトニン
3999 従来型DMARD（RA） （内） ケアラム錠25mg イグラチモド
3999 従来型DMARD（RA） （内） メトレート錠2mg メトトレキサート
3999 従来型DMARD（RA） （内） リウマトレックスカプセル2mg メトトレキサート
3999 尋常性乾癬、関節症性乾癬 【注】 コセンティクス皮下注150mgペン セクキヌマブ
3999 尋常性乾癬、関節症性乾癬 【注】 ステラーラ皮下注45mgシリンジ ウステキヌマブ
3999 尋常性乾癬、関節症性乾癬 【注】 トルツ皮下注80mgオートインジェクター イキセキズマブ

3999 尋常性乾癬、関節症性乾癬 【注】 ルミセフ皮下注210mgシリンジ ブロダルマブ
3999 多発性硬化症 （内） イムセラカプセル0.5mg フィンゴリモド
3999 多発性硬化症 【注】 コパキソン皮下注20mgシリンジ グラチラマー
3999 ダルベポエチン製剤 【注】 ネスプ注射液120μgプラシリンジ （0.5mL） ダルベポエチンアルファ
3999 ダルベポエチン製剤 【注】 ネスプ注射液180μgプラシリンジ （0.5mL） ダルベポエチンアルファ
3999 ダルベポエチン製剤 【注】 ネスプ注射液20μgプラシリンジ （0.5mL） ダルベポエチンアルファ
3999 ダルベポエチン製剤 【注】 ネスプ注射液30μgプラシリンジ （0.5mL） ダルベポエチンアルファ
3999 ダルベポエチン製剤 【注】 ネスプ注射液60μgプラシリンジ （0.5mL） ダルベポエチンアルファ
3999 蛋白分解酵素阻害 （内） カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 カモスタット
3999 蛋白分解酵素阻害 【注】 注射用ナファモスタット10mg「MEEK」 ナファモスタット
3999 蛋白分解酵素阻害 【注】 注射用ナファモスタット50mg「MEEK」 ナファモスタット
3999 蛋白分解酵素阻害 【注】 ミラクリッド注射液10万単位（2mL） ウリナスタチン
3999 蛋白分解酵素阻害 【注】 ミラクリッド注射液5万単位（1mL） ウリナスタチン
3999 蛋白分解酵素阻害 【注】 レミナロン注射用100mg ガベキサート
3999 蛋白分解酵素阻害 【注】 レミナロン注射用500mg ガベキサート
3999 透析下副甲状腺亢進 【注】 パーサビブ静注透析用5mg エテルカルセチド
3999 透析下副甲状腺亢進、高Ｃａ （内） レグパラ錠25mg シナカルセト
3999 臨時 透析下副甲状腺亢進、高Ｃａ （内） レグパラ錠75mg シナカルセト
3999 糖尿病性末梢神経障害 （内） キネダック錠50mg エパルレスタット
3999 臨時 突発性肺線維症 （内） ピレスパ錠200mg ピルフェニドン
3999 トロンボポエチン受容体作動薬 （内） レボレード錠12.5mg エルトロンボパグオラミン
3999 トロンボポエチン受容体作動薬 （内） レボレード錠25mg エルトロンボパグオラミン
3999 臨時 トロンボポエチン受容体作動薬 【注】 ロミプレート皮下注250μg調製用 ロミプロスチム
3999 変形性膝関節症 【注】 サイビスクディスポ関節注（2mL） ヒアルロン酸架橋体ポリマー/ﾋﾞﾆﾙｽﾙﾎﾝ架橋体
3999 変形性膝関節症 【注】 スベニールディスポ関節注25mg（2.5mL） ヒアルロン酸
3999 変形性膝関節症等 【注】 アルツディスポ関節注25mg（2.5mL） ヒアルロン酸
3999 免疫抑制薬（CNI）FKBP （内） グラセプターカプセル0.5mg タクロリムス　徐放
3999 免疫抑制薬（CNI）FKBP （内） グラセプターカプセル1mg タクロリムス　徐放
3999 免疫抑制薬（CNI）FKBP （内） プログラフカプセル0.5mg タクロリムス
3999 免疫抑制薬（CNI）FKBP （内） プログラフカプセル1mg タクロリムス
3999 免疫抑制薬（CNI）FKBP （内） プログラフ顆粒0.2mg/包 タクロリムス
3999 免疫抑制薬（CNI）FKBP （内） プログラフ顆粒1mg/包 タクロリムス
3999 免疫抑制薬（CNI）FKBP 【注】 プログラフ注射液2mg（0.4mL） タクロリムス
3999 免疫抑制薬（CNI）ｼｸﾛﾌｨﾘﾝ 【注】 サンディミュン点滴静注用250mg（5mL） シクロスポリン
3999 免疫抑制薬（CNI）ｼｸﾛﾌｨﾘﾝ （内） ネオーラル10mgカプセル シクロスポリン
3999 免疫抑制薬（CNI）ｼｸﾛﾌｨﾘﾝ （内） ネオーラル25mgカプセル シクロスポリン
3999 免疫抑制薬（CNI）ｼｸﾛﾌｨﾘﾝ （内） ネオーラル50mgカプセル シクロスポリン
3999 免疫抑制薬（CNI）ｼｸﾛﾌｨﾘﾝ （内） ネオーラル内用液10％ シクロスポリン
3999 臨時 免疫抑制薬（mTOR阻害薬） （内） サーティカン錠0.25mg エベロリムス
3999 臨時 免疫抑制薬（拒絶反応抑制） 【注】 スパニジン点滴静注用100mg グスペリムス
3999 免疫抑制薬（代謝拮抗） （内） イムラン錠50mg アザチオプリン
3999 免疫抑制薬（代謝拮抗） （内） セルセプトカプセル250mg ミコフェノール酸モフェチル
3999 免疫抑制薬（代謝拮抗） （内） ブレディニンOD錠50mg ミゾリビン
4211 アルキル化剤 （内） エンドキサン錠50mg シクロホスファミド
4211 アルキル化剤 【注】 注射用イホマイド1g イホスファミド
4211 アルキル化剤 【注】 注射用エンドキサン100mg シクロホスファミド
4211 アルキル化剤 【注】 注射用エンドキサン500mg シクロホスファミド
4213 アルキル化剤 【注】 ブスルフェクス点滴静注用60mg（バイアル） ブスルファン
4219 ALK（肺） （内） アレセンサカプセル150mg アレクチニブ
4219 アルキル化剤 （内） アルケラン錠2mg メルファラン
4219 臨時 アルキル化剤 【注】 アルケラン静注用50mg メルファラン
4219 アルキル化剤 《外》 ギリアデル脳内留置用剤7.7mg カルムスチン
4219 アルキル化剤 【注】 ダカルバジン注用100 ダカルバジン
4219 アルキル化剤 （内） テモダールカプセル100mg テモゾロミド
4219 アルキル化剤 （内） テモダールカプセル20mg テモゾロミド
4219 アルキル化剤 【注】 テモダール点滴静注用100mg テモゾロミド
4219 アルキル化剤 【注】 トレアキシン点滴静注用100mg ベンダムスチン
4219 臨時 アルキル化剤 【注】 ニドラン注射用50mg ニムスチン
4219 臨時 アルキル化剤 【注】 注射用サイメリン50mg ラニムスチン
4219 前立腺癌（エストロゲン） （内） エストラサイトカプセル156.7mg エストラムスチン
4221 代謝拮抗薬（プリン） （内） ロイケリン散10％ メルカプトプリン
4222 代謝拮抗薬（葉酸） （内） メソトレキセート錠2.5mg メトトレキサート
4222 代謝拮抗薬（葉酸） 【注】 メソトレキセート点滴静注液1000mg（40mL） メトトレキサート
4222 代謝拮抗薬（葉酸） 【注】 メソトレキセート点滴静注液200mg（8mL） メトトレキサート
4222 代謝拮抗薬（葉酸） 【注】 注射用メソトレキセート50mg メトトレキサート
4222 代謝拮抗薬（葉酸） 【注】 注射用メソトレキセート5mg メトトレキサート
4223 代謝拮抗薬（ピリミジン） （内） ゼローダ錠300 カペシタビン
4223 代謝拮抗薬（ピリミジン） 【注】 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 フルオロウラシル
4224 代謝拮抗薬（ピリミジン） 【注】 キロサイド注20mg（1mL） シタラビン
4224 代謝拮抗薬（ピリミジン） 【注】 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ゲムシタビン
4224 代謝拮抗薬（ピリミジン） 【注】 ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」 ゲムシタビン
4224 臨時 代謝拮抗薬（ピリミジン） 【注】 サンラビン点滴静注用150mg エノシタビン
4224 代謝拮抗薬（ピリミジン） 【注】 シタラビン点滴静注液1g「テバ」 シタラビン
4224 臨時 代謝拮抗薬（ピリミジン） （内） スタラシドカプセル50mg シタラビン
4224 代謝拮抗薬（プリン） 【注】 フルダラ静注用50mg フルダラビン
4224 代謝拮抗薬（葉酸） 【注】 アリムタ注射用100mg ペメトレキセドナトリウム
4224 代謝拮抗薬（葉酸） 【注】 アリムタ注射用500mg ペメトレキセドナトリウム
4229 MM、結節性紅斑 （内） サレドカプセル100mg（院内限定） サリドマイド
4229 臨時 MM、骨髄異形成症候群 （内） レブラミドカプセル5mg（院内限定） レナリドミド
4229 代謝拮抗薬（その他） （内） ハイドレアカプセル500mg ヒドロキシカルバミド
4229 代謝拮抗薬（ピリミジン） （内） ティーエスワン配合OD錠T20 テガフール/ギメラシル/オテラシル
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4229 代謝拮抗薬（ピリミジン） （内） ティーエスワン配合OD錠T25 テガフール/ギメラシル/オテラシル
4229 代謝拮抗薬（ピリミジン） （内） ユーエフティ配合カプセルT100 テガフール/ウラシル
4229 臨時 代謝拮抗薬（プリン） 【注】 エボルトラ点滴静注20mg クロファラビン
4229 トポイソメラーゼ阻害 （内） ラステットSカプセル25mg エトポシド
4231 抗癌性抗生物質 【注】 マイトマイシン注用2mg マイトマイシンC
4233 臨時 抗癌性抗生物質 【注】 コスメゲン静注用0.5mg アクチノマイシンD
4234 ブレオマイシン類 【注】 ブレオ注射用5mg ブレオマイシン
4234 臨時 ブレオマイシン類 【注】 ペプレオ注射用5mg ペプロマイシン
4235 臨時 アントラサイクリン類 【注】 アクラシノン注射用20mg アクラルビシン
4235 アントラサイクリン類 【注】 イダマイシン静注用5mg イダルビシン
4235 アントラサイクリン類 【注】 エピルビシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」 エピルビシン
4235 アントラサイクリン類 【注】 エピルビシン塩酸塩注射用50mg「サワイ」 エピルビシン
4235 アントラサイクリン類 【注】 カルセド注射用20mg アムルビシン
4235 アントラサイクリン類 【注】 カルセド注射用50mg アムルビシン
4235 アントラサイクリン類 【注】 ダウノマイシン静注用20mg ダウノルビシン
4235 アントラサイクリン類 【注】 テラルビシン注射用10mg ピラルビシン
4235 アントラサイクリン類 【注】 テラルビシン注射用20mg ピラルビシン
4235 臨時 アントラサイクリン類 【注】 ドキシル注20mg ドキソルビシン
4235 アントラサイクリン類 【注】 ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg「NK」 ドキソルビシン
4240 トポイソメラーゼ阻害 【注】 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」 イリノテカン
4240 トポイソメラーゼ阻害 【注】 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」 イリノテカン
4240 トポイソメラーゼ阻害 【注】 エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 エトポシド
4240 臨時 トポイソメラーゼ阻害 【注】 ハイカムチン注射用1.1mg ノギテカン
4240 微小管阻害（タキサン） 【注】 アブラキサン点滴静注用100mg パクリタキセル（アルブミン懸濁型）
4240 微小管阻害（タキサン） 【注】 ジェブタナ点滴静注60mg カバジタキセル
4240 微小管阻害（タキサン） 【注】 ドセタキセル点滴静注用20mg「サワイ」 ドセタキセル
4240 微小管阻害（タキサン） 【注】 ドセタキセル点滴静注用80mg「サワイ」 ドセタキセル
4240 微小管阻害（タキサン） 【注】 パクリタキセル注30mg/5ｍL「NK」 パクリタキセル
4240 微小管阻害（タキサン） 【注】 パクリタキセル注100mg/16.7ｍL「NK」 パクリタキセル
4240 微小管阻害（ビンカアルカロイド） 【注】 エクザール注射用10mg ビンブラスチン
4240 微小管阻害（ビンカアルカロイド） 【注】 オンコビン注射用1mg ビンクリスチン
4240 微小管阻害（ビンカアルカロイド） 【注】 ロゼウス静注液10mg ビノレルビン
4240 微小管阻害（ビンカアルカロイド） 【注】 ロゼウス静注液40mg ビノレルビン
4240 臨時 微小管阻害（ビンカアルカロイド） 【注】 注射用フィルデシン1mg ビンデシン
4240 臨時 微小管阻害（ビンカアルカロイド） 【注】 注射用フィルデシン3mg ビンデシン
4290 前立腺癌（抗アンドロゲン） （内） ザイティガ錠250mg アビラテロン
4290 代謝拮抗薬（ピリミジン） （内） ロンサーフ配合錠T15 トリフルリジン/チピラシル
4290 代謝拮抗薬（ピリミジン） （内） ロンサーフ配合錠T20 トリフルリジン/チピラシル
4291 ALK（肺） （内） ザーコリカプセル250mg クリゾチニブ
4291 臨時 BRAF（メラノーマ） （内） ゼルボラフ錠240mg ベムラフェニブ
4291 臨時 BRAF（メラノーマ） （内） タフィンラーカプセル75mg ダブラフェニブ
4291 臨時 CCR4（造血器） 【注】 ポテリジオ点滴静注20mg モガムリズマブ
4291 CD20（造血器、ﾈﾌﾛｰｾﾞ等） 【注】 リツキサン注10mg/mL（100mg/10mL） リツキシマブ
4291 CD20（造血器、ﾈﾌﾛｰｾﾞ等） 【注】 リツキサン注10mg/mL（500mg/50mL） リツキシマブ
4291 臨時 CD20陽性の非ﾎｼﾞｷﾝ、ﾏﾝﾄﾙ細胞ﾘﾝﾊﾟ種 【注】 ゼヴァリンイットリウム（

90
Ｙ）静注用セット イットリウム（

90
Ｙ）イブリツモマブチウキセタン

4291 CD30-薬物複合体（造血器） 【注】 アドセトリス点滴静注用50mg ブレンツキシマブ　ベドチン
4291 臨時 CD33（AML） 【注】 マイロターグ点滴静注用5mg ゲムツズマブオゾガマイシン
4291 EGFR（消化器） 【注】 ベクティビックス点滴静注100mg パニツムマブ
4291 EGFR（消化器、頭頸部） 【注】 アービタックス注射液100mg セツキシマブ
4291 EGFR-TKI（肺） （内） イレッサ錠250mg ゲフィチニブ
4291 EGFR-TKI（肺） （内） ジオトリフ錠40mg アファチニブ
4291 EGFR-TKI（肺） （内） タグリッソ錠80mg オシメルチニブ
4291 EGFR-TKI（肺、膵臓） （内） タルセバ錠100mg エルロチニブ
4291 EGFR-TKI（肺、膵臓） （内） タルセバ錠150mg エルロチニブ
4291 EGFR-TKI（肺、膵臓） （内） タルセバ錠25mg エルロチニブ
4291 臨時 HDAC（皮膚T細胞性リンパ腫） （内） ゾリンザカプセル100mg ボリノスタット
4291 HER2（乳） 【注】 パージェタ点滴静注420ｍｇ/14ｍL ペルツズマブ
4291 HER2（乳、胃） 【注】 ハーセプチン注射用150 トラスツズマブ
4291 HER2（乳、胃） 【注】 ハーセプチン注射用60 トラスツズマブ
4291 臨時 MEK（BRAF）（メラノーマ） （内） メキニスト錠2mg トラメチニブ
4291 臨時 MM （内） ポマリストカプセル1mg（院内限定） ポマリドミド
4291 臨時 MM （内） ポマリストカプセル2mg（院内限定） ポマリドミド
4291 臨時 MM （内） ポマリストカプセル3mg（院内限定） ポマリドミド
4291 臨時 MM （内） ポマリストカプセル4mg（院内限定） ポマリドミド
4291 臨時 mTOR（腎） 【注】 トーリセル点滴静注液25mg テムシロリムス
4291 臨時 mTOR（腎、膵内分泌、乳等） （内） アフィニトール錠5mg エベロリムス
4291 臨時 mTOR（リンパ脈管筋腫症） （内） ラパリムス錠1mg シロリムス
4291 PD-1（ﾒﾗﾉｰﾏ、肺） 【注】 キイトルーダ点滴静注100mg ペムブロリズマブ
4291 臨時 PD-1（ﾒﾗﾉｰﾏ、肺） 【注】 キイトルーダ点滴静注20mg ペムブロリズマブ
4291 PD-1（ﾒﾗﾉｰﾏ、肺、腎、ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ種、頭頚部 【注】 オプジーボ点滴静注100mg ニボルマブ
4291 PD-1（ﾒﾗﾉｰﾏ、肺、腎、ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ種、頭頚部 【注】 オプジーボ点滴静注20mg ニボルマブ
4291 臨時 TKI（腎） （内） インライタ錠1mg アキシチニブ
4291 臨時 TKI（腎） （内） インライタ錠5mg アキシチニブ
4291 臨時 TKI（造血器） （内） イムブルビカカプセル140mg イブルチニブ
4291 TKI（造血器） （内） スプリセル錠20mg ダサチニブ
4291 TKI（造血器） （内） スプリセル錠50mg ダサチニブ
4291 TKI（造血器） （内） タシグナカプセル150mg ニロチニブ
4291 臨時 TKI（造血器） （内） タシグナカプセル200mg ニロチニブ
4291 TKI（造血器） （内） ボシュリフ錠100mg ボスチニブ
4291 TKI（造血器、消化器） （内） グリベック錠100mg イマチニブ
4291 TKI（乳） （内） タイケルブ錠250mg ラパチニブ
4291 VEGF（消化器） 【注】 ザルトラップ点滴静注100mg アフリベルセプト　ベータ
4291 VEGF（消化器） 【注】 ザルトラップ点滴静注200mg アフリベルセプト　ベータ
4291 VEGF（消化器、肺、乳、卵巣等） 【注】 アバスチン点滴静注用100mg/4mL ベバシズマブ
4291 VEGF（消化器、肺、乳、卵巣等） 【注】 アバスチン点滴静注用400mg/16mL ベバシズマブ
4291 VEGFR-2（消化器、肺） 【注】 サイラムザ点滴静注液100mg ラムシルマブ
4291 VEGFR-2（消化器、肺） 【注】 サイラムザ点滴静注液500mg ラムシルマブ
4291 臨時 アルキル化剤 【注】 ヨンデリス点滴静注用0.25mg トラベクテジン
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4291 アルキル化剤 【注】 ヨンデリス点滴静注用1mg トラベクテジン
4291 アントラサイクリン類 【注】 ノバントロン注20mg（10mL） ミトキサントロン
4291 肝細胞癌EtOH注入 【注】 無水エタノール注「フソー」（5mL） 無水エタノール
4291 臨時 急性前骨髄球性白血病 【注】 トリセノックス注10mg 三酸化ヒ素
4291 臨時 急性前骨髄球性白血病 （内） ベサノイドカプセル10mg トレチノイン
4291 急性白血病、悪性リンパ腫 【注】 ロイナーゼ注用5000 L-アスパラギナーゼ
4291 臨時 前立腺癌（α線：RI） 【注】 ゾーフィゴ静注 塩化ラジウム（

223
Ra)

4291 前立腺癌（抗アンドロゲン） （内） イクスタンジカプセル40mg エンザルタミド
4291 前立腺癌（抗アンドロゲン） （内） カソデックスOD錠80mg ビカルタミド
4291 代謝拮抗薬（その他） 【注】 ビダーザ注射用100mg アザシチジン
4291 臨時 代謝拮抗薬（プリン） 【注】 ロイスタチン注8mg クラドリビン
4291 乳癌（アロマターゼ阻害薬） （内） アリミデックス錠1mg アナストロゾール
4291 乳癌（アロマターゼ阻害薬） （内） エキセメスタン錠25mg「テバ」 エキセメスタン
4291 乳癌（アロマターゼ阻害薬） （内） レトロゾール錠2.5mg レトロゾール
4291 乳癌（抗エストロゲン） （内） タモキシフェン錠20mg「日医工」 タモキシフェン
4291 乳癌（抗エストロゲン） 【注】 フェソロデックス筋注250mg フルベストラント
4291 白金製剤 【注】 アクプラ静注用100mg ネダプラチン
4291 白金製剤 【注】 アクプラ静注用10mg ネダプラチン
4291 白金製剤 【注】 エルプラット点滴静注液100mg オキサリプラチン
4291 白金製剤 【注】 シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 シスプラチン
4291 白金製剤 【注】 シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」 シスプラチン
4291 白金製剤 【注】 シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 シスプラチン
4291 白金製剤 【注】 動注用アイエーコール50mg シスプラチン
4291 白金製剤 【注】 ミリプラ動注用70mg ミリプラチン
4291 白金製剤 【注】 ランダ注10mg（20mL） シスプラチン
4291 白金製剤 【注】 ランダ注25mg（50mL） シスプラチン
4291 白金製剤 【注】 ランダ注50mg（100mL） シスプラチン
4291 微小管阻害（その他） 【注】 ハラヴェン静注1mg エリブリン
4291 臨時 皮膚T細胞性リンパ腫 （内） タルグレチンカプセル75mg ベキサロテン

4291 プロテアソーム（造血器：MM等） 【注】 ベルケイド注射用3mg ボルテゾミブ
4291 マルチKI（甲状腺） （内） レンビマカプセル10mg レンバチニブ
4291 マルチKI（甲状腺） （内） レンビマカプセル4mg レンバチニブ
4291 マルチKI（腎、悪性軟部腫瘍） （内） ヴォトリエント錠200mg パゾパニブ
4291 マルチKI（腎、肝、甲状腺） （内） ネクサバール錠200mg ソラフェニブ
4291 マルチKI（腎、消化器、神経内分泌） （内） スーテントカプセル12.5mg スニチニブ
4291 マルチKI（大腸、消化器） （内） スチバーガ錠40mg レゴラフェニブ
4299 悪性胸水の再貯留抑制 【注】 ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g 滅菌調整タルク
4299 腫瘍用薬 【注】 ピシバニール注射用5KE 溶連菌抽出物
4299 臨時 本態性血小板血症 （内） アグリリンカプセル0.5mg アナグレリド
4300 骨・脳シンチグラフィ 【注】 テクネMDP注射液（370MBｑ） メチレンジホスホン酸テクネチウム（

99m
Tc）

4300 骨・脳シンチグラフィ 【注】 テクネMDP注射液（555MBｑ） メチレンジホスホン酸テクネチウム（
99m

Tc）
4300 骨・脳シンチグラフィ 【注】 テクネMDP注射液（740MBｑ） メチレンジホスホン酸テクネチウム（

99m
Tc）

4300 骨・脳シンチグラフィ 【注】 テクネMDP注射液（925MBｑ） メチレンジホスホン酸テクネチウム（
99m

Tc）
4300 心・副甲状腺シンチグラフィ 【注】 カーディオライト注射液第一 ﾍｷｻｽ（2-ﾒﾄｷｼｲｿﾌﾞﾁﾙｲｿﾆﾄﾘﾙ）ﾃｸﾈﾁｳﾑ（

99m
Tc）

4300 臨時 神経内分泌腫瘍診断ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨ 【注】 オクトレオスキャン静注用セット インジウムペンテトレオチド（
111

In）注射液
4300 臨時 ゼヴァリン90Yの集積部位の確認 【注】 ゼヴァリンインジウム（

111
In）静注用セット インジウム（

111
Ｉｎ）イブリツモマブチウキセタン

4300 てんかん焦点の診断 【注】 ベンゾダイン注 イオマゼニル（
123

I）
4300 脳シンチグラフィ 【注】 ニューロライト注射液題第一 N,N’-ｴﾁﾚﾝｼﾞ-L-ｼｽﾃｲﾈｰﾄ(3－)］ｵｷｿﾃｸﾈﾁｳﾑ（

99m
T

4300 脳シンチグラフィ 【注】 パーヒューザミン注148MBｑ 塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン（
123

I）
4300 脳シンチグラフィ 【注】 パーヒューザミン注185MBｑ 塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン（

123
I）

4300 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ、ﾚﾋﾞｰの診断ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨ 【注】 ダットスキャン静注 イオフルパン（
123

I）

4300 ﾊﾞｾﾄﾞｳ、甲状腺癌、ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨ （内） ヨウ化ナトリウムカプセル-30号 ヨウ化ナトリウム（
131

I）

4411 第一世代抗ヒスタミン薬 （内） レスタミンコーワ錠10mg ジフェンヒドラミン

4413 第一世代抗ヒスタミン薬 【注】 ヒベルナ注25mg（1mL） プロメタジン

4413 第一世代抗ヒスタミン薬 （内） ピレチア細粒10％ プロメタジン

4413 第一世代抗ヒスタミン薬 （内） ピレチア錠25mg プロメタジン

4419 第一世代抗ヒスタミン薬 （内） ペリアクチン散1％ シプロヘプタジン

4419 第一世代抗ヒスタミン薬 （内） ポララミン錠2mg クロルフェニラミン

4419 第一世代抗ヒスタミン薬 【注】 ポララミン注5mg（1mL） クロルフェニラミン
4420 従来型DMARD（RA） 【注】 シオゾール注10mg（1mL） 金チオリンゴ酸ナトリウム
4420 従来型DMARD（RA） 【注】 シオゾール注25mg（1mL） 金チオリンゴ酸ナトリウム
4420 従来型DMARD（RA） （内） リマチル錠50mg ブシラミン
4490 アレルギー（LT拮抗） （内） オノンカプセル112.5mg プランルカスト
4490 アレルギー（LT拮抗） （内） キプレス細粒4mg モンテルカスト
4490 アレルギー（LT拮抗） （内） シングレア錠10mg モンテルカスト
4490 臨時 アレルギー（LT拮抗） （内） シングレア錠5mg モンテルカスト
4490 アレルギー（LT拮抗）小児 （内） オノンドライシロップ10％ プランルカスト
4490 アレルギー（Th2ｻｲﾄｶｲﾝ阻害） （内） アイピーディカプセル100 スプラタスト
4490 アレルギー、ケロイド（遊離抑制） （内） リザベンカプセル100mg トラニラスト
4490 アレルギー、ケロイド（遊離抑制） （内） リザベンドライシロップ5％ トラニラスト
4490 アレルギー、循環改善（遊離抑制） （内） ケタスカプセル10mg イブジラスト　徐放
4490 臨時 アレルゲン 【注】 治療用ﾀﾞﾆｱｯﾚｳｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」100,000JAU/mL コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490 臨時 アレルゲン 【注】 治療用ﾀﾞﾆｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「ﾄﾘｲ」10,000JAU/mL コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490 アレルゲン 【注】 治療用アレルゲンエキス希釈液「トリイ」 治療用アレルゲンエキス希釈液
4490 アレルゲン 【注】 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」 治療用アレルゲンエキス（各種）
4490 アレルゲン 【注】 治療用標準化ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ皮下注「トリイ」スギ花粉 スギ花粉エキス
4490 臨時 スギ花粉SLIT用（濃度注意） （内） シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLボトル 標準化スギ花粉エキス原液
4490 臨時 スギ花粉SLIT用（濃度注意） （内） シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル 標準化スギ花粉エキス原液
4490 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） アレロックOD錠5mg オロパタジン
4490 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） アレロック顆粒0.5％ オロパタジン
4490 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） エバステルOD錠10mg エバスチン
4490 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 エピナスチン
4490 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） クラリチン錠10mg ロラタジン
4490 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） クラリチンドライシロップ1％0.5g ロラタジン
4490 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） ザイザル錠5mg レボセチリジン
4490 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） ザジテンドライシロップ0.1％ ケトチフェン
4490 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） タリオンOD錠10mg ベポタスチン
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4490 第二世代抗ヒスタミン薬 （内） フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」 フェキソフェナジン
4490 臨時 ダニSLIT用（濃度注意） （内） アシテアダニ舌下錠100単位 コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490 臨時 ダニSLIT用（濃度注意） （内） アシテアダニ舌下錠300単位 コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490 臨時 ダニSLIT用（濃度注意） （内） ミティキュアダニ舌下錠10,000ＪＡＵ コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4490 臨時 ダニSLIT用（濃度注意） （内） ミティキュアダニ舌下錠3,300ＪＡＵ コナヒョウヒダニ/ヤケヒョウヒダニ
4900 臨時 ヒト体性幹細胞加工製品 【注】 テムセルHS注 ヒト（同種）骨髄由来間葉系幹細胞
4921 白金製剤 【注】 カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 カルボプラチン
4921 白金製剤 【注】 カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 カルボプラチン
4921 白金製剤 【注】 カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 カルボプラチン
5100 漢方等調剤 （内） 艾葉 ヨモギ
5200 漢方 （内） ツムラ抑肝散エキス顆粒［54］（2.5g包） ヨクカンサン
5200 漢方 （内） ツムラ加味逍遥散エキス顆粒［24］（2.5g包） カミショウヨウサン
5200 漢方 （内） ツムラ葛根湯エキス顆粒［1］（2.5g包） カッコントウ
5200 漢方 （内） ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒［107］（2.5g包） ゴシャジンキガン
5200 漢方 （内） ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒［25］（2.5g包） ケイシブクリョウガン
5200 漢方 （内） ツムラ柴苓湯エキス顆粒3g包［114］ サイレイトウ
5200 漢方 （内） ツムラ十全大補湯エキス顆粒［48］（2.5g包） ジュウゼンタイホトウ
5200 漢方 （内） ツムラ小青竜湯エキス顆粒［19］（3g包） ショウセイリュウトウ
5200 漢方 （内） ツムラ大建中湯エキス顆粒［100］（2.5g包） ダイケンチュウトウ
5200 漢方 （内） ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒［23］（2.5g包） トウキシャクヤクサン
5200 漢方 （内） ツムラ麦門冬湯エキス顆粒［29］（3g包） バクモンドウトウ
5200 漢方 （内） ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒［14］（2.5g包） ハンゲシャシントウ
5200 漢方 （内） ツムラ補中益気湯エキス顆粒［41］（2.5g包） ホチュウエッキトウ
5200 漢方 （内） ツムラ六君子湯エキス顆粒［43］（2.5g包） リックンシトウ
5200 漢方 （内） ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒［68］（2.5g包） シャクヤクカンゾウトウ
6111 抗菌薬（ペニシリン） 【注】 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 ベンジルペニシリンカリウム
6113 抗菌薬（MRSAなど） 【注】 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」 バンコマイシン
6113 抗菌薬（MRSAなど） 【注】 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1.0g「MEEK」 バンコマイシン
6113 抗菌薬（MRSAなど） （内） 塩酸バンコマイシン散0.5g バンコマイシン
6119 抗菌薬（MRSAなど） 【注】 キュビシン静注用350mg ダプトマイシン
6119 抗菌薬（MRSAなど） 【注】 テイコプラニン点滴静注用400mg「F」 テイコプラニン
6119 抗菌薬（MRSAなど） 【注】 ハベカシン注射液200mg（4mL） アルベカシン
6119 臨時 抗菌薬（MRSAなど） 【注】 ハベカシン注射液25mg（0.5mL） アルベカシン
6119 塗布剤（保菌者：MRSAの除菌） 《外》 バクトロバン鼻腔用軟膏2％（3g） ムピロシン
6122 抗菌薬（モノバクタム） 【注】 アザクタム注射用1g アズトレオナム
6122 抗菌薬（リンコマイシン） 【注】 クリンダマイシンﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ注射液300ｍｇ「ＮＰ」 クリンダマイシン
6122 抗菌薬（リンコマイシン） 【注】 クリンダマイシンﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ注射液600ｍｇ「ＮＰ」 クリンダマイシン
6123 抗菌薬（アミノグリコシド） 【注】 アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」（2mL） アミカシン
6123 抗菌薬（アミノグリコシド） （内） カナマイシンカプセル250mg「明治」 カナマイシン
6123 抗菌薬（アミノグリコシド） 【注】 トブラシン注60mg（1.5mL） トブラマイシン
6126 抗菌薬（ポリペプチド） （内） 硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」 ポリミキシンB
6131 抗菌薬（ペニシリン） （内） サワシリンカプセル250 アモキシシリン
6131 抗菌薬（ペニシリン） （内） サワシリン細粒10％ アモキシシリン
6131 抗菌薬（ペニシリン） 【注】 ビクシリン注射用0.25g アンピシリン
6131 抗菌薬（ペニシリン） 【注】 ビクシリン注射用1g アンピシリン
6131 抗菌薬（ペニシリン）緑膿菌 【注】 ペントシリン注射用1g ピペラシリン
6132 抗菌薬（第一世代セフェム） （内） ケフラールカプセル250mg セファクロル
6132 抗菌薬（第一世代セフェム） （内） ケフラール細粒小児用100mg セファクロル
6132 抗菌薬（第一世代セフェム） 【注】 セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」 セファゾリン
6132 抗菌薬（第一世代セフェム） 【注】 セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」 セファゾリン
6132 抗菌薬（第一世代セフェム） 【注】 セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 セファゾリン
6132 抗菌薬（第三世代セフェム） 【注】 セフォタックス注射用1g セフォタキシム
6132 抗菌薬（第三世代セフェム） （内） セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」 セフカペンピボキシル
6132 抗菌薬（第三世代セフェム） （内） セフジニルカプセル100mg セフジニル
6132 抗菌薬（第三世代セフェム） （内） セフゾン細粒小児用10％ セフジニル
6132 抗菌薬（第三世代セフェム） 【注】 セフタジジム静注用0.5g「マイラン」 セフタジジム
6132 抗菌薬（第三世代セフェム） 【注】 セフタジジム静注用1g「マイラン」 セフタジジム
6132 抗菌薬（第三世代セフェム） 【注】 ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ点滴静注用ﾊﾞｯｸﾞ1g「ﾌｧｲｻﾞｰ」 セフトリアキソン
6132 抗菌薬（第三世代セフェム） （内） フロモックス小児用細粒100mg セフカペンピボキシル
6132 抗菌薬（第三世代セフェム） （内） メイアクトMS小児用細粒10％ セフジトレンピボキシル
6132 抗菌薬（第三世代セフェム） （内） メイアクトMS錠100mg セフジトレンピボキシル
6132 抗菌薬（第二世代、セファマイシン） 【注】 セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」 セフメタゾール
6132 抗菌薬（第二世代セフェム） 【注】 セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」 セフォチアム
6132 抗菌薬（第二世代セフェム） 【注】 パンスポリン静注用0.5g セフォチアム
6132 抗菌薬（第四世代セフェム） 【注】 ファーストシン静注用1gバッグS セフォゾプラン
6132 抗菌薬（第四世代セフェム） 【注】 ファーストシン静注用0.5g セフォゾプラン
6132 抗菌薬（第四世代セフェム） 【注】 注射用マキシピーム1g セフェピム
6133 抗菌薬（オキサセフェム） 【注】 フルマリン静注用1g フロモキセフ
6134 抗菌薬（アミノグリコシド） 【注】 ゲンタシン注60mg（1.5mL） ゲンタマイシン
6135 抗菌薬（ホスホマイシン） 【注】 ホスミシンS静注用2g ホスホマイシン
6135 抗菌薬（ホスホマイシン） （内） ホスミシンドライシロップ400mg/g ホスホマイシン
6135 抗菌薬（ホスホマイシン） （内） ホスミシン錠500mg ホスホマイシン
6139 抗菌薬（カルバペネム） 【注】 オメガシン点滴用0.3g ビアペネム
6139 臨時 抗菌薬（カルバペネム） （内） オラペネム小児用細粒10％ テビペネムピボキシル
6139 抗菌薬（カルバペネム） 【注】 カルベニン点滴用0.25g パニペネム/ベタミプロン
6139 抗菌薬（カルバペネム） 【注】 カルベニン点滴用0.5g パニペネム/ベタミプロン
6139 抗菌薬（カルバペネム） 【注】 チエナム点滴静注用キット0.5g イミペネム/シラスタチン
6139 抗菌薬（カルバペネム） 【注】 フィニバックス点滴静注用0.5g ドリペネム
6139 抗菌薬（カルバペネム） 【注】 メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「明治」 メロペネム
6139 抗菌薬（カルバペネム） 【注】 メロペネム点滴静注用 0.5g｢ファイザー｣ メロペネム
6139 抗菌薬（第三世代セフェム） 【注】 スルペラゾン静注用1g スルバクタム/セフォペラゾン
6139 抗菌薬（第三世代セフェム） 【注】 ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ スルバクタム/セフォペラゾン
6139 抗菌薬（ファロペネム） （内） ファロムドライシロップ小児用10％ ファロペネム
6139 抗菌薬（ファロペネム） （内） ファロム錠200mg ファロペネム
6139 抗菌薬（ペニシリン） （内） オーグメンチン配合錠250RS アモキシシリン/クラブラン酸
6139 抗菌薬（ペニシリン） 【注】 スルバシリン静注用1.5g アンピシリン/スルバクタム
6139 抗菌薬（ペニシリン） 【注】 ユナシンSキット静注用1.5g アンピシリン/スルバクタム
6139 抗菌薬（ペニシリン）緑膿菌 【注】 ゾシン静注用2.25 ピペラシリン/タゾバクタム
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6139 抗菌薬（ペニシリン）緑膿菌 【注】 ゾシン静注用4.5 ピペラシリン/タゾバクタム
6141 抗菌薬（14員環マクロライド） （内） エリスロシンドライシロップＷ20％ エリスロマイシン
6141 抗菌薬（14員環マクロライド） （内） エリスロシン錠100mg エリスロマイシン
6149 抗菌薬（14員環マクロライド） （内） クラリスドライシロップ10％小児用 クラリスロマイシン
6149 抗菌薬（14員環マクロライド） （内） クラリス錠200mg クラリスロマイシン
6149 抗菌薬（14員環マクロライド） （内） ルリッド錠150mg ロキシスロマイシン
6149 抗菌薬（15員環マクロライド） （内） ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g アジスロマイシン
6149 抗菌薬（15員環マクロライド） 【注】 ジスロマック点滴静注用500mg アジスロマイシン
6149 抗菌薬（15員環マクロライド） （内） ジスロマック細粒小児用10％ アジスロマイシン
6149 抗菌薬（15員環マクロライド） （内） ジスロマック錠250mg アジスロマイシン
6152 臨時 抗菌薬（テトラサイクリン） （内） ビブラマイシン錠100mg ドキシサイクリン
6152 抗菌薬（テトラサイクリン） 【注】 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 ミノサイクリン
6152 抗菌薬（テトラサイクリン） （内） ミノマイシンカプセル100mg ミノサイクリン
6161 臨時 抗菌薬（アミノグリコシド） 【注】 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」 ストレプトマイシン
6164 抗結核薬 （内） リファジンカプセル150mg リファンピシン
6169 臨時 抗結核薬 （内） ミコブティンカプセル150mg リファブチン
6173 抗真菌（ポリエン系） 【注】 アムビゾーム点滴静注用50mg アムホテリシンＢリポソーム
6173 抗真菌（ポリエン系） （内） ハリゾンシロップ100mg/mL24mL アムホテリシンＢ
6173 抗真菌（ポリエン系） 【注】 ファンギゾン注射用50mg アムホテリシンＢ
6179 抗真菌（キャンディン系） 【注】 カンサイダス点滴静注用50mg カスポファンギン
6179 抗真菌（キャンディン系） 【注】 カンサイダス点滴静注用70mg カスポファンギン
6179 抗真菌（キャンディン系） 【注】 ファンガード点滴用50mg ミカファンギン
6179 抗真菌（キャンディン系） 【注】 ファンガード点滴用75mg ミカファンギン
6179 抗真菌（トリアゾール系） 【注】 ブイフェンド200mg静注用 ボリコナゾール
6179 抗真菌（トリアゾール系） （内） ブイフェンド錠200mg ボリコナゾール
6179 抗真菌（トリアゾール系） （内） ブイフェンド錠50mg ボリコナゾール
6179 抗真菌（トリアゾール系） （内） ブイフェンドドライシロップ2800mg ボリコナゾール
6190 抗菌薬（リファマイシン） （内） リフキシマ錠200mg リファキシミン
6191 臨時 抗菌薬（ペニシリン） 【注】 注射用ビクシリンS100 アンピシリン/クロキサシリン
6191 抗菌薬（ペニシリン） 【注】 注射用ビクシリンS1000 アンピシリン/クロキサシリン
6219 潰瘍性大腸炎 （内） サラゾピリン錠500mg サラゾスルファピリジン
6219 従来型DMARD（RA） （内） アザルフィジンEN錠500mg サラゾスルファピリジン　腸溶錠
6222 抗結核薬 （内） イスコチン錠100mg イソニアジド
6223 臨時 抗結核薬 （内） ピラマイド原末 ピラジナミド
6225 臨時 抗結核薬 （内） エサンブトール錠250mg エタンブトール
6241 抗菌薬（ニューキノロン） （内） アベロックス錠400mg モキシフロキサシン
6241 抗菌薬（ニューキノロン） （内） オゼックス細粒小児用15％ トスフロキサシン
6241 抗菌薬（ニューキノロン） （内） オゼックス錠150mg トスフロキサシン
6241 抗菌薬（ニューキノロン） 【注】 クラビット点滴静注バッグ500mg（100mL） レボフロキサシン
6241 抗菌薬（ニューキノロン） （内） グレースビット錠50mg シタフロキサシン
6241 抗菌薬（ニューキノロン） （内） ジェニナック錠200mg ガレノキサシン
6241 抗菌薬（ニューキノロン） （内） シプロキサン錠200mg シプロフロキサシン
6241 抗菌薬（ニューキノロン） 【注】 シプロフロキサシン点滴静注液300mg「NP」 シプロフロキサシン
6241 抗菌薬（ニューキノロン） （内） レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 レボフロキサシン
6241 抗菌薬（ニューキノロン） （内） 小児用バクシダール錠50mg ノルフロキサシン
6249 抗菌薬（MRSAなど） 【注】 ザイボックス注射液600mg（300mL） リネゾリド
6250 B型肝炎 （内） ゼフィックス錠100mg ラミブジン
6250 B型肝炎 （内） テノゼット錠300mg ﾃﾉﾎﾋﾞﾙｼﾞｿﾌﾟﾛｷｼﾙﾌﾏﾙ酸塩
6250 B型肝炎 （内） バラクルード錠0.5mg エンテカビル
6250 臨時 B型肝炎 （内） ヘプセラ錠10mg アデホビルピボキシル
6250 C型肝炎 （内） コペガス錠200mg リバビリン
6250 C型肝炎 （内） レベトールカプセル200mg リバビリン
6250 C型肝炎（NS5A/NS5B） （内） ハーボニー配合錠 レジパスビル/ソホスブビル
6250 臨時 C型肝炎（NS5A/ﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害） （内） ヴィキラックス配合錠 ｵﾑﾋﾞﾀｽﾋﾞﾙ/ﾊﾟﾘﾀﾌﾟﾚﾋﾞﾙ/ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ
6250 C型肝炎（NS5B) （内） ソバルディ錠400mg ソホスブビル
6250 C型肝炎（プロテアーゼ阻害） （内） ソブリアードカプセル100mg シメプレビル
6250 抗CMV薬 【注】 デノシン点滴静注用500mg ガンシクロビル
6250 抗CMV薬 （内） バリキサ錠450mg バルガンシクロビル
6250 臨時 抗CMV薬 【注】 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL ホスカルネット
6250 臨時 抗HIV薬（初回処方時要登録） （内） アイセントレス錠400mg ラルテグラビル
6250 臨時 抗HIV薬（初回処方時要登録） （内） エピビル錠150mg ラミブジン
6250 臨時 抗HIV薬（初回処方時要登録） （内） エピビル錠300mg ラミブジン
6250 臨時 抗HIV薬（初回処方時要登録） （内） エプジコム配合錠 ラミブジン/アバカビル
6250 臨時 抗HIV薬（初回処方時要登録） （内） カレトラ配合錠 ロピナビル/リトナビル
6250 臨時 抗HIV薬（初回処方時要登録） （内） ゲンボイヤ配合錠 ｴﾙﾋﾞﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙ/ｺﾋﾞｼｽﾀｯﾄ/ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ/ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ
6250 臨時 抗HIV薬（初回処方時要登録） （内） コンビビル錠 ジドブジン/ラミブジン
6250 臨時 抗HIV薬（初回処方時要登録） （内） ザイアジェン錠300mg アバカビル
6250 臨時 抗HIV薬（初回処方時要登録） （内） スタリビルド配合錠 ｴﾙﾋﾞﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙ/ｺﾋﾞｼｽﾀｯﾄ/ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ/ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ
6250 臨時 抗HIV薬（初回処方時要登録） （内） ストックリン錠600mg エファビレンツ
6250 臨時 抗HIV薬（初回処方時要登録） （内） ツルバダ配合錠 ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ/ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ

6250 臨時 抗HIV薬（初回処方時要登録） （内） デシコビ配合錠HT ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ/ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ
6250 臨時 抗HIV薬（初回処方時要登録） （内） テビケイ錠50mg ドルテグラビル
6250 臨時 抗HIV薬（初回処方時要登録） （内） トリーメク配合錠 ﾄﾞﾙﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙ/ｱﾊﾞｶﾋﾞﾙ/ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ
6250 臨時 抗HIV薬（初回処方時要登録） （内） ノービア錠100mg リトナビル
6250 臨時 抗HIV薬（初回処方時要登録） （内） ビラミューン錠200mg ネビラピン
6250 臨時 抗HIV薬（初回処方時要登録） （内） ビリアード錠300mg ﾃﾉﾎﾋﾞﾙｼﾞｿﾌﾟﾛｷｼﾙﾌﾏﾙ酸塩
6250 臨時 抗HIV薬（初回処方時要登録） （内） プリジスタナイーブ錠800mg ダルナビル
6250 臨時 抗HIV薬（初回処方時要登録） （内） レイアタッツカプセル150mg アタザナビル
6250 臨時 抗HIV薬（初回処方時要登録） （内） レクシヴァ錠700mg ホスアンプレナビル
6250 抗RSウイルス薬 【注】 シナジス筋注液50mg パリビズマブ
6250 抗RSウイルス薬 【注】 シナジス筋注液100mg パリビズマブ
6250 抗インフルエンザ薬 《外》 イナビル吸入粉末剤20mg ラニナミビル
6250 抗インフルエンザ薬 （内） タミフルカプセル75mg オセルタミビル
6250 抗インフルエンザ薬 （内） タミフルドライシロップ3％ オセルタミビル
6250 抗インフルエンザ薬 【注】 ラピアクタ点滴用バッグ300mg ペラミビル
6250 抗インフルエンザ薬 《外》 リレンザ5mg（4ブリスター） ザナミビル
6250 抗ヘルペス薬 （内） アシクロビル錠200mg「サワイ」 アシクロビル
6250 抗ヘルペス薬 （内） バルトレックス錠500mg バラシクロビル
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6250 抗ヘルペス薬 （内） バルトレックス顆粒50％ バラシクロビル
6250 抗ヘルペス薬 【注】 ビクロックス点滴静注250mg（10mL） アシクロビル
6250 抗ヘルペス薬 （内） ファムビル錠250mg ファムシクロビル
6250 臨時 塗布剤（尖圭ｺﾝｼﾞﾛｰﾏ、日光角化症） 《外》 ベセルナクリーム5％（250mg/包） イミキモド
6250 塗布剤（帯状疱疹、単純疱疹） 《外》 アラセナ-A軟膏3％（5g） ビダラビン
6290 抗菌薬（サルファ剤）ST （内） ダイフェン配合錠 スルファメトキサゾール/トリメトプリム
6290 抗菌薬（サルファ剤）ST （内） バクタ配合顆粒1g スルファメトキサゾール/トリメトプリム
6290 抗真菌（アリルアミン系） （内） ラミシール錠125mg テルビナフィン
6290 抗真菌（イミダゾール系） （内） フロリードゲル経口用2％ ミコナゾール
6290 抗真菌（トリアゾール系） （内） イトラコナゾール錠50「MEEK」 イトラコナゾール
6290 抗真菌（トリアゾール系） （内） イトリゾール内用液1％ イトラコナゾール
6290 抗真菌（トリアゾール系） 【注】 ジフルカン静注液100mg（50mL） フルコナゾール
6290 抗真菌（トリアゾール系） （内） フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 フルコナゾール
6290 抗真菌（トリアゾール系） 【注】 プロジフ静注液200 ホスフルコナゾール
6290 臨時 ニューモシスチス肺炎 （内） サムチレール内用懸濁液15％ アトバコン
6311 ワクチン（薬務）インフルエンザ菌b型 【注】 アクトヒブ インフルエンザ菌b型多糖
6311 ワクチン（薬務）結核生ワクチン 【注】 乾燥BCGワクチン（経皮用・１人用） 乾燥BCG（結核菌）
6311 臨時 ワクチン（薬務）肺炎球菌 【注】 ニューモバックスNP 肺炎球菌莢膜23種のポリサッカライド
6311 ワクチン（薬務）肺炎球菌 【注】 プレベナー13水性懸濁注 肺炎球菌莢膜13種のポリサッカライド
6313 臨時 ワクチン（薬務）A型肝炎 【注】 エイムゲン HAV抗原
6313 ワクチン（薬務）B型肝炎 【注】 ビームゲン注0.25mL HBs抗原
6313 ワクチン（薬務）B型肝炎 【注】 ビームゲン注0.5mL（供給停止） HBs抗原
6313 ワクチン（薬務）B型肝炎 【注】 ヘプタバックス-Ⅱ HBs抗原
6313 ワクチン（薬務）インフルエンザ 【注】 インフルエンザHAワクチン“化血研”（1mL） インフルエンザHAワクチン
6313 ワクチン（薬務）インフルエンザ 【注】 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ「北里第一三共」（1mL） インフルエンザHAワクチン
6313 ワクチン（薬務）インフルエンザ 【注】 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ「北里第一三共」ｼﾘﾝｼﾞ（0.25mL） インフルエンザHAワクチン
6313 ワクチン（薬務）インフルエンザ 【注】 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ「北里第一三共」ｼﾘﾝｼﾞ（0.5mL） インフルエンザHAワクチン
6313 ワクチン（薬務）おたふくかぜ 【注】 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 弱毒生ムンプスウイルス
6313 ワクチン（薬務）狂犬病 【注】 組織培養不活化狂犬病ワクチン 不活化狂犬病ウイルス
6313 臨時 ワクチン（薬務）子宮頚癌等 【注】 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ ヒトパピローマウイルス蛋白4価
6313 ワクチン（薬務）子宮頚癌等 【注】 サーバリックス ヒトパピローマウイルス蛋白2価
6313 ワクチン（薬務）水痘、帯状疱疹 【注】 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 弱毒生水痘ウイルス
6313 ワクチン（薬務）日本脳炎 【注】 ジェービックV 不活化日本脳炎ウイルス
6313 ワクチン（薬務）風しん 【注】 乾燥弱毒生風しんワクチン「ビケン」 弱毒生風しんウイルス
6313 ワクチン（薬務）ポリオ 【注】 イモバックスポリオ皮下注 不活化ポリオワクチン (ソークワクチン)
6313 ワクチン（薬務）麻しん 【注】 「ビケンCAM」 弱毒生麻しんウイルス
6313 ワクチン（薬務）ロタウイルス （内） ロタリックス内用液 弱毒生ヒトロタウイルス
6322 ワクチン（薬務）ジフテリア、破傷風 【注】 DTビック ジフテリア破傷風混合トキソイド
6322 ワクチン（薬務）破傷風 【注】 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 破傷風トキソイド
6331 まむし咬傷の治療 【注】 乾燥まむし抗毒素“化血研” 乾燥まむしウマ抗毒素（ウマ免疫グロブリン）
6343 B型肝炎予防、肝移植 【注】 ヘブスブリンIH静注1000単位 PEG抗HBs人免疫グロブリン
6343 B型肝炎予防、新生児 【注】 乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」 乾燥抗HBs人免疫グロブリン
6343 臨時 アルブミン 【注】 アルブミナー5％静注12.5g/250mL（供給停止） アルブミン
6343 臨時 アルブミン 【注】 献血アルブミン5％静注12.5g/250mL「JB」 アルブミン
6343 アルブミン 【注】 献血アルブミン25％静注12.5g/50mL「ベネシス」 アルブミン
6343 アンチトロンビン 【注】 アンスロビンP1500注射用 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ
6343 アンチトロンビン 【注】 ノイアート静注用1500単位 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ
6343 アンチトロンビン 【注】 ノイアート静注用500単位 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ
6343 アンチトロンビン 【注】 献血ノンスロン1500注射用 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ
6343 臨時 血液凝固第Ⅶ因子　7 【注】 ノボセブンHI静注用2mg エプタコグアルファ
6343 臨時 血液凝固第Ⅶ因子　7 【注】 ノボセブンHI静注用2mgシリンジ エプタコグアルファ
6343 臨時 血液凝固第Ⅶ因子　7 【注】 ノボセブンHI静注用5mg エプタコグアルファ
6343 臨時 血液凝固第Ⅶ因子　7 【注】 ノボセブンHI静注用5mgシリンジ エプタコグアルファ
6343 臨時 血液凝固第Ⅷ因子　8 【注】 アドベイト静注用1000 ルリオクトコグアルファ
6343 臨時 血液凝固第Ⅷ因子　8 【注】 クロスエイトMC静注用500単位 血液凝固第VIII因子
6343 臨時 血液凝固第Ⅷ因子　8 【注】 コージネイトFSバイオセット注1000 オクトコグアルファ
6343 臨時 血液凝固第Ⅷ因子　8 【注】 コンファクトF注射用250 血液凝固第VIII因子
6343 臨時 血液凝固第Ⅸ因子　9 【注】 ベネフィクス静注用1000 ノナコグアルファ
6343 臨時 血液凝固第Ⅸ因子　9 【注】 ベネフィクス静注用2000 ノナコグアルファ
6343 臨時 血液凝固第Ⅸ因子複合体 【注】 PPSB-HT静注用500単位「ニチヤク」 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体
6343 血液凝固第ⅩⅢ因子　13 【注】 フィブロガミンP静注用 血液凝固第ⅩⅢ因子
6343 破傷風予防、症状軽減 【注】 テタノブリンIH静注250単位 抗破傷風人免疫グロブリン
6343 人プロトロンビン複合体 【注】 ケイセントラ静注用500 乾燥濃縮人プロトロンビン複合体
6343 ヒト免疫グロブリン 【注】 献血ポリグロビンN10％静注5g/50mL ヒト免疫グロブリン
6343 ヒト免疫グロブリン 【注】 サングロポール点滴静注用2.5g（50mL） ヒト免疫グロブリン
6343 ヒト免疫グロブリン 【注】 ハイゼントラ20％皮下注4g/20mL ヒト免疫グロブリン
6343 ヒト免疫グロブリン 【注】 献血ヴェノグロブリンIH5％静注0.5g/10mL ヒト免疫グロブリン
6343 ヒト免疫グロブリン 【注】 献血ヴェノグロブリンIH5％静注5g/100mL ヒト免疫グロブリン
6343 ヒト免疫グロブリン 【注】 献血グロベニン－Ｉ静注用2500mg ヒト免疫グロブリン
6343 ヒト免疫グロブリン 【注】 献血グロベニン－Ｉ静注用5000mg ヒト免疫グロブリン
6343 ヒト免疫グロブリン 【注】 献血ベニロン－Ｉ静注用2500mg ヒト免疫グロブリン
6343 母体の抗D抗体産生予防 【注】 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 乾燥抗D（Rho）人免疫グロブリン
6343 溶血反応に伴うHb血症等 【注】 ハプトグロビン静注2000単位「JB」 人ハプトグロビン
6361 ワクチン（薬務）4種混合 【注】 クアトロバック皮下注シリンジ 百日咳/ジフテリア/破傷風/不活化ポリオ
6361 ワクチン（薬務）麻しん風しん 【注】 ミールビック 弱毒生麻しん風しん混合ウイルス
6391 表在性膀胱癌、膀胱上皮内癌 【注】 イムノブラダー膀注用80mg 乾燥BCG（膀胱内用）
6393 結核の診断（薬務） 【注】 一般診断用精製ツベルクリン（PPD） 精製ツベルクリン
6399 bDMARD（抗IL-6） 【注】 アクテムラ点滴静注用200mg トシリズマブ
6399 bDMARD（抗IL-6） 【注】 アクテムラ点滴静注用80mg トシリズマブ
6399 bDMARD（抗IL-6） 【注】 アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター トシリズマブ
6399 HER2-薬物複合体（乳） 【注】 カドサイラ点滴静注用100mg トラスツズマブ　エムタンシン
6399 HER2-薬物複合体（乳） 【注】 カドサイラ点滴静注用160mg トラスツズマブ　エムタンシン
6399 臨時 IFNα（天然型） 【注】 スミフェロン注バイアル300万IU インターフェロンアルファ
6399 IFNα（天然型） 【注】 スミフェロン注DS300万IU（シリンジ） インターフェロンアルファ
6399 臨時 IFNα（天然型） 【注】 スミフェロン注DS600万IU（シリンジ） インターフェロンアルファ
6399 IFNβ（天然型） 【注】 フエロン注射用300万IU インターフェロンベータ
6399 PEG-IFNα2a（遺伝子組換） 【注】 ペガシス皮下注90μg/1.0mL ペグインターフェロンアルファ-2a
6399 PEG-IFNα2b（遺伝子組換） 【注】 ペグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用 ペグインターフェロンアルファ-2b
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6399 臨時 PEG-IFNα2b（遺伝子組換） 【注】 ペグイントロン皮下注用150μg/0.5mL用 ペグインターフェロンアルファ-2b
6399 PEG-IFNα2b（遺伝子組換） 【注】 ペグイントロン皮下注用50μg/0.5mL用 ペグインターフェロンアルファ-2b
6399 臨時 再生不良性貧血、移植時等 【注】 サイモグロブリン点滴静注用25mg 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン
6399 多発性硬化症 【注】 アボネックス筋注用シリンジ30μg インターフェロンベータ-1a
6399 多発性硬化症 【注】 ベタフェロン皮下注用960万国際単位 インターフェロンベータ-1b
6399 免疫抑制薬（拒絶反応抑制） 【注】 シムレクト静注用20mg バシリキシマブ
6410 抗菌薬（嫌気性菌） 【注】 アネメトロ点滴静注液500mg（100mL） メトロニダゾール
6419 抗菌薬（嫌気性菌） （内） フラジール内服錠250mg メトロニダゾール
6419 抗菌薬（サルファ剤）ST 【注】 バクトラミン注（5mL） スルファメトキサゾール/トリメトプリム
6419 ニューモシスチス肺炎 【注】 ベナンバックス注用300mg ペンタミジン
6419 臨時 マラリア （内） マラロン配合錠 アトバコン/プログアニル
6429 臨時 疥癬、腸管糞線虫症 （内） ストロメクトール錠3mg イベルメクチン
7111 賦形剤 （内） 乳糖「ホエイ」 乳糖
7112 賦形剤 （内） バレイショデンプン原末「マルイシ」 バレイショデンプン
7121 軟膏基剤、皮膚保護 《外》 親水ワセリン「ホエイ」 親水ワセリン
7121 軟膏基剤、皮膚保護 《外》 白色ワセリン 白色ワセリン
7121 軟膏等の基剤 《外》 オリブ油（500mL） オリブ油
7122 軟膏基剤、皮膚保護 《外》 親水クリーム「ホエイ」 親水クリーム
7123 軟膏基剤 《外》 ソルベース マクロゴール
7131 蒸留水 《外》 大塚蒸留水1000mL（細口開栓） 蒸留水
7131 蒸留水 （内） 大塚蒸留水500mL（広口開栓） 蒸留水
7131 蒸留水 《外》 大塚蒸留水1000mL（広口開栓） 蒸留水
7131 蒸留水 【注】 大塚蒸留水（100mL）ボトル 蒸留水
7131 蒸留水 【注】 注射用水PL「フソー」（20mL） 蒸留水
7139 溶解補助剤、軟膏基剤 《外》 プロピレングリコール プロピレングリコール
7142 甘味剤 （内） 単シロップ 白糖
7149 緩衝、矯味、発泡 （内） クエン酸「ケンエー」 クエン酸
7149 芳香、矯臭、矯味 （内） ハッカ油 ハッカ油
7190 Na補充 （内） 塩化ナトリウム「オーツカ」 塩化ナトリウム
7211 ヨード造影剤（イオン） （内） ガストログラフィン経口・注腸用 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン
7211 ヨード造影剤（油性） 【注】 リピオドール480注（10mL） ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル
7212 消化管造影 《外》 エネマスター注腸散 硫酸バリウム
7212 消化管造影 （内） バリコンミール（1.2kg） 硫酸バリウム
7212 消化管造影 （内） バリコンミール400gシェイクボトル 硫酸バリウム
7213 消化管造影補助 （内） バロス発泡顆粒-Ｓ 炭酸水素ナトリウム/酒石酸
7213 腸管洗浄 （内） マグコロールP（50g）（院内限定） クエン酸マグネシウム
7214 ヨード造影剤（イオン） 【注】 ウログラフイン60％（20mL） アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン
7219 臨時 ヨード造影剤（イオン） 【注】 ビリスコピン点滴静注50mg（100mL） イオトロクス酸メグルミン
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 イオパミロン注300（20mL） イオパミドール
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 イオパミロン注300シリンジ（100mL） イオパミドール
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 イオパミロン注370（100mL） イオパミドール
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 イオパミロン注370（20mL） イオパミドール
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 イオパミロン注370シリンジ（100mL） イオパミドール
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 イオプロミド300注シリンジ100mL「ＦＲＩ」 イオプロミド
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 イオプロミド300注「FRI」100mL イオプロミド
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 イオプロミド300注「FRI」20mL イオプロミド
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 イオプロミド370注シリンジ100mL「ＦＲＩ」 イオプロミド
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 イオメロン300注シリンジ（100mL） イオメプロール
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 イオメロン350注（100mL） イオメプロール
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 イオメロン350注（20mL） イオメプロール
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 イオメロン350注シリンジ（135mL） イオメプロール
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 イオメロン350注シリンジ（75mL） イオメプロール
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 イソビスト注300（10mL） イオトロラン
7219 臨時 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 オプチレイ320注100mL（尿路・血管用） イオベルソール
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 オプチレイ320注シリンジ100mL（CT・尿路用、血管用） イオベルソール
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 オムニパーク140注（220mL） イオヘキソール
7219 臨時 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 オムニパーク180注（10mL） イオヘキソール
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 オムニパーク240注（10mL） イオヘキソール
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 オムニパーク300注（100mL） イオヘキソール
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 オムニパーク300注（20mL） イオヘキソール
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 オムニパーク300注シリンジ（100mL） イオヘキソール
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 オムニパーク300注シリンジ（125mL） イオヘキソール
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 オムニパーク300注シリンジ（150mL） イオヘキソール
7219 臨時 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 オムニパーク350注（100mLバイアル） イオヘキソール
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 オムニパーク350注（20mL） イオヘキソール
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 オムニパーク350注シリンジ（100mL） イオヘキソール
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 オムニパーク350注シリンジ（70mL） イオヘキソール
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 ビジパーク270注（100mL） イオジキサノール
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 プロスコープ300注シリンジ（100mL） イオプロミド
7219 ヨード造影剤（非イオン） 【注】 プロスコープ370注（100mL） イオプロミド
7223 GH分泌不全症の診断 【注】 注射用GHRP科研100 プラルモレリン
7223 下垂体LH分泌機能検査 【注】 LH-RH注0.1mg「タナベ」 ゴナドレリン
7223 下垂体TSH、PRL分泌機能検査 【注】 TRH注0.5mg「タナベ」 プロチレリン
7223 下垂体TSH分泌機能検査 【注】 ボグニン注0.5mg（1mL） プロチレリン
7223 下垂体機能検査 【注】 アルギニン点滴静注30g「AY」 アルギニン
7223 下垂体成長ホルモン分泌機能検査 【注】 注射用GRF住友100 ソマトレリン
7223 視床下部-副腎皮質系分泌機能検査 【注】 ヒトCRH静注用100μg「タナベ」 コルチコレリン
7224 肝機能、循環、ｾﾝﾁﾈﾙﾘﾝﾊﾟ腫検査等 【注】 ジアグノグリーン注射用25mg インドシアニングリーン
7225 臨時 腎機能検査 【注】 イヌリード注 イヌリン
7225 腎機能検査 【注】 インジゴカルミン注20mg「第一三共」 インジゴカルミン
7225 腎機能検査 【注】 パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10％ パラアミノ馬尿酸ナトリウム
7229 GH分泌機能検査、低血糖等 【注】 グルカゴンGノボ注射用1mg グルカゴン
7229 臨時 抗ChE（重症筋無力症等の診断） 【注】 アンチレクス静注10mg（1mL） エドロホニウム
7290 MRI造影剤（ガドリニウム） 【注】 EOB・プリモビスト注シリンジ（10mL） ガドキセト酸ナトリウム
7290 MRI造影剤（ガドリニウム） 【注】 EOB・プリモビスト注シリンジ（5mL） ガドキセト酸ナトリウム
7290 MRI造影剤（ガドリニウム） 【注】 オムニスキャン静注32％シリンジ（10mL） ガドジアミド
7290 MRI造影剤（ガドリニウム） 【注】 オムニスキャン静注32％シリンジ（15mL） ガドジアミド
7290 MRI造影剤（ガドリニウム） 【注】 オムニスキャン静注32％シリンジ（20mL） ガドジアミド



薬
効

採
用

特記
剤
形

項目名称 一般名

7290 MRI造影剤（ガドリニウム） 【注】 ガドビスト静注1.0moｌ/Lシリンジ(10mL) ガドブトロール
7290 MRI造影剤（ガドリニウム） 【注】 ガドビスト静注1.0moｌ/Lシリンジ(5mL) ガドブトロール
7290 MRI造影剤（ガドリニウム） 【注】 ガドビスト静注1.0moｌ/Lシリンジ(7.5mL) ガドブトロール
7290 MRI造影剤（ガドリニウム） 【注】 プロハンス静注（5mL） ガドテリドール
7290 MRI造影剤（ガドリニウム） 【注】 プロハンス静注シリンジ（13mL） ガドテリドール
7290 MRI造影剤（ガドリニウム） 【注】 プロハンス静注シリンジ（17mL） ガドテリドール
7290 MRI造影剤（ガドリニウム） 【注】 マグネスコープシリンジ（11mL） ガドテル酸メグルミン
7290 MRI造影剤（ガドリニウム） 【注】 マグネスコープシリンジ（15mL） ガドテル酸メグルミン
7290 MRI造影剤（経口） （内） ボースデル内用液10mg 塩化マンガン四水和物
7290 MRI造影剤（超常磁性酸化鉄） 【注】 リゾビスト注 フェルカルボトラン
7290 α遮断薬（褐色細胞腫のみ） 【注】 レギチーン注射液10mg（1mL） フェントラミン
7290 悪性神経膠腫の可視化 （内） アラベル内用剤1.5g アミノレブリン酸
7290 アレルゲン 【注】 ｱﾚﾙｹﾞﾝｽｸﾗｯﾁｴｷｽ陽性対照液「ﾄﾘｲ」ﾋｽﾀﾐﾝ 診断用アレルゲンエキス陽性対照液
7290 アレルゲン 【注】 診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トリイ」 診断用アレルゲンエキス対照液
7290 臨時 アレルゲン 《外》 パッチテストパネル(S) アレルゲン各種
7290 アレルゲン 【注】 診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」 診断用アレルゲンエキス（各種）
7290 蛍光眼底造影剤 【注】 オフサグリーン静注用25mg インドシアニングリーン
7290 蛍光眼底造影剤 【注】 フルオレサイト静注500mg フルオレセイン
7290 蛍光眼底造影剤 《外》 フローレス眼検査用試験紙0.7mg フルオレセイン
7290 超音波診断用造影剤 【注】 ソナゾイド注射用16μＬ ペルフルブタン
7290 超音波診断用造影剤 【注】 レボビスト注射用2.5g ガラクトース/パルミチン酸
7290 ピロリ菌感染診断 （内） ユービット錠100mg 尿素（

13
C）

7990 胃内粘液の溶解補助 （内） プロナーゼMS　2万単位/0.5g プロナーゼ
7990 臨時 禁煙補助薬 （内） チャンピックス錠0.5mg バレニクリン
7990 臨時 禁煙補助薬 （内） チャンピックス錠1mg バレニクリン
7990 臨時 禁煙補助薬 《外》 ニコチネルTTS10 ニコチン
7990 臨時 禁煙補助薬 《外》 ニコチネルTTS20 ニコチン
7990 臨時 禁煙補助薬 《外》 ニコチネルTTS30 ニコチン
7990 臨時 甲状腺癌診断の補助 【注】 タイロゲン筋注用0.9mg ヒトチロトロピンアルファ
7990 心臓疾患鑑別時の負荷誘導 【注】 アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI] アデノシン
7990 組織接着剤 《外》 タコシール組織接着用ｼｰﾄ3.0×2.5（スモールｻｲｽﾞ） フィブリノゲン配合剤
7990 組織接着剤 《外》 タコシール組織接着用ｼｰﾄ4.8×4.8（ハーフｻｲｽﾞ） フィブリノゲン配合剤
7990 組織接着剤 《外》 タコシール組織接着用ｼｰﾄ9.5×4.8（レギュラーｻｲｽﾞ） フィブリノゲン配合剤
7990 臨時 組織接着剤 《外》 ベリプラストPコンビセット組織接着用1mL フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子
7990 組織接着剤 《外》 ベリプラストPコンビセット組織接着用3mL フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子
7990 組織接着剤 《外》 ベリプラストPコンビセット組織接着用5mL フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子
7990 組織接着剤 《外》 ボルヒール組織接着用（1mL） フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子
7990 組織接着剤 《外》 ボルヒール組織接着用（2mL） フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子
7990 組織接着剤 《外》 ボルヒール組織接着用（3mL） フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子
7990 組織接着剤 《外》 ボルヒール組織接着用（5mL） フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子
7990 腸管洗浄 （内） ニフレック配合内用剤（院内限定） ナトリウム・カリウム配合剤
7990 臨時 腸管洗浄 （内） ビジクリア配合錠 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
7990 腸管洗浄 （内） モビプレップ配合内用剤 ナトリウム・カリウム配合剤
7990 腸管洗浄等 （内） D-ソルビトール内用液75％「コーワ」 ソルビトール
7990 内視鏡時の消化管運動抑制 （内） ミンクリア内用散布液0.8％（20mL） l-メントール
7990 ミリプラ動注用懸濁液 【注】 ミリプラ用懸濁用液（4mL） ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル
8114 強オピオイド （内） MSコンチン錠10mg モルヒネ硫酸塩　徐放
8114 強オピオイド （内） MSコンチン錠30mg モルヒネ硫酸塩　徐放
8114 強オピオイド 《外》 アンペック坐剤10mg モルヒネ塩酸塩
8114 強オピオイド 《外》 アンペック坐剤20mg モルヒネ塩酸塩
8114 強オピオイド （内） オプソ内服液5mg（2.5mL） モルヒネ塩酸塩
8114 強オピオイド （内） モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 モルヒネ塩酸塩
8114 強オピオイド （内） モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」 モルヒネ塩酸塩
8114 強オピオイド 【注】 モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」（1mL） モルヒネ塩酸塩
8114 強オピオイド 【注】 モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」（5mL） モルヒネ塩酸塩
8114 強オピオイド （内） モルペス細粒2％ モルヒネ硫酸塩　徐放
8119 強オピオイド （内） オキシコドン徐放カプセル20mg 塩酸オキシコドン
8119 強オピオイド （内） オキシコドン徐放カプセル40mg 塩酸オキシコドン
8119 強オピオイド （内） オキシコドン徐放カプセル5mg 塩酸オキシコドン
8119 強オピオイド （内） オキノーム散0.5%0.5g(2.5mg/包） 塩酸オキシコドン
8119 強オピオイド （内） オキノーム散0.5％1g（5mg/包） 塩酸オキシコドン
8119 強オピオイド （内） オキノーム散1％1g（10mg/包） 塩酸オキシコドン
8119 強オピオイド （内） ナルサス錠6mg ヒドロモルフォン塩酸塩
8119 強オピオイド （内） ナルラピド錠1mg ヒドロモルフォン塩酸塩
8121 オピオイド（局所麻酔） （内） コカイン塩酸塩原末 コカイン
8211 オピオイド（術後鎮痛） 【注】 ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」 ペチジン
8219 オピオイド（全身麻酔） 【注】 レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 レミフェンタニル
8219 オピオイド（全身麻酔） 【注】 レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」 レミフェンタニル
8219 強オピオイド （内） アブストラル舌下錠100μg フェンタニル
8219 強オピオイド （内） アブストラル舌下錠200μg フェンタニル
8219 強オピオイド （内） イーフェンバッカル錠50μg フェンタニル
8219 強オピオイド 【注】 オキファスト注10mg オキシコドン塩酸塩
8219 強オピオイド 【注】 オキファスト注50mg オキシコドン塩酸塩
8219 強オピオイド 《外》 フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」 フェンタニル
8219 強オピオイド 《外》 フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」 フェンタニル
8219 強オピオイド 《外》 フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」 フェンタニル
8219 強オピオイド 【注】 フェンタニル注射液0.1mg「ﾔﾝｾﾝ」（2mL） フェンタニルクエン酸塩
8219 強オピオイド 【注】 フェンタニル注射液0.5mg「ﾔﾝｾﾝ」（10mL） フェンタニルクエン酸塩
8219 強オピオイド 《外》 フェントステープ1mg フェンタニル
8219 強オピオイド 《外》 フェントステープ2mg フェンタニル
8219 強オピオイド 《外》 フェントステープ4mg フェンタニル
8219 強オピオイド 《外》 フェントステープ6mg フェンタニル
8219 強オピオイド （内） メサペイン錠5mg メサドン

- ｱｰｶﾞﾒｲﾄ専用ﾌﾚｰﾊﾞｰ （内） ｱｰｶﾞﾒｲﾄ専用ﾌﾚｰﾊﾞｰ（りんご味） フレーバー
- ｱﾐﾉﾚﾊﾞﾝEN配合散専用ﾌﾚｰﾊﾞｰ （内） アミノレバン用ゼリーの素 フレーバー
- ｱﾐﾉﾚﾊﾞﾝEN配合散専用ﾌﾚｰﾊﾞｰ （内） コーヒー味ミックス（アミノレバン専用） フレーバー
- ｱﾐﾉﾚﾊﾞﾝEN配合散専用ﾌﾚｰﾊﾞｰ （内） パイナップル味ミックス（アミノレバン専用） フレーバー
- ｱﾐﾉﾚﾊﾞﾝEN配合散専用ﾌﾚｰﾊﾞｰ （内） フルーツ味ミックス（アミノレバン専用） フレーバー
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- ｱﾐﾉﾚﾊﾞﾝEN配合散専用ﾌﾚｰﾊﾞｰ （内） ヨーグルト味ミックス（アミノレバン専用） フレーバー
- 院内製剤原料？ （内） L-シスチン Ｌ－シスチン
- 院内製剤原料？ 《外》 サリチル酸「ケンエー」 サリチル酸
- 院内製剤原料？ 《外》 ホウ砂「ケンエー」 ホウ砂
- 院内製剤原料？ 《外》 安息香酸ベンジル 安息香酸ベンジル
- 院内製剤原料？ 《外》 塩化アンモニウム 塩化アンモニウム
- 院内製剤原料？ （内） 硫化カリウム 硫化カリウム
- ｴﾚﾝﾀｰﾙ/ﾍﾊﾟﾝ用ﾌﾚｰﾊﾞｰ （内） ドリンクミックス 青りんご味 フレーバー
- ｴﾚﾝﾀｰﾙ/ﾍﾊﾟﾝ用ﾌﾚｰﾊﾞｰ （内） ドリンクミックス オレンジ味 フレーバー
- ｴﾚﾝﾀｰﾙ/ﾍﾊﾟﾝ用ﾌﾚｰﾊﾞｰ （内） ドリンクミックス ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ味（天然果汁含まず） フレーバー
- ｴﾚﾝﾀｰﾙ/ﾍﾊﾟﾝ用ﾌﾚｰﾊﾞｰ （内） ドリンクミックス コーヒー味（ｶﾌｪｲﾝ約83mg含有） フレーバー
- ｴﾚﾝﾀｰﾙ/ﾍﾊﾟﾝ用ﾌﾚｰﾊﾞｰ （内） ドリンクミックス コンソメ味（食塩約1.5g含有） フレーバー
- ｴﾚﾝﾀｰﾙ/ﾍﾊﾟﾝ用ﾌﾚｰﾊﾞｰ （内） ドリンクミックス さっぱり梅味 フレーバー
- ｴﾚﾝﾀｰﾙ/ﾍﾊﾟﾝ用ﾌﾚｰﾊﾞｰ （内） ドリンクミックス パイナップル味 フレーバー
- ｴﾚﾝﾀｰﾙ/ﾍﾊﾟﾝ用ﾌﾚｰﾊﾞｰ （内） ドリンクミックス フルーツトマト味 フレーバー
- ｴﾚﾝﾀｰﾙ/ﾍﾊﾟﾝ用ﾌﾚｰﾊﾞｰ （内） ドリンクミックス マンゴー味 フレーバー
- ｴﾚﾝﾀｰﾙ/ﾍﾊﾟﾝ用ﾌﾚｰﾊﾞｰ （内） ドリンクミックス ヨーグルト味 フレーバー
- ｴﾚﾝﾀｰﾙ/ﾍﾊﾟﾝ用ﾌﾚｰﾊﾞｰ （内） ドリンクミックス用ムースベース フレーバー
- ｴﾚﾝﾀｰﾙ/ﾍﾊﾟﾝ用ﾌﾚｰﾊﾞｰ （内） 水で作れるゼリーミックス フレーバー
- カプセル（0.2g） （内） カプセル2号 カプセル
- カプセル（0.3g） （内） カプセル1号 カプセル
- カプセル（0.4g） （内） カプセル0号 カプセル
- カプセル（0.5g） （内） カプセル00号 カプセル
- 矯味用ﾌﾚｰﾊﾞｰ （内） ストロベリーエッセンス フレーバー
- 矯味用ﾌﾚｰﾊﾞｰ （内） ハッカ精（内服矯味用） フレーバー
- てんかん（スルホンアミド） （内） 50％オスポロット散（院内製剤） スルチアム
- 溶解ボトル - アミノレバン用溶解ボトル 溶解ボトル
- 溶解ボトル - エレンタール用溶解ボトル 溶解ボトル
- 溶解ボトル - ヘパンED用溶解ボトル 溶解ボトル
- ﾘｰﾊﾞｸﾄ専用ﾌﾚｰﾊﾞｰ （内） ﾘｰﾊﾞｸﾄ専用ﾌﾚｰﾊﾞｰ（青りんご味） フレーバー
- ﾘｰﾊﾞｸﾄ専用ﾌﾚｰﾊﾞｰ （内） ﾘｰﾊﾞｸﾄ専用ﾌﾚｰﾊﾞｰ（コーヒー味） フレーバー
- ﾘｰﾊﾞｸﾄ専用ﾌﾚｰﾊﾞｰ （内） ﾘｰﾊﾞｸﾄ専用ﾌﾚｰﾊﾞｰ（ヨーグルト味） フレーバー


