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埼玉県ジェネリック医薬品　モデル病院・採用リストの作成にあたって

　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、先発医薬品の特許が切れた後に製造販売される、新薬と同一の有効成分を同
一量含み、同一の効能・効果を持つ医薬品です。新薬と異なる添加剤が使用されることがありますが、有効性、安全性
及び品質について国が厳格な審査を行い、製造販売の承認をしているものです。
　ジェネリック医薬品は、一般的に開発費用が安く抑えられていることから、先発医薬品に比べ薬価が低くなっており、
ジェネリック医薬品を普及させることは、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資するもので、医療費の効率化を
通じて限られた医療費資源の有効活用を図り、国民医療を守ることになります。
　 当県においてもジェネリック医薬品の使用を促進してきたところですが、近年、複数のジェネリック医薬品メーカーが
行政処分を受けるなどジェネリック医薬品の品質に不安を抱かせる事案が発生しており、医薬品の安定供給にも影響
が生じている状況です。　このような状況の中、国は令和３年（２０２１年)６月に「経済財政運営と改革の基本方針２０２
１」において、ジェネリック医薬品の品質及び安定供給の信頼性の確保を柱とし、官民一体で、製造管理体制強化や製
造所への監督の厳格化、市場流通品の品質確認検査などの取組を進めるとともに、数量シェアを２０２３年度末までに
すべての都道府県において８０％以上とする新たな目標を示しました。
　当県のジェネリック医薬品の使用割合は順調に増えており、厚生労働省が発表している調剤医療費の動向調査の集
計結果によると令和４年８月現在８３．８％であり、全国平均の８２．９％を若干上回っている状況となっています。また、
県内市町村別のジェネリック医薬品使用割合の状況は、令和４年３月現在において、７５．２％～９３．０％と差があるの
が現状です。　今後も、ジェネリック医薬品の品質及び安定供給の信頼性を確保したうえで、さらにジェネリック医薬品
の使用を促進していかなければなりません。
　今年度は、リストに加えて４病院のジェネリック医薬品採用（選定）基準を掲載しました。地域における各医療機関や
薬局においてジェネリック医薬品の採用する場合の参考として御活用いただければ幸いです。
　最後に、ジェネリック医薬品採用リストの提供に御協力いただきましたモデル病院の関係者の皆様に心から感謝申し
上げます。

　令和５年１月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉県保健医療部薬務課長　　岡地　哲也
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

112 1124001F2010 エスタゾラム ２ｍｇ１錠 エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品＝日医工 ユーロジン２ｍｇ錠 ● ●

112 1124003C1114 ニトラゼパム １％１ｇ ニトラゼパム細粒１％「ＴＣＫ」 辰巳化学 ネルボン散１％、ベンザリン細粒１％ ●

112 1124003F2265 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック ネルボン錠５ｍｇ、ベンザリン錠５ ● ● ●

112 1124003F2273 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ニトラゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原 ネルボン錠５ｍｇ，ベンザリン錠５ ●

112 1124007F1011 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ=武田 ハルシオン０．１２５錠 ●

112 1124007F2018 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 日医工 ハルシオン０．２５錠 ●

112 1124007F2018 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＣＨ」 長生堂=日本ジェネリック ハルシオン０．２５錠 ●

112 1124007F2018 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日新」 日新製薬 ハルシオン０．２５ｍｇ錠 ●

112 1124008F1016 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 フルニトラゼパム錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック サイレース錠１ｍｇ ● ● ● ●

112 1124008F1016 フルニトラゼパム １ｍｇ１錠 フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 サイレース錠１ｍｇ ●

112 1124008F2071 フルニトラゼパム ２ｍｇ１錠 フルニトラゼパム錠２ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック サイレース錠２ｍｇ ●

112 1124009F1010 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 レンドルミン錠０．２５ｍｇ ●

112 1124009F2017 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 メディサ=沢井 レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ ● ● ●

112 1124009F2017 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 大興=日本ジェネリック レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ ●

112 1124009F2017 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「アメル」 共和薬品 レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ ●

112 1124009F2017 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ＝武田 レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ ● ●

112 1124017B1137 ジアゼパム １％１ｇ ジアゼパム散１％「アメル」 共和薬品 セルシン散１％，ホリゾン散１％ ●

112 1124017F2046 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 ジアゼパム錠２「サワイ」 沢井 ２ｍｇセルシン錠，ホリゾン錠２ｍｇ ● ●

112 1124017F2054 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 ジアゼパム錠２「トーワ」 東和薬品 ２ｍｇセルシン錠，ホリゾン錠２ｍｇ ● ●

112 1124017F2194 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 ジアゼパム錠２ｍｇ「アメル」
共和薬品=日本ジェネリッ
ク

２ｍｇセルシン錠、ホリゾン錠２ｍｇ ● ●

112 1124017F4065 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 ジアゼパム錠５「トーワ」 東和薬品 ５ｍｇセルシン錠、ホリゾン錠５ｍｇ ● ●

112 1124017F4200 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 ジアゼパム錠５ｍｇ「アメル」
共和薬品=日本ジェネリッ
ク

５ｍｇセルシン錠、ホリゾン錠５ｍｇ ● ● ●

112 1124020F2013 ブロマゼパム ２ｍｇ１錠 ブロマゼパム錠２ｍｇ「サンド」
サンド＝日本ジェネリッ
ク

レキソタン錠２ ● ●

112 1124020F4016 ブロマゼパム ５ｍｇ１錠 ブロマゼパム錠５ｍｇ「サンド」 サンド=日本ジェネリック ブロマゼパム５ｍｇ錠 ●

112 1124022F1016 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠 ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井=日本ジェネリック ワイパックス錠０．５ ● ● ● ● ● ●

112 1124022F2012 ロラゼパム １ｍｇ１錠 ロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」 沢井 ワイパックス錠１．０ ●

【　内　用　薬　】
１１２　催眠鎮静剤，抗不安剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

112 1124023F1010 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」 メディサ=沢井
コンスタン０．４ｍｇ錠，ソラナック
ス０．４ｍｇ錠

● ● ● ●

112 1124023F1010 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 コンスタン０．４ｍｇ錠 ●

112 1124023F1010 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「アメル」 共和薬品=日本ジェネリックアルプラゾラム０．４ｍｇ錠 ●

112 1124023F2017 アルプラゾラム ０．８ｍｇ１錠 アルプラゾラム錠０．８ｍｇ「アメル」 共和薬品 ー ●

112 1124026F1014 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 グランダキシン錠５０ ●

112 1124026F1014 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井 グランダキシン錠５０ ● ●

112 1124029F1018 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「ＳＮ」
シオノ＝ファイザー＝武
田テバファーマ＝武田＝

メイラックス錠１ｍｇ ●

112 1124029F1018 ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」 沢井 メイラックス錠１ｍｇ ●

112 1124030F1010 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠１５ｍｇ「アメル」 共和薬品 ドラール錠１５ ●

112 1124030F1010 クアゼパム １５ｍｇ１錠 クアゼパム錠１５ｍｇ「サワイ」 沢井 ドラール錠１５ ●

112 1129007F1018 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 アモバン錠７．５ ● ●

112 1129007F1018 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「サワイ」 沢井 アモバン錠７．５

112 1129008F2019 タンドスピロンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠
タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井 セディール錠１０ｍｇ ●

112 1129009F1017 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ マイスリー錠５ｍｇ ●

112 1129009F1033 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬＝武田 マイスリー錠５ｍｇ

112 1129009F1289 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 マイスリー錠５ｍｇ ●

112 1129009F1017 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ マイスリー錠５ｍｇ ●

112 1129009F2013 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 杏林 マイスリー錠１０ｍｇ ●

112 1129009F2030 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬＝武田 マイスリー錠１０ｍｇ

112 1129009F2234 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ マイスリー錠１０ｍｇ ●

112 1129009F3044 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井 マイスリー錠５ｍｇ ● ●

112 1129009F3060 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 マイスリー錠５ｍｇ ●

112 1129009F4067 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 マイスリー錠１０ｍｇ ●

112 1129010F1125 エスゾピクロン １ｍｇ１錠 エスゾピクロン錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ルネスタ錠１ｍｇ ●

112 1129010F1141 エスゾピクロン １ｍｇ１錠 エスゾピクロン錠１ｍｇ「ニプロ」 ニプロ ルネスタ錠１ｍｇ ●

112 1129010F1036 エスゾピクロン錠 １ｍｇ１錠 エスゾピクロン錠１ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ ルネスタ錠１ｍｇ ● ●

112 1129010F1095 エスゾピクロン １ｍｇ１錠 エスゾピクロン錠１ｍｇ「杏林」 杏林 ルネスタ錠１ｍｇ ●

112 1129010F2032 エスゾピクロン ２ｍｇ１錠 エスゾピクロン錠２ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ ルネスタ錠２ｍｇ ● ●

112 1129010F2148 エスゾピクロン ２ｍｇ１錠 エスゾピクロン錠２ｍｇ「ニプロ」 ニプロ ルネスタ錠２ｍｇ ●

2



薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

112 1129010F2091 エスゾピクロン ２ｍｇ１錠 エスゾピクロン錠２ｍｇ「杏林」 杏林 ルネスタ錠２ｍｇ ●

112 1129010F3144 エスゾピクロン ３ｍｇ１錠 エスゾピクロン錠３ｍｇ「ニプロ」 ニプロ ルネスタ錠３ｍｇ ●

112 1129010F3098 エスゾピクロン ３ｍｇ１錠 エスゾピクロン錠３ｍｇ「杏林」 杏林 ルネスタ錠３ｍｇ ●

113 1139002C1090 カルバマゼピン ５０％１ｇ カルバマゼピン細粒５０％「フジナガ」 藤永＝第一三共 テグレトール細粒５０％ ● ●

113 1139002F1100 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠 カルバマゼピン錠２００ｍｇ「フジナガ」 藤永＝第一三共 テグレトール２００ｍｇ ● ●

113 1139002F1070 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠 カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 テグレトール２００ｍｇ ●

113 1139002F2050 カルバマゼピン １００ｍｇ１錠 カルバマゼピン錠１００ｍｇ「フジナガ」 藤永＝第一三共 テグレトール１００ｍｇ ● ●

113 1139004C2010 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ バルプロ酸ナトリウム細粒４０％「ＥＭＥＣ」
小林化工=エルメッド=日
医工

デパケン細粒４０％ ●

113 1139004D1010 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ バルプロ酸Ｎａ徐放顆粒４０％「フジナガ」 第一三共 セレニカＲ顆粒４０％ ●

113 1139004D1010 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ
バルプロ酸ナトリウム徐放Ｕ顆粒４０％「アメ
ル」

共和クリティケア=共和薬
品

セレニカＲ顆粒４０％ ●

113 1139004F1010 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム錠１００ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友 デパケン錠１００ｍｇ ●

113 1139004F2203 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 バルプロ酸ナトリウム錠２００ｍｇ「ＤＳＰ」 大日本住友製薬 デパケン錠２００ｍｇ

113 1139009F3075 ラモトリギン ２５ｍｇ１錠 ラモトリギン錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 ラミクタール錠２５ｍｇ ●

113 1139009F4071 ラモトリギン １００ｍｇ１錠 ラモトリギン錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 ラミクタール錠１００ｍｇ ●

113 1139004G1016 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠
バルプロ酸ナトリウムＳＲ錠１００ｍｇ「アメ
ル」

共和薬工 デパケンＲ錠１００ｍｇ ● ● ●

113 1139004G2012 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠
バルプロ酸ナトリウムＳＲ錠２００ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品 デパケンＲ錠２００ｍｇ ● ●

113 1139004G2012 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠
バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ２００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 セレニカＲ錠２００ｍｇ ●

113 1139004Q1127 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ バルプロ酸Ｎａシロップ５％「フジナガ」 第一三共 デパケンシロップ５％ ● ●

113 1139004Q1135 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「ＤＳＰ」 大日本住友 デパケンシロップ５％ ● ● ● ● ● ●

113 1139005F1015 ゾニサミド １００ｍｇ１錠 ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬工 エクセグラン錠１００ｍｇ ● ● ●

113 1139008F1035 トピラマート ５０ｍｇ１錠 トピラマート錠５０ｍｇ「アメル」
共和薬品=日本ジェネリッ
ク

トピナ錠５０ｍｇ ● ● ● ●

113 1139008F2031 トピラマート １００ｍｇ１錠 トピラマート錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬工 トピナ錠１００ｍｇ ● ●

113 1139009F1030 ラモトリギン ２ｍｇ１錠 ラモトリギン錠小児用２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 ラミクタール錠小児用２ｍｇ ●

113 1139009F2036 ラモトリギン ５ｍｇ１錠 ラモトリギン錠小児用５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 ラミクタール錠小児用５ｍｇ ●

113 1139009F3059 ラモトリギン ２５ｍｇ１錠 ラモトリギン錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 ラミクタール錠２５ｍｇ ●

113 1139009F3067 ラモトリギン ２５ｍｇ１錠 ラモトリギン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 　ラミクタール錠２５ｍｇ ●

113 1139009F4063 ラモトリギン １００ｍｇ１錠 ラモトリギン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 　ラミクタール錠１００ｍｇ ●

113 1139010F1130 レベチラセタム錠 ２５０ｍｇ１錠 レベチラセタム錠２５０ｍｇ「明治」 MeijiSeika イーケプラ錠２５０ｍｇ ●

１１３　抗てんかん剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

113 1139010F1091 レベチラセタム錠 ２５０ｍｇ１錠 レベチラセタム錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 イーケプラ錠２５０ｍｇ ●

113 1139010F1105 レベチラセタム ２５０ｍｇ１錠 レベチラセタム錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 ー ●

113 1139010F2136 レベチラセタム錠 ５００ｍｇ１錠 レベチラセタム錠５００ｍｇ「明治」 MeijiSeika イーケプラ錠５００ｍｇ ●

113 1139004Q1135 レベチラセタム錠 ５００ｍｇ１錠 レベチラセタム錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 イーケプラ錠５００ｍｇ ●

113 1139010F2101 レベチラセタム ５００ｍｇ１錠 レベチラセタム錠５００ｍｇ「日医工」 日医工 イーケプラ錠５００ｍｇ ●

113 1139010F2071 レベチラセタム ５００ｍｇ１錠 レベチラセタム錠５００ｍｇ「サワイ」 沢井 イーケプラ錠５００ｍｇ ●

113 1139010R1110 レベチラセタムシロップ用 ５０％１ｇ レベチラセタムドライシロップ５０％「明治」 MeijiSeika イーケプラドライシロップ５０％ ●

113 1139004Q1135 レベチラセタムシロップ用 ５０％１ｇ レベチラセタムＤＳ５０％「トーワ」 東和薬品 イーケプラドライシロップ５０％ ● ●

113 1139010R1063 レベチラセタム ５０％１ｇ レベチラセタムＤＳ５０％「サワイ」 沢井 イーケプラドライシロップ５０％ ●

113 1139402A2048 レベチラセタム注射液
５００ｍｇ５ｍＬ１
管

レベチラセタム点滴静注５００ｍｇ「明治」 MeijiSeika イーケプラ点滴静注５００ｍｇ ● ● ●

113 1139402A2030 レベチラセタム
５００ｍｇ５ｍＬ１
管

レベチラセタム点滴静注５００ｍｇ「日新」 日新製薬 イーケプラ点滴静注５００ｍｇ ●

114 1141007C1075 アセトアミノフェン ２０％１ｇ カロナール細粒２０％ あゆみ製薬 ― ● ● ● ● ●

114 1141007F1063 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 カロナール錠２００ あゆみ製薬 ― ● ● ● ● ● ●

114 1141007F1187 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ―

114 1141007F1195 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「マルイシ」 丸石 ― ● ●

114 1141007F2027 アセトアミノフェン ３００ｍｇ１錠 カロナール錠３００ あゆみ製薬 ― ●

114 1141007F3023 アセトアミノフェン ５００ｍｇ１錠 カロナール錠５００ あゆみ製薬 ― ● ● ● ● ●

114 1141007F3031 アセトアミノフェン ５００ｍｇ１錠 アセトアミノフェン錠５００ｍｇ「マルイシ」 丸石 ― ●

114 1141007Q1048 アセトアミノフェン ２％１ｍＬ カロナールシロップ２％ あゆみ製薬 ― ● ●

114 1141007R1086 アセトアミノフェン ２０％１ｇ アセトアミノフェンＤＳ小児用２０％「三和」 三和化学 ― ●

114 1147002F1013 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品=日医工 ボルタレン錠２５ｍｇ ● ● ● ●

114 1147002F1013 ジクロフェナクNa ２５ｍｇ１錠 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ ボルタレン錠２５ｍｇ ●

114 1147002N1018 ジクロフェナクナトリウム
３７．５ｍｇ１カプ
セル

ジクロフェナクナトリウムＳＲカプセル３７．
５ｍｇ「オーハラ」

大原
ナボールＳＲカプセル３７．５、ボル
タレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ

●

114 1147002N1018 ジクロフェナクナトリウム
３７．５ｍｇ１カプ
セル

ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品
ナボールＳＲカプセル３７．５、ボル
タレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ

● ●

114 1149019C1017 ロキソプロフェンナトリウム １０％１ｇ
ロキソプロフェンナトリウム細粒１０％「日医
工」

日医工 ロキソニン細粒１０％

114 1149019C1017 ロキソプロフェンナトリウム水和物１０％１ｇ ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「ＹＤ」 陽進堂 ロキソニン細粒１０％ ●

114 1149019F1480
ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド=日医工 ロキソニン錠６０ｍｇ ● ● ● ●

114 1149019F1587
ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「サワイ」 メディサ=沢井 ロキソニン錠６０ｍｇ

１１４　解熱鎮痛消炎剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

114 1149019F1595
ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠
ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「日医
工」

日医工 ロキソニン錠６０ｍｇ ● ● ●

114 1149019F1625
ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ロキソニン錠６０ｍｇ ●

114 1149019S1038
ロキソプロフェンナトリウム
水和物液

０．６％１ｍＬ
ロキソプロフェンナトリウム内服液６０ｍｇ
「日医工」

日医工 ― ●

114 1149031F1014 アクタリット １００ｍｇ１錠 アクタリット錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井
モーバー錠１００ｍｇ、オークル錠１
００ｍｇ

● ●

114 1149032F2015 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品
オステラック錠２００、ハイペン錠２
００ｍｇ

●

114 1149032F2015 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００ｍｇ「ＳＷ」 沢井
オステラック錠２００，ハイペン錠２
００ｍｇ

●

114 1149035F1144 メロキシカム ５ｍｇ１錠 メロキシカム錠５ｍｇ「サワイ」 沢井 モービック錠５ｍｇ ●

114 1149035F2035 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」
ダイト=エルメッド=日医
工

モービック錠１０ｍｇ ●

114 1149035F2183 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 モービック錠１０ｍｇ ●

114 1149035F2019 メロキシカム １０ｍｇ１錠 メロキシカム錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ モービック錠１０ｍｇ ●

114 1149037F1011 セレコキシブ １００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠１００ｍｇ「ニプロ」 ニプロ セレコックス錠１００ｍｇ ●

114 1149037F1011 セレコキシブ １００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ セレコックス錠１００ｍｇ

114 1149037F1135 セレコキシブ １００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠１００ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ=武田 セレコックス錠１００ｍｇ ●

114 1149037F1186 セレコキシブ １００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠１００ｍｇ「ファイザー」
ファイザーUPJ=ヴィアト
リス

セレコックス錠１００ｍｇ ● ● ● ●

114 1149037F1011 セレコキシブ １００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠１００ｍｇ「サンド」 サンド セレコックス錠１００ｍｇ ●

114 1149037F2131 セレコキシブ ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠２００ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ=武田 セレコックス錠２００ｍｇ ●

114 1149037F2182 セレコキシブ ２００ｍｇ１錠 セレコキシブ錠２００ｍｇ「ファイザー」
ファイザーUPJ=ヴィアト
リス

セレコックス錠２００ｍｇ ● ●

114 1149117F1012
トラマドール塩酸塩・アセト
アミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「杏林」
キョーリンリメディオ=杏
林=ニプロ

トラムセット配合錠 ● ●

114 1149117F1012
トラマドール塩酸塩・アセト
アミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ トラムセット配合錠 ● ●

114 1149117F1136
トラマドール塩酸塩・アセト
アミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「共創未来」 共創未来ファーマ トラムセット配合錠 ●

114 1149117F1160
トラマドール塩酸塩・アセト
アミノフェン

１錠 トアラセット配合錠「サワイ」 沢井 トラムセット配合錠 ●

116 1161001F1018 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「杏林」
キョーリンリメディオ＝
杏林

シンメトレル錠５０ｍｇ ● ●

116 1161001F1018 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井 シンメトレル錠５０ｍｇ ●

116 1161001F1018 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 シンメトレル錠５０ｍｇ ● ●

116 1162001F1082 ビペリデン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ「ヨシトミ」 田辺三菱=吉富薬品 ― ●

116 1169005F1014 ブロモクリプチンメシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬 パーロデル錠２．５ｍｇ ●

116 1169005F1014 ブロモクリプチンメシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 パーロデル錠２．５ｍｇ ●

116 1169006M1018 ドロキシドパ
１００ｍｇ１カプセ
ル

ドロキシドパカプセル１００ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ=日医工 ドプスＯＤ錠１００ｍｇ ● ●

１１６　抗パーキンソン剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

116 1169011F1010 カベルゴリン ０．２５ｍｇ１錠 カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「サワイ」 沢井 カバサール錠０．２５ｍｇ ● ●

116 1169011F2016 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「サワイ」 沢井 カバサール錠１．０ｍｇ ● ●

116 1169011F2016 カベルゴリン １ｍｇ１錠 カベルゴリン錠１．０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬 カバサール錠１．０ｍｇ

116 1169012F1057
プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．１２５ｍｇ１錠
プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

エルメッド=日医工 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ ●

116 1169012F1138
プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．１２５ｍｇ１錠
プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ア
メル」

共和薬工 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ

116 1169012F1120
プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．１２５ｍｇ１錠
プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ ●

116 1169012F2096
プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．５ｍｇ１錠
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 ビ・シフロール錠０．５ｍｇ

116 1169012F2134
プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．５ｍｇ１錠
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬工 ビ・シフロール錠０．５ｍｇ

116 1169012F2126
プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 ビ・シフロール錠０．５ｍｇ ●

116 1169012F2061 プラミペキソール塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

共創未来ファーマ ビ・シフロール錠０．５ｍｇ ●

116 1169012F3025
プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．１２５ｍｇ１錠
プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．１２５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ ● ●

116 1169012G1010
プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．３７５ｍｇ１錠
プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３７５ｍｇ
ＭＩ「アメル」

共和薬工 ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ ●

116 1169012G1010
プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．３７５ｍｇ１錠
プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３７５ｍｇ
ＭＩ「オーハラ」

大原＝共創未来ファーマ ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ ●

116 1169012G1010 プラミペキソール塩酸塩水和物０．３７５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３７５ｍｇＭＩ「ＤＳＥＰ」第一三共エスファ ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ ●

116 1169012G2016
プラミペキソール塩酸塩水和
物

１．５ｍｇ１錠
プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５ｍｇＭＩ
「アメル」

共和薬工 ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ ●

116 1169012G2016
プラミペキソール塩酸塩水和
物

１．５ｍｇ１錠
プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５ｍｇＭＩ
「オーハラ」

大原＝共創未来ファーマ ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ ●

116 1169012G2032 プラミペキソール塩酸塩水和物１．５ｍｇ１錠 プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５ｍｇＭＩ「ＤＳＥＰ」第一三共エスファ ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ ●

116 1169013F1035 ロピニロール塩酸塩 ０．２５ｍｇ１錠 ロピニロール錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 レキップ錠０．２５ｍｇ ●

116 1169013F2031 ロピニロール塩酸塩 １ｍｇ１錠 ロピニロール錠１ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 レキップ錠１ｍｇ ●

116 1169013F4026 ロピニロール塩酸塩 ０．２５ｍｇ１錠 ロピニロールＯＤ錠０．２５ｍｇ「アメル」 共和薬品 ー ●

116 1169013F5022 ロピニロール塩酸塩 １ｍｇ１錠 ロピニロールＯＤ錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品 ー ●

116 1169013F6029 ロピニロール塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ロピニロールＯＤ錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品 ー ●

116 1169013G1030 ロピニロール塩酸塩 ２ｍｇ ロピニロール徐放錠２ｍｇ「共創未来」 共創未来ファーマ レキップＣＲ錠２ｍｇ ●

116 1169013G1049 ロピニロール塩酸塩徐放錠 ２ｍｇ１錠 ロピニロール徐放錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 レキップＣＲ錠２ｍｇ ●

116 1169013G1057 ロピニロール塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ロピニロール徐放錠２ｍｇ「サワイ」 沢井 ー ●

116 1169013G2037 ロピニロール塩酸塩 ８ｍｇ ロピニロール徐放錠８ｍｇ「共創未来」 共創未来ファーマ レキップＣＲ錠８ｍｇ ●

116 1169013G2045 ロピニロール塩酸塩徐放錠 ８ｍｇ１錠 ロピニロール徐放錠８ｍｇ「トーワ」 東和薬品 レキップＣＲ錠８ｍｇ ●

116 1169013G2053 ロピニロール塩酸塩 ８ｍｇ１錠 ロピニロール徐放錠８ｍｇ「サワイ」 沢井 ー ●

116 1169014F1013 エンタカポン １００ｍｇ１錠 エンタカポン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック コムタン錠１００ｍｇ ●
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薬効分
類番号
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116 1169014F1064 エンタカポン １００ｍｇ１錠 エンタカポン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 コムタン錠１００ｍｇ ● ● ●

116 1169101F1014 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 ドパコール配合錠Ｌ１００ ダイト＝扶桑＝日医工
ネオドパストン配合錠Ｌ１００、メネ
シット配合錠１００

● ● ● ● ● ●

116 1169101F1014 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 カルコーパ配合錠Ｌ１００ 共和薬品工業
ネオドパストン配合錠Ｌ１００、メネ
シット配合錠１００

●

116 1169101F3017 レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 ドパコール配合錠Ｌ５０ ダイト=扶桑=日医工 － ●

116 1169008F1018 ペルゴリドメシル酸塩 ５０μｇ１錠 ペルゴリド錠５０μｇ「サワイ」 沢井 ー ●

116 1169008F2014 ペルゴリドメシル酸塩 ２５０μｇ１錠 ペルゴリド錠２５０μｇ「サワイ」 沢井 ー ●

117 1179008F1014 マプロチリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 マプロチリン塩酸塩錠１０ｍｇ「タカタ」 高田 ルジオミール錠１０ｍｇ ● ●

117 1179012F1010 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 リーゼ錠５ｍｇ ●

117 1179012F1010 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 沢井 リーゼ錠５ｍｇ ●

117 1179012F1010 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 クロチアゼパム錠５ｍｇ「日医工」 日医工 リーゼ錠５ｍｇ ●

117 1179016F1191 スルピリド １００ｍｇ１錠 スルピリド錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井 ドグマチール錠１００ｍｇ ●

117 1179016F2015 スルピリド ２００ｍｇ錠 スルピリド錠２００ｍｇ「アメル」 共和薬品 ドグマチール錠２００ｍｇ ●

117 1179017F1013 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠 炭酸リチウム錠１００「ヨシトミ」 全星=田辺三菱=吉富薬品 リーマス錠１００ ● ●

117 1179017F1013 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠 炭酸リチウム錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品 リーマス錠１００ ●

117 1179017F2010 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 炭酸リチウム錠２００「ヨシトミ」 全星=田辺三菱=吉富薬品 リーマス錠２００ ● ●

117 1179020C1019 ハロペリドール １％１ｇ ハロペリドール細粒１％「トーワ」 東和薬品 セレネース細粒１％ ●

117 1179020F1252 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂=日本ジェネリック セレネース錠０．７５ｍｇ ●

117 1179020F1260 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「ヨシトミ」 田辺三菱=吉富薬品 セレネース錠０．７５ｍｇ ● ●

117 1179020F2119 ハロペリドール １ｍｇ１錠 ハロペリドール錠１ｍｇ「ＪＧ」 長生堂=日本ジェネリック セレネース錠１ｍｇ ●

117 1179020F3301 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂=日本ジェネリック セレネース錠１．５ｍｇ ●

117 1179023F1035 ペモリン １０ｍｇ１錠 ベタナミン錠１０ｍｇ 三和化学 ― ●

117 1179023F2023 ペモリン ２５ｍｇ１錠 ベタナミン錠２５ｍｇ 三和化学 ― ●

117 1179025F1018 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 デパス錠０．５ｍｇ ●

117 1179025F1018 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」
サンノーバ=エルメッド=
日医工

デパス錠０．５ｍｇ ● ●

117 1179025F1018 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「フジナガ」 藤永=第一三共 デパス錠０．５ｍｇ ● ●

117 1179025F1018 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 デパス錠０．５ｍｇ ● ●

117 1179025F2014 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 デパス錠１ｍｇ ●

117 1179025F2170 エチゾラム １ｍｇ１錠 エチゾラム錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」
サンノーバ=エルメッド=
日医工

デパス錠１ｍｇ ●

１１７　精神神経用剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

117 1179037F1010 トラゾドン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」
共和薬品=日本ジェネリッ
ク

デジレル錠２５、レスリン錠２５ ● ● ●

117 1179037F2017 トラゾドン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 トラゾドン塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」
共和薬品=日本ジェネリッ
ク

デジレル錠５０、レスリン錠５０ ●

117 1179038C1019 リスペリドン １％１ｇ リスペリドン細粒１％「タカタ」 高田 リスパダール細粒１％ ●

117 1179038F1015 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「アメル」 共和薬工 リスパダール錠１ｍｇ ●

117 1179038F1015 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドン錠１ｍｇ「サワイ」 沢井 リスパダール錠１ｍｇ ●

117 1179038F5010 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「タカタ」 高田 リスパダールＯＤ錠１ｍｇ ● ●

117 1179038F5010 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品 リスパダールＯＤ錠１ｍｇ ●

117 1179038F5010 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「サワイ」 沢井=日本ジェネリック リスパダールＯＤ錠１ｍｇ ●

117 1179038F5010 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 リスパダールＯＤ錠１ｍｇ ●

117 1179038F5010 リスペリドン １ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「ヨシトミ」
全星＝田辺三菱＝吉富薬
品

リスパダールＯＤ錠１ｍｇ ●

117 1179038F6017 リスペリドン ２ｍｇ１錠 リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「タカタ」 高田 リスパダールＯＤ錠２ｍｇ ●

117 1179038S1013 リスペリドン ０．１％１ｍＬ リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「タカタ」 高田 リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ ● ● ●

117 1179038S2010 リスペリドン
０．１％０．５ｍＬ
１包

リスペリドン内用液分包０．５ｍｇ「アメル」 共和薬工 ― ● ●

117 1179039F1052 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠
フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＥＭ
ＥＣ」

エルメッドエーザイ
ルボックス錠２５、デプロメール錠２
５

● ●

117 1179039F1087 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠
フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ
ルボックス錠２５、デプロメール錠２
５

●

117 1179039F1125 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠
フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「杏
林」

杏林
ルボックス錠２５、デプロメール錠２
５

●

117 1179039F1168 フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠
フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「日医
工」

日医工
ルボックス錠２５、デプロメール錠２
５

●

117 1179039F2164 フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠
フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「日医
工」

日医工
ルボックス錠５０、デプロメール錠５
０

●

117 1179041F1017 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬 パキシル錠１０ｍｇ ●

117 1179041F1300 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ パキシル錠１０ｍｇ ●

117 1179041F1335 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチン錠１０ｍｇ「アスペン」 アスペン パキシル錠１０ｍｇ

117 1179041F2307 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチン錠２０ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ パキシル錠２０ｍｇ ●

117 1179041F3052 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 パロキセチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ パキシル錠５ｍｇ ●

117 1179041F4024 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 パロキセチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 パキシル錠１０ｍｇ ●

117 1179041F5020 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 パロキセチンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 パキシル錠２０ｍｇ ●

117 1179042F1011 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品 セロクエル２５ｍｇ錠 ● ● ●

117 1179042F1011 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー セロクエル２５ｍｇ錠 ● ●

117 1179042F1046 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ セロクエル２５ｍｇ錠 ●

117 1179042F1194 クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ セロクエル２５ｍｇ錠 ● ●
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

117 1179042F2018 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品 セロクエル１００ｍｇ錠 ●

117 1179042F2018 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ファイザー」 ファイザー セロクエル１００ｍｇ錠 ●

117 1179042F2042 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ セロクエル１００ｍｇ錠 ●

117 1179042F2190 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 クエチアピン錠１００ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ セロクエル１００ｍｇ錠 ● ●

117 1179042F4029 クエチアピンフマル酸塩 １２．５ｍｇ１錠 クエチアピン錠１２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 ― ●

117 1179043F1040 ペロスピロン塩酸塩水和物 ４ｍｇ１錠 ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ「アメル」 共和薬品 ルーラン錠４ｍｇ ● ●

117 1179044C1111 オランザピン １％１ｇ オランザピン細粒１％「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ジプレキサ細粒１％ ●

117 1179044F4010 オランザピン ５ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック ジプレキサザイディス錠５ｍｇ ●

117 1179044F4010 オランザピン ５ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ ジプレキサザイディス錠５ｍｇ ●

117 1179044F4010 オランザピン ５ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「杏林」
キョーリンリメディオ=杏
林=大原

ジプレキサザイディス錠５ｍｇ ●

117 1179044F4141 オランザピン ５ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ジプレキサザイディス錠５ｍｇ ●

117 1179044F5016 オランザピン １０ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ ジプレキサザイディス錠１０ｍｇ ●

117 1179044F5148 オランザピン １０ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ジプレキサザイディス錠１０ｍｇ ●

117 1179044F6012 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー ジプレキサザイディス錠２．５ｍｇ ●

117 1179044F6012 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ ジプレキサザイディス錠２．５ｍｇ ●

117 1179044F6012 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ジプレキサザイディス錠２．５ｍｇ ●

117 1179044F6128 オランザピン ２．５ｍｇ１錠 オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「明治」 MeijiSeika ジプレキサザイディス錠２．５ｍｇ ● ●

117 1179045F4014 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「ヨシトミ」 ニプロES=吉富薬品 エビリファイＯＤ錠３ｍｇ ●

117 1179045F4120 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「明治」 MeijiSeika エビリファイＯＤ錠３ｍｇ ●

117 1179045F5010 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「ニプロ」 ニプロ エビリファイＯＤ錠６ｍｇ ●

117 1179045F6017 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「ニプロ」 ニプロ エビリファイＯＤ錠１２ｍｇ ●

117 1179045F7013 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 アリピプラゾールＯＤ錠２４ｍｇ「明治」 MeijiSeika エビリファイＯＤ錠２４ｍｇ ●

117 1179046F1109 セルトラリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ ジェイゾロフト錠２５ｍｇ ●

117 1179046F4019 セルトラリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 セルトラリンＯＤ錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品 ジェイゾロフトＯＤ錠２５ｍｇ ●

117 1179046F4043 セルトラリン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 セルトラリンＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ジェイゾロフトＯＤ錠２５ｍｇ ●

117 1179046F5015 セルトラリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 セルトラリンＯＤ錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品 ジェイゾロフトＯＤ錠５０ｍｇ ●

117 1179046F5040 セルトラリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 セルトラリンＯＤ錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ジェイゾロフトＯＤ錠５０ｍｇ ●

117 1179048F1043 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「ＤＳＰＢ」 DSPプロモ=大日本住友 ロナセン錠２ｍｇ ●

117 1179048F2015 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 ロナセン錠４ｍｇ ●
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

117 1179050F1040 アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アトモキセチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 － ●

117 1179050F2047 アトモキセチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アトモキセチン錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 － ●

117 1179050F3043 アトモキセチン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 アトモキセチン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 － ●

117 1179050F4040 アトモキセチン塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 アトモキセチン錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 － ●

117 1179050S1030 アトモキセチン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ アトモキセチン内用液０．４％「トーワ」 東和薬品 ストラテラ内用液０．４％ ●

117 1179051F1010 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 リフレックス錠１５ｍｇ ●

117 1179051F1207 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピン錠１５ｍｇ「明治」 大蔵=MeijiSeika
レメロン錠１５ｍｇ，リフレックス錠
１５ｍｇ

●

117 1179051F3013 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ
レメロン錠１５ｍｇ，リフレックス錠
１５ｍｇ

●

117 1179051F3021 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
ジェイドルフ=第一三共エ
スファ

レメロン錠１５ｍｇ，リフレックス錠
１５ｍｇ

●

117 1179051F3056 ミルタザピン １５ｍｇ１錠 ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 東和薬品
レメロン錠１５ｍｇ，リフレックス錠
１５ｍｇ

● ●

117 1179052F3026 デュロキセチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 デュロキセチンＯＤ錠２０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ サインバルタカプセル２０ｍｇ ● ●

117 1179052M1030 デュロキセチン塩酸塩カプセル２０ｍｇ１カプセル デュロキセチンカプセル２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ サインバルタカプセル２０ｍｇ ●

117 1179034F1017 セチプチリンマレイン酸塩 １ｍｇ１錠 セチプチリンマレイン酸塩錠１ｍｇ「サワイ」 沢井 ー ●

118 1180107D1107 非ピリン系感冒剤 １ｇ サラザック配合顆粒
武田薬品工業=武田テバ
ファーマ

ＰＬ配合顆粒 ●

118 1180107D1158 非ピリン系感冒剤 １ｇ マリキナ配合顆粒 鶴原 ＰＬ配合顆粒 ●

119 1190004F1013 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井 グラマリール錠２５ｍｇ ● ● ● ●

119 1190004F1013 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド錠２５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂=日本ジェネリック グラマリール錠２５ｍｇ ●

119 1190004F1013 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 グラマリール錠２５ｍｇ ●

119 1190004F1013 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 チアプリド錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬 グラマリール錠２５ｍｇ ●

119 1190004F2010 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 チアプリド錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井 グラマリール錠５０ｍｇ ●

119 1190004F2010 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 チアプリド錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 グラマリール錠５０ｍｇ ●

119 1190011F1030 リルゾール ５０ｍｇ１錠 リルゾール錠５０ｍｇ「ＡＡ」
ダイト＝あすか製薬＝武
田

リルテック錠５０ ●

119 1190011F1048 リルゾール ５０ｍｇ１錠 リルゾール錠５０ｍｇ「タナベ」 ニプロES P リルテック錠５０ ● ● ● ●

119 1190012F1247 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「日医工」 日医工 アリセプト錠３ｍｇ ●

119 1190012F2014 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 アリセプト錠５ｍｇ ●

119 1190012F3010 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ アリセプトＤ錠３ｍｇ ● ●

119 1190012F3193 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ アリセプトＤ錠３ｍｇ ●

１１８　総合感冒剤

１１９　その他の中枢神経系用薬
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

119 1190012F3207 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 アリセプトＤ錠３ｍｇ ● ●

119 1190012F3274 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ アリセプトＤ錠３ｍｇ ●

119 1190012F4017 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品 アリセプトＤ錠５ｍｇ ●

119 1190012F4017 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ アリセプトＤ錠５ｍｇ ● ●

119 1190012F4190 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ アリセプトＤ錠５ｍｇ ●

119 1190012F4203 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 アリセプトＤ錠５ｍｇ ● ●

119 1190012F4270 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ アリセプトＤ錠５ｍｇ ●

119 1190012F6010 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ アリセプトＤ錠１０ｍｇ ● ●

119 1190012F6036 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ アリセプトＤ錠１０ｍｇ

119 1190012F6249 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 アリセプトＤ錠１０ｍｇ ●

119 1190014F1050 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリン錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 セレジスト錠５ｍｇ

119 1190014F1068 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 セレジスト錠５ｍｇ ● ●

119 1190014F2064 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井 セレジストＯＤ錠５ｍｇ ● ●

119 1190015F1038 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１錠
ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μｇ「サワ
イ」

沢井製薬 レミッチＯＤ錠２．５μｇ ● ● ● ●

119 1190015F1046 ナルフラフィン塩酸塩 ２．５μｇ１錠
ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μｇ「フ
ソー」

扶桑薬品工業 レミッチＯＤ錠２．５μｇ ●

119 1190017F1185 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 リリカＯＤ錠２５ｍｇ ● ●

119 1190017F1215 プレガバリン ２５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ファイザー」
ファイザーUPJ=ファイ
ザー

リリカＯＤ錠２５ｍｇ ● ● ● ●

119 1190017F1142 プレガバリン口腔内崩壊錠 ２５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ケミファ」 ケミファ リリカＯＤ錠２５ｍｇ ●

119 1190017F2181 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 リリカＯＤ錠７５ｍｇ ● ●

119 1190017F2211 プレガバリン ７５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ファイザー」
ファイザーUPJ=ファイ
ザー

リリカＯＤ錠７５ｍｇ ● ● ● ●

119 1190017F2149 プレガバリン口腔内崩壊錠 ７５ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ケミファ」 ケミファ リリカＯＤ錠７５ｍｇ ●

119 1190017F3188 プレガバリン １５０ｍｇ１錠 プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 リリカＯＤ錠１５０ｍｇ ●

119 1190018F4014 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」 ケミファ=日本薬工 メマリーＯＤ錠５ｍｇ ●

119 1190018F4030 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ メマリーＯＤ錠５ｍｇ ● ● ● ● ● ●

119 1190018F4103 メマンチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 共和薬品 メマリーＯＤ錠５ｍｇ ●

119 1190018F5037 メマンチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ メマリーＯＤ錠１０ｍｇ ● ●

119 1190018F6017 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ケミファ」 ケミファ=日本薬工 メマリーＯＤ錠２０ｍｇ ●

119 1190018F6033 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ メマリーＯＤ錠２０ｍｇ ● ● ● ● ●

119 1190018F6106 メマンチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品 メマリーＯＤ錠２０ｍｇ ●
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

119 1190019F4035 ガランタミン臭化水素酸塩 ４ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ レミニールＯＤ錠４ｍｇ ● ● ● ● ●

119 1190019F4094 ガランタミン臭化水素酸塩 ４ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 レミニールＯＤ錠４ｍｇ ●

119 1190019F5031 ガランタミン臭化水素酸塩 ８ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ レミニールＯＤ錠８ｍｇ ● ● ● ●

119 1190019F6038 ガランタミン臭化水素酸塩 １２ｍｇ１錠 ガランタミンＯＤ錠１２ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ レミニールＯＤ錠１２ｍｇ ● ● ● ●

121 1214001S1062 リドカイン塩酸塩 ２％１ｍＬ リドカイン塩酸塩ビスカス２％「日新」 日新製薬 キシロカインビスカス２％ ● ●

124 1249009F1015 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「旭化成」 旭化成ファーマ ミオナール錠５０ｍｇ ●

124 1249009F1015 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ミオナール錠５０ｍｇ ● ●

124 1249009F1015 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日新」
日新製薬=第一三共エス
ファ

ミオナール錠５０ｍｇ ● ●

124 1249009F1015 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ ミオナール錠５０ｍｇ ● ●

124 1249010F1018 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「杏林」
キョーリンリメディオ=杏
林=旭化成ファーマ

テルネリン錠１ｍｇ ●

124 1249010F1018 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 テルネリン錠１ｍｇ

124 1249010F1018 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 日医工 テルネリン錠１ｍｇ ● ● ●

124 1249010F1018 チザニジン １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 テルネリン錠１ｍｇ ●

133 1339002F1012 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「タイヨー」 武田テバファーマ セファドール錠２５ｍｇ ● ● ●

133 1339002F1012 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 セファドール錠２５ｍｇ ●

133 1339005F1016 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＪＤ」 東和薬品 メリスロン錠６ｍｇ ● ● ●

133 1339005F1016 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「テバ」
武田テバ薬品=武田テバ
ファーマ=武田

メリスロン錠６ｍｇ

133 1339005F1016 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＴＳＵ」 鶴原=日本ジェネリック メリスロン錠６ｍｇ ●

133 1339005F1016 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「日医工」 日医工 メリスロン錠６ｍｇ ● ●

133 1339005F1016 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリア＝武田 メリスロン錠６ｍｇ ●

211 2119003M2013 ユビデカレノン １０ｍｇ１カプセル ユビデカレノンカプセル１０ｍｇ「杏林」 杏林
ノイノキン錠１０ｍｇ、ノイノキン糖
衣錠１０ｍｇ

●

211 2119006F1020 ピモベンダン １．２５ｍｇ１錠 ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」
トーアエイヨー＝アステ
ラス

アカルディカプセル１．２５ ● ● ● ● ● ●

211 2119006F2026 ピモベンダン ２．５ｍｇ錠 ピモベンダン錠２．５ｍｇ「ＴＥ」
トーアエイヨー＝アステ
ラス

アカルディカプセル２．５ ●

211 2119004F2019 デノパミン １０ｍｇ１錠 デノパミン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 ー

２１２　不整脈用剤

１２１　局所麻酔剤

１２４　鎮けい剤

１３３　鎮暈剤

２１１　強心剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

212 2123008F1269 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 インデラル錠１０ｍｇ

212 2123008F1277 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠
プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 インデラル錠１０ｍｇ ●

212 2123008F1013 プロプラノロール塩酸塩10mg錠１０ｍｇ１錠 プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 インデラル錠１０ｍｇ ●

212 2123011F1015 アテノロール ２５ｍｇ１錠 アテノロール錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井 テノーミン錠２５ ●

212 2123011F1015 アテノロール ２５ｍｇ１錠 アテノロール錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 テノーミン錠２５ ●

212 2123011F2011 アテノロール ５０ｍｇ１錠 アテノロール錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー テノーミン錠５０ ●

212 2123011F2011 アテノロール ５０ｍｇ１錠 アテノロール錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 テノーミン錠５０ ● ●

212 2123011F2011 アテノロール ５０ｍｇ１錠 アテノロール錠５０ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工 テノーミン錠５０

212 2123011F2542 アテノロール５０ｍｇ錠 ５０ｍｇ１錠 アテノロール錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井 テノーミン錠５０ ●

212 2123014F1019 アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工
アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳ
Ｐ」

●

212 2123014F2015 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 日医工
アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｄ
ＳＰ」

●

212 2123014F2015 アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック
アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｄ
ＳＰ」

●

212 2123016F1018 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠
ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「日医
工」

日医工 メインテート錠２．５ｍｇ ●

212 2123016F1018 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠
ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「サワ
イ」

沢井 メインテート錠２．５ｍｇ ● ● ● ●

212 2123016F1018 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠
ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 メインテート錠２．５ｍｇ ● ● ●

212 2123016F2014 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井 メインテート錠５ｍｇ ● ● ●

212 2123016F2014 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 メインテート錠５ｍｇ ●

212 2123016F2200 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 メインテート錠５ｍｇ ●

212 2123016F3010 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠
ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「サワイ」

沢井 メインテート錠０．６２５ｍｇ ● ● ● ●

212 2123016F3010 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠
ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「日医工」

日医工 メインテート錠０．６２５ｍｇ ●

212 2123016F3100 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠
ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 メインテート錠０．６２５ｍｇ ●

212 2129002M1167 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー リスモダンカプセル５０ｍｇ ●

212 2129002M2260 ジソピラミド
１００ｍｇ１カプセ
ル

ジソピラミドカプセル１００ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー リスモダンカプセル１００ｍｇ ●

212 2129003F1014 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 メキシレチン塩酸塩錠５０ｍｇ「杏林」
キョーリンリメディオ=杏
林

メキシチールカプセル５０ｍｇ ● ● ●

212 2129003F1057 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 メキシレチン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＫＣＣ」 共和クリティケア メキシチールカプセル５０ｍｇ ●

212 2129003F2010 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 メキシレチン塩酸塩錠１００ｍｇ「杏林」
キョーリンリメディオ=杏
林

メキシチールカプセル１００ｍｇ ● ●

212 2129003F2053 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 メキシレチン塩酸塩錠１００ｍｇ「ＫＣＣ」 共和クリティケア メキシチールカプセル１００ｍｇ ●

212 2129003M1013 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 メキシチールカプセル５０ｍｇ ●

212 2129003M1013 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル
メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サワ
イ」

沢井 メキシチールカプセル５０ｍｇ ●

13



薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

212 2129003M1013 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック メキシチールカプセル５０ｍｇ ●

212 2129003M2010 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇカプセル
メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 メキシチールカプセル１００ｍｇ ●

212 2129004M1018 アプリンジン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル アプリンジン塩酸塩カプセル１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ アスペノンカプセル１０ ●

212 2129004M2014 アプリンジン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル アプリンジン塩酸塩カプセル２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ アスペノンカプセル２０ ●

212 2129005F1013 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「ＳＷ」 沢井 リスモダンＲ錠１５０ｍｇ ●

212 2129005F1013 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠
ジソピラミドリン酸塩徐放錠１５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 リスモダンＲ錠１５０ｍｇ ● ●

212 2129006F2014 プロパフェノン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 プロパフェノン塩酸塩錠１００ｍｇ「オーハラ」大原 プロノン錠１００ｍｇ ●

212 2129006F1018 プロパフェノン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠
プロパフェノン塩酸塩錠１５０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原 プロノン錠１５０ｍｇ ● ●

212 2129007F1012 シベンゾリンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井 シベノール錠５０ｍｇ ●

212 2129007F2019 シベンゾリンコハク酸塩 １００ｍｇ１錠
シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ「サワ
イ」

沢井 シベノール錠１００ｍｇ ● ● ● ●

212 2129008M1016 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル
ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 サンリズムカプセル２５ｍｇ ●

212 2129008M1016 ピルシカイニド塩酸塩水和物２５ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「テバ」武田テバファーマ=武田 サンリズムカプセル２５ｍｇ ●

212 2129008M2012 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル
ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サワ
イ」

沢井 サンリズムカプセル５０ｍｇ ● ●

212 2129008M2012 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル
ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「タナ
ベ」

ニプロES サンリズムカプセル５０ｍｇ ●

212 2129008M2012 ピルシカイニド塩酸塩水和物５０ｍｇ１カプセル ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「テバ」武田テバファーマ=武田 サンリズムカプセル５０ｍｇ ●

212 2129008M2187
ピルシカイニド塩酸塩５０
ｍｇカプセル

５０ｍｇ１カプセル
ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エスファ サンリズムカプセル５０ｍｇ ●

212 2129009F1046 フレカイニド酢酸塩 ５０ｍｇ１錠 フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー タンボコール錠５０ｍｇ ● ● ● ●

212 2129009F1054 フレカイニド酢酸塩 ５０ｍｇ１錠 フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ＴＥ」
トーアエイヨー=日本ジェ
ネリック=フェルゼン

タンボコール錠５０ｍｇ ●

212 2129009F1062 フレカイニド酢酸塩 ５０ｍｇ１錠 フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランEPD=ヴィアトリス タンボコール錠５０ｍｇ ●

212 2129009F2042 フレカイニド酢酸塩 １００ｍｇ１錠
フレカイニド酢酸塩錠１００ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー タンボコール錠１００ｍｇ ●

212 2129010F1014 アミオダロン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」
トーアエイヨー=アステラ
ス

アンカロン錠１００ ● ● ● ● ●

212 2129010F1014 アミオダロン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 アミオダロン塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 アンカロン錠１００ ●

212 2129010F3017 アミオダロン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ「ＴＥ」
トーアエイヨー＝アステ
ラス

― ● ● ●

212 2129013F1034 ソタロール塩酸塩錠 ４０ｍｇ１錠 ソタロール塩酸塩錠４０ｍｇ「ＴＥ」 トーアエイヨー ソタコール錠４０ｍｇ ● ● ●

212 2129013F2030 ソタロール塩酸塩錠 ８０ｍｇ１錠 ソタロール塩酸塩錠８０ｍｇ「ＴＥ」 トーアエイヨー ソタコール錠８０ｍｇ ● ●

213 2132003F1400 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ フルイトラン錠２ｍｇ ●

213 2132003F1427 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「日医工」 日医工 フルイトラン錠２ｍｇ ●

213 2132003F1460 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 フルイトラン錠２ｍｇ ●

２１３　利尿剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

213 2132003F3020 トリクロルメチアジド １ｍｇ１錠 トリクロルメチアジド錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ フルイトラン錠１ｍｇ ● ● ● ●

213 2132004F2037 ヒドロクロロチアジド １２．５ｍｇ１錠
ヒドロクロロチアジド錠１２．５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 ― ●

213 2133001F1018 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ アルダクトンＡ錠２５ｍｇ ● ● ● ●

213 2133001F1018 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 アルダクトンＡ錠２５ｍｇ ●

213 2133001F1018 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 アルダクトンＡ錠２５ｍｇ ● ●

213 2133001F1018 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳=三和化学 アルダクトンＡ錠２５ｍｇ

213 2133001F1018 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂=共創未来ファーマ アルダクトンＡ錠２５ｍｇ ●

213 2133001F2014 スピロノラクトン ５０ｍｇ１錠 スピロノラクトン錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 アルダクトンＡ錠５０ｍｇ ●

213 2139001S1010 イソソルビド ７０％１ｍＬ イソソルビド内用液７０％「ＣＥＯ」 セオリア=武田 イソバイドシロップ７０％ ● ● ● ●

213 2139005C1048 フロセミド ４％１ｇ フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 エルメッド=日医工 ラシックス細粒４％ ● ● ● ● ● ●

213 2139005F1060 フロセミド ２０ｍｇ１錠 フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ ラシックス錠２０ｍｇ ● ● ● ●

213 2139005F1079 フロセミド ２０ｍｇ１錠 フロセミド錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック ラシックス錠２０ｍｇ ●

213 2139005F1109 フロセミド ２０ｍｇ１錠 フロセミド錠２０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ=武田 ラシックス錠２０ｍｇ ● ●

213 2139005F1010 フロセミド ２０ｍｇ１錠 フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＩＧ」 日医工岐阜=日医工=武田 ラシックス錠２０ｍｇ ●

213 2139005F2385 フロセミド ４０ｍｇ１錠 フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ ラシックス錠４０ｍｇ ● ● ● ● ● ●

213 2139005F2466 フロセミド ４０ｍｇ１錠 フロセミド錠４０ｍｇ「武田テバ」 武田 ラシックス錠４０ｍｇ ●

213 2139005F3020 フロセミド １０ｍｇ１錠 フロセミド錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ ラシックス錠１０ｍｇ ● ● ● ●

213 2139008F1013 アゾセミド ６０ｍｇ１錠 アゾセミド錠６０ｍｇ「ＪＧ」
長生堂＝日本ジェネリッ
ク

ダイアート錠６０ｍｇ ● ● ● ●

213 2139008F2010 アゾセミド ３０ｍｇ１錠 アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂=日本ジェネリック ダイアート錠３０ｍｇ ● ● ● ● ● ●

213 2139009F1034 トラセミド ４ｍｇ１錠 トラセミド錠４ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 ルプラック錠４ｍｇ ●

213 2139009F3029 トラセミド ４ｍｇ１錠 トラセミドＯＤ錠４ｍｇ「ＴＥ」
トーアエイヨー＝アステ
ラス

ルプラック錠４ｍｇ ● ● ● ●

213 2139009F4025 トラセミド ８ｍｇ１錠 トラセミドＯＤ錠８ｍｇ「ＴＥ」
トーアエイヨー＝アステ
ラス

ルプラック錠８ｍｇ ● ●

214 2144001F1011 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カプトプリル錠１２．５ｍｇ「日医工」 日医工 カプトリル錠１２．５ｍｇ ●

214 2144001F1011 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 カプトプリル錠１２．５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂=日本ジェネリック カプトリル錠１２．５ｍｇ ●

214 2144001F2018 カプトプリル ２５ｍｇ１錠 カプトプリル錠２５「ＳＷ」 沢井 カプトリル錠２５ｍｇ ●

214 2144002C1036 エナラプリルマレイン酸塩 １％１ｇ エナラプリルマレイン酸塩細粒１％「アメル」 共和薬品 ―

214 2144002F1016 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルＭ錠２．５「ＥＭＥＣ」
サンノーバ=エルメッド=
日医工

レニベース錠２．５

214 2144002F1016 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠
エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 レニベース錠２．５ ●

２１４　血圧降下剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

214 2144002F1016 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠
エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「サワ
イ」

沢井 レニベース錠２．５ ●

214 2144002F1016 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠
エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー レニベース錠２．５ ●

214 2144002F1016 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」サンノーバ=エルメッド=日医工レニベース錠２．５ ● ●

214 2144002F2012 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 レニベース錠５ ● ●

214 2144002F2012 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井 レニベース錠５ ● ● ●

214 2144002F2012 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 エナラプリルＭ錠５「ＥＭＥＣ」
サンノーバ=エルメッド=
日医工

レニベース錠５

214 2144002F2012 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠
エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー レニベース錠５ ●

214 2144002F2012 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 サンノーバ=エルメッド=日医工 レニベース錠５ ●

214 2144006F2010 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 リシノプリル錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品
ロンゲス錠１０ｍｇ、ゼストリル錠１
０

●

214 2144006F2010 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 リシノプリル錠１０ｍｇ「タイヨー」 武田
ロンゲス錠１０ｍｇ、ゼストリル錠１
０

●

214 2144006F2169 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 リシノプリル錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井
ロンゲス錠１０ｍｇ、ゼストリル錠１
０

● ●

214 2144006F2010 リシノプリル10mg錠 １０ｍｇ１錠 リシノプリル錠１０ｍｇ「ＮＩＧ」 日医工岐阜=日医工=武田
ロンゲス錠１０ｍｇ、ゼストリル錠１
０

●

214 2144008F2192 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー タナトリル錠５ ● ● ●

214 2144009F2146 テモカプリル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠２ｍｇ「タナベ」 ニプロES P エースコール錠２ｍｇ ●

214 2144009F3150 テモカプリル塩酸塩 ４ｍｇ１錠 テモカプリル塩酸塩錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 エースコール錠４ｍｇ ●

214 2144012F1010 ペリンドプリルエルブミン ２ｍｇ１錠 ペリンドプリル錠２ｍｇ「日医工」 日医工 コバシル錠２ｍｇ ● ● ●

214 2144012F1010 ペリンドプリルエルブミン ２ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠２ｍｇ「サワイ」 沢井=日本ジェネリック コバシル錠２ｍｇ ●

214 2144012F1010 ペリンドプリルエルブミン ２ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 コバシル錠２ｍｇ ●

214 2144012F2016 ペリンドプリルエルブミン ４ｍｇ１錠 ペリンドプリル錠４ｍｇ「日医工」 日医工 コバシル錠４ｍｇ ● ●

214 2144012F2016 ペリンドプリルエルブミン ４ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ「サワイ」 沢井=日本ジェネリック コバシル錠４ｍｇ ●

214 2144012F2016 ペリンドプリルエルブミン ４ｍｇ１錠 ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 コバシル錠４ｍｇ ●

214 2149009F1014 ラベタロール塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ラベタロール塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 トランデート嬢５０ｍｇ ●

214 2149010F1017 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井
セロケン錠２０ｍｇ，ロプレソール錠
２０ｍｇ

●

214 2149010F2013 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「サワイ」 沢井 ロプレソール錠４０ｍｇ ●

214 2149019B1016 ニカルジピン塩酸塩 １０％１ｇ ニカルジピン塩酸塩散１０％「トーワ」 東和薬品 ペルジピン散１０％

214 2149019F2014 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井 ペルジピン錠２０ｍｇ ●

214 2149019N1012 ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル２０ｍｇ「日医工」日医工 ペルジピンＬＡカプセル２０ｍｇ ●

214 2149019N2019 ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル
ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル４０ｍｇ「日
医工」

日医工 ペルジピンＬＡカプセル４０ｍｇ ●

214 2149026F2014 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「サワイ」 沢井 カルデナリン錠１ｍｇ ● ● ●

16
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類番号
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214 2149026F2014 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ カルデナリン錠１ｍｇ ●

214 2149026F2014 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ=日本ジェネリック カルデナリン錠１ｍｇ ●

214 2149026F2014 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ファイザー」
ファイザーUPJ=ファイ
ザー

カルデナリン錠１ｍｇ ●

214 2149026F3010 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ カルデナリン錠２ｍｇ ● ●

214 2149026F3010 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ=日本ジェネリック カルデナリン錠２ｍｇ ●

214 2149026F3010 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ファイザー」
ファイザーUPJ=ファイ
ザー

カルデナリン錠２ｍｇ ●

214 2149026F3207 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 カルデナリン錠２ｍｇ ●

214 2149026F3258 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＥＭＥＣ」
サンノーバ＝エルメッド
エーザイ

カルデナリン錠２ｍｇ ●

214 2149026F4149 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ドキサゾシン錠４ｍｇ「サワイ」 沢井 カルデナリン錠４ｍｇ ● ●

214 2149029F2018 セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ＝武田 セレクトール錠２００ｍｇ ●

214 2149029F2018 セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 セレクトール錠２００ｍｇ ●

214 2149032F1013 カルベジロール １０ｍｇ１錠 カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井 アーチスト錠１０ｍｇ ● ● ● ● ●

214 2149032F1013 カルベジロール １０ｍｇ１錠 カルベジロール錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 アーチスト錠１０ｍｇ ● ●

214 2149032F3016 カルベジロール １．２５ｍｇ１錠 カルベジロール錠１．２５ｍｇ「サワイ」 沢井 アーチスト錠１．２５ｍｇ ●

214 2149032F4012 カルベジロール ２．５ｍｇ１錠 カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井 アーチスト錠２．５ｍｇ ● ● ● ● ●

214 2149032F4012 カルベジロール ２．５ｍｇ１錠 カルベジロール錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 アーチスト錠２．５ｍｇ ● ●

214 2149037F1059 シルニジピン ５ｍｇ１錠 シルニジピン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井 アテレック錠５ ● ● ●

214 2149037F2055 シルニジピン １０ｍｇ１錠 シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井 アテレック錠１０ ● ● ●

214 2149037F2080 シルニジピン １０ｍｇ１錠 シルニジピン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック アテレック錠１０ ●

214 2149039F1015 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ ニューロタン錠２５ｍｇ ●

214 2149039F1015 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サンド」 サンド ニューロタン錠２５ｍｇ ●

214 2149039F1040 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ ニューロタン錠２５ｍｇ ●

214 2149039F1058 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ ニューロタン錠２５ｍｇ ●

214 2149039F1015 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー ニューロタン錠２５ｍｇ ●

214 2149039F1279 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 ニューロタン錠２５ｍｇ ●

214 2149039F2011 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サンド」 サンド ニューロタン錠５０ｍｇ ●

214 2149039F2046 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ ニューロタン錠５０ｍｇ ●

214 2149039F2275 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井 ニューロタン錠５０ｍｇ ●

214 2149040F1034 カンデサルタンシレキセチル ２ｍｇ１錠 カンデサルタン錠２ｍｇ「あすか」 あすか製薬＝武田 ブロプレス錠２ ● ●
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214 2149040F2030 カンデサルタンシレキセチル ４ｍｇ１錠 カンデサルタン錠４ｍｇ「あすか」 あすか製薬＝武田 ブロプレス錠４ ● ●

214 2149040F3037
カンデサルタン　シレキセチ
ル

８ｍｇ１錠 カンデサルタン錠８ｍｇ「あすか」 あすか製薬=武田 ブロプレス錠８ ●

214 2149040F6010 カンデサルタンシレキセチル ４ｍｇ１錠 カンデサルタンＯＤ錠４ｍｇ「サワイ」 沢井 ブロプレス錠４ ●

214 2149040F6010 カンデサルタンシレキセチル ４ｍｇ１錠 カンデサルタンＯＤ錠４ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド=日医工 ブロプレス錠４ ● ●

214 2149040F7016 カンデサルタンシレキセチル ８ｍｇ１錠 カンデサルタンＯＤ錠８ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド=日医工 ブロプレス錠８ ● ●

214 2149041F2230 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 バルサルタン錠４０ｍｇ「サンド」 サンド ディオバン錠４０ｍｇ ●

214 2149041F3236 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 バルサルタン錠８０ｍｇ「サンド」 サンド ディオバン錠８０ｍｇ ● ●

214 2149041F3015 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 バルサルタン錠８０ｍｇ「サワイ」 沢井 ディオバン錠８０ｍｇ ●

214 2149041F5034 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ディオバンＯＤ錠２０ｍｇ ●

214 2149041F6014 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ディオバンＯＤ錠４０ｍｇ ●

214 2149041F6065 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「日医工」 日医工 ディオバンＯＤ錠４０ｍｇ ●

214 2149041F7010 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「日医工」 日医工 ディオバンＯＤ錠８０ｍｇ ●

214 2149041F7010 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ディオバンＯＤ錠８０ｍｇ ●

214 2149042F1017 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 テルミサルタン錠２０ｍｇ「杏林」 杏林 ミカルディス錠２０ｍｇ ●

214 2149042F1130 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ケミファ」 ケミファ ミカルディス錠２０ｍｇ ●

214 2149042F2013 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 テルミサルタン錠４０ｍｇ「杏林」 杏林 ミカルディス錠４０ｍｇ ●

214 2149042F2030 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ ミカルディス錠４０ｍｇ ● ●

214 2149042F2137 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ケミファ」 ケミファ ミカルディス錠４０ｍｇ ●

214 2149042F4032 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 テルミサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ミカルディス錠３８ｍｇ ●

214 2149042F5039 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 テルミサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ミカルディス錠４０ｍｇ ●

214 2149042F5012 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 テルミサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「サワイ」 沢井 ミカルディス錠４０ｍｇ ●

214 2149043F1097 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ケミファ」 ケミファ=日本薬工 カルブロック錠８ｍｇ ●

214 2149043F2042 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック カルブロック錠１６ｍｇ ●

214 2149043F2069 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ カルブロック錠１６ｍｇ ●

214 2149043F2107 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ カルブロック錠１６ｍｇ ● ●

214 2149043F2093 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ケミファ」 ケミファ=日本薬工 カルブロック錠１６ｍｇ ●

214 2149043F2131 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「日医工」 日医工 カルブロック錠１６ｍｇ ●

214 2149044F5038 オルメサルタン １０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ ● ● ●

214 2149044F5011 オルメサルタン １０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド=日医工 オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ ●
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214 2149044F6034 オルメサルタン ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ ● ● ● ● ●

214 2149044F6018 オルメサルタン ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド　エーザイ オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ ●

214 2149044F6085 オルメサルタン ２０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ ●

214 2149044F7030 オルメサルタン ４０ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ オルメテックＯＤ錠４０ｍｇ ●

214 2149044F8037 オルメサルタン ５ｍｇ１錠 オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ オルメテックＯＤ錠５ｍｇ ●

214 2149046F2046 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 イルベサルタン錠１００ｍｇ「ＤＳＰＢ」 DSPプロモ=大日本住友
アバプロ錠１００ｍｇ、イルベタン錠
１００ｍｇ

● ●

214 2149046F2070 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 イルベサルタン錠１００ｍｇ「オーハラ」 日本ジェネリック
アバプロ錠１００ｍｇ、イルベタン錠
１００ｍｇ

●

214 2149046F2089 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 イルベサルタン錠１００ｍｇ「共創未来」 共創未来ファーマ
アバプロ錠１００ｍｇ、イルベタン錠
１００ｍｇ

●

214 2149046F5029 イルベサルタン １００ｍｇ１錠 イルベサルタンＯＤ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品
アバプロ錠１００ｍｇ、イルベタン錠
１００ｍｇ

●

214 2149112F2037
バルサルタン・ヒドロクロロ
チアジド配合剤(2)錠

１錠 バルヒディオ配合錠ＥＸ「サンド」 サンド コディオ配合錠ＥＸ ●

214 2149110F1015
ロサルタンカリウム・ヒドロ
クロロチアジド配合剤

１錠 ロサルヒド配合錠ＬＤ「ＥＰ」 第一三共エスファ プレミネント配合錠ＬＤ ● ●

214 2149110F1015 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤１錠 ロサルヒド配合錠ＬＤ「トーワ」 東和薬品 プレミネント配合錠ＬＤ ●

214 2149111F2032
カンデサルタン　シレキセチ
ル・ヒドロクロロチアジド配合 １錠 カデチア配合錠ＨＤ「あすか」 あすか製薬＝武田 エカード配合錠ＨＤ ● ●

214 2149113F1035
テルミサルタン・ヒドロクロ
ロチアジド配合剤

１錠 テルチア配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ ミコンビ配合錠ＡＰ ●

214 2149113F2031
テルミサルタン・ヒドロクロ
ロチアジド配合剤

１錠 テルチア配合錠ＢＰ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ ミコンビ配合錠ＢＰ ●

214 2149114F1030
バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩配合剤

１錠 アムバロ配合錠「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ エックスフォージ配合錠 ●

214 2149114F2060
バルサルタン・アムロジピン
ベシル酸塩

１錠 アムバロ配合ＯＤ錠「トーワ」 東和薬品 エックスフォージ配合ＯＤ錠 ●

214 2149117F1033
テルミサルタン＼アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 テラムロ配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ ミカムロ配合錠ＡＰ ●

214 2149117F2030
テルミサルタン＼アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 テラムロ配合錠ＢＰ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ ミカムロ配合錠ＢＰ ●

214 2149118F1038
イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 イルアミクス配合錠ＬＤ「ＤＳＰＢ」 DSPプロモ=大日本住友 アイミクス配合錠ＬＤ ●

214 2149118F2034
イルベサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 イルアミクス配合錠ＨＤ「ＤＳＰＢ」 DSPプロモ=大日本住友 アイミクス配合錠ＨＤ ● ●

214 2149121F3024
アジルサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 ジルムロ配合ＯＤ錠ＬＤ「サワイ」 沢井 ザクラス配合錠ＬＤ ●

214 2149121F4020
アジルサルタン・アムロジピ
ンベシル酸塩

１錠 ジルムロ配合ＯＤ錠ＨＤ「サワイ」 沢井 ザクラス配合錠ＨＤ ●

214 2149121F4039 アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤１錠 ジルムロ配合ＯＤ錠ＨＤ「トーワ」 東和薬品 ザクラス配合錠ＨＤ ●

216 2160002F1087 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「ＪＧ」 大興＝日本ジェネリック メトリジン錠２ｍｇ

216 2160002F1125 ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 メトリジン錠２ｍｇ ●

216 2160002F1095 ミドドリン塩酸塩錠 ２ｍｇ１錠 ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「オーハラ」 大原=ニプロES メトリジン錠２ｍｇ ●

216 2160003F1090 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 イミグラン錠５０ ●

２１６　血管収縮剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

216 2160003F1154 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「アスペン」 アスペン イミグラン錠５０ ●

216 2160003F1162 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＳＰＫＫ」 サンドファーマ=サンド イミグラン錠５０ ●

216 2160003F1138 スマトリプタン ５０ｍｇ１錠 スマトリプタン錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 イミグラン錠５０ ●

216 2160004F2066 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ ●

216 2160005F1030 エレトリプタン臭化水素酸塩 ２０ｍｇ１錠 エレトリプタン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ レルパックス錠２０ｍｇ ●

216 2160005F1056 エレトリプタン臭化水素酸塩 ２０ｍｇ１錠 エレトリプタン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 レルパックス錠２０ｍｇ ●

216 2160006F2014 リザトリプタン安息香酸塩 １０ｍｇ１錠 リザトリプタンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー ー ●

217 2171005F2013 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 コメリアンコーワ錠１００ ●

217 2171005F1017 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井 コメリアンコーワ錠５０ ●

217 2171006F1011 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「サワイ」 沢井 ヘルベッサー錠３０ ● ● ●

217 2171006F1348 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「日医工」 日医工 ヘルベッサー錠３０ ●

217 2171006N1016 ジルチアゼム塩酸塩
１００ｍｇ１カプセ
ル

ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サ
ワイ」

沢井 ヘルべッサーＲカプセル１００ｍｇ ● ● ● ●

217 2171006N1016 ジルチアゼム塩酸塩
１００ｍｇ１カプセ
ル

ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１００ｍｇ
「日医工」

日医工 ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ ● ● ●

217 2160007F1039 ナラトリプタン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ナラトリプタン錠２．５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 アマージ錠２．５ｍｇ ●

217 2171008F1088 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「タイヨー」 武田テバファーマ=武田 ワソラン錠４０ｍｇ ● ● ●

217 2171008F1118 ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ＪＧ」 大興＝日本ジェネリック ワソラン錠４０ｍｇ ● ● ● ●

217 2171010F1018 ジピリダモール １２．５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠１２．５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂=日本ジェネリック ペルサンチン錠１２．５ｍｇ ●

217 2171010F2014 ジピリダモ－ル ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ペルサンチン錠２５ｍｇ ● ● ●

217 2171010F2014 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂=日本ジェネリック ペルサンチン錠２５ｍｇ

217 2171010F2634 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 ペルサンチン錠２５ｍｇ ●

217 2171010F3010 ジピリダモ－ル １００ｍｇ１錠 ジピリダモール錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ペルサンチン錠１００ｍｇ ● ●

217 2171011G1018 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 硝酸イソソルビド徐放錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井 フランドル錠２０ｍｇ ● ●

217 2171011G1018 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 硝酸イソソルビド徐放錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 フランドル錠２０ｍｇ ●

217 2171011N1017 硝酸イソソルビド20mg徐放カプセル２０ｍｇ１カプセル 硝酸イソソルビド徐放カプセル２０ｍｇ「Ｓｔ」佐藤薬品=共和薬品=日医工ニトロールＲカプセル２０ｍｇ ● ●

217 2171011N1017 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１カプセル イソコロナールＲカプセル２０ｍｇ
佐藤薬品=共和薬品=日医
工

ニトロールＲカプセル２０ｍｇ

217 2171012F2013 トラピジル １００ｍｇ１錠 トラピジル錠１００ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ＝日医工 ロコルナール錠１００ｍｇ ●

217 2171012F2013 トラピジル １００ｍｇ１錠 トラピジル錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井 ロコルナール錠１００ｍｇ ●

217 2171014G1011 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 アダラートＬ錠１０ｍｇ ●

２１７　血管拡張剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

217 2171014G1011 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井=日本ジェネリック アダラートＬ錠１０ｍｇ ●

217 2171014G2018 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 アダラートＬ錠２０ｍｇ ●

217 2171014G2018 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井=日本ジェネリック アダラートＬ錠２０ｍｇ ●

217 2171014G3014 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 アダラートＣＲ錠１０ｍｇ ● ●

217 2171014G3014 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井 アダラートＣＲ錠１０ｍｇ ●

217 2171014G3014 ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 アダラートＣＲ錠１０ｍｇ ●

217 2171014G4010 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 アダラートＣＲ錠２０ｍｇ ● ●

217 2171014G4010 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井 アダラートＣＲ錠２０ｍｇ ● ●

217 2171014G4010 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ アダラートＣＲ錠２０ｍｇ ●

217 2171014G4010 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 アダラートＣＲ錠２０ｍｇ ●

217 2171014G4010 ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「三和」 三和化学 アダラートＣＲ錠２０ｍｇ ●

217 2171014G5017 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 アダラートＣＲ錠４０ｍｇ ●

217 2171014G5017 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「サワイ」 沢井 アダラートＣＲ錠４０ｍｇ ● ●

217 2171014G5017 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ アダラートＣＲ錠４０ｍｇ ●

217 2171014G5017 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「日医工」 日医工 アダラートＣＲ錠４０ｍｇ ●

217 2171014G5017 ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「三和」 三和化学 アダラートＣＲ錠４０ｍｇ ●

217 2171014M1015 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル ニフェジピンカプセル５ｍｇ「サワイ」 沢井 アダラートカプセル５ｍｇ ● ● ● ●

217 2171014M2011 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル ニフェジピンカプセル１０ｍｇ「サワイ」 沢井 アダラートカプセル１０ｍｇ ●

217 2171017F2016 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」
メディサ＝沢井＝日本
ジェネリック＝第一三共

シグマート錠５ｍｇ ● ● ● ●

217 2171017F2016 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランジル錠５ｍｇ「日医工」 日医工 シグマート錠５ｍｇ ●

217 2171017F2016 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品=ニプロES シグマート錠５ｍｇ ● ● ●

217 2171018K1039 ニトログリセリン ０．３ｍｇ１錠 ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ 日本化薬 ― ● ● ● ● ● ● ●

217 2171021F1016 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 コニール錠２ ●

217 2171021F2012 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＯＭＥ」 大原=エルメッド=日医工 コニール錠４

217 2171021F2012 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 コニール錠４ ● ● ● ●

217 2171021F2012 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 メディサ=沢井 コニール錠４ ● ●

217 2171021F2012 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＮＰＩ」 日本ケミファ コニール錠４ ●

217 2171021F2012 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＹＤ」
陽進堂=第一三共エスファ
=共創未来ファーマ

コニール錠４

217 2171021F2012 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 塩酸ベニジピン錠４「ＮＰ」 ニプロ コニール錠４ ●
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薬効分
類番号
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217 2171021F3019 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「日医工」 日医工 コニール錠８ ●

217 2171022F1290 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピン錠２．５ｍｇ「サンド」 サンド
ノルバスク錠２．５ｍｇ，アムロジン
錠２．５ｍｇ

●

217 2171022F2017 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピン錠５ｍｇ「サンド」 サンド
ノルバスク錠５ｍｇ、アムロジン錠５
ｍｇ

●

217 2171022F3030 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品
ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ，アムロ
ジンＯＤ錠２．５ｍｇ

● ●

217 2171022F3072 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ
ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ，アムロ
ジンＯＤ錠２．５ｍｇ

●

217 2171022F3137 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「あすか」 あすか製薬＝武田
ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ、アムロ
ジンＯＤ錠２．５ｍｇ

● ●

217 2171022F3200 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「タカタ」 高田
ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ、アムロ
ジンＯＤ錠２．５ｍｇ

●

217 2171022F3358 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ファイザー」
ファイザーUPJ=ファイ
ザー

ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ、アムロ
ジンＯＤ錠２．５ｍｇ

●

217 2171022F4010 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」
ファイザーUPJ=ファイ
ザー

ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ、アムロジン
ＯＤ錠５ｍｇ

●

217 2171022F4036 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品
ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ、アムロジン
ＯＤ錠５ｍｇ

● ●

217 2171022F4133 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「あすか」 あすか製薬＝武田
ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ、アムロジン
ＯＤ錠５ｍｇ

● ●

217 2171022F4206 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 高田
ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ、アムロジン
ＯＤ錠５ｍｇ

●

217 2171023F2011 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井 アイトロール錠２０ｍｇ ● ● ● ● ● ●

218 2183005G1013 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ

218 2183005G1013 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井＝扶桑 ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ ● ● ● ● ●

218 2183005G1013 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂=日本ジェネリック ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ ●

218 2183005G1013 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ ●

218 2183006F3040 フェノフィブラート ５３．３ｍｇ１錠
フェノフィブラート錠５３．３ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバファーマ=武田
リピディル錠５３．３ｍｇ、トライコ
ア錠５３．３ｍｇ

● ●

218 2183006F4046 フェノフィブラート ８０ｍｇ１錠 フェノフィブラート錠８０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ=武田 リピディル錠８０ｍｇ ●

218 2189006M1058
ポリエンフォスファチジルコ
リン

２５０ｍｇ１カプセ
ル

ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ アルフレッサファーマ ― ●

218 2189008F1015 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 プロブコール錠２５０ｍｇ「サワイ」 沢井
シンレスタール錠２５０ｍｇ，ロレル
コ錠２５０ｍｇ

● ●

218 2189008F1015 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 プロブコール錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ＝日医工
シンレスタール錠２５０ｍｇ，ロレル
コ錠２５０ｍｇ

●

218 2189010F1012 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ塩錠５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ メバロチン錠５

218 2189010F1012 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ メバロチン錠５ ●

218 2189010F1330 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井 メバロチン錠５ ●

218 2189010F1349 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ケミファ」 日本薬工=ケミファ メバロチン錠５ ●

218 2189010F1357 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 メバロチン錠５ ● ●

218 2189010F1012 プラバスタチンナトリウム5mg錠５ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 メバロチン錠５ ●

２１８　高脂血症用剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

218 2189010F2019 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ塩錠１０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ メバロチン錠１０

218 2189010F2019 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ メバロチン錠１０ ●

218 2189010F2353 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井 メバロチン錠１０ ● ●

218 2189010F2370 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 メバロチン錠１０ ● ●

218 2189010F2507 プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ１錠 プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 メバロチン錠１０ ●

218 2189011F1181 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「マイラン」 マイラン＝ファイザー リポバス錠５ ●

218 2189011F1220 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 シンバスタチン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 リポバス錠５ ●

218 2189012F2050 フルバスタチンナトリウム ２０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠２０ｍｇ「タイヨー」 武田テバファーマ＝武田 ローコール錠２０ｍｇ ●

218 2189012F3049 フルバスタチンナトリウム ３０ｍｇ１錠 フルバスタチン錠３０ｍｇ「三和」 シオノ＝三和化学 ローコール錠３０ｍｇ ●

218 2189015F1015
アトルバスタチンカルシウム
水和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ リピトール錠５ｍｇ ●

218 2189015F1031
アトルバスタチンカルシウム
水和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド=日医工 リピトール錠５ｍｇ ●

218 2189015F1015
アトルバスタチンカルシウム
水和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠５ｍｇ「日医工」 日医工 リピトール錠５ｍｇ ●

218 2189015F2011
アトルバスタチンカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 リピトール錠１０ｍｇ ●

218 2189015F2038
アトルバスタチンカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ リピトール錠１０ｍｇ ●

218 2189015F3026
アトルバスタチンカルシウム
水和物

５ｍｇ１錠 アトルバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 リピトール錠５ｍｇ ● ●

218 2189015F4022
アトルバスタチンカルシウム
水和物

１０ｍｇ１錠 アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 リピトール錠１０ｍｇ ● ● ● ●

218 2189016F1150 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「三和」 三和化学 リバロ錠１ｍｇ ●

218 2189016F4035 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 リバロＯＤ錠１ｍｇ ●

218 2189016F4060 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 リバロＯＤ錠１ｍｇ ●

218 2189016F4078 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「ＪＧ」 ダイト リバロＯＤ錠１ｍｇ ●

218 2189016F5031 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 リバロＯＤ錠２ｍｇ ● ●

218 2189016F5015 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン＝ファイザー リバロＯＤ錠２ｍｇ ●

218 2189016F5074 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「ＪＧ」 ダイト リバロＯＤ錠２ｍｇ ●

218 2189017F1014 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 クレストール錠２．５ｍｇ ●

218 2189017F3017 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ ● ●

218 2189017F3033 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ ● ● ●

218 2189017F3017 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井 クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ ●

218 2189017F4013 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 クレストールＯＤ錠５ｍｇ ●

218 2189017F4030 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ クレストールＯＤ錠５ｍｇ ●
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

218 2189017F4080 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 クレストールＯＤ錠５ｍｇ ●

218 2189018F1019 エゼチミブ １０ｍｇ１錠 エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 ゼチーア錠１０ｍｇ

218 2189018F1035 エゼチミブ １０ｍｇ１錠 エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ ゼチーア錠１０ｍｇ ● ● ● ● ●

218 2189018F2023 エゼチミブ １０ｍｇ１錠 エゼチミブＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ゼチーア錠１０ｍｇ ●

218 2189018F1191 エゼチミブ １０ｍｇ１錠 エゼチミブ錠１０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ ゼチーア錠１０ｍｇ ●
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

219 2190005F1012 イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠
イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井 セロクラール錠１０ｍｇ ●

219 2190005F2019 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠
イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「日医
工」

日医工 セロクラール錠２０ｍｇ ●

219 2190005F2019 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠
イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 セロクラール錠２０ｍｇ ● ●

219 2190005F2230 イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠
イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「あす
か」

あすか製薬=武田 セロクラール錠２０ｍｇ ●

219 2190006M1210
トコフェロールニコチン酸エ
ステル

１００ｍｇ１カプセ
ル

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１
００ｍｇ「トーワ」

東和薬品 ユベラＮカプセル１００ｍｇ ● ● ● ●

219 2190006M2225
トコフェロールニコチン酸エ
ステル

２００ｍｇ１カプセ
ル

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２
００ｍｇ「サワイ」

沢井 ユベラＮカプセル２００ｍｇ ●

219 2190006M2241
トコフェロールニコチン酸エ
ステル

２００ｍｇ１カプセ
ル

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２
００ｍｇ「ＴＣ」

東洋カプセル ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ ●

219 2190016D1028
ポリスチレンスルホン酸カル
シウム

８９．２９％１ｇ アーガメイト８９．２９％顆粒５．６ｇ 三和化学=アステラス ―

219 2190016D1036
ポリスチレンスルホン酸カル
シウム

８９．２９％１ｇ
ポリスチレンスルホン酸Ｃａ顆粒８９．２９％
分包５．６ｇ「三和」

三和化学=アステラス ― ●

219 2190016Q2026
ポリスチレンスルホン酸カル
シウム

２０％２５ｇ１個 アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ 三和化学=アステラス ―

219 2190016Q2034
ポリスチレンスルホン酸カル
シウム

２０％２５ｇ１個
ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口ゼリー２０％
分包２５ｇ「三和」

三和化学=アステラス ― ● ● ● ● ● ● ● ●

219 2190021F1011 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井 サアミオン錠５ｍｇ ● ● ●

219 2190021F1011 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 サアミオン錠５ｍｇ ●

219 2190022F1016 アメジニウムメチル硫酸塩 １０ｍｇ１錠
アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 リズミック錠１０ｍｇ ●

219 2190022F1016 アメジニウムメチル硫酸塩 １０ｍｇ１錠
アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井 リズミック錠１０ｍｇ ● ● ●

219 2190024F1040 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」 三和化学 カルタン錠５００ ● ● ●

219 2190029D1092 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１包 炭酸ランタン顆粒分包２５０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ ホスレノール顆粒分包２５０ｍｇ ●

219 2190029F3037 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１錠 炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「イセイ」 イセイ ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ ●

219 2190029F3061 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１錠 炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「フソー」 扶桑 ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ ● ●

219 2190029F4068 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１錠 炭酸ランタンＯＤ錠５００ｍｇ「フソー」 扶桑 ホスレノールＯＤ錠５００ｍｇ ● ●

219 2190030F1045 タダラフィル ２０ｍｇ１錠 タダラフィル錠２０ｍｇＡＤ「ＴＥ」 トーアエイヨー アドシルカ錠２０ｍｇ ● ●

219 2190030F1061 タダラフィル ２０ｍｇ１錠 タダラフィル錠２０ｍｇＡＤ「サワイ」 沢井 アドシルカ錠２０ｍｇ ●

219 2190031F1040 アンブリセンタン錠 ２．５ｍｇ１錠 アンブリセンタン錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井 ヴォリブリス錠２．５ｍｇ ● ●

219 2190102F1106
アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム

１錠 アマルエット配合錠２番「トーワ」 東和薬品 カデュエット配合錠２番 ●

219 2190104F1032
アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム水

１錠 アマルエット配合錠４番「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ カデュエット配合錠４番 ●

２１９　その他の循環器官用剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

219 2190104F1105
アムロジピンベシル酸塩・ア
トルバスタチンカルシウム

１錠 アマルエット配合錠４番「トーワ」 東和薬品 カデュエット配合錠４番 ●

222 2223001F2137
デキストロメトルファン臭化
水素酸塩水和物

１５ｍｇ１錠
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍ
ｇ「ＮＰ」

ニプロ＝日本ジェネリッ
ク

メジコン錠１５ｍｇ ●

222 2223001F2145
デキストロメトルファン臭化
水素酸塩水和物

１５ｍｇ１錠
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 メジコン錠１５ｍｇ ●

222 2229102Q1120 鎮咳配合剤 １ｍＬ フスコデ配合シロップ マイランＥＰＤ ライトゲン配合シロップ ● ● ● ●

223 2233002F1018 Ｌ－カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「ＪＧ」
日本ジェネリック=共創未
来ファーマ

ムコダイン錠２５０ｍｇ ●

223 2233002F1018 Ｌ－カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原 ムコダイン錠２５０ｍｇ ●

223 2233002F1018 Ｌ－カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ムコダイン錠２５０ｍｇ ● ● ● ●

223 2233002F1018 Ｌ－カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「テバ」
武田テバファーマ=武田=
ニプロES

ムコダイン錠２５０ｍｇ ● ●

223 2233002F2103 Ｌ－カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 沢井 ムコダイン錠５００ｍｇ ●

223 2233002F2111 Ｌ－カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ムコダイン錠５００ｍｇ ●

223 2233002F2120 Ｌ－カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 カルボシステイン錠５００ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ ムコダイン錠５００ｍｇ ●

223 2233002Q1108 Ｌ－カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ５％「タカタ」 高田 ムコダインシロップ５％ ● ● ●

223 2233002Q1116 Ｌ－カルボシステイン ５％１ｍＬ カルボシステインシロップ５％「ＪＧ」 大興=日本ジェネリック ムコダインシロップ５％ ●

223 2233002Q1124 Ｌ－カルボシステイン ５％１ｍＬ
カルボシステインシロップ小児用５％「トー
ワ」

東和薬品 ムコダインシロップ５％ ● ●

223 2233002R2010 Ｌ－カルボシステイン ５０％１ｇ カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 高田 ムコダインＤＳ５０％ ● ● ●

223 2233002R2010 Ｌ－カルボシステイン ５０％１ｇ
カルボシステインドライシロップ５０％「テ
バ」

武田テバファーマ=武田 ムコダインＤＳ５０％ ●

223 2234001F1355 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 日医工 ビソルボン錠４ｍｇ

223 2234001F1371 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ビソルボン錠４ｍｇ ● ●

223 2234001Q1135 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．０８％１ｍｌ
ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．０８％
「トーワ」

東和薬品 ― ●

223 2239001F1017 アンブロキソ－ル塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「日新」
日清製薬＝第一三共エス
ファ

ムコソルバン錠１５ｍｇ ●

223 2239001F1017 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「日医工」 日医工 ムコソルバン錠１５ｍｇ

223 2239001F1017 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」 沢井 ムコソルバン錠１５ｍｇ ● ●

223 2239001F1017 アンブロキソール塩酸塩錠 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「タカタ」 高田 ムコソルバン錠１５ｍｇ ●

223 2239001F1017 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１１錠
アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「クニヒ
ロ」

皇漢堂製薬 ムコソルバン錠１５ｍｇ ●

223 2239001F1017 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ムコソルバン錠１５ｍｇ ●

223 2239001F1017 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 ムコソルバン錠１５ｍｇ ●

223 2239001G1012 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１錠
アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ
「ＺＥ」

全星薬品=三和化学 ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ ● ●

２２２　鎮咳剤

２２３　去たん剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

223 2239001G1012 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１錠
アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ
「サワイ」

沢井 ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ ● ● ● ●

223 2239001G1012 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１錠
アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ
「ニプロ」

ニプロ ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ ●

223 2239001N1011 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル
アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル４５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 ムコサール－Ｌカプセル４５ｍｇ ●

223 2239001Q1018 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．
３％「トーワ」

東和薬品 小児用ムコソルバンシロップ０．３％ ● ●

223 2239001Q1018 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．
３％「タイヨー」

武田テバファーマ=武田 小児用ムコソルバンシロップ０．３％ ● ●

223 2239001Q1018 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．
３％「タカタ」

高田 小児用ムコソルバンシロップ０．３％ ●

223 2239001R1013 アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ
アンブロキソール塩酸塩ＤＳ小児用１．５％
「タカタ」

高田 小児用ムコソルバンＤＳ１．５％ ● ●

223 2239001R2052
アンブロキソール塩酸塩シ
ロップ用

１．５％１ｇ アンブロキソール塩酸塩ＤＳ３％「タカタ」 高田 小児用ムコソルバンＤＳ１．５％ ●

223 2239001R1013 アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ ムコサールドライシロップ１．５％ サノフィ 小児用ムコソルバンＤＳ１．５％ ● ●

225 2251001F2018 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井
テオロング錠１００ｍｇ，テオドール
錠１００ｍｇ

● ● ● ● ●

225 2251001F2018 テオフィリン １００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「日医工」 日医工
テオロング錠１００ｍｇ，テオドール
錠１００ｍｇ

●

225 2251001F3014 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠２００ｍｇ「日医工」 日医工
テオロング錠２００ｍｇ，テオドール
錠２００ｍｇ

●

225 2251001F3014 テオフィリン ２００ｍｇ１錠 テオフィリン徐放錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井
テオロング錠２００ｍｇ，テオドール
錠２００ｍｇ

● ●

225 2251001R1123 テオフィリン ２０％１ｇ
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２０％
「サワイ」

沢井 テオドールドライシロップ２０％ ● ● ●

225 2251001R1131 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリン徐放ＤＳ小児用２０％「トーワ」 東和薬品 ― ●

225 2251001R1018 テオフィリン ２０％１ｇ
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２０％
「日医工」

日医工 テオドールドライシロップ２０％ ●

225 2251001R1018 テオフィリン ２０％１ｇ テオフィリンドライシロップ２０％「タカタ」 高田 － ● ●

225 2259006F1012 クレンブテロール塩酸塩 １０μｇ１錠 クレンブテロール錠１０μｇ「ハラサワ」 原沢 スピロペント錠１０μｇ ●

231 2316004B1036 耐性乳酸菌製剤 １ｇ ビオフェルミンＲ散 ビオフェルミン=大正製薬 ― ● ●

231 2316004F1020 耐性乳酸菌製剤 １錠 ビオフェルミンＲ錠 ビオフェルミン=大正製薬 ― ● ● ●

231 2316016B1039 耐性乳酸菌製剤 １ｇ レベニン散 わかもと ― ●

231 2318001F1225 ジメチコン ４０ｍｇ１錠 ジメチコン錠４０ｍｇ「ＹＤ」
陽進堂＝日本ジェネリッ
ク

ガスコン錠４０ｍｇ，ガスサール錠４
０ｍｇ

● ●

231 2318001Q1137 ジメチコン ２％１ｍＬ ジメチコン内用液２％「カイゲン」 カイゲンファーマ ガスコンドロップ内用液２％ ● ● ●

231 2319001C1013 ロペラミド塩酸塩 ０．０５％１ｇ
ロペラミド塩酸塩細粒小児用０．０５％「タイ
ヨー」

武田テバファーマ＝武田 ロペミン小児用細粒０．０５％ ● ● ●

231 2319001F1010 ロペラミド塩酸塩 １ｍｇ１錠 ロペラミド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」
サンノーバ=エルメッド=
日医工

ロペミンカプセル１ｍｇ ● ●

231 2319001M1019 ロペラミド塩酸塩 １ｍｇ１カプセル ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「タイヨー」 武田テバファーマ＝武田 ロペミンカプセル１ｍｇ ●

231 2319001M1019 ロペラミド塩酸塩 １ｍｇ１カプセル ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「サワイ」 沢井 ロペミンカプセル１ｍｇ ● ● ● ●

２２５　気管支拡張剤

２３１　止しゃ剤，整腸剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

232 2323001F1250
アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

２ｍｇ１錠 アズレン錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原 アズノール錠２ｍｇ ●

232 2325002F1011 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ラニチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」
陽進堂＝摩耶堂＝富士
フィルムファーマ＝第一

ザンタック錠１５０

232 2325003B2010 ファモチジン ２％１ｇ ファモチジン細粒２％「サワイ」 沢井 ガスター散２％ ● ● ● ●

232 2325003F3019 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井 ガスターＤ錠１０ｍｇ ●

232 2325003F3019 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ガスターＤ錠１０ｍｇ ●

232 2325003F3019 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原＝サンド ガスターＤ錠１０ｍｇ ● ●

232 2325003F3019 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」
サンノーバ＝エルメッド
エーザイ

ガスターＤ錠１０ｍｇ ●

232 2325003F4015 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井 ガスターＤ錠２０ｍｇ ● ● ●

232 2325003F4015 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ガスターＤ錠２０ｍｇ ●

232 2325003F4015 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＥＭＥＣ」
サンノーバ＝エルメッド
エーザイ

ガスターＤ錠２０ｍｇ ●

232 2325003F4015 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ケミファ」 ケミファ ガスターＤ錠２０ｍｇ ●

232 2325003F4015 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「オーハラ」 大原＝サンド ガスターＤ錠２０ｍｇ ● ●

232 2325005F1015 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 ニザチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 アシノン錠１５０ｍｇ ● ● ●

232 2325005M2010 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル ニザチジンカプセル７５ｍｇ「タナベ」 ニプロES P アシノン錠７５ｍｇ ●

232 2325006F1079 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ラフチジン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 プロテカジン錠５ ●

232 2325006F2040 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 あすか製薬＝武田 プロテカジン錠１０ ●

232 2325006F2075 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 プロテカジン錠１０ ●

232 2325006F2083 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井 プロテカジン錠１０ ●

232 2325006F2113 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ラフチジン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 プロテカジン錠１０

232 2325001F1017 シメチジン ２００ｍｇ１錠 シメチジン錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井 ー ●

232 2329008D1173 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ スクラルファート顆粒９０％「トーワ」 東和薬品 ― ● ●

232 2329008S1016 スクラルファート水和物 １０％１ｍＬ スクラルファート内用液１０％「タイヨー」 武田テバファーマ=武田 アルサルミン内用液１０％

232 2329008S1016 スクラルファート １０％１ｍＬ スクラルファート内用液１０％「日医工」 日医工 アルサルミン内用液１０％ ● ●

232 2329008S1016 スクラルファート10%液 １０％１ｍＬ スクラルファート内用液１０％「ＮＩＧ」 日医工岐阜=日医工=武田 アルサルミン内用液１０％ ● ●

232 2329009C2012 スルピリド １０％１ｇ スルピリド細粒１０％「アメル」 共和薬品 ドグマチール細粒１０％ ●

232 2329009F1012 スルピリド ５０ｍｇ１錠 スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品
ドグマチール錠５０ｍｇ，アビリット
錠５０ｍｇ

●

232 2329009F1012 スルピリド ５０ｍｇ１錠 スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井
ドグマチール錠５０ｍｇ，アビリット
錠５０ｍｇ

● ● ● ● ● ● ●

232 2329012C1018 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「サワイ」 沢井 セルベックス細粒１０％ ● ●

２３２　消化性潰瘍用剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

232 2329012C1018 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「トーワ」 東和薬品 セルベックス細粒１０％ ●

232 2329012M1293 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 セルベックスカプセル５０ｍｇ ● ●

232 2329012M1331 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「日医工」 日医工 セルベックスカプセル５０ｍｇ ●

232 2329012M1340 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」 沢井 セルベックスカプセル５０ｍｇ ● ● ●

232 2329012M1374 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「ＹＤ」
陽進堂=日本ジェネリック
=ニプロ=共創未来ファー

セルベックスカプセル５０ｍｇ ●

232 2329020F1019 イルソグラジンマレイン酸塩 ２ｍｇ１錠
イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「サワ
イ」

沢井 ガスロンＮ錠２ｍｇ ●

232 2329021F1030 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 大原=エルメッド=日医工 ムコスタ錠１００ｍｇ

232 2329021F1056 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「ＭＥＤ」
メディサ＝旭化成ファー
マ

ムコスタ錠１００ｍｇ ●

232 2329021F1200 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ ムコスタ錠１００ｍｇ

232 2329021F1331 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 大塚工場＝大塚製薬 ムコスタ錠１００ｍｇ ●

232 2329021F2036 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピドＯＤ錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 ムコスタ錠１００ｍｇ ●

232 2329022H2015 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠１０ｍｇ「アメル」 共和薬品=日本薬工
オメプラゾン錠１０ｍｇ、オメプラー
ル錠１０

●

232 2329022H1019 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 オメプラゾール錠２０ｍｇ「アメル」 共和薬品=日本薬工
オメプラゾン錠２０ｍｇ、オメプラー
ル錠２０

●

232 2329023F1012 ランソプラゾ－ル １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「日医工」 日医工 タケプロンＯＤ錠１５ ●

232 2329023F1012 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 沢井 タケプロンＯＤ錠１５ ●

232 2329023F1012 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ=武田 タケプロンＯＤ錠１５ ●

232 2329023F1012 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 タケプロンＯＤ錠１５ ● ● ● ●

232 2329023F2019 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 タケプロンＯＤ錠３０ ● ● ● ●

232 2329023F2019 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ=武田 タケプロンＯＤ錠３０ ●

232 2329027F1037 ポラプレジンク ７５ｍｇ１錠 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 沢井 プロマックＤ錠７５ ● ● ● ● ● ● ● ●

232 2329028F1112 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 パリエット錠１０ｍｇ ●

232 2329028F1325 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランEPD=ヴィアトリスパリエット錠１０ｍｇ ●

232 2329028F1147 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 大原 パリエット錠１０ｍｇ ●

232 2329028F1155 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ パリエット錠１０ｍｇ ● ●

232 2329028F1252 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー パリエット錠１０ｍｇ ●

232 2329028F2151 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ塩錠２０ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ パリエット錠２０ｍｇ ●

232 2329028F3077 ラベプラゾールナトリウム ５ｍｇ１錠 ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 パリエット錠５ｍｇ ●

232 2329122C1052
アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物・Ｌ－グルタミン １ｇ アズレン・グルタミン配合細粒「ＥＭＥＣ」

サンノーバ＝エルメッド
エーザイ

マーズレンＳ配合顆粒

２３３　健胃消化剤

29



薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

233 2339114F1034 サナクターゼ配合剤 １錠 エクセラーゼ配合錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ― ● ●

233 2339161P1042
ビオヂアスターゼ１０００配
合剤

１カプセル フェンラーゼ配合カプセル 日医工ファーマ=日医工 ― ●

234 2344005F1045 炭酸水素ナトリウム ５００ｍｇ１錠 重曹錠５００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 ― ● ●

234 2344005F1053 炭酸水素ナトリウム ５００ｍｇ１錠
炭酸水素ナトリウム錠５００ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン＝ファイザー ― ●

234 2344008F1081 沈降炭酸カルシウム ５００ｍｇ１錠 炭カル錠５００ｍｇ「旭化成」 旭化成ファーマ ― ●

234 2344009C1063 酸化マグネシウム ８３％１ｇ 酸化マグネシウム細粒８３％「ヨシダ」 吉田製薬 ― ●

234 2344009F1035 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 マグミット錠２５０ｍｇ
協和化学=シオエ=丸石=日
医工

―

234 2344009F1094 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」
吉田製薬=共創未来ファー
マ

― ● ● ● ● ●

234 2344009F1019 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ケンエー」 健栄 マグミット錠２５０ｍｇ ●

234 2344009F2031 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 マグミット錠３３０ｍｇ
協和化学=シオエ=丸石=日
医工

― ●

234 2344009F2090 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」
吉田製薬=共創未来ファー
マ

― ● ● ● ● ●

234 2344009F2015 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ケンエー」 健栄 マグミット錠３３０ｍｇ ●

234 2344009F3046 酸化マグネシウム ２００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠２００ｍｇ「ヨシダ」 吉田製薬 ― ●

234 2344009F4034 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 マグミット錠５００ｍｇ
協和化学=シオエ=丸石=日
医工

―

234 2344009F4069 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ヨシダ」
吉田製薬=共創未来ファー
マ

― ● ●

234 2344009F4018 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ケンエー」 健栄 マグミット錠５００ｍｇ ●

234 2344009F6037 酸化マグネシウム ４００ｍｇ１錠 酸化マグネシウム錠４００ｍｇ「ヨシダ」 吉田製薬 ― ●

234 2349100X1220
水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１０ｍＬ マグテクト配合内服液 日医工 ― ●

234 2349100X1247
水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１０ｍＬ マルファ配合内服液 東洋製化＝小野 ― ●

234 2349101D1253
水酸化アルミニウムゲル・水
酸化マグネシウム

１ｇ マーロックス懸濁用配合顆粒 サノフィ ― ● ● ● ● ● ●

235 2354003D2048 センノシド
１２ｍｇ／０．１５
／包

センノサイド顆粒「ＥＭＥＣ」８％
サンノーバ=エルメッド=
日医工

プルセニド錠１２ｍｇ

235 2354003D2064 センノシド ８％１ｇ センノシド顆粒８％「日医工」
サンノーバ=エルメッド=
日医工

プルセニド錠１２ｍｇ ●

235 2354003F2332 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 プルゼニド錠１２ｍｇ ●

235 2354003F2340 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「セイコー」
生晃＝カイゲンファーマ
＝扶桑

プルゼニド錠１２ｍｇ ●

235 2354003F2359 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 プルゼニド錠１２ｍｇ ●

235 2354003F2367 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 沢井 プルゼニド錠１２ｍｇ ●

235 2354003F2375 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 プルセニド錠１２ｍｇ ● ●

２３４　制酸剤

２３５　下剤，浣腸剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

235 2354003F2413 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ファイザー」 マイラン＝ファイザー プルゼニド錠１２ｍｇ ●

235 2354003F2430 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「サンド」 サンド=三和化学 プルゼニド錠１２ｍｇ ●

235 2359005S1011
ピコスルファートナトリウム
水和物液

０．７５％１ｍＬ
ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％
「ＣＨＯＳ」

ＣＨＯ＝ファイザー ラキソベロン内用液０．７５％ ●

235 2359005S1011
ピコスルファートナトリウム
水和物

０．７５％１ｍＬ
ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％
「日医工」

日医工 ラキソベロン内用液０．７５％ ● ● ●

235 2359005S1011
ピコスルファートナトリウム
水和物

０．７５％１ｍＬ
ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％
「ＪＧ」

長生堂=日本ジェネリック
=コーアイセイ=堀井

ラキソベロン内用液０．７５％

235 2359005S1011
ピコスルファ－トナトリウム
水和物

０．７５％１ｍＬ
ピコスルファートＮａ内用液０．７５％「トー
ワ」

東和薬品 ラキソベロン内用液０．７５％ ● ●

235 2359005S1011 ピコスルファートナトリウム水和物０．７５％１ｍＬ ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「イワキ」岩城 ラキソベロン内用液０．７５％ ● ●

235 2359102X1056 センナ・センナ実 １ｇ ピムロ顆粒 本草 アローゼン顆粒 ●

236 2362001F1100 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック ウルソ錠５０ｍｇ ● ●

236 2362001F1118 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ウルソ錠５０ｍｇ ●

236 2362001F2190 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック ウルソ錠１００ｍｇ ● ●

236 2362001F2220 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠
ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 ウルソ錠１００ｍｇ ● ● ● ● ●

236 2362001F2173 ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＺＥ」 全星 ウルソ錠１００ｍｇ ●

239 2391002Q1026 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１包 グラニセトロン内服ゼリー１ｍｇ「ケミファ」 日医工=ケミファ カイトリル錠１ｍｇ ● ●

239 2391008M1030 アプレピタントカプセル ８０ｍｇ１カプセル アプレピタントカプセル８０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 イメンドカプセル８０ｍｇ ● ● ● ● ● ●

239 2391008M2036 アプレピタントカプセル
１２５ｍｇ１カプセ
ル

アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 イメンドカプセル１２５ｍｇ ● ● ● ● ● ●

239 2391008M3032 アプレピタントカプセル １セット アプレピタントカプセルセット「ＮＫ」 日本化薬 イメンドカプセルセット ● ●

239 2399004F1260 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 メトクロプラミド錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 プリンペラン錠５ ●

239 2399004F1243 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 メトクロプラミド錠５ｍｇ「テバ」 武田 プリンペラン錠５ ● ●

239 2399004F1251 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 メトクロプラミド錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 プリンペラン錠５ ● ● ●

239 2399004F1278 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 メトクロプラミド錠５ｍｇ「あすか」 あすか製薬＝武田 プリンペラン錠５ ●

239 2399005F1019 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「サワイ」 沢井 ナウゼリン錠５ ●

239 2399005F2015 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」
サンノーバ=エルメッド=
日医工

ナウゼリン錠１０ ● ● ● ●

239 2399005F2015 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 ナウゼリン錠１０ ●

239 2399005F2015 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ドンペリドン錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井 ナウゼリン錠１０ ●

239 2399005R1015 ドンペリドン １％１ｇ
ドンペリドンドライシロップ小児用１％「日医
工」

日医工 ナウゼリンドライシロップ１％ ●

239 2399006F1013 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠
トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 セレキノン錠１００ｍｇ ● ● ● ●

２３６　利胆剤

２３９　その他の消化器官用薬

31



薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

239 2399006F1013 トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠
トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「日医
工」

日医工 セレキノン錠１００ｍｇ ●

239 2399008F1136 イトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 イトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「タナベ」 ニプロES ガナトン錠５０ｍｇ ●

239 2399009F1092 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「ケミファ」
ケミファ=共創未来ファー
マ=日本薬工

ペンタサ錠２５０ｍｇ ●

239 2399009F1130 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 メサラジン錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 ペンタサ錠２５０ｍｇ ●

239 2399009F2064 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「ケミファ」
ケミファ=共創未来ファー
マ=日本薬工

ペンタサ錠５００ｍｇ ●

239 2399009F2072 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「サワイ」 日本薬工=沢井 ペンタサ錠５００ｍｇ ●

239 2399009F2145 メサラジン ５００ｍｇ１錠 メサラジン錠５００ｍｇ「日医工」 日医工 ペンタサ錠５００ｍｇ ●

239 2399009F3036 メサラジン ４００ｍｇ１錠 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「ファイザー」 マイラン＝ファイザー アサコール錠４００ｍｇ ●

239 2399009F3044 メサラジン ４００ｍｇ１錠 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「サワイ」 沢井 アサコール錠４００ｍｇ ●

239 2399010B1050 モサプリドクエン酸塩水和物 １％１ｇ モサプリドクエン酸塩散１％「日医工」 日医工 ガスモチン酸１％ ● ● ●

239 2399010F2059 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ ガモスチン錠５ｍｇ ● ● ●

239 2399010F2067 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ ガスモチン錠５ｍｇ ●

239 2399010F2105 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ ガスモチン錠５ｍｇ ●

239 2399010F2199 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 ケミファ=日本薬工 ガスモチン錠５ｍｇ ●

239 2399010F2245 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 ガスモチン錠５ｍｇ ●

239 2399010F2270 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ガモスチン錠５ｍｇ ●

239 2399011C1069 ポリカルボフィルカルシウム ８３．３％１ｇ
ポリカルボフィルＣａ細粒８３．３％「日医
工」

日医工
ポリフィル細粒８３．３％，コロネル
細粒８３．３％

●

245 2454004F2081 ベタメタゾン ０．５ｍｇ１錠 ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井 リンデロン錠０．５ｍｇ ● ●

245 2459100F1120
ベタメタゾン・ｄ－クロル
フェニラミンマレイン酸塩

１錠 エンペラシン配合錠 沢井 セレスタミン配合錠 ● ●

245 2459100F1189
ベタメタゾン・ｄ－クロル
フェニラミンマレイン酸塩

１錠 プラデスミン配合錠 武田テバファーマ＝武田 セレスタミン配合錠 ●

２４５　副腎ホルモン剤
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247 2478001F2012 クロルマジノン酢酸エステル ２５ｍｇ１錠
クロルマジノン酢酸エステル錠２５ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂
プロスタット錠２５ｍｇ，プロスター
ル錠２５

●

247 2478002F3013
メドロキシプロゲステロン酢
酸エステル

２００ｍｇ１錠
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠２０
０ｍｇ「Ｆ」

富士製薬 ヒスロンＨ錠２００ｍｇ ●

248 2482009F1058
ノルエチステロン・エチニル
エストラジオール（１）

１錠 フリウェル配合錠ＬＤ「モチダ」 持田販売=持田 ルナベル配合錠ＬＤ ●

248 2482009F1066
ノルエチステロン・エチニル
エストラジオール（１）

１錠 フリウェル配合錠ＬＤ「あすか」 武田 ルナベル配合錠ＬＤ ●

248 2482009F2038
ノルエチステロン・エチニル
エストラジオール

１錠 フリウェル配合錠ＵＬＤ「あすか」 あすか製薬 ルナベル配合錠ＵＬＤ ●

249 2491001F5170 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「日医工」 日医工
カルナクリン錠２５，サークレチンＳ
錠２５

●

249 2491001F5196 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「トーワ」 東和薬品
カルナクリン錠２５，サークレチンＳ
錠２５

● ●

249 2499010F1120 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「モチダ」 持田 ディナゲスト錠１ｍｇ ●

249 2499010F1082 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「キッセイ」 ジェイドルフ製薬 ディナゲスト錠１ｍｇ ●

249 2499010F2046 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「モチダ」 持田 ディナゲストＯＤ錠１ｍｇ ●

249 2499011F1028 デュタステリド ０．５ｍｇ１錠 デュタステリド錠０．５ｍｇＡＶ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ アボルブカプセル０．５ｍｇ ● ● ● ●

249 2499011F1052 デュタステリド ０．５ｍｇ１錠 デュタステリド錠０．５ｍｇＡＶ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ アボルブカプセル０．５ｍｇ ●

249 2499011M1108 デュタステリド
０．５ｍｇ１カプセ
ル

デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「武田
テバ」

武田テバファーマ=武田 アボルブカプセル０．５ｍｇ ●

249 2499011M1116 デュタステリド
０．５ｍｇ１カプセ
ル

デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「トー
ワ」

東和薬品 アボルブカプセル０．５ｍｇ ●

249 2499011M1043 デュタステリド ０．５ｍｇ１錠
デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「ＢＭ
Ｄ」

ビオメディクス アボルブカプセル０．５ｍｇ ●

259 2590004F1010 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 塩酸リトドリン錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 ウテメリン錠５ｍｇ

259 2590004F1010 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬 ウテメリン錠５ｍｇ ●

259 2590004F1010 リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 日医工 ウテメリン錠５ｍｇ ●

259 2590004F1010 リトドリン塩酸塩5mg錠 ５ｍｇ１錠 リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 ウテメリン錠５ｍｇ ●

259 2590005F1014 オキシブチニン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 オキシブチニン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 沢井 ポラキス錠２ ●

259 2590007F1013 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「杏林」
キョーリンリメディオ=杏
林

バップフォー錠１０ ●

259 2590007F1013 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ バップフォー錠１０ ●

259 2590007F1013 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂=日本ジェネリック バップフォー錠１０ ●

259 2590007F1307 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 バップフォー錠１０ ●

259 2590007F1013 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「ＳＷ」 沢井 バップフォー錠１０ ●

２４７　卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

２４８　混合ホルモン剤

２４９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

２５９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
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259 2590007F2290 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 バップフォー錠２０

259 2590008F1018 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー ハルナールＤ錠０．１ｍｇ ●

259 2590008F2014 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「明治」 MeijiSeika ハルナールＤ錠０．２ｍｇ ● ● ● ●

259 2590008F2014 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ファイザー」ファイザー ハルナールＤ錠０．２ｍｇ ● ●

259 2590008F2073 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「日医
工」

日医工 ハルナールＤ錠０．２ｍｇ ●

259 2590008F2146 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

武田テバ薬品＝武田テバ
ファーマ＝武田

ハルナールＤ錠０．２ｍｇ ●

259 2590009F4011 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ フリバスＯＤ錠５０ｍｇ ●

259 2590009F4011 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「フソー」 シオノ=扶桑 フリバスＯＤ錠５０ｍｇ ●

259 2590009F4011
ナフトピジル50mg口腔内崩壊
錠

５０ｍｇ１錠 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ 　フリバス錠５０ｍｇ ●

259 2590009F5018 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 フリバスＯＤ錠７５ｍｇ

259 2590009F5212 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「フソー」 シオノ=扶桑 フリバスＯＤ錠７５ｍｇ ●

259 2590009F5018 ナフトピジル75mg口腔内崩壊錠７５ｍｇ１錠 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ フリバスＯＤ錠７５ｍｇ ●

259 2590009F5018 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「タカタ」 高田 フリバスＯＤ錠７５ｍｇ ●

259 2590009F6014 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ フリバスＯＤ錠２５ｍｇ ● ●

259 2590009F6014 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「タカタ」 高田 フリバスＯＤ錠２５ｍｇ ●

259 2590010F3034 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ ユリーフＯＤ錠２ｍｇ ●

259 2590010F4030 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」
第一三共エスファ=第一三
共

ユリーフＯＤ錠４ｍｇ ● ● ● ● ● ●

259 2590010F4057 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ=三和化学ユリーフＯＤ錠４ｍｇ ●

259 2590011F3055 コハク酸ソリフェナシン ２．５ｍｇ１錠 ソリフェナシンコハク酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」東和薬品 ベシケアＯＤ錠２．５ｍｇ ●

259 2590011F1044 ソリフェナシンコハク酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ソリフェナシンコハク酸塩錠２．５ｍｇ「ＹＤ」陽進堂 ベシケア錠２．５ｍｇ ●

259 2590011F4051 コハク酸ソリフェナシン ５ｍｇ１錠 ソリフェナシンコハク酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」東和薬品 ベシケアＯＤ錠５ｍｇ ● ● ●

259 2590013F2066 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂
ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ、ステーブ
ラＯＤ錠０．１ｍｇ

●

259 2590013F2074 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ「杏林」 キョーリンリメディオ=杏林
ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ、ステーブ
ラＯＤ錠０．１ｍｇ

●

259 2590013F2082 イミダフェナシン ０．１ｍｇ１錠 イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ「サワイ」 沢井
ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ、ステーブ
ラＯＤ錠０．１ｍｇ

●

259 2590016F2094 タダラフィル ５ｍｇ１錠 タダラフィル錠５ｍｇＺＡ「ニプロ」 ニプロ ザルティア錠５ｍｇ ●

259 2590016F3023 タダラフィル ２．５ｍｇ１錠 タダラフィルＯＤ錠２．５ｍｇＺＡ「トーワ」
東和薬品=共創未来ファー
マ=三和化学

ザルティア錠２．５ｍｇ ● ● ●

259 2590016F4020 タダラフィル ５ｍｇ１錠 タダラフィルＯＤ錠５ｍｇＺＡ「トーワ」
東和薬品=共創未来ファー
マ=三和化学

ザルティア錠５ｍｇ ● ●

259 2590100X1139
オオウメガサソウエキス・ハ
コヤナギエキス配合剤

１錠 エルサメット配合錠 武田テバファーマ=武田 ●

259 2590100X2011
オオウメガサソウエキス・ハ
コヤナギエキス配合錠

１錠 エルサメットＳ配合錠 武田テバファーマ=武田 エピプロスタット配合錠ＤＢ ● ●
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311 3112001F1012 アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠
アルファカルシドール錠０．２５μｇ「アメ
ル」

共和薬工 ワンアルファ錠０．２５μｇ ● ● ●

311 3112001F2019 アルファカルシドール ０．５μｇ１錠 アルファカルシドール錠０．５μｇ「アメル」 共和薬工 ワンアルファ錠０．５μｇ ● ●

311 3112001F3015 アルファカルシドール １μｇ１錠 アルファカルシドール錠１．０μｇ「アメル」 共和薬工 ワンアルファ錠１．０μｇ ● ●

311 3112001M1011 アルファカルシドール
０．２５μｇ１カプ
セル

アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「フソー」

扶桑 アルファロールカプセル０．２５μｇ ● ●

311 3112001M1011 アルファカルシド－ル
０．２５μｇ１カプ
セル

アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「テバ」武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田アルファロールカプセル０．２５μｇ ●

311 3112001M1011 アルファカルシドール
０．２５μｇ１カプ
セル

アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「日医工」

日医工 アルファロールカプセル０．２５μｇ ●

311 3112001M2018 アルファカルシドール
０．５μｇ１カプセ
ル

アルファカルシドールカプセル０．５μｇ「フソー」 扶桑 アルファロールカプセル０．５μｇ ●

311 3112001M3014 アルファカルシドール １μｇ１カプセル アルファカルシドールカプセル１．０μｇ「フソー」 扶桑 アルファロールカプセル１．０μｇ ● ●

311 3112001M3014 アルファカルシドール １μｇ１カプセル
アルファカルシドールカプセル１μｇ「日医
工」

日医工 アルファロールカプセル１．０μｇ ●

311 3112004M1015 カルシトリオール
０．２５μｇ１カプ
セル

カルシトリオールカプセル０．２５μｇ「サワ
イ」

沢井 ロカルトロールカプセル０．２５ ●

311 3112004M2216 カルシトリオール
０．５μｇ１カプセ
ル

カルシトリオールカプセル０．５μｇ「サワ
イ」

沢井 ロカルトロールカプセル０．５ ●

311 3112006M1030 エルデカルシトール
０．５μｇ１カプセ
ル

エルデカルシトールカプセル０．５μｇ「サワ
イ」

沢井 エディロールカプセル０．５μｇ ●

311 3112006M2037 エルデカルシトール
０．７５μｇ１カプ
セル

エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「サ
ワイ」

沢井 エディロールカプセル０．７５μｇ ● ● ● ●

311 3112006M2045 エルデカルシトール
０．７５μｇ１カプ
セル

エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「日
医工」

日医工 エディロールカプセル０．７５μｇ ● ●

312 3122007F2063 フルスルチアミン ２５ｍｇ１錠 フルスルチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 ● ●

313 3133001B1215 パンテチン ２０％１ｇ パンテチン散２０％「テバ」
武田テバ薬品=武田テバ
ファーマ=武田

パントシン散２０％ ●

313 3131002F1330 リボフラビン酪酸エステル ２０ｍｇ１錠 リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「杏林」
キョーリンリメディオ=杏
林

ハイボン錠２０ｍｇ ●

313 3134002F1057 ピリドキシン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ビタミンＢ６錠３０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 ― ●

313 3134003F1205
ピリドキサールリン酸エステ
ル水和物

１０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠１０ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ=岩城 ピドキサール錠１０ｍｇ ●

313 3136004C1038 メコバラミン
０．１％５００ｍｇ
１包

メチコバール細粒０．１％ エーザイ ― ●

313 3136004F1050 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 メチコバール錠２５０μｇ エーザイ ― ● ●

313 3136004F1093 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 メコバラミン錠２５０μｇ「ＪＧ」
日本ジェネリック=共創未
来ファーマ

― ●

313 3136004F2014 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００「トーワ」 東和薬品 ― ● ●

３１３　ビタミンＢ剤（ビタミンＢ₁剤を除く。）

３１１　ビタミンＡ及びＤ剤

３１２　ビタミンＢ１剤
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薬効分
類番号
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313 3136004F2138 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メチコバール錠５００μｇ エーザイ ― ● ● ● ● ● ●

313 3136004F2243 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 メコバラミン錠５００μｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック=共創未来ファーマ ― ●

316 3160002M2095 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 グラケーカプセル１５ｍｇ ● ●

316 3160002M2125 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 グラケーカプセル１５ｍｇ ●

317 3179109M1066
ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ
１２配合剤

１カプセル ダイメジンスリービー配合カプセル２５ 日医工 ビタメジン配合カプセルＢ２５ ● ● ●

317 3179109M1082
ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ
１２配合剤

１カプセル シグマビタン配合カプセルＢ２５ 東和薬品 ビタメジン配合カプセルＢ２５ ● ●

321 3214001F1063
Ｌ－アスパラギン酸カルシウ
ム水和物

１錠
Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 アスパラーＣａ錠２００ ●

322 3222012Q1030 溶性ピロリン酸第二鉄 １ｍＬ インクレミンシロップ５％ アルフレッサファーマ ― ● ● ● ● ● ● ● ●

322 3222013F1017 クエン酸第一鉄ナトリウム 鉄５０ｍｇ１錠 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック フェロミア錠５０ｍｇ ●

322 3222013F1017 クエン酸第一鉄ナトリウム 鉄５０ｍｇ１錠 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井 フェロミア錠５０ｍｇ ● ● ● ● ● ●

322 3222013D1016 クエン酸第一鉄ナトリウム １ｇ
クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒８．３％「ツル
ハラ」

鶴原 ー ●

322 3229002G1015 塩化カリウム ６００ｍｇ１錠 塩化カリウム徐放錠６００ｍｇ「Ｓｔ」
佐藤薬品=アルフレッサ
ファーマ

― ● ● ● ●

325 3253003D1019
イソロイシン・ロイシン・バ
リン

４．７４ｇ１包 アミノバクト配合顆粒 日医工 リーバクト配合顆粒 ●

325 3253003D3011
イソロイシン・ロイシン・バ
リン

４．５ｇ１包 ヘパアクト配合顆粒
東亜薬品＝日本臓器＝ケ
ミファ

リーバクト配合顆粒 ●

325 3253003D1019
L-イソロイシン＼L-ロイシン
＼L-バリン

４．７４ｇ１包 リックル配合顆粒 沢井 なし ●

332 3321002F1114
カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

１０ｍｇ１錠
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠１０ｍ
ｇ「日医工」

日医工 アドナ錠１０ｍｇ ● ● ●

332 3321002F2404
カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

３０ｍｇ１錠
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３０ｍ
ｇ「日医工」

日医工 アドナ錠３０ｍｇ ● ● ●

332 3321002F2447
カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

３０ｍｇ１錠
カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 アドナ錠３０ｍｇ ●

332 3323001C3056 トロンビン
５，０００単位０．
５ｇ１包

経口用トロンビン細粒０．５万単位「サワイ」 沢井 経口用トロンビン細粒５千単位 ●

332 3327002F1169 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂=日医工 トランサミン錠２５０ｍｇ ●

332 3327002F1193 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 トランサミン錠２５０ｍｇ ●

332 3327002M1281 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 トランサミン錠２５０ｍｇ ●

３３２　止血剤

３１６　ビタミンＫ剤

３１７　混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）

３２1　カルシウム剤

３２２　無機質製剤

３２５　たん白アミノ酸製剤
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薬効分
類番号
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332 3327002M1320 トラネキサム酸
２５０ｍｇ１カプセ
ル

トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「旭化成」 旭化成ファーマ トランサミンカプセル２５０ｍｇ ● ●

339 3399001C1019 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ チクロピジン塩酸塩細粒１０％「日医工」 日医工 パナルジン細粒１０％ ●

339 3399001F1015 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「杏林」
キョーリンリメディオ＝
杏林

パナルジン錠１００ｍｇ ●

339 3399001F1015 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 パナルジン錠１００ｍｇ ● ●

339 3399001F1015 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井 パナルジン錠１００ｍｇ

339 3399001F1015 チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 パナルジン錠１００ｍｇ ●

339 3399002F3012 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井 プレタールＯＤ錠５０ｍｇ ● ● ● ●

339 3399002F3012 シロスタゾ－ル ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「マイラン」 マイラン＝ファイザー プレタールＯＤ錠５０ｍｇ ●

339 3399002F3012 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 プレタールＯＤ錠５０ｍｇ ●

339 3399002F4019 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井 プレタールＯＤ錠１００ｍｇ ● ● ●

339 3399002F4019 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 プレタールＯＤ錠１００ｍｇ ● ●

339 3399002F4078 シロスタゾ－ル １００ｍｇ１錠 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「マイラン」 マイラン＝ファイザー プレタールＯＤ錠１００ｍｇ ●

339 3399003F1014
リマプロスト　アルファデク
ス

５μｇ１錠
リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワ
イ」

メディサ=沢井=日本ジェ
ネリック

オパルモン錠５μｇ，プロレナール錠
５μｇ

● ● ●

339 3399003F1014
リマプロスト　アルファデク
ス

５μｇ１錠
リマプロストアルファデクス錠５μｇ「日医
工」

日医工
オパルモン錠５μｇ，プロレナール錠
５μｇ

● ● ● ● ●

339 3399004M1018 イコサペント酸エチル
３００ｍｇ１カプセ
ル

イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「サ
ワイ」

沢井 エパデールカプセル３００ ●

339 3399004M1018 イコサペント酸エチル
３００ｍｇ１カプセ
ル

イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「日
医工」

日医工 エパデールカプセル３００ ●

339 3399004M4017 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包
イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ
「日医工」

日医工 エパデールＳ９００ ● ● ●

339 3399004M4017 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包
イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ
「サワイ」

沢井 エパデールＳ９００ ● ●

339 3399005F1013 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」 沢井
プロサイリン錠２０，ドルナー錠２０
μｇ

● ● ●

339 3399005F1013 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ファイザー」 ファイザー
プロサイリン錠２０，ドルナー錠２０
μｇ

● ●

339 3399006F2081 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠
サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工=MeijiSeika アンプラーグ錠１００ｍｇ

339 3399006F2146 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＹＤ」
陽進堂＝第一三共エス
ファ

アンプラーグ錠１００ｍｇ ●

339 3399006F2200 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「三和」 シオノ＝三和化学 アンプラーグ錠１００ｍｇ

339 3399006F2235 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠
サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「日医
工」

日医工 アンプラーグ錠１００ｍｇ ● ●

339 3399006F2014 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 アンプラーグ錠１００ｍｇ ●

339 3399007H1021 アスピリン １００ｍｇ１錠 バイアスピリン錠１００ｍｇ バイエル ― ● ● ● ● ● ● ● ●

339 3399008F1017 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 クロピドグレル錠２５ｍｇ「杏林」 杏林 プラビックス錠２５ｍｇ ●

339 3399008F1114 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 日医工サノフィ＝日医工 プラビックス錠２５ｍｇ ● ●

３３９　その他の血液・体液用薬
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339 3399008F1203 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 クロピドグレル錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井 プラビックス錠２５ｍｇ ●

339 3399008F1262 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 クロピドグレル錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 プラビックス錠２５ｍｇ ●

339 3399008F1327 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 クロピドグレル錠２５ｍｇ「モチダ」 持田販売=持田 プラビックス錠２５ｍｇ

339 3399008F1017 クロピドグレル硫酸塩25mg錠２５ｍｇ１錠 クロピドグレル錠２５ｍｇ「三和」 日本薬工=三和化学 プラビックス錠２５ｍｇ ●

339 3399008F2013 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 クロピドグレル錠７５ｍｇ「三和」 日本薬工=三和化学 プラビックス錠７５ｍｇ ●

339 3399008F2013 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 クロピドグレル錠７５ｍｇ「杏林」 キョーリンメディオ=杏林 プラビックス錠７５ｍｇ ● ●

339 3399008F2110 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 日医工サノフィ=日医工 プラビックス錠７５ｍｇ ● ● ●

339 3399008F2200 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 クロピドグレル錠７５ｍｇ「サワイ」 沢井 プラビックス錠７５ｍｇ ●

339 3399008F2269 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 クロピドグレル錠７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 プラビックス錠７５ｍｇ ●

339 3399100F1116
アスピリン・ダイアルミネー
ト

８１ｍｇ１錠 バファリン配合錠Ａ８１ ライオン＝エーザイ ― ● ●

339 3399101F1048
クロピドグレル硫酸塩・アス
ピリン

１錠 ロレアス配合錠「ＳＡＮＩＫ」 日医工サノフィ=日医工 コンプラビン配合錠 ●

392 3929003C1016 球形吸着炭 １ｇ 球形吸着炭細粒「マイラン」
マイラン＝マイランＥＰ
Ｄ=扶桑

クレメジン細粒分包２ｇ ●

392 3929003C1016 球形吸着炭 １ｇ 球形吸着炭細粒分包２ｇ「日医工」 日医工 クレメジン細粒分包２ｇ ● ● ●

392 3929008D1030 デフェラシロクス ９０ｍｇ１包 デフェラシロクス顆粒分包９０ｍｇ「サンド」 サンド ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ ● ● ●

392 3929008D1049 デフェラシロクス ９０ｍｇ１包 デフェラシロクス顆粒分包９０ｍｇ「サワイ」 沢井 ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ ●

392 3929008D2037 デフェラシロクス ３６０ｍｇ１包
デフェラシロクス顆粒分包３６０ｍｇ「サン
ド」

サンド ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ ● ● ●

392 3929008D2045 デフェラシロクス ３６０ｍｇ１包 デフェラシロクス顆粒分包３６０ｍｇ「サワイ」沢井 ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ ●

394 3943001F1012 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井 ザイロリック錠１００ ● ●

394 3943001F1012 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「杏林」 杏林 ザイロリック錠１００ ●

394 3943001F1012 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「タカタ」 高田 ザイロリック錠１００ ●

394 3943001F1012 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「ケミファ」 ケミファ ザイロリック錠１００ ● ●

394 3943001F1012 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ザイロリック錠１００ ●

394 3943001F1667 アロプリノール １００ｍｇ１錠 アロプリノール錠１００ｍｇ「タナベ」 ニプロES P ザイロリック錠１００ ●

394 3943001F2019 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 アロプリノール錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井 ザイロリック錠５０ ●

394 3949002F2017 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ユリノーム錠５０ｍｇ ● ●

394 3949002F2017 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ＝武田 ユリノーム錠５０ｍｇ ●

394 3949101F1014
クエン酸カリウム・クエン酸
ナトリウム水和物

１錠 クエンメット配合錠 日本薬工 ウラリット配合錠 ●

３９２　解毒剤

３９４　痛風治療剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

394 3949101F1014
クエン酸カリウム・クエン酸
ナトリウム水和物

１錠 ポトレンド配合錠 東和薬品 ウラリット配合錠 ●

396 3961003F1010 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「サワイ」 沢井
オイグルコン錠１．２５ｍｇ，ダオ
ニール錠１．２５ｍｇ

●

396 3961003F1184 グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「三和」 三和化学
オイグルコン錠１．２５ｍｇ，ダオ
ニール錠１．２５ｍｇ

●

396 3961003F2016 グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品
オイグルコン錠２．５ｍｇ，ダオニー
ル錠２．５ｍｇ

●

396 3961007F1018 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 グリクラジド錠４０ｍｇ「サワイ」
メディサ＝沢井＝日本
ジェネリック

グリミクロン錠４０ｍｇ ●

396 3961007F2014 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 グリミクロンＨＡ錠２０ｍｇ ●

396 3961007F2090 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 グリクラジド錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井 グリミクロンＨＡ錠２０ｍｇ ●

396 3961008F1128 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 アマリール１ｍｇ錠 ●

396 3961008F3201 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 アマリール０．５ｍｇ錠 ●

396 3961008F4089 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ＝武田 アマリールＯＤ錠１ｍｇ ● ●

396 3961008F4097 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「日医工」 日医工 アマリールＯＤ錠１ｍｇ ●

396 3961008F4100 グリメピリド １ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 アマリールＯＤ錠１ｍｇ ● ●

396 3961008F5034 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エルメッド=日医工 アマリールＯＤ錠３ｍｇ

396 3961008F5085 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ＝武田 アマリールＯＤ錠３ｍｇ ● ●

396 3961008F5107 グリメピリド ３ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 アマリールＯＤ錠３ｍｇ ●

396 3961008F6090 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 アマリールＯＤ錠０．５ｍｇ ●

396 3962002F1080 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 グリコラン錠２５０ｍｇ

396 3962002F3066 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ＴＥ」
トーアエイヨー＝アステ
ラス

メトグルコ錠５００ｍｇ ● ●

396 3962002F3082 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠
メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ニプ
ロ」

ニプロ メトグルコ錠５００ｍｇ ●

396 3969003F4017 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠１００ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ=武田 グルコバイＯＤ錠１００ｍｇ ● ● ●

396 3969004F3015 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ベイスンＯＤ錠０．２ ●

396 3969004F3015 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「サワイ」 沢井 ベイスンＯＤ錠０．２ ● ●

396 3969004F3015 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「武田テバ」 武田 ベイスンＯＤ錠０．２ ●

396 3969004F3015 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル ベイスンＯＤ錠０．２ ●

396 3969004F4011 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「サワイ」 沢井 ベイスンＯＤ錠０．３ ● ● ●

396 3969004F4011 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ベイスンＯＤ錠０．３ ● ●

396 3969004F4011 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「武田テバ」 武田 ベイスンＯＤ錠０．３ ●

396 3969004F4011 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル ベイスンＯＤ錠０．３ ●

３９６　糖尿病用剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

396 3969006F1062 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 ナテグリニド錠３０ｍｇ「日医工」 日医工
ファスティック錠３０，スターシス錠
３０ｍｇ

●

396 3969006F2069 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 ナテグリニド錠９０ｍｇ「日医工」 日医工
ファスティック錠９０，スターシス錠
９０ｍｇ

396 3969006F2050 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 ナテグリニド錠９０ｍｇ「テバ」 武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田
ファスティック錠９０，スターシス錠
９０ｍｇ

●

396 3969007F1148 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「サンド」 サンド アクトス錠１５ ●

396 3969007F3043 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ アクトスＯＤ錠１５ ●

396 3969007F3094 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「日医工」 日医工 アクトスＯＤ錠１５ ●

396 3969007F3140 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」 ケミファ アクトスＯＤ錠１５ ●

396 3969007F3167 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー アクトスＯＤ錠１５ ●

396 3969007F4040 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＦＦＰ」 共創未来ファーマ アクトスＯＤ錠３０ ●

396 3969008F3064
ミチグリニドカルシウム水和
物

５ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「三和」 大興＝三和化学 グルファストＯＤ錠５ｍｇ ●

396 3969008F4036
ミチグリニドカルシウム水和
物

１０ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 シオノ=江州 グルファストＯＤ錠１０ｍｇ

396 3969008F4060
ミチグリニドカルシウム水和
物

１０ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「三和」 大興＝三和化学 グルファストＯＤ錠１０ｍｇ ● ●

396 3969008F4079
ミチグリニドカルシウム水和
物

１０ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「フソー」
リョートーファイン＝扶
桑

グルファストＯＤ錠１０ｍｇ ● ●

396 3969008F4087
ミチグリニドカルシウム水和
物

１０ｍｇ１錠 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノ=江州 グルファストＯＤ錠１０ｍｇ ●

396 3969009F2038 ミグリトール ５０ｍｇ１錠 ミグリトール錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 セイブル錠５０ｍｇ ●

396 3969009F3034 ミグリトール ７５ｍｇ１錠 ミグリトール錠７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 セイブル錠７５ｍｇ ●

396 3969009F4030 ミグリトール ５０ｍｇ１錠 ミグリトールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井 セイブル錠５０ｍｇ ● ● ● ●

396 3969009F6033 ミグリトール ２５ｍｇ１錠 ミグリトールＯＤ錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井 セイブル錠２５ｍｇ ●

396 3969009F5037 ミグリトール ７５ｍｇ１錠 ミグリトールＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 沢井 セイブル錠７５ｍｇ ●

396 3969013F1038 レパグリニド ０．２５ｍｇ１錠 レパグリニド錠０．２５ｍｇ「サワイ」 沢井 シュアポスト錠０．２５ｍｇ ● ● ● ●

399 3999001Q2015 ラクツロース ６５％１ｍＬ ピアーレシロップ６５％ 高田=日本化薬 モニラック・シロップ６５％

399 3999001Q2015 ラクツロース ６５％１ｍＬ ラクツロースシロップ６５％「武田テバ」 武田=武田テバファーマ=武田モニラック・シロップ６５％ ●

399 3999001Q2015 ラクツロース ６５％１ｍＬ ラクツロースシロップ６５％「タカタ」 高田=日本化薬 モニラック・シロップ６５％ ● ● ● ● ●

399 3999001Q3011 ラクツロース ４０．４９６％１ｇ
ラクツロース経口ゼリー分包１６．０５ｇ「サ
トウ」

佐藤製薬 ― ●

399 3999001Q6010 ラクツロース
５４．１６７％１２
ｇ１包

ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ 三和化学 ― ● ●

399 3999003F1017 カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 フオイパン錠１００ｍｇ ● ● ●

399 3999003F1017 カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 フオイパン錠１００ｍｇ ● ● ●

399 3999003F1017 カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ フオイパン錠１００ｍｇ ● ●

３９９　他に分類されない代謝性医薬品
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薬効分
類番号
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399 3999004M3013 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「日医工」 日医工 ネオーラル１０ｍｇカプセル ●

399 3999004M3110 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル
シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン=ファイザー ネオーラル１０ｍｇカプセル

399 3999004M3145 シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランEPD=ヴィアトリスネオーラル１０ｍｇカプセル ●

399 3999004M4010 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ネオーラル２５ｍｇカプセル ●

399 3999004M4087 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス ネオーラル２５ｍｇカプセル ●

399 3999004M4109 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「日医工」 日医工 ネオーラル２５ｍｇカプセル ●

399 3999004M4117 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル
シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン=ファイザー=サ
ンファーマ

ネオーラル２５ｍｇカプセル ●

399 3999004M4010 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「ＴＣ」 東洋カプセル ネオーラル２５ｍｇカプセル ●

399 3999004M4141 シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランEPD=ヴィアトリス=サンファーマネオーラル２５ｍｇカプセル ●

399 3999004M5083 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス ネオーラル５０ｍｇカプセル ●

399 3999004M5016 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「日医工」 日医工 ネオーラル５０ｍｇカプセル ●

399 3999004M5113 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル
シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン=ファイザー=サ
ンファーマ

ネオーラル５０ｍｇカプセル

399 3999004M5148 シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランEPD=ヴィアトリス=サンファーマネオーラル５０ｍｇカプセル ●

399 3999006F1037 Ｌ－システイン ４０ｍｇ１錠 ハイチオール錠４０ 久光製薬 ― ●

399 3999009F2053 レボカルニチン塩化物 ３００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物錠３００ｍｇ「日医工」 日医工 ―

399 3999009F2061 レボカルニチン塩化物 ３００ｍｇ１錠 レボカルニチン塩化物錠３００ｍｇ「フソー」 扶桑 ― ●

399 3999013F1010 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー キネダック錠５０ｍｇ ● ● ●

399 3999013F1304 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井 キネダック錠５０ｍｇ ●

399 3999013F1398 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 エパルレスタット錠５０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ キネダック錠５０ｍｇ ●

399 3999014F1023 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ― ● ●

399 3999014F2020 タクロリムス水和物 １ｍｇ１錠 タクロリムス錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ― ● ● ●

399 3999014F3026 タクロリムス水和物 １．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠１．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ― ●

399 3999014M1030 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル タクロリムスカプセル１ｍｇ「ファイザー」 マイラン＝ファイザー プログラフカプセル１ｍｇ ●

399 3999014M2037 タクロリムス水和物
０．５ｍｇ１カプセ
ル

タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン＝ファイザー プログラフカプセル０．５ｍｇ ●

399 3999016F1014 メトトレキサート ２ｍｇ１錠 メトトレキサート錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ― ●

399 3999016F1073 メトトレキサート ２ｍｇ１錠 メトトレキサート錠２ｍｇ「あゆみ」 あゆみ製薬 ― ●

399 3999016M1013 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル メトトレキサートカプセル２ｍｇ「サワイ」 沢井 リウマトレックスカプセル２ｍｇ ● ● ●

399 3999017M1042 ミコフェノール酸モフェチル
２５０ｍｇ１カプセ
ル

ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０ｍ
ｇ「ファイザー」

マイラン＝ファイザー セルセプトカプセル２５０ ● ● ● ●

399 3999017M1050 ミコフェノール酸 モフェチル
２５０ｍｇ１カプセ
ル

ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０ｍｇ「ＶＴＲＳ」マイランEPD=ヴィアトリスセルセプトカプセル２５０ ● ●
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

399 3999018F2133
アレンドロン酸ナトリウム水
和物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂
フォサマック錠３５ｍｇ，ボナロン錠
３５ｍｇ

399 3999018F2010
アレンドロン酸ナトリウム水
和物

３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ファイザー」 マイラン＝ファイザー
フォサマック錠３５ｍｇ，ボナロン錠
３５ｍｇ

●

399 3999018F2095 アレンドロン酸ナトリウム水和物３５ｍｇ１錠 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「日医工」 日医工
フォサマック錠３５ｍｇ，ボナロン錠
３５ｍｇ

●

399 3999019F1204
リセドロン酸ナトリウム水和
物

２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック
ベネット錠２．５ｍｇ，アクトネル錠
２．５ｍｇ

●

399 3999019F1263
リセドロン酸ナトリウム水和
物

２．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ塩錠２．５ｍｇ「タナベ」 ニプロES
ベネット錠２．５ｍｇ，アクトネル錠
２．５ｍｇ

●

399 3999019F2014
リセドロン酸ナトリウム水和
物

１７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロES
ベネット錠１７．５ｍｇ、アクトネル
錠１７．５ｍｇ

● ●

399 3999019F2049
リセドロン酸ナトリウム水和
物

１７．５ｍｇ　１錠 リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サワイ」 沢井
ベネット錠１７．５ｍｇ、アクトネル
錠１７．５ｍｇ

●

399 3999019F2227
リセドロン酸ナトリウム水和
物

１７．５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ塩錠１７．５ｍｇ「タナベ」 ニプロES
ベネット錠１７．５ｍｇ，アクトネル
錠１７．５ｍｇ

●

399 3999019F3010
リセドロン酸ナトリウム水和
物

７５ｍｇ１錠 リセドロン酸Ｎａ錠７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品
ベネット錠７５ｍｇ，アクトネル錠７
５ｍｇ

●

399 3999021F1031 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワイ」 沢井 エビスタ錠６０ｍｇ ● ● ●

399 3999021F1040 ラロキシフェン塩酸塩水和物 ６０ｍｇ１錠 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッドエーザイ エビスタ錠６０ｍｇ ●

399 3999021F1112 ラロキシフェン塩酸塩水和物 ６０ｍｇ１錠 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「日新」 日新製薬 エビスタ錠６０ｍｇ ●

399 3999031F1043 イグラチモド錠 ２５ｍｇ１錠 イグラチモド錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井 ケアラム錠２５ｍｇ ● ●

399 3999025F1030 ピルフェニドン ２００ｍｇ１錠 ピルフェニドン錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 ピレスパ錠２００ｍｇ ● ● ●

399 3999026F1042 ミノドロン酸水和物 １ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック
ボノテオ錠１ｍｇ、リカルボン錠１ｍ
ｇ

●

399 3999026F2049 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック
ボノテオ錠５０ｍｇ、リカルボン錠５
０ｍｇ

●

399 3999026F2103 ミノドロン酸水和物 ５０ｍｇ１錠 ミノドロン酸錠５０ｍｇ「日医工」 日医工
ボノテオ錠５０ｍｇ、リカルボン錠５
０ｍｇ

●

399 3999027F1039 バゼドキシフェン酢酸塩 ２０ｍｇ１錠 バゼドキシフェン錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 ビビアント錠２０ｍｇ ● ●

421 4219004F1025 テモゾロミド錠 ２０ｍｇ１錠 テモゾロミド錠２０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 テモダールカプセル２０ｍｇ ● ● ● ● ● ●

421 4219004F2021 テモゾロミド錠 １００ｍｇ１錠 テモゾロミド錠１００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 テモダールカプセル１００ｍｇ ● ● ● ● ● ●

422 4223005F1030 カペシタビン ３００ｍｇ１錠 カペシタビン錠３００ｍｇ「サワイ」 沢井 ゼロ―ダ錠３００ ● ●

422 4223005F1057 カペシタビン ３００ｍｇ１錠 カペシタビン錠３００ｍｇ「日医工」 日医工 ゼローダ錠３００ ●

422 4223005F1065 カペシタビン ３００ｍｇ１錠 カペシタビン錠３００ｍｇ「ヤクルト」 ダイト=ヤクルト ゼローダ錠３００ ● ●

422 4229101F1050
テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２０ｍｇ１錠（テガ
フール相当量）

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０ 岡山大鵬 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ ● ● ● ● ● ●

422 4229101F2057
テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２５ｍｇ１錠（テガ
フール相当量）

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５ 岡山大鵬 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ ● ● ● ● ● ●

422 4229101M1050 エヌケーエスワン
２０ｍｇ１カプセル
（テガフール相当

エヌケーエスワン配合カプセルＴ２０ 日本化薬 ティーエスワン配合カプセルＴ２０ ●

４２１　アルキル化剤

４２２　代謝拮抗剤

４２９　その他の腫瘍用薬
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

429 4291003F1015 タモキシフェンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 ノルバデックス錠１０ｍｇ ●

429 4291003F1015 タモキシフェンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ ノルバデックス錠２０ｍｇ ● ●

429 4291003F2011 タモキシフェンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 ノルバデックス錠２０ｍｇ ●

429 4291003F2089 タモキシフェンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠 タモキシフェン錠２０ｍｇ「明治」
メディサ＝ＭｅｉｊｉＳ
ｅｉｋａ

ノルバデックス錠２０ｍｇ ●

429 4291005F1014 フルタミド １２５ｍｇ１錠 フルタミド錠１２５「ＫＮ」 小林化工＝ヤクルト オダイン錠１２５ｍｇ ●

429 4291005F1014 フルタミド １２５ｍｇ１錠 フルタミド錠１２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー オダイン錠１２５ｍｇ ●

429 4291007F1013 トレミフェンクエン酸塩 ４０ｍｇ１錠 トレミフェン錠４０ｍｇ「サワイ」
メディサ=沢井=日本ジェ
ネリック

フェアストン錠４０ｍｇ ●

429 4291009F1071 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 カソデックス錠８０ｍｇ ●

429 4291009F1160 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「日医工」 日医工 カソデックス錠８０ｍｇ ●

429 4291009F1217 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「トーワ」 東和 カソデックス錠８０ｍｇ ●

429 4291009F2043 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 カソデックスＯＤ錠８０ｍｇ ●

429 4291009F2086 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「日医工」 日医工 カソデックスＯＤ錠８０ｍｇ ●

429 4291009F2124 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ カソデックスＯＤ錠８０ｍｇ ● ●

429 4291010F1090 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 アリミデックス錠１ｍｇ ●

429 4291010F1120 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ケミファ」 ダイト=ケミファ アリミデックス錠１ｍｇ ●

429 4291010F1180 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「日医工」 日医工 アリミデックス錠１ｍｇ ●

429 4291010F1228 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ アリミデックス錠１ｍｇ ● ●

429 4291011F1052 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 グリベック錠１００ｍｇ ● ● ●

429 4291012F1030 エキセメスタン ２５ｍｇ１錠 エキセメスタン錠２５ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 アロマシン錠２５ｍｇ ● ●

429 4291013F1035 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ イレッサ錠２５０ ● ● ● ● ● ●

429 4291013F1051 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 イレッサ錠２５０ ●

429 4291015F1018 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 フェマーラ錠２．５ｍｇ ●

429 4291015F1093 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 フェマーラ錠２．５ｍｇ ● ● ●

441 4419002G1120
ｄ-クロルフェニラミンマレイ
ン酸

６ｍｇ１錠
Ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠６
ｍｇ「武田テバ」

武田テバファーマ=武田 ― ● ●

441 4413004F1014 メキタジン ３ｍｇ１錠 メキタジン錠３ｍｇ「サワイ」 沢井 ー ●

442 4420002F1010 ブシラミン １００ｍｇ１錠 ブシラミン錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 リマチル錠１００ｍｇ ●

442 4420002F1010 ブシラミン １００ｍｇ１錠 ブシラミン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 リマチル錠１００ｍｇ

４４１　抗ヒスタミン剤

４４２　刺激療法剤

43



薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

449 4490002M1013 トラニラスト
１００ｍｇ１カプセ
ル

トラニラストカプセル１００ｍｇ「ＣＨ」 長生堂＝日本ジェネリック リザベンカプセル１００ｍｇ ● ●

449 4490002M1013 トラニラスト
１００ｍｇ１カプセ
ル

トラニラストカプセル１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 リザベンカプセル１００ｍｇ ●

449 4490002M1013 トラニラスト100mgカプセル
１００ｍｇ１カプセ
ル

トラニラストカプセル１００ｍｇ「タイヨー」 武田テバファーマ=武田 リザベンカプセル１００ｍｇ ●

449 4490002R1010 トラニラスト ５％１ｇ トラニラストＤＳ５％「ＣＨ」 長生堂=日本ジェネリック ー ●

449 4490003M1018 ケトチフェンフマル酸塩 １ｍｇ１カプセル ケトチフェンカプセル１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ザジテンカプセル１ｍｇ ●

449 4490014F1017 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「杏林」
キョーリンリメディオ=杏
林

アレジオン錠１０ ●

449 4490014F2013 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー アレジオン錠２０ ●

449 4490014F2285 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 アレジオン錠２０ ●

449 4490014F2013 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＪＧ」
長生堂＝日本ジェネリッ
ク

アレジオン錠２０ ●

449 4490014F2013 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランEPD=ヴィアトリスアレジオン錠２０ ●

449 4490014R1064 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ エピナスチン塩酸塩ＤＳ１％小児用「日医工」 日医工 アレジオンドライシロップ１％ ●

449 4490014R1072 エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児用１％「サワイ」 沢井製薬 アレジオンドライシロップ１％ ●

449 4490016M2011 スプラタストトシル酸塩
１００ｍｇ１カプセ
ル

スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ
「サワイ」

沢井 アイピーディカプセル１００ ● ●

449 4490017M1010 プランルカスト水和物
１１２．５ｍｇ１カ
プセル

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「サワイ」沢井 オノンカプセル１１２．５ｍｇ ● ●

449 4490017M1010 プランルカスト水和物
１１２．５ｍｇ１カ
プセル

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「日医工」 日医工 オノンカプセル１１２．５ｍｇ ● ●

449 4490017M1010 プランルカスト水和物
１１２．５ｍｇ１カ
プセル

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「ファ
イザー」

マイラン＝ファイザー オノンカプセル１１２．５ｍｇ

449 4490017F1010 プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠 プランルカスト錠１１２．５ｍｇ「ＡＦＰ」 アルフレッサファーマ ●

449 4490017R1017 プランルカスト水和物 １０％１ｇ
プランルカストドライシロップ１０％「ＡＦ
Ｐ」

アルフレッサＰ オノンドライシロップ１０％ ●

449 4490017R1017 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「サワイ」 沢井 オノンドライシロップ１０％ ●

449 4490017R1017 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストＤＳ１０％「タカタ」 高田 オノンドライシロップ１０％ ● ● ●

449 4490017R1017 プランルカスト水和物 １０％１ｇ プランルカストドライシロップ１０％「ファイザー」マイラン＝ファイザー オノンドライシロップ１０％

449 4490019F4175 エバスチン １０ｍｇ１錠 エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー エバステルＯＤ錠１０ｍｇ ●

449 4490020F2019 セチリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ ジルテック錠１０

449 4490020R1035 セチリジン塩酸塩 １．２５％１ｇ セチリジン塩酸塩ＤＳ１．２５％「タカタ」 高田 ジルテックドライシロップ１．２５％ ●

449 4490021F2030 ラマトロバン ７５ｍｇ１錠 ラマトロバン錠７５ｍｇ「ＫＯ」 寿 バイナス錠７５ｍｇ ●

449 4490022F4037 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠
ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タナ
ベ」

ニプロＥＳ＝ニプロ タリオンＯＤ錠１０ｍｇ ● ●

449 4490022F4061 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠
ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 タリオンＯＤ錠１０ｍｇ ● ●

449 4490022F4070 ベポタスチンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠
ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日医
工」

日医工 タリオンＯＤ錠１０ｍｇ ●

４４９　その他のアレルギー用薬
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449 4490023F1091 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮ
ＩＫ」

日医工サノフィ＝日医工 アレグラ錠６０ｍｇ ● ●

449 4490023F1202 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 アレグラ錠６０ｍｇ ●

449 4490023F2098 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＳＡＮ
ＩＫ」

日医工サノフィ＝日医工 アレグラ錠３０ｍｇ ●

449 4490023F3060 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠
フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 アレグラＯＤ錠６０ｍｇ ●

449 4490023F3108 フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠
フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井 アレグラＯＤ錠６０ｍｇ ●

449 4490023F4066 フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠
フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井 ― ●

449 4490025F2119 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 アレロック錠５ ●

449 4490025F4138 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー アレロックＯＤ錠５ ●

449 4490025F4146 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 アレロックＯＤ錠５ ● ● ●

449 4490025F4014 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 日医工 アレロックＯＤ錠５ ●

449 4490025R1020 オロパタジン塩酸塩 １％１ｇ
オロパタジン塩酸塩ドライシロップ１％「日本
臓器」

日本臓器 ― ●

449 4490026C1013 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ
シングレア細粒４ｍｇ，キプレス細粒
４ｍｇ

●

449 4490026C1013 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「ファイザー」 ファイザー
シングレア細粒４ｍｇ，キプレス細粒
４ｍｇ

449 4490026C1013 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「ケミファ」 ケミファ＝日本薬工
シングレア細粒４ｍｇ，キプレス細粒
４ｍｇ

● ●

449 4490026C1013 モンテルカストナトリウム4mg細粒４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂
キプレス細粒４ｍｇ、	シングレア細粒
４ｍｇ

●

449 4490026F1010 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳファーマ
シングレアチュアブル錠５ｍｇ，キプ
レスチュアブル錠５ｍｇ

●

449 4490026F1010 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「ファイザー」ファイザー
シングレアチュアブル錠５ｍｇ，キプ
レスチュアブル錠５ｍｇ

449 4490026F1222 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬
シングレアチュアブル錠５ｍｇ，キプ
レスチュアブル錠５ｍｇ

● ●

449 4490026F1257 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品
シングレアチュアブル錠５ｍｇ，キプ
レスチュアブル錠５ｍｇ

●

449 4490026F1010 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「ケミ
ファ」

ケミファ=日本薬工
シングレアチュアブル錠５ｍｇ，キプ
レスチュアブル錠５ｍｇ

●

449 4490026F4019 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工
シングレアＯＤ錠１０ｍｇ，キプレス
ＯＤ錠１０ｍｇ

●

449 4490026F4019 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 高田=共創未来ファーマ
シングレアＯＤ錠１０ｍｇ，キプレス
ＯＤ錠１０ｍｇ

● ● ● ●

449 4490026F4086 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ
シングレアＯＤ錠１０ｍｇ，キプレス
ＯＤ錠１０ｍｇ

●

449 4490026F5066 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ
シングレアＯＤ錠５ｍｇ，キプレスＯ
Ｄ錠５ｍｇ

●

449 4490027F2053 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド=日医工 クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ ● ●

449 4490027F2126 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」
ダイト=ケミファ=日本薬
工

クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ ●

449 4490027F2088 ロラタジン １０ｍｇ１錠 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ ●

449 4490027R1061 ロラタジン １％０．５ｇ ロラタジンＤＳ１％「サワイ」 沢井 クラリチンドライシロップ１％ ●

449 4490028F1132 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「タカタ」 高田 ザイザル錠５ｍｇ
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449 4490028F1140 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ=武田 ザイザル錠５ｍｇ ● ● ●

449 4490028F1205 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「明治」 MeijiSeika ザイザル錠５ｍｇ ●

449 4490028F1116 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 ザイザル錠５ｍｇ ●

449 4490028F4042 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 沢井 ザイザル錠５ｍｇ ●

449 4490028F4018 レボセチリジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 ザイザル錠５ｍｇ ●

449 4490028Q1052 レボセチリジン塩酸塩 ０．０５％１ｍＬ
レボセチリジン塩酸塩シロップ０．０５％「サ
ワイ」

沢井 ザイザルシロップ０．０５％ ●

449 4490028R1058 レボセチリジン塩酸塩 ０．５％１ｇ レボセチリジン塩酸塩ＤＳ０．５％「タカタ」 高田製薬 ザイザルシロップ０．０５％ ● ●

449 4490100F1030
フェキソフェナジン塩酸塩・
塩酸プソイドエフェドリン

１錠 プソフェキ配合錠「サワイ」 沢井製薬 ディレグラ配合錠 ● ●

611 6113001B1011 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ファイザー」マイラン=ファイザー 塩酸バンコマイシン散０．５ｇ

611 6113001B1011 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 塩酸バンコマイシン散０．５ｇ ●

611 6113001B1011 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＭＥＥＫ」
小林化工＝ＭｅｉｊｉＳ
ｅｉｋａ

塩酸バンコマイシン散０．５ｇ ● ●

613 6131001C1236 アモキシシリン水和物 １００ｍｇ１ｇ アモキシシリン細粒１０％「タツミ」 辰巳
パセトシン細粒１０％，サワシリン細
粒１０％

●

613 6131001C2011 アモキシシリン水和物 ２００ｍｇ１ｇ ワイドシリン細粒２０％ Meiji Seika ファルマ
パセトシン細粒１０％，サワシリン細
粒１０％

● ● ●

613 6131001M2327 アモキシシリン水和物
２５０ｍｇ１カプセ
ル

アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」 日医工
サワシリンカプセル２５０、パセトシ
ンカプセル２５０

●

613 6131001M2335 アモキシシリン水和物
２５０ｍｇ１カプセ
ル

アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品
サワシリンカプセル２５０、パセトシ
ンカプセル２５０

● ● ● ● ● ● ●

613 6132013C1147 セフジニル １００ｍｇ１ｇ セフジニル細粒小児用１０％「ＪＧ」
長生堂＝日本ジェネリッ
ク

セフゾン細粒小児用１０％ ●

613 6132015F1088 セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１錠 セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「ＯＫ」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ ●

613 6132016C1108
セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１ｇ
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒１０％
「サワイ」

沢井 フロモックス小児用細粒１００ｍｇ

613 6132016C1124
セフカペン　ピボキシル塩
酸塩水和物細粒

１００ｍｇ１ｇ
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒１０％
「ＳＷ」

沢井 　フロモックス小児用細粒１００ｍｇ ● ●

613 6132016C1060
セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１ｇ
セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用１０％
「トーワ」

東和薬品 フロモックス小児用細粒１００ｍｇ

613 6132016C1116
セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１ｇ
セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用１０％
「ファイザー」

マイラン＝ファイザー フロモックス小児用細粒１００ｍｇ ●

613 6132016F2089
セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１錠
セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「日
医工」

日医工 フロモックス錠１００ｍｇ ●

613 6132016F2038
セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１錠
セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「サ
ワイ」

沢井 フロモックス錠１００ｍｇ ● ●

613 6132016F2070
セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１錠
セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ
「トーワ」

シー・エイチ・オー新薬 フロモックス錠１００ｍｇ

613 6132016F2100
セフカペン　ピボキシル塩酸
塩水和物

１００ｍｇ１錠
セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ
「ファイザー」

マイラン＝ファイザー フロモックス錠１００ｍｇ ● ●

613 6132016F2011
セフカペン ピボキシル塩酸塩
水和物

１００ｍｇ１錠
セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「Ｓ
Ｗ」

沢井 フロモックス錠１００ｍｇ ●

613 6131403D2230 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「テバ」 武田テバファーマ=武田 ●

６１１　主としてグラム陽性菌に作用するもの

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

614 6149003F1015 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠
クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「マイラ
ン」

マイラン=ファイザー
クラリシッド錠５０ｍｇ小児用，クラ
リス錠５０小児用

614 6149003F1015 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠
クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「ＮＰ
Ｉ」

日本薬工
クラリシッド錠５０ｍｇ小児用，クラ
リス錠５０小児用

●

614 6149003F1015 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠
クラリスロマイシン錠小児用５０ｍｇ「タカ
タ」

高田=大原
クラリシッド錠５０ｍｇ小児用，クラ
リス錠５０小児用

● ●

614 6149003F2011 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬工
クラリシッド錠２００ｍｇ，クラリス
錠２００

● ●

614 6149003F2011 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「タカタ」 高田=大原
クラリシッド錠２００ｍｇ，クラリス
錠２００

● ●

614 6149003F2011 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「日医工」 日医工
クラリシッド錠２００ｍｇ，クラリス
錠２００

●

614 6149003F2100 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井
クラリシッド錠２００ｍｇ，クラリス
錠２００

● ●

614 6149003F2011 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「マイラン」 マイラン＝ファイザー
クラリシッド錠２００ｍｇ，クラリス
錠２００

614 6149003R1062 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ
クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「タカ
タ」

高田
クラリシッド・ドライシロップ１０％
小児用，クラリスドライシロップ１

● ●

614 6149003R1216 クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ
クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「トー
ワ」

東和薬品
クラリシッド・ドライシロップ１０％
小児用，クラリスドライシロップ１

●

614 6149004C1102 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン細粒小児用１０％「トーワ」 東和薬品 ジスロマック細粒小児用１０％ ●

614 6149004C1080 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ アジスロマイシン小児用細粒１０％「タカタ」 高田 ジスロマック細粒小児用１０％ ●

614 6149004F1036 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 全星=第一三共エスファ ジスロマック錠２５０ｍｇ ●

614 6149004F1141 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「タカタ」 高田 ジスロマック錠２５０ｍｇ ●

614 6149004F1168 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ジスロマック錠２５０ｍｇ ●

614 6149004F4027 アジスロマイシン水和物 ５００ｍｇ１錠 アジスロマイシン錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ジスロマック錠６００ｍｇ ●

６１４　主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

615 6152005F1010 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ミノマイシン錠５０ｍｇ ● ●

615 6152005F1010 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井 ミノマイシン錠５０ｍｇ ● ●

615 6152005F1010 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ＝日医工 ミノマイシン錠５０ｍｇ ● ●

615 6152005F2016 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 沢井 ミノマイシンカプセル１００ｍｇ ● ● ●

615 6152005M2015 ミノサイクリン塩酸塩
１００ｍｇ１カプセ
ル

ミノサイクリン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「日
医工」

日医工 ミノマイシンカプセル１００ｍｇ ●

616 6164001M1011 リファンピシン
１５０ｍｇ１カプセ
ル

リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」
サンド＝日本ジェネリッ
ク＝ニプロ

リファジンカプセル１５０ｍｇ ● ● ● ● ● ●

617 6179001F1031 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ ブイフェンド錠５０ｍｇ ● ● ●

617 6179001F1066 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「タカタ」 高田 ブイフェンド錠５０ｍｇ

617 6179001F1082 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ブイフェンド錠５０ｍｇ ●

617 6179001F2038 ボリコナゾール ２００ｍｇ１錠 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ ブイフェンド錠２００ｍｇ ● ● ●

617 6179001F2062 ボリコナゾール ２００ｍｇ１錠 ボリコナゾール錠２００ｍｇ「タカタ」 高田 ブイフェンド錠２００ｍｇ

619 6191001F1036
アンピシリン水和物・クロキサ
シリンナトリウム水和物 （２５０ｍｇ）１錠 ビクシリンＳ配合錠 MeijiSeika ― ●

621 6219001F1110 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠
サラゾスルファピリジン錠５００ｍｇ「日医
工」

日医工ファーマ サラゾピリン錠５００ｍｇ ●

621 6219001H1013 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠
サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「日
医工」

日医工ファーマ＝日医工 アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ ●

621 6219001H1013 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠
サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

長生堂=日本ジェネリック アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ ● ●

624 6241008F1147 シプロフロキサシン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「ＳＷ」 沢井 シプロキサン錠１００ｍｇ ●

624 6241008F2143 シプロフロキサシン塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 シプロキサン錠２００ｍｇ

624 6241008F2160 シプロフロキサシン塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 シプロキサン錠２００ｍｇ ● ● ●

624 6241010F2124
トスフロキサシントシル酸塩
水和物

１５０ｍｇ１錠
トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ「日
医工」

日医工
トスキサシン錠１５０ｍｇ、オゼック
ス錠１５０

●

624 6241013C2032 レボフロキサシン水和物
１００ｍｇ１ｇ（レ
ボフロキサシンとし

レボフロキサシン細粒１０％「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ クラビット細粒１０％ ●

624 6241013F2055 レボフロキサシン水和物
２５０ｍｇ１錠（レ
ボフロキサシンとし

レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ クラビット錠２５０ｍｇ ●

624 6241013F3051 レボフロキサシン水和物
５００ｍｇ１錠（レ
ボフロキサシンとし

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ クラビット錠５００ｍｇ ● ● ●

624 6241013F3256 レボフロキサシン水和物
５００ｍｇ１錠（レ
ボフロキサシンとし

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 クラビット錠５００ｍｇ ● ●

６１９　その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む)

６２１　サルファ剤

６２４　合成抗菌剤

６１５　主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの

６１６　主として抗酸菌に作用するもの

６１７　主としてカビに作用するもの

48



薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

624 6241013F4023 レボフロキサシン水和物
２５０ｍｇ１錠（レ
ボフロキサシンとし

レボフロキサシンＯＤ錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 クラビット錠２５０ｍｇ ● ● ●

624 6241018F1035 シタフロキサシン水和物 ５０ｍｇ１錠 シタフロキサシン錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井 グレースビット錠５０ｍｇ ● ● ● ●

624 6249002F1032 リネゾリド ６００ｍｇ１錠 リネゾリド錠６００ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ザイボックス錠６００ｍｇ ● ● ●

624 6249002F1040 リネゾリド ６００ｍｇ１錠 リネゾリド錠６００ｍｇ「サワイ」 沢井 ザイボックス錠６００ｍｇ ●

625 6250002F1238 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシクロビル錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井 ゾビラックス錠２００ ● ● ● ●

625 6250019D1054 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「日医工」 日医工 バルトレックス顆粒５０％ ●

625 6250019D1070 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「アスペン」 アスペン バルトレックス顆粒５０％ ●

625 6250019D1089 バラシクロビル塩酸塩顆粒 ５０％１ｇ バラシクロビル顆粒５０％「ＳＰＫＫ」 サンドファーマ=サンド バルトレックス錠５００ ●

625 6250019F1241 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「三和」 三和化学研究所 バルトレックス錠５００ ● ●

625 6250019F1284 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「日医工」 日医工 バルトレックス錠５００

625 6250019F1330 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「アスペン」 アスペンJ バルトレックス錠５００ ●

625 6250019F1233 バラシクロビル塩酸塩錠  ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「サワイ」 沢井 バルトレックス錠５００ ●

625 6250019F1128 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ バルトレックス錠５００ ●

625 6250019F2027 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１包 バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ「モチダ」 持田販売=持田 バルトレックス錠５００ ● ●

625 6250021M1035 オセルタミビルリン酸塩 ７５ｍｇ１カプセル オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」 沢井 タミフルカプセル７５ ● ● ● ● ● ●

625 6250021R1032 オセルタミビルリン酸塩 ３％１ｇ オセルタミビルＤＳ３％「サワイ」 沢井 タミフルドライシロップ３％ ● ● ● ●

625 6250029F1016 エンテカビル ０．５ｍｇ１錠 エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＥＥ」
シオノ＝エルメッド＝日
医工

バラクルード錠０．５ｍｇ ● ● ●

625 6250029F1016 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 エンテカビル錠０．５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー バラクルード錠０．５ｍｇ ● ●

625 6250029F1016 エンテカビル ０．５ｍｇ１錠 エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 バラクルード錠０．５ｍｇ ●

625 6250029F2012 エンテカビル ０．５ｍｇ１錠 エンテカビルＯＤ錠０．５ｍｇ「サワイ」 沢井 バラクルード錠０．５ｍｇ ●

625 6250031F1030 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ ファムビル錠２５０ｍｇ

625 6250031F1072 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「共創未来」 共創未来ファーマ ファムビル錠２５０ｍｇ ●

625 6250031F1129 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「ファイザー」 ファイザー ファムビル錠２５０ｍｇ ●

625 6250031F1102 ファムシクロビル ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ファムビル錠２５０ｍｇ ●

625 6250031F1013 ファムシクロビル250mg錠 ２５０ｍｇ１錠 ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 ファムビル錠２５０ｍｇ ●

625 6250002D1016 アシクロビル ４０％１ｇ アシクロビル顆粒４０％「サワイ」 沢井製薬 ゾビラックス顆粒４０％ ●

625 6250002D1016 アシクロビル ４０％１ｇ アシクロビル顆粒４０％「テバ」
武田テバ薬品=武田テバ
ファーマ=武田

ゾビラックズ顆粒４０％ ● ●

625 6250002F1017 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 アシクロビル錠２００ｍｇ「テバ」
武田テバ薬品=武田テバ
ファーマ=武田

ゾビラックス錠２００

６２５　抗ウイルス剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

625 6250402F1044 ガンシクロビル ５００ｍｇ１瓶 ガンシクロビル点滴静注用５００ｍｇ「ファイザー」マイラン=ファイザー ー ● ● ●

629 6290002M2018 フルコナゾール
１００ｍｇ１カプセ
ル

フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック ジフルカンカプセル１００ｍｇ ●

629 6290002M2018 フルコナゾール
１００ｍｇ１カプセ
ル

フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サワイ」 沢井 ジフルカンカプセル１００ｍｇ ● ● ●

629 6290002M2174 フルコナゾール
１００ｍｇ１カプセ
ル

フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「タカタ」 高田 ジフルカンカプセル１００ｍｇ ●

629 6290004F1011 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠５０ｍｇ「科研」 科研 ― ● ● ●

629 6290004F1011 イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 ― ●

629 6290004F2018 イトラコナゾール １００ｍｇ１錠 イトラコナゾール錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 ― ●

629 6290004M1010 イトラコナゾール ５０ｍｇ１カプセル イトラコナゾールカプセル５０ｍｇ「ＳＷ」 沢井＝日本ケミファ イトリゾールカプセル５０ ● ●

629 6290004S1036 イトラコナゾール １％１ｍＬ イトラコナゾール内用液１％「ファイザー」 ファイザー イトリゾール内用液１％ ● ● ● ● ●

629 6290004S1044 イトラコナゾール １％１ｍＬ イトラコナゾール内用液１％「ＶＴＲＳ」 マイランEPD=ヴィアトリスイトリゾール内用液１％ ● ● ●

629 6290005F1016 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ ラミシール錠１２５ｍｇ ●

629 6290005F1270 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「日医工」 日医工 ラミシール錠１２５ｍｇ ●

629 6290005F1016 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サワイ」 沢井 ラミシール錠１２５ｍｇ ●

629 6290005F1334 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 ラミシール錠１２５ｍｇ ●

721 7213012D1029 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 １ｇ バルギン発泡顆粒 カイゲンＰ ― ● ●

721 7213014D1028 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 １ｇ バロス発泡顆粒－Ｓ 堀井 ― ● ● ● ●

811 8114004C3028 モルヒネ硫酸塩水和物 １０ｍｇ１包
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包１０ｍｇ
「フジモト」

藤本製薬 ― ● ●

811 8119002S1027 オキシコドン塩酸塩水和物
２．５ｍｇ２．５ｍ
Ｌ１包

オキシコドン内服液２．５ｍｇ「日本臓器」 日本臓器 ― ● ●

811 8119002S2023 オキシコドン塩酸塩水和物
５ｍｇ２．５ｍＬ１
包

オキシコドン内服液５ｍｇ「日本臓器」 日本臓器 ― ● ●

811 8119002S3020 オキシコドン塩酸塩水和物 １０ｍｇ５ｍＬ１包 オキシコドン内服液１０ｍｇ「日本臓器」 日本臓器 ― ● ●

811 8119002S4026 オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ５ｍＬ１包 オキシコドン内服液２０ｍｇ「日本臓器」 日本臓器 ― ●

811 8119002G3035 オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 オキシコドン徐放錠２０ｍｇ「第一三共」 第一三共 オキシコンチン錠２０ｍｇ

811 8119002G4031 オキシコドン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ１錠 オキシコドン徐放錠４０ｍｇ「第一三共」 第一三共 オキシコンチン錠４０ｍｇ

811 8119002G5038 オキシコドン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 オキシコドン徐放錠５ｍｇＮＸ「第一三共」
第一三共プロファーマ=第
一三共

オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ ● ● ● ● ● ●

811 8119002G6034 オキシコドン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 オキシコドン徐放錠１０ｍｇＮＸ「第一三共」
第一三共プロファーマ=第
一三共

オキシコンチンＴＲ錠１０ｍｇ ● ● ● ● ● ●

811 8119002G7030 オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 オキシコドン徐放錠２０ｍｇＮＸ「第一三共」
第一三共プロファーマ=第
一三共

オキシコンチンＴＲ錠２０ｍｇ ● ● ● ● ● ●

８１１　あへんアルカロイド系麻薬

６２９　その他の化学療法剤

７２１　Ｘ線造影剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

811 8119002G8037 オキシコドン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ１錠 オキシコドン徐放錠４０ｍｇＮＸ「第一三共」
第一三共プロファーマ=第
一三共

オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ ● ● ● ● ● ●
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

111 1119402A1030 プロポフォール
２００ｍｇ２０ｍＬ
１管

１％プロポフォール注「マルイシ」 丸石 １％ディプリバン注 ●

111 1119402A1103 プロポフォール
２００ｍｇ２０ｍＬ
１管

プロポフォール静注１％２０ｍＬ「ＦＫ」 フレゼニウスK=JMS １％ディプリバン注 ●

111 1119402A1120 プロポフォール
２００ｍｇ２０ｍＬ
１管

プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」 丸石 １％ディプリバン注 ● ● ● ● ●

111 1119402A2010 プロポフォール
５００ｍｇ５０ｍＬ
１瓶

プロポフォール静注１％５０ｍＬ「マルイシ」 丸石 １％ディプリバン注 ● ● ● ● ● ●

111 1119402A3017 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶
プロポフォール静注１％１００ｍＬ「マルイ
シ」

丸石 １％ディプリバン注 ● ● ●

111 1119402A3017 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶
プロポフォール１％静注１００ｍＬ「ファイ
ザー」

マイラン＝ファイザー １％ディプリバン注 ●

112 1124401A1010 ミダゾラム １０ｍｇ２ｍＬ１管 ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 サンド=富士製薬 ドルミカム注射液１０ｍｇ ● ● ● ● ● ●

112 1124401A1010 ミダゾラム １０ｍｇ２ｍＬ１管 ミダゾラム注射液１０ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ＝武田 ドルミカム注射液１０ｍｇ ●

112 1124402A2010 ジアゼパム １０ｍｇ１管 ジアゼパム注射液１０ｍｇ「タイヨー」 武田テバファーマ＝武田
セルシン注射液１０ｍｇ，ホリゾン注
射液１０ｍｇ

● ●

112 1129400G1049 デクスメデトミジン塩酸塩
２００μｇ５０ｍＬ
１筒

デクスメデトミジン静注液２００μｇ／５０ｍ
Ｌシリンジ「ニプロ」

ニプロ

プレセデックス静注液２００μｇ／５
０ｍＬシリンジ「ファイザー」、プレ
セデックス静注液２００μｇ／５０ｍ
Ｌシリンジ「マルイシ」

● ● ● ● ● ● ●

114 1149403A1018 ブプレノルフィン塩酸塩 ０．２ｍｇ１管 ブプレノルフィン注０．２ｍｇ「日新」 日新製薬 レペタン注０．２ｍｇ ●

114 1149403A2014 ブプレノルフィン塩酸塩 ０．３ｍｇ１管 ブプレノルフィン注０．３ｍｇ「日新」 日新製薬 レペタン注０．３ｍｇ ●

116 1162400A1067 乳酸ビペリデン ０．５％１ｍＬ１管 乳酸ビペリデン注５ｍｇ「ヨシトミ」 田辺三菱=吉富薬品 アキネトン注射液５ｍｇ ●

117 1179404A1097 ハロペリドール ０．５％１ｍＬ１管 ハロペリドール注５ｍｇ「ヨシトミ」 田辺三菱=吉富薬品 セレネース注５ｍｇ ● ● ● ●

119 1190401G1093 エダラボン
３０ｍｇ１００ｍＬ
１キット

エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ ●

119 1190401G1115 エダラボン
３０ｍｇ１００ｍＬ
１キット

エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ「日医
工」

日医工 ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ ●

119 1190401G1018 エダラボン
３０ｍｇ１００ｍＬ
１キット

エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「ＮＰ」 ニプロ ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ ● ● ● ● ● ●

121 1214400A8060 リドカイン塩酸塩 １％１０ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩注１％「日新」 日新製薬 ― ●

121 1214400A9066 リドカイン塩酸塩 ２％５ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩注２％「日新」 日新製薬 ― ●

121 1214400G2021 リドカイン塩酸塩 １％１０ｍＬ１筒 キシロカイン注シリンジ１％ ニプロ=アスペン ― ● ● ● ● ● ●

１１７　精神神経用剤

１１９　その他の中枢神経系用薬

１２１　局所麻酔剤

【　注　射　薬　】
１１１　全身麻酔剤

１１２　催眠鎮静剤，抗不安剤

１１４　解熱鎮痛消炎剤

１１６　抗パーキンソン剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

121 1214400H1063 リドカイン塩酸塩 ２％１０ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩注２％「日新」 日新製薬 ― ●

121 1214404A2035 リドカイン １％２００ｍＬ１袋 リドカイン点滴静注液１％「タカタ」 高田 ― ● ● ● ● ● ● ●

121 1214406G1022 メピバカイン塩酸塩
０．５％１０ｍＬ１
筒

塩酸メピバカイン注シリンジ０．５％「ＮＰ」 ニプロ＝丸石 ― ● ●

121 1214406G2029 メピバカイン塩酸塩 １％１０ｍＬ１筒 塩酸メピバカイン注シリンジ１％「ＮＰ」 ニプロ＝丸石 ― ● ●

121 1214406G3025 メピバカイン塩酸塩キット ２％１０ｍＬ１筒 塩酸メピバカイン注シリンジ２％「ＮＰ」 ニプロ=丸石 ― ●

122 1229403F2049 ベクロニウム臭化物 １０ｍｇ１瓶 ベクロニウム静注用１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬＝丸石 ― ●

122 1229405A1044 ロクロニウム臭化物
２５ｍｇ２．５ｍＬ
１瓶

ロクロニウム臭化物静注液２５ｍｇ／２．５ｍ
Ｌ「マルイシ」

丸石
エスラックス静注２５ｍｇ／２．５ｍ
Ｌ

●

122 1229405A2040 ロクロニウム臭化物 ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶
ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍ
Ｌ「マルイシ」

丸石
エスラックス静注５０ｍｇ／５．０ｍ
Ｌ

● ● ●

122 1229405A2059 ロクロニウム臭化物 ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶
ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍ
Ｌ「ＦＫ」

フレゼニウスK=JMS
エスラックス静注５０ｍｇ／５．０ｍ
Ｌ

●

124 1242401A1366 ブチルスコポラミン臭化物 ２％１ｍＬ１管 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ ― ● ●

124 1242401G1032 ブチルスコポラミン臭化物 ２０ｍｇ１ｍＬ１筒
ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇシリンジ
「ＮＰ」

ニプロ ― ● ●

124 1242406G1035 アトロピン硫酸塩水和物
０．０５％１ｍＬ１
筒

アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 テルモ ― ● ● ● ● ● ● ●

211 2119402A1019 ドパミン塩酸塩
１００ｍｇ５ｍＬ１
管

ドパミン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「タイ
ヨー」

武田テバファーマ＝武田 イノバン注１００ｍｇ

211 2119402A1477 ドパミン塩酸塩注射液
１００ｍｇ５ｍＬ１
管

ドパミン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ＮＩＧ」日医工岐阜=日医工=武田 イノバン注１００ｍｇ ●

211 2119402P1011 ドパミン塩酸塩
０．１％２００ｍＬ
１袋

塩酸ドパミン注キット２００ 共和クリティケア ―

211 2119402P1011 ドパミン塩酸塩
０．１％２００ｍＬ
１袋

ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇキット
「ＫＣＣ」

共和クリティケア ― ●

211 2119402P1097 ドパミン塩酸塩
０．１％２００ｍＬ
１袋

ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇキット
「ファイザー」

マイラン=ファイザー ―

211 2119402P1143 ドパミン塩酸塩
０．１％２００ｍＬ
１袋

ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇキット「ＶＴＲＳ」マイランEPD=ヴィアトリス― ●

211 2119402P2018 ドパミン塩酸塩
０．３％２００ｍＬ
１袋

塩酸ドパミン注キット６００ 共和クリティケア ―

211 2119402P2018 ドパミン塩酸塩
０．３％２００ｍＬ
１袋

ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇキット
「ＫＣＣ」

共和クリティケア ― ● ● ●

211 2119402P2107 ドパミン塩酸塩
０．３％２００ｍＬ
１袋

ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇキット
「ファイザー」

マイラン=ファイザー ―

211 2119402P2158 ドパミン塩酸塩
０．３％２００ｍＬ
１袋

ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇキット「ＶＴＲＳ」マイランEPD=ヴィアトリス― ●

211 2119402P2115 ドパミン塩酸塩
０．３％２００ｍＬ
１袋

ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇバッグ
「武田テバ」

武田テバ薬品=武田テバ
ファーマ=武田

― ● ●

211 2119404A1018 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブタミン点滴静注１００ｍｇ「アイロム」
共和クリティケア＝日本
ジェネリック

ドブトレックス注射液１００ｍｇ ●

１２２　骨格筋弛緩剤

１２４　鎮けい剤

２１１　強心剤
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211 2119404A1018 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管
ドブタミン点滴静注液１００ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン＝ファイザー ドブトレックス注射液１００ｍｇ ●

211 2119404G3013 ドブタミン塩酸塩
０．１％２００ｍＬ
１袋

ドブタミン点滴静注液２００ｍｇキット「ファ
イザー」

マイラン＝ファイザー
ドブトレックスキット点滴静注用２０
０ｍｇ

●

211 2119404G4010 ドブタミン塩酸塩
０．３％２００ｍＬ
１袋

ドブタミン点滴静注液６００ｍｇキット「ファ
イザー」

マイラン＝ファイザー
ドブトレックスキット点滴静注用６０
０ｍｇ

● ● ●

211 2119404G6012 ドブタミン塩酸塩
０．３％５０ｍＬ１
筒

ドブポン注０．３％シリンジ テルモ＝協和キリン ― ●

211 2119404G6012 ドブタミン塩酸塩
０．３％５０ｍＬ１
筒

ドブタミン持続静注１５０ｍｇシリンジ「ＫＫ
Ｃ」

テルモ＝協和キリン ― ● ● ● ●

211 2119408A1016 ミルリノン
１０ｍｇ１０ｍＬ１
管

ミルリノン静注液１０ｍｇ「タイヨー」 武田 ミルリーラ注射液１０ｍｇ ●

211 2119408A1016 ミルリノン
１０ｍｇ１０ｍＬ１
管

ミルリノン注１０ｍｇ「タカタ」 高田 ミルリーラ注射液１０ｍｇ ● ● ● ● ●

211 2119408G1019 ミルリノン
２２．５ｍｇ１５０
ｍＬ１袋

ミルリノン注２２．５ｍｇバッグ「タカタ」 高田 ミルリーラＫ注射液２２．５ｍｇ ● ●

212 2129402A1015 ベラパミル塩酸塩
０．２５％２ｍＬ１
管

ベラパミル塩酸塩静注５ｍｇ「タイヨー」 武田テバファーマ=武田 ワソラン静注５ｍｇ ● ● ● ●

212 2129402A1015 ベラパミル塩酸塩
０．２５％２ｍＬ１
管

ベラパミル塩酸塩静注５ｍｇ「ＮＩＧ」 日医工岐阜=日医工=武田 ワソラン静注５ｍｇ ●

212 2129408A1039 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ５ｍＬ１管 ピルシカイニド塩酸塩静注５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂＝ニプロ サンリズム注射液５０

212 2129409G1036 リドカイン ２％５ｍＬ１筒 リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 テルモ ― ● ● ● ● ●

212 2129410A1036 アミオダロン塩酸塩
１５０ｍｇ３ｍＬ１
管

アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」
トーアエイヨー=アステラ
ス

アンカロン注１５０ ● ● ● ● ● ● ● ●

213 2133400D3018 カンレノ酸カリウム ２００ｍｇ１瓶
カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ「サワ
イ」

沢井 ソルダクトン静注用２００ｍｇ ● ● ●

213 2133400D4014 カンレノ酸カリウム １００ｍｇ１瓶
カンレノ酸カリウム静注用１００ｍｇ「サワ
イ」

沢井 ソルダクトン静注用１００ｍｇ ●

213 2139401A2161 フロセミド ２０ｍｇ１管 フロセミド注２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ラシックス注２０ｍｇ ●

213 2139401A2196 フロセミド ２０ｍｇ１管 フロセミド注射液２０ｍｇ「日医工」 日医工 ラシックス注２０ｍｇ ● ●

213 2139401A2226 フロセミド ２０ｍｇ１管 フロセミド注２０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ=武田 ラシックス注２０ｍｇ ●

213 2139401A2013 フロセミド ２０ｍｇ１管 フロセミド注２０ｍｇ「ＮＩＧ」 日医工岐阜=日医工=武田 ラシックス注２０ｍｇ ●

214 2149400A1019 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「日医工」 日医工 ペルジピン注射液２ｍｇ ● ●

214 2149400A1019 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「サワイ」 沢井 ペルジピン注射液２ｍｇ ● ● ●

214 2149400A2015 ニカルジピン塩酸塩
１０ｍｇ１０ｍＬ１
管

ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワイ」 沢井 ペルジピン注射液１０ｍｇ ● ● ● ●

214 2149400A2147 ニカルジピン塩酸塩
１０ｍｇ１０ｍＬ１
管

ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「日医工」 日医工 ペルジピン注射液１０ｍｇ ●

214 2149400A4034 ニカルジピン塩酸塩
２５ｍｇ２５ｍＬ１
瓶

ニカルジピン塩酸塩注射液２５ｍｇ「ＦＹ」 富士薬品＝ケミファ ペルジピン注射液２５ｍｇ

２１２　不整脈用剤

２１３　利尿剤

２１４　血圧降下剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

217 2171402A1159 ジピリダモ－ル ０．５％２ｍｌ１管 ジピリダモール静注液１０ｍｇ「日医工」 日医工 ― ●

217 2171403A1013 ニトログリセリン １ｍｇ２ｍＬ１管 ニトログリセリン注１ｍｇ／２ｍＬ「ＨＫ」 光 ミリスロール注１ｍｇ／２ｍＬ ●

217 2171403A2010 ニトログリセリン ５ｍｇ１０ｍＬ１管
ニトログリセリン静注５ｍｇ／１０ｍＬ「Ｔ
Ｅ」

トーアエイヨー＝アステ
ラス

ミリスロール注５ｍｇ／１０ｍＬ ●

217 2171403A2010 ニトログリセリン ５ｍｇ１０ｍＬ１管 バソレーター注５ｍｇ 三和化学 ミリスロール注５ｍｇ／１０ｍＬ ●

217 2171403A4012 ニトログリセリン
５０ｍｇ１００ｍＬ
１瓶

バソレーター注５０ｍｇ 三和化学 ミリスロール注５０ｍｇ／１００ｍＬ ●

217 2171403A7011 ニトログリセリン
５０ｍｇ１００ｍＬ
１袋

ニトログリセリン点滴静注５０ｍｇ／１００ｍ
Ｌ「ＴＥ」

トーアエイヨー＝アステ
ラス

ミリスロール注５０ｍｇ／１００ｍＬ ● ● ● ● ●

217 2171403G1024 ニトログリセリン
２５ｍｇ５０ｍＬ１
筒

ニトログリセリン注２５ｍｇ／５０ｍＬシリン
ジ「テルモ」

テルモ ― ●

217 2171403A7038 ニトログリセリン注射液
５０ｍｇ１００ｍＬ
１袋

ミオコール点滴静注５０ｍｇ トーアエイヨー ミリスロール注５０ｍｇ／１００ｍＬ ●

217 2171404A1018 硝酸イソソルビド ０．０５％１０ｍＬ
硝酸イソソルビド注５ｍｇ／１０ｍＬ「タカ
タ」

高田 ニトロール注５ｍｇ ● ●

217 2171405D1019 ジルチアゼム塩酸塩 １０ｍｇ１管 ジルチアゼム塩酸塩静注用１０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ＝日医工 ヘルベッサー注射用１０ ● ● ● ●

217 2171405D2015 ジルチアゼム塩酸塩 ５０ｍｇ１管 ジルチアゼム塩酸塩静注用５０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ＝日医工 ヘルベッサー注射用５０ ● ● ● ●

217 2171405D3011 ジルチアゼム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶
ジルチアゼム塩酸塩静注用２５０ｍｇ「日医
工」

日医工ファーマ＝日医工 ヘルベッサー注射用２５０ ●

217 2171405D4018 ジルチアゼム塩酸塩 １０ｍｇ１瓶 ジルチアゼム塩酸塩注射用１０ｍｇ「サワイ」 沢井 ヘルベッサー注射用１０ ●

217 2171405D5014 ジルチアゼム塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」 沢井 ヘルベッサー注射用５０ ● ● ●

217 2171406D1013 ニコランジル ２ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用２ｍｇ「サワイ」 沢井 シグマート注２ｍｇ ● ● ●

217 2171406D1013 ニコランジル ２ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用２ｍｇ「Ｆ」 富士製薬 シグマート注２ｍｇ

217 2171406D1013 ニコランジル ２ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用２ｍｇ「日医工」 日医工 シグマート注２ｍｇ ●

217 2171406D2010 ニコランジル １２ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「日医工」 日医工 シグマート注１２ｍｇ ●

217 2171406D2010 ニコランジル １２ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「サワイ」 沢井 シグマート注１２ｍｇ ● ● ● ● ●

217 2171406D2010 ニコランジル １２ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「Ｆ」 富士製薬 シグマート注１２ｍｇ

217 2171406D3016 ニコランジル ４８ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「サワイ」 沢井 シグマート注４８ｍｇ ● ● ●

217 2171406D3016 ニコランジル ４８ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「Ｆ」 富士製薬 シグマート注４８ｍｇ

217 2171406D3016 ニコランジル ４８ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「日医工」 日医工 シグマート注４８ｍｇ ● ●

２１７　血管拡張剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

219 2190402D1010
アルプロスタジル　アルファ
デクス

２０μｇ１管
アルプロスタジルアルファデクス注射用２０μ
ｇ「Ｆ」

富士製薬 プロスタンディン注射用２０μｇ ●

219 2190402D2017
アルプロスタジル　アルファ
デクス

５００μｇ１瓶
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用５
００μｇ「タカタ」

高田
プロスタンディン点滴静注用５００μ
ｇ

●

219 2190402D2017
アルプロスタジル　アルファ
デクス

５００μｇ１瓶
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用５
００μｇ「Ｆ」

富士製薬
プロスタンディン点滴静注用５００μ
ｇ

●

219 2190402D3013
アルプロスタジル　アルファ
デクス

２０μｇ１瓶
アルプロスタジルアルファデクス注射用２０μ
ｇ「タカタ」

高田 プロスタンディン注射用２０μｇ ● ● ●

219 2190402D3013
アルプロスタジル　アルファ
デクス

２０μｇ１瓶
アルプロスタジルアルファデクス注射用２０μ
ｇ「ＡＦＰ」

共創未来ファーマ＝アル
フレッサファーマ

プロスタンディン注射用２０μｇ ●

219 2190406A1128 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１管 アルプロスタジル注５μｇ「Ｆ」 富士製薬=ケミファ パルクス注５μｇ，リプル注５μｇ ●

219 2190406A2019 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 アルプロスタジル注１０μｇ「サワイ」 沢井
パルクス注１０μｇ、リプル注１０μ
ｇ

●

219 2190406A2019 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 アルプロスタジル注１０μｇ「武田テバ」
武田=武田テバファーマ=
アルフレッサファーマ

パルクス注１０μｇ、リプル注１０μ
ｇ

●

219 2190406A2019 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 アルプロスタジル注１０μｇ「Ｆ」 富士製薬=ケミファ
パルクス注１０μｇ、リプル注１０μ
ｇ

●

219 2190406G1015 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 アルプロスタジル注５μｇシリンジ「Ｆ」 富士製薬=ケミファ パルクス注５μｇ，リプル注５μｇ ●

219 2190406G1015 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 アルプロスタジル注５μｇシリンジ「サワイ」 沢井 パルクス注５μｇ，リプル注５μｇ ● ●

219 2190406G2011 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒
アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「サワ
イ」

沢井
パルクス注ディスポ１０μｇ，リプル
キット注１０μｇ

● ● ●

219 2190406G2119 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「科研」 科研
パルクス注ディスポ１０μｇ，リプル
キット注１０μｇ

●

219 2190408A1011 アルガトロバン水和物
１０ｍｇ２０ｍＬ１
管

アルガトロバン注射液１０ｍｇ「日医工」 日医工
スロンノンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ、
ノバスタンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ

●

219 2190408A1011 アルガトロバン水和物
１０ｍｇ２０ｍＬ１
管

アルガトロバン注射液１０ｍｇ「サワイ」 沢井
スロンノンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ、
ノバスタンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ

●

219 2190413F2075
エポプロステノールナトリウ
ム

０．５ｍｇ１瓶
エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ヤンセ
ン」

ヤンセンファーマ 静注用フローラン０．５ｍｇ ●

219 2190413F3071 エポプロステノールナトリウム １．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「ヤンセン」 ヤンセン ― ●

219 2190414A1041 ファスジル塩酸塩水和物
３０．８ｍｇ２ｍＬ
１管

ファスジル塩酸塩点滴静注液３０ｍｇ「ＫＣ
Ｃ」

共和クリティケア エリル点滴静注液３０ｍｇ ● ●

219 2190501A4017 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 濃グリセリン・果糖２００ｍＬ注射液 テルモ グリセオール注

219 2190501A1018 濃グリセリン･果糖 ２００ｍＬ１瓶 グリマッケン注（２００ｍＬ） ファイザー グリセオール注 ●

219 2190501A3010 濃グリセリン･果糖 ５００ｍＬ１瓶 グリセリン・果糖配合点滴静注「ＨＫ」 光 グリセオール注 ●

219 2190501A4114 濃グリセリン・果糖注射液 ２００ｍＬ１袋 グリセレブ配合点滴静注 テルモ グリセオール注 ●

221 2219403A1019 フルマゼニル
０．５ｍｇ５ｍＬ１
管

フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ アネキセート注射液０．５ｍｇ ●

221 2219403A1035 フルマゼニル
０．５ｍｇ５ｍＬ１
管

フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬 アネキセート注射液０．５ｍｇ ●

221 2219403A1043 フルマゼニル
０．５ｍｇ５ｍＬ１
管

フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「サワイ」 沢井 アネキセート注射液０．５ｍｇ

221 2219403A1060 フルマゼニル
０．５ｍｇ５ｍＬ１
管

フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ アネキセート注射液０．５ｍｇ

221 2219403A1094 フルマゼニル
０．５ｍｇ５ｍＬ１
管

フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ アネキセート注射液０．５ｍｇ ●

２１９　その他の循環器官用薬

２２１　呼吸促進剤
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221 2219403A2015 フルマゼニル
０．２ｍｇ２ｍＬ１
管

フルマゼニル静注液０．２ｍｇ「ケミファ」 ケミファ ― ● ●

221 2219403G1020 フルマゼニルキット
０．５ｍｇ５ｍＬ１
筒

フルマゼニル静注０．５ｍｇシリンジ「テルモ」テルモ アネキセート注射液０．５ｍｇ ● ●

223 2234400A1054 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．２％２ｍＬ１管
ブロムヘキシン塩酸塩注射液４ｍｇ「タイ
ヨー」

武田テバファーマ＝武田 ビソルボン注４ｍｇ ● ● ●

232 2325401A3015 ファモチジン
２０ｍｇ２０ｍＬ１
管

ファモチジン静注２０ｍｇ「日新」 日新製薬 ガスター注射液２０ｍｇ ● ●

232 2325401D1019 ファモチジン ２０ｍｇ１管 ファモチジン注射用２０ｍｇ「テバ」 武田 ガスター注射液２０ｍｇ

232 2325401D1019 ファモチジン ２０ｍｇ１管 ファモチジン注射用２０ｍｇ「タカタ」 高田 ガスター注射液２０ｍｇ

232 2325401D1019 ファモチジン ２０ｍｇ１管 ファモチジン注射用２０ｍｇ「オーハラ」 大原薬品 ガスター注射液２０ｍｇ ●

232 2325402A1017 ラニチジン塩酸塩 ２．５％２ｍＬ１管 ラニチジン注射液５０ｍｇ「タイヨー」 武田テバファーマ=武田 ザンタック注射液５０ｍｇ

232 2329403D1041 オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オメプラゾール注用２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ オメプラール注用２０ ● ● ●

232 2329403D1068 オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 日医工 オメプラール注用２０ ● ● ● ●

232 2325401A2019 ファモチジン20mg2mL注射液２０ｍｇ２ｍＬ１管 ファモチジン注射液２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ガスター注射液２０ｍｇ ● ●

239 2391400A3121 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「マイラン」 マイラン カイトリル注１ｍｇ ●

239 2391400A3164 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「明治」 MeijiSeika カイトリル注１ｍｇ ●

239 2391400G1016 グラニセトロン塩酸塩
３ｍｇ１００ｍＬ１
袋

グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１００
ｍＬ「ＡＦＰ」

アルフレッサファーマ=大
興製薬

カイトリル点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ

239 2391400G1121 グラニセトロン塩酸塩
３ｍｇ１００ｍＬ１
袋

グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッグ「明
治」

MeijiSeika
カイトリル点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ

● ●

239 2391400G1156 グラニセトロン塩酸塩
３ｍｇ１００ｍＬ１
袋

グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１００
ｍＬ「ＨＫ」

光製薬
カイトリル点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ

●

239 2391400G2020 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１筒 グラニセトロン静注液３ｍｇシリンジ「ＮＫ」 沢井＝日本化薬 カイトリル注３ｍｇ ●

239 2391400G5011 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋
グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ「ＫＣ
Ｃ」

共和クリティケア カイトリル注１ｍｇ ●

239 2391400G5011 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ
グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ／５０ｍ
Ｌ「ＨＫ」

光製薬 カイトリル注１ｍｇ ● ●

239 2391404G1030 パロノセトロン塩酸塩
０．７５ｍｇ５０ｍ
Ｌ１袋

パロノセトロン点滴静注バッグ０．７５ｍｇ／
５０ｍＬ「タイホウ」

岡山大鵬薬品 アロキシ点滴静注バッグ０．７５ｍｇ ● ● ● ● ● ● ●

239 2399401A1130 塩酸メトクロプラミド ０．５％２ｍＬ１管 メトクロプラミド注１０ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ プリンペラン注射液１０ｍｇ ● ●

239 2399401A1148 塩酸メトクロプラミド ０．５％２ｍＬ１管
塩酸メトクロプラミド注射液１０ｍｇ「タカ
タ」

高田 プリンペラン注射液１０ｍｇ ●

239 2399403F1039
インフリキシマブ（遺伝子組
換え）

１００ｍｇ１瓶
インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ
「ＮＫ」

日本化薬 レミケード点滴静注用１００ ● ●

239 2399404F1033
インフリキシマブ（遺伝子組
換え）

１００ｍｇ１瓶
インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ
「日医工」

日医工 レミケード点滴静注用１００ ●

239 2399406F1024
インフリキシマブ（遺伝子組
換え）［インフリキシマブ後
続３］

１００ｍｇ１瓶
インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー レミケード点滴静注用１００ ●

239 2399403F1047
インフリキシマブ（遺伝子組
換え）

１００ｍｇ１瓶
インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ
「ＣＴＨ」

東和薬品 なし ●

２２３　去たん剤

２３２　消化性潰瘍用剤

２３９　その他の消化器官用薬

57



薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

239 2391405D1039
ホスアプレピタントメグルミ
ン注射用

１５０ｍｇ１瓶
ホスアプレピタント点滴静注用１５０ｍｇ「Ｎ
Ｋ」

日本化薬 プロイメンド点滴静注用１５０ｍｇ ● ●

239 2391401G1045
オンダンセトロン塩酸塩水和
物キット

４ｍｇ２ｍＬ１筒
オンダンセトロン注４ｍｇシリンジ「マルイ
シ」

丸石 ゾフラン注４ ● ●

241 2412402A3033
ソマトロピン（遺伝子組換
え）

５ｍｇ１筒
ソマトロピンＢＳ皮下注５ｍｇ「サンド」シュ
アパル

サンド ― ●

241 2412402A4030
ソマトロピン（遺伝子組換
え）

１０ｍｇ１筒
ソマトロピンＢＳ皮下注１０ｍｇ「サンド」
シュアパル

サンド ― ● ●

241 2413400D3119 下垂体性性腺刺激ホルモン
７５単位１管（溶解
液付）

ＨＭＧ筋注用７５単位「Ｆ」 富士製薬 ―

241 2413400D3135 下垂体性性腺刺激ホルモン
７５単位１管（溶解
液付）

ＨＭＧ筋注用７５単位「あすか」 あすか製薬=武田 ― ●

241 2413400D4093 下垂体性性腺刺激ホルモン
１５０単位１管（溶
解液付）

ＨＭＧ筋注用１５０単位「Ｆ」 富士製薬 ―

241 2413400D4115 下垂体性性腺刺激ホルモン
１５０単位１管（溶
解液付）

ＨＭＧ筋注用１５０単位「あすか」 あすか製薬=武田 ― ●

241 2413403A1040 下垂体性性腺刺激ホルモン
７５単位１管（溶解
液付）

フォリルモンＰ注７５ 富士製工 ― ●

241 2413403A1067 下垂体性性腺刺激ホルモン
７５単位１管（溶解
液付）

ｕＦＳＨ注用７５単位「あすか」 あすか製薬=武田 ― ●

241 2413403D1047 下垂体性性腺刺激ホルモン
１５０単位１管（溶
解液付）

ｕＦＳＨ注用１５０単位「あすか」 あすか製薬=武田 ― ●

241 2439402G1029
テリパラチド（遺伝子組換
え）

６００μｇ１キット
テリパラチドＢＳ皮下注キット６００μｇ「モ
チダ」

持田 フォルテオ皮下注キット６００μｇ ● ● ● ●

245 2451402G1040 アドレナリン ０．１％１ｍＬ１筒 アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 テルモ ― ● ● ● ● ● ● ● ●

245 2452400D1092
ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステルナトリウム

１００ｍｇ１瓶（溶
解液付）

サクシゾン注射用１００ｍｇ
武田テバ薬品＝武田テバ
ファーマ＝武田

―

245 2452400D1106
ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステルナトリウム

１００ｍｇ１瓶（溶
解液付）

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルＮａ注射用
１００ｍｇ「武田テバ」

武田テバ薬品=武田テバ
ファーマ=武田

― ● ●

245 2452400D4032
ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステルナトリウム

３００ｍｇ１瓶（溶
解液付）

サクシゾン注射用３００ｍｇ
武田テバ薬品=武田テバ
ファーマ=武田

―

245 2452400D4040
ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステルナトリウム

３００ｍｇ１瓶（溶
解液付）

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルＮａ注射用
３００ｍｇ「武田テバ」

武田テバ薬品=武田テバ
ファーマ=武田

― ● ●

245 2452402A1010
ヒドロコルチゾンリン酸エス
テルナトリウム

１００ｍｇ２ｍＬ１
管

ヒドロコルチゾンリン酸エステルＮａ静注液１
００ｍｇ「ＡＦＰ」

共創未来ファーマ＝アル
フレッサファーマ

水溶性ハイドロコートン注射液１００
ｍｇ

●

245 2454404A1080
ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

２ｍｇ１管 リノロサール注射液２ｍｇ（０．４％） わかもと ― ● ●

245 2454404A2087
ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

４ｍｇ１管 リノロサール注射液４ｍｇ（０．４％） わかもと ― ● ●

245 2454405H1032
デキサメタゾンリン酸エステ
ルナトリウム

１．６５ｍｇ０．５
ｍＬ１管

デキサート注射液１．６５ｍｇ 富士製薬 ― ● ● ● ●

245 2454405H3035
デキサメタゾンリン酸エステ
ルナトリウム

３．３ｍｇ１ｍＬ１
管

デキサート注射液３．３ｍｇ 富士製薬 ― ●

245 2454405H5038
デキサメタゾンリン酸エステ
ルナトリウム

６．６ｍｇ２ｍＬ１
瓶

デキサート注射液６．６ｍｇ 富士製薬 ― ● ● ● ● ●

２４１　脳下垂体ホルモン剤

２４５　副腎ホルモン剤
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247 2477400A2067
ヒドロキシプロゲステロンカ
プロン酸エステル

１２５ｍｇ１管 プロゲストンデポー筋注１２５ｍｇ 富士製工 ― ● ● ●

248 2481402A1020
テストステロンエナント酸エ
ステル・エストラジオール吉
草酸エステル

１ｍＬ１管 ダイホルモン・デポー注 持田製薬 プリモジアン・デポー筋注 ●

249 2492420G1024
インスリン　グラルギン（遺
伝子組換え）

３００単位１キット
インスリングラルギンＢＳ注ミリオペン「リ
リー」

リリー ランタス注ソロスター ● ● ● ● ● ●

249 2492422G1023
インスリンリスプロ（遺伝子
組換え）［インスリンリスプ
ロ後続１］

３００単位１キット
インスリンリスプロＢＳ注ソロスターＨＵ「サ
ノフィ」

サノフィ
ヒューマログ注ミリオペン、ヒューマ
ログ注ミリオペンＨＤ

● ● ● ●

249 2492423G1028
インスリンアスパルト（遺伝
子組換え）［インスリンアス
パルト後続１］

３００単位１キット
インスリンアスパルトＢＳ注ソロスターＮＲ
「サノフィ」

サノフィ
ノボラピッド注　フレックスペン、ノ
ボラピッド注　イノレット、ノボラ
ピッド注　フレックスタッチ

●

249 2499401A2018 ジノプロスト １ｍｇ１ｍＬ１管 ジノプロスト注射液１０００μｇ「Ｆ」 富士製薬 プロスタルモン・Ｆ注射液１０００ ● ● ● ● ●

249 2499403A1053 オクトレオチド酢酸塩 ５０μｇ１ｍＬ１管 オクトレオチド皮下注５０μｇ「あすか」 あすか製薬=武田 サンドスタチン皮下注用５０μｇ ●

249 2499403A1061 オクトレオチド酢酸塩 ５０μｇ１ｍＬ１管
オクトレオチド酢酸塩皮下注５０μｇ「サン
ド」

サンド サンドスタチン皮下注用５０μｇ ●

249 2499403A2050 オクトレオチド酢酸塩
１００μｇ１ｍＬ１
管

オクトレオチド皮下注１００μｇ「あすか」 あすか製薬＝武田 サンドスタチン皮下注用１００μｇ ●

249 2499403A2068 オクトレオチド酢酸塩
１００μｇ１ｍＬ１
管

オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「サン
ド」

サンド サンドスタチン皮下注用１００μｇ ● ● ●

249 2499407G1038 リュープロレリン酢酸塩 １．８８ｍｇ１筒
リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．８８
ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ
リュープリン注射用キット１．８８ｍ
ｇ

● ● ●

249 2499407G1046 リュープロレリン酢酸塩 １．８８ｍｇ１筒
リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．８８
ｍｇ「あすか」

あすか製薬＝武田
リュープリン注射用キット１．８８ｍ
ｇ

● ● ●

249 2499407G2034 リュープロレリン酢酸塩 ３．７５ｍｇ１筒
リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５
ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ
リュープリン注射用キット３．７５ｍ
ｇ

● ● ● ●

249 2499407G2042 リュープロレリン酢酸塩 ３．７５ｍｇ１筒
リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５
ｍｇ「あすか」

あすか製薬＝武田
リュープリン注射用キット３．７５ｍ
ｇ

● ● ●

253 2531401A1142
メチルエルゴメトリンマレイ
ン酸塩

０．０２％１ｍＬ１
管

メチルエルゴメトリン注０．２ｍｇ「あすか」 あすか製薬＝武田 ― ● ● ● ● ●

253 2531401A1118
メチルエルゴメトリンマレイ
ン酸塩

０．０２％１ｍＬ１
管

パルタンＭ注０．２ｍｇ 持田 ― ●

253 2531401A1126
メチルエルゴメトリンマレイ
ン酸塩

０．０２％１ｍＬ１
管

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注０．２ｍ
ｇ「Ｆ」

富士製薬工業 ― ●

259 2590402A1016 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬 ウテメリン注５０ｍｇ ● ●

259 2590402A1016 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管
リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「日医
工」

日医工ファーマ=日医工 ウテメリン注５０ｍｇ ●

259 2590402A1016 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管
リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「オーハ
ラ」

共創未来ファーマ＝大原 ウテメリン注５０ｍｇ ●

311 3112401A1042 マキサカルシトール
２．５μｇ１ｍＬ１
管

マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「日
医工」

日医工 オキサロール注２．５μｇ ●

311 3112401A1050 マキサカルシトール
２．５μｇ１ｍＬ１
管

マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「ニ
プロ」

ナガセ=ニプロ オキサロール注２．５μｇ ●

２４８　混合ホルモン剤

２４９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

２５３　子宮収縮剤

２５９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

３１１　ビタミンＡ及びＤ剤

２４７　卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
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311 3112401A2049 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管
マキサカルシトール静注透析用５μｇ「日医
工」

日医工 オキサロール注５μｇ ● ●

311 3112401A2057 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管
マキサカルシトール静注透析用５μｇ「ニプ
ロ」

ナガセ=ニプロ オキサロール注５μｇ ●

311 3112401A2073 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管
マキサカルシトール静注透析用５μｇ「トー
ワ」

東和薬品 オキサロール注５μｇ ●

311 3112402A1039 カルシトリオール
０．５μｇ１ｍＬ１
管

カルシトリオール静注液０．５μｇ「Ｆ」 富士製薬 ロカルトロール注０．５ ●

311 3112402A2035 カルシトリオール １μｇ１ｍＬ１管 カルシトリオール静注液１μｇ「Ｆ」 富士製薬 ロカルトロール注１ ●

313 3136403A1019 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 メコバラミン注５００μｇ「ＮＰ」 ニプロ メチコバール注射液５００μｇ ●

317 3179517G1035

レチノールパルミチン酸エス
テル＼エルゴカルシフェロー
ル＼トコフェロール酢酸エス
テル＼フィトナジオン＼シア
ノコバラミン＼葉酸＼ビオチ
ン＼チアミン塩化物塩酸塩＼
リボフラビンリン酸エステル
ナトリウム＼ピリドキシン塩
酸塩＼ニコチン酸アミド＼パ
ンテノール＼パントテン酸＼
アスコルビン酸

２筒１キット ビタジェクト注キット テルモ ― ● ● ● ●

317 3179504A1175 チアミンジスルフィド １０ｍＬ１管 リメファー３Ｂ注射液 東和薬品 ー ●

322 3229401G1021 Ｌ－アスパラギン酸カリウム
１７．１２％１０ｍ
Ｌ１キット

アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット
「テルモ」

テルモ ― ● ●

322 3229501A1019
塩化マンガン・硫酸亜鉛水和
物配合剤

２ｍＬ１管 メドレニック注 武田テバファーマ＝武田 エレメンミック注 ● ● ●

322 3229501A1019
塩化マンガン・硫酸亜鉛水和
物配合剤

２ｍＬ１管 シザナリンＮ注 日新製薬 エレメンミック注

322 3229501A1019 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤２ｍＬ１管 シザナリン配合点滴静注液 日新製薬 ― ●

322 3229501G1011
塩化マンガン・硫酸亜鉛水和
物配合剤

２ｍＬ１筒 エレジェクト注シリンジ テルモ エレメンミック注キット ● ●

323 3231400G3028 ブドウ糖注射液
５％５０ｍＬ１キッ
ト

５％糖液キットＨ ニプロ ― ●

323 3231400G4024 ブドウ糖注射液
５％１００ｍＬ１
キット

５％糖液キットＨ ニプロ=光 ― ●

323 3231400G9034 ブドウ糖注射液 ５０％２０ｍＬ１筒 ブドウ糖注５０％シリンジ「テルモ」 テルモ ― ●

325 3253404A3063 肝不全用アミノ酸製剤 ２００ｍＬ１袋 テルフィス点滴静注 テルモ アミノレバン点滴静注

325 3253404A4043 肝不全用アミノ酸製剤 ５００ｍＬ１袋 ヒカリレバン注 光 アミノレバン点滴静注

325 3253404A4060 肝不全用アミノ酸製剤 ５００ｍＬ１袋 テルフィス点滴静注 テルモ アミノレバン点滴静注 ●

３１７　混合ビタミン剤（ﾋﾞﾀﾐﾝA･D混合製剤を除く）

３２２　無機質製剤

３２３　糖類剤

３２５　たん白アミノ酸製剤

３１３　ビタミンＢ剤（ビタミンＢ₁剤を除く。）
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

325 3259518G1059 アミノ酸・糖・電解質 ５００ｍＬ１キット ツインパル輸液
エイワイファーマ＝陽進
堂

アミノフリード輸液 ● ●

329 3299505A4045 ダイズ油 １００ｍＬ１袋 イントラリポス輸液２０％ 大塚工場 ― ●

329 3299505A5041 ダイズ油 ２５０ｍＬ１袋 イントラリポス輸液２０％ 大塚工場 ― ●

331 3311402G2023 生理食塩液 １００ｍＬ１キット 生食溶解液キットＨ ニプロ=光 ― ● ● ● ●

331 3311402G4026 生理食塩液 ５０ｍＬ１キット 生食溶解液キットＨ ニプロ=光 ― ●

331 3311402G6037 生理食塩液 １００ｍＬ１キット テルモ生食ＴＫ（１００ｍＬ） テルモ ― ●

331 3311402G7025 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「ＮＰ」 ニプロ ― ●

331 3311402G7084 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「テルモ」１０ｍＬ テルモ ― ● ●

331 3311402G8021 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「ＮＰ」 ニプロ ― ● ● ●

331 3311402P2015 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 生食注シリンジ「オーツカ」５ｍＬ 大塚工場=大塚製薬 ― ●

331 3311402G8056 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「オーツカ」２０ｍＬ 大塚工場＝大塚製薬 ー ●

331 3311402G9036 生理食塩液 １００ｍＬ１キット 大塚生食注２ポート１００ｍＬ 大塚工場＝大塚製薬 ― ● ●

331 3311402P6029 生理食塩液 ５０ｍＬ１筒 生食注シリンジ５０ｍＬ「ニプロ」 ニプロ ― ● ● ●

331 3319400A2046 ヒドロキシエチルデンプン ６％５００ｍＬ１袋 サリンヘス輸液６％ 大塚製薬 ― ●

331 3319402G3028 塩化カリウム
１モル１０ｍＬ１
キット

ＫＣＬ注１０ｍＥｑキット「テルモ」 テルモ ― ● ●

331 3319402G4024 塩化カリウム注射液
１モル２０ｍＬ１
キット

ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 テルモ ― ● ● ● ● ● ● ●

331 3319403G1038 塩化ナトリウム注射液 １０％２０ｍＬ１筒 塩化ナトリウム注１０％シリンジ「テルモ」 テルモ ― ● ●

331 3319406G2020 リン酸二カリウム注射液
０．５モル２０ｍＬ
１キット

リン酸２カリウム注２０ｍＥｑキット「テル
モ」

テルモ ― ●

331 3319500A3083 開始液（１） ５００ｍＬ１袋 ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 陽進堂 ― ●

331 3319500A5086 開始液（１） ２００ｍＬ１袋 ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 陽進堂 ― ●

331 3319505A2020 デキストラン４０・ブドウ糖 ５００ｍＬ１袋 低分子デキストラン糖注 大塚工場＝大塚製薬 ― ●

331 3319510A4113 維持液（３） ５００ｍＬ１袋 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 陽進堂 ― ●

331 3319510A5136 維持液（３） ２００ｍＬ１袋 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 陽進堂 ― ●

331 3319560A3026 維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１瓶 グルアセト３５注
共和クリティケア=光=ニ
プロ

フィジオ３５輸液

332 3321401A3185
カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％１０ｍＬ１
管

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液５
０ｍｇ「日医工」

日医工 アドナ注（静脈用）５０ｍｇ ● ●

332 3321401A4246
カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％２０ｍＬ１
管

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液１
００ｍｇ「日医工」

日医工 アドナ注（静脈用）１００ｍｇ ● ●

３３２　止血剤

３２９　その他の滋養強壮剤

３３１　血液代用剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

332 3327401A1160 トラネキサム酸 ５％５ｍＬ１管 トラネキサム酸注２５０ｍｇ／５ｍＬ「日新」 日新製薬 トランサミン注５％ ● ● ●

332 3327401A4266 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 トラネキサム酸注１ｇ「ＮＰ」 ニプロ トランサミン注１０％ ●

332 3327401A4274 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管
トラネキサム酸注１０００ｍｇ／１０ｍＬ「日
新」

日新製薬 トランサミン注１０％ ● ● ● ●

332 3327401A4282 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 トラネキサム酸注射液１０００ｍｇ「テバ」 武田 トランサミン注１０％ ●

333 3334400A3049 ヘパリンカルシウム
２０，０００単位１
瓶

ヘパリンＣａ皮下注２万単位／０．８ｍＬ「サ
ワイ」

沢井 ― ● ●

333 3334400G1022 ヘパリンカルシウム
５，０００単位０．
２ｍＬ１筒

ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍ
Ｌシリンジ「モチダ」

持田 ― ● ● ● ● ● ●

333 3334402A1037 ヘパリンナトリウム
５，０００単位２０
ｍＬ１管

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬ「フ
ソー」２０ｍＬ

扶桑 ― ●

333 3334402G1064 ヘパリンナトリウム ５０単位５ｍＬ１筒
ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬシリンジ
「オーツカ」５ｍＬ

大塚工場=大塚製薬 ― ●

333 3334402G2079 ヘパリンナトリウム
１００単位１０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬシリンジ
「オーツカ」１０ｍＬ

大塚工場=大塚製薬 ― ● ● ● ●

333 3334402G3067 ヘパリンナトリウム
５００単位５ｍＬ１
筒

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリン
ジ「オーツカ」５ｍＬ

大塚工場 ― ●

333 3334402G4071 ヘパリンナトリウム
１，０００単位１０
ｍＬ１筒

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリン
ジ「オーツカ」１０ｍＬ

大塚工場=大塚製薬 ― ● ●

333 3334402G8026 ヘパリンナトリウム
３，０００単位２０
ｍＬ１筒

ヘパリンＮａ透析用１５０単位／ｍＬシリンジ
２０ｍＬ「ＡＴ」

武田 ― ● ●

333 3334402P1021 ヘパリンナトリウム
４，０００単位２０
ｍＬ１筒

ヘパリンＮａ透析用２００単位／ｍＬシリンジ
２０ｍＬ「ＡＴ」

武田 ― ● ●

333 3334402P2036 ヘパリンナトリウム
５，０００単位２０
ｍＬ１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ
２０ｍＬ「ＡＴ」

武田テバファーマ＝武田 ― ●

333 3334402P2044 ヘパリンナトリウム
５，０００単位２０
ｍＬ１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ
２０ｍＬ「フソー」

扶桑 ― ● ● ● ●

333 3334403A1015 ダルテパリンナトリウム
５，０００低分子ヘ
パリン国際単位１管

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／５ｍＬ
「日新」

日新製薬=富士薬品 フラグミン静注５０００単位／５ｍＬ ●

333 3334403A2011 ダルテパリンナトリウム
５，０００低分子ヘ
パリン国際単位１瓶

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／５ｍＬ
「日医工」

日医工 フラグミン静注５０００単位／５ｍＬ ● ●

333 3334403A2011 ダルテパリンナトリウム
５，０００低分子ヘ
パリン国際単位１瓶

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／５ｍＬ
「サワイ」

沢井製薬 フラグミン静注５０００単位／５ｍＬ ●

333 3334403A2011 ダルテパリンナトリウム
５，０００低分子ヘ
パリン国際単位１瓶

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／５ｍＬ
「ＡＦＰ」

共創未来ファーマ=アルフ
レッサファーマ

フラグミン静注５０００単位／５ｍＬ ● ●

333 3334403G2022 ダルテパリンナトリウム
２，５００低分子ヘ
パリン国際単位１０

ダルテパリンＮａ静注２５００単位／１０ｍＬ
シリンジ「ニプロ」

ニプロ ― ●

333 3334403G3029 ダルテパリンナトリウム
３，０００低分子ヘ
パリン国際単位１２

ダルテパリンＮａ静注３０００単位／１２ｍＬ
シリンジ「ニプロ」

ニプロ ― ●

339 3399408G1023
フィルグラスチム（遺伝子組
換え）

７５μｇ０．３ｍＬ
１筒

フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ
「Ｆ」

富士製工 グランシリンジ７５ ● ● ●

339 3399409G1028
フィルグラスチム（遺伝子組
換え）

７５μｇ０．３ｍＬ
１筒

フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「Ｎ
Ｋ」

日本化薬 グランシリンジ７５ ● ●

339 3399408G1031
フィルグラスチム（遺伝子組
換え）

７５μｇ０．３ｍＬ
１筒

フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「モ
チダ」

持田販売=持田 グランシリンジ７５ ● ● ●

339 3399408G2020
フィルグラスチム（遺伝子組
換え）

１５０μｇ０．６ｍ
Ｌ１筒

フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ
「Ｆ」

富士製工 グランシリンジ１５０ ●

339 3399408G2038
フィルグラスチム（遺伝子組
換え）

１５０μｇ０．６ｍ
Ｌ１筒

フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ
「モチダ」

持田販売=持田 グランシリンジ１５０ ● ●

339 3399409G2024 フィルグラスチム(遺伝子組換え)
１５０μｇ０．６ｍ
Ｌ１筒

フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ「ＮＫ」日本化薬 グランシリンジ１５０ ●

３３３　血液凝固阻止剤

３３９　その他の血液・体液用薬
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

339 3399408G3026
フィルグラスチム（遺伝子組
換え）

３００μｇ０．７ｍ
Ｌ１筒

フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ
「Ｆ」

富士製工 グランシリンジ３００ ● ●

339 3399408G3034
フィルグラスチム（遺伝子組
換え）

３００μｇ０．７ｍ
Ｌ１筒

フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ
「モチダ」

持田販売=持田 グランシリンジＭ３００ ● ●

339 3399409G3020
フィルグラスチム（遺伝子組
換え）

３００μｇ０．７ｍ
Ｌ１筒

フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ
「ＮＫ」

日本化薬 グランシリンジＭ３００ ● ●

341 3410534G2038 人工透析液
２０２０ｍＬ１キッ
ト

サブパック血液ろ過用補充液－Ｂｉ ニプロ ― ● ● ● ● ●

342 3420432A2042 腹膜透析液
１．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ニコペリック腹膜透析液 テルモ エクストラニール腹膜透析液 ● ● ●

342 3420432A3049 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ニコペリック腹膜透析液 テルモ エクストラニール腹膜透析液 ● ● ●

342 3420432A4045 腹膜透析液
２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ニコペリック腹膜透析液 テルモ エクストラニール腹膜透析液 ● ●

391 3919502A1155
グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

２０ｍＬ１管 ニチファーゲン注 日新製薬 ― ●

391 3919502A1376
グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

２０ｍＬ１管 ネオファーゲン静注２０ｍＬ 大塚工場=大鵬薬品 ― ● ● ●

391 3919502A1449
グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

２０ｍＬ１管 ヒシファーゲン配合静注
ニプロ＝共和クリティケ
ア

― ●

391 3919502A4030
グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

１００ｍＬ１袋 ネオファーゲン静注１００ｍＬ 大塚工場=大鵬薬品 ―

391 3919502G1085
グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

２０ｍＬ１筒 ヒシファーゲン配合静注シリンジ２０ｍＬ ニプロ ―

391 3919502G2057
グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

４０ｍＬ１筒 ヒシファーゲン配合静注シリンジ４０ｍＬ ニプロ ― ●

392 3929407D1063 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ＮＫ」 高田＝日本化薬 アイソボリン点滴静注用２５ｍｇ ● ● ●

392 3929407D1071 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ アイソボリン点滴静注用２５ｍｇ ●

392 3929407D1110 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 アイソボリン点滴静注用２５ｍｇ ●

392 3929407D1136 レボホリナートカルシウム ２５ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ヤクル
ト」

ヤクルト アイソボリン点滴静注用２５ｍｇ ● ● ●

392 3929407D2019 レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ヤクル
ト」

ヤクルト アイソボリン点滴静注用１００ｍｇ ● ● ●

392 3929407D2019 レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ＮＫ」 高田＝日本化薬 アイソボリン点滴静注用１００ｍｇ ● ● ●

392 3929407D2019 レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶
レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 アイソボリン点滴静注用１００ｍｇ ●

392 3929407D2019 レボホリナートカルシウム １００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ アイソボリン点滴静注用１００ｍｇ ●

399 3992400A2090
アデノシン三リン酸二ナトリ
ウム水和物

２０ｍｇ１管 ＡＴＰ注２０ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ＝日医工 アデホス－Ｌコーワ注２０ｍｇ ● ●

399 3999401A1013 エルカトニン
４０エルカトニン単
位１ｍＬ１管

エルカトニン注４０単位「ＴＢＰ」 東菱=扶桑 エルシトニン注４０単位 ● ● ● ●

399 3999401A1013 エルカトニン
４０エルカトニン単
位１ｍＬ１管

エルカトニン注４０単位「ＮＰ」 ニプロ エルシトニン注４０単位

３９２　解毒剤

３９９　他に分類されない代謝性医薬品

３４１　人工腎臓透析用剤

３４２　腹膜透析用剤

３９１　肝臓疾患用剤
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399 3999401A3016 エルカトニン
２０エルカトニン単
位１ｍＬ１管

エルカトニン筋注２０単位「ＴＢＰ」 東菱=扶桑 エルシトニン注２０Ｓ ●

399 3999401A3016 エルカトニン
２０エルカトニン単
位１ｍＬ１管

エルカトニン筋注２０単位「日医工」 日医工 エルシトニン注２０Ｓ ●

399 3999403D1019 ガベキサートメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶
ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「Ａ
ＦＰ」

アルフレッサファーマ=共
創未来ファーマ

注射用エフオーワイ１００ ●

399 3999403D1019 ガベキサートメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶
ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「タ
カタ」

高田 注射用エフオーワイ１００ ● ● ● ●

399 3999403D1019 ガベキサートメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶
ガベキサートメシル酸塩静注用１００ｍｇ「日
医工」

日医工 注射用エフオーワイ１００ ●

399 3999403D1019 ガベキサートメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶
ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「サ
ワイ」

沢井 注射用エフオーワイ１００ ● ●

399 3999403D2015 ガベキサートメシル酸塩 ５００ｍｇ１瓶
ガベキサートメシル酸塩注射用５００ｍｇ「Ａ
ＦＰ」

アルフレッサファーマ=共
創未来ファーマ

注射用エフオーワイ５００ ●

399 3999403D2015 ガベキサートメシル酸塩 ５００ｍｇ１瓶
ガベキサートメシル酸塩注射用５００ｍｇ「タ
カタ」

高田 注射用エフオーワイ５００ ● ● ●

399 3999403D2015 ガベキサートメシル酸塩 ５００ｍｇ１瓶
ガベキサートメシル酸塩静注用５００ｍｇ「日
医工」

日医工 注射用エフオーワイ５００ ●

399 3999403D2015 ガベキサートメシル酸塩 ５００ｍｇ１瓶
ガベキサートメシル酸塩注射用５００ｍｇ「サ
ワイ」

沢井 注射用エフオーワイ５００ ● ●

399 3999407D1017 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶
ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

小林化工＝ＭｅｉｊｉＳ
ｅｉｋａ

注射用フサン１０ ●

399 3999407D1017 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶
ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬 注射用フサン１０ ●

399 3999407D1017 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶
ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ
「ＳＷ」

沢井 注射用フサン１０

399 3999407D1017 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶
ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ
「旭化成」

旭化成 注射用フサン１０ ●

399 3999407D1017 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶
ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ
「ＡＹ」

エイワイファーマ=陽進堂 注射用フサン１０ ● ●

399 3999407D1017 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 ナファモスタット注射用１０ｍｇ「ＳＷ」 沢井 注射用フサン１０ ● ●

399 3999407D2013 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶
ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬 注射用フサン５０ ●

399 3999407D2013 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶
ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ
「ＳＷ」

沢井 注射用フサン５０

399 3999407D2331 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶
ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ
「ＡＹ」

エイワイファーマ=陽進堂 注射用フサン５０ ● ●

399 3999407D2340 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶
ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

小林化工=MeijiSeika 注射用フサン５０ ● ●

399 3999407D2013 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ナファモスタット注射用５０ｍｇ「ＳＷ」 沢井 注射用フサン５０ ● ●

399 3999407D4016 ナファモスタットメシル酸塩 １５０ｍｇ１瓶
ナファモスタットメシル酸塩注射用１５０ｍｇ
「ＡＹ」

エイワイファーマ=陽進堂 － ●

399 3999408G1433 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒
ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ
「トーワ」

東和薬品
アルツディスポ関節注２５ｍｇ・スベ
ニールディスポ関節注２５ｍｇ

●

399 3999408G1395 ヒアルロン酸Na １％２．５ｍＬ１筒
ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ アルツディスポ関節注２５ｍｇ ●

399 3999411A4016 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１管 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「ＩＰ」
共和クリティケア=三和化
学

注射用カタクロット４０ｍｇ・キサン
ボンＳ注射用４０ｍｇ

● ●

399 3999411D2010 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１瓶 オザグレルＮａ注射用４０ｍｇ「ＳＷ」 沢井
注射用カタクロット４０ｍｇ・キサン
ボンＳ注射用４０ｍｇ

●

399 3999411G4035 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１筒
オザグレルＮａ注射液８０ｍｇシリンジ「サワ
イ」

沢井
注射用カタクロット４０ｍｇ・キサン
ボンＳ注射用４０ｍｇ

●

399 3999411G5074 オザグレルナトリウム
８０ｍｇ２００ｍＬ
１袋

オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「テル
モ」

テルモ
注射用カタクロット４０ｍｇ・キサン
ボンＳ注射用４０ｍｇ

●

399 3999411G7026 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１筒
オザグレルＮａ注射液４０ｍｇシリンジ「サワ
イ」

沢井
注射用カタクロット４０ｍｇ・キサン
ボンＳ注射用４０ｍｇ

●
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399 3999411H1031 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「タカタ」 高田
注射用カタクロット４０ｍｇ・キサン
ボンＳ注射用４０ｍｇ

●

399 3999411H8010 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 オザグレルＮａ点滴静注４０ｍｇ「タカタ」 高田
注射用カタクロット４０ｍｇ・キサン
ボンＳ注射用４０ｍｇ

● ●

399 3999419G1040
アレンドロン酸ナトリウム水
和物

９００μｇ１０００
ｍＬ

アレンドロン酸点滴静注バッグ９００μｇ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 ボナロン点滴静注バッグ９００μｇ ● ●

399 3999422D1011
シベレスタットナトリウム水
和物

１００ｍｇ１瓶
シベレスタットＮａ点滴静注用１００ｍｇ「ニ
プロ」

ニプロ 注射用エラスポール１００ ● ● ● ●

399 3999422D1062
シベレスタットナトリウム水
和物

１００ｍｇ１瓶
シベレスタットＮａ点滴静注用１００ｍｇ
「ファイザー」

マイラン＝ファイザー 注射用エラスポール１００ ● ●

399 3999423A1087 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶
ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「サン
ド」

サンド ゾメタ点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ ●

399 3999423A1117 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶
ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／５ｍＬ「ファ
イザー」

ファイザー ゾメタ点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ ●

399 3999423A3020 ゾレドロン酸水和物
４ｍｇ１００ｍＬ１
袋

ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッ
グ「ＮＫ」

高田製薬=日本化薬 ゾメタ点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬ ●

399 3999423A3063 ゾレドロン酸水和物
４ｍｇ１００ｍＬ１
袋

ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッ
グ「ニプロ」

ニプロ ゾメタ点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬ ● ●

399 3999423A3080 ゾレドロン酸水和物
４ｍｇ１００ｍＬ１
袋

ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッ
グ「ヤクルト」

コーアバイオテックベイ=
ヤクルト

ゾメタ点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬ ●

399 3999423A3101 ゾレドロン酸水和物
４ｍｇ１００ｍＬ１
袋

ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッ
グ「テバ」

武田テバファーマ ゾメタ点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬ

399 3999423A3128 ゾレドロン酸水和物
４ｍｇ１００ｍＬ１
袋

ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッ
グ「日医工」

日医工ファーマ=日医工 ゾメタ点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬ ●

399 3999425S5036
ダルベポエチン　アルファ
（遺伝子組換え）

１０μｇ０．５ｍＬ
１筒

ダルベポエチンアルファ注１０μｇシリンジ
「ＫＫＦ」

協和発酵キリン ネスプ注射液１０μｇプラシリンジ ● ● ●

399 3999425S7039
ダルベポエチン　アルファ
（遺伝子組換え）

２０μｇ０．５ｍＬ
１筒

ダルベポエチンアルファ注２０μｇシリンジ
「ＫＫＦ」

協和キリンフロンティア=
協和キリン

ネスプ注射液２０μｇプラシリンジ ● ● ● ● ●

399 3999425S8035
ダルベポエチン　アルファ
（遺伝子組換え）

３０μｇ０．５ｍＬ
１筒

ダルベポエチンアルファ注３０μｇシリンジ
「ＫＫＦ」

協和キリンフロンティア=
協和キリン

ネスプ注射液３０μｇプラシリンジ ● ● ●

399 3999425S9031
ダルベポエチン　アルファ
（遺伝子組換え）

４０μｇ０．５ｍＬ
１筒

ダルベポエチンアルファ注４０μｇシリンジ
「ＫＫＦ」

協和発酵キリン ネスプ注射液４０μｇプラシリンジ ● ●

399 3999425U1031
ダルベポエチン　アルファ
（遺伝子組換え）

６０μｇ０．５ｍＬ
１筒

ダルベポエチンアルファ注６０μｇシリンジ
「ＫＫＦ」

協和発酵キリン ネスプ注射液６０μｇプラシリンジ ● ● ● ●

399 3999425U2038
ダルベポエチン　アルファ
（遺伝子組換え）

１２０μｇ０．５ｍ
Ｌ１筒

ダルベポエチンアルファ注１２０μｇシリンジ
「ＫＫＦ」

協和発酵キリン ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ ● ● ●

399 3999425U3034
ダルベポエチン　アルファ
（遺伝子組換え）

１８０μｇ０．５ｍ
Ｌ１筒

ダルベポエチンアルファ注１８０μｇシリンジ
「ＫＫＦ」

協和発酵キリン ネスプ注射液２４０μｇプラシリンジ ● ● ●

399 3999425U4030
ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

５μｇ０．５ｍＬ１
筒

ダルベポエチンアルファ注５μｇシリンジ「Ｋ
ＫＦ」

協和キリンフロンティア ネスプ注射液５μｇプラシリンジ ●

399 3999427G1029
エポエチン　カッパ（遺伝子
組換え）

７５０国際単位０．
５ｍＬ１筒

エポエチンアルファＢＳ注７５０シリンジ「Ｊ
ＣＲ」

JCR＝キッセイ ― ●

399 3999427G2025
エポエチン　カッパ（遺伝子
組換え）

１，５００国際単位
１ｍＬ１筒

エポエチンアルファＢＳ注１５００シリンジ
「ＪＣＲ」

JCR＝キッセイ ― ● ● ●

399 3999427G3021
エポエチン　カッパ（遺伝子
組換え）

３，０００国際単位
２ｍＬ１筒

エポエチンアルファＢＳ注３０００シリンジ
「ＪＣＲ」

JCR＝キッセイ ― ● ● ●

399 3999448G3023
エタネルセプト（遺伝子組換
え）

５０ｍｇ１ｍｌ１
キット

エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇペン１．０
ｍＬ「ＭＡ」

持田=あゆみ製薬
エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０
ｍＬ

●

399 3999448G4020 エタネルセプト(遺伝子組換え)
２５ｍｇ０．５ｍＬ
１キット

エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ「ＭＡ」持田=あゆみ製薬 ー ●

399 3999451G2029
エタネルセプト（遺伝子組換
え）

２５ｍｇ０．５ｍＬ
１筒

エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇシリンジ
０．５ｍＬ「ＴＹ」

陽進堂=帝人ファーマ
エンブレル皮下注シリンジ２５ｍｇ
０．５ｍＬ

399 3999453G2028
ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

１０μｇ０．５ｍＬ
１筒

ダルベポエチンアルファＢＳ注１０μｇシリン
ジ「ＪＣＲ」

キッセイ ネスプ注射液１０μｇプラシリンジ ●

399 3999453G8026
ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

１２０μｇ０．５ｍ
Ｌ１筒

ダルベポエチンアルファＢＳ注１２０μｇシリ
ンジ「ＪＣＲ」

キッセイ ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ

399 3999455G4020
ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続３］

２０μｇ０．５ｍＬ
１筒

ダルベポエチンアルファＢＳ注射液２０μｇシ
リンジ「ＭＹＬ」

マイランＥＰＤ ― ●
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399 3999455G5026
ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続３］

３０μｇ０．５ｍＬ
１筒

ダルベポエチンアルファＢＳ注射液３０μｇシ
リンジ「ＭＹＬ」

マイランＥＰＤ ― ●

399 3999455G6022
ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続３］

４０μｇ０．５ｍＬ
１筒

ダルベポエチンアルファＢＳ注射液４０μｇシ
リンジ「ＭＹＬ」

マイランＥＰＤ ― ●

399 3999455G7029
ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続３］

６０μｇ０．５ｍＬ
１筒

ダルベポエチンアルファＢＳ注射液６０μｇシ
リンジ「ＭＹＬ」

マイランＥＰＤ ― ●

399 3999453G8025
ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

１２０μｇ０．５ｍ
Ｌ１筒

ダルベポエチンアルファＢＳ注射液１２０μｇ
シリンジ「ＭＹＬ」

マイランEPD なし ●

399 3999455G9021
ダルベポエチンアルファ（遺
伝子組換え）［ダルベポエチ
ンアルファ後続３］

１８０μｇ０．５ｍ
Ｌ１筒

ダルベポエチンアルファＢＳ注射液１８０μｇ
シリンジ「ＭＹＬ」

マイランＥＰＤ ― ●

399 3999457G2026
アダリムマブ（遺伝子組換
え）［アダリムマブ後続１］

４０ｍｇ０．８ｍＬ
１筒

アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇシリンジ０．
８ｍＬ「ＦＫＢ」

協和キリン富士フイルム
バイオロジクス

― ●

422 4223401A3030 フルオロウラシル １，０００ｍｇ１瓶 フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ５－ＦＵ注１０００ｍｇ ● ● ● ● ● ●

422 4223401A4037 フルオロウラシル ２５０ｍｇ１瓶 フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ５－ＦＵ注２５０ｍｇ ● ● ● ● ●

422 4224401A7033 シタラビン １ｇ１瓶 シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」 武田テバファーマ＝武田 キロサイドＮ注１ｇ ● ●

422 4224401A8021 シタラビン ４００ｍｇ１瓶 シタラビン点滴静注液４００ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ＝武田 キロサイドＮ注４００ｍｇ ● ●

422 4224403A1034 ゲムシタビン塩酸塩
２００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／５ｍＬ
「ＮＫ」

日本化薬 ジェムザール注射用２００ｍｇ ●

422 4224403A2030 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ２５ｍＬ１瓶
ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２５ｍＬ「Ｎ
Ｋ」

日本化薬 ジェムザール注射用１ｇ ●

422 4224403D1065 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶
ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ヤクル
ト」

高田=ヤクルト ジェムザール注射用２００ｍｇ ● ● ● ● ●

422 4224403D1073 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 ジェムザール注射用２００ｍｇ ●

422 4224403D1138 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ＝日医工 ジェムザール注射用２００ｍｇ ●

422 4224403D2061 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクルト」 高田=ヤクルト ジェムザール注射用１ｇ ● ● ● ● ●

422 4224403D2134 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「日医工」 日医工ファーマ＝日医工 ジェムザール注射用１ｇ ●

422 4229401A1023
ペメトレキセドナトリウムヘ
ミペンタ水和物

１００ｍｇ４ｍＬ１
瓶

ペメトレキセド点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 アリムタ注射用１００ｍｇ ● ● ● ● ● ● ●

422 4229401A2020
ペメトレキセドナトリウムヘ
ミペンタ水和物

５００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

ペメトレキセド点滴静注液５００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 アリムタ注射用５００ｍｇ ● ● ● ● ● ● ●

422 4229401A3026
ペメトレキセドナトリウムヘ
ミペンタ水和物

８００ｍｇ３２ｍＬ
１瓶

ペメトレキセド点滴静注液８００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 アリムタ注射用５００ｍｇ ● ● ● ● ● ●

423 4235402A2021 ドキソルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶
ドキソルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サン
ド」

サンド アドリアシン注用１０ ●

423 4235402A3028 ドキソルビシン塩酸塩
５０ｍｇ２５ｍＬ１
瓶

ドキソルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ「サン
ド」

サンド アドリアシン注用５０ ●

423 4235402D1048 ドキソルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶 ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 アドリアシン注用１０ ● ● ● ● ● ●

423 4235402D2028 ドキソルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ドキソルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 アドリアシン注用５０ ● ● ● ● ● ●

423 4235404A1016 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶
エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／５ｍＬ
「サワイ」

沢井 ファルモルビシン注射用１０ｍｇ ●

423 4235404A1016 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」日本化薬 ファルモルビシン注射用１０ｍｇ ●

423 4235404A2047 エピルビシン塩酸塩
５０ｍｇ２５ｍＬ１
瓶

エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／２５ｍＬ
「ＮＫ」

日本化薬 ファルモルビシン注射用１０ｍｇ ●

４２２　代謝拮抗剤

４２３　抗腫瘍性抗生物質製剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

423 4235404D1012 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 マイラン=日本化薬 ファルモルビシン注射用１０ｍｇ ● ● ● ● ●

423 4235404D2060 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 マイラン＝日本化薬 ファルモルビシン注射用５０ｍｇ ● ● ● ●

424 4240403A2069 エトポシド
１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 サンド
ラステット注１００ｍｇ／５ｍＬ，ベ
プシド注１００ｍｇ

● ● ● ●

424 4240403A2093 エトポシド
１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル
ラステット注１００ｍｇ／５ｍＬ，ベ
プシド注１００ｍｇ

●

424 4240404A1059 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「Ｎ
Ｋ」

マイラン=日本化薬
トポテシン点滴静注４０ｍｇ，カンプ
ト点滴静注４０ｍｇ

●

424 4240404A1148 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品
トポテシン点滴静注４０ｍｇ，カンプ
ト点滴静注４０ｍｇ

●

424 4240404A1172 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ＳＵ
Ｎ」

サンファーマ
トポテシン点滴静注４０ｍｇ，カンプ
ト点滴静注４０ｍｇ

● ● ●

424 4240404A2055 イリノテカン塩酸塩水和物
１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「Ｎ
Ｋ」

マイラン=日本化薬
トポテシン点滴静注１００ｍｇ，カン
プト点滴静注１００ｍｇ

●

424 4240404A2080 イリノテカン塩酸塩水和物
１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「タ
イホウ」

大鵬薬品
トポテシン点滴静注１００ｍｇ，カン
プト点滴静注１００ｍｇ

●

424 4240404A2144 イリノテカン塩酸塩水和物
１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品
トポテシン点滴静注１００ｍｇ，カン
プト点滴静注１００ｍｇ

● ●

424 4240404A2179 イリノテカン塩酸塩水和物
１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「Ｓ
ＵＮ」

サンファーマ
トポテシン点滴静注１００ｍｇ，カン
プト点滴静注１００ｍｇ

● ● ●

424 4240405A3072 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／１ｍＬ「Ｎ
Ｋ」

日本化薬
ワンタキソテール点滴静注２０ｍｇ／
１ｍＬ

●

424 4240405A3080 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／１ｍＬ「サ
ワイ」

沢井
ワンタキソテール点滴静注２０ｍｇ／
１ｍＬ

424 4240405A3099 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「Ｅ
Ｅ」

エルメッド=日医工
ワンタキソテール点滴静注２０ｍｇ／
１ｍＬ

● ●

424 4240405A3102 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ニプ
ロ」

ニプロ=日本化薬
ワンタキソテール点滴静注２０ｍｇ／
１ｍＬ

● ●

424 4240405A3129 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ヤク
ルト」

ヤクルト
ワンタキソテール点滴静注２０ｍｇ／
１ｍＬ

● ● ●

424 4240405A4087 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／４ｍＬ「サ
ワイ」

沢井
ワンタキソテール点滴静注８０ｍｇ／
４ｍＬ

424 4240405A4095 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「Ｅ
Ｅ」

エルメッド=日医工
ワンタキソテール点滴静注８０ｍｇ／
４ｍＬ

● ●

424 4240405A4109 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ニプ
ロ」

ニプロ=日本化薬
ワンタキソテール点滴静注８０ｍｇ／
４ｍＬ

● ●

424 4240405A4125 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ヤク
ルト」

ヤクルト
ワンタキソテール点滴静注８０ｍｇ／
４ｍＬ

● ● ●

424 4240405A4079 ドセタキセル注射液 ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶
ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／４ｍＬ「Ｎ
Ｋ」

日本化薬
ワンタキソテール点滴静注８０ｍｇ／
４ｍＬ

●

424 4240406A1015 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 日本化薬 タキソール注射液３０ｍｇ ● ● ●

424 4240406A1015 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶
パクリタキセル点滴静注液３０ｍｇ／５ｍＬ
「ホスピーラ」

ファイザー タキソール注射液３０ｍｇ ● ● ●

424 4240406A2046 パクリタキセル
１００ｍｇ１６．７
ｍＬ１瓶

パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ
「ＮＫ」

日本化薬 タキソール注射液１００ｍｇ ● ● ●

424 4240406A2011 パクリタキセル
１００ｍｇ１６．７
ｍＬ１瓶

パクリタキセル点滴静注液１００ｍｇ／１６．
７ｍＬ「ホスピーラ」

ファイザー タキソール注射液１００ｍｇ ● ● ● ●

424 4240407A1036 ビノレルビン酒石酸塩 １０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ロゼウス静注液１０ｍｇ 日本化薬 ナベルビン注１０ ● ● ● ● ● ● ● ●

424 4240407A2032 ビノレルビン酒石酸塩 ４０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ロゼウス静注液４０ｍｇ 日本化薬 ナベルビン注４０ ● ● ● ● ● ● ●

４２４　抗腫瘍性植物成分製剤

４２９　その他の腫瘍用薬
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

429 4291401A1011 シスプラチン
１０ｍｇ２０ｍＬ１
瓶

シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」 日医工 ランダ注１０ｍｇ／２０ｍＬ ● ●

429 4291401A1011 シスプラチン
１０ｍｇ２０ｍＬ１
瓶

シスプラチン点滴静注１０ｍｇ「マルコ」
日医工ファーマ＝ヤクル
ト

ランダ注１０ｍｇ／２０ｍＬ ● ● ● ● ● ●

429 4291401A1011 シスプラチン
１０ｍｇ２０ｍＬ１
瓶

シスプラチン点滴静注液１０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー=協和キリン ランダ注１０ｍｇ／２０ｍＬ

429 4291401A2018 シスプラチン
２５ｍｇ５０ｍＬ１
瓶

シスプラチン注２５ｍｇ「日医工」 日医工 ランダ注２５ｍｇ／５０ｍＬ ● ●

429 4291401A2018 シスプラチン
２５ｍｇ５０ｍＬ１
瓶

シスプラチン点滴静注２５ｍｇ「マルコ」
日医工ファーマ＝ヤクル
ト

ランダ注２５ｍｇ／５０ｍＬ ● ●

429 4291401A2018 シスプラチン
２５ｍｇ５０ｍＬ１
瓶

シスプラチン点滴静注液２５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー=協和キリン ランダ注２５ｍｇ／５０ｍＬ

429 4291401A3014 シスプラチン
５０ｍｇ１００ｍＬ
１瓶

シスプラチン注５０ｍｇ「日医工」 日医工 ランダ注５０ｍｇ／１００ｍＬ ● ●

429 4291401A3014 シスプラチン
５０ｍｇ１００ｍＬ
１瓶

シスプラチン点滴静注５０ｍｇ「マルコ」
日医工ファーマ＝ヤクル
ト

ランダ注５０ｍｇ／１００ｍＬ ● ● ● ● ●

429 4291401A3014 シスプラチン
５０ｍｇ１００ｍＬ
１瓶

シスプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー=協和発酵キリ
ン

ランダ注５０ｍｇ／１００ｍＬ

429 4291403A1010 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」
マイラン＝ファイザー＝
日本化薬

パラプラチン注射液５０ｍｇ ● ● ● ● ● ● ●

429 4291403A1010 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液５０ｍｇ「日医工」 日医工 ー ●

429 4291403A2092 カルボプラチン
１５０ｍｇ１５ｍＬ
１瓶

カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＮＫ」
マイラン＝ファイザー＝
日本化薬

パラプラチン注射液１５０ｍｇ ● ● ● ● ● ● ●

429 4291403A2122 カルボプラチン
１５０ｍｇ１５ｍＬ
１瓶

カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「日医工」 日医工 パラプラチン注射液１５０ｍｇ ●

429 4291403A3013 カルボプラチン
４５０ｍｇ４５ｍＬ
１瓶

カルボプラチン注射液４５０ｍｇ「日医工」 日医工 パラプラチン注射液４５０ｍｇ ●

429 4291403A3099 カルボプラチン
４５０ｍｇ４５ｍＬ
１瓶

カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「ＮＫ」
マイラン＝ファイザー＝
日本化薬

パラプラチン注射液４５０ｍｇ ● ● ● ● ● ●

429 4291410A1010 オキサリプラチン
５０ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「サワ
イ」

沢井 エルプラット点滴静注液５０ｍｇ ●

429 4291410A1096 オキサリプラチン
５０ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 エルプラット点滴静注液５０ｍｇ ● ● ● ● ●

429 4291410A2017 オキサリプラチン
１００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ「Ｎ
Ｋ」

日本化薬 エルプラット点滴静注液１００ｍｇ ● ● ● ● ●

429 4291410A3080 オキサリプラチン
２００ｍｇ４０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ「Ｎ
Ｋ」

日本化薬 エルプラット点滴静注液２００ｍｇ ●

429 4291410A3099 オキサリプラチン
２００ｍｇ４０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ「サワ
イ」

沢井 エルプラット点滴静注液２００ｍｇ ●

429 4291439A1027
リツキシマブ（遺伝子組換
え）

１００ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＫＨ
Ｋ」

サンド=協和キリン リツキサン注１０ｍｇ／ｍＬ ● ● ● ● ●

429 4291439A2023 リツキシマブ（遺伝子組換え
５００ｍｇ５０ｍＬ
１瓶

リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ＫＨ
Ｋ」

サンド=協和キリン リツキサン注１０ｍｇ／ｍＬ ● ● ● ● ●

429 4291442D1033
トラスツズマブ（遺伝子組換
え）

６０ｍｇ１瓶
トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「Ｎ
Ｋ」

日本化薬 ハーセプチン注射用６０ ● ● ●

429 4291447D1028
トラスツズマブ(遺伝子組換
え)注射用(3)

６０ｍｇ１瓶
トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー ハーセプチン注射用６０ ●

429 4291442D1025
トラスツズマブ（遺伝子組換
え）

６０ｍｇ１瓶
トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「ＣＴ
Ｈ」

セルトリオン なし ●

429 4291442D2030
トラスツズマブ（遺伝子組換
え）

１５０ｍｇ１瓶
トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「Ｎ
Ｋ」

日本化薬 ハーセプチン注射用１５０ ● ● ●

429 4291447D2024 トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用(3)１５０ｍｇ１瓶 トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「ファイザー」ファイザー ハーセプチン注射用１５０ ●

429 4291442D2021 トラスツズマブ（遺伝子組換え）１５０ｍｇ１瓶 トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「ＣＴＨ」セルトリオン なし ●

429 4291449A1020
ベバシズマブ（遺伝子組換
え）［ベバシズマブ後続１］

１００ｍｇ４ｍＬ１
瓶

ベバシズマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー
アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４
ｍＬ

● ● ● ●
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429 4291449A2027
ベバシズマブ（遺伝子組換
え）［ベバシズマブ後続１］

４００ｍｇ１６ｍＬ
１瓶

ベバシズマブＢＳ点滴静注４００ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー
アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１
６ｍＬ

● ● ● ●

429 4291451A1028
リツキシマブ（遺伝子組換
え）

１００ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー リツキサン１００ｍｇ ●

429 4291451A2024
リツキシマブ（遺伝子組換
え）

５００ｍｇ５０ｍＬ
１瓶

リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー リツキサン５００ｍｇ ●

429 4291412D1032 ボルテゾミブ注射用 ３ｍｇ１瓶 ボルテゾミブ注射用３ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ ベルケイド注射用３ｍｇ ● ● ● ●

429 4291412D1040 ボルテゾミブ ３ｍｇ１瓶 ボルテゾミブ注射用３ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 ベルケイド注射用３ｍ ●

430 4300431A1013
塩酸Ｎ－イソプロピル－４－
ヨードアンフェタミン １０ＭＢｑ イオフェタミン（１２３Ｉ）注射液「第一」 富士フイルム富山化学 パーフューザミン注 ● ●

611 6113400A1014 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「Ｍ
ＥＥＫ」

小林化工=MeijiSeika
塩酸バンコマイシン点滴静注用０．５
ｇ（塩野義）

●

611 6113400A1014 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 バンコマイシン点滴静注用０．５ｇ「トーワ」 東和薬品
塩酸バンコマイシン点滴静注用０．５
ｇ（塩野義）

● ●

611 6113400A1014 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「明
治」

MeijiSeika
塩酸バンコマイシン点滴静注用０．５
ｇ（塩野義）

● ● ● ●

613 6113400A2010
バンコマイシン塩酸塩1g静注
用

１ｇ１瓶 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用１ｇ「明治」 MeijiSeika 塩酸バンコマイシン散０．５ｇ ●

611 6113400A2010 バンコマイシン塩酸塩 １ｇ１瓶
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用１ｇ「ファイ
ザー」

マイラン＝ファイザー
塩酸バンコマイシン点滴静注用０．５
ｇ（塩野義）

611 6119401D1043 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 注射用タゴシッド２００ｍｇ ●

611 6119401D1051 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶
テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「日医
工」

日医工 注射用タゴシッド２００ｍｇ ●

611 6119401D1108 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶
テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 注射用タゴシッド２００ｍｇ ●

611 6119401D1124 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶
テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「サワ
イ」

沢井 注射用タゴシッド２００ｍｇ ●

611 6119401D1159 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「明治」 MeijiSeika 注射用タゴシッド２００ｍｇ ●

611 6119401D1167 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶
テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン＝ファイザー 注射用タゴシッド２００ｍｇ ● ●

611 6119401D1019 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「ＶＴＲＳ」マイランEPD=ヴィアトリスー ●

613 6131403D1012 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 日医工 ペントシリン注射用１ｇ ●

613 6131403D1225 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「サワイ」 沢井 ペントシリン注射用１ｇ ●

613 6131403D1241 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注用１ｇ「トーワ」 東和薬品 ペントシリン注射用１ｇ ● ●

613 6131403D2019 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ「日医工」 日医工 ペントシリン注射用２ｇ ● ●

613 6131403D2248 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ピペラシリンＮａ注用２ｇ「トーワ」 東和薬品 ペントシリン注射用２ｇ ●

613 6132400F3010 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロ
パンスポリン静注用１ｇ，ハロスポア
静注用１ｇ

● ● ●

613 6132400G3015 セフォチアム塩酸塩
１ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ

セフォチアム塩酸塩点滴静注用１ｇバッグ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ パンスポリン静注用１ｇバッグＳ ● ●

613 6132401D1010 セファゾリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶
セファゾリンＮａ注射用０．２５ｇ「タイ
ヨー」

武田テバファーマ＝武田 セファメジンα注射用０．２５ｇ

４３０　放射性医薬品

６１１　主としてグラム陽性菌に作用するもの

６１３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
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613 6132401D2017 セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 セファゾリンＮａ注射用０．５ｇ「タイヨー」 武田テバファーマ＝武田 セファメジンα注射用０．５ｇ

613 6132401D2084 ピペラシリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶
セファゾリンナトリウム注射用０．５ｇ「日医
工」

日医工 セファメジンα注射用０．５ｇ ●

613 6132401D3013 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 セファゾリンＮａ注射用１ｇ「ＮＰ」 ニプロ セファメジンα注射用１ｇ

613 6132401D3013 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 日医工 セファメジンα注射用１ｇ ●

613 6132401D3013 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 セファゾリンＮａ注射用１ｇ「タイヨー」 武田テバファーマ=武田 セファメジンα注射用１ｇ

613 6132401D4010 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 セファゾリンナトリウム注射用２ｇ「日医工」 日医工 セファメジンα注射用２ｇ

613 6132401D4010 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 セファゾリンＮａ注射用２ｇ「ＮＰ」 ニプロ セファメジンα注射用２ｇ ●

613 6132401G3010 セファゾリンナトリウム
１ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ

セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「オー
ツカ」

大塚工場＝大塚製薬 セファメジンα点滴用キット１ｇ

613 6132401G3010 セファゾリンナトリウム
１ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ

セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ セファメジンα点滴用キット１ｇ ● ●

613 6132408F4012 セフメタゾールナトリウム ２ｇ１瓶 セフメタゾールＮａ静注用２ｇ「ＮＰ」 ニプロ セフメタゾン静注用２ｇ ●

613 6132408G3011 セフメタゾールナトリウム
１ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ

セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ１
ｇ「ＮＰ」

ニプロ セフメタゾン静注用１ｇ ● ●

613 6132418F2056 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 モベンゾシン静注用１ｇ
武田テバファーマ=武田=
ケミファ

モダシン静注用１ｇ ●

613 6132418F2110 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 セフタジジム静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロ モダシン静注用１ｇ ●

613 6132418F2013 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 マイラン モダシン静注用１ｇ ●

613 6132418F2145 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 セフタジジム静注用１ｇ「サワイ」 沢井 モダシン静注用１ｇ ● ●

613 6132418F2153 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 セフタジジム静注用１ｇ「日医工」 日医工 モダシン静注用１ｇ ● ●

613 6132419F1011
セフトリアキソンナトリウム
水和物

０．５ｇ１瓶
セフトリアキソンナトリウム静注用０．５ｇ
「日医工」

日医工 ロセフィン静注用０．５ｇ ●

613 6132419F2018
セフトリアキソンナトリウム
水和物

１ｇ１瓶
セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ ロセフィン静注用１ｇ ●

613 6132419F2018
セフトリアキソンナトリウム
水和物

１ｇ１瓶
セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日医
工」

日医工 ロセフィン静注用１ｇ ● ● ● ● ●

613 6132419F2018
セフトリアキソンナトリウム
水和物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「サワイ」 沢井 ロセフィン静注用１ｇ ●

613 6132419G1017
セフトリアキソンナトリウム
水和物

１ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ

セフトリアキソンナトリウム点滴用１ｇバッグ
「ＮＰ」

ニプロ ロセフィン点滴静注用１ｇバッグ ●

613 6132425D2039 セフェピム塩酸塩水和物 １ｇ１瓶 セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」 サンド=ニプロ 注射用マキシピーム１ｇ ● ● ● ● ●

613 6132425D2047 セフェピム塩酸塩水和物 １ｇ１瓶 セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「ＣＭＸ」 ケミックス 注射用マキシピーム１ｇ ● ●

613 6139400D1068 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「ＮＰ」 ニプロ メロペン点滴用バイアル０．２５ｇ ●

613 6139400D1114 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ メロペン点滴用バイアル０．２５ｇ ●

613 6139400D2064 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ＮＰ」 ニプロ メロペン点滴用バイアル０．５ｇ ●

613 6139400D2102 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「トーワ」 東和薬品 メロペン点滴用バイアル０．５ｇ ●

613 6139400D2110 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」 MeijiSeika メロペン点滴用バイアル０．５ｇ ● ● ● ● ●

613 6139400D2129 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ファイザー」 ファイザー メロペン点滴用バイアル０．５ｇ
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613 6139400G1048 メロペネム水和物
５００ｍｇ１キット
（生理食塩液１００

メロペネム点滴静注用バッグ０．５ｇ「ＮＰ」 ニプロ メロペン点滴用キット０．５ｇ ●

613 6139400G1064 メロペネム水和物
５００ｍｇ１キット
（生理食塩液１００

メロペネム点滴静注用バッグ０．５ｇ「明治」 Meiji Seika ファルマ メロペン点滴用キット０．５ｇ ●

613 6139500F2012
セフォペラゾンナトリウム・
スルバクタムナトリウム

（１ｇ）１瓶 バクフォーゼ静注用１ｇ 東和薬品 スルペラゾン静注用１ｇ ● ● ●

613 6139500F2012
セフォペラゾンナトリウム・
スルバクタムナトリウム

（１ｇ）１瓶 セフロニック静注用１ｇ 武田 スルペラゾン静注用１ｇ ●

613 6139500F2012
セフォペラゾンナトリウム・
スルバクタムナトリウム

（１ｇ）１瓶 セフォン静注用１ｇ 日医工 スルペラゾン静注用１ｇ ●

613 6139500F2012
セフォペラゾンナトリウム・
スルバクタムナトリウム

（１ｇ）１瓶 ワイスタール配合静注用１ｇ ニプロ スルペラゾン静注用１ｇ ● ●

613 6139500G1011
セフォペラゾンナトリウム・
スルバクタムナトリウム

（１ｇ）１キット
（生理食塩液１００

ワイスタール配合点滴静注用１ｇバッグ ニプロ スルペラゾンキット静注用１ｇ ● ● ●

613 6139501D2016
イミペネム水和物・シラスタ
チンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 チエペネム点滴静注用０．５ｇ シオノ=ケミファ チエナム点滴静注用０．５ｇ ●

613 6139504F1065
アンピシリンナトリウム・ス
ルバクタムナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 スルバシリン静注用０．７５ｇ
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ

ユナシン－Ｓ静注用０．７５ｇ ● ●

613 6139504F2010
アンピシリンナトリウム・ス
ルバクタムナトリウム

（１．５ｇ）１瓶
アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリ
ウム１．５ｇ静注用

日医工 ユナシン－Ｓ静注用０．７５ｇ

613 6139504F2088
アンピシリンナトリウム・ス
ルバクタムナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 スルバシリン静注用１．５ｇ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ユナシン－Ｓ静注用１．５ｇ ● ● ● ● ● ●

613 6139504F2010
アンピシリンナトリウム・ス
ルバクタムナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 ピシリバクタ静注用１．５ｇ 日医工 ユナシン－Ｓ静注用１．５ｇ ●

613 6139504F3017
アンピシリンナトリウム・ス
ルバクタムナトリウム

（３ｇ）１瓶 ピシリバクタ静注用３ｇ 日医工 ユナシン－Ｓ静注用３ｇ ●

613 6139504F3033
アンピシリンナトリウム・ス
ルバクタムナトリウム

（３ｇ）１瓶 スルバシリン静注用３ｇ
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ
ファルマ

ユナシン－Ｓ静注用３ｇ ● ● ● ● ●

613 6139505F3100
タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（２．２５ｇ）１瓶 タゾピペ配合静注用２．２５「ニプロ」 ニプロ ゾシン静注用２．２５ ●

613 6139505F3127
タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（２．２５ｇ）１瓶 タゾピペ配合静注用２．２５「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ゾシン静注用２．２５ ● ● ● ●

613 6139505F4107
タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（４．５ｇ）１瓶 タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」 ニプロ ゾシン静注用４．５ ● ●

613 6139505F4123
タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（４．５ｇ）１瓶 タゾピペ配合静注用４．５「明治」 MeijiSeika ゾシン静注用４．５ ● ● ● ● ● ●

613 6139505G1049
タゾバクタムナトリウム・ピ
ペラシリンナトリウム

（４．５ｇ）１キッ
ト（生理食塩液１０

タゾピペ配合点滴静注用バッグ４．５「ニプ
ロ」

ニプロ ゾシン静注用４．５ ●

615 6152401F1014 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ
「日医工」

日医工 ミノマイシン点滴静注用１００ｍｇ ● ●

615 6152401F1014 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ
「サワイ」

沢井 ミノマイシン点滴静注用１００ｍｇ ● ● ● ●

615 6152401F1014 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ
「タイヨー」

武田テバファーマ=武田 ミノマイシン点滴静注用１００ｍｇ ●

617 6179400D1039 ミカファンギンナトリウム ５０ｍｇ１瓶
ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「サワ
イ」

沢井 ファンガード点滴用５０ｍｇ ● ● ●

617 6179400D1047 ミカファンギンナトリウム ５０ｍｇ１瓶
ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ ニプロ ●

617 6179400D2035 ミカファンギンナトリウム ７５ｍｇ１瓶
ミカファンギンＮａ点滴静注用７５ｍｇ「サワ
イ」

沢井 ファンガード点滴用７５ｍｇ ●

617 6179400D2043 ミカファンギンナトリウム ７５ｍｇ１瓶
ミカファンギンＮａ点滴静注用７５ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ ファンガード点滴用７５ｍｇ ● ●

617 6179400D2051 ミカファンギンナトリウム ７５ｍｇ１瓶
ミカファンギンＮａ点滴静注用７５ｍｇ「明
治」

MeijiSeika ファンガード点滴用７５ｍｇ ●

６１５　主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの

６１７　主としてカビに作用するもの

71



薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

624 6241400A3092 シプロフロキサシン
３００ｍｇ１５０ｍ
Ｌ１袋

シプロフロキサシン点滴静注３００ｍｇ／１５
０ｍＬ「明治」

MeijiSeika ―

624 6241400A4099 シプロフロキサシン
２００ｍｇ１００ｍ
Ｌ１袋

シプロフロキサシン点滴静注２００ｍｇ／１０
０ｍＬ「明治」

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ シプロキサン注２００ｍｇ ●

624 6241400A5028 シプロフロキサシン
３００ｍｇ２５０ｍ
Ｌ１袋

シプロフロキサシンＤＵ点滴静注液３００ｍｇ
／２５０ｍＬ「ＮＰ」

ニプロ ―

624 6241400A6040 シプロフロキサシン
４００ｍｇ２００ｍ
Ｌ１袋

シプロフロキサシン点滴静注４００ｍｇ／２０
０ｍＬ「明治」

MeijiSeika シプロキサン注４００ｍｇ ● ● ● ●

624 6241402A1030 レボフロキサシン水和物
５００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

レボフロキサシン点滴静注５００ｍｇ／２０ｍ
Ｌ「ＤＳＥＰ」

第一三共エスファ
クラビット点滴静注５００ｍｇ／２０
ｍＬ

●

624 6241402G1032 レボフロキサシン水和物
５００ｍｇ１００ｍ
Ｌ１キット

レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ／
１００ｍｌ「ＤＳＥＰ」

第一三共エスファ
クラビット点滴静注バッグ５００ｍｇ
／１００ｍＬ

● ● ● ●

624 6241402G1059 レボフロキサシン水和物
５００ｍｇ１００ｍ
Ｌ１キット

レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ
「ＫＣＣ」

共和クリティケア
クラビット点滴静注バッグ５００ｍｇ
／１００ｍＬ

●

624 6241402G1091 レボフロキサシン水和物
５００ｍｇ１００ｍ
Ｌ１キット

レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ
「ニプロ」

ニプロ
クラビット点滴静注バッグ５００ｍｇ
／１００ｍＬ

● ●

624 6249401A1033 リネゾリド
６００ｍｇ３００ｍ
Ｌ１袋

リネゾリド点滴静注液６００ｍｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ ザイボックス注射液６００ｍｇ ● ● ●

6249 6249401A1076 リネゾリド
６００ｍｇ３００ｍ
Ｌ１袋

リネゾリド点滴静注６００ｍｇ「ＨＫ」 光製薬 ザイボックス注射液６００ｍｇ ●

624 6249401A1050 リネゾリド
６００ｍｇ３００ｍ
Ｌ１袋

リネゾリド点滴静注液６００ｍｇ「ＫＣＣ」 共和クリティケア ザイボックス注射液６００ｍｇ ●

625 6250401A1018 アシクロビル ２５０ｍｇ１管 アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ「日医工」 日医工＝ケミファ ゾビラックス点滴静注用２５０ ● ● ● ●

625 6250401A1018 アシクロビル ２５０ｍｇ１管 アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ゾビラックス点滴静注用２５０ ●

625 6250401A1018 アシクロビル ２５０ｍｇ１管 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ゾビラックス点滴静注用２５０ ●

625 6250401F1015 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「サワイ」 沢井 ゾビラックス点滴静注用２５０ ● ●

625 6250401F1015 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「ＰＰ」 サンファーマ ゾビラックス点滴静注用２５０

629 6290401A2010 フルコナゾール
０．２％５０ｍＬ１
袋

フルコナゾール静注液１００ｍｇ「サワイ」 沢井 ジフルカン静注液１００ｍｇ ●

629 6290401A2010 フルコナゾール
０．２％５０ｍＬ１
袋

フルコナゾール静注１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ジフルカン静注液１００ｍｇ ●

629 6290401A3016 フルコナゾール
０．２％１００ｍＬ
１瓶

フルコナゾール静注２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 ジフルカン静注液２００ｍｇ ●

629 6290401A4012 フルコナゾール
０．２％５０ｍＬ１
袋

フルコナゾール静注１００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ ジフルカン静注液１００ｍｇ ●

721 7219412A2017 イオパミドール
６１．２４％５０ｍ
Ｌ１瓶

イオパミドール３００注５００ｍＬ「Ｆ」 富士製薬 イオパミロン注３００

721 7219412A3013 イオパミドール
６１．２４％１００
ｍＬ１瓶

オイパロミン３００注１００ｍＬ 富士製薬 イオパミロン注３００（１００ｍＬ）

721 7219412A3013 イオパミドール
６１．２４％１００
ｍＬ１瓶

イオパミドール３００注１００ｍＬ「Ｆ」 富士製薬 イオパミロン注３００ ● ● ● ● ●

721 7219412A5016 イオパミドール
７５．５２％５０ｍ
Ｌ１瓶

オイパロミン３７０注５０ｍＬ 富士製薬 イオパミロン注３７０ ●

721 7219412A6012 イオパミドール
７５．５２％１００
ｍＬ１瓶

オイパロミン３７０注１００ｍＬ 富士製薬 イオパミロン注３７０（１００ｍＬ） ●

６２５　抗ウイルス剤

６２９　その他の化学療法剤

７２１　Ｘ線造影剤

６２４　合成抗菌剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

721 7219412A5016 イオパミドール
７５．５２％５０ｍ
Ｌ１瓶

イオパミドール３７０注５０ｍＬ「Ｆ」 富士製薬 イオパミロン注３７０ ● ● ● ●

721 7219412A6012 イオパミドール
７５．５２％１００
ｍＬ１瓶

イオパミドール３７０注１００ｍＬ「Ｆ」 富士製薬 イオパミロン注３７０ ● ● ● ●

721 7219412A7019 イオパミドール
３０．６２％５０ｍ
Ｌ１瓶

オイパロミン１５０注５０ｍＬ 富士製薬 イオパミロン注１５０

721 7219412A7019 イオパミドール
３０．６２％５０ｍ
Ｌ１瓶

イオパミドール１５０注５０ｍＬ「Ｆ」 富士製薬 イオパミロン注１５０ ● ●

721 7219412A8066 イオパミドール
３０．６２％２００
ｍＬ１瓶

オイパロミン１５０注２００ｍＬ 富士製薬 イオパミロン注１５０

721 7219412A8082 イオパミドール
３０．６２％２００
ｍＬ１瓶

イオパミドール１５０注２００ｍＬ「Ｆ」 富士製薬工業 イオパミロン注１５０ ●

721 7219412A9070 イオパミドール
６１．２４％２０ｍ
Ｌ１瓶

オイパロミン３００注２０ｍＬ 富士製薬 イオパミロン注３００

721 7219412A9011 イオパミドール
６１．２４％２０ｍ
Ｌ１瓶

イオパミドール３００注２０ｍＬ「Ｆ」 富士製薬 イオパミロン注３００ ● ● ● ● ●

721 7219412A2017 イオパミドール
６１．２４％５０ｍ
Ｌ１瓶

イオパミドール３００注５０ｍＬ「Ｆ」 富士製工 イオパミロン注３００ ● ●

721 7219412G1013 イオパミドール
６１．２４％１００
ｍＬ１筒

オイパロミン３００注シリンジ１００ｍＬ 富士製薬 イオパミロン注３００シリンジ

721 7219412G1013
イオパミドール（３００）１
００ｍＬキット

６１．２４％１００
ｍＬ１筒

イオパミドール３００注シリンジ１００ｍＬ
「Ｆ」

富士製薬 イオパミロン注３００シリンジ ● ● ● ●

721 7219412G2010
イオパミドール（３００）５
０ｍＬキット

６１．２４％５０ｍ
Ｌ１筒

イオパミドール３００注シリンジ５０ｍＬ
「Ｆ」

富士製薬 イオパミロン注３００シリンジ ●

721 7219412P2010 イオパミドール
６１．２４％１５０
ｍＬ１筒

イオパミドール３００注シリンジ１５０ｍＬ
「Ｆ」

富士製工 なし ●

721 7219412G7011 イオパミドール
７５．５２％１００
ｍＬ１筒

オイパロミン３７０注シリンジ１００ｍＬ 富士製薬 イオパミロン注３７０シリンジ

721 7219412G7011
イオパミドール（３７０）１
００ｍＬキット

７５．５２％１００
ｍＬ１筒

イオパミドール３７０注シリンジ１００ｍＬ
「Ｆ」

富士製薬
イオパミロン注３７０シリンジ１００
ｍＬ

● ● ● ●

721 7219412G7011 イオパミドール
７５．５２％１００
ｍＬ１筒

イオパミドール３７０注シリンジ１００ｍＬ
「ＨＫ」

光製薬 イオパミロン注３７０シリンジ ●

721 7219412H1019 イオパミドール
７５．５２％２０ｍ
Ｌ１瓶

オイパロミン３７０注２０ｍＬ 富士製薬 イオパミロン注３７０

721 7219412H1019 イオパミドール
７５．５２％２０ｍ
Ｌ１瓶

イオパミドール３７０注２０ｍＬ「Ｆ」 富士製薬 イオパミロン注３７０（２０ｍＬ） ● ● ●

721 7219412P3016 イオパミドール
７５．５２％６５ｍ
Ｌ１筒

イオパミドール３７０注シリンジ６５ｍＬ
「Ｆ」

富士製薬工業 イオパミロン注３７０シリンジ ●

721 7219412P2010 イオパミドール
６１．２４％１５０
ｍＬ１筒

オイパロミン３００注シリンジ１５０ｍＬ 富士製薬 ―

721 7219412P3016 イオパミドール
７５．５２％６５ｍ
Ｌ１筒

オイパロミン３７０注シリンジ６５ｍＬ 富士製薬 イオパミロン注３７０シリンジ

721 7219415G5012 イオヘキソール
７５．４９％１００
ｍＬ１筒

イオパーク３５０注シリンジ１００ｍＬ 富士製薬
オムニパーク３５０注シリンジ１００
ｍＬ

721 7219415H2019 イオヘキソール
６４．７１％１００
ｍＬ１瓶

イオパーク３００注１００ｍＬ 富士製薬 オムニパーク３００注１００ｍＬ

721 7219415H5018 イオヘキソール
７５．４９％１００
ｍＬ１瓶

イオベリン３５０注１００ｍＬ 武田テバファーマ オムニパーク３５０注１００ｍＬ

722 7223401A1015 プロチレリン酒石酸塩水和物 ０．５ｍｇ１管 プロチレリン酒石酸塩注０．５ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ ヒルトニン０．５ｍｇ注射液 ● ● ● ● ●

722 7223401A1015 プロチレリン酒石酸塩水和物 ０．５ｍｇ１管
プロチレリン酒石酸塩注射液０．５ｍｇ「日医
工」

日医工 ヒルトニン０．５ｍｇ注射液 ●

722 7223401A1015 プロチレリン酒石酸塩水和物 ０．５ｍｇ１管
プロチレリン酒石酸塩注射液０．５ｍｇ「サワ
イ」

沢井 ヒルトニン０．５ｍｇ注射液 ●

722 7223401A3018 プロチレリン酒石酸塩水和物 ２ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩注射液２ｍｇ「サワイ」 沢井 ヒルトニン２ｍｇ注射液 ●

７２２　機能検査用試薬
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

722 7229400D1100 グルカゴン
１Ｕ．Ｓ．Ｐ．単位
１瓶（溶解液付）

グルカゴン注射用１単位「ＩＬＳ」 ＩＬＳ=カイゲンファーマ ― ●

729 7290402A2035 フルオレセイン １０％５ｍＬ１瓶 フルオレサイト静注５００ｍｇ
ノバルティス＝アルコン
ファーマ

― ● ● ● ● ● ●

729 7290407G1042 ガドテリドール １３ｍＬ１筒 ガドテリドール静注シリンジ１３ｍＬ「ＨＫ」 光 プロハンス静注シリンジ１３ｍｌ ● ●

729 7290407G2049 ガドテリドール １７ｍＬ１筒 ガドテリドール静注シリンジ１７ｍＬ「ＨＫ」 光 プロハンス静注シリンジ１７ｍｌ ● ●

799 7990402G1021 アデノシン
６０ｍｇ２０ｍＬ１
筒

アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ「ＦＲ
Ｉ」

富士フイルム富山化学 アデノスキャン注６０ｍｇ ● ● ● ● ● ● ●

811 8119400A1033 オキシコドン塩酸塩水和物 １％１ｍＬ１管 オキシコドン注射液１０ｍｇ「第一三共」
第一三共プロファーマ=第
一三共

オキファスト注１０ｍｇ ● ● ● ●

811 8119400A2030 オキシコドン塩酸塩水和物 １％５ｍＬ１管 オキシコドン注射液５０ｍｇ「第一三共」
第一三共プロファーマ=第
一三共

オキファスト注５０ｍｇ ● ● ● ●

821 8219400A1071 フェンタニルクエン酸塩
０．００５％２ｍＬ
１管

フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」 テルモ
フェンタニル注射液０．１ｍｇ「第一
三共」

● ● ● ● ● ● ●

821 8219400A2060 フェンタニルクエン酸塩
０．００５％５ｍＬ
１管

フェンタニル注射液０．２５ｍｇ「テルモ」 テルモ
フェンタニル注射液０．２５ｍｇ「第
一三共」

● ●

821 8219400A3031 フェンタニルクエン酸塩
０．００５％１０ｍ
Ｌ１管

フェンタニル注射液０．５ｍｇ「テルモ」 テルモ ― ● ● ●

821 8219401D1030 フェンタニルクエン酸塩 ２ｍｇ１瓶 レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」 丸石=第一三共 アルチバ静注用２ｍｇ ● ● ● ● ●

821 8219401D2036 フェンタニルクエン酸塩 ５ｍｇ１瓶 レミフェンタニル静注用５ｍｇ「第一三共」 丸石=第一三共 アルチバ静注用５ｍｇ ● ● ● ●

８１１　あへんアルカロイド系麻薬

８２１　合成麻薬

７２９　その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

７９９　他に分類されない治療を主目的としない医薬品
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

111 1119702G1011 セボフルラン １ｍＬ セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 日興製薬 セボフレン吸入麻酔液 ● ● ● ● ● ● ●

111 1119702G1011 セボフルラン １ｍＬ セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 マイラン＝ファイザー セボフレン吸入麻酔液 ●

114 1141700J3013 アセトアミノフェン １００ｍｇ１個
アセトアミノフェン坐剤小児用１００ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

武田テバ薬品
カロナール坐剤１００，アンヒバ坐剤
小児用１００ｍｇ，アルピニー坐剤１

114 1141700J3013 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個
アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

長生堂=日本ジェネリック
カロナール坐剤２００，アンヒバ坐剤
小児用２００ｍｇ，アルピニー坐剤２

●

114 1141700J3013 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個
アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

武田テバ薬品 アルピニー坐剤２００ ●

114 1147700J1014 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個
ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ
「ゼリア」

京都＝ゼリア ボルタレンサポ１２．５ｍｇ ● ●

114 1147700J1014 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個
ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリック ボルタレンサポ１２．５ｍｇ ●

114 1147700J1014 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個
ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ
「日医工」

日医工 ボルタレンサポ１２．５ｍｇ ●

114 1147700J2010 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個
ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック ボルタレンサポ２５ｍｇ ●

114 1147700J2010 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個
ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「日医
工」

日医工 ボルタレンサポ２５ｍｇ ● ● ●

114 1147700J2010 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 ジクロフェナクＮａ坐剤２５ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ=武田 ボルタレンサポ２５ｍｇ ●

114 1147700J2010 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個
ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「ゼリ
ア」

京都=ゼリア ボルタレンサポ２５ｍｇ ● ●

114 1147700J3017 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個
ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック ボルタレンサポ５０ｍｇ ●

114 1147700J3017 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個
ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「日医
工」

日医工 ボルタレンサポ５０ｍｇ ● ●

114 1147700J3017 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 ジクロフェナクＮａ坐剤５０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ=武田 ボルタレンサポ５０ｍｇ ●

114 1147700J3017 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個
ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ゼリ
ア」

京都=ゼリア ボルタレンサポ５０ｍｇ ● ●

119 1190700S1045 リバスチグミン ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ
リバスタッチパッチ４．５ｍｇ、イク
セロンパッチ４．５ｍｇ

● ●

119 1190700S1126 リバスチグミン ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ
リバスタッチパッチ４．５ｍｇ、イク
セロンパッチ４．５ｍｇ

●

119 1190700S1134 リバスチグミン ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「久光」 久光製薬
リバスタッチパッチ４．５ｍｇ、イク
セロンパッチ４．５ｍｇ

● ●

119 1190700S1096 リバスチグミン貼付剤 ４．５ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「サワイ」 沢井
イクセロンパッチ４．５ｍｇリバス
タッチパッチ４．５ｍｇ

●

119 1190700S2041 リバスチグミン ９ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ９ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ
リバスタッチパッチ９ｍｇ、イクセロ
ンパッチ９ｍｇ

● ●

119 1190700S2122 リバスチグミン ９ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ９ｍｇ「ニプロ」 ニプロ
リバスタッチパッチ９ｍｇ、イクセロ
ンパッチ９ｍｇ

●

119 1190700S2130 リバスチグミン ９ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ９ｍｇ「久光」 久光製薬
リバスタッチパッチ９ｍｇ、イクセロ
ンパッチ９ｍｇ

●

119 1190700S3129 リバスチグミン １３．５ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ
リバスタッチパッチ１３．５ｍｇ、イ
クセロンパッチ１３．５ｍｇ

●

119 1190700S3048 リバスチグミン １３．５ｍｇ１枚
リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ イクセロンパッチ１３．５ｍｇ ●

【　外　用　薬　】
１１１　全身麻酔剤

１１４　解熱鎮痛消炎剤

１１９　その他の中枢神経系用薬
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

119 1190700S4133 リバスチグミン １８ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ１８ｍｇ「久光」 久光製薬
リバスタッチパッチ１８ｍｇ、イクセ
ロンパッチ１８ｍｇ

●

119 1190700S4125 リバスチグミン １８ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ１８ｍｇ「ニプロ」 ニプロ
リバスタッチパッチ１８ｍｇ、イクセ
ロンパッチ１８ｍｇ

●

119 1190700S4044 リバスチグミン １８ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ１８ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ イクセロンパッチ１８ｍｇ ●

119 1190700S4095 リバスチグミン貼付剤 １８ｍｇ１枚 リバスチグミンテープ１８ｍｇ「サワイ」 沢井
イクセロンパッチ１８ｍｇリバスタッ
チパッチ１８ｍｇ

●

121 1214700P1070 リドカイン塩酸塩 ２％１ｍＬ リドカイン塩酸塩ゼリー２％「日新」 日新製薬 キシロカインゼリー２％ ●

121 1214701R1050 リドカイン １ｇ キシロカインポンプスプレー８％ アスペン ― ● ● ● ● ● ● ● ●

121 1214701S1019 リドカイン
(１８ｍｇ)３０．５ｍｍ
×５０．０ｍｍ１枚 リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」 祐徳＝メディキット ペンレステープ１８ｍｇ ● ● ● ● ●

121 1214701S1019 リドカイン
(１８ｍｇ)３０．５ｍｍ
×５０．０ｍｍ１枚 リドカインテープ１８ｍｇ「ニプロ」 ニプロ ペンレステープ１８ｍｇ ● ●

131 1311705Q1064 トロピカミド ０．４％１ｍＬ トロピカミド点眼液０．４％「日点」 日本点眼薬 ミドリンＭ点眼液０．４％ ● ●

131 1315701Q3106
デキサメタゾンメタスルホ安
息香酸エステルナトリウム

０．１％１ｍＬ Ｄ・Ｅ・Ｘ点眼液０．１％「ニットー」 東亜薬品=日東メディック サンテゾーン点眼液０．１％ ●

131 1315704Q1018 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ
フルオロメトロン点眼液０．０２％「ニッ
トー」

日東メディック フルメトロン点眼液０．０２％ ● ●

131 1315704Q1018 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ
フルオロメトロン点眼液０．０２％「セン
ジュ」

千寿=武田 フルメトロン点眼液０．０２％ ●

131 1315704Q1018 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ
フルオロメトロン点眼液０．０２％「わかも
と」

わかもと製薬 フルメトロン点眼液０．０２％ ●

131 1315704Q3010 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ フルオロメトロン点眼液０．１％「日点」 日本点眼薬 フルメトロン点眼液０．１％ ●

131 1315704Q3010 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ フルオロメトロン点眼液０．１％「ニットー」 日東メディック フルメトロン点眼液０．１％ ● ●

131 1315704Q3010 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ フルオロメトロン点眼液０．１％「センジュ」 千寿=武田 フルメトロン点眼液０．１％ ●

131 1315704Q3010 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ フルオロメトロン点眼液０．１％「わかもと」 わかもと製薬 フルメトロン点眼液０．１％ ●

131 1315706Q2072
ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

０．１％１ｍＬ サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％ 参天
リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．
１％

● ● ●

131 1315706Q2080
ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

０．１％１ｍＬ リノロサール眼科耳鼻科用液０．１％ わかもと
リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．
１％

●

131 1319701Q4039 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ
カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液２％「わかも
と」

わかもと=日東メディック ミケランＬＡ点眼液２％ ●

131 1319701Q2095 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩点眼液２％「わかもと」 わかもと ー ●

131 1319702Q2014 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロール点眼液０．５％「ニッテン」 ニッテン=日本点眼薬 チモプトール点眼液０．５％ ●

131 1319702Q2014 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロール点眼液０．５％「ニットー」 東亜薬品=日東メディック チモプトール点眼液０．５％ ●

131 1319702Q2014 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールＰＦ点眼液０．５％「日点」 日本点眼薬 チモプトール点眼液０．５％ ●

131 1319702Q2014 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロール点眼液０．５％「杏林」
キョーリンリメディオ=杏
林

チモプトール点眼液０．５％ ●

131 1319702Q4050 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールＸＥ点眼液０．５％「杏林」 杏林 チモプトールＸＥ点眼液０．５％ ●

131 1319703Q2116
アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

０．０２％５ｍＬ１
瓶

アズレン点眼液０．０２％「わかもと」 わかもと ― ●

１２１　局所麻酔剤

１３１　眼科用剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

131 1319703Q2124
アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

０．０２％５ｍＬ１
瓶

ＡＺ点眼液０．０２％ ゼリア ― ● ●

131 1319706Q3035 ピレノキシン
０．００５％５ｍＬ
１瓶

カリーユニ点眼液０．００５％ 参天 カタリン点眼用０．００５％

131 1319706Q3043 ピレノキシン
０．００５％５ｍＬ
１瓶

ピレノキシン懸濁性点眼液０．００５％「参
天」

参天製薬 カタリン点眼用０．００５％ ● ● ● ● ● ● ● ●

131 1319710Q2124 シアノコバラミン
０．０２％５ｍＬ１
瓶

シアノコバラミン点眼液０．０２％「ニッ
トー」

日東メディック サンコバ点眼液０．０２％ ● ●

131 1319710Q2132 シアノコバラミン
０．０２％５ｍＬ１
瓶

シアノコバラミン点眼液０．０２％「セン
ジュ」

千寿=武田 サンコバ点眼液０．０２％ ●

131 1319714Q3099
フラビンアデニンジヌクレオ
チド

０．０５％５ｍＬ１
瓶

ＦＡＤ点眼液０．０５％「サンテン」 参天 フラビタン点眼液０．０５％ ●

131 1319717Q1014 クロモグリク酸ナトリウム
１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「日新」 日新製薬 インタール点眼液２％ ●

131 1319717Q1324 クロモグリク酸ナトリウム
１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「ファイザー」 マイラン=ファイザー インタール点眼液２％ ●

131 1319717Q1383 クロモグリク酸ナトリウム
１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「タカタ」 高田 アルギノン点眼液２％ ●

131 1319717Q1430 クロモグリク酸ナトリウム
１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「ＶＴＲＳ」
マイランEPD=ヴィアトリ
ス

アルギノン点眼液３％ ●

131 1319720Q3019 精製ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶
ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「ニッ
テン」

ニッテン＝日本点眼薬 ヒアレイン点眼液０．１％ ● ● ● ●

131 1319720Q3019 精製ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶
ヒアルロン酸ナトリウムＰＦ点眼液０．１％
「日点」

日本点眼薬研究所 ヒアレイン点眼液０．１％ ●

131 1319720Q3019 精製ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶
ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「ファイ
ザー」

ファイザー ヒアレイン点眼液０．１％

131 1319720Q3213 精製ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「ニットー」 日東メディック ヒアレイン点眼液０．１％ ● ●

131 1319720Q8010 精製ヒアルロン酸ナトリウム
１％０．８５ｍＬ１
筒

ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％「コー
ワ」

興和
ヒーロン眼粘弾剤１％シリンジ０．８
５ｍＬ

●

131 1319720Q8010 精製ヒアルロン酸ナトリウム
１％０．８５ｍＬ１
筒

ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％「アル
コン」

アルコン
ヒーロン眼粘弾剤１％シリンジ０．８
５ｍＬ

●

131 1319720Y2012 精製ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶
ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「ファイ
ザー」

ファイザー ヒアレイン点眼液０．３％ ●

131 1319724Q1014 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ プラノプロフェン点眼液０．１％「わかもと」 わかもと ニフラン点眼液０，１％ ●

131 1319724Q1200 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ プラノプロフェン点眼液０．１％「参天」 参天 ニフラン点眼液０．１％ ●

131 1319726Q1200 ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ
ジクロフェナクＮａ・ＰＦ点眼液０．１％「日
点」

日本点眼薬研究所 ジクロード点眼液０．１％ ●

131 1319726Q1226 ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ
ジクロフェナクＮａ点眼液０．１％「ニッ
トー」

東亜薬品=日東メディック
=キョーリンリメディオ=

ジクロード点眼液０．１％ ● ●

131 1319731Q4048 オキシグルタチオンキット ５００ｍＬ１キット
オキシグルタチオン眼灌流液０．０１８４％
キット「センジュ」

千寿=武田 ビーエスエスプラス５００眼灌流液 ●

131 1319732Q1086 イソプロピルウノプロストン ０．１２％１ｍＬ
イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％
「ニッテン」

ニッテン=日本点眼薬 レスキュラ点眼液０．１２％ ●

131 1319736Q1017 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ トラニラスト点眼液０．５％「サワイ」 沢井
リザベン点眼液０．５％トラメラスＰ
Ｆ点眼液０．５％トラメラス点眼液

●

131 1319739Q1150 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「サワイ」 沢井 キサラタン点眼液０．００５％ ●

131 1319739Q1169 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「三和」 三和化学 キサラタン点眼液０．００５％ ● ●

131 1319739Q1223 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ
ラタノプロスト点眼液０．００５％「ニッ
トー」

日東メディック キサラタン点眼液０．００５％ ●

131 1319739Q1258 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ
ラタノプロストＰＦ点眼液０．００５％「日
点」

日本点眼薬 キサラタン点眼液０．００５％ ● ●

131 1319742Q1152 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「杏林」
キョーリンリメディオ=杏
林

クラビット点眼液０．５％ ●
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131 1319742Q2019 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「日点」 日本点眼薬 クラビット点眼液１．５％ ● ●

131 1319742Q2132 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「日新」 日新製薬 クラビット点眼液１．５％ ●

131 1319742Q2140 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ
レボフロキサシン点眼液１．５％「ファイ
ザー」

ファイザー クラビット点眼液１．５％ ● ● ●

131 1319742Q2019 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液１．５％「ニットー」 東亜薬品=日東メディック クラビット点眼液１．５％ ●

131 1319743Q1041
ブロムフェナクナトリウム水
和物

０．１％１ｍＬ ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」
日新製薬＝日本ジェネ
リック＝テイカ製薬

ブロナック点眼液０．１％ ● ● ● ●

131 1319743Q1050
ブロムフェナクナトリウム水
和物 ０．１％１ｍＬ

ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「ニッ
トー」

東亜薬品＝日東メディッ
ク

ブロナック点眼液０．１％ ● ●

131 1319746Q1037 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「ＴＳ」 千寿 リボスチン点眼液０．０２５％

131 1319748Q1044 ブリンゾラミド １％１ｍＬ ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％「センジュ」 千寿=武田 エイゾプト懸濁性点眼液１％ ● ●

131 1319748Q1052 ブリンゾラミ １％１ｍＬ ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％「ニットー」 東亜薬品=日東メディック エイゾプト懸濁性点眼液１％

131 1319748Q1060 ブリンゾラミド液 １％１ｍＬ ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％「サンド」 サンド エイゾプト懸濁性点眼液１％ ●

131 1319753Q1037 モキシフロキサシン塩酸塩 ０．５％１ｍＬ モキシフロキサシン点眼液０．５％「日点」 日本点眼薬研究所 ベガモックス点眼液０．５％ ●

131 1319753Q1045 モキシフロキサシン塩酸塩 ０．５％１ｍＬ
モキシフロキサシン点眼液０．５％「ニッ
トー」

東亜薬品=日東メディック ベガモックス点眼液０．５％ ● ●

131 1319753Q1053 モキシフロキサシン塩酸塩液０．５％１ｍＬ モキシフロキサシン点眼液０．５％「サンド」 サンド ベガモックス点眼液０．５％ ●

131 1319754Q1031 トラボプロスト ０．００４％１ｍＬ
トラボプロスト点眼液０．００４％「ニッ
トー」

東亜薬品=日東メディック トラバタンズ点眼液０．００４％ ● ●

131 1319757Q1078 ビマトプロスト ０．０３％１ｍＬ ビマトプロスト点眼液０．０３％「わかもと」 わかもと ルミガン点眼液０．０３％ ● ●

131 1319757Q1035 ビマトプロスト液 ０．０３％１ｍＬ ビマトプロスト点眼液０．０３％「ＳＥＣ」 参天アイケア=参天 ルミガン点眼液０．０３％ ●

131 1319810Q1029
トロピカミド・フェニレフリ
ン塩酸塩

１ｍＬ オフミック点眼液 わかもと ミドリンＰ点眼液 ●

131 1319810Q1061
トロピカミド・フェニレフリ
ン塩酸塩

１ｍＬ サンドールＰ点眼液 日本点眼薬 ミドリンＰ点眼液 ● ● ●

131 1319816Q1034
精製ヒアルロン酸ナトリウ
ム・コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム

０．５ｍＬ１筒 ビスコート０．５眼粘弾剤 アルコン シェルガン０．５眼粘弾剤 ● ● ●

131 1319816Q1042
精製ヒアルロン酸ナトリウ
ム・コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム

０．５ｍＬ１筒 シェルガン０．５眼粘弾剤 生化学＝参天 ― ● ● ● ●

131 1319817Q1039
ラタノプロスト・チモロール
マレイン酸塩

１ｍＬ ラタチモ配合点眼液「センジュ」 千寿=武田 ザラカム配合点眼液 ●

131 1319817Q1055 ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩液１ｍＬ ラタチモ配合点眼液「ニットー」 東亜薬品=日東メディック ザラカム配合点眼液 ●

131 1319819Q1046
ドルゾラミド塩酸塩・チモ
ロールマレイン酸塩

１ｍＬ ドルモロール配合点眼液「ニットー」 東亜薬品=日東メディック コソプト配合点眼液 ●

131 1319819Q1054
ドルゾラミド塩酸塩・チモ
ロールマレイン酸塩

１ｍＬ ドルモロール配合点眼液「わかもと」 わかもと コソプト配合点眼液 ● ●

131 1319820Q1030
トラボプロスト・チモロール
マレイン酸塩

１ｍＬ トラチモ配合点眼液「ニットー」 東亜薬品=日東メディック デュオトラバ配合点眼液 ● ●

131 1319752Q1067 オロパタジン塩酸塩液 ０．１％１ｍＬ オロパタジン点眼液０．１％「サンド」 サンド パタノール点眼液０．１％

131 1319752Q1130 オロパタジン塩酸塩液 ０．１％１ｍＬ オロパタジン点眼液０．１％「ニットー」 日東メディック パタノール点眼液０．１％ ●

131 1319752Q1105 オロパタジン塩酸塩 ０．１％１ｍＬ オロパタジン点眼液０．１％「トーワ」 東和薬品 パタノール点眼液０．１％ ●
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131 1319752Q1040 オロパタジン塩酸塩 ０．１％１ｍＬ オロパタジン点眼液０．１％「杏林」 キョーリンリメディオ=杏林 パタノール点眼液０．１％ ●

131 1319761Q1040 ブリモニジン酒石酸塩液 ０．１％１ｍＬ ブリモニジン酒石酸塩点眼液０．１％「ＳＥＣ」参天アイケア=参天 アイファガン点眼液０．１％

131 1319761Q1074 ブリモニジン酒石酸塩 ０．１％１ｍＬ ブリモニジン酒石酸塩点眼液０．１％「わかもと」わかもと ー ●

131 1319761Q1031 ブリモニジン酒石酸塩液 ０．１％１ｍＬ
ブリモニジン酒石酸塩点眼液０．１％「ＮＩ
Ｔ」

日東メディック アイファガン点眼液０．１％ ●

131 1319762Q1087 エピナスチン塩酸塩 ０．０５％１ｍＬ エピナスチン塩酸塩点眼液０．０５％「センジュ」千寿=武田 ー ●

132 1329701Q1036
ジオクチルソジウムスルホサ
クシネート

５％１０ｍＬ
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用
液５％「ＣＥＯ」

セオリア＝武田 ― ● ● ● ●

132 1329702R3012
ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

８．５ｍｇ８．５ｇ
１瓶

ベクロメタゾン点鼻液５０μｇ「サワイ」 沢井 ― ●

132 1329702R7018 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
１．５０ｍｇ０．９
０８７ｇ１瓶

ベクロメタゾン鼻用パウダー２５μｇ「トーワ」東和薬品 ー ●

132 1329705Q1018 ケトチフェンフマル酸塩
６．０４８ｍｇ８ｍ
Ｌ１瓶

ケトチフェン点鼻液０．０５％「トーワ」 東和薬品 ザジテン点鼻液０．０５％ ●

132 1329710Q1035
モメタゾンフランカルボン酸
エステル

５ｍｇ１０ｇ１瓶 モメタゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６噴霧用
キョーリンリメディオ=杏
林

ナゾネックス ● ● ● ● ● ●

132 1329710Q1051
モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

５ｍｇ１０ｇ１瓶 モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＪＧ」５６噴霧用 日本ジェネリック
ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧
用

●

217 2171700S1010 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 救急=エルメッド=日医工 フランドルテープ４０ｍｇ ● ● ● ● ●

223 2234700G1019 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．２％１ｍＬ
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイ
ヨー」

武田テバファーマ＝武田 ビソルボン吸入液０．２％ ● ● ● ● ● ●

225 2259701G1012 クロモグリク酸ナトリウム １％２ｍＬ１管 クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「サワイ」 沢井 インタール吸入液１％ ● ● ●

225 2259707S1217 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「久光」 久光製薬 ホクナリンテープ０．５ｍｇ ●

225 2259707S1080 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「日医工」 日医工 ホクナリンテープ０．５ｍｇ ●

225 2259707S1012 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＮＰ」
ニプロ＝第一三共エス
ファ

ホクナリンテープ０．５ｍｇ ●

225 2259707S1012 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚
ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー ホクナリンテープ０．５ｍｇ ●

225 2259707S1187 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＹＰ」 祐徳=ケミファ=日本薬工 ホクナリンテープ０．５ｍｇ ●

225 2259707S2213 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「久光」 久光製薬 ホクナリンテープ１ｍｇ ●

225 2259707S2086 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「日医工」 日医工 ホクナリンテープ１ｍｇ ●

225 2259707S2019 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＮＰ」
ニプロ＝第一三共エス
ファ

ホクナリンテープ１ｍｇ ●

225 2259707S2019 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ファイザー」 ファイザー ホクナリンテープ１ｍｇ ●

225 2259707S2183 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＹＰ」 祐徳=ケミファ=日本薬工 ホクナリンテープ１ｍｇ ●

225 2259707S3015 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「日医工」 日医工 ホクナリンテープ２ｍｇ ●

１３２　耳鼻科用剤

２１７　血管拡張剤

２２３　去たん剤

２２５　気管支拡張剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

225 2259707S3210 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「久光」 久光製薬 ホクナリンテープ２ｍｇ ●

225 2259707S3112 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＭＥＤ」
メディサ=キョーリンリメ
ディオ=杏林

ホクナリンテープ２ｍｇ ●

225 2259707S3015 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＮＰ」
ニプロ＝第一三共エス
ファ

ホクナリンテープ２ｍｇ ●

225 2259707S3015 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ファイザー」 ファイザー ホクナリンテープ２ｍｇ ●

225 2259707S3180 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＹＰ」 祐徳=ケミファ=日本薬工 ホクナリンテープ２ｍｇ ●

226 2260700F1021
アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

４％１ｍＬ アズノールうがい液４％ 日本点眼薬=日本新薬 ― ● ● ● ●

226 2260700F1102
アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

４％１ｍＬ アズレンうがい液４％「ケンエー」 健栄 ― ●

226 2260701F1255 ポビドンヨ－ド ７％１ｍＬ ポピヨドンガーグル７％ 吉田製薬 イソジンガーグル液７％

226 2260701F1352 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨードガーグル７％「日医工」 日医工 イソジンガーグル液７％

226 2260701F1409 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨードガーグル液７％「明治」 MeijiSeika イソジンガーグル液７％ ● ●

226 2260702F1063
アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物・炭酸水素ナトリウ
ム

０．１％１ｇ ＡＺ含嗽用配合細粒「ＮＰ」 ニプロ ― ● ●

229 2290701G4038 ブデソニド
０．２５ｍｇ２ｍＬ
１管

ブデソニド吸入液０．２５ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ=武田 パルミコート吸入液０．２５ｍｇ ● ● ●

229 2290801G1053
ブデソニド・ホルモテロール
フマル酸塩水和物

３０吸入１キット ブデホル吸入粉末剤３０吸入「ニプロ」 ニプロ
シムビコートタービュヘイラー３０吸
入

●

229 2290801G2033
ブデソニド・ホルモテロール
フマル酸塩水和物

６０吸入１キット ブデホル吸入粉末剤６０吸入「ＪＧ」 日本ジェネリック
シムビコートタービュヘイラー６０吸
入

●

229 2290801G2041
ブデソニド・ホルモテロール
フマル酸塩水和物

６０吸入１キット ブデホル吸入粉末剤６０吸入「ＭＹＬ」 マイランＥＰＤ
シムビコートタービュヘイラー６０吸
入

●

229 2290801G2050
ブデソニド・ホルモテロール
フマル酸塩水和物

６０吸入１キット ブデホル吸入粉末剤６０吸入「ニプロ」 ニプロ
シムビコートタービュヘイラー６０吸
入

●

235 2357701K1121 グリセリン ５０％１０ｍＬ グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 健栄製薬 グリセリン浣腸液５０％「東豊」

235 2357701K3140 グリセリン ５０％３０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 健栄製薬 グリセリン浣腸液５０％「東豊」 ● ●

235 2357701K6239 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 健栄製薬 グリセリン浣腸液５０％「東豊」 ● ●

235 2357701K8193 グリセリン
５０％１２０ｍＬ１
個

グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 健栄製薬 グリセリン浣腸液５０％「東豊」 ● ●

239 2399706M1125 デキサメタゾン ０．１％１ｇ デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」 日本化薬 アフタゾロン口腔用軟膏０．１％ ● ● ● ● ●

239 2399707M1057 トリアムシノロンアセトニド ０．１％１ｇ オルテクサー口腔用軟膏０．１％
ビーブランド=日本ジェネ
リック

ケナログ口腔用軟膏０．１％ ● ● ● ●

239 2399710E1046 デカリニウム塩化物 ０．２５ｍｇ１錠 ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 MeijiSeika ― ● ● ● ● ● ● ● ●

239 2399714J1018 ドンペリドン １０ｍｇ１個 ドンペリドン坐剤１０ｍｇ「ＪＧ」
長生堂＝日本ジェネリッ
ク

ナウゼリン坐剤１０ ●

２２６　含嗽剤

２２９　その他の呼吸器官用薬

２３５　下剤，浣腸剤

２３９　その他の消化器官用薬
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

239 2399714J1018 ドンペリドン １０ｍｇ１個 ドンペリドン坐剤１０ｍｇ「日新」 日新製薬 ナウゼリン坐剤１０ ● ●

239 2399714J2014 ドンペリドン ３０ｍｇ１個 ドンペリドン坐剤３０ｍｇ「ＪＧ」
長生堂＝日本ジェネリッ
ク

ナウゼリン坐剤３０ ● ●

239 2399714J2073 ドンペリドン ３０ｍｇ１個 ドンペリドン坐剤３０ｍｇ「日新」 日新製薬 ナウゼリン坐剤３０ ● ● ●

239 2399715X1031 メサラジン １ｇ１個 メサラジン注腸１ｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック ペンタサ注腸１ｇ

245 2454701X1033
ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

３．９５ｍｇ１個 ステロネマ注腸３ｍｇ 日医工 ― ● ● ●

245 2456700X1025
プレドニゾロンリン酸エステ
ルナトリウム

２０ｍｇ１個 プレドネマ注腸２０ｍｇ 杏林 ― ●

249 2499701R1010 ブセレリン酢酸塩
１５．７５ｍｇ１０
ｍＬ１瓶

ブセレリン点鼻液０．１５％「Ｆ」 富士製工 スプレキュア点鼻液０．１５％ ● ●

252 2529702H1087 クロトリマゾール １００ｍｇ１錠 エルシド腟錠１００ｍｇ 富士製薬 エンペシド膣錠１００ｍｇ

252 2529702H1087 クロトリマゾール １００ｍｇ１錠 クロトリマゾール腟錠１００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬 ー ● ●

255 2559806M1030
ヒドロコルチゾン・フラジオ
マイシン配合剤

１ｇ ヘモレックス軟膏 ジェイドルフ製薬 プロクトセディル軟膏 ●

255 2559808M1039
大腸菌死菌・ヒドロコルチゾ
ン

１ｇ ヘモポリゾン軟膏 ジェイドルフ 強力ポステリザン（軟膏） ● ● ● ●

255 2559814J1011
ジフルコルトロン吉草酸エス
テル・リドカイン

１個 ネリザ坐剤 ジェイドルフ ネリプロクト坐剤 ● ●

255 2559814M1018
ジフルコルトロン吉草酸エス
テル・リドカイン

１ｇ ネリザ軟膏 ジェイドルフ ネリプロクト軟膏 ● ●

261 2612701Q1099 ポピドンヨード ７．５％１０ｍＬ ポピヨドンスクラブ７．５％ 吉田製薬 イソジンスクラブ液７．５％ ●

261 2612701Q1137 ポビドンヨード ７．５％１０ｍＬ ポビドンヨードスクラブ液７．５％「明治」 MeijiSeika イソジンスクラブ液７．５％ ● ●

261 2612701Q1145 ポビドンヨード ７．５％１０ｍＬ
ポビドンヨードスクラブ液７．５％「ケン
エー」

健栄 イオダインスクラブ液７．５％ ●

261 2612701Q2117 ポビドンヨード １０％１０ｇ ポピヨドンゲル１０％ 吉田製薬 イソジンゲル１０％ ●

261 2612701Q4063 ポビドンヨード液 １０％１０ｍＬ ポピヨドンフィールド１０％ 吉田製薬 イソジン液１０％ ●

261 2612701Q2133 ポビドンヨード １０％１０ｇ ポビドンヨードゲル１０％「明治」 MeijiSeika イソジンゲル１０％ ● ● ● ● ● ●

261 2612701Q2141 ポビドンヨード １０％１０ｇ ポビドンヨードゲル１０％「イワキ」 岩城製薬 イソジンゲル１０％ ●

261 2612701Q3334 ポピドンヨード １０％１０ｍＬ ポピヨドン液１０％ 吉田製薬 イソジン液１０％ ● ● ●

261 2612701Q3431 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード消毒用液１０％「ＮＰ」 ニプロ イソジン液１０％ ● ●

261 2612701Q3458 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード外用液１０％「マイラン」 マイラン イソジン液１０％ ●

261 2612701Q3474 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード消毒液１０％「ケンエー」 健栄 イソジン液１０％ ● ●

２４５　副腎ホルモン剤

２４９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

２５２　生殖器官用剤（性病予防薬を含む。）

２５５　痔疾用剤

２６１　外皮用殺菌消毒剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

261 2615705Q1048 消毒用エタノール １０ｍＬ 消毒用エタノール液ＩＰ 健栄 消毒用エタノールＢ液「ケンエー」 ● ● ●

261 2615705Q1064 消毒用エタノール １０ｍＬ 消毒用エタプロコール
日興製薬=丸石=日本新薬=
日興製薬販売

消毒用エタノールＢ液「ケンエー」 ●

261 2615705Q1170 エタライト １０ｍＬ 消毒用エタライトＢ液 ヤクハン製薬 消毒用エタノールＢ液「ケンエー」 ●

261 2616707Q1028 ベンザルコニウム塩化物 ０．０２％１０ｍＬ プリビーシー液０．０２％ 大塚工場=大塚製薬 ― ●

261 2619702Q1060
クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ マスキンＷ・エタノール液（０．５ｗ／ｖ％） 丸石製薬 ―

261 2619702Q1078
クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ヘキザックアルコール液 吉田製薬 ― ●

261 2619702Q1086
クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ラポテックアルコール液 日興製薬=ファイザー ―

261 2619702Q1132
クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ステリクロンＷ液０．５ 健栄 ― ● ●

261 2619702Q1159
クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ０．５ｗ／ｖ％マスキン水 日興製薬=丸石 ―

261 2619702Q1175
クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ０．５％ヘキザック水Ｗ 吉田製薬 ―

261 2619702Q2082
クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．５％１０ｍＬ ステリクロンＲ液０．５ 健栄 ― ●

261 2619702Q3160
クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ マスキン液（５Ｗ／Ｖ％） 丸石 ― ●

261 2619702Q6029
クロルヘキシジングルコン酸
塩液

０．０５％１０ｍＬ ステリクロンＲ液０．０５ 健栄 ―

261 2619702Q6045
クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０５％１０ｍＬ ０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水 日興製薬=丸石 ―

261 2619702Q7033
クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．１％１０ｍＬ ０．１％ヘキザック水Ｒ 吉田製薬 ― ●

261 2619702Q8021
クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０２％１０ｍＬ ステリクロンＷ液０．０２ 健栄 ― ●

261 2619702Q8030
クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０２％１０ｍＬ ０．０２Ｗ／Ｖ％マスキン水 日興製薬＝丸石 ―

261 2619702Q8048
クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０２％１０ｍＬ ０．０２％ヘキザック水Ｗ 吉田製薬 ―

261 2619702X2028
クロルヘキシジングルコン酸
塩

０．０５％１０ｍＬ ステリクロンＷ液０．０５ 健栄 ― ● ●

261 2619716Q1029
アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ エルエイジー１０液 吉田製薬 ― ● ● ●

261 2619716Q1177
アルキルジアミノエチルグリ
シン塩酸塩

１０％１０ｍＬ ハイジール消毒用液１０％ 丸石 ― ●

261 2619819X1092
チオ硫酸ナトリウム水和物・
エタノール

１０ｍＬ ハイポアルコール液２％「ヤクハン」 ヤクハン=日医工 ― ●

261 2619819X1106
チオ硫酸ナトリウム水和物・
エタノール液

１０ｍＬ ハイポエタノール液２％「ヨシダ」 吉田製薬 ― ●

261 2611700Q3030 次亜塩素酸ナトリウム液 １％１０ｇ ヤクラックスＤ液１％
ヤクハン=日医工=サラヤ=
日興製薬販売

― ●

263 2634710M1077 ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「イワキ」 岩城 ゲンタシン軟膏０．１％ ●

263 2634713M1038
クリンダマイシンリン酸エス
テル

１％１ｇ クリンダマイシンゲル１％「クラシエ」 シオノ=クラシエ ダラシンＴゲル１％ ●

263 2639700N1016 ナジフロキサシン １％１ｇ ナジフロクリーム１％ サンファーマ アクアチムクリーム１％

263 2639700N1016 ナジフロキサシン １％１ｇ ナジフロキサシンクリーム１％「ＳＵＮ」 サンファーマ アクアチムクリーム１％ ● ●

２６３　化膿性疾患用剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

263 2639700N1016 ナジフロキサシン １％１ｇ ナジフロキサシンクリーム１％「トーワ」 東和薬品 アクアチムクリーム１％ ●

263 2639700Q1012 ナジフロキサシン １％１ｍＬ ナジフロキサシンローション１％「ＳＵＮ」 サンファーマ アクアチムローション１％ ●

263 2639802M1034
クロラムフェニコール・フラ
ジオマイシン配合剤

１ｇ ハイセチンＰ軟膏 富士製薬 クロマイ－Ｐ軟膏 ● ●

264 2646701M2199 ベタメタゾン吉草酸エステル ０．１２％１ｇ
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏０．１２％
「トーワ」

東和薬品 リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％ ●

264 2646713M1012
クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．
０５％「ＭＹＫ」

前田=佐藤製薬=日医工=日
本ジェネリック

デルモベート軟膏０．０５％ ●

264 2646713M1012
クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．
０５％「イワキ」

岩城 デルモベート軟膏０．０５％ ●

264 2646713N1018
クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム
０．０５％「ＭＹＫ」

前田=佐藤製薬=日医工 デルモベートクリーム０．０５％ ●

264 2646713Q1138
クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ
クロベタゾールプロピオン酸エステルローショ
ン０．０５％「ＭＹＫ」

前田=佐藤製薬=日医工
デルモベートスカルプローション０．
０５％

●

264 2646713Q1120
クロベタゾールプロピオン酸
エステル

０．０５％１ｇ グリジールスカルプローション０．０５％ 佐藤製薬
デルモベートスカルプローション０．
０５％

●

264 2646720Q1014
プレドニゾロン吉草酸エステ
ル酢酸エステル

０．３％１ｇ スピラゾンローション０．３％ 岩城
リドメックスコーワローション０．
３％

●

264 2646722M1011 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ
クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５％「テ
イコク」

帝國製薬=日医工 キンダベート軟膏０．０５％ ●

264 2646725M1015 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ ジフルプレドナート軟膏０．０５％「イワキ」 岩城 マイザー軟膏０．０５％ ● ● ● ●

264 2646725N1010 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ
ジフルプレドナートクリーム０．０５％「イワ
キ」

岩城 マイザークリーム０．０５％ ●

264 2646730M1016
ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステ
ル軟膏０．０５％「ＭＹＫ」

前田=日医工=佐藤製薬 アンテベート軟膏０．０５％ ● ●

264 2646730N1011
ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステ
ルクリーム０．０５％「ＭＹＫ」

前田=日医工=佐藤製薬 アンテベートクリーム０．０５％ ●

264 2646730Q1018
ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステ
ルローション０．０５％「ＭＹＫ」

前田＝日医工＝佐藤製薬 アンテベートローション０．０５％ ● ●

264 2646730Q1018
ベタメタゾン酪酸エステル プ
ロピオン酸エステル

０．０５％１ｇ
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステ
ルローション０．０５％「ＪＧ」

日本ジェネリック アンテベート軟膏０．０５％ ●

264 2649710M2092 亜鉛華 １０ｇ 亜鉛華（１０％）単軟膏「ヨシダ」 吉田製薬 ― ● ● ● ● ●

264 2649710M2122 亜鉛華 １０ｇ サトウザルベ軟膏１０％ 佐藤製薬 ― ●

264 2649710S1036 亜鉛華 ５ｇ ボチシート２０％ 帝國製薬=日医工 ― ● ● ●

264 2649719N1017 インドメタシン １％１ｇ インドメタシンクリーム１％「日医工」 日医工ファーマ=日医工
イドメシンコーワクリーム１％，イン
テバンクリーム１％

● ● ● ●

264 2649719Q2010 インドメタシン １％１ｍＬ インドメタシン外用液１％「日医工」 日医工ファーマ＝日医工 インテバン外用剤１％ ● ● ●

264 2649719M1011 インドメタシン １％１ｇ インドメタシンゲル１％「日医工」 日医工ファーマ=日医工
イドメシンコーワゲル１％，インテバ
ン軟膏１％

●

264 2649729S2010 ケトプロフェン
７ｃｍ×１０ｃｍ１
枚

ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「テイコク」
帝國製薬=日本ジェネリッ
ク

モーラステープ２０ｍｇ ● ●

264 2649729S2010 ケトプロフェン
７ｃｍ×１０ｃｍ１
枚

ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「日医工」 日医工 モーラステープ２０ｍｇ ●

264 2649729S2010 ケトプロフェン
７ｃｍ×１０ｃｍ１
枚

ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス＝持田 モーラステープ２０ｍｇ ●

264 2649729S2010 ケトプロフェン
７ｃｍ×１０ｃｍ１
枚

ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「三和」 救急＝三和化学 モーラステープ２０ｍｇ ●

264 2649729S3017 ケトプロフェン
１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「日医工」 日医工 モーラステープＬ４０ｍｇ ●

２６４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

264 2649729S3017 ケトプロフェン
１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「ＢＭＤ」 ビオメディクス＝持田 モーラステープＬ４０ｍｇ ●

264 2649729S3017 ケトプロフェン
１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「テイコク」
帝國製薬=日本ジェネリッ
ク

モーラステープＬ４０ｍｇ ●

264 2649729S4013 ケトプロフェン
２０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

ケトプロフェンパップ６０ｍｇ「三和」 救急=三和化学 モーラスパップ６０ｍｇ

264 2649729S5010 ケトプロフェン
１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

ケトプロフェンパップＸＲ１２０ｍｇ「テイコ
ク」

帝國製薬 モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ ●

264 2649731M1080 フェルビナク ３％１ｇ スミルスチック３％ 三笠＝大正富山 ナパゲルン軟膏３％

264 2649731M1098 フェルビナク ３％１ｇ フェルビナクスチック軟膏３％「三笠」 三笠=大正製薬 ナパゲルン軟膏３％ ● ● ● ●

264 2649731S1259 フェルビナク
１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

フェルビナクパップ７０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ=ニプロ セルタッチパップ７０ ●

264 2649731S3014 フェルビナク
２０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

フェルビナクパップ１４０ｍｇ「ラクール」 三友 セルタッチパップ１４０ ●

264 2649734Q1018 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ジクロフェナクＮａゲル１％「ラクール」 三友=ラクール ナボールゲル１％ ● ●

264 2649734Q1018 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ジクロフェナクＮａゲル１％「ＳＮ」 シオノ=日本ジェネリック
ナボールゲル１％、ボルタレンゲル
１％

●

264 2649734Q1018 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ジクロフェナクＮａゲル１％「武田テバ」 武田テバファーマ＝武田
ナボールゲル１％、ボルタレンゲル
１％

● ●

264 2649734Q2014 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ
ジクロフェナクＮａローション１％「ラクー
ル」

三友=ラクール薬品 ボルタレンローション１％ ●

264 2649735S1052
ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ=ニプロ ロキソニンパップ１００ｍｇ ● ●

264 2649735S1117
ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「三
笠」

三笠 ロキソニンパップ１００ｍｇ ●

264 2649735S1133
ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍｇ
「日医工」

日医工 ロキソニンパップ１００ｍｇ ● ●

264 2649735S2130
ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「科研」 帝國製薬=科研 ロキソニンテープ５０ｍｇ ●

264 2649735S2202
ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ユート
ク」

祐徳＝久光 ロキソニンテープ５０ｍｇ ●

264 2649735S2270
ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１
枚

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「久光」 久光 ロキソニンテープ５０ｍｇ ●

264 2649735S3080
ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ＝ニプロ ロキソニンテープ１００ｍｇ ●

264 2649735S3136
ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「科
研」

帝國製薬=科研 ロキソニンテープ１００ｍｇ ●

264 2649735S3241
ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ
「日医工」

日医工 ロキソニンテープ１００ｍｇ ●

264 2649735S3276
ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「久
光」

久光 ロキソニンテープ１００ｍｇ ●

264 2649843S1039 パップ剤 １０ｇ ＭＳ温シップ「タイホウ」
岡山大鵬=大鵬薬品=日本
化薬=三笠=帝國製薬

― ● ● ● ● ● ● ●

264 2649895S1028 パップ剤 １０ｇ ＭＳ冷シップ「タイホウ」
岡山大鵬＝大鵬薬品＝久
光＝三笠＝テイカ製薬

― ● ●

265 2652701M1025 サリチル酸 ５％１０ｇ ５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 東豊＝日医工＝吉田製薬 ― ●

265 2652701M2021 サリチル酸 １０％１０ｇ １０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 東豊=日医工=吉田製薬 ― ● ● ● ● ●

265 2655708N1016 ビホナゾール １％１ｇ ビホナゾールクリーム１％「サワイ」 沢井 ― ●

265 2655709N1010 ケトコナゾール ２％１ｇ ケトコナゾールクリーム２％「ＮＲ」 東光=ラクール=日医工 ニゾラールクリーム２％ ●

２６５　寄生性皮ふ疾患用剤
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

265 2655709N1010 ケトコナゾール ２％１ｇ ケトコナゾールクリーム２％「イワキ」 岩城製薬 ニゾラールクリーム２％ ●

265 2655709N1010 ケトコナゾール ２％１ｇ ケトコナゾールクリーム２％「ＪＧ」 日本ジェネリック ニゾラールクリーム２％ ●

265 2655709Q1017 ケトコナゾール ２％１ｇ ケトコナゾール外用液２％「ＮＲ」 東光=ラクール=日医工 ニゾラールローション２％ ●

265 2659708N1015 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ ブテナフィン塩酸塩クリーム１％「トーワ」 東和薬品
ボレークリーム１％、メンタックスク
リーム１％

●

265 2659708Q1011 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ ブテナフィン塩酸塩液１％「トーワ」 東和薬品
メンタックススプレー１％、ボレース
プレー１％

●

265 2659710N1012 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「サワイ」 沢井 ラミシールクリーム１％ ● ● ●

265 2659710N1179 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩外用液１％「Ｆ」 富士製薬 ラミシール外用液１％ ●

265 2659710Q1019 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ テルビナフィン塩酸塩外用液１％「サワイ」 沢井 ラミシール外用液１％ ● ●

266 2669701N1010 尿素 １０％１ｇ 尿素クリーム１０％「フジナガ」 藤永＝第一三共
ウレパールクリーム１０％，パスタロ
ンクリーム１０％

● ● ●

266 2669701N2016 尿素 ２０％１ｇ 尿素クリーム２０％「フジナガ」 藤永＝第一三共
ケラチナミンコーワクリーム２０％，
パスタロンクリーム２０％

●

266 2669701N1010 尿素 １０％１ｇ ベギンクリーム１０％ 藤永=第一三共
ウレパールクリーム１０％，パスタロ
ンクリーム１０％

●

267 2679701Q1055 カルプロニウム塩化物 ５％１ｍＬ フロジン外用液５％
ニプロファーマ＝第一三
共

― ● ● ● ●

269 2699709M1060 タクロリムス水和物 ０．１％１ｇ タクロリムス軟膏０．１％「タカタ」 高田製薬 プロトピック軟膏０．１％ ●

269 2699801V1017 精製白糖・ポピドンヨード １ｇ メイスパン配合軟膏
日東メディック＝Ｍｅｉ
ｊｉＳｅｉｋａ

ソアナース軟膏，ユーパスタコーワ軟
膏

● ● ● ●

269 2699801V1017 精製白糖・ポビドンヨード １ｇ イソジンシュガーパスタ軟膏 ムンディファーマ=塩野義 ー ● ●

269 2699711Q1094 アダパレン ０．１％１ｇ アダパレンゲル０．１％「ニプロ」 ニプロ ディフェリンゲル０．１％

332 3325700S1020 酸化セルロース
ニューニット２．５
ｃｍ×８．９ｃｍ

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン ― ● ●

332 3325700S2027 酸化セルロース
ニューニット７．６
ｃｍ×１０．２ｃｍ

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン ― ● ● ●

332 3325700S3023 酸化セルロース
ニューニット１５．
２ｃｍ×２２．９ｃ

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン ― ● ● ● ●

332 3325700X4027 酸化セルロース
１．３ｃｍ×５．１
ｃｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン ― ●

332 3325700X5023 酸化セルロース
５．１ｃｍ×７．６
ｃｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン ― ● ●

332 3325700X6020 酸化セルロース
５．１ｃｍ×３５．
６ｃｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン ― ●

332 3325700X7026 酸化セルロース
１０．２ｃｍ×２
０．３ｃｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン ― ● ●

332 3325700X8022 酸化セルロース
綿型５．１ｃｍ×
２．５ｃｍ１枚

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ジョンソン ― ● ● ● ● ● ●

２６６　皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。）

２６７　毛髪用剤（発毛剤，脱毛剤，染毛剤，養毛剤）

２６９　その他の外皮用薬

３３２　止血剤

３３３　血液凝固阻止剤

85



薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

333 3339950M1013 ヘパリン類似物質 １ｇ
ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「ニプ
ロ」

ニプロ ヒルロイドクリーム０．３％ ● ● ● ●

333 3339950M1188 ヘパリン類似物質 １ｇ
ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医
工」

日医工＝持田 ヒルロイドクリーム０．３％ ● ● ●

333 3339950N1094 ヘパリン類似物質 １ｇ ヘパリン類似物質クリーム０．３％「日医工」 帝國製薬 ヒルドイドクリーム０．３％ ●

333 3339950Q1015 ヘパリン類似物質 １ｇ
ヘパリン類似物質ローション０．３％「ニプ
ロ」

ニプロ ヒルドイドローション０．３％ ●

333 3339950Q1082 ヘパリン類似物質 １ｇ ビーソフテンローション０．３％ 持田 ヒルドイドローション０．３％ ●

333 3339950Q1139 ヘパリン類似物質 １ｇ
ヘパリン類似物質ローション０．３％「日医
工」

帝国製薬＝日医工＝持田 ヒルドイドローション０．３％ ● ● ●

333 3339950R1126 ヘパリン類似物質 １ｇ
ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日医
工」

日医工=持田 ヒルドイドフォーム０．３％ ● ● ●

333 3339950R1169 ヘパリン類似物質 １ｇ
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％
「日本臓器」

日本臓器 ヒルドイドフォーム０．３％ ● ● ●

333 3339950R1088 ヘパリン類似物質 １ｇ
ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「ファ
イザー」

ファイザー ヒルドイドフォーム０．３％ ●

333 3339950R1150 ヘパリン類似物質 １ｇ
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％
「ニットー」

東亜薬品＝日東メディッ
ク

ヒルドイドフォーム０．３％ ●

625 6250700M1014 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「ＳＷ」 沢井＝日医工 アラセナ－Ａ軟膏３％ ● ● ●

625 6250700M1014 ビダラビン ３％１ｇ ビダラビン軟膏３％「ＪＧ」 シオノ=日本ジェネリック アラセナ－Ａ軟膏３％ ●

625 6250701M1019 アシクロビル ５％１ｇ アシクロビル軟膏５％「テバ」
武田テバ薬品＝武田ﾃﾊﾞ
ﾌｧｰﾏ＝武田

ゾビラックス軟膏５％ ●

719 7190700X1023 ウイテプゾール １０ｇ ホスコＥ－７５ 丸石 ●

719 7190700X1031 ウイテプゾール １０ｇ ホスコＨ－１５ 丸石 ●

６２５　抗ウイルス剤

７１９　その他の調剤用薬
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

721 7212701K5025 硫酸バリウム
７５％３００ｍＬ１
個

バリエネマＨＤ７５％ 日医工 ― ●

721 7212701W1021 硫酸バリウム ９８．１％１０ｇ エネマスター注腸散 伏見 ― ● ● ● ● ● ●

721 7219415G5012 イオヘキソール
７５．４９％１００
ｍＬ１筒

イオヘキソール３５０注シリンジ１００ｍＬ「Ｆ」富士製薬 ― ● ●

721 7219415H2019 イオヘキソール
６４．７１％１００
ｍＬ１瓶

イオヘキソール３００注１００ｍＬ「Ｆ」 富士製薬工業 オムニパーク３００注１００ｍＬ ●

729 7290703T1039 フルオレセインナトリウム １枚 フローレス眼検査用試験紙０．７ｍｇ あゆみ製薬 ― ● ● ● ● ● ●

821 8219701S1033 フェンタニルクエン酸塩 １ｍｇ１枚
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ１ｍｇ
「第一三共」

救急=第一三共 フェントステープ１ｍｇ ● ● ●

821 8219701S2030 フェンタニルクエン酸塩 ２ｍｇ１枚
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ２ｍｇ
「第一三共」

救急=第一三共 フェントステープ２ｍｇ ● ● ●

821 8219701S3036 フェンタニルクエン酸塩 ４ｍｇ１枚
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ４ｍｇ
「第一三共」

救急=第一三共 フェントステープ４ｍｇ ● ● ●

821 8219701S4032 フェンタニルクエン酸塩 ６ｍｇ１枚
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ６ｍｇ
「第一三共」

救急=第一三共 フェントステープ６ｍｇ ● ●

821 8219701S5039 フェンタニルクエン酸塩 ８ｍｇ１枚
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ８ｍｇ
「第一三共」

救急=第一三共 フェントステープ８ｍｇ ● ● ●

821 8219701S6035 フェンタニルクエン酸塩 ０．５ｍｇ１枚
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ０．５ｍ
ｇ「テイコク」

帝國製薬=テルモ=日本臓
器

フェントステープ０．５ｍｇ ●

７２１　Ｘ線造影剤

７２９　その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

８２１　合成麻薬
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薬効分
類番号

厚労省コード 成分名 規格・単位 品名 メーカー名 先発品医薬品名 獨埼 さ赤 深赤 上中 川市 がん 循呼 埼玉

271 2710816Q1043 アミノ安息香酸エチル １ｇ ジンジカインゲル２０％ 白水 ― ●

276 2760804M1016 ミノサイクリン塩酸塩
１０ｍｇ０．５ｇ１
シリンジ

ペリオフィール歯科用軟膏２％ 昭和薬化 ペリオクリン歯科用軟膏 ● ●

276 2760804M1016 ミノサイクリン塩酸塩
１０ｍｇ０．５ｇ１
シリンジ

ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏２％「昭和」 昭和薬化 ペリオクリン歯科用軟膏 ● ●

279 2790818V1039 酸化亜鉛・チョウジ油 １ｇ サージカルパック口腔用 昭和薬化 ― ●

２７６　歯科用抗生物質製剤

２７９　その他の歯科口腔用薬

【　歯　科　用　】
２７１　歯科用局所麻酔剤
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1 

 

さいたま赤十字病院 後発医薬品採用要綱 

はじめに 

後発医薬品へ採用を変更することは、患者負担の軽減や病院支出削減に資するものである。 

よって、当院は後発化を下記の手順に沿って積極的に実施する。 

 

1. 審議 

後発医薬品への採用変更は、年に２回薬事委員会にて審議。 

なお、必要に応じて薬事委員会にて臨時の審議を行う 

 

2. 対象医薬品の抽出 

原則、後発医薬品へ切り替えた場合の試算を実施。 

試算対象薬は、切り替えによる支出削減額の上位医薬品を検討する。 

また、使用数量が多い医薬品も検討する。 

その２つの要因を考慮して最適な対象医薬品を選出する。 

 

3. 各診療科部長への意見調査 

当院採用の先発医薬品の切り替えに際し、事前に各診療科部長のコンセンサスを得るため上記薬剤の

切り替えについてアンケート調査を行う。意見を挙げた医師に対して、必要に応じて薬事委員会への

出席及びその説明を要請する。 

 

4. 後発医薬品の検討 

・200床以上の DPC病院の採用状況および供給状況を確認し、薬価収載医薬品から、検討する品目を

選定し、点数評価表で最も点数の高い医薬品を採用する。なお、同点の場合は、納入価が最も低い医

薬品を採用する。 

以下を評価項目とする 

共通項目：見積もり価格、包装の外観（先発との類似性）、薬剤の外観（先発との類似性）、 

保管方法・有効期限、バルク国、原薬種類数、製造委託の有無、 

採用実績（200床以上）、適応差異、製薬会社の工夫等 

注射薬の項目：添加物、浸透圧比、pH、薬剤の各種実施試験、暴露対策 

内服薬の項目：半錠可否、粉砕可否、一包化可否、簡易懸濁可否、包装形態  

 

5. 適応が揃わない場合の対応 

① 適応の差異があるが、主要診療科に「使用頻度が低い」ことを確認できた場合は、採用変更し、

適応のない疾患に使用する場合は、緊急購入で対応する。 

② 適応の差異があるが、システム上で区別が可能である場合は、採用変更し、適応のない疾患に限

定し先発医薬品の採用を継続する 

その他採用に関することは、薬事委員会医薬品採用基準に準ずる。 

令和 4年 11月 

薬事委員会 



深谷赤十字病院ジェネリック医薬品選択基準
①深谷赤十字病院チェックリストを通過していること
　・品質、安定供給、情報提供が担保
　・同一成分、同一規格が担保
②薬価のより安い医薬品（一部選択基準から外れる場合もある。）
③原則、オーソライズドジェネリックを優先するが、同一剤形でなくとも、服薬アドヒアランス向上等の
患者の
④原則、同一適応を有する。

【バイオシミラー医薬品採用】
①正規医薬品採用手順に準ずる。





川口市立医療センター後発医薬品採用基準  

　（１）後発医薬品の名称はできるだけ一般名（成分名）の製品とする

　　　　（オーダーおよび院外処方は一般名とし、院外処方については一般名処方加算の算定も可能）
　（２）組成が多少異なる同等の後発医薬品も切り替え対象とする
　（３）錠剤・カプセル剤の選択時の留意事項
　　　　・無包装状態での安定性（湿気・光・含量低下）（一包化調剤の可否）
　　　　・錠剤・カプセル剤の形状・大きさの同一性（一包化装置への充填）
　　　　・錠剤粉砕時での安定性（湿気・光・含量低下）（粉末化の可否）
　　　　・簡易懸濁法での投与可否（懸濁の可否・チューブへの吸着・通過できるサイズ）
　（４）外用剤選択時は使用感・皮膚への影響などについて慎重に検討する
　（５）製品の安定した供給体制の確保（メーカー・卸の対応）
　（６）医薬品情報の提供体制の状態の把握（メーカー）
　（７）具体的な検討項目
Ⅰ．企業評価
　（１）品質
　　　①GMP
　　　②回収
　（２）情報収集・提供体制
　　　①学術部門の有無
　　　②安全管理部門の体制
　　　③緊急連絡体制
　　　④インタビューフォームの有無
　　　⑤添付文書の定期的な更新
　　　⑥ホームページでの情報提供体制
　　　⑦MRの教育体制
　　　⑧MRの活動状況・訪問回数
（３）安定供給
　　　①流通ラインのトラブル回避（製造工場・輸入・他社からの供給・メーカーから卸までの経路）
　　　②供給元（卸）の緊急注文対応等（緊急発注・災害時の供給体制）
　　　③製造中止の事前案内（製造中止予定・規格変更等の有無）
　　　④供給元（卸）からの安定供給の確約
（４）企業
　　　①日本ジェネリック協会への加入
　　　②後発医薬品に関する勉強会の実施状況

Ⅱ．製品評価
　（１）品質
　　　①製剤の規格・試験成績（含量・性状・確認試験・純度試験等）
　　　②原薬の規格・試験成績（原薬の供給元の確認）
　　　③各種保存状態における安定性（無包装状態・粉砕・簡易懸濁・遮光・湿気）
　　　④生物学的同等性試験（バイオ後続品にあっては必要な各種試験）
　　　⑤添加物など
　　　⑥オレンジブックへの掲載の有無
　　　⑦容器包装（遮光・湿気・冷蔵・使用期限）
　　　⑧製剤改良（溶解性・口腔内崩壊錠・苦味等への対応・小包装単位での販売）
　（２）情報
　　　①他施設での採用状況（県内・首都圏・全国：安定供給）
　　　②適応症（保険診療における適応症・公知申請）
　　　③商品名称（成分名・類似薬の有無）
　　　④商品包装（類似形状・色・印字・錠剤等の刻印）
　　　⑤薬価・納入価（患者負担・薬品購入費削減への寄与）
　　　⑥副作用・有害事象などの有無



埼玉県立がんセンター後発医薬品選定基準

【基本条件】
①採用される後発医薬品は先発医薬品と同等以上の有効性、安全性が担保されていること。
   また、保険適応においては、原則として、先発医薬品と同等以上の適応を有すること。
②発売後一定期間を経過し、効果・副作用発現頻度・製剤特性等において先発医薬品と同等以上
   の評価が得られていること。ただし、バイオ後続品は、埼玉県立がんセンターと同等以上の病院
   で十分な実績があること。
③該当医薬品に関し、添加物・試験データ等の情報が適正に提供されること。

【供給】
①埼玉県の指定納入業者が責任を持って取り扱いができるメーカーであり、当該業者からの入手が
   可能であること。
②安定供給が保証されていること
③流通段階において適正に保管管理され、納入時には適正ロットの納品が可能であること。
④納入時の残存使用期間が制限内の3分の2以上であること。

【事故防止対策】
①医療事故防止に配慮された外観、名称、取り扱い性能を有すること。
②不良品などのトラブル発生時には情報提供のみならず迅速な回収など適切な措置を講じる事が
   できる責任体制を有すること。

【その他】
①原則として国内メーカーを優先すること。
②埼玉県の共同購入で既に同一成分・同一規格薬が契約されている場合は、その製品を優先採用
   する。
③オーソライズド・ジェネリック（AG)を優先して検討する。
④後発医薬品への切り替えに関しては当薬剤委員会にて審議し、経営改善委員会に報告する。
   ただし、抗がん剤に関しては化学療法委員会にも諮問する。

附則
この選定基準は、平成２４年　７月２０日より実施する。
この選定基準は、平成２９年　７月　１日より実施する。
この選定基準は、平成３０年　４月　１日より実施する。


