
薬効ｺｰﾄﾞ 薬効名 薬品名
1115 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤 イソゾール注射用０．５ｇ
1119 その他の全身麻酔剤 スープレン吸入麻酔液
1119 その他の全身麻酔剤 セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」
1119 その他の全身麻酔剤 ドロレプタン注射液２５㎎　１０ｍｌ　
1119 その他の全身麻酔剤 １％プロポフォール注２００㎎２０ｍｌ　　　　　
1119 その他の全身麻酔剤 １％プロポフォール注　１ｇ１００ｍｌ　　　　　
1119 その他の全身麻酔剤 ケタラール静注用５０ｍｇ
1119 その他の全身麻酔剤 １％ディプリバン注－キット
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 コンスタン０．４㎎錠
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 コンスタン０．４㎎錠
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 ダルメートカプセル　１５㎎　　　　　　　　　　
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 ドラール錠　１５㎎
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 ホリゾン散 １％　　　　　　　　　　　　　　　　
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 レキソタン錠５
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 ユーロジン２ｍｇ錠
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 エバミール錠１．０
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 ハルシオン０．２５ｍｇ錠
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 ホリゾン錠２ｍｇ
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 メイラックス錠１ｍｇ
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 レキソタン錠２
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 セパゾン錠１
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 ベンザリン錠１０
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 ベンザリン錠５
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 サイレース錠１ｍｇ
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 グランダキシン錠５０
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 セニラン坐剤 ３ｍｇ
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 ダイアップ坐剤　４㎎
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 ダイアップ坐剤　６㎎
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 サイレース静注２㎎　１ｍｌ　　　　　　　　　　
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 セルシン注射液　５㎎　１ml
1124 ベンゾジアゼピン系製剤 ドルミカム注射液１０㎎　２ｍｌ　　　　　　　　
1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 フェノバルビタール散　１０％
1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 フェノバール錠３０ｍｇ
1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 特）ワコビタール坐剤５０
1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 特）ワコビタール坐剤３０
1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 注射用アイオナールナトリウム２００㎎　　　　　
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 セディール錠１０㎎　　　　　　　　　　　　　　
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 トリクロリールシロップ１０％　５００ｍｌ
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「サワイ」
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 リスミー錠２ｍｇ
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 セディール錠１０ｍｇ
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 プレセデックス静注液２００μｇシリンジ「ファイザー」
1132 ヒダントイン系製剤 アレビアチン錠　１００㎎
1132 ヒダントイン系製剤 ヒダントール散１０％
1132 ヒダントイン系製剤 アレビアチン注射液　５％　　５ml
1132 ヒダントイン系製剤 ホストイン静注７５０ｍｇ
1139 その他の抗てんかん剤 エクセグラン散　２０％
1139 その他の抗てんかん剤 エクセグラン錠１００㎎
1139 その他の抗てんかん剤 デパケンシロップ５％　　５００ｍｌ
1139 その他の抗てんかん剤 デパケンＲ錠２００
1139 その他の抗てんかん剤 デパケンＲ錠２００
1139 その他の抗てんかん剤 マイスタン錠　１０㎎
1139 その他の抗てんかん剤 ガバペン錠２００㎎　　　　　　　　　　　　　　
1139 その他の抗てんかん剤 トピナ錠５０㎎　　　　　　　　　　　　　　　　
1139 その他の抗てんかん剤 ランドセン錠０．５ｍｇ
1139 その他の抗てんかん剤 テグレトール細粒５０％
1139 その他の抗てんかん剤 デパケン細粒４０％
1139 その他の抗てんかん剤 ランドセン細粒０．１％
1139 その他の抗てんかん剤 ラミクタール錠２５ｍｇ
1139 その他の抗てんかん剤 イーケプラ錠２５０ｍｇ
1139 その他の抗てんかん剤 ランドセン錠０．５ｍｇ
1139 その他の抗てんかん剤 イーケプラドライシロップ５０％
1139 その他の抗てんかん剤 テグレトール錠１００ｍｇ
1139 その他の抗てんかん剤 ビムパット錠５０ｍｇ
1139 その他の抗てんかん剤 デパケン錠１００ｍｇ
1139 その他の抗てんかん剤 デパケン錠２００ｍｇ
1139 その他の抗てんかん剤 フィコンパ錠２ｍｇ
1139 その他の抗てんかん剤 ノーベルバール静注用２５０ｍｇ
1139 その他の抗てんかん剤 ミダフレッサ静注０．１％
1139 その他の抗てんかん剤 イーケプラ点滴静注５００ｍｇ

　　採用薬品一覧
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1141 アニリン系製剤 カロナール　シロップ　２％
1141 アニリン系製剤 カロナール錠２００　　　　　　　　　　　　　　
1141 アニリン系製剤 カロナール錠５００
1141 アニリン系製剤 カロナール細粒５０％
1141 アニリン系製剤 アルピニー坐剤　１００㎎
1141 アニリン系製剤 アルピニー坐剤２００
1141 アニリン系製剤 アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ
1143 サリチル酸系製剤 アスピリン「ホエイ」
1143 サリチル酸系製剤 バファリン配合錠Ａ３３０　　　　　　　　　　　　
1144 ピラゾロン系製剤 メチロン注２５％
1147 フェニル酢酸系製剤 ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ
1147 フェニル酢酸系製剤 ボルタレン錠２５ｍｇ
1147 フェニル酢酸系製剤 ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「日医工」
1147 フェニル酢酸系製剤 ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「日医工」
1147 フェニル酢酸系製剤 ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「日医工」
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤 ノイロトロピン錠４単位　　　　　　　　　　　　
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤 ＳＧ配合顆粒　　１ｇ　　　
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤 ナイキサン錠　１００㎎　　　　　　　　　　　　　
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤 フロベン顆粒８％　　　　　　　　　　　　　　　
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤 セレコックス錠１００ｍｇ
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤 ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤 ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤 セレコックス錠１００ｍｇ
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤 トラマールＯＤ錠２５ｍｇ
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤 ハイペン錠２００ｍｇ
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤 トアラセット配合錠「ＤＳＥＰ」
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤 レペタン坐剤　０．２㎎
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤 ノイロトロピン注射液３．６単位３ｍｌ　　　　　
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤 レペタン注０．２㎎　１ｍｌ　　　　　　　　　　
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤 ロピオン静注５０㎎　５ｍｌ　　　　　　　　　　
1149 その他の解熱鎮痛消炎剤 ソセゴン注射液１５ｍｇ
1161 アマンタジン製剤 シンメトレル錠　５０㎎
1161 アマンタジン製剤 シンメトレル錠５０ｍｇ
1162 ビペリデン製剤 アキネトン錠１㎎　　　　　　　　　　　　　　　
1162 ビペリデン製剤 アキネトン錠１ｍｇ
1162 ビペリデン製剤 特）乳酸ビペリデン注５ｍｇヨシトミ
1164 レボドパ製剤 ドパストン散９８．５％
1164 レボドパ製剤 ドパストン静注　２５㎎　１０ｍｌ　　　　　　
1169 その他の抗パーキンソン剤 ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ
1169 その他の抗パーキンソン剤 レキップＣＲ錠２ｍｇ
1169 その他の抗パーキンソン剤 ノウリアスト錠２０ｍｇ
1169 その他の抗パーキンソン剤 カバサール錠１．０ｍｇ
1169 その他の抗パーキンソン剤 トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ
1169 その他の抗パーキンソン剤 ビ・シフロール錠０．５ｍｇ
1169 その他の抗パーキンソン剤 ドプスＯＤ錠１００ｍｇ
1169 その他の抗パーキンソン剤 トリヘキシフェニジル塩酸塩錠２ｍｇ「タカタ」
1169 その他の抗パーキンソン剤 ドパコール配合錠Ｌ１００
1169 その他の抗パーキンソン剤 スタレボ配合錠Ｌ１００
1169 その他の抗パーキンソン剤 アジレクト錠０．５ｍｇ
1169 その他の抗パーキンソン剤 ニュープロパッチ４．５ｍｇ
1171 クロルプロマジン製剤 ウインタミン細粒　１０％
1171 クロルプロマジン製剤 コントミン筋注　１０㎎　２ｍｌ　　　　　　　　
1172 フェノチアジン系製剤 ヒルナミン錠　２５㎎
1172 フェノチアジン系製剤 ノバミン錠５ｍｇ
1172 フェノチアジン系製剤 ヒルナミン錠（５ｍｇ）
1172 フェノチアジン系製剤 特）ニューレプチル錠１０ｍｇ
1172 フェノチアジン系製剤 ヒルナミン筋注２５㎎　１ｍｌ　　　　　　　　　
1174 イミプラミン系製剤 トフラニール錠　１０㎎
1174 イミプラミン系製剤 アナフラニール錠１０ｍｇ
1174 イミプラミン系製剤 アナフラニール点滴静注液　２５㎎　２ｍｌ　　　　　
1179 その他の精神神経用剤 アタラックス錠１０㎎　　　　　　　　　　　　　
1179 その他の精神神経用剤 セレネース細粒　１％
1179 その他の精神神経用剤 トレドミン錠　１５㎎
1179 その他の精神神経用剤 ノリトレン錠　１０㎎
1179 その他の精神神経用剤 リーマス錠２００（期限変更品）　　　　　　　　
1179 その他の精神神経用剤 リタリン錠　１０㎎
1179 その他の精神神経用剤 ロドピン錠　２５㎎
1179 その他の精神神経用剤 リスパダール内用液１㎎／ｍｌ　　　　０．５ｍｌ
1179 その他の精神神経用剤 ジェイゾロフト錠２５㎎　　　　　　　　　　　　
1179 その他の精神神経用剤 ロナセン錠４ｍｇ
1179 その他の精神神経用剤 エビリファイ錠３ｍｇ
1179 その他の精神神経用剤 サインバルタカプセル２０ｍｇ
1179 その他の精神神経用剤 レスリン錠５０
1179 その他の精神神経用剤 ルジオミール錠２５ｍｇ
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1179 その他の精神神経用剤 リーゼ錠５ｍｇ
1179 その他の精神神経用剤 パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ
1179 その他の精神神経用剤 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＳＷ」
1179 その他の精神神経用剤 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＳＷ」
1179 その他の精神神経用剤 トリプタノール錠２５
1179 その他の精神神経用剤 ルボックス錠５０
1179 その他の精神神経用剤 ルジオミール錠１０ｍｇ
1179 その他の精神神経用剤 セレネース錠０．７５ｍｇ
1179 その他の精神神経用剤 アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ
1179 その他の精神神経用剤 テトラミド錠１０ｍｇ
1179 その他の精神神経用剤 ジプレキサザイディス錠２．５ｍｇ
1179 その他の精神神経用剤 ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ「アメル」
1179 その他の精神神経用剤 サインバルタカプセル２０ｍｇ
1179 その他の精神神経用剤 クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」
1179 その他の精神神経用剤 クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」
1179 その他の精神神経用剤 クエチアピン錠１００ｍｇ「明治」
1179 その他の精神神経用剤 パロキセチン錠５ｍｇ「アスペン」
1179 その他の精神神経用剤 イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ
1179 その他の精神神経用剤 ルジオミール錠２５ｍｇ
1179 その他の精神神経用剤 シクレスト舌下錠５ｍｇ
1179 その他の精神神経用剤 トリプタノール錠１０
1179 その他の精神神経用剤 トレドミン錠２５ｍｇ
1179 その他の精神神経用剤 ルボックス錠２５
1179 その他の精神神経用剤 レクサプロ錠１０ｍｇ
1179 その他の精神神経用剤 エチゾラム錠１ｍｇ「ＳＷ」
1179 その他の精神神経用剤 トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」
1179 その他の精神神経用剤 レキサルティ錠１ｍｇ
1179 その他の精神神経用剤 ミルタザピン錠１５ｍｇ「明治」
1179 その他の精神神経用剤 ミルタザピン錠１５ｍｇ「明治」
1179 その他の精神神経用剤 リスパダールＯＤ錠０．５ｍｇ
1179 その他の精神神経用剤 セレネース注射液　０．５％　１ml
1179 その他の精神神経用剤 アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ）
1180 鎮咳・抗ヒスタミン・解熱配合剤 ＰＬ配合顆粒
1190 その他の中枢神経系用薬 セレジストＯＤ錠５ｍｇ
1190 その他の中枢神経系用薬 ロゼレム錠８ｍｇ
1190 その他の中枢神経系用薬 レミニールＯＤ錠４ｍｇ
1190 その他の中枢神経系用薬 メマリーＯＤ錠５ｍｇ
1190 その他の中枢神経系用薬 メマリーＯＤ錠２０ｍｇ
1190 その他の中枢神経系用薬 ベルソムラ錠１５ｍｇ
1190 その他の中枢神経系用薬 グラマリール錠２５ｍｇ
1190 その他の中枢神経系用薬 リリカＯＤ錠２５ｍｇ
1190 その他の中枢神経系用薬 リリカＯＤ錠７５ｍｇ
1190 その他の中枢神経系用薬 レミッチＯＤ錠２．５μｇ
1190 その他の中枢神経系用薬 ベルソムラ錠１０ｍｇ
1190 その他の中枢神経系用薬 タリージェ錠５ｍｇ
1190 その他の中枢神経系用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「明治」
1190 その他の中枢神経系用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」
1190 その他の中枢神経系用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」
1190 その他の中枢神経系用薬 エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ「日医工」
1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤 ロカイン注１％
1214 キシリジン系製剤 キシロカインゼリー２％　　３０ｍｌ　
1214 キシリジン系製剤 キシロカインポンプスプレー８％　　８０ｇ　　
1214 キシリジン系製剤 キシロカイン液４％
1214 キシリジン系製剤 ペンレステープ１８ｍｇ
1214 キシリジン系製剤 アナペイン注　２㎎／ml　１００ml
1214 キシリジン系製剤 アナペイン注　７．５㎎／ml　１０ml
1214 キシリジン系製剤 キシロカイン注０．５％エピレナミン入
1214 キシリジン系製剤 キシロカイン注射液１％エピレナミン入
1214 キシリジン系製剤 キシロカイン注射液２％
1214 キシリジン系製剤 マーカイン注脊麻用高比重０．５％４ml
1214 キシリジン系製剤 マーカイン注脊麻用等比重０．５％４ml
1214 キシリジン系製剤 キシロカインポリアンプ０．５％１０ml　　　　　
1214 キシリジン系製剤 キシロカイン注　ポリアンプ　１％　１０ml　　　　　
1214 キシリジン系製剤 キシロカイン注ポリアンプ　２％　１０ml　　　　　
1214 キシリジン系製剤 カルボカインアンプル注０．５％５ｍｌ　　　　　
1214 キシリジン系製剤 リドカイン点滴静注１％「タカタ」
1214 キシリジン系製剤 キシロカイン注シリンジ１％　１０ｍｌ　　　　　
1219 その他の局所麻酔剤 ストロカイン錠５ｍｇ
1219 その他の局所麻酔剤 エムラクリーム
1229 その他の骨格筋弛緩剤 ダントリウムカプセル２５㎎　　　　　　　　　　
1229 その他の骨格筋弛緩剤 ダントリウム静注用２０㎎　　　　　　　　　　　
1229 その他の骨格筋弛緩剤 ボトックス注用５０単位
1229 その他の骨格筋弛緩剤 ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ「マルイシ」
1231 四級アンモニウム塩製剤 マイテラーゼ錠１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　
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薬効ｺｰﾄﾞ 薬効名 薬品名

　　採用薬品一覧

1231 四級アンモニウム塩製剤 トランコロン錠７．５ｍｇ
1231 四級アンモニウム塩製剤 ウブレチド錠５ｍｇ
1232 アセチルコリン系製剤 オビソート　０．１ｇ
1233 ネオスチグミン系製剤 ワゴスチグミン注０．５ｍｇ
1239 その他の自律神経剤 特）メスチノン錠　６０㎎　　　　　　　　　　　　　
1242 アトロピン系製剤 ブスコパン錠１０ｍｇ
1242 アトロピン系製剤 ハイスコ　０．０５％　１ml
1242 アトロピン系製剤 ブスコパン注　２０㎎　１ｍｌ　　　　　　　
1242 アトロピン系製剤 アトロピン硫酸塩注０．５㎎　１ｍｌ　　　　　　
1242 アトロピン系製剤 アトロピン注０．０５％シリンジ１ｍｌ　　　　　
1243 パパベリン系製剤 パパベリン塩酸塩注射液　４０㎎１ｍｌ　　　　　
1244 マグネシウム塩製剤 静注用マグネゾール２０ｍＬ　（ポリ）
1244 マグネシウム塩製剤 硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ
1249 その他の鎮けい剤 ギャバロン錠　５㎎
1249 その他の鎮けい剤 ダクチル錠５０㎎　　　　　　　　　　　　　　　
1249 その他の鎮けい剤 ロートエキス散「ホエイ」　１０％
1249 その他の鎮けい剤 コスパノンカプセル４０ｍｇ
1249 その他の鎮けい剤 セスデンカプセル３０ｍｇ
1249 その他の鎮けい剤 テルネリン錠１ｍｇ
1249 その他の鎮けい剤 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」
1249 その他の鎮けい剤 セスデン注７．５㎎　１ｍｌ　　　　　　　　　　
1311 散瞳剤 サイプレジン１％点眼液
1311 散瞳剤 ネオシネジンコーワ５％点眼液
1311 散瞳剤 日点アトロピン点眼液１％　５ml　　　
1311 散瞳剤 特）トロピカミド点眼液０．４％「日点」
1312 縮瞳剤 サンピロ点眼液　１％
1312 縮瞳剤 サンピロ点眼液　２％
1313 眼科用局所麻酔剤 ベノキシール点眼液０．４％
1314 眼科用防腐収斂剤 特）ホウ酸原末「マルイシ」
1315 眼科用コルチゾン製剤 フルメトロン点眼液０．１％　５ｍｌ　　
1315 眼科用コルチゾン製剤 サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％
1315 眼科用コルチゾン製剤 ベタメタゾンリン酸エステルNa・ＰＦ　眼耳鼻科用液０．１％
1315 眼科用コルチゾン製剤 フルオロメトロン点眼液０．０２％「日点」
1315 眼科用コルチゾン製剤 サンテゾーン０．０５％眼軟膏
1317 眼科用抗生物質製剤 ベストロン点眼用０．５％　　５ｍｌ　　
1317 眼科用抗生物質製剤 ゲンタマイシン点眼液０．３％
1317 眼科用抗生物質製剤 クロラムフェニコール点眼液０．５％「ニットー」
1317 眼科用抗生物質製剤 特）トブラシン点眼液０．３％
1319 その他の眼科用剤 アダプチノール錠　５㎎
1319 その他の眼科用剤 特）オペガン１．１　１％　１．１ml
1319 その他の眼科用剤 キサラタン点眼液　０．００５％
1319 その他の眼科用剤 ジクロード点眼液０．１％　　　　　　５ｍｌ　　
1319 その他の眼科用剤 ゾビラックス眼軟膏３％　　５ｇ　　　
1319 その他の眼科用剤 タリビッド眼軟膏０．３％　３．５ｇ　
1319 その他の眼科用剤 チモプトール点眼液０．５％　５ｍｌ　　
1319 その他の眼科用剤 ヒアレイン点眼液０．１％　５ｍｌ　　　　　　　
1319 その他の眼科用剤 ビーエスエスプラス５００眼灌流液　　　　　　　
1319 その他の眼科用剤 ビスコート０．５眼粘弾剤　０．５ｍｌ　　　　　
1319 その他の眼科用剤 フラビタン眼軟膏０．１％　　５Ｇ　　　
1319 その他の眼科用剤 ブロナック点眼液　０．１％
1319 その他の眼科用剤 リザベン点眼液０．５％　　５ｍｌ　　
1319 その他の眼科用剤 オペガンハイ０．８５眼粘弾剤１％　　　　　　　
1319 その他の眼科用剤 パタノール点眼液０．１％　　　　　　５ｍｌ　　
1319 その他の眼科用剤 ガチフロ点眼液０．３％　５ｍｌ　　
1319 その他の眼科用剤 アイオピジンＵＤ点眼液１％０．１ｍｌ　　　　　
1319 その他の眼科用剤 エイゾプト懸濁性点眼液１％　５ｍｌ　　
1319 その他の眼科用剤 カリーユニ点眼液０．００５％　　５ｍｌ　　
1319 その他の眼科用剤 ミケランＬＡ点眼液２％　　２．５ｍｌ
1319 その他の眼科用剤 トラバタンズ点眼液０．００４％　２．５ｍｌ
1319 その他の眼科用剤 ＰＡ・ヨード点眼洗眼液　０．２％　２０ｍｌ　
1319 その他の眼科用剤 タプロス点眼液０．００１５％
1319 その他の眼科用剤 ミドリンＰ点眼液
1319 その他の眼科用剤 ヒアレインミニ点眼液０．３％
1319 その他の眼科用剤 ルミガン点眼液０．０３％
1319 その他の眼科用剤 コソプト配合点眼液
1319 その他の眼科用剤 ザラカム配合点眼液
1319 その他の眼科用剤 デュオトラバ配合点眼液
1319 その他の眼科用剤 ジクアス点眼液３％
1319 その他の眼科用剤 アイファガン点眼液０．１％
1319 その他の眼科用剤 ムコスタ点眼液ＵＤ２％
1319 その他の眼科用剤 オペガードネオキット眼灌流液０．０１８４％
1319 その他の眼科用剤 アゾルガ配合懸濁性点眼液
1319 その他の眼科用剤 ＡＺ点眼液０．０２％
1319 その他の眼科用剤 人工涙液マイティア点眼液
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1319 その他の眼科用剤 サンコバ点眼液０．０２％
1319 その他の眼科用剤 ビーエスエスプラス５００眼灌流液０．０１８４％
1319 その他の眼科用剤 レボフロキサシン点眼液０．５％「ファイザー」
1319 その他の眼科用剤 特）グラナテック点眼液０．４％
1319 その他の眼科用剤 ヒーロンＶ眼粘弾剤２．３％シリンジ０．６ｍＬ
1319 その他の眼科用剤 マキュエイド眼注用４０ｍｇ
1319 その他の眼科用剤 アイリーア硝子体内注射液４０ｍｇ／ｍＬ
1319 その他の眼科用剤 ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ
1324 耳鼻科用血管収縮剤 トラマゾリン点鼻液０．１１８％　１００ｍｌ
1324 耳鼻科用血管収縮剤 プリビナ液０．０５％　　５００ｍｌ
1325 耳鼻科用抗生物質製剤 ホスミシンS耳科用3%　300ｍｇ
1325 耳鼻科用抗生物質製剤 ベストロン耳鼻科用１％
1329 その他の耳鼻科用剤 タリビッド耳科用液　３㎎
1329 その他の耳鼻科用剤 ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用
1329 その他の耳鼻科用剤 エリザス点鼻粉末２００μｇ２８噴霧用
1329 その他の耳鼻科用剤 アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用
1329 その他の耳鼻科用剤 ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％「ＣＥＯ」
1339 その他の鎮暈剤 セファドール錠２５ｍｇ
1339 その他の鎮暈剤 トラベルミン配合錠
1339 その他の鎮暈剤 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「日医工」
2113 ジギタリス製剤 ジゴシン錠　　０．１２５ｍｇ
2113 ジギタリス製剤 ラニラピッド錠０．０５ｍｇ
2113 ジギタリス製剤 ジギラノゲン注０．４ｍｇ
2115 カフェイン系製剤 ネオフィリン注２５０㎎　１０ｍｌ　　　　　　　
2119 その他の強心剤 ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」
2119 その他の強心剤 ノイキノン錠１０ｍｇ
2119 その他の強心剤 エホチール注　１０㎎　１ml
2119 その他の強心剤 カタボン・Ｈｉ　プラ０．３％２００ml
2119 その他の強心剤 カタボン・Ｌｏｗプラ０．１％２００ml
2119 その他の強心剤 プロタノール－Ｌ注　０．２㎎　１ml
2119 その他の強心剤 ミルリノン注２２．５ｍｇバッグ「タカタ」
2119 その他の強心剤 ドブタミン点滴静注液６００ｍｇキット「ファイザー」
2119 その他の強心剤 イノバン注０．３％シリンジ
2119 その他の強心剤 ドブポン注０．３％シリンジ
2123 β－遮断剤 メインテート錠２．５
2123 β－遮断剤 インデラル錠１０ｍｇ
2123 β－遮断剤 アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」
2123 β－遮断剤 テノーミン錠２５
2123 β－遮断剤 メインテート錠２．５ｍｇ
2123 β－遮断剤 インデラル注射液２㎎　０．１％　２ml
2123 β－遮断剤 注射用オノアクト　５０㎎　　　　　　　　　　　
2123 β－遮断剤 コアベータ静注用１２．５ｍｇ
2129 その他の不整脈用剤 アスペノン　カプセル　２０㎎
2129 その他の不整脈用剤 サンリズム　カプセル２５㎎
2129 その他の不整脈用剤 タンボコール錠　５０ｍｇ
2129 その他の不整脈用剤 ベプリコール錠５０ｍｇ
2129 その他の不整脈用剤 アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ「ＴＥ」
2129 その他の不整脈用剤 メキシチールカプセル１００ｍｇ
2129 その他の不整脈用剤 リスモダンカプセル５０ｍｇ
2129 その他の不整脈用剤 リスモダンＲ錠１５０ｍｇ
2129 その他の不整脈用剤 シベノール錠１００ｍｇ
2129 その他の不整脈用剤 サンリズム注射液　５０㎎　５ml
2129 その他の不整脈用剤 リスモダンＰ静注５０㎎　５ｍｌ　　　　　　　　
2129 その他の不整脈用剤 ワソラン静注５㎎　２ｍｌ　　　　　　　　　　　
2129 その他の不整脈用剤 リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」
2129 その他の不整脈用剤 アスペノン静注用１００
2129 その他の不整脈用剤 アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」
2132 チアジド系製剤 フルイトラン錠１ｍｇ
2133 抗アルドステロン製剤 アルダクトンＡ錠２５ｍｇ
2133 抗アルドステロン製剤 アルダクトンＡ錠２５ｍｇ
2133 抗アルドステロン製剤 カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ「サワイ」
2134 炭酸脱水酵素阻害剤 ダイアモックス錠２５０ｍｇ
2134 炭酸脱水酵素阻害剤 ダイアモックス注射用５００㎎　　　　　　　　　
2135 クロルベンゼンスルホンアミド系製剤 メフルシド錠２５ｍｇ「日医工」
2139 その他の利尿剤 ダイアート錠　６０㎎
2139 その他の利尿剤 サムスカ錠１５ｍｇ
2139 その他の利尿剤 サムスカ錠７．５ｍｇ
2139 その他の利尿剤 フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」
2139 その他の利尿剤 フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」
2139 その他の利尿剤 フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」
2139 その他の利尿剤 フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」
2139 その他の利尿剤 イソソルビド内用液７０％分包３０ｍＬ「ＣＥＯ」
2139 その他の利尿剤 トラセミドＯＤ錠４ｍｇ「ＴＥ」
2139 その他の利尿剤 フロセミド注射液２０ｍｇ「日医工」
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2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 タナトリル錠　５㎎　　　　　　　　　　　　　　
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 エースコール錠２ｍｇ
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 コバシル錠４ｍｇ
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 レニベース錠５
2149 その他の血圧降下剤 エブランチルカプセル１５㎎　　　　　　　　　　
2149 その他の血圧降下剤 カタプレス錠１５０ug　　　　　　　　　　　　　
2149 その他の血圧降下剤 カルブロック錠　１６㎎　　　　　　　　　　　　
2149 その他の血圧降下剤 レザルタス配合錠ＨＤ
2149 その他の血圧降下剤 アジルバ錠２０ｍｇ
2149 その他の血圧降下剤 ニルバジピン錠２ｍｇ「日医工」
2149 その他の血圧降下剤 ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ファイザー」
2149 その他の血圧降下剤 ドキサゾシン錠１ｍｇ「サワイ」
2149 その他の血圧降下剤 シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」
2149 その他の血圧降下剤 シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」
2149 その他の血圧降下剤 カンデサルタン錠２ｍｇ「あすか」
2149 その他の血圧降下剤 カンデサルタン錠８ｍｇ「あすか」
2149 その他の血圧降下剤 カンデサルタン錠２ｍｇ「あすか」
2149 その他の血圧降下剤 ワイテンス錠２ｍｇ
2149 その他の血圧降下剤 セロケン錠２０ｍｇ
2149 その他の血圧降下剤 ラジレス錠１５０ｍｇ
2149 その他の血圧降下剤 セレクトール錠２００ｍｇ
2149 その他の血圧降下剤 バルサルタン錠８０ｍｇ「サワイ」
2149 その他の血圧降下剤 カルベジロール錠１．２５ｍｇ「サワイ」
2149 その他の血圧降下剤 カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」
2149 その他の血圧降下剤 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
2149 その他の血圧降下剤 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
2149 その他の血圧降下剤 テラムロ配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」
2149 その他の血圧降下剤 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
2149 その他の血圧降下剤 オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
2149 その他の血圧降下剤 プレミネント配合錠ＬＤ
2149 その他の血圧降下剤 イルアミクス配合錠ＨＤ「ＤＳＰＢ」
2149 その他の血圧降下剤 ミネブロ錠２．５ｍｇ
2149 その他の血圧降下剤 セララ錠２５ｍｇ
2149 その他の血圧降下剤 ビソノテープ４ｍｇ
2149 その他の血圧降下剤 ペルジピン注射液１０㎎　１０ml
2149 その他の血圧降下剤 ペルジピン注射液２㎎　２ml
2149 その他の血圧降下剤 ニトプロ持続静注液６ｍｇ
2160 その他の血管収縮剤 イミグラン錠　５０㎎
2160 その他の血管収縮剤 メトリジン錠２㎎
2160 その他の血管収縮剤 レルパックス錠２０㎎患者用パッケージ１０Ｔ　　
2160 その他の血管収縮剤 イミグラン注　３㎎　１ml
2160 その他の血管収縮剤 ネオシネジンコーワ注１㎎　１ｍｌ　　　　　　　
2171 冠血管拡張剤 アイトロール錠　２０㎎
2171 冠血管拡張剤 コメリアンコーワ錠１００
2171 冠血管拡張剤 ニトロペン舌下錠０．３㎎　　　　　　　　　　　
2171 冠血管拡張剤 ワソラン錠４０㎎　　　　　　　　　　　　　　　
2171 冠血管拡張剤 アダラートカプセル５ｍｇ
2171 冠血管拡張剤 アイトロール錠２０ｍｇ
2171 冠血管拡張剤 ニコランジル錠５ｍｇ「日医工」
2171 冠血管拡張剤 ニコランジル錠５ｍｇ「日医工」
2171 冠血管拡張剤 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＳ」
2171 冠血管拡張剤 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＳ」
2171 冠血管拡張剤 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」
2171 冠血管拡張剤 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」
2171 冠血管拡張剤 コメリアンコーワ錠１００
2171 冠血管拡張剤 ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ
2171 冠血管拡張剤 ヘルベッサー錠３０
2171 冠血管拡張剤 ニトロールＲカプセル２０ｍｇ
2171 冠血管拡張剤 セパミット－Ｒカプセル１０
2171 冠血管拡張剤 ペルサンチン錠２５ｍｇ
2171 冠血管拡張剤 ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「日医工」
2171 冠血管拡張剤 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「ＮＰ」
2171 冠血管拡張剤 ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「ＮＰ」
2171 冠血管拡張剤 ペルサンチン－Ｌカプセル１５０ｍｇ
2171 冠血管拡張剤 ミオコールスプレー０．３ｍｇ
2171 冠血管拡張剤 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」
2171 冠血管拡張剤 シグマート注　１２㎎　　　　　　　　　　　　　
2171 冠血管拡張剤 ヘルベッサー注射用５０
2171 冠血管拡張剤 ニトロール注５ｍｇシリンジ
2171 冠血管拡張剤 ニトログリセリン点滴静注５０ｍｇ/１００ＭＬ
2172 末梢血管拡張剤 ズファジラン錠１０ｍｇ
2179 その他の血管拡張剤 ハンプ注射用　１０００ug
2183 クロフィブラート系製剤 リピディル錠５３．３ｍｇ
2183 クロフィブラート系製剤 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」
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薬効ｺｰﾄﾞ 薬効名 薬品名

　　採用薬品一覧

2183 クロフィブラート系製剤 ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」
2189 その他の高脂血症用剤 ゼチーア錠１０ｍｇ
2189 その他の高脂血症用剤 リバロＯＤ錠１ｍｇ
2189 その他の高脂血症用剤 プラバスタチンナトリウム錠５ｍｇ「日医工」
2189 その他の高脂血症用剤 ロトリガ粒状カプセル２ｇ
2189 その他の高脂血症用剤 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
2189 その他の高脂血症用剤 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
2189 その他の高脂血症用剤 コレバインミニ８３％
2189 その他の高脂血症用剤 ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
2189 その他の高脂血症用剤 ローコール錠２０ｍｇ
2189 その他の高脂血症用剤 リバロＯＤ錠１ｍｇ
2189 その他の高脂血症用剤 ロスーゼット配合錠ＬＤ
2189 その他の高脂血症用剤 特）レパーサ皮下注１４０ｍｇシリンジ
2189 その他の高脂血症用剤 特）レパーサ皮下注４２０ｍｇオートミニドーザー
2190 その他の循環器官用薬 サアミオン錠５㎎　　　　　　　　　　　　　　　
2190 その他の循環器官用薬 ユベラＮカプセル１００㎎　　　　　　　　　　　
2190 その他の循環器官用薬 ユベラＮカプセル１００㎎　　　　　　　　　　　
2190 その他の循環器官用薬 カリメートドライシロップ　９２．５９％５．４ｇ　
2190 その他の循環器官用薬 特)トラクリア錠６２．５㎎　　　　　　　　　　　　
2190 その他の循環器官用薬 沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」
2190 その他の循環器官用薬 沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」
2190 その他の循環器官用薬 アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ
2190 その他の循環器官用薬 キックリンカプセル２５０ｍｇ
2190 その他の循環器官用薬 リオナ錠２５０ｍｇ
2190 その他の循環器官用薬 リズミック錠１０ｍｇ
2190 その他の循環器官用薬 ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ
2190 その他の循環器官用薬 イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「日医工」
2190 その他の循環器官用薬 サアミオン錠５ｍｇ
2190 その他の循環器官用薬 カリセラム－Ｎａ末
2190 その他の循環器官用薬 ピートル顆粒分包２５０ｍｇ
2190 その他の循環器官用薬 ２０％マンニットール注射液「YD」３００ｍｌ　　　　　
2190 その他の循環器官用薬 リプル注　１０ug　２ml
2190 その他の循環器官用薬 特）注射用プロスタンディン５００
2190 その他の循環器官用薬 スロンノンＨＩ注１０㎎／２ｍｌ　２ml　　　　　
2190 その他の循環器官用薬 注射用プロスタンディン２０　　　　　　　　　　
2190 その他の循環器官用薬 シチコリン注５００ｍｇ／２ｍＬ「日医工」
2190 その他の循環器官用薬 グリセレブ点滴静注
2190 その他の循環器官用薬 リプル注５μｇ
2219 その他の呼吸促進剤 サーファクテン気管注入用　１２０㎎
2219 その他の呼吸促進剤 ドプラム注射液４００㎎　２０ｍｌ　　　　　　　
2219 その他の呼吸促進剤 ナロキソン塩酸塩静注射０．２㎎｢第一三共｣
2219 その他の呼吸促進剤 フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「Ｆ」
2221 エフェドリン及びマオウ製剤 エフェドリン「ナガヰ」注射４０㎎１ml
2229 その他の鎮咳剤 アストミン錠１０㎎　　　　　　　　　　　　　　
2229 その他の鎮咳剤 フスコデ配合錠
2233 システイン系製剤 カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」
2233 システイン系製剤 カルボシステインシロップ５％「タカタ」
2233 システイン系製剤 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」
2233 システイン系製剤 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」
2233 システイン系製剤 特）ムコダイン錠２５０ｍｇ
2233 システイン系製剤 ムコフィリン吸入液２０％　２ｍｌ　　　　　　　
2234 ブロムヘキシン製剤 ビソルボン錠４ｍｇ
2234 ブロムヘキシン製剤 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」
2234 ブロムヘキシン製剤 ビソルボン注射液　４㎎　２ml
2239 その他の去たん剤 プルスマリンＡドライシロップ小児用　　　　　　
2239 その他の去たん剤 アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「ニプロ」
2239 その他の去たん剤 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」
2241 植物性製剤 キョウニン水　「小野」
2242 コデイン系製剤（家庭麻薬） リン酸ジヒドロコデイン酸　１％
2249 その他の鎮咳去たん剤 アスベリンシロップ０．５％
2249 その他の鎮咳去たん剤 アスベリンドライシロップ２％　　　　　　　　　
2249 その他の鎮咳去たん剤 セキコデ配合シロップ
2251 キサンチン系製剤 テオフィリンドライシロップ２０％「タカタ」
2251 キサンチン系製剤 テオドール錠１００ｍｇ
2251 キサンチン系製剤 ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ
2254 サルブタモール製剤 ベネトリン吸入液　０．５％　３０ｍｌ　
2259 その他の気管支拡張剤 メプチンドライシロップ０．００５％
2259 その他の気管支拡張剤 スピロペント錠１０μｇ
2259 その他の気管支拡張剤 インタール吸入液（等張製剤）１％２ml　　　　　
2259 その他の気管支拡張剤 メプチンエアー１０μｇ吸入１００回
2259 その他の気管支拡張剤 スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入
2259 その他の気管支拡張剤 オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ
2259 その他の気管支拡張剤 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＨＭＴ」
2259 その他の気管支拡張剤 ウルティブロ吸入用カプセル
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2259 その他の気管支拡張剤 スピオルトレスピマット６０吸入
2259 その他の気管支拡張剤 メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ
2260 その他の含嗽剤 アズノールうがい液　４％　　　５ｍｌ　　
2260 その他の含嗽剤 ポビドンヨードガーグル液７％「明治」
2290 その他の呼吸器官用薬 フルタイド５０μgエアゾール１２０吸入用　　　　
2290 その他の呼吸器官用薬 パルミコート２００ugタービュヘイラー　　　　　
2290 その他の呼吸器官用薬 フルタイド２００ディスカス　６０Ｂ　　　　　　
2290 その他の呼吸器官用薬 パルミコート吸入液０．５㎎　２ｍｌ　　　　　　
2290 その他の呼吸器官用薬 オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用
2290 その他の呼吸器官用薬 アドエア５０エアー１２０吸入用
2290 その他の呼吸器官用薬 シムビコートタービュヘイラー６０吸入
2290 その他の呼吸器官用薬 レルベア１００エリプタ３０吸入用
2290 その他の呼吸器官用薬 レルベア２００エリプタ３０吸入用
2290 その他の呼吸器官用薬 フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用
2290 その他の呼吸器官用薬 特）アドエア１００ディスカス６０吸入用
2290 その他の呼吸器官用薬 テリルジー１００エリプタ３０吸入用
2290 その他の呼吸器官用薬 特）ゾレア皮下注用１５０ｍｇ
2290 その他の呼吸器官用薬 特）ヌーカラ皮下注用１００ｍｇ
2290 その他の呼吸器官用薬 特）ゾレア皮下注１５０ｍｇシリンジ
2316 活性生菌製剤 エンテロノン－Ｒ散　　　　　　　　　　　　　　
2316 活性生菌製剤 エンテロノン－Ｒ散　　１ｇ　　　
2316 活性生菌製剤 ビオフェルミンＲ錠
2316 活性生菌製剤 ビオフェルミンＲ錠
2316 活性生菌製剤 ミヤＢＭ錠
2316 活性生菌製剤 ビオフェルミン配合散
2316 活性生菌製剤 ビオフェルミン配合散
2316 活性生菌製剤 ビオスリー配合ＯＤ錠
2316 活性生菌製剤 ビオスリー配合ＯＤ錠
2316 活性生菌製剤 ミヤＢＭ錠
2318 ジメチコン製剤 ガスコン錠４０㎎
2318 ジメチコン製剤 ガスコンドロップ内用液２％
2319 その他の止しゃ剤、整腸剤 薬用炭
2319 その他の止しゃ剤、整腸剤 ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「サワイ」
2325 Ｈ２遮断剤 アルタット　カプセル　７５㎎
2325 Ｈ２遮断剤 特）プロテカジン錠１０
2325 Ｈ２遮断剤 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」
2325 Ｈ２遮断剤 シメチジン錠２００ｍｇ「日医工」
2325 Ｈ２遮断剤 ガスターＤ錠１０ｍｇ
2325 Ｈ２遮断剤 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「テバ」
2325 Ｈ２遮断剤 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「テバ」
2325 Ｈ２遮断剤 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」
2325 Ｈ２遮断剤 ガスター注射液２０㎎　　　　　　　　　　　　　
2329 その他の消化性潰瘍用剤 アルロイドＧ内用液５％
2329 その他の消化性潰瘍用剤 スルピリド細粒１０％「アメル」
2329 その他の消化性潰瘍用剤 マーズレン配合錠０．５ＥＳ
2329 その他の消化性潰瘍用剤 ネキシウムカプセル２０ｍｇ
2329 その他の消化性潰瘍用剤 ネキシウムカプセル２０ｍｇ
2329 その他の消化性潰瘍用剤 レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」
2329 その他の消化性潰瘍用剤 スクラルファート内用液１０％「タイヨー」
2329 その他の消化性潰瘍用剤 レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」
2329 その他の消化性潰瘍用剤 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」
2329 その他の消化性潰瘍用剤 スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」
2329 その他の消化性潰瘍用剤 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」
2329 その他の消化性潰瘍用剤 テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」
2329 その他の消化性潰瘍用剤 テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」
2329 その他の消化性潰瘍用剤 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」
2329 その他の消化性潰瘍用剤 タケキャブ錠２０ｍｇ
2329 その他の消化性潰瘍用剤 アルサルミン細粒９０％
2329 その他の消化性潰瘍用剤 サイトテック錠２００
2329 その他の消化性潰瘍用剤 セルベックス細粒１０％
2329 その他の消化性潰瘍用剤 タケキャブ錠１０ｍｇ
2329 その他の消化性潰瘍用剤 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ケミファ」
2329 その他の消化性潰瘍用剤 ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ケミファ」
2329 その他の消化性潰瘍用剤 アルサルミン細粒９０％
2329 その他の消化性潰瘍用剤 セルベックス細粒１０％
2329 その他の消化性潰瘍用剤 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」
2329 その他の消化性潰瘍用剤 オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」
2331 消化酵素製剤 リパクレオンカプセル１５０ｍｇ
2339 その他の健胃消化剤 ベリチーム配合顆粒　　　０．５ｇ　
2339 その他の健胃消化剤 Ｓ・Ｍ配合散
2339 その他の健胃消化剤 ベリチーム配合顆粒
2339 その他の健胃消化剤 ベリチーム配合顆粒
2339 その他の健胃消化剤 エクセラーゼ配合錠
2343 アルミニウム化合物製剤 アドソルビン原末　　　　　　　　　　　　　　　
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2344 無機塩製剤 重曹「ホエイ」　ＣＦ　　　　　　　　　　　　　
2344 無機塩製剤 マグミット錠２５０ｍｇ
2344 無機塩製剤 マグミット錠３３０ｍｇ
2344 無機塩製剤 マグミット錠５００ｍｇ
2349 配合剤 マルファ配合内服液
2354 植物性製剤 センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」
2356 油脂製剤 ヒマシ油「マルイシ」
2357 グリセリン製剤 グリセリン浣腸液５０％ﾏｲﾗｲﾝ　１２０ml
2357 グリセリン製剤 グリセリン浣腸液５０％マイラン６０ml　　　　　
2357 グリセリン製剤 グリセリン「ヨシダ」（滅菌）
2357 グリセリン製剤 グリセリンＢＣ液「ヨシダ」
2359 その他の下剤、浣腸剤 ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「日医工」
2359 その他の下剤、浣腸剤 ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「日医工」
2359 その他の下剤、浣腸剤 スインプロイク錠０．２ｍｇ
2359 その他の下剤、浣腸剤 グーフィス錠５ｍｇ
2359 その他の下剤、浣腸剤 アミティーザカプセル１２μｇ
2359 その他の下剤、浣腸剤 新レシカルボン坐剤
2362 胆汁酸製剤 ウルソ錠１００㎎　　　　　　　　　　　　　　　
2362 胆汁酸製剤 ウルソ顆粒５％
2362 胆汁酸製剤 ウルソ錠１００ｍｇ
2391 鎮吐剤 ナゼアＯＤ錠　０．１㎎
2391 鎮吐剤 イメンドカプセルセット
2391 鎮吐剤 イメンドカプセル８０ｍｇ
2391 鎮吐剤 グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッグ「ＮＫ」
2391 鎮吐剤 アロキシ静注０．７５ｍｇ
2391 鎮吐剤 ラモセトロン塩酸塩注射液０．３ｍｇ「ＥＭＥＣ」
2399 その他の消化器官用薬 サリグレン　カプセル　３０㎎
2399 その他の消化器官用薬 ポリフル錠　５００㎎
2399 その他の消化器官用薬 プリンペラン錠５　　　　　　　　　　　　　　　
2399 その他の消化器官用薬 サラジェン錠５㎎　　　　　　　　　　　　　　　
2399 その他の消化器官用薬 セレキノン錠１００㎎　　　　　　　　　　　　　
2399 その他の消化器官用薬 セレキノン細粒２０％　　０．５ｇ　
2399 その他の消化器官用薬 セレキノン細粒２０％
2399 その他の消化器官用薬 ナウゼリンドライシロップ１％
2399 その他の消化器官用薬 ナウゼリンＯＤ錠１０
2399 その他の消化器官用薬 アコファイド錠１００ｍｇ
2399 その他の消化器官用薬 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
2399 その他の消化器官用薬 モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
2399 その他の消化器官用薬 イリボーＯＤ錠２．５μｇ
2399 その他の消化器官用薬 ペンタサ顆粒９４％
2399 その他の消化器官用薬 特）ゼンタコートカプセル３ｍｇ
2399 その他の消化器官用薬 リンゼス錠０．２５ｍｇ
2399 その他の消化器官用薬 リアルダ錠１２００ｍｇ
2399 その他の消化器官用薬 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「ＫＮ」
2399 その他の消化器官用薬 ＳＰトローチ　０．２５㎎｢明治｣
2399 その他の消化器官用薬 アフタッチ口腔用貼付剤　２５ug
2399 その他の消化器官用薬 サリベート　エアゾール　５０ｇ
2399 その他の消化器官用薬 ナウゼリン坐剤１０
2399 その他の消化器官用薬 ナウゼリン坐剤３０
2399 その他の消化器官用薬 ナウゼリン坐剤６０
2399 その他の消化器官用薬 ペンタサ注腸　１ｇ　１００ｍｌ　　　　　　　　
2399 その他の消化器官用薬 ペンタサ坐剤１ｇ
2399 その他の消化器官用薬 デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／ｇ
2399 その他の消化器官用薬 プリンペラン注射液　１０㎎　２ｍｌ　　　　　　
2399 その他の消化器官用薬 レミケード点滴静注用　１００㎎　　　　　　　　
2399 その他の消化器官用薬 インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「ＮＫ」
2399 その他の消化器官用薬 特）エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ
2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤 ヒューマトロープ静注用１２㎎　溶解液付　　　　　　
2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤 特）グロウジェクト注射用　８㎎　溶解液付　　　　　　　
2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤 ノルディトロピン　フレックスプロ注１０ｍｇ
2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤 ジェノトロピンゴークイック注用１２ｍｇ
2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤 特）ソマトロピンＢＳ皮下注１０ｍｇ「サンド」シュアパル
2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤 グロウジェクト皮下注１２ｍｇ
2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤 特）グロウジェクト皮下注６ｍｇ
2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤 特）ソマトロピンＢＳ皮下注５ｍｇ「サンド」シュアパル
2413 性腺刺激ホルモン製剤 ＨＣＧモチダ筋注用５千単位　　　　　　　　　　
2413 性腺刺激ホルモン製剤 特）ゴナールエフ皮下注ペン３００
2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤 ピトレシン注射液　２０単位　１ml
2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤 アトニン－Ｏ注５単位　１ｍｌ　　　　　　　　　
2419 その他の脳下垂体ホルモン剤 ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ
2419 その他の脳下垂体ホルモン剤 デスモプレシン点鼻液　0.01%協和
2431 甲状腺ホルモン製剤 チラーヂンＳ錠５０
2431 甲状腺ホルモン製剤 チラーヂンＳ錠５０
2432 抗甲状腺ホルモン製剤 メルカゾール錠５ｍｇ
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　　採用薬品一覧

2432 抗甲状腺ホルモン製剤 プロパジール錠５０ｍｇ
2439 その他の甲状腺，副甲状腺ホルモン剤 フォルテオ皮下注キット６００μｇ
2439 その他の甲状腺，副甲状腺ホルモン剤 テリボン皮下注用５６．５μｇ（溶解液添付製品）
2449 その他のたん白同化ステロイド剤 プリモボラン錠５㎎
2451 エピネフリン製剤 ボスミン外用液　０．１％
2451 エピネフリン製剤 ノルアドリナリン　１㎎　１ml
2451 エピネフリン製剤 ボスミン注　１ｍｇ　０．１％　１ml
2451 エピネフリン製剤 特）エピペン注射液０．３㎎（シン）　　　　
2451 エピネフリン製剤 アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」
2451 エピネフリン製剤 特）エピペン注射液０．１５ｍｇ
2452 コルチゾン系製剤 コートリル錠１０ｍｇ　　　　　　　　　　　　　
2452 コルチゾン系製剤 フロリネフ錠　０．１㎎
2452 コルチゾン系製剤 ソル・コーテフ静注用５００ｍｇ　　　　　　　　
2452 コルチゾン系製剤 ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 デカドロン錠０．５ｍｇ　　　　　　　　　　　　
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 リンデロン錠０．５㎎　　　　　　　　　　　　　
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 デカドロン　エリキシル　０．０１％　２５０ml　
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 デカドロン錠４ｍｇ
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 リンデロン坐剤　１．０㎎
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 リンデロン注４㎎（０．４％）４㎎１ml　　　　　
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 ケナコルトＡ筋注用関節腔内用水懸注　　　　　　
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 デカドロン注射液６．６ｍｇ
2456 プレドニゾロン系製剤 プレドニゾロン散「タケダ」　１％
2456 プレドニゾロン系製剤 プレドニゾロン錠　１㎎
2456 プレドニゾロン系製剤 プレドニン錠　５㎎
2456 プレドニゾロン系製剤 プレドニン錠　５㎎
2456 プレドニゾロン系製剤 メドロール錠４㎎　　　　　　　　　　　　　　　
2456 プレドニゾロン系製剤 プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成）
2456 プレドニゾロン系製剤 プレドネマ注腸　２０㎎　６０ｍｌ　　　　　　　
2456 プレドニゾロン系製剤 デポ・メドロール水懸注２０㎎　１ml
2456 プレドニゾロン系製剤 水溶性プレドニン　１０㎎
2456 プレドニゾロン系製剤 水溶性プレドニン　２０㎎
2456 プレドニゾロン系製剤 注射用ソル・メルコート４０
2456 プレドニゾロン系製剤 注射用ソル・メルコート１２５
2456 プレドニゾロン系製剤 注射用ソル・メルコート５００
2459 その他の副腎ホルモン剤 セレスタミン配合錠
2461 テストステロン製剤 特）エナルモンデポー筋注２５０ｍｇ
2473 エストラジオール系製剤 エストラーナテープ０．７２㎎　　　　　　　　　
2474 エチニルエストラジオール系製剤 プロセキソール錠　０．５㎎
2475 エストリオール系製剤 ホーリン錠１ｍｇ
2477 プロゲステロン製剤 プロゲステロン筋注５０ｍｇ「F」
2478 合成黄体ホルモン製剤 デュフアストン錠　５㎎
2478 合成黄体ホルモン製剤 ヒスロンＨ錠 ２００mg
2478 合成黄体ホルモン製剤 プロゲストン錠２．５ｍｇ
2479 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 プレマリン錠０．６２５ｍｇ
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤 プラノバール配合錠(アスカ)
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤 ヤーズフレックス配合錠
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤 メノエイドコンビパッチ
2491 循環ホルモン剤 カリジノゲナーゼ錠２５単位「日医工」
2492 すい臓ホルモン剤 ヒューマログ注カート　３００単位３ml
2492 すい臓ホルモン剤 ヒューマログ注　１００単位
2492 すい臓ホルモン剤 ヒューマリンＲ注Ｕ－１００　１００Ｕ１０ml　　
2492 すい臓ホルモン剤 レベミル注フレックスペン３ｍｌ　　　　　
2492 すい臓ホルモン剤 ヒューマログミックス５０注ミリオペン
2492 すい臓ホルモン剤 アピドラ注ソロスター
2492 すい臓ホルモン剤 特)イノレット３０Ｒ注
2492 すい臓ホルモン剤 特）ノボラピッド注　イノレット
2492 すい臓ホルモン剤 ヒューマログ注ミリオペン
2492 すい臓ホルモン剤 トレシーバ注　フレックスタッチ
2492 すい臓ホルモン剤 ノボラピッド注　フレックスタッチ
2492 すい臓ホルモン剤 ノボラピッド注　ペンフィル
2492 すい臓ホルモン剤 ランタスＸＲ注ソロスター
2492 すい臓ホルモン剤 ライゾデグ配合注　フレックスタッチ
2492 すい臓ホルモン剤 インスリン　グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」
2492 すい臓ホルモン剤 特）レベミル注　ペンフィル
2492 すい臓ホルモン剤 ノボリンＲ注フレックスペン
2492 すい臓ホルモン剤 特）ノボラピッド注１００単位／ｍＬ
2492 すい臓ホルモン剤 特）アピドラ注１００単位／ｍＬ
2492 すい臓ホルモン剤 ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン
2499 その他のホルモン剤 クロミッド錠５０㎎　　　　　　　　　　　　　　
2499 その他のホルモン剤 ボンゾール錠　１００㎎
2499 その他のホルモン剤 ディナゲスト錠１ｍｇ
2499 その他のホルモン剤 アボルブカプセル０．５ｍｇ
2499 その他のホルモン剤 ザガーロカプセル０．５ｍｇ
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2499 その他のホルモン剤 レルミナ錠４０ｍｇ
2499 その他のホルモン剤 スプレキュア点鼻液０．１５％１０ｍｌ　　　　　
2499 その他のホルモン剤 プレグランディン腟坐剤　１㎎
2499 その他のホルモン剤 リュープリン注射用１．８８ゼラチン除　　　　　
2499 その他のホルモン剤 リュープリン注射キット３．７５ゼラ除　　　　　
2499 その他のホルモン剤 ゾラデックスＬＡ１０．８㎎デポＳＳ　　　　　　
2499 その他のホルモン剤 リュープリンＳＲ注射用キット　　　　　　　　　
2499 その他のホルモン剤 ビクトーザ皮下注１８ｍｇ
2499 その他のホルモン剤 バイエッタ皮下注５μｇペン３００
2499 その他のホルモン剤 バイエッタ皮下注１０μｇペン３００
2499 その他のホルモン剤 リキスミア皮下注３００μｇ
2499 その他のホルモン剤 特）サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット３０ｍｇ
2499 その他のホルモン剤 特）サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット２０ｍｇ
2499 その他のホルモン剤 ジノプロスト注射液１０００μｇ「Ｆ」
2499 その他のホルモン剤 トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス
2499 その他のホルモン剤 オクトレオチド酢酸塩皮下注５０μｇ「サンド」
2499 その他のホルモン剤 ゴナックス皮下注用８０ｍｇ
2499 その他のホルモン剤 特）ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ
2499 その他のホルモン剤 リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ
2499 その他のホルモン剤 特）ソマチュリン皮下注１２０ｍｇ
2499 その他のホルモン剤 ゾラデックス３．６ｍｇデポ
2499 その他のホルモン剤 特）ゴナックス皮下注用２４０ｍｇ
2519 その他の泌尿器官用剤 ウロマチックＳ泌尿器科用液　３％　３ｌ　　　　　　　　　　
2521 生殖器官用抗生物質製剤 クロマイ腟錠　１００㎎
2529 その他の生殖器官用剤 エストリール腟錠　０．５㎎
2529 その他の生殖器官用剤 オキナゾール腟錠６００㎎　　　　　　　　　　　
2529 その他の生殖器官用剤 ミレーナ５２ｍｇ
2529 その他の生殖器官用剤 フラジール腟錠２５０ｍｇ
2531 バッカク類製剤 パルタンＭ錠０．１２５ｍｇ
2531 バッカク類製剤 メチルエルゴメトリン注０．２ｍｇ「あすか」
2549 避妊剤 トリキュラー２８
2559 その他の痔疾用剤 ネリプロクト軟膏　２ｇ　　　
2559 その他の痔疾用剤 強力ポステリザン軟膏
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 セルニルトン錠
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 ベシケアＯＤ錠５ｍｇ
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 ベタニス錠５０ｍｇ
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 ザルティア錠５ｍｇ
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 特）ポラキス錠２
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 トビエース錠４ｍｇ
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「あすか」
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 エビプロスタット配合錠ＤＢ
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「タナベ」
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「サワイ」
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 ベオーバ錠５０ｍｇ
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 ネオキシテープ７３．５ｍｇ
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ（ルテオニン）　　　　
2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 マグセント注１００ｍＬ
2612 ヨウ素化合物 産婦人科用イソジン　クリーム　５％
2612 ヨウ素化合物 ポビドンヨード外用液１０％「明治」
2612 ヨウ素化合物 ポビドンヨードゲル１０％「明治」
2612 ヨウ素化合物 ポビドンヨードスクラブ液７．５％「明治」
2614 過酸化物製剤 オキシドール消毒用液「マルイシ」　　５００ｍｌ
2615 アルコール製剤 エタノール　ポリ入
2615 アルコール製剤 消毒用エタノール（減容）５００ml　
2615 アルコール製剤 無水エタノール
2615 アルコール製剤 ７０％消毒用イソプロパノール「ニッコー」
2616 石鹸類製剤 オスバン消毒液　１０％
2616 石鹸類製剤 ザルコニン液０．０２５％　　５ｌ　　　
2616 石鹸類製剤 ザルコニン液　０．０２５％　５００ml　
2619 その他の外皮用殺菌消毒剤 ５％ヒビテン液
2619 その他の外皮用殺菌消毒剤 ステリクロンＷ液　０．０２％
2619 その他の外皮用殺菌消毒剤 ステリクロンＷ液　０．０５％
2619 その他の外皮用殺菌消毒剤 マスキンＲ・エタノール液　０．５％
2619 その他の外皮用殺菌消毒剤 マスキンＷ・エタノール液　０．５％
2619 その他の外皮用殺菌消毒剤 アクリノール消毒用液０．１％マルイシ５００ｍｌ
2619 その他の外皮用殺菌消毒剤 ウエルアップハンドローション０．５％
2619 その他の外皮用殺菌消毒剤 ウエルアップハンドローション１％
2619 その他の外皮用殺菌消毒剤 プレサージ
2619 その他の外皮用殺菌消毒剤 マスキンスクラブ４％
2633 外用サルファ製剤 ゲーベンクリーム１％
2634 外用抗生物質製剤 ゲンタシン軟膏　０．１％
2634 外用抗生物質製剤 ダラシンＴゲル　１％　　　　　　　　１０ｇ　　
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薬効ｺｰﾄﾞ 薬効名 薬品名

　　採用薬品一覧

2634 外用抗生物質製剤 ソフラチュール貼付剤　１０㎝Ｘ１０㎝　　　　　　　　
2634 外用抗生物質製剤 フシジンレオ軟膏２％
2639 その他の化膿性疾患用剤 バラマイシン軟膏
2639 その他の化膿性疾患用剤 アクアチムクリーム１％　１０ｇ　　
2642 外用抗ヒスタミン製剤 レスタミンコーワクリーム１％　１ＫＧ　　
2646 副腎皮質ホルモン製剤 ダイアコート軟膏　０．０５％　瓶入
2646 副腎皮質ホルモン製剤 デルモベートスカルプローション　１０ｇ　　
2646 副腎皮質ホルモン製剤 デルモベート軟膏０．０５％　５ｇ　　　
2646 副腎皮質ホルモン製剤 ネリゾナソリューション　０．１％　　１０ｍｌ　
2646 副腎皮質ホルモン製剤 パンデル軟膏０．１％　１００ｇ　
2646 副腎皮質ホルモン製剤 マイザー軟膏　０．０５％
2646 副腎皮質ホルモン製剤 リドメックスコーワローション０．３％
2646 副腎皮質ホルモン製剤 リンデロン－Ｖ軟膏　０．１２％
2646 副腎皮質ホルモン製剤 エクラープラスター２０μＧ／ＣＭ２　　　　　　
2646 副腎皮質ホルモン製剤 アンテベートローション　０．０５％　１０ｇ　　
2646 副腎皮質ホルモン製剤 ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％
2646 副腎皮質ホルモン製剤 キンダベート軟膏０．０５％
2646 副腎皮質ホルモン製剤 ネリゾナ軟膏０．１％
2646 副腎皮質ホルモン製剤 トプシムクリーム０．０５％
2646 副腎皮質ホルモン製剤 ダイアコートクリーム０．０５％
2646 副腎皮質ホルモン製剤 アンテベート軟膏０．０５％
2646 副腎皮質ホルモン製剤 アンテベート軟膏０．０５％
2646 副腎皮質ホルモン製剤 ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２
2646 副腎皮質ホルモン製剤 ロコイドクリーム０．１％
2646 副腎皮質ホルモン製剤 パンデル軟膏０．１％
2646 副腎皮質ホルモン製剤 ロコイド軟膏０．１％
2646 副腎皮質ホルモン製剤 ダイアコート軟膏０．０５％
2646 副腎皮質ホルモン製剤 リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％
2646 副腎皮質ホルモン製剤 リドメックスコーワ軟膏０．３％
2646 副腎皮質ホルモン製剤 メサデルム軟膏０．１％
2646 副腎皮質ホルモン製剤 マイザー軟膏０．０５％
2646 副腎皮質ホルモン製剤 メサデルム軟膏０．１％
2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤 テラコートリル軟膏
2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤 リンデロン－ＶＧローション０．１２％
2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤 リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 亜鉛華デンプン「コザカイ・Ｍ」
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ＭＳ温シップ「タイホウ」
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 エキザルベ
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 カチリ「ホエイ」
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ザーネ軟膏０．５％　　５００ｇ　
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 スタデルム　クリーム　５％
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 フェルデン軟膏　０．５％
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 亜鉛華「ホエイ」
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 亜鉛華単軟膏　１０％
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ヤクバンテープ４０ｍｇ　１０Ｘ１４㎝　　７枚　　　
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 スミルスチック 3%
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ベンダザック軟膏３％「イワキ」
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ボチシート２０％
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 モーラステープ２０ｍｇ
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「科研」
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 アズノール軟膏０．０３３％
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 オイラックスＨクリーム
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 インテバンクリーム１％
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 セルタッチパップ７０
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 エキザルベ
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ケトプロフェンテープ４０
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ラクール冷シップ
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ロコアテープ
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ユベラ軟膏
2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「三笠」
2652 外用サリチル酸系製剤 サリチル酸ワセリン軟膏　５％　５００ｇ　
2655 イミダゾール系製剤 アスタット軟膏　１％
2655 イミダゾール系製剤 ニゾラールクリーム２％　１０ｇ　　
2655 イミダゾール系製剤 ニゾラールローション２％　　　　　　１０ｇ　　
2659 その他の寄生性皮ふ疾患用剤 ゼフナート外用液２％　　１０ｍｌ　
2659 その他の寄生性皮ふ疾患用剤 ペキロンクリーム０．５％
2659 その他の寄生性皮ふ疾患用剤 塩酸テルビナフィンクリーム１％「ＭＥＥＫ」
2661 有機酸製剤 スピール膏Ｍ
2661 有機酸製剤 酢酸「タイセイ」
2663 金属製剤 特）硝酸銀「ホエイ」
2669 その他の皮ふ軟化剤 パスタロンローション１０％　　５０ｇ　　
2669 その他の皮ふ軟化剤 パスタロンソフト軟膏１０％
2679 その他の毛髪用剤 フロジン外用液　５％
2691 外用ビタミン製剤 オキサロール軟膏２５ug／ｇ　１０ｇ　　
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薬効ｺｰﾄﾞ 薬効名 薬品名

　　採用薬品一覧

2691 外用ビタミン製剤 ボンアルファハイ軟膏　０．００２％　１０ｇ　　
2691 外用ビタミン製剤 ボンアルファハイローション２０ug／ｇ１０ｇ　　
2699 その他の外皮用薬 レクチゾール錠　２５㎎
2699 その他の外皮用薬 オルセノン軟膏０．２５％　３０Ｇ　　
2699 その他の外皮用薬 プロスタンディン軟膏０．００３％
2699 その他の外皮用薬 プロトピック軟膏　０．１％
2699 その他の外皮用薬 フィブラスト　スプレー　５００ug　　　　　　　
2699 その他の外皮用薬 プロトピック軟膏　０．０３％小児用　５ｇ　　　
2699 その他の外皮用薬 カデックス軟膏０．９％　　　　　　　４０ｇ　　
2699 その他の外皮用薬 アクトシン軟膏３％
2699 その他の外皮用薬 ロゼックスゲル０．７５％
2699 その他の外皮用薬 ドボベット軟膏
2699 その他の外皮用薬 ベピオゲル２．５％
2699 その他の外皮用薬 メイスパン配合軟膏
2699 その他の外皮用薬 マーデュオックス軟膏
2699 その他の外皮用薬 ドボベットゲル
2900 その他の個々の器官系用医薬品 セファランチン錠１ｍｇ
2900 その他の個々の器官系用医薬品 特）ヘマンジオルシロップ小児用０．３７５％
2900 その他の個々の器官系用医薬品 セファランチン注　１０㎎　２ml
2900 その他の個々の器官系用医薬品 特）ザイヤフレックス注射用
3112 合成ビタミンＤ製剤 ワンアルファ錠　０．５ug
3112 合成ビタミンＤ製剤 エディロールカプセル０．７５μｇ
3112 合成ビタミンＤ製剤 アルファカルシドールカプセル１μｇ「サワイ」
3112 合成ビタミンＤ製剤 アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「サワイ」
3112 合成ビタミンＤ製剤 特）エディロールカプセル０．５μｇ
3112 合成ビタミンＤ製剤 フルスタン錠０．１５
3112 合成ビタミンＤ製剤 ロカルトロールカプセル０．５
3112 合成ビタミンＤ製剤 オキサロール注　５ug　１ml
3112 合成ビタミンＤ製剤 ロカルトロール注　０．５ug　１ml
3119 その他のビタミンＡ及びＤ剤 チガソン　カプセル１０
3122 ビタミンＢ１誘導体製剤 ２５㎎アリナミンＦ糖衣錠
3122 ビタミンＢ１誘導体製剤 アリナミンＦ５０注　２０ml
3122 ビタミンＢ１誘導体製剤 アリナミン注射液　１０㎎　２ml
3131 ビタミンＢ２剤 ハイボン錠　２０㎎
3132 ニコチン酸系製剤 ニコチン酸アミド散10%「ｿﾞﾝﾈ」
3133 パントテン酸系製剤 パントシン錠１００
3133 パントテン酸系製剤 パントシン散２０％
3133 パントテン酸系製剤 パントール注射液　１００㎎　１ml
3134 ビタミンＢ６剤 ピドキサール錠１０ｍｇ
3135 葉酸製剤 フォリアミン錠　５㎎
3135 葉酸製剤 フォリアミン錠
3135 葉酸製剤 フォリアミン注　１５㎎　１ml
3136 ビタミンＢ１２剤 メチコバール錠５００ug
3136 ビタミンＢ１２剤 メチコバール錠５００ug　　　　　　　　　　　　
3136 ビタミンＢ１２剤 メチコバール注射液５００ug
3140 ビタミンＣ製剤 ハイシー顆粒２５％
3140 ビタミンＣ製剤 アスコルビン酸注射液５００ｍｇ「サワイ」
3150 ビタミンＥ製剤 ユベラ錠５０㎎　　　　　　　　　　　　　　　　
3160 ビタミンＫ製剤 ケイツー　カプセル　５㎎
3160 ビタミンＫ製剤 ケイツーシロップ０．２％
3160 ビタミンＫ製剤 グラケーカプセル１５ｍｇ
3160 ビタミンＫ製剤 ケイツーＮ静注１０㎎　　　　　　　　　　　　
3172 ビタミンＢ・Ｃ混合製剤 プレビタＳ注射液
3179 その他の混合ビタミン剤 ノイロビタン配合錠
3179 その他の混合ビタミン剤 シナール配合顆粒　　　１ｇ　　　
3179 その他の混合ビタミン剤 ビタメジン配合カプセルＢ２５
3179 その他の混合ビタミン剤 調剤用パンビタン末
3179 その他の混合ビタミン剤 ビタメジン静注用
3179 その他の混合ビタミン剤 ビタジェクト注キットＰＦ－Ｎ０５Ｖ　　　　　　
3211 乳酸カルシウム製剤 乳酸カルシウム「ファイザー」原末
3213 グルコン酸カルシウム製剤 カルチコール注射液　8.5%　１０ml
3214 有機酸カルシウム製剤（乳酸・グリセロリン酸・グルコン酸カルシウム製剤を除く。） アスパラ－ＣＡ錠２００
3219 その他のカルシウム剤 デノタスチュアブル配合錠
3221 ヨウ素化合物製剤 ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」　　　　
3222 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。） インクレミンシロップ５％　　２５０ｍｌ
3222 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。） フェルム　カプセル　１００㎎
3222 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。） クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」
3222 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。） クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」
3222 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。） フェジン静注４０㎎　２ｍｌ　　　　　　　　　　
3229 その他の無機質製剤 アスパラカリウム散５０％　　　　　　　　　　　
3229 その他の無機質製剤 ホスリボン配合顆粒
3229 その他の無機質製剤 アスパラカリウム錠３００ｍｇ
3229 その他の無機質製剤 特）ソリタ－Ｔ配合顆粒２号
3229 その他の無機質製剤 エレジェクト注シリンジ　２ｍｌ　　　　　　　　
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　　採用薬品一覧

3231 ブドウ糖製剤 ブドウ糖
3231 ブドウ糖製剤 テルモ糖注５０％　２００ｍｌ　　　　　　　　　
3231 ブドウ糖製剤 テルモ糖注５０％　５００ｍｌ　　　　　　　　　
3231 ブドウ糖製剤 糖液５０％（大塚）　プラアンプル　２０ml
3231 ブドウ糖製剤 糖液５％ＴＮ（大塚）　１００ml
3231 ブドウ糖製剤 糖液２０％（大塚）　プラアンプル　２０ml
3231 ブドウ糖製剤 糖液５％（大塚）　２５０ml
3231 ブドウ糖製剤 糖液５％（大塚）　プラアンプル　２０ml
3231 ブドウ糖製剤 糖液１０％（大塚）ソフトバック５００ｍｌ
3231 ブドウ糖製剤 糖液５％（大塚）ソフトバック５００ｍｌ
3239 その他の糖類剤 ハイカリックＲＦ輸液　５００ｍｌ　　　　　　　
3253 混合アミノ酸製剤 ヘパアクト配合顆粒
3253 混合アミノ酸製剤 アミノレバン点滴静注　ソフトバッグ　２００ml
3253 混合アミノ酸製剤 アミノレバン点滴静注　ソフトバッグ　５００ml
3253 混合アミノ酸製剤 アミパレン輸液　ソフトバッグ　２００ml
3253 混合アミノ酸製剤 キドミン輸液
3259 その他のたん白アミノ酸製剤 エレンタール配合内用剤
3259 その他のたん白アミノ酸製剤 エンシュア・リキッドＣＦ
3259 その他のたん白アミノ酸製剤 ラコールＮＦ配合経腸用液
3259 その他のたん白アミノ酸製剤 エネーボ配合経腸用液
3259 その他のたん白アミノ酸製剤 特）ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤
3259 その他のたん白アミノ酸製剤 特）エンシュア・リキッド
3259 その他のたん白アミノ酸製剤 アミノレバンＥＮ配合散
3259 その他のたん白アミノ酸製剤 アミノレバンＥＮ配合散
3259 その他のたん白アミノ酸製剤 フルカリック１号輸液（未開通投与防止機構付）
3259 その他のたん白アミノ酸製剤 フルカリック２号輸液（未開通投与防止機構付）
3259 その他のたん白アミノ酸製剤 ビーフリード輸液
3259 その他のたん白アミノ酸製剤 エルネオパＮＦ１号輸液
3259 その他のたん白アミノ酸製剤 エルネオパＮＦ２号輸液
3259 その他のたん白アミノ酸製剤 特）エルネオパＮＦ２号輸液
3299 配合剤 イントラリポス輸液２０％　１００ｍｌ　　　　　
3311 生理食塩液類 テルモ生食ＴＰ－FＡ０５ＮＳ　５００ml
3311 生理食塩液類 生食　（大塚）　プラアンプル　２０ml
3311 生理食塩液類 大塚生食注　５０ml　　　　　　　　　　　　　　
3311 生理食塩液類 大塚生食注 ２５０ｍｌ
3311 生理食塩液類 大塚生食注　（プラ細口　５００ｍｌ）
3311 生理食塩液類 大塚生食注２ポート１００ｍＬ
3311 生理食塩液類 生理食塩液バッグ「フソー」
3311 生理食塩液類 生理食塩液バッグ「フソー」
3311 生理食塩液類 生食注シリンジ「オーツカ」５ｍＬ
3319 その他の血液代用剤 ソリタ－Ｔ２号輸液　５００ｍｌ　　　　　
3319 その他の血液代用剤 ソリタ－Ｔ４号輸液　２００ｍｌ　　　　　
3319 その他の血液代用剤 ソリタ－Ｔ４号輸液　５００ｍｌ　　　　　　　　
3319 その他の血液代用剤 ハルトマンＤ液「小林」　５００ｍｌ　　　　　　
3319 その他の血液代用剤 フィジオ３５輸液　５００ml
3319 その他の血液代用剤 低分子デキストランＬ注ソフト２５０ml
3319 その他の血液代用剤 フィジオ１４０　５００ｍｌ　　　　　　　　　　
3319 その他の血液代用剤 ビカーボン輸液　５００ｍｌ　　　　　　　　　　　
3319 その他の血液代用剤 塩化ナトリウム注１０％シリンジ２０ml　　　　　
3319 その他の血液代用剤 ＫＣＬ注１０ｍＥｑキット　１０ｍｌ　　　　　　
3319 その他の血液代用剤 ヘスパンダー輸液
3319 その他の血液代用剤 ソルラクト輸液
3319 その他の血液代用剤 リン酸２カリウム注２０ｍＥｑキット「テルモ」
3319 その他の血液代用剤 ボルベン輸液６％
3319 その他の血液代用剤 ソルデム３Ａ輸液　２００ｍｌ
3319 その他の血液代用剤 ソルデム３Ａ輸液　５００ｍｌ
3319 その他の血液代用剤 ソルデム３ＡＧ輸液　２００ｍｌ
3319 その他の血液代用剤 ソルデム３ＡＧ輸液　５００ｍｌ
3319 その他の血液代用剤 ソルデム１輸液　２００ｍｌ
3319 その他の血液代用剤 ソルデム１輸液　５００ｍｌ
3319 その他の血液代用剤 ソルアセトＦ輸液
3319 その他の血液代用剤 ヴィーンＤ輸液
3319 その他の血液代用剤 ヴィーン３Ｇ輸液
3321 カルバゾクロム系製剤 アドナ錠　３０㎎　　　　　　　　　　　　　　　　
3321 カルバゾクロム系製剤 カルバゾクロムスルホン酸Na静注５０ｍｇ「フソー」
3322 ゼラチン製剤 スポンゼル　５㎝Ｘ２．５㎝
3323 臓器性止血製剤 トロンビン液ソフトボトル１万Ｕ１０ml　　　　　
3325 セルロース系製剤（可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。） サージセル　綿型シート　１５７２６
3326 アルギン酸系製剤 アルト原末　１ｇ
3327 抗プラスミン剤 トランサミン錠２５０ｍｇ
3327 抗プラスミン剤 リカバリン注２５０ｍｇ
3327 抗プラスミン剤 トラネキサム酸注１ｇ「ＮＰ」
3329 その他の止血剤 プロタミン硫酸塩静注用１００㎎「モチダ」
3329 その他の止血剤 エトキシスクレロール　1％

14



薬効ｺｰﾄﾞ 薬効名 薬品名

　　採用薬品一覧

3329 その他の止血剤 ポリドカスクレロール３％注２ｍｌ　　　　　　　
3329 その他の止血剤 レプチラーゼ注２単位
3329 その他の止血剤 オルダミン注射用１ｇ
3332 ジクマロール系製剤 ワーファリン錠１㎎
3332 ジクマロール系製剤 ワーファリン錠１ｍｇ
3332 ジクマロール系製剤 ワーファリン錠０．５ｍｇ
3332 ジクマロール系製剤 ワーファリン錠０．５ｍｇ
3334 ヘパリン製剤 ヘパリンＮａ注５千単位/５ｍｌ「モチダ」　
3334 ヘパリン製剤 クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ
3334 ヘパリン製剤 ダルテパリンＮａ静注４０００単位／１６ｍＬシリンジ「ニプロ」
3334 ヘパリン製剤 ヘパフィルド透析用２５０単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ
3334 ヘパリン製剤 ヘパリンＣａ皮下注２万単位／０．８ｍＬ「サワイ」
3334 ヘパリン製剤 ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」５ｍＬ
3339 その他の血液凝固阻止剤 プラザキサカプセル１１０ｍｇ
3339 その他の血液凝固阻止剤 イグザレルト錠１０ｍｇ
3339 その他の血液凝固阻止剤 エリキュース錠２．５ｍｇ
3339 その他の血液凝固阻止剤 プラザキサカプセル７５ｍｇ
3339 その他の血液凝固阻止剤 リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ
3339 その他の血液凝固阻止剤 リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ
3339 その他の血液凝固阻止剤 ヒルドイドソフト
3339 その他の血液凝固阻止剤 ヒルドイドソフト　瓶入
3339 その他の血液凝固阻止剤 ヒルドイド　ローション　０．３％　　
3339 その他の血液凝固阻止剤 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日本臓器」
3339 その他の血液凝固阻止剤 リコモジュリン点滴静注用１２８００
3399 その他の血液・体液用薬 アンプラーグ錠１００㎎　小型錠　　　　　　　　
3399 その他の血液・体液用薬 オパルモン錠５ug　　　　　　　　　　　　　　　
3399 その他の血液・体液用薬 エパデールＳ９００
3399 その他の血液・体液用薬 バイアスピリン錠１００ｍｇ
3399 その他の血液・体液用薬 バイアスピリン錠１００ｍｇ
3399 その他の血液・体液用薬 アンプラーグ錠１００ｍｇ
3399 その他の血液・体液用薬 コンプラビン配合錠
3399 その他の血液・体液用薬 エフィエント錠３．７５ｍｇ
3399 その他の血液・体液用薬 シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」
3399 その他の血液・体液用薬 チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」
3399 その他の血液・体液用薬 オパルモン錠５μｇ
3399 その他の血液・体液用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」
3399 その他の血液・体液用薬 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」
3399 その他の血液・体液用薬 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「サワイ」
3399 その他の血液・体液用薬 シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「サワイ」
3399 その他の血液・体液用薬 ドルナー錠２０μｇ
3399 その他の血液・体液用薬 エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ
3399 その他の血液・体液用薬 特）ムルプレタ錠３ｍｇ
3399 その他の血液・体液用薬 アルスロマチック関節手術用洗浄液　３Ｌ　　　　　　　　　　　　
3399 その他の血液・体液用薬 アンサー皮下注２０ug　１ｍｌ　　　　　　　　　
3399 その他の血液・体液用薬 アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液
3399 その他の血液・体液用薬 ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ
3399 その他の血液・体液用薬 プリズバインド静注液２．５ｇ
3399 その他の血液・体液用薬 フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「モチダ」
3410 配合剤 サブラッド血液ろ過用補充液ＢＳＧ
3410 配合剤 キンダリー透析剤ＡＦ４号
3410 配合剤 キンダリー透析剤４Ｅ
3420 腹膜透析用剤 ミッドペリック１３５　２．０Ｌ　シングル
3420 腹膜透析用剤 ミッドペリック１３５　１．５Ｌ　バッグ付き
3420 腹膜透析用剤 ミッドペリック１３５　２．０Ｌ　バッグ付き
3420 腹膜透析用剤 ミッドペリック２５０　２．０Ｌ　シングル
3420 腹膜透析用剤 ミッドペリック２５０　１．５Ｌ　バッグ付き
3420 腹膜透析用剤 ミッドペリック２５０　２．０Ｌ　バッグ付き
3420 腹膜透析用剤 エクストラニール　２Ｌ　ＵＶツイン　　　　
3420 腹膜透析用剤 エクストラニール　１．５Ｌ　ＵＶツイン　　　　　
3420 腹膜透析用剤 エクストラニール　１．５Ｌ　ツインバッグ　　　　　
3420 腹膜透析用剤 エクストラニール　２Ｌ　ツインバッグ　　　　　　　
3420 腹膜透析用剤 ダイアニールＮ　ＰＤ４　２.５　ＵＶツイン　２Ｌ　　　　　
3420 腹膜透析用剤 ペリセート３６０Ｎ　２Ｌ　シングル
3420 腹膜透析用剤 ペリセート３６０Ｎ　３Ｌ　シングル
3420 腹膜透析用剤 ペリセート４００Ｎ　２Ｌ　排液バッグ付
3420 腹膜透析用剤 特)ペリセート３６０Ｎ　１Ｌ　排液バッグ付
3420 腹膜透析用剤 ペリセート３６０Ｎ　１.５Ｌ　排液バッグ付
3420 腹膜透析用剤 ペリセート４００Ｎ　３Ｌ　シングル
3420 腹膜透析用剤 ニコペリック　シングルバッグ　１.５Ｌ
3420 腹膜透析用剤 ニコペリック　排液バッグ付　１.５Ｌ
3420 腹膜透析用剤 ニコペリック　シングルバッグ　2Ｌ
3420 腹膜透析用剤 ニコペリック　排液バッグ付　２Ｌ
3420 腹膜透析用剤 レギュニールＨｃａ　1.5％　１．５Ｌ　ＵＶツインバッグ
3420 腹膜透析用剤 レギュニールＨｃａ　1.5％　２Ｌ　ＵＶツインバッグ
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3420 腹膜透析用剤 レギュニールＨｃａ　2.5％　１．５Ｌ　ＵＶツインバッグ
3420 腹膜透析用剤 レギュニールＨｃａ　2.5％　２Ｌ　ＵＶツインバッグ
3420 腹膜透析用剤 レギュニールＨｃａ　1.5％　１．５Ｌ　ツインバッグ
3420 腹膜透析用剤 レギュニールＨｃａ　1.5％　２Ｌ　ツインバッグ
3420 腹膜透析用剤 レギュニールＨｃａ　2.5％　１．５Ｌ　ツインバッグ
3420 腹膜透析用剤 レギュニールＨｃａ　2.5％　２Ｌ　ツインバッグ
3420 腹膜透析用剤 レギュニールＬｃａ　1.5％　２Ｌ　ＵＶツインバッグ
3420 腹膜透析用剤 レギュニールＨｃａ　1.5％　２．５Ｌ　シングル
3420 腹膜透析用剤 レギュニールＨｃａ　1.5％　　５Ｌ　シングル
3420 腹膜透析用剤 レギュニールＨｃａ　2.5％　２．５Ｌ　シングル
3420 腹膜透析用剤 レギュニールＨｃａ　2.5％　５Ｌ　シングル
3420 腹膜透析用剤 特）ペリセート３６０ＮＬ腹膜透析液
3420 腹膜透析用剤 エクストラニール　２Ｌシングル　（つなぐ）
3420 腹膜透析用剤 特）レギュニール　ＬＣａ　２．５腹膜透析液
3420 腹膜透析用剤 特）ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液　シングル
3420 腹膜透析用剤 特）ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液　シングル
3420 腹膜透析用剤 特）ペリセート３６０ＮＬ腹膜透析液
3420 腹膜透析用剤 特）ペリセート３６０ＮＬ腹膜透析液
3420 腹膜透析用剤 特）エクストラニール　1.5Ｌシングル
3420 腹膜透析用剤 特）ペリセート３６０ＮＬ腹膜透析液
3420 腹膜透析用剤 特）ペリセート４００ＮＬ腹膜透析液
3919 その他の肝臓疾患用剤 タウリン散９８％「大正」　１．０２ｇ
3919 その他の肝臓疾患用剤 チオラ錠１００
3919 その他の肝臓疾患用剤 グリチロン配合錠　　　　　　　　　　　　　　　　　
3919 その他の肝臓疾患用剤 強力ネオミノファーゲンシーＰ静注２０ｍｌ　　　　　
3922 グルタチオン製剤 タチオン注射用２００㎎　　　　　　　　　　　　
3925 チオ硫酸ナトリウム製剤 デトキソール静注液２ｇ　２０ｍｌ　　　　　　　
3929 その他の解毒剤 クレメジン　カプセル２００mg
3929 その他の解毒剤 特）ロイコボリン錠５ｍｇ
3929 その他の解毒剤 ホリナート錠２５ｍｇ「タイホウ」
3929 その他の解毒剤 ノベルジン錠２５ｍｇ
3929 その他の解毒剤 特）ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ
3929 その他の解毒剤 クレメジン速崩錠５００ｍｇ
3929 その他の解毒剤 パム静注５００㎎　２０ｍｌ　　　　　　　　　　
3929 その他の解毒剤 メイロン静注７％　２０ｍｌ　　　　　　　　　　
3929 その他の解毒剤 ロイコボリン注３㎎　１ｍｌ　　　　　　　　　　
3929 その他の解毒剤 メイロン静注　７％　２５０ｍｌ　（ソフトバック）
3929 その他の解毒剤 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ヤクルト」
3929 その他の解毒剤 ブリディオン静注２００ｍｇ
3929 その他の解毒剤 炭酸水素Ｎａ静注１．２６％バッグ「フソー」
3941 コルヒチン製剤 コルヒチン錠０．５㎎　　　　　　
3943 アロプリノール製剤 アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」
3943 アロプリノール製剤 アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」
3949 その他の痛風治療剤 ウラリット－Ｕ配合散　１ｇ　　　
3949 その他の痛風治療剤 フェブリク錠１０ｍｇ
3949 その他の痛風治療剤 ウリアデック錠２０ｍｇ
3949 その他の痛風治療剤 ユリノーム錠５０ｍｇ
3954 ウロキナーゼ製剤 ウロナーゼ静注用６万単位
3959 その他の酵素製剤 エンピナース・Ｐ錠１８０００　　　　　　　　　
3959 その他の酵素製剤 クリアクター注　８０万国際単位　　　　　　　　
3959 その他の酵素製剤 アクチバシン注１２００万　　　　　　　　　　　
3959 その他の酵素製剤 特）リプレガル点滴静注用３．５ｍｇ
3959 その他の酵素製剤 特）ストレンジック皮下注８０ｍｇ／０．８ｍＬ
3961 スルフォニル尿素系製剤 グリメピリド錠１ｍｇ「日医工」
3961 スルフォニル尿素系製剤 グリメピリド錠１ｍｇ「日医工」
3961 スルフォニル尿素系製剤 グリミクロン錠４０ｍｇ
3962 ビグアナイド系製剤 メトグルコ錠２５０ｍｇ
3962 ビグアナイド系製剤 メトグルコ錠２５０ｍｇ
3969 その他の糖尿病用剤 グラクティブ錠５０ｍｇ
3969 その他の糖尿病用剤 ネシーナ錠１２．５ｍｇ
3969 その他の糖尿病用剤 エクア錠５０ｍｇ
3969 その他の糖尿病用剤 トラゼンタ錠５ｍｇ
3969 その他の糖尿病用剤 テネリア錠２０ｍｇ
3969 その他の糖尿病用剤 グラクティブ錠５０ｍｇ
3969 その他の糖尿病用剤 フォシーガ錠５ｍｇ
3969 その他の糖尿病用剤 シュアポスト錠０．２５ｍｇ
3969 その他の糖尿病用剤 エクメット配合錠ＨＤ
3969 その他の糖尿病用剤 トラゼンタ錠５ｍｇ
3969 その他の糖尿病用剤 ルセフィ錠２．５ｍｇ
3969 その他の糖尿病用剤 マリゼブ錠１２．５ｍｇ
3969 その他の糖尿病用剤 カナグル錠１００ｍｇ
3969 その他の糖尿病用剤 ミグリトールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」
3969 その他の糖尿病用剤 ジャディアンス錠１０ｍｇ
3969 その他の糖尿病用剤 ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「日医工」
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3969 その他の糖尿病用剤 カナリア配合錠
3969 その他の糖尿病用剤 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ケミファ」
3969 その他の糖尿病用剤 ナテグリニド錠９０ｍｇ「日医工」
3969 その他の糖尿病用剤 イニシンク配合錠
3992 アデノシン製剤 アデホスコーワ顆粒１０％　１ｇ　　　
3992 アデノシン製剤 アデホスコーワ腸溶錠２０
3992 アデノシン製剤 アデホス－Ｌコーワ注２０㎎　２ｍｌ　　　　　　
3999 その他代謝性医薬品 ネオーラル　２５㎎　カプセル
3999 その他代謝性医薬品 ネオ－ラル　５０㎎　カプセル
3999 その他代謝性医薬品 ブレディニン錠　５０㎎
3999 その他代謝性医薬品 ポルトラック原末　６ｇ　　　
3999 その他代謝性医薬品 プログラフカプセル　０．５㎎　　　　　　　　　
3999 その他代謝性医薬品 ネオーラル　１０㎎　カプセル　　　　　　　　　
3999 その他代謝性医薬品 ボナロン錠３５㎎　　　　　　　　　　　　　　　
3999 その他代謝性医薬品 レグパラ錠２５㎎　　　　　　　　　　　　　　　
3999 その他代謝性医薬品 ベネット錠１７．５㎎　１Ｔ　　　
3999 その他代謝性医薬品 ビビアント錠２０ｍｇ
3999 その他代謝性医薬品 特）レボレード錠１２．５ｍｇ
3999 その他代謝性医薬品 ボノテオ錠５０ｍｇ
3999 その他代謝性医薬品 ケアラム錠２５ｍｇ
3999 その他代謝性医薬品 セルセプトカプセル２５０
3999 その他代謝性医薬品 リウマトレックスカプセル２ｍｇ
3999 その他代謝性医薬品 ゼルヤンツ錠５ｍｇ
3999 その他代謝性医薬品 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「日医工」
3999 その他代謝性医薬品 カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「日医工」
3999 その他代謝性医薬品 ピアーレシロップ６５％
3999 その他代謝性医薬品 エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ
3999 その他代謝性医薬品 キネダック錠５０ｍｇ
3999 その他代謝性医薬品 特）オフェブカプセル１５０ｍｇ
3999 その他代謝性医薬品 特）オフェブカプセル１００ｍｇ
3999 その他代謝性医薬品 特）プラケニル錠２００ｍｇ
3999 その他代謝性医薬品 アザニン錠５０ｍｇ
3999 その他代謝性医薬品 特）ピレスパ錠２００ｍｇ
3999 その他代謝性医薬品 タクロリムス錠１ｍｇ「あゆみ」
3999 その他代謝性医薬品 特）オルミエント錠２ｍｇ
3999 その他代謝性医薬品 特）オテズラ錠３０ｍｇ
3999 その他代謝性医薬品 特）オテズラ錠スターターパック
3999 その他代謝性医薬品 オルケディア錠１ｍｇ
3999 その他代謝性医薬品 特）ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ
3999 その他代謝性医薬品 メトレート錠２ｍｇ
3999 その他代謝性医薬品 アルツディスポ関節注２５㎎２．５ｍｌ　　　　　
3999 その他代謝性医薬品 エルシトニン注４０単位　　　　　　　　　　　　
3999 その他代謝性医薬品 ミラクリッド注射液１０万単位　２ｍｌ　　　　　
3999 その他代謝性医薬品 ミラクリッド注射液５万単位　１ｍｌ　　　　　　
3999 その他代謝性医薬品 注射用エフオーワイ５００
3999 その他代謝性医薬品 注射用エラスポール　100
3999 その他代謝性医薬品 エルシトニン注２０Ｓディスポ　１ｍｌ　　　　　
3999 その他代謝性医薬品 エスポー皮下用２４０００シリンジ
3999 その他代謝性医薬品 オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ
3999 その他代謝性医薬品 サイビスクディスポ関節注２ｍＬ
3999 その他代謝性医薬品 ミルセラ注シリンジ２５μｇ
3999 その他代謝性医薬品 ミルセラ注シリンジ５０μｇ
3999 その他代謝性医薬品 ミルセラ注シリンジ１００μｇ
3999 その他代謝性医薬品 注射用ナファモスタット１０「ＭＥＥＫ」
3999 その他代謝性医薬品 注射用ナファモスタット５０「ＭＥＥＫ」
3999 その他代謝性医薬品 ミルセラ注シリンジ７５μｇ
3999 その他代謝性医薬品 ミルセラ注シリンジ１５０μｇ
3999 その他代謝性医薬品 ランマーク皮下注１２０ｍｇ
3999 その他代謝性医薬品 特）ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ
3999 その他代謝性医薬品 シムジア皮下注２００ｍｇシリンジ
3999 その他代謝性医薬品 エポエチンアルファＢＳ注１５００シリンジ「ＪＣＲ」
3999 その他代謝性医薬品 プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ
3999 その他代謝性医薬品 オザグレルＮａ注射液４０ｍｇシリンジ「サワイ」
3999 その他代謝性医薬品 ボンビバ静注１ｍｇシリンジ
3999 その他代謝性医薬品 特）ボナロン点滴静注バッグ９００μｇ
3999 その他代謝性医薬品 特）ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ
3999 その他代謝性医薬品 オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター１ｍＬ
3999 その他代謝性医薬品 特）コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン
3999 その他代謝性医薬品 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「サンド」
3999 その他代謝性医薬品 パーサビブ静注透析用５ｍｇ
3999 その他代謝性医薬品 特）ステラーラ点滴静注１３０ｍｇ
3999 その他代謝性医薬品 エルカルチンＦＦ静注１０００ｍｇシリンジ
3999 その他代謝性医薬品 特）トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェクター
3999 その他代謝性医薬品 特）ケブザラ皮下注２００ｍｇシリンジ
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3999 その他代謝性医薬品 エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ
3999 その他代謝性医薬品 特）トレムフィア皮下注１００ｍｇシリンジ
3999 その他代謝性医薬品 ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ
3999 その他代謝性医薬品 特）イラリス皮下注射液１５０ｍｇ
3999 その他代謝性医薬品 特）リクラスト点滴静注液５ｍｇ
3999 その他代謝性医薬品 特）ベンリスタ皮下注２００ｍｇオートインジェクター
3999 その他代謝性医薬品 特）ケブザラ皮下注２００ｍｇオートインジェクター
3999 その他代謝性医薬品 特）シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス
3999 その他代謝性医薬品 特）イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ
3999 その他代謝性医薬品 注射用エフオーワイ１００
3999 その他代謝性医薬品 特）ルミセフ皮下注２１０ｍｇシリンジ
3999 その他代謝性医薬品 ダルベポエチン　アルファ注１０μｇシリンジ「ＫＫＦ」
3999 その他代謝性医薬品 ダルベポエチン　アルファ注２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」
3999 その他代謝性医薬品 ダルベポエチン　アルファ注３０μｇシリンジ「ＫＫＦ」
3999 その他代謝性医薬品 ダルベポエチン　アルファ注４０μｇシリンジ「ＫＫＦ」
3999 その他代謝性医薬品 ダルベポエチン　アルファ注６０μｇシリンジ「ＫＫＦ」
3999 その他代謝性医薬品 ダルベポエチン　アルファ注１２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」
3999 その他代謝性医薬品 ダルベポエチン　アルファ注１８０μｇシリンジ「ＫＫＦ」
3999 その他代謝性医薬品 シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクター
4211 クロルエチルアミン系製剤 エンドキサン錠５０㎎　　　　　　　　　　　　　
4211 クロルエチルアミン系製剤 注射用エンドキサン　１００㎎
4211 クロルエチルアミン系製剤 注射用エンドキサン　５００㎎
4219 その他のアルキル化剤 アルケラン錠２㎎　　　　　　　　　　　　　　　
4219 その他のアルキル化剤 エストラサイトカプセル１５６．７㎎　　　　　　
4219 その他のアルキル化剤 特）ザノサー点滴静注用１ｇ
4222 メトトレキサート製剤 メソトレキセート錠　２．５㎎
4222 メトトレキサート製剤 注射用メソトレキセート　５０㎎
4222 メトトレキサート製剤 注射用メソトレキセート５ｍｇ
4223 フルオロウラシル系製剤 ゼローダ錠　３００㎎　　　　　　　　　　　　　
4223 フルオロウラシル系製剤 特）フルツロンカプセル２００
4223 フルオロウラシル系製剤 ５－ＦＵ注１０００ｍｇ
4224 シトシン系製剤 ジェムザール注射用　１ｇ
4224 シトシン系製剤 ジェムザール注射用　２００㎎
4229 その他の代謝拮抗剤 ハイドレア　カプセル　５００㎎
4229 その他の代謝拮抗剤 ユーエフティ配合カプセルＴ１００㎎　　　　　　　　　
4229 その他の代謝拮抗剤 ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００　０．５ｇ
4229 その他の代謝拮抗剤 エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０
4229 その他の代謝拮抗剤 エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５
4229 その他の代謝拮抗剤 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０
4229 その他の代謝拮抗剤 アリムタ注射用５００ｍｇ
4229 その他の代謝拮抗剤 アリムタ注射用１００ｍｇ
4231 マイトマイシンＣ製剤 マイトマイシン注用　２㎎
4234 ブレオマイシン系製剤 特)ブレオ注射用５㎎　　　　　　　　　　　　　　　
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤 アドリアシン注用１０　　　　　　　　　　　　　
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤 特）ピノルビン注射用１０㎎　　　　　　　　　　　　
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤 カルセド注射用２０㎎　　　　　　　　　　　　　
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤 カルセド注射用５０㎎　　　　　　　　　　　　　
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤 ドキシル注２０ｍｇ
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤 エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤 エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤 ピノルビン注射用３０ｍｇ
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤 特）アドリアシン注用５０
4240 その他の抗腫瘍性植物成分製剤 エクザール注射用　１０㎎　　　　　　　　　　　
4240 その他の抗腫瘍性植物成分製剤 トポテシン点滴静注　１００㎎　５ml
4240 その他の抗腫瘍性植物成分製剤 トポテシン点滴静注　４０㎎　２ml
4240 その他の抗腫瘍性植物成分製剤 ナベルビン注　１０㎎　１ml
4240 その他の抗腫瘍性植物成分製剤 ラステット注１００㎎／５ｍｌ　　　　　　　　　
4240 その他の抗腫瘍性植物成分製剤 アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ
4240 その他の抗腫瘍性植物成分製剤 パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」
4240 その他の抗腫瘍性植物成分製剤 パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ＮＫ」
4240 その他の抗腫瘍性植物成分製剤 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ニプロ」
4240 その他の抗腫瘍性植物成分製剤 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ニプロ」
4240 その他の抗腫瘍性植物成分製剤 特）ジェブタナ点滴静注６０ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 グリベック錠１００㎎　　　　　　　　　　　　　
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 タルセバ錠１５０㎎　　　　　　　　　　　　　　
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 タルセバ錠１００㎎　　　　　　　　　　　　　　
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 ネクサバール錠２００㎎　　　　　　　　　　　　
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 タモキシフェン錠２０ｍｇ「サワイ」
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 トレミフェン錠４０ｍｇ「サワイ」
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 特）ザーコリカプセル２５０ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 特）スチバーガ錠４０ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 ジオトリフ錠３０ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 ジオトリフ錠４０ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 特）タルセバ錠２５ｍｇ
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4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 エキセメスタン錠２５ｍｇ「ＮＫ」
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 特）ゼルボラフ錠２４０ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 特）ヴォトリエント錠２００ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 特）レンビマカプセル１０ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 レンビマカプセル４ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 特）アレセンサカプセル１５０ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 ザイティガ錠２５０ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 タグリッソ錠８０ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 特）カプレルサ錠１００ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 特）インライタ錠５ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＫ」
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＮＫ」
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＫ」
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 特）アフィニトール錠２．５ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 特）イブランスカプセル１２５ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 特）イブランスカプセル２５ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 リムパーザ錠１５０ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 特）ジカディアカプセル１５０ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 タグリッソ錠４０ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 イクスタンジ錠４０ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 特）ベージニオ錠１５０ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 特）ベージニオ錠５０ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 特）スプリセル錠５０ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 特）スプリセル錠２０ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 アーリーダ錠６０ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 アクプラ静注用　１００㎎
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 アクプラ静注用　１０㎎
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 リツキサン注　５００㎎　５０ml　　　　　　　　
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 リツキサン注　１００㎎　１０ml　　　　　　　　
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 アバスチン点滴静注用１００㎎／４ｍｌ　　　　　
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 アバスチン点滴静注用４００㎎／１６ml　　　　　
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 ミリプラ動注用７０ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 エルプラット点滴静注液５０ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 エルプラット点滴静注液１００ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 アービタックス注射液１００ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 ハーセプチン注射用６０
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 ハーセプチン注射用１５０
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 特）フェソロデックス筋注２５０ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 特）ハラヴェン静注１ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＮＫ」
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「ＮＫ」
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 シスプラチン点滴静注１０ｍｇ「マルコ」
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 シスプラチン点滴静注５０ｍｇ「マルコ」
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 特）キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 特）テセントリク点滴静注１２００ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 特）イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤 オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ
4299 その他の腫瘍用薬 ロンサーフ配合錠Ｔ１５
4299 その他の腫瘍用薬 ロンサーフ配合錠Ｔ２０
4299 その他の腫瘍用薬 ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ
4411 ジフェンヒドラミン系製剤 レスタミンコーワ錠１０ｍｇ
4413 フェノチアジン系製剤 ピレチア細粒１０％　　　　　　　　　　　　　　
4413 フェノチアジン系製剤 ピレチア錠　２５㎎
4413 フェノチアジン系製剤 ゼスラン小児用シロップ０．０３％
4413 フェノチアジン系製剤 ゼスラン錠３ｍｇ
4419 その他の抗ヒスタミン剤 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩酸徐放錠６ｍｇ
4419 その他の抗ヒスタミン剤 ポララミン注　0.5％
4420 その他の刺激療法剤 リマチル錠１００ｍｇ
4490 その他のアレルギー用薬 オノン ドライシロップ １０％　　　　　　　　　　
4490 その他のアレルギー用薬 シングレア　チュアブル錠　５㎎
4490 その他のアレルギー用薬 クラリチンレディタブ錠１０㎎　　　　　　　　　
4490 その他のアレルギー用薬 アレジオンドライシロップ１％　　　　　　　　　
4490 その他のアレルギー用薬 シングレア細粒　４㎎　　　　　　　　　　　　　
4490 その他のアレルギー用薬 アイピーディ　ドライシロップ　５％　　　　　　
4490 その他のアレルギー用薬 ジルテックドライシロップ１．２５％
4490 その他のアレルギー用薬 ザイザル錠５ｍｇ
4490 その他のアレルギー用薬 ディレグラ配合錠
4490 その他のアレルギー用薬 オキサトミドドライシロップ小児用２％「日医工」
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4490 その他のアレルギー用薬 フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」
4490 その他のアレルギー用薬 タリオン錠１０ｍｇ
4490 その他のアレルギー用薬 ケタスカプセル１０ｍｇ
4490 その他のアレルギー用薬 リザベンカプセル１００ｍｇ
4490 その他のアレルギー用薬 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」
4490 その他のアレルギー用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」
4490 その他のアレルギー用薬 ビラノア錠２０ｍｇ
4490 その他のアレルギー用薬 ミティキュアダニ舌下錠３，３００ＪＡＵ
4490 その他のアレルギー用薬 ミティキュアダニ舌下錠１０，０００ＪＡＵ
4490 その他のアレルギー用薬 シダキュアスギ花粉舌下錠２，０００ＪＡＵ
4490 その他のアレルギー用薬 アシテアダニ舌下錠３００単位（ＩＲ）
4490 その他のアレルギー用薬 アシテアダニ舌下錠１００単位（ＩＲ）
4490 その他のアレルギー用薬 シダキュアスギ花粉舌下錠５，０００ＪＡＵ
4490 その他のアレルギー用薬 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ケミファ」
4490 その他のアレルギー用薬 プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「サワイ」
4490 その他のアレルギー用薬 ルパフィン錠１０ｍｇ
4490 その他のアレルギー用薬 フェキソフェナジン塩酸塩ＤＳ５％「トーワ」
4490 その他のアレルギー用薬 特）治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」１０，０００ＪＡＵ／ｍＬ

4490 その他のアレルギー用薬 特）治療用アレルゲンエキス希釈液「トリイ」
4490 その他のアレルギー用薬 特）治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉２００ＪＡＵ／ｍＬ

4490 その他のアレルギー用薬 特）デュピクセント皮下注３００ｍｇシリンジ
4490 その他のアレルギー用薬 特）治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉２，０００ＪＡＵ／ｍＬ

5200 漢方製剤 ツムラ葛根湯　（１）
5200 漢方製剤 ツムラ牛車腎気丸　（１０７）
5200 漢方製剤 ツムラ桂枝加朮附湯　（１８）
5200 漢方製剤 ツムラ桂枝茯苓丸　（２５）
5200 漢方製剤 ツムラ五苓散　（１７）
5200 漢方製剤 ツムラ柴胡桂枝乾姜湯　（１１）
5200 漢方製剤 ツムラ十全大補湯　（４８）
5200 漢方製剤 ツムラ大黄甘草湯　（８４）
5200 漢方製剤 ツムラ大建中湯　（１００）
5200 漢方製剤 ツムラ猪苓湯　（４０）
5200 漢方製剤 ツムラ釣藤散　（４７）
5200 漢方製剤 ツムラ当帰芍薬散　（２３）
5200 漢方製剤 ツムラ麦門冬湯　（２９）
5200 漢方製剤 ツムラ八味地黄丸　（７）
5200 漢方製剤 ツムラ補中益気湯　（４１）
5200 漢方製剤 ツムラ麻黄附子細辛湯　（１２７）
5200 漢方製剤 ツムラ麻子仁丸　（１２６）
5200 漢方製剤 ツムラ六君子湯　（４３）
5200 漢方製剤 ツムラ芍薬甘草湯　（６８）
5200 漢方製剤 ツムラ葛根湯加川（２）
5200 漢方製剤 ツムラ真武湯　（３０）
5200 漢方製剤 クラシエ黄連解毒湯エキス　ＥＫ－１５２．ＯＧ　
5200 漢方製剤 クラシエ白虎加人参湯エキスＥＫ－３４２．０Ｇ　
5200 漢方製剤 ツムラ麻黄湯エキス顆粒　（２７）　２．５ｇ　
5200 漢方製剤 ツムラ柴朴湯エキス顆粒　（９６）
5200 漢方製剤 クラシエ人参養栄湯エキスＥＫ－１０８２．５Ｇ　
5200 漢方製剤 ツムラ防風通聖散（６２）２．５ｇ　
5200 漢方製剤 クラシエ四物湯エキス細粒　ＥＫ－７１２．０Ｇ　
5200 漢方製剤 ツムラ抑肝散　（５４）
5200 漢方製剤 ツムラ桂枝加芍薬湯　（６０）
5200 漢方製剤 ツムラ加味逍遙散　（２４）
5200 漢方製剤 ツムラ柴苓湯（１１４）
5200 漢方製剤 ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯　（３８）
5200 漢方製剤 ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（１２）
5200 漢方製剤 ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（１３５）
5200 漢方製剤 ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（１１１）
5200 漢方製剤 ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（１３４）
5200 漢方製剤 ツムラ温清飲エキス顆粒（５７）
5200 漢方製剤 ツムラ清肺湯エキス顆粒（９０）
5200 漢方製剤 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（１４）
5200 漢方製剤 ツムラ小青竜湯エキス顆粒（１９）
5200 漢方製剤 特）ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（０３９）
5200 漢方製剤 特）ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（０３７）
5900 生薬製剤 ヨクイニンエキス散　Ｐ７２
6112 リンコマイシン系抗生物質製剤 クリンダマイシンリン酸エステル注射液３００ｍｇ「サワイ」
6112 リンコマイシン系抗生物質製剤 クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ「サワイ」
6113 バンコマイシン製剤 塩酸バンコマイシン散０．５「ＭＥＥＫ」
6113 バンコマイシン製剤 点滴静注バンコマイシンＭＥＥＫ０．５　　　　　
6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの バクトロバン鼻腔用軟膏２％　３ｇ　　　
6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの ハベカシン注射液２００ｍｇ
6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの キュビシン静注用３５０ｍｇ
6123 アミノ糖系抗生物質製剤 カナマイシン　カプセル　２５０㎎
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6123 アミノ糖系抗生物質製剤 アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「サワイ」
6124 スペクチノマイシン製剤 トロビシン筋注用　２ｇ
6131 ペニシリン系抗生物質製剤 パセトシン細粒　１０％
6131 ペニシリン系抗生物質製剤 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「ＮＰ」
6131 ペニシリン系抗生物質製剤 ビクシリン注射用　１ｇ
6131 ペニシリン系抗生物質製剤 ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」
6132 セフェム系抗生物質製剤 セフゾン細粒小児用１０％　　　　　　　　　　　
6132 セフェム系抗生物質製剤 メイアクトＭＳ小児用細粒　１０％　　　　　
6132 セフェム系抗生物質製剤 セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」
6132 セフェム系抗生物質製剤 セフジニルカプセル１００ｍｇ「日医工」
6132 セフェム系抗生物質製剤 特）ラリキシン錠２５０ｍｇ
6132 セフェム系抗生物質製剤 セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「ＯＫ」
6132 セフェム系抗生物質製剤 クラフォラン注射用１ｇ　　　　　　　　　　　　
6132 セフェム系抗生物質製剤 ファーストシン静注用　１ｇ
6132 セフェム系抗生物質製剤 注射用マキシピーム　１ｇ
6132 セフェム系抗生物質製剤 セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」
6132 セフェム系抗生物質製剤 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「サワイ」
6132 セフェム系抗生物質製剤 セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」
6132 セフェム系抗生物質製剤 特）セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」
6132 セフェム系抗生物質製剤 セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「オーツカ」
6133 オキサセフェム系抗生物質製剤 フルマリン静注用１ｇ
6134 アミノ糖系抗生物質製剤 ゲンタマイシン硫酸塩注射液４０ｍｇ「日医工」
6135 ホスホマイシン製剤 ホスミシン　ドライシロップ４００
6135 ホスホマイシン製剤 ホスミシン錠５００
6135 ホスホマイシン製剤 ホスホマイシンナトリウム静注用０．５ｇ「日医工」
6135 ホスホマイシン製剤 ホスホマイシンナトリウム静注用２ｇ「日医工」
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの オラペネム小児用細粒１０％
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ファロム錠２００ｍｇ
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの オメガシン点滴用　０．３ｇ　　　　　　　　　　
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの スルバシリン静注用１．５ｇ　　　　　　　　　　
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの フィニバックス点滴静注用０．５ｇ
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ワイスタール配合静注用１ｇ
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 特）チエナム点滴静注用０．５ｇ
6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの タゾピペ配合静注用４．５「明治」
6141 エリスロマイシン製剤 エリスロシンドライシロップＷ２００㎎
6141 エリスロマイシン製剤 エリスロシン錠２００ｍｇ
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用 クラリシッドドライシロップ１０％小児　　　　　
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用 ジスロマック細粒小児用10%　　　　
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用 ジスロマック錠　２５０㎎
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用 クラリシッド錠５０ｍｇ小児用
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用 クラリスロマイシン錠２００「ＭＥＥＫ」
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用 ルリッド錠１５０
6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用 ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ
6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤 ビブラマイシン錠１００㎎　　　　　　　　　　　
6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤 ミノサイクリン塩酸塩顆粒２％「サワイ」
6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」
6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「日医工」
6164 リファンピシン製剤 リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」
6173 アムホテリシンＢ製剤 ファンギゾンシロップ１００㎎／ｍｌ　２４ｍｌ　
6179 その他の主としてカビに作用するもの ブイフェンド錠５０㎎　　　　　　　　　　　　　
6179 その他の主としてカビに作用するもの ファンガード点滴用　７５㎎　　　　　　　　　　
6179 その他の主としてカビに作用するもの ブイフェンド２００㎎静注用　　　　　　　　　　
6199 その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。） ボノサップパック４００
6199 その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。） ボノピオンパック
6199 その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。） リフキシマ錠２００ｍｇ
6219 その他のサルファ剤 アザルフィジンＥＮ錠５００㎎　　　　　　　　　
6219 その他のサルファ剤 サラゾピリン錠　５００㎎
6222 イソニアジド系製剤 イスコチン錠１００ｍｇ
6223 ピラジナミド製剤 ピラマイド原末
6225 エタンブトール製剤 エサンブトール錠２５０ｍｇ
6241 ピリドンカルボン酸系製剤 ジェニナック錠２００㎎　　　　　　　　　　　　
6241 ピリドンカルボン酸系製剤 オゼックス細粒小児用１５％
6241 ピリドンカルボン酸系製剤 シプロキサン錠２００ｍｇ
6241 ピリドンカルボン酸系製剤 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
6241 ピリドンカルボン酸系製剤 特）アベロックス錠４００ｍｇ
6241 ピリドンカルボン酸系製剤 クラビット点滴静注５００ｍｇ／２０ｍＬ
6241 ピリドンカルボン酸系製剤 シプロフロキサシン点滴静注３００ｍｇ／１５０ｍＬ「明治」
6249 その他の合成抗菌剤 リネゾリド錠６００ｍｇ「明治」
6249 その他の合成抗菌剤 シベクトロ点滴静注用２００ｍｇ
6249 その他の合成抗菌剤 リネゾリド点滴静注液６００ｍｇ「明治」
6250 その他の抗ウイルス剤 エピビル錠　１５０㎎　　　　　　　　　　　　　
6250 その他の抗ウイルス剤 ゼフィックス錠　１００㎎
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6250 その他の抗ウイルス剤 レトロビルカプセル１００㎎　　　　　　　　　　
6250 その他の抗ウイルス剤 カレトラ配合錠　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6250 その他の抗ウイルス剤 バラクルード錠０．５㎎　　　　　　　　　　　　
6250 その他の抗ウイルス剤 特)エプジコム配合錠　　　　　　　　　　　　　　　　　
6250 その他の抗ウイルス剤 ストックリン錠６００ｍｇ
6250 その他の抗ウイルス剤 アイセントレス錠４００ｍｇ
6250 その他の抗ウイルス剤 ソブリアードカプセル１００ｍｇ
6250 その他の抗ウイルス剤 特）テビケイ錠５０ｍｇ
6250 その他の抗ウイルス剤 テノゼット錠３００ｍｇ
6250 その他の抗ウイルス剤 特）バリキサ錠４５０ｍｇ
6250 その他の抗ウイルス剤 特）ゲンボイヤ配合錠
6250 その他の抗ウイルス剤 バラシクロビル顆粒５０％「アスペン」
6250 その他の抗ウイルス剤 バラシクロビル錠５００ｍｇ「アスペン」
6250 その他の抗ウイルス剤 特）デシコビ配合錠ＨＴ
6250 その他の抗ウイルス剤 ハーボニー配合錠
6250 その他の抗ウイルス剤 特）ジメンシー配合錠
6250 その他の抗ウイルス剤 アメナリーフ錠２００ｍｇ
6250 その他の抗ウイルス剤 マヴィレット配合錠
6250 その他の抗ウイルス剤 ベムリディ錠２５ｍｇ
6250 その他の抗ウイルス剤 ゾフルーザ錠１０ｍｇ
6250 その他の抗ウイルス剤 ゾフルーザ錠２０ｍｇ
6250 その他の抗ウイルス剤 オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」
6250 その他の抗ウイルス剤 オセルタミビルＤＳ３％「サワイ」
6250 その他の抗ウイルス剤 グラジナ錠５０ｍｇ
6250 その他の抗ウイルス剤 エレルサ錠５０ｍｇ
6250 その他の抗ウイルス剤 特）エプクルーサ配合錠
6250 その他の抗ウイルス剤 特）アイセントレス錠６００ｍｇ
6250 その他の抗ウイルス剤 特）ビクタルビ配合錠
6250 その他の抗ウイルス剤 レベトールカプセル２００ｍｇ
6250 その他の抗ウイルス剤 アラセナ－Ａ軟膏　３％
6250 その他の抗ウイルス剤 リレンザ（専用吸入器付）５㎎　４ブリスタ
6250 その他の抗ウイルス剤 イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ
6250 その他の抗ウイルス剤 デノシン点滴静注用５００㎎　　　　　　　　　　
6250 その他の抗ウイルス剤 特）シナジス筋注用　１００㎎　　　　　　　　　　　
6250 その他の抗ウイルス剤 ラピアクタ点滴用バッグ３００ｍｇ
6250 その他の抗ウイルス剤 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「サワイ」
6290 その他の化学療法剤 ジフルカン　カプセル　５０㎎
6290 その他の化学療法剤 バクタ配合錠
6290 その他の化学療法剤 バクタ配合顆粒
6290 その他の化学療法剤 フロリードゲル経口用２％　５Ｇ　　　
6290 その他の化学療法剤 イトリゾールカプセル５０
6290 その他の化学療法剤 ラミシール錠１２５ｍｇ
6290 その他の化学療法剤 ネイリンカプセル１００ｍｇ
6290 その他の化学療法剤 ベセルナクリーム５％　２５０㎎　　　　　　　　
6290 その他の化学療法剤 クレナフィン爪外用液１０％
6290 その他の化学療法剤 ルコナック爪外用液５％
6290 その他の化学療法剤 プロジフ静注液　２００㎎　２．５ｍｌ　　　　　
6311 細菌ワクチン類 ニューモバックスＮＰ　０．５ｍｌ　　　　　　　
6311 細菌ワクチン類 乾燥ＢＣＧワクチン　１人用　　　　　　　　　　
6311 細菌ワクチン類 アクトヒブ
6311 細菌ワクチン類 プレベナー１３水性懸濁注
6313 ウイルスワクチン類 ロタリックス内用液
6313 ウイルスワクチン類 おたふくかぜ生ワクチン　ゼラチン除去　　　　　
6313 ウイルスワクチン類 乾燥弱毒生水痘ワクチン
6313 ウイルスワクチン類 ジェービックＶ
6313 ウイルスワクチン類 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ
6313 ウイルスワクチン類 インフルエンザＨＡワクチン「生研」
6313 ウイルスワクチン類 インフルエンザＨＡワクチン「北里」シリンジ
6313 ウイルスワクチン類 イモバックスポリオ皮下注
6313 ウイルスワクチン類 インフルエンザＨＡワクチン「北里第一三共」１ｍＬ
6313 ウイルスワクチン類 ヘプタバックス－ＩＩ水性懸濁注シリンジ０．２５ｍＬ
6313 ウイルスワクチン類 ヘプタバックス－ＩＩ水性懸濁注シリンジ０．５ｍＬ
6322 トキソイド類 沈降破傷風トキソイドキット　０．５ml　　　　　
6331 抗毒素類 乾燥まむし抗毒素「化血研」　１人分　　　　　　
6343 血漿分画製剤 テタノブリン筋注用　２５０国際単位
6343 血漿分画製剤 フィブロガミンＰ静注用
6343 血漿分画製剤 乾燥ＨＢグロブリン筋注用　１０００単位　５ml
6343 血漿分画製剤 乾燥ＨＢグロブリン筋注用　２００単位　１ml
6343 血漿分画製剤 抗Ｄ人免疫グロブリン筋注　１０００倍
6343 血漿分画製剤 ハプトグロビン静注２０００単位「ベネシス」
6343 血漿分画製剤 献血アルブミネート　4.4%静注１１Ｇ ２５０ml　　　　　
6343 血漿分画製剤 アルブミン－ベーリング２０％静注１０．０ｇ／５０ｍＬ
6343 血漿分画製剤 献血ノンスロン１５００注射用
6343 血漿分画製剤 献血アルブミン２０％静注１０ｇ／５０ｍＬ「ニチヤク」
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6343 血漿分画製剤 献血グロベニン－Ｉ静注用２５００ｍｇ
6343 血漿分画製剤 ＰＰＳＢ－ＨＴ静注用５００単位「ニチヤク」
6343 血漿分画製剤 献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注２．５ｇ／２５ｍＬ
6349 その他の血液製剤類 ボルヒール組織接着用　０．５ml
6349 その他の血液製剤類 ベリプラストＰコンビセット　１ｍｌ　　　　　　
6349 その他の血液製剤類 ベリプラストＰコンビセット　３ｍｌ　　　　　　
6349 その他の血液製剤類 タコシール組織接着用シート
6349 その他の血液製剤類 ベリプラストＰコンビセット　０．５ｍｌ
6361 ワクチン・トキソイド混合製剤 沈降ジフテリア破傷風混合トキソ　１ml
6361 ワクチン・トキソイド混合製剤 沈降精製三種混合ワクチン「北里第一三共」シリンジ
6361 ワクチン・トキソイド混合製剤 スクエアキッズ皮下注シリンジ
6369 その他の混合生物学的製剤 ミールビック　　　　　　　　　　　　　　　　　
6391 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤 イムノブラダー膀注用８０ｍｇ
6393 精製ツベルクリン 一般診断用精製ツベルクリン０．２５ug　　　　　
6399 その他の生物学的製剤 スミフェロンＤＳ　３００万ＩＵ
6399 その他の生物学的製剤 フェロン注射用　３００万
6399 その他の生物学的製剤 ペガシス皮下注　１８０ug　　　　　　　　　　　
6399 その他の生物学的製剤 ペグイントロン皮下注射１００ug０．５　　　　　
6399 その他の生物学的製剤 ペグイントロン皮下注射５０ＵＧ０．５　　　　　
6399 その他の生物学的製剤 アクテムラ点滴静注用４００ｍｇ
6399 その他の生物学的製剤 アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ
6399 その他の生物学的製剤 アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター
6419 その他の抗原虫剤 フラジール内服錠　２５０㎎
6419 その他の抗原虫剤 ベナンバックス注用３００
6419 その他の抗原虫剤 アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ
6429 その他の駆虫剤 ストロメクトール錠３㎎　　　　　　　　　　　　
6429 その他の駆虫剤 特）スミスリンローション５％
7111 乳糖類 乳糖水和物原末「マルイシ」粒状
7112 デンプン類 バレイショデンプン「ケンエー」
7121 油脂性基剤 オリブ油　「ニッコー」
7121 油脂性基剤 プロペト
7122 乳剤性基剤 親水クリーム「ニッコー」
7131 精製水類 蒸留水　（大塚）　１００ml
7131 精製水類 蒸留水　（大塚）　プラアンプル　２０ml
7131 精製水類 蒸留水　（大塚）　広口開栓　１０００ml
7131 精製水類 注射用水バッグ「フソー」
7142 シロップ製剤 単シロップ
7149 その他の矯味、矯臭、着色剤 ｌ－メントール「ホエイ」
7190 その他の調剤用薬 塩化ナトリウム
7211 ヨウ素化合物製剤 ガストログラフィン経口・注腸用　１００ml　
7211 ヨウ素化合物製剤 リピオドール４８０注１０ｍＬ
7213 造影補助剤 マグコロール　Ｐ
7214 配合製剤 ウログラフィン注６０％　２０ｍｌ　　　　　　　
7219 その他のＸ線造影剤 イオパミロン注３７０シリンジ１００ml　　　　　
7219 その他のＸ線造影剤 オムニパーク　２４０注　１０ml
7219 その他のＸ線造影剤 オムニパーク　３００　１００ml
7219 その他のＸ線造影剤 オムニパーク　３００注　２０ml
7219 その他のＸ線造影剤 オムニパーク３００注シリンジ　１００ml
7219 その他のＸ線造影剤 ビジパーク２７０注　２０ml
7219 その他のＸ線造影剤 オムニパーク３００注シリンジ　１５０ml　　　　　
7219 その他のＸ線造影剤 オプチレイ２４０注シリンジ　１００ｍｌ　(CT用)　　　　　
7219 その他のＸ線造影剤 イオメロン３５０注シリンジ
7219 その他のＸ線造影剤 イオメロン３５０注シリンジ１３５ｍＬ
7219 その他のＸ線造影剤 オイパロミン３００注シリンジ１００ｍＬ
7219 その他のＸ線造影剤 オイパロミン３７０注シリンジ１００ｍＬ
7219 その他のＸ線造影剤 オイパロミン３００注１００ｍＬ
7219 その他のＸ線造影剤 オイパロミン３００注２０ｍＬ
7219 その他のＸ線造影剤 オイパロミン３７０注１００ｍＬ
7219 その他のＸ線造影剤 オイパロミン３７０注５０ｍＬ
7219 その他のＸ線造影剤 イオパーク３００注シリンジ１５０ｍＬ
7219 その他のＸ線造影剤 オムニパーク３００注シリンジ１２５ｍＬ
7219 その他のＸ線造影剤 オイパロミン３００注シリンジ８０ｍＬ
7223 下垂体機能検査用試薬・その他の内分泌機能検査用試薬 ＬＨ－ＲＨ注０．１㎎「タナベ」１ｍｌ　　　　　
7223 下垂体機能検査用試薬・その他の内分泌機能検査用試薬 ＴＲＨ注０．５㎎「タナベ」１ｍｌ　　　　　　
7223 下垂体機能検査用試薬・その他の内分泌機能検査用試薬 注射用ＧＨＲＰ科研１００　　　　　　　　　　　
7223 下垂体機能検査用試薬・その他の内分泌機能検査用試薬 アルギニン点滴静注３０ｇ「味の素」
7225 腎機能検査用試薬 インジゴカルミン注２０ｍｇ　５ｍｌ　　　　　
7229 その他の機能検査用試薬 アンチレクス静注　１０ｍｇ
7229 その他の機能検査用試薬 注射用グルカゴンＧ・ノボ注射用　１㎎
7290 その他の診断用薬 トレーランＧ液７５G　２２５ｍｌ　　　　　　　　　
7290 その他の診断用薬 ユービット錠　１００㎎　　　　　　　　　　　　
7290 その他の診断用薬 パッチテストパネル（Ｓ）
7290 その他の診断用薬 リゾビスト注　４４．６㎎　１．６ｍｌ　　　　　
7290 その他の診断用薬 プロハンス静注　シリンジ　１３ｍｌ　　　　　　　　
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7290 その他の診断用薬 フルオレサイト静注５００㎎　５ｍｌ　　　　　　
7290 その他の診断用薬 ソナゾイド注射用　16μL　　　　　　　　　　　　　　
7290 その他の診断用薬 ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ１０ml　　　　　
7290 その他の診断用薬 プロハンス静注シリンジ１７ｍｌ
7290 その他の診断用薬 オフサグリーン静注用２５ｍｇ
7290 その他の診断用薬 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ５ｍＬ
7290 その他の診断用薬 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ７．５ｍＬ
7290 その他の診断用薬 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ１０ｍＬ
7290 その他の診断用薬 特）診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トリイ」
7290 その他の診断用薬 特）アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩

7290 その他の診断用薬 レギチーン注射液５ｍｇ
7990 その他の他に分類されない治療を主目的としない医薬品 プロナーゼＭＳ　２００００単位　　　　　　　　
7990 その他の他に分類されない治療を主目的としない医薬品 ニフレック配合内用剤　１３７．１５５ｇ（バッグ付）　　　　　
7990 その他の他に分類されない治療を主目的としない医薬品 チャンピックス錠０．５㎎　　　　　　　　　　　
7990 その他の他に分類されない治療を主目的としない医薬品 チャンピックス錠１ｍｇ
7990 その他の他に分類されない治療を主目的としない医薬品 ミンクリア内用散布液０．８％
7990 その他の他に分類されない治療を主目的としない医薬品 モビプレップ配合内用剤
7990 その他の他に分類されない治療を主目的としない医薬品 Ｄ－ソルビトール経口液７５％「コーワ」
7990 その他の他に分類されない治療を主目的としない医薬品 アロンアルファＡ　０．５ｇ
7990 その他の他に分類されない治療を主目的としない医薬品 ニコチネルＴＴＳ１０
7990 その他の他に分類されない治療を主目的としない医薬品 ニコチネルＴＴＳ２０
7990 その他の他に分類されない治療を主目的としない医薬品 ニコチネルＴＴＳ３０
7990 その他の他に分類されない治療を主目的としない医薬品 ミリプラ用懸濁用液４ｍＬ
7990 その他の他に分類されない治療を主目的としない医薬品 アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ「ＦＲＩ」
8114 モルヒネ系製剤 モルヒネ塩酸塩水和物（第一三共）　　　　　　　
8114 モルヒネ系製剤 オプソ内服液　５㎎　２．５ｍｌ　　　　　　　　
8114 モルヒネ系製剤 オプソ内服液　１０㎎　５ｍｌ　　　　　　　　　
8114 モルヒネ系製剤 ＭＳツワイスロンカプセル１０ｍｇ
8114 モルヒネ系製剤 ＭＳツワイスロンカプセル３０ｍｇ
8114 モルヒネ系製剤 アンペック坐剤　１０㎎
8114 モルヒネ系製剤 アンペック注　２００㎎　５ml
8114 モルヒネ系製剤 モルヒネ塩酸塩注射液10mg　「第一三共」
8114 モルヒネ系製剤 モルヒネ塩酸塩注射液シオノギ５０㎎５ml
8115 コデイン系製剤 コデインリン酸塩錠２０ｍｇ「タケダ」
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬 オキノーム散０．５％ｽﾃｨｯｸ包装　０．５ｇ　
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬 オキノーム散０．５％ｽﾃｨｯｸ包装　１ｇ　　　
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬 オキシコンチンＴＲ錠２０ｍｇ
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬 オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬 オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬 オキノーム散１０ｍｇ
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬 ナルサス錠２ｍｇ
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬 オキファスト注１０ｍｇ
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬 オキファスト注５０ｍｇ
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬 ナルベイン注２ｍｇ
8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬 特）ナルベイン注２０ｍｇ
8211 フェニルピペリジン系製剤 ペチジン塩酸塩注射液５０ｍｇ「タケダ」
8211 フェニルピペリジン系製剤 ペチジン塩酸塩注射液３５ｍｇ「タケダ」
8219 その他の合成麻薬 アブストラル舌下錠１００μｇ
8219 その他の合成麻薬 特）アブストラル舌下錠４００μｇ
8219 その他の合成麻薬 フェントステープ１ｍｇ
8219 その他の合成麻薬 フェントステープ２ｍｇ
8219 その他の合成麻薬 フェントステープ４ｍｇ
8219 その他の合成麻薬 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「ＨＭＴ」
8219 その他の合成麻薬 フェントステープ０．５ｍｇ
8219 その他の合成麻薬 フェンタニル注射液０．１ｍｇ「ヤンセン」
8219 その他の合成麻薬 フェンタニル注射液０．５ｍｇ「ヤンセン」
8219 その他の合成麻薬 レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」
9999 １０％ハイポアルコール　滅菌５００ml　　　　　
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