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薬効分類

1．抗菌薬
ゲンタマイシン硫酸塩注60

硫酸ゲンタマイシン 60mg1管

注 アミノグリコシド系抗生物質製剤

トブラシン注60mg

トブラマイシン

60mg1管

注 アミノグリコシド系抗生物質製剤

200mg4mL1
管

注 アミノグリコシド系抗生物質製剤

アルベカシン硫酸塩注射液200mg 硫酸アルベカシン

フィニバックス点滴用0.25g

ドリペネム水和物 250mg1瓶 注 カルバペネム系抗生物質製剤

メロペネム点滴用バイアル0.5g メロペネム三水和物 500mg1瓶 注 カルバペネム系抗生物質製剤

点滴静注用バンコマイシン0.5 塩酸バンコマイシン 0.5g1瓶

注 グリコペプチド系抗生物質製剤

フルマリン静注用1g

フロモキセフナトリウム 1g1瓶

注 オキサセフェム系抗生物質製剤

セファゾリン注射用1g

セファゾリンナトリウム 1g1瓶

注 合成セファロスポリン製剤

セフメタゾール静注用1g

セフメタゾールナトリウム 1g1瓶

注 セファマイシン系抗生物質製剤

セフォチアム静注用1g

塩酸セフォチアム 1g1瓶

注 セフェム系抗生物質製剤

マキシピーム静注用1g

塩酸セフェピム

1g1瓶

注 セフェム系抗生物質製剤

セフタジジム静注用1g

セフタジジム

1g1瓶

注 セフェム系抗生物質製剤

セフトリアキソンNa静注用1g

セフトリアキソンナトリウム 1g1瓶

注 セフェム系抗生物質製剤

ミノサイクリン点滴静注用100mg 塩酸ミノサイクリン 100mg1瓶 注 テトラサイクリン系抗生物質製剤

シプロフロキサシン注200mg

シプロフロキサシン

200mg100mL

注 ニューキノロン系注射用抗菌剤

シプロフロキサシン注300mg

シプロフロキサシン

300mg150mL

注 ニューキノロン系注射用抗菌剤

セフォン静注用1g

(1g)1瓶

注

β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

(2.25g)1瓶

注

β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

(4.5g)1瓶

注

β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

スルバシリン静注用1.5g

スルバクタムナトリウム＼セ
フォペラゾンナトリウム
タゾバクタムナトリウム＼ピペ
ラシリンナトリウム
タゾバクタムナトリウム＼ピペ
ラシリンナトリウム
スルバクタムナトリウム＼アン
ピシリンナトリウム

(1.5g)1瓶

注

β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

注射用ビクシリン(1g(力価))

アンピシリンナトリウム 1g1瓶

注 ペニシリン系抗生物質製剤

ベンジルペニシリンカリウム 100万単位1瓶

注 ペニシリン系抗生物質製剤

タゾピペ配合静注用2.25「明治」

タゾピペ配合静注用4.5「明治」

注射用

ペニシリンGカリウム100万単位

ピペラシリンナトリウム注射用1g ピペラシリンナトリウム 1g1瓶

注 合成ペニシリン製剤

ホスホマイシンNa静注用1g

ホスホマイシンナトリウム 1g1瓶

注 ホスホマイシン系抗生物質製剤

クリンダマイシン注射液600mg

リン酸クリンダマイシン 600mg1管

注 抗生物質製剤

カナマイシンカプセル明治

一硫酸カナマイシン

250mg1カプセル

内 アミノグリコシド系抗生物質製剤

イスコチン錠100mg

イソニアジド

100mg1錠

内 結核化学療法剤

エブトール250mg錠

塩酸エタンブトール 250mg1錠 内 結核化学療法剤

ピラマイド

ピラジナミド

1g

内 結核化学療法剤

エリスロシン錠200mg

ステアリン酸エリスロマイシン

200mg1錠

内 マクロライド系抗生物質製剤

ケフラールカプセル250mg

セファクロル

250mg1カプセル

内 経口用セフェム系抗生物質製剤

セフカペンピポキシル塩酸塩錠100mg 塩酸セフカペンピボキシル 100mg1錠

内 経口用セフェム系抗生物質製剤

クラリスロマイシン錠200mg

クラリスロマイシン 200mg1錠 内 マクロライド系抗生物質製剤

アジスロマイシン錠200ｍｇ

アジスロマイシン水和物 200ｍｇ１錠

大久保病院 薬剤科

内 15員環マクロライド系抗生物質製剤

院内採用医薬品集

販売名

一般名

ジスロマック錠600mg

アジスロマイシン水和物 600mg1錠

規格単位

2/33
投与
経路

塩酸ミノサイクリン錠50「日医工」 塩酸ミノサイクリン 50mg1錠

薬効分類

内 15員環マクロライド系抗生物質製剤

内 テトラサイクリン系抗生物質

塩酸バンコマイシン散0.5g

塩酸バンコマイシン 500mg1瓶 内 グリコペプチド系抗生物質製剤

ジェニナック錠200mg

メシル酸ガレノキサシン水和物

アベロックス錠400mg

塩酸モキシフロキサシン 400mg1錠

200mg1錠

内 ピリドンカルボン酸系製剤
内 ニューキノロン系経口抗菌剤

レボフロキサシンOD錠500mg レボフロキサシン 500mg1錠 内 広範囲経口抗菌製剤
アモキシシリンカプセル250

アモキシシリン

250mg1カプセル

内 合成ペニシリン製剤

オーグメンチン錠250

アモキシシリン＼クラブラン酸
カリウム

(375mg)1錠

内 複合抗生物質製剤

ホスミシン錠500

ホスホマイシンカルシウム 500mg1錠

内 ホスホマイシン系抗生物質製剤

リファンピシンカプセル150mg「サンド」

リファンピシン

150mg1カプセル

内 リファンピシン製剤

ダラシンカプセル150mg

塩酸クリンダマイシン

150mg1カプセル

内 抗生物質製剤

リフキシマ錠200mg

リファキシミン

200mg1錠

内 難吸収性リファマイシン系抗菌薬

テイコプラニン点滴静注用200mg テイコプラニン

200mg1瓶

注 グリコペプチド系抗生物質製剤

セフポドキシムプロキセチル錠100mg

100mg1錠

内 経口用セフェム系抗生物質製剤

セフポドキシムプロキセチル

2．抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬
エピビル錠150

ラミブジン

150mg1錠

内 抗ウイルス化学療法剤

エプジコム錠

ラミブジン＼硫酸アバカビル

1錠

内 抗ウイルス化学療法剤

カレトラ錠

ロピナビル＼リトナビル 1錠

内 抗ウイルス化学療法剤

コンビビル錠

ジドブジン＼ラミブジン 1錠

内 抗ウイルス化学療法剤

ザイアジェン錠300mg

硫酸アバカビル

300mg1錠

内 抗ウイルス化学療法剤

ストックリン錠600mg

エファビレンツ

600mg1錠

内 抗ウイルス化学療法剤

ツルバダ錠

エムトリシタビン＼フマル酸テノホビ
ル ジソプロキシル

1錠

内 抗ウイルス化学療法剤

ノービア錠100mg

リトナビル

100mg1錠

内 抗ウイルス化学療法剤

ビリアード錠300mg

フマル酸テノホビル ジソプロキシル

300mg1錠

内 抗ウイルス化学療法剤

レクシヴァ錠700

ホスアンプレナビルカルシウ
ム水和物

700mg1錠

内 抗ウイルス化学療法剤

レトロビルカプセル100mg

ジドブジン

100mg1カプセル

内 抗ウイルス化学療法剤

バラクルード錠0.5mg

エンテカビル水和物 0.5mg1錠 内 抗ウイルス化学療法剤

バラシクロビル錠500

塩酸バラシクロビル 500mg1錠 内 抗ウイルス化学療法剤

プリジスタ錠600mg

ダルナビル エタノール付加物

600mg1錠

内 抗ウイルス化学療法剤

バリキサ錠450mg

バルガンシクロビル塩酸塩

450mg1錠

内 抗サイトメガロウイルス化学療法剤

オセルタミビルカプセル75mg リン酸オセルタミビル 75mg1カプセル 内 抗インフルエンザウイルス剤
ガンシクロビル点滴静注用500mg ガンシクロビル

500mg1瓶

注 抗サイトメガロウイルス化学療法剤

アシクロビル点滴静注250mg アシクロビル

250mg1管

注 抗ウイルス化学療法剤

ラピアクタ点滴用バック300mg ペラミビル水和物

300mg60ml袋

注 抗インフルエンザウイルス剤

ラニナミビルオクタン酸エステ
20mg1キット
ル水和物

外 抗インフルエンザウイルス剤

イナビル吸入粉末剤20mg

大久保病院 薬剤科

院内採用医薬品集

販売名

一般名

ペグインターフェロン
ペガシス皮下注180μg
アルファ-2a（遺伝子組換え）
プリジスタナイーブ錠800mg ダルナビル エタノール付加物
ドルテグラビルナトリウム
テビケイ錠 50mg
リバリビン
コペガス錠200mg
リルピビリン塩酸塩＼エムトリ
シタビン＼テノホビル アラフェ
オデフシィ配合錠
ナミドフマル酸塩

規格単位
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薬効分類

180μg1mL1瓶
注 ペグインターフェロン-α-2a製剤
800mg1錠

内 抗ウイルス化学療法剤

50ｍｇ1錠

内 抗ウイルス化学療法剤

200ｍｇ1錠

内 抗ウイルス化学療法剤

1錠

内 抗ウイルス化学療法剤

ハーボニー配合錠

レジパスビル＼ソホスブビル

2錠

内 抗ウイルス化学療法剤

ソバルディ錠400ｍｇ

ソホスブビル

1錠

内 抗ウイルス化学療法剤

トリーメク配合錠

2錠

内 抗ウイルス化学療法剤

1錠

内 抗ウイルス化学療法剤

1錠

内 抗ウイルス化学療法剤

1錠

内 抗ウイルス化学療法剤

1錠

内 抗ウイルス剤

ベムリディ錠25mg

ドルテグラビルナトリウム＼ア
バカビル硫酸塩＼ラミブジン
エムトリシタビン＼テノホビル
アラフェナミドフマル酸塩
エムトリシタビン＼テノホビル
アラフェナミドフマル酸塩
エルビテグラビル＼コビシス
タット＼エムトリシタビン＼テノ
ホビル アラフェナミドフマル酸
グレカプレビル水和物・ビプレ
ンタスビル
テノホビル アラフェナミドフマ
ル酸塩

25mg1錠

内 抗ウイルス剤

アイセントレス錠600mg

ラルテグラビルカリウム

600mg1錠

内 抗ウイルス化学療法剤

ゾフルーザ錠20mg

バロキサビルマルボキシル
ビクテグラビルナトリウム＼エ
ムトリシタビン＼テノホビル ア
ラフェナミドフマル酸塩

20mg1錠

内 抗ウイルス剤

1錠

内 抗ウイルス剤

デシコビ配合錠HT
デシコビ配合錠LT
ゲンボイヤ配合錠
マヴィレット配合錠

ビクタルビ配合錠
3．抗真菌薬

ファンギゾンシロップ100mg/mL アムホテリシンＢ 100mg1mL 内

イトラコナゾール錠50ｍｇ

ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質

イトラコナゾール 50mg1錠 内 経口抗真菌剤

フルコナゾールカプセル50mg「F」 フルコナゾール

50mg1カプセル

内 深在性真菌症治療剤

1g

内 合成抗菌剤

バクタ錠

スルファメトキサゾール＼トリ
メトプリム
スルファメトキサゾール＼トリ
メトプリム

1錠

内 合成抗菌剤

フロリードゲル経口用2％

ミコナゾール

2％1g

内 口腔・食道カンジダ症治療剤

フルコナゾール静注液0.2％「F」(50mL)

フルコナゾール

0.2％50mL1袋

注 深在性真菌症治療剤

ミカファンギンNa点滴用75mg

ミカファンギンナトリウム 75mg1瓶

注 その他の主としてカビに作用するもの

オキナゾール腟錠600mg

硝酸オキシコナゾール 600mg1錠

外 抗真菌剤

フラジール腟錠250mg

メトロニダゾール 250mg1錠 外 抗トリコモナス剤

ホーリンV腟用錠1mg

エストリオール

バクタ顆粒

1mg1錠

テルビナフィン塩酸塩外用液1％「サワイ」 テルビナフィン塩酸塩 1％1g

外 エストリオール製剤(腟用)

外 アリルアミン系抗真菌剤

エンペシドクリーム1％

クロトリマゾール 10mg1本 外 イミダゾール系製剤

ケトコナゾールクリーム2％

ケトコナゾール

2％1g

外 イミダゾール系製剤

アムビゾーム点滴静注用50mg アムホテリシンＢ 50mg1瓶 注

ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤

4．抗寄生虫薬
フラジール内服錠250mg

メトロニダゾール 250mg1錠 内 抗トリコモナス剤

サムチレール内用懸濁液15％ アトバコン

750mg5mL1包

大久保病院 薬剤科

内 ニューモシスチス肺炎治療薬

院内採用医薬品集
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バクトラミン注

スルファメトキサゾール＼トリ
メトプリム

5mL1管

注 カリニ肺炎治療剤

ベナンバックス300

イセチオン酸ペンタミジン 300mg1瓶

注 カリニ肺炎治療剤

ビームゲン(0.5mL)

組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン
（酵母由来）

注 ウイルスワクチン類

フルービックHA

インフルエンザHAワクチン

薬効分類

5．予防接種用薬
0.5mL1瓶

注 ウイルスワクチン類

沈降破傷風トキソイド「生研」 沈降破傷風トキソイド 0.5mL1瓶 注 トキソイド類
ニューモバックスNP

肺炎球菌ワクチン 0.5mL1瓶 注 細菌ワクチン類

一般診断用精製ツベルクリン 精製ツベルクリン

0.25μg1瓶

注 その他の生物学的製剤

6．消毒薬
アセサイド6％消毒液

過酢酸

外

化学的滅菌・殺菌消毒剤（医療器具・機器・装置専
用）

ディスオーパ消毒液0.55％

フタラール

外

化学的殺菌・消毒剤（医療用器具・機器・装置専用）

ハイジール消毒用液10％

塩酸アルキルジアミノエチルグリシン

10％10mL

外

外用殺菌消毒剤
（アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩製剤）

2％ハイポエタノール「ニッコー」

チオ硫酸ナトリウム＼エタノール

10mL

外 外用殺菌消毒剤

0.5％ヘキザックアルコール液

グルコン酸クロルヘキシジン

0.5％10mL

外 皮膚（手術野）・医療機器殺菌消毒剤

0.05W/V％マスキン水

グルコン酸クロルヘキシジン 0.05％10mL

外

ポピヨドンゲル10％

ポビドンヨード

10％10g

外 ヨウ素化合物・外用殺菌消毒剤

ポピヨドンスクラブ7.5％

ポビドンヨード

7.5％10mL

外 ヨウ素化合物

ポピラール液(ポビドンヨード製剤) ポビドンヨード

10％10mL

外 ヨウ素化合物

外用殺菌消毒剤（滅菌製剤）（クロルヘキシジン製
剤）

次亜塩6％「ヨシダ」

次亜塩素酸ナトリウム 6％10g

外 塩素酸塩製剤

オキシフル液3％

オキシドール

外 過酸化物製剤

0.025W/V％ヂアミトール水

塩化ベンザルコニウム 0.025％10mL

10mL

外 石鹸類製剤

複方ヨード・グリセリン「ヨシダ」 複方ヨードグリセリン 10mL

外 他に分類されない消化器官用薬

逆性石鹸液「ヒシヤマ」

塩化ベンザルコニウム 10％10mL

外 石鹸類製剤＼逆性石けん製剤

無水エタノール

無水エタノール

10mL

外 アルコール製剤

アリムタ注射用100mg

ペメトレキセドナトリウム水和物

100mg1瓶

注 その他の代謝拮抗剤

アリムタ注射用500mg

ペメトレキセドナトリウム水和物

500mg1瓶

注 その他の代謝拮抗剤

注射用メソトレキセート50mg

メトトレキサート

50mg1瓶

注 葉酸代謝拮抗剤

注射用メソトレキセート5mg

メトトレキサート

5mg1瓶

注 葉酸代謝拮抗剤

フルオロウラシル注1000mg

フルオロウラシル

1000mg1瓶

注 フルオロウラシル系製剤

フルオロウラシル注250mg

フルオロウラシル 250mg1管 注 フルオロウラシル系製剤

ゼローダ錠300

カペシタビン

ユーエフティE顆粒20％

テガフール＼ウラシル 20％1g

内 代謝拮抗剤

ユーエフティカプセル100mg

テガフール＼ウラシル

内 代謝拮抗剤

ロンサーフ配合錠Ｔ15

ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝ/ﾁﾋﾟﾗｼﾙ塩酸塩 15ｍｇ１錠

7．抗悪性腫瘍薬

300mg1錠

100mg1カプセル

大久保病院 薬剤科

内 フルオロウラシル系製剤

内 ＤＮＡ合成阻害薬
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販売名

一般名

ロンサーフ配合錠Ｔ20

ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝ/ﾁﾋﾟﾗｼﾙ塩酸塩 20ｍｇ１錠

内 ＤＮＡ合成阻害薬

ゲムシタビン注射用1g

塩酸ゲムシタビン 1g1瓶

注 シトシン系製剤＼その他の代謝拮抗剤

ゲムシタビン注射用200mg

塩酸ゲムシタビン 200mg1瓶 注 シトシン系製剤＼その他の代謝拮抗剤

規格単位

薬効分類

レボホリナートカルシウム 100mg1瓶 注 活性型葉酸製剤
レボホリナート点滴静注用100mg

レボホリナート点滴静注用25mg

レボホリナートカルシウム 25mg1瓶

注 活性型葉酸製剤

ロイコボリン注3mg

ホリナートカルシウム

注 抗葉酸代謝拮抗剤

ホリナート錠25mg

ホリナートカルシウム 25mg1錠

内 還元型葉酸製剤

アロマシン錠25mg

エキセメスタン

内 アロマターゼ阻害剤

ドキソルビシン注用10

塩酸ドキソルビシン 10mg1瓶

注 アントラサイクリン系抗生物質製剤

ドキソルビシン注20mg

塩酸ドキソルビシン

注 アントラサイクリン系抗生物質製剤

0.3％1mL1管

25mg1錠

20mg10ml瓶

エピルビシン塩酸塩注射用50mg エピルビシン塩酸塩 50mg1瓶

注 アントラサイクリン系抗生物質製剤

ミリプラ動注用70mg

ミリプラチン水和物 70mg1瓶

注 肝細胞癌治療剤

ミリプラ用懸濁用液4mL

ヨード化ケシ油脂肪酸エチル
エステル

4mL1管

注

マイトマイシン注用2mg

マイトマイシンＣ

2mg1瓶

注 マイトマイシンＣ製剤

オンコビン注射用1mg

硫酸ビンクリスチン 1mg1瓶

注 抗腫瘍性植物成分製剤

ナベルビン注10

酒石酸ビノレルビン

10mg1mL1瓶

注 ビンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤

ナベルビン注40

酒石酸ビノレルビン

40mg4mL1瓶

注 ビンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤

アブラキサン点滴静注用100mg パクリタキセル（アルブミン懸濁型） 100mg1瓶 注 抗腫瘍性植物成分製剤

バクリタキセル注100mg

パクリタキセル

100mg16.7mL1瓶

注 抗腫瘍性植物成分製剤

パクリタキセル注30mg

パクリタキセル

30mg5mL1瓶

注 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」

ドセタキセル水和物

20mg1mL1瓶

注 タキソイド系抗悪性腫瘍剤

ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」

ドセタキセル水和物

80mg4mL1瓶

注 タキソイド系抗悪性腫瘍剤

アナストロゾール錠1mg

アナストロゾール 1mg1錠

内

ノルバデックス錠10mg

クエン酸タモキシフェン 10mg1錠

内 抗乳癌剤

フェアストン錠40

トレミフェンクエン酸塩 40mg1錠

内

ヒスロンH200

酢酸メドロキシプロゲステロン

200mg1錠

内 合成黄体ホルモン製剤

ゾラデックス3.6mgデポ

酢酸ゴセレリン

3.6mg1筒

注 LH-RHアゴニスト

ゾラデックスLA10.8mgデポ

酢酸ゴセレリン

10.8mg1筒

注 LH-RHアゴニスト

リュープロレリン注射用キット3.75 酢酸リュープロレリン 3.75mg1筒 注

アロマターゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤

腫瘍用薬:悪性腫瘍:抗腫瘍作用:抗腫瘍性ホルモン
類似作用:抗エストロゲン作用:トリフェニルエチレン系

LH-RH（黄体形成ホルモン放出ホルモン）誘導体
マイクロカプセル型徐放性製剤

テラルビシン注射用10mg

塩酸ピラルビシン 10mg1瓶 注 抗悪性腫瘍抗生物質製剤

アクプラ静注用100mg

ネダプラチン

100mg1瓶

注 抗悪性腫瘍剤

アクプラ静注用10mg

ネダプラチン

10mg1瓶

注 抗悪性腫瘍剤

100mg20ml1瓶

注 抗悪性腫瘍剤

オキサリプラチン点滴静注液100mg オキサリプラチン

オキサリプラチン注射用50mg オキサリプラチン 50mg1瓶 注 抗悪性腫瘍剤
イリノテカン点滴静注40mg

塩酸イリノテカン

40mg2mL1瓶

大久保病院 薬剤科

注 抗腫瘍性植物成分製剤

院内採用医薬品集
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販売名

一般名

規格単位

投与
経路

イリノテカン点滴静注100mg

塩酸イリノテカン

100mg5mL1瓶

注 抗腫瘍性植物成分製剤

エトポシド注100mg/5mL

エトポシド

100mg5mL1瓶

ベクティビックス点滴静注100mg

パニツムマブ（遺伝子組換え） 100mg5mL1瓶

フェソロデックス筋注250mg

フルベストラント

250mg5mL1筒

注 抗腫瘍性植物成分製剤
抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗EGFR
注
注1）モノクローナル抗体
注 抗エストロゲン剤/閉経後乳癌治療剤

トラスツズマブBS点滴静注用用150mg

トラスツズマブ（遺伝子組換え）

150mg1瓶

注

薬効分類

抗HER2 ヒト化モノクローナル抗体
注1）HER2：Human Epidermal Growth Factor
Receptorヒト化モノクローナル抗体
Type 2（ヒト上皮増殖因子受容体2型、別
抗HER2
注1）HER2：Human Epidermal Growth Factor
Receptorヒト化モノクローナル抗体
Type 2（ヒト上皮増殖因子受容体2型、別
抗VEGF
注１）VEGF: Vascular Endothelial Growth Factor（血
管内皮増殖因子）
抗VEGF
ヒト化モノクローナル抗体
注１）VEGF: Vascular Endothelial Growth Factor（血
管内皮増殖因子）
抗ヒトEGFR モノクローナル抗体
注1) EGFR： Epidermal Growth Factor Receptor (上
皮細胞増殖因子受容体)

トラスツズマブBS点滴静注用60mg トラスツズマブ（遺伝子組換え） 60mg1瓶

注

アバスチン点滴静注用100mg/4mL

ベバシズマブ（遺伝子組換え） 100mg4mL1瓶

注

アバスチン点滴静注用400mg/16mL

ベバシズマブ（遺伝子組換え） 400mg16mL1瓶

注

アービタックス注射液100mg

セツキシマブ(遺伝子組換え) 100mg20mL1瓶

注

リツキサン注10mg/mL

リツキシマブ（遺伝子組換え）

レミケード点滴静注用100

インフリキシマブ（遺伝子組換え）

100mg1瓶

テモゾロミド錠100mg

注 抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害
レゴラフェニブ水和物 40mg1錠 内
剤
100mg1カプセル
内 その他のアルキル化剤
テモゾロミド

テモゾロミド錠20mg

テモゾロミド

20mg1カプセル

内 その他のアルキル化剤

テモダール点滴静注用100mg テモゾロミド

100mg1瓶

注 抗悪性腫瘍剤

スチバーガ錠40mg

100mg1瓶

注 抗CD20モノクローナル抗体

カルセド注射用20mg

アムルビシン塩酸塩 20mg1瓶

注 抗悪性腫瘍性抗生物質

カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」

カルボプラチン

150mg15mL1瓶

注 抗悪性腫瘍剤

カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」

カルボプラチン

50mg5mL1瓶

注 抗悪性腫瘍剤

シスプラチン注「マルコ」(10mg) シスプラチン

10mg20mL1瓶

注 抗悪性腫瘍剤

シスプラチン注「マルコ」(50mg) シスプラチン

50mg100mL1瓶

注 抗悪性腫瘍剤

ブレオ注射用30mg

100mg5ml1瓶

注 抗悪性腫瘍剤

420mg/14mL

注

ブレオマイシン

パージェタ点滴静注420mg/14mL ペルツズマブ（遺伝子組換え）

ゴナックス皮下注用120mg デガレリクス酢酸塩 120mg1瓶 注
80mg1瓶(溶
デガレリクス酢酸塩 解液付)
注
ゴナックス皮下注用80mg(専用溶解液添付製品)

抗悪性腫瘍剤
抗HER2注1)ヒト化モノクローナル抗体
注1）HER2：Human Epidermal Growth Factor
GnRHアンタゴニスト（徐放性）／前立腺癌治療剤
GnRHアンタゴニスト（徐放性）／前立腺癌治療剤

テガフール＼ギメラシル＼オ
テラシルカリウム
テガフール＼ギメラシル＼オ
テラシルカリウム

20ｍｇ1錠

内 代謝拮抗剤

25mg1錠

内 代謝拮抗剤

レナリドミド

5ｍｇ１錠

内 抗造血悪性腫瘍薬

ノギテカン

1.1ｍｇ1瓶

注 抗悪性腫瘍剤

エンザルタミド

80mg1錠

内 前立腺癌治療剤

ビカルタミド

80ｍｇ1錠

内 前立腺癌治療剤

11.25ｍｇ1筒

注

LH-RH誘導体マイクロカプセル型徐放製剤

リュープリンPRO注射用キット22.5mg リュープロレリン酢酸塩 22.5mg1筒

注

LH-RH誘導体マイクロカプセル型徐放性製剤

サイラムザ点滴静注液100mg

ラムシルマブ（遺伝子組換え） 100mg10mL1瓶

注 抗悪性腫瘍剤

サイラムザ点滴静注液500mg

ラムシルマブ（遺伝子組換え） 500mg50mL1瓶

注 抗悪性腫瘍剤

エスワンタイホウ配合OD錠T20
エスワンタイホウ配合錠OD錠T25

レブラミドカプセル５ｍｇ
ハイカムチン注射用1.1ｍｇ
イクスタンジ錠80mg
ビカルタミド錠80ｍｇ

リュープリンSR注射用キット11.25 リュープロレリン酢酸塩

動注用アイエーコール100mg シスプラチン

100mg1瓶

大久保病院 薬剤科

注 抗悪性腫瘍剤
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規格単位

投与
経路

薬効分類

カドサイラ点滴静注用100mg

100mg1瓶

注

抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体

カドサイラ点滴静注用160mg

トラスツズマブ エムタンシン
（遺伝子組換え）
トラスツズマブ エムタンシン
（遺伝子組換え）

160mg1瓶

注

抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体

オプジーボ点滴静注240mg

ニボルマブ（遺伝子組換え） 240mg24mL1瓶

注 抗悪性腫瘍剤

100mg4mL1瓶

注 抗悪性腫瘍剤

ジェブタナ点滴静注60mg

カバジタキセルアセトン付加物 60mg1.5mL 1瓶

注 抗悪性腫瘍剤

テセントリク点滴静注1200mg

アテゾリズマブ（遺伝子組換え） 1,200mg20mL1瓶

注 抗悪性腫瘍剤

テセントリク点滴静注840mg

アテゾリズマブ（遺伝子組換え）

840mg14mL1瓶

注 抗悪性腫瘍剤

グラセプターカプセル0.5mg

タクロリムス水和物

0.5mg1カプセル

内

他に分類されないその他の代謝性医薬品

グラセプターカプセル1mg

タクロリムス水和物

1mg1カプセル

内

他に分類されないその他の代謝性医薬品

グラセプターカプセル5mg

タクロリムス水和物

1mg1カプセル

内

他に分類されないその他の代謝性医薬品

スパニジン点滴静注用100mg 塩酸グスペリムス 100mg1瓶 注

他に分類されないその他の代謝性医薬品

キイトルーダ点滴静注100mg ペムブロシズマブ

8．免疫抑制薬

プログラフカプセル0.5mg

タクロリムス水和物

0.5mg1カプセル

内 免疫抑制剤

プログラフカプセル1mg

タクロリムス水和物

1mg1カプセル

内 免疫抑制剤

サーティカン錠0.25mg

エベロリムス

0.25mg 1錠

内 免疫抑制剤（mTOR阻害剤）

ネオーラル25mgカプセル

シクロスポリン

25mg1カプセル

内 カルシニューリンインヒビター

ネオーラル50mgカプセル

シクロスポリン

50mg1カプセル

内 カルシニューリンインヒビター

ブレディニンOD錠50

ミゾリビン

50mg1錠

内 免疫抑制剤

サイモグロブリン点滴静注用25mg

抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グ
ロブリン

25mg1瓶

注 免疫抑制剤

シムレクト静注用20mg

バシリキシマブ(遺伝子組換え)

20mg1瓶

注

セルセプトカプセル250

ミコフェノール酸モフェチル

250mg1カプセル

内 免疫抑制剤

コートリル錠10mg

ヒドロコルチゾン

10mg1錠

内 コルチゾン系製剤

ソル・コーテフ静注用500mg

コハク酸ヒドロコルチゾンナトリウム

500mg1瓶

注 コルチゾン系製剤

ソル・コーテフ注射用100mg

コハク酸ヒドロコルチゾンナトリウム

100mg1瓶

注 コルチゾン系製剤

ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注

トリアムシノロンアセトニド 40mg/1mL

注 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注

トリアムシノロンアセトニド 50mg/5mL

注 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

デカドロン錠0.5mg

デキサメタゾン

0.5mg1錠

内 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

デキサート注射液1.65mg

リン酸デキサメタゾンナトリウム

1.65mg1管

注 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

デキサート注射液3.3mg

リン酸デキサメタゾンナトリウム

3.3mg1管

注 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

ベタメタゾン錠0.5mg

ベタメタゾン

0.5mg1錠

内 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

リノロサール注射液2mg(0.4％)

リン酸ベタメタゾンナトリウム

2mg1管

注 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

水溶性ハイドロコートン注射液100mg

リン酸ヒドロコルチゾンナトリ
ウム
コハク酸プレドニゾロンナトリ
ウム
コハク酸プレドニゾロンナトリ
ウム

100mg2mL1瓶

注 副腎皮質ホルモン製剤

10mg1管

注 プレドニゾロン系製剤

50mg1管

注 プレドニゾロン系製剤

急性拒絶反応抑制剤
（抗CD25モノクローナル抗体）

9．副腎皮質ステロイド

水溶性プレドニン10mg
水溶性プレドニン50mg

大久保病院 薬剤科
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注射用ソル・メルコート1,000

コハク酸メチルプレドニゾロン
ナトリウム
コハク酸メチルプレドニゾロン
ナトリウム
コハク酸メチルプレドニゾロン
ナトリウム
コハク酸メチルプレドニゾロン
ナトリウム

1g1瓶

注 プレドニゾロン系製剤

125mg1瓶

注 プレドニゾロン系製剤

40mg1瓶

注 プレドニゾロン系製剤

500mg1瓶

注 プレドニゾロン系製剤

プレドニゾロン散「タケダ」1％ プレドニゾロン

1％1g

内 プレドニゾロン系製剤

プレドニン錠5mg

プレドニゾロン

5mg1錠

内 プレドニゾロン系製剤

プレドネマ注腸20mg

リン酸プレドニゾロンナトリウ
ム

20mg1個

外 潰瘍性大腸炎・限局性腸炎治療剤

メドロール錠4mg

メチルプレドニゾロン 4mg1錠

注射用ソル・メルコート125
注射用ソル・メルコート40
注射用ソル・メルコート500

薬効分類

内 プレドニゾロン系製剤

10．非ステロイド抗炎症薬、鎮痛・解熱薬、総合感冒薬
カロナール錠200

アセトアミノフェン 200mg1錠 内 アニリン系製剤

アセトアミノフェン坐剤小児用200mg アセトアミノフェン 200mg1個 外 小児用解熱鎮痛剤

ロキソプロフェンＮａ錠60mg

ロキソプロフェンナトリウム 60mg1錠

内 鎮痛・抗炎症・解熱剤

ナイキサン錠100mg

ナプロキセン

100mg1錠

内 鎮痛・抗炎症剤

ノイロトロピン錠4単位

ワクシニアウイルス接種家兎
炎症皮膚抽出液

4単位1錠

内

エトドラク錠200mg

エトドラク

200mg1錠

内 非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤

ソセゴン注射液15mg

ペンタゾシン

15mg1管

注 鎮痛剤

レペタン坐剤0.2mg

塩酸ブプレノルフィン 0.2mg1個 外 鎮痛剤

レペタン注0.2mg

塩酸ブプレノルフィン 0.2mg1管 注 鎮痛剤

ロピオン静注50mg

フルルビプロフェンアキセチル 50mg5mL1管

注 静注用非ステロイド性鎮痛剤

ノイロトロピン注射液3.6単位

ワクシニアウイルス接種家兎
炎症皮膚抽出液

3mL1管

注

リリカOD錠75mg

プレガバリン

75mg1錠

内 末梢神経障害性疼痛治療剤

リリカOD錠25mg

プレガバリン

25mg1錠

内 末梢神経障害性疼痛治療剤

トアラセット配合錠

トラマドール塩酸塩＼アセトア
ミノフェン

1錠

内 慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤

トラマールOD錠25mg

塩酸トラマドール 25mg1錠 内 がん疼痛治療剤

ジクロフェナク錠25mg

ジクロフェナクナトリウム 25mg1錠

内 フェニル酢酸系製剤

ジクロフェナクNa坐剤25mg

ジクロフェナクナトリウム 25mg1個

外 フェニル酢酸系製剤

ジクロフェナクNa坐剤50mg

ジクロフェナクナトリウム 50mg1個

外 フェニル酢酸系製剤

PL顆粒

サリチルアミド＼アセトアミノ
フェン＼無水カフェイン＼メチ
レンジサリチル酸プロメタジン

1g

内 総合感冒剤

アセトアミノフェン

1，000mg100mL1瓶
注 解熱鎮痛剤

チアラミド塩酸塩

100ｍｇ １錠内

鎮痛・抗炎症剤

セレコキシブ

100ｍｇ 1錠内

鎮痛・抗炎症剤

ブシラミン錠100mg

ブシラミン

100mg1錠

アルツディスポ関節注25mg

ヒアルロン酸ナトリウム 1％2.5mL1筒

注 関節機能改善剤

メトレート錠2mg

メトトレキサート

内

アセリオ静注液1000mg
ソランタール錠100ｍｇ
セレコックス錠100㎎

下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤（非オピオイ
ド、非シクロオキシゲナーゼ阻害）

疼痛、スモン後遺症状、アレルギー性鼻炎・そう痒

11．抗リウマチ薬（DMARDs）

2mg1カプセル

大久保病院 薬剤科

内 刺激療法剤
他に分類されないその他の代謝性医薬品

院内採用医薬品集
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一般名

規格単位

投与
経路

プロナーゼ

20，000単位

内 胃内粘液溶解除去剤

薬効分類

12．消炎酵素
プロナーゼMS
13．抗ヒスタミン薬
レスタミンコーワ錠

塩酸ジフェンヒドラミン 10mg1錠

内 ジフェンヒドラミン系製剤

オロパタジン塩酸塩OD錠5mg 塩酸オロパタジン 5mg1錠

内 アレルギー性疾患治療剤

ベシル酸ベポタスチンOD錠10mg ベシル酸ベポタスチン 10mg1錠

内

選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ロラタジン錠10mg

ロラタジン

10mg1錠

内

持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療
剤

ポララミン錠2mg

ｄ-マレイン酸クロルフェニラミ
ン

2mg1錠

内 抗ヒスタミン剤

ポララミン注5mg

マレイン酸クロルフェニラミン

0.5％1mL1管

注 抗ヒスタミン剤

アタラックス-P注射液(25mg/ml) 塩酸ヒドロキシジン

2.5％1mL1管

注 抗アレルギー性緩和精神安定剤

アタラックス-Pカプセル25mg

25mg1カプセル

内 抗アレルギー性緩和精神安定剤

パモ酸ヒドロキシジン

14．抗アレルギー薬
スプラタストトシル酸塩カプセル100 トシル酸スプラタスト 100mg1カプセル 内 アレルギー性疾患治療剤

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg

フェキソフェナジン塩酸塩 60mg1錠

プランルカストカプセル112.5mg プランルカスト水和物

112.5mg1カプ
セル

内 その他のアレルギー用薬
内

ロイコトリエン受容体拮抗剤・気管支喘息・アレル
ギー性鼻炎治療剤

モンテルカスト錠10mg

モンテルカストナトリウム 10mg1錠

内

ロイコトリエン受容体拮抗剤・気管支喘息・アレル
ギー性鼻炎治療剤

トラニラストカプセル100mg

トラニラスト

100mg1カプセル

内

アレルギー性疾患治療剤ケロイド・肥厚性瘢痕治療
剤

セレスターナ配合錠

ベタメタゾン＼ｄ-マレイン酸ク
ロルフェニラミン

1錠

内 その他の副腎ホルモン剤

グリメピリドOD錠1mg

グリメピリド

1mg1錠

内 スルホニルウレア系経口血糖降下剤

グリクラジド錠20mg

グリクラジド

20mg1錠

内 スルホニルウレア系経口血糖降下剤

ピオグリタゾン錠15

塩酸ピオグリタゾン 15mg1錠

内

シュアポスト錠0.25mg

レパグリニド

0.25mg 1錠

内 速効型インスリン分泌促進剤

ミチグリニドCa OD錠5mg

ミチグリニドカルシウム水和物

5mg1錠

内 速効型インスリン分泌促進薬

ボグリボースOD錠0.2mg

ボグリボース

0.2mg1錠

内 糖尿病食後過血糖改善剤

ミグリトールOD錠50mg

ミグリトール

50mg1錠

内 糖尿病食後過血糖改善剤

メトホルミン塩酸塩錠MT250mg 塩酸メトホルミン

250mg1錠

内 ビグアナイド系製剤

ジャヌビア錠50mg

シタグリプチンリン酸塩水和物

50mg1錠

内 選択的DPP-4阻害剤

エクア錠50mg

ビルダグリプチン 50mg1錠 内 選択的DPP-4阻害剤

ビクトーザ皮下注18mg

リラグルチド（遺伝子組換え） 18mg3mL1キット
インスリン デグルデク（遺伝
子組換え）＼インスリン アス 300単位1キット
パルト（遺伝子組換え）

注 ヒトGLP‐1製剤

ノボリンR注フレックスペン

ヒトインスリン（遺伝子組換え） 300単位1キット

注 すい臓ホルモン剤

ヒューマリンR注U-100

ヒトインスリン（遺伝子組換え）

100単位1mLバイアル

注 すい臓ホルモン剤

300単位1キット

注 持効型溶解インスリンアナログ製剤

15．糖尿病治療薬

ライゾデグ配合注 フレックスタッチ

インスリン グラルギン（遺伝子

インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 組換え）

大久保病院 薬剤科

インスリン抵抗性改善剤 −２型糖尿病治療剤−

注 すい臓ホルモン剤

院内採用医薬品集

販売名

一般名

ヒューマログ注ミリオペン

インスリン リスプロ（遺伝子
組換え）
インスリン リスプロ（遺伝子
組換え）

ヒューマログミックス50注ミリオペン
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス

デュラグルチド

10/33

規格単位

投与
経路

300単位1キット

注 すい臓ホルモン剤

300単位1キット

注 すい臓ホルモン剤

0.75mg0.5mL1キットト

注 ヒトGLP‐1受容体刺激作用

薬効分類

ランタスXR注ソロスター

インスリン グラルギン（遺伝子
450単位1キット
組換え）

注 持効型溶解インスリンアナログ製剤

ジャディアンス錠10mg

エンパグリフロジン 10mg1錠

内

ベザフィブラートSR錠200mg

ベザフィブラート

内 クロフィブラート系製剤

ロスバスタチンOD錠2.5mg

ロスバスタチンカルシウム 2.5mg1錠

内 HMG-CoA還元酵素阻害剤

ゼチーア錠10mg

エゼチミブ

内

プラメバスタチンNa錠10

プラバスタチンナトリウム 10mg1錠

アトルバスタチン錠10mg

アトルバスタチンカルシウム

エパデールS900

イコサペント酸エチル 900mg1包 内 ＥＰＡ製剤

ユベラNカプセル100mg

ニコチン酸トコフェロール

100mg1カプセル

内 微小循環系賦活剤

アロプリノール

100mg1錠

内 高尿酸血症治療剤

選択的SGLT2阻害剤 −2型糖尿病治療剤−

16．脂質異常症薬
200mg1錠

10mg1錠

10mg1錠

小腸コレステロールトランスポーター阻害剤
高脂血症治療剤

内 HMG‐CoA還元酵素阻害剤
内 HMG-CoA還元酵素阻害剤

17．痛風・高尿酸血症治療薬
アロプリノール錠100mg
フェブリク錠10mg

フェブキソスタット 10mg１錠 内 高尿酸血症治療剤

ウロアシス配合散

クエン酸カリウム＼クエン酸ナ
トリウム

ベンズブロマロン錠50mg

ベンズブロマロン 50mg1錠 内 尿酸排泄薬

ベネシッド錠250mg

プロベネシド

250mg1錠

内 痛風治療剤

ノルゲストレル＼エチニルエス
トラジオール

1錠

内 黄体・卵胞ホルモン配合剤

0.625mg1錠

内 結合型エストロゲン製剤

1g

内

アルカリ化療法剤−酸性尿・アシドーシス改
善−

18．女性ホルモン剤
プラノバール配合錠
プレマリン錠0.625mg

結合型エストロゲン

19．男性ホルモン剤
20．他のホルモン剤
コートロシン注

酢酸テトラコサクチド 0.25mg1管 注 合成ACTH製剤

注射用グルカゴンG・ノボ

グルカゴン（遺伝子組換え）

1mg1瓶

注 すい臓ホルモン剤＼機能検査用試薬

デスモプレシン・スプレー2.5協和 酢酸デスモプレシン 125μg1瓶 外 中枢性尿崩症用剤

LH-RH注0.1mg「タナベ」

酢酸ゴナドレリン 0.1mg1管 注 LH分泌ホルモン剤

スプレキュアMP皮下注用1.8 酢酸ブセレリン

1.8mg1筒

注 GnRH誘導体製剤

注射用GHRP科研100

プラルモレリン塩酸塩 100μg1瓶

ヒトCRH注「ミツビシ」

コルチコレリン（ヒト） 100μg1瓶 注

HCGモチダ筋注用5千単位

胎盤性性腺刺激ホルモン 5，000単位1管

注 性腺刺激ホルモン製剤

ピトレシン注射液

バソプレシン

注 脳下垂体後葉ホルモン製剤

オクトレオチド酢酸塩皮下注用100μg「サンド」

酢酸オクトレオチド 100μg1mL1管 注

プロチレリン酒石酸塩注0.5㎎「ＮＰ」 プロチレリン

20単位1管

0.5mg1管

大久保病院 薬剤科

注 下垂体成長ホルモン分泌機能検査薬
視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機能検
査薬

他に分類されないホルモン剤（含抗ホルモン剤）

注 TSH・プロラクチン分泌ホルモン剤

院内採用医薬品集

販売名

一般名

規格単位
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投与
経路

リュープロレリン注射用キット1.88 酢酸リュープロレリン 1.88mg1筒 注

薬効分類
LH-RH（黄体形成ホルモン放出ホルモン）誘導体
マイクロカプセル型徐放性製剤

21．甲状腺疾患治療薬
メルカゾール錠5mg

チアマゾール

チラーヂンS錠50

レボチロキシンナトリウム 50μg1錠

5mg1錠

内 抗甲状腺ホルモン製剤
内 甲状腺ホルモン製剤

22．骨・カルシウム代謝薬
カルチコール注射液8.5％5mL グルコン酸カルシウム 8.5％5mL 注 カルシウム補給剤
アルファカルシドールカプセル0.25μg アルファカルシドール

0.25μg1カプセル

内 Ca・骨代謝改善 1α-OH-D3製剤

カルシトリオールカプセル0.25 カルシトリオール

0.25μg1カプセル

内 活性型ビタミンD3製剤

アルファカルシドール錠0.5μg アルファカルシドール 0.5μg1錠 内 活性型ビタミンD3製剤
エルシトニン注20Sディスポ

エルカトニン

20エルカトニン単位1mL1筒

注 骨粗鬆症治療剤

ラロキシフェン塩酸塩錠60mg 塩酸ラロキシフェン 60mg1錠 内 骨粗鬆症治療剤
オステトニン注40

エルカトニン

40エルカトニン単位1mL1管

注 合成カルシトニン誘導体製剤

ランマーク皮下注120mg

デノスマブ(遺伝子組換え)

120mg1.7mL1瓶

注

ゾレドロン酸水和物点滴静注4mg/100mL

ゾレドロン酸水和物

4mg100mL1瓶

注 骨吸収抑制剤

テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター

酢酸テリパラチド

28.2μg1キット

注 骨粗鬆症治療剤

アレンドロン酸錠35mg

アレンドロン酸ナトリウム水和
物

35mg1錠

内 骨粗鬆症治療剤

乳酸カルシウム「ホエイ」

乳酸カルシウム

10g

内 カルシウム剤

Ｌ-アスパラギン酸カルシウム錠200

Ｌ-アスパラギン酸カルシウム

1錠

内 Caアスパルテート製剤

プラリア皮下注60mgシリンジ

デノスマブ(遺伝子組換え)

60mg1mL1筒
注 ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤

パーサビブ静注透析用5mg

エテルカルセチド塩酸塩

5mg2mL1瓶注 カルシウム受容体作動薬

エディロールカプセル0.75μg

エルデカルシトール

0.75μg1Cap内

骨粗鬆症治療剤

フォルテオ皮下注キット600μg

テリパラチド

600μg1キット注

骨粗鬆症治療剤

イベニティ皮下注105mgシリンジ

ロモソズマブ

105mg1.17mL1筒
注

ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤

ヒト化抗スクレロスチンモノクローナル抗体製剤

23．ビタミン製剤
シナール
ダイメジン・マルチV注射用
ビタメジンカプセル25
ビタメジン静注用
パントール注射液500mg

アスコルビン酸＼パントテン酸
カルシウム
塩酸チアミン＼リン酸リボフラ
ビンナトリウム＼塩酸ピリドキ
シン＼シアノコバラミン＼アス
ベンフォチアミン＼塩酸チアミ
ン＼塩酸ピリドキシン＼シアノ
コバラミン
チアミンモノホスフェイトジスル
フィド＼塩酸ピリドキシン＼シ
アノコバラミン

1g

内

ビタミンC・パントテン酸カルシウム配合剤

1瓶

注

高カロリー輸液用総合ビタミン
剤

1カプセル

内

その他の混合ビタミン剤（Ａ・Ｄ混合製剤を除く）

1瓶

注

その他の混合ビタミン剤（Ａ・Ｄ混合製剤を除く）

パンテノール

500mg1管

注 パントテン酸系製剤

0.5mg1錠 内 ビタミンＢ12/末梢性神経障害治療剤
メチコバール錠500μg
メコバラミン
1mg1管
ビタミンB12注1000「コバヤシ」 シアノコバラミン
注 ビタミンＢ１２剤
ビタファントＦ錠25
フルスルチアミン 25mg1錠 内 ビタミンＢ１誘導体製剤

アリナミン注射液10mg

プロスルチアミン 10mg1管 注 ビタミンＢ１誘導体製剤

フラビタン錠10mg

フラビンアデニンジヌクレオチド

ピドキサール錠10mg

リン酸ピリドキサール 10mg1錠

10mg1錠

大久保病院 薬剤科

内 補酵素型ビタミンB2製剤
内 活性型ビタミンB6製剤

院内採用医薬品集
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規格単位

投与
経路

ビタミンC注「ヒシヤマ」25％

アスコルビン酸

500mg1管

注 ビタミンＣ剤

ビタミンE錠50mg

酢酸トコフェロール 50mg1錠

内 ビタミンＥ剤

メナテトレノンカプセル15mg

メナテトレノン

15mg1カプセル

内 骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤

ケイツーN静注用10mg

メナテトレノン

10mg1管

注 止血機構賦活ビタミンK剤

フォリアミン錠

葉酸

5mg1錠

内 葉酸製剤

レボカルニチン

1000mg5mL1
管

注 レボカルニチン製剤

500mL1キット

注 アミノ酸・ビタミンB1加総合電解質液

10g

内 肝不全用経口栄養剤

10g

内 たん白アミノ酸製剤

10mL

内 たん白アミノ酸製剤

1L1キット

注 ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸液

903mL1キット

注

1，003mL1キット

注

1，103mL1キット

注

10mL

内 たん白アミノ酸製剤

炭酸水素ナトリウム

8.4％20mL1管

注 解毒剤

メイロン84(8.4％250mL袋)

炭酸水素ナトリウム

8.4％250mL1袋

注 解毒剤

アクチット注(500mL)

マルトース＼酢酸ナトリウム
＼塩化ナトリウム＼塩化カリ
ウム＼リン酸二水素カリウム

500mL1瓶

注 血液代用剤

ソリューゲンF注(500mL)

酢酸リンゲル

500mL1瓶

注 血液代用剤

ヴィーンD注(500mL)

ブドウ糖加酢酸リンゲル液 500mL1瓶

注 血液代用剤

エルカルチンFF静注1000mg

薬効分類

24．輸液・栄養製剤
アミグランド輸液(500mL)
アミノレバンEN
イノラス配合経腸用液
ツインライン
ビーフリード輸液(1000mL袋)
フルカリック1号輸液(903mL)
フルカリック2号輸液(1003mL)
フルカリック3号輸液(1103mL)
ラコール
メイロン84(8.4％20mL管)

ブドウ糖＼塩化ナトリウム＼
乳酸ナトリウム＼グルコン酸
カルシウム＼硫酸マグネシウ
L-イソロイシン＼L-ロイシン＼
塩酸リジン＼L-トレオニン＼
L-バリン＼塩酸アルギニン＼
たん白アミノ酸製剤
トリカプリリン＼サフラワー油
＼マルトデキストリン＼ビタミ
ンA油＼コレカルシフェロール
L‐ロイシン＼L‐イソロイシン＼
L‐バリン＼塩酸L‐リジン＼L‐
トレオニン＼L‐トリプトファン＼
ブドウ糖＼L-乳酸ナトリウム
＼グルコン酸カルシウム＼塩
化ナトリウム＼酢酸カリウム
ブドウ糖＼L-乳酸ナトリウム
＼グルコン酸カルシウム＼塩
化ナトリウム＼酢酸カリウム
ブドウ糖＼L-乳酸ナトリウム
＼グルコン酸カルシウム＼塩
化ナトリウム＼酢酸カリウム
乳カゼイン＼分離大豆蛋白質
＼トリカプリリン＼ダイズ油＼
シソ油＼パーム油＼マルトデ

KCL注10mEQキット「テルモ」 塩化カリウム
ソリタ-T4号輸液(500mL)
ソルデム1輸液(200mL)
ソルデム1輸液(500mL)
ソルデム3AG輸液(500mL)
ソルデム3A輸液(200mL)
ソルデム3A輸液(500mL)
低分子デキストランL注(250mL袋)

塩化ナトリウム＼乳酸ナトリウ
ム＼ブドウ糖
塩化ナトリウム＼乳酸ナトリウ
ム＼ブドウ糖
塩化ナトリウム＼乳酸ナトリウ
ム＼ブドウ糖
塩化ナトリウム＼塩化カリウ
ム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ
糖
塩化ナトリウム＼塩化カリウ
ム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ
糖
塩化ナトリウム＼塩化カリウ
ム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ
糖
デキストラン40加乳酸リンゲ
ル液

アルスロマチック関節手術用灌流液 乳酸リンゲル液

高カロリー輸液用 総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解
質液
高カロリー輸液用 総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解
質液
高カロリー輸液用 総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解
質液

1モル10mL1キット

注 補正用1モル塩化カリウム液

500mL1瓶

注 輸液用電解質液 (術後回復液)

200mL1袋

注 ブドウ糖-電解質液 (開始液)

500mL1袋

注 ブドウ糖-電解質液 (開始液)

500mL1袋

注

200mL1袋

注 ブドウ糖-電解質液 (維持液)

500mL1袋

注 ブドウ糖-電解質液 (維持液)

250mL1袋

注 血漿増量・体外循環灌流液

3L1袋

注 関節手術用灌流・洗浄液

ブドウ糖−電解質液 (維持液7.5％糖加)

フィジオ140(500mL袋)

ブドウ糖加酢酸リンゲル液 500mL1袋

注 １％ブドウ糖加酢酸リンゲル液

フィジオ35(500mL袋)

塩化ナトリウム＼塩化カリウ
ム＼塩化マグネシウム＼グル
コン酸カルシウム＼リン酸二

500mL1袋

注 電解質輸液（維持液10％糖加）

ラクテック注(500mL袋)

乳酸リンゲル液

500mL1袋

注 電解質輸液（乳酸リンゲル液）

リン酸Na補正液0.5mmol/mL

リン酸水素ナトリウム＼リン酸二水素ナトリウム

0.5モル20mL 1管

注 補正用電解質液

サブラッド−BS(2020mL)

塩化ナトリウム＼塩化カリウ
ム＼炭酸水素ナトリウム＼塩 2，020mL1キット
化カルシウム＼塩化マグネシ

大久保病院 薬剤科
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販売名

一般名

規格単位

投与
経路

塩化ナトリウム「オーツカ」

塩化ナトリウム

10g

内 その他の調剤用薬

アスパラカリウム散50％

Ｌ-アスパラギン酸カリウム 50％1g

内 Kアスパルテート製剤

アスパラカリウム錠300mg

Ｌ-アスパラギン酸カリウム 300mg1錠

内 Kアスパルテート製剤

アスパラカリウム注10mEq

Ｌ-アスパラギン酸カリウム

17.12％10mL1管

注 Kアスパルテート製剤

エレジェクト注シリンジ

塩化第二鉄＼塩化マンガン＼
硫酸亜鉛＼硫酸銅＼ヨウ化カ
リウム

2mL1筒

注 高カロリー輸液用微量元素製剤

大塚塩カル注2％

塩化カルシウム

2％20mL1管

注 ハロゲン化カルシウム製剤

大塚糖液10％(500mL)

ブドウ糖

10％500mL1袋

注 ブドウ糖製剤

大塚糖液5％(100mLプラボトル) ブドウ糖

5％100mL1瓶

注 ブドウ糖製剤

大塚糖液5％(20mL)

ブドウ糖

5％20mL1管

注 ブドウ糖製剤

大塚糖液5％(250mL)

ブドウ糖

5％250mL1袋

注 ブドウ糖製剤

大塚糖液5％(500mLソフトバッグ) ブドウ糖

5％500mL1袋

注 ブドウ糖製剤

光糖液5％(50mL)

ブドウ糖

5％50mL1瓶

注 ブドウ糖製剤

大塚糖液50％(20mL)

ブドウ糖

50％20mL1管

注 ブドウ糖製剤

大塚糖液70％(350mL袋)

ブドウ糖

70％350mL1袋

注 ブドウ糖製剤

ブドウ糖

50％200mL1袋

注 ブドウ糖製剤

500mL1袋

注 混合アミノ酸製剤

200mL1袋

注 総合アミノ酸製剤（10％）

200mL1袋

注 腎不全用総合アミノ酸注射液

300mL1袋

注 肝不全用アミノ酸注射液

テルモ糖注50(200mL)
アミノレバン点滴静注(500mL袋)

アミパレン輸液(200mL袋)
ネオアミユー
モリヘパミン点滴静注(300mL)

L-イソロイシン＼L-ロイシン＼
L-バリン＼L-トレオニン＼Lセリン＼L-プロリン＼Ｌ-シス
L‐イソロイシン＼L‐ロイシン＼
L‐バリン＼酢酸L-リジン＼L‐
リジン＼L‐トレオニン＼L‐トリ
L‐イソロイシン＼L‐ロイシン＼
酢酸L-リジン＼L‐メチオニン
＼L‐フェニルアラニン＼L‐トレ
L‐イソロイシン＼L‐ロイシン＼
L‐バリン＼酢酸L-リジン＼L‐
メチオニン＼L‐フェニルアラニ

薬効分類

大塚食塩注10％

塩化ナトリウム

10％20mL1管

注 生理食塩液類

大塚生食注(100mL瓶)

生理食塩液

100mL1瓶

注 生理食塩液類

大塚生食注(20mL管)

生理食塩液

20mL1管

注 生理食塩液類

大塚生食注(500mL瓶・細口) 生理食塩液

500mL1瓶

注 生理食塩液類

テルモ生食(1000mL)

生理食塩液

1L1袋

注 生理食塩液類

テルモ生食(500mL)

生理食塩液

500mL1袋

注 生理食塩液類

生食溶解液キットH(100mL)

生理食塩液

100mL1キット

注 生理食塩液類/両頭針付溶解剤

生理食塩液「ヒカリ」(50mL)

生理食塩液

50mL1瓶

注 生理食塩液類

生理食塩液「ヒカリ」(ソフトバッグ) 生理食塩液

250mL1袋

注 生理食塩液類

大塚蒸留水(100mL瓶)

注射用水

100mL1瓶

注 精製水類

大塚蒸留水(20mL管)

注射用水

20mL1管

注 精製水類

注射用水(500mL広口開栓型) 注射用水

500mL1瓶

注 精製水類

イントラリポス輸液20%

ダイズ油

20％100mL1袋

注 静注用脂肪乳剤

カーミパック生理食塩液L(1300mL)

生理食塩液

1.3L1袋

注 生理食塩液類

ボルベン輸液6％(500mL)
プロテアミン12注射液

ヒドロキシエチル
デンプン130000
：L-イソロイシン＼L-ロイシン
＼L-リシン塩酸塩＼Ｌ-メチオ
ニン＼L-フェニルアラニン＼

500mL1袋

注 代用血漿・体外循環希釈剤

200mL1袋

注 総合アミノ酸製剤

大久保病院 薬剤科
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販売名

一般名

規格単位

投与
経路

生食注シリンジ10ｍL
生食注シリンジ5ｍL
ビカネイト輸液

生理食塩液

10mL1筒

注 生理食塩液類

生理食塩液

5mL1筒

注 生理食塩液類

生理食塩液500ｍｌプラスチックボトル

生理食塩液

薬効分類

重炭酸リンゲル液 500ｍｌ1袋 注 細胞外液補充液重炭酸リンゲル液

生理食塩液PL「フソー」2000mL(バッグ)生理食塩液

500ｍｌ1瓶

注 生理食塩液類

2L1袋

注 生理食塩液類

エルネオパNF1号輸液(1500mL袋)

高カロリー輸液

1500mL1キット
注 高カロリー輸液用

エルネオパNF2号輸液(1500mL袋)

高カロリー輸液

1500mLキット
注

高カロリー輸液用

25．血液製剤
ボルヒール組織接着用(1mL)
ボルヒール組織接着用(5mL)
テタノブリン筋注用250単位
献血ノンスロン1500注射用
ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」

人フィブリノゲン＼人血液凝固
第XIII因子＼アプロチニン＼ト 1mL4瓶1組
ロンビン＼塩化カルシウム
人フィブリノゲン＼人血液凝固
第XIII因子＼アプロチニン＼ト 5mL4瓶1組
ロンビン＼塩化カルシウム
乾燥抗破傷風人免疫グロブリ
250国際単位1瓶
ン
1，500単位1
乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
瓶(溶解液付)
2，000単位
100mL1瓶

人ハプトグロビン

アルブミナー5％静注12.5g/250mL 人血清アルブミン

外 血漿分画製剤

（生体組織接着剤）

外 血漿分画製剤

（生体組織接着剤）

注 血漿分画製剤
注 血漿分画製剤（血液凝固阻止剤）

注 血漿分画製剤

5％250mL1瓶

注 血漿分画製剤

1000単位5mL
1瓶
タコシール組織接着用シート 3.0cm×2.5cm(ス
3.0cm×2.5cm
モールサイズ)
1枚
タコシール組織接着用シート 4.8cm×4.8cm(ハー ヒトフィブリノゲン＼トロンビン画分＼ウマコラーゲン 4.8cm×4.8cm
フサイズ)
1枚
タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm(レ
ヒトフィブリノゲン＼トロンビン 9.5cm×4.8cm
ギュラーサイズ)
画分＼ウマコラーゲン
1枚
人フィブリノゲン＼血液凝固第
XIII因子＼アプロチニン＼トロ 3mL2キット1組
ンビン＼塩化カルシウム
ポリエチレングリコール処理
献血ヴェノグロブリンIH 5％静注5g/100mL 抗HBs人免疫グロブリン
5g/100mL

注 血漿分画製剤

静注用ヘブスブリン-IH

ポリエチレングリコール処理抗
HBs人免疫グロブリン
人フィブリノゲン＼トロンビン
画分＼ウマコラーゲン

ボルヒール組織接着用(3mL)
献血アルブミン25 ニチヤク

人血清アルブミン

25%50ml1瓶

外 シート状生物学的組織接着・閉鎖剤
外 シート状生物学的組織接着・閉鎖剤
外 シート状生物学的組織接着・閉鎖剤
外 血漿分画製剤(生理的組織接着剤)

注 血漿分画製剤
注 血漿分画製剤

26．造血薬
エスポー皮下用24000シリンジ エポエチンα（遺伝子組換え）

ミルセラ注シリンジ100μg
ミルセラ注シリンジ200μg

ミルセラ注シリンジ25μg
ミルセラ注シリンジ50μg
ミルセラ注シリンジ75μg
ダルベポエチン注10μgプラシリンジ
ダルベポエチン注20μgプラシリンジ
ダルベポエチン注30μgプラシリンジ
ダルベポエチン注40μgプラシリンジ
ダルベポエチン注60μgプラシリンジ
ダルベポエチン注120μgプラシリンジ
ダルベポエチン注180μgプラシリンジ

エポエチン ベータ ペゴル
（遺伝子組換え）
エポエチン ベータ ペゴル
（遺伝子組換え）
エポエチン ベータ ペゴル
（遺伝子組換え）
エポエチン ベータ ペゴル
（遺伝子組換え）
エポエチン ベータ ペゴル
（遺伝子組換え）
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（遺伝
子組換え）
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（遺伝
子組換え）
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（遺伝
子組換え）
ダルベポエチンアルファ（遺伝
子組換え）

24，000国際
単位0.5mL1
筒
100μg0.3mL
1筒
200μg0.3mL
2筒

注 持続型赤血球造血刺激因子製剤

25μg0.3mL1筒

注 持続型赤血球造血刺激因子製剤

50μg0.3mL1筒

注 持続型赤血球造血刺激因子製剤

75μg0.3mL1筒

注 持続型赤血球造血刺激因子製剤

10μg1mL1筒

注 持続型赤血球造血刺激因子製剤

20μg1mL1筒

注 持続型赤血球造血刺激因子製剤

30μg1mL1筒

注 持続型赤血球造血刺激因子製剤

40μg1mL1筒

注 持続型赤血球造血刺激因子製剤

60μg1mL1筒

注 持続型赤血球造血刺激因子製剤

120μg1mL1筒

注 持続型赤血球造血刺激因子製剤

180μg1mL1筒

注 持続型赤血球造血刺激因子製剤

大久保病院 薬剤科
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販売名

一般名

ﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑシリンジ75

注 G-CSF製剤

ノイトロジン注100μg

フィルグラスチム（遺伝子組換
75μg0.3mL1筒
え）
レノグラスチム（遺伝子組換
100μg1瓶
え）

フェジン静注40mg

含糖酸化鉄

注 静脈内注射液・鉄剤

クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg

クエン酸第一鉄ナトリウム 鉄50mg1錠

規格単位

40mg2mL1管

3.6ｍｇ0.36ｍL
1筒

薬効分類

注 遺伝子組換えヒトG‐CSF製剤
内 可溶性の非イオン型鉄剤

ジーラスタ皮下注3.6ｍｇ

ペグフィルグラスチム

ムルプレタ錠3mg

ルストロンボパグ 3mg1錠

内 血小板数増加作用

エベレンゾ錠20mg

ロキサデュサタット 20mg1錠

内 腎性貧血治療薬

エベレンゾ錠100mg

ロキサデュサタット 100mg1錠 内 腎性貧血治療薬

エベレンゾ錠50mg

ロキサデュサタット 50mg1錠

内 腎性貧血治療薬

カルバゾクロムスルホン酸ナト

内 対血管薬剤

注 G-CSF製剤

27．止血薬
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg リウム

30mg1錠

カルバゾクロムスルホン酸ナト
0.5％10mL1管
カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ静注液50mg リウム

注 対血管薬剤

スポンゼル

ゼラチン

5cm×2.5cm

外 止血用ゼラチンスポンジ

ゼルフォーム(No.12)

ゼラチン

2cm×6cm×0.7cm

外 滅菌吸収性ゼラチンスポンジ

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット綿型

酸化セルロース

5.1cm×2.5cm

外 可吸収性止血剤

ノボ・硫酸プロタミン静注用100mg 硫酸プロタミン

1％10mLバイアル

注 ヘパリン拮抗剤

トラネキサム酸カプセル250mg トラネキサム酸

250mg1カプセル

内

抗プラスミン剤＼その他のアレルギー用薬

抗プラスミン剤＼その他のアレルギー用薬

トラネキサム酸注10％

10％10mL1管

注

10，000単位
10mL1キット
10,000単位1g
1包

外 止血剤

1％30mL1瓶

注 食道静脈瘤硬化剤

15.2×22.9Cm

外 可吸収性止血剤

ウロナーゼ冠動注用12万単位 ウロキナーゼ

120，000単位1瓶

注 線維素溶解酵素剤

ウロナーゼ静注用6万単位

ウロキナーゼ

60，000単位1瓶

注 線維素溶解酵素剤

ワーファリン錠0.5mg

ワルファリンカリウム 0.5mg1錠 内 ジクマロール系製剤

ワーファリン錠1mg

ワルファリンカリウム 1mg1錠

内 ジクマロール系製剤

グルドパ注600万

600万国際単
アルテプラーゼ（遺伝子組換え）
位1瓶
40万国際単
モンテプラーゼ（遺伝子組換え） 位
1瓶

注 血栓溶解剤（rt-PA製剤）

トラネキサム酸

トロンビン液モチダソフトボトル1万 トロンビン
経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」

トロンビン

エトキシスクレロール1％注射液 ポリドカノール
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット

酸化セルロース

内 上部消化管用止血剤

28．抗血栓薬

クリアクター静注用40万
アルガトロバン注射液10mg

アルガトロバン

注 血栓溶解剤

10mg20mL1管
注

選択的抗トロンビン剤

イグザレルト錠10mg

リバーロキサバン 10mg1錠 内 選択的直接作用型第Xa因子阻害剤

プラザキサカプセル110mg

内 直接トロンビン阻害剤

プラザキサカプセル75mg

メタンスルホン酸ダビガトラン
110mg1カプセル
エテキシラート
メタンスルホン酸ダビガトラン
75mg1カプセル
エテキシラート

ノボ・ヘパリン注5千単位

ヘパリンナトリウム

5，000単位5mL1瓶

注 血液凝固阻止剤

リコモジュリン点滴静注用12800

トロンボモデュリン アルファ 12,800単位1瓶

注 血液凝固阻止剤

大久保病院 薬剤科
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一般名

規格単位

投与
経路

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

注 血液凝固阻止剤

ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ ヘパリンナトリウム

1，000単位10mL1筒

注 血液凝固阻止剤

ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ ヘパリンナトリウム

50単位5mL1筒

注 血液凝固阻止剤

ヘパリンナトリウム

5，000単位20mL1筒

注 血液凝固阻止剤

エノキサパリンナトリウム

2，000低分子
ヘパリン国際
単位0.2mL1

注 血液凝固阻止剤

販売名
ﾀﾞﾙﾃﾊﾟﾘﾝ注5000

ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ

クレキサン皮下注キット2000IU

薬効分類

サルポグレラート塩酸塩錠100mg 塩酸サルポグレラート 100mg1錠 内 5-HT2ブロッカー
経口プロスタサイクリン（PGI2）誘導体製
剤

ベリプラストNa錠20μg

ベラプロストナトリウム 20μg1錠

内

バイアスピリン錠100mg

アスピリン

内 抗血小板剤

クロピドグレル錠75mg

硫酸クロピドグレル 75mg1錠

エフィエント錠3.75ｍｇ

プラスグレル塩酸塩 3.75mg１錠 内 抗血小板剤

エフィエントOD錠20ｍｇ

プラスグレル塩酸塩 20mg１錠 内 抗血小板剤

プレタールOD錠100mg

シロスタゾール

100mg1錠

内 抗血小板剤

エリキュース錠2.5ｍｇ

アピキサバン

2.5ｍｇ１錠

内 経口Fxa阻害剤

リクシアナOD錠30mg

エドキサバントシル酸塩水和物

30mg1錠

内 経口FXa阻害剤

100mg1錠

内 抗血小板剤

29．降圧薬
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5 フマル酸ビソプロロール 2.5mg1錠 内 選択的β1アンタゴニスト
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625 フマル酸ビソプロロール 0.625mg1錠 内 選択的β1アンタゴニスト

セレクトール錠200mg

塩酸セリプロロール 200mg1錠 内 血管拡張性β1遮断薬

インデラル錠10mg

塩酸プロプラノロール 10mg1錠

内

インデラル注射液2mg

塩酸プロプラノロール

0.1％2mL1管

注 β遮断剤/狭心症・不整脈治療剤

カルベジロール錠10mg

カルベジロール

10mg1錠

内 α1β遮断剤 α:β=1: 8

カルベジロール錠2.5mg

カルベジロール

2.5mg1錠

内 α1β遮断剤 α:β=1: 8

ドキサゾシン錠2mg

メシル酸ドキサゾシン 2mg1錠

内 長時間作用型α1選択性遮断剤

アルドメット錠125

メチルドパ

内 血圧降下剤

アムロジピンOD錠5ｍｇ

125mg1錠

β遮断剤/高血圧・狭心症・不整脈治療剤

ベシル酸アムロジピン 5mg1錠

内 長時間作用型Ca拮抗剤

シルニジピン錠10

シルニジピン

10mg1錠

内 持続性Ca拮抗降圧剤

ニカルピン注射液10mg

塩酸ニカルジピン

10mg10mL1管

注 注射用Ca拮抗剤

ニカルピン注射液2mg

塩酸ニカルジピン

2mg2mL1管

注 注射用Ca拮抗剤

セパミット-R細粒2％

ニフェジピン

2％1g

内 Ca拮抗剤・ニフェジピン持効性製剤

ニフェジピンL錠10mg

ニフェジピン

10mg1錠

内

ニフェジピンカプセル5mg

ニフェジピン

5mg1カプセル

内 高血圧・狭心症治療剤(Ca拮抗剤)

ニフェジピンCR錠20mg

ニフェジピン

20mg1錠

内

持続性Ca拮抗剤(高血圧・狭心症治療剤)

ベニジピン塩酸塩錠4

塩酸ベニジピン

4mg1錠

内

高血圧症・狭心症治療剤（持続性Ca拮抗薬）

アゼルニジピン錠8mg

アゼルニジピン

8mg1錠

内 持続性Ca拮抗剤

ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg

塩酸ジルチアゼム

100mg1カプセル

内 持続性Ca拮抗剤/冠血管拡張剤

大久保病院 薬剤科

持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤

院内採用医薬品集

17/33
投与
経路

販売名

一般名

ジルチアゼム塩酸塩錠30mg

塩酸ジルチアゼム 30mg1錠

内 Ca拮抗剤/冠血管拡張剤

ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg 塩酸ジルチアゼム 50mg1管

注 Ca拮抗剤/冠血管拡張剤

エナラプリル錠5

マレイン酸エナラプリル 5mg1錠

内

リシノプリル錠10mg

リシノプリル

内 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

ロサルタンK錠50

ロサルタンカリウム 50mg1錠

内 A-IIアンタゴニスト

イルベサルタン錠100mg

イルベサルタン

100mg1錠

内 長時間作用型ARB

カンデサルタン錠8

カンデサルタンシレキセチル

8mg1錠

内

持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤

テルミサルタン錠20mg

テルミサルタン

20mg1錠

内

胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー

オルメサルタンOD錠20mg

オルメサルタン メドキソミル

20mg1錠

内 高親和性 AT1レセプターブロッカー

ニトプロ持続静注液6mg

ニトロプルシドナトリウム 6mg2mL1管

イソソルビド内用液70％「CEO」

イソソルビド

70％30mL1包
内 経口浸透圧利尿・メニエール病改善剤

アジルバ錠40㎎

アジサルタン

40ｍｇ1錠

イルアミクス配合錠HD

イルベサルタン／アムロジピン 100ｍｇ/10ｍｇ 長時間作用型ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤
1錠

規格単位

10mg1錠

薬効分類

持続性アンジオテンシン変換酵素阻害剤

注 血圧降下剤
内 持続性AT1受容体ブロッカー

内

30．狭心症治療薬
ミリスロール注25mg/50mL

ニトログリセリン

25mg50mL1瓶

注 ニトログリセリン注射液

ニトロペン舌下錠0.3mg

ニトログリセリン

0.3mg1錠

内 狭心症用舌下錠

ミオコールスプレー0.3mg

ニトログリセリン

0.65％7.2g1缶

外

ニトロール注5mg

硝酸イソソルビド

0.05％10mL1管

注 冠血管拡張剤

ニトロール持続静注25mgシリンジ 硝酸イソソルビド

0.05％100mL1袋

注 冠血管拡張剤

定量噴霧式・ニトログリセリン舌下スプレー剤

硝酸イソソルビドテープ40mg 硝酸イソソルビド 40mg1枚 外 冠血管拡張剤
一硝酸イソソルビド錠20mg

一硝酸イソソルビド 20mg1錠

内 冠血管拡張剤

ペルサンチン錠25mg

ジピリダモール

25mg1錠

内 冠血管拡張剤

ジピリダモール静注液10mg

ジピリダモール

0.5％2mL1管

注 冠血管拡張剤

コメリアンコーワ錠50

塩酸ジラゼプ

50mg1錠

内 冠血管拡張剤

ニコランジル錠5mg

ニコランジル

5mg1錠

内 冠血管拡張剤

ニコランジル点滴静注12mg

ニコランジル

12mg1瓶

注 冠血管拡張剤

アミサリン注(1mL)

塩酸プロカインアミド

10％1mL1管

注 Naチャネル遮断薬（クラスIa群）

リスモダンP静注50mg

リン酸ジソピラミド

50mg5mL1管

注 Naチャネル遮断薬（クラスIa群）

シベノール錠50mg

コハク酸シベンゾリン 50mg1錠

内 Naチャネル遮断薬（クラスIa群）

シベノール注射液

コハク酸シベンゾリン

70mg5mL1管

注 Naチャネル遮断薬（クラスIa群）

オリベス点滴用1％

リドカイン

1％200mL1袋

注 Naチャネル遮断薬（クラスIb群）

リドカイン静注用2％シリンジ

リドカイン

2％5mL1筒

注 Naチャネル遮断薬（クラスIb群）

メキシレチン塩酸塩カプセル100mg 塩酸メキシレチン

100mg1カプセル

内 Naチャネル遮断薬（クラスIb群）

アスペノンカプセル10

10mg1カプセル

内 Naチャネル遮断薬（クラスIb群）

31．抗不整脈薬

塩酸アプリンジン

大久保病院 薬剤科
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販売名

一般名

フレカイニド酢酸塩錠50mg

酢酸フレカイニド 50mg1錠 内 Naチャネル遮断薬（クラスIc群）

規格単位

薬効分類

ピルジカイニド塩酸塩カプセル25mg 塩酸ピルジカイニド

25mg1カプセル

内 Naチャネル遮断薬（クラスIc群）

サンリズム注射液50

塩酸ピルジカイニド

50mg5mL1管

注 Naチャネル遮断薬（クラスIc群）

コアベータ静注用12.5mg

ランジオロール塩酸塩 12.5mg1瓶

注 短時間作用型β1選択的遮断剤

注射用オノアクト50

塩酸ランジオロール 50mg1瓶

注

短時間作用型β1選択的遮断剤（クラスⅡ
群）

アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg 塩酸アミオダロン 100mg1錠 内 クラスⅢ群

アミオダロン塩酸塩注150

塩酸アミオダロン

150mg3mL1管

注 クラスⅢ群

ソタコール錠40mg

塩酸ソタロール

40mg1錠

内 クラスⅢ群

シンビット静注用50mg

塩酸ニフェカラント 50mg1瓶 注 クラスⅢ群

ワソラン静注5mg

塩酸ベラパミル

0.25％2mL1管

注 Ca拮抗薬（クラスⅣ群）

ベラパミル塩酸塩錠40mg

塩酸ベラパミル

40mg1錠

内 Ca拮抗薬（クラスⅣ群）

ベプリコール錠50mg

塩酸ベプリジル

50mg1錠

内 Ca拮抗薬（クラスⅣ群）

タンボコール静注50mg

酢酸フレカイニド 50mg5mL1管内 Naチャネル遮断薬（クラスIc群）

32．心不全治療薬・昇圧薬
ジゴシン散0.1％

ジゴキシン

0.1％1g

内 ジギタリス配糖体製剤

ジゴシン注0.25mg

ジゴキシン

0.025％1mL1管

注 ジギタリス配糖体製剤

ハーフジゴキシンKY錠0.125

ジゴキシン

0.125mg1錠

内 ジギタリス配糖体製剤

ラニラピッド錠0.1mg

メチルジゴキシン 0.1mg1錠 内 ジギタリス配糖体製剤

イノバン注シリンジキット0.3%50ｍL 塩酸ドパミン

0.3％50mL1筒

注 急性循環不全改善剤

ドブポン注0.3％シリンジ(50mL) 塩酸ドブタミン

0.3％50mL1筒

注 急性循環不全改善剤

プロタノール−L注(0.2mg)

l-塩酸イソプロテレノール 0.02％1mL1管

ボスミン液

アドレナリン（エピネフリン）

0.1％1mL

外 エピネフリン製剤

ボスミン注

アドレナリン（エピネフリン）

0.1％1mL1管

注 エピネフリン製剤

ノルアドリナリン

ノルアドレナリン（ノルエピネフ
0.1％1mL1管
リン）

注 エピネフリン製剤

ネオシネジンコーワ注1mg

塩酸フェニレフリン

0.1％1mL1管

注 血管収縮・血圧上昇剤

エホチール注射液

塩酸エチレフリン

1％1mL1管

注 昇圧剤

メトリジンD錠2mg

塩酸ミドドリン

2mg1錠

内 低血圧治療剤

注 心機能・組織循環促進剤

アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg メチル硫酸アメジニウム 10mg1錠

内 本態性・起立性・透析時低血圧治療剤

ピモベンダン錠1.25mg「TE」

ピモベンダン

内 心不全治療薬

ハンプ注射用1000

カルペリチド（遺伝子組換え） 1，000μg1瓶

注

コアテック注5mg

塩酸オルプリノン

注 その他の強心剤

1.25mg1錠

5mg5mL1管

アドレナリン注0.1％シリンジ「テルモ」(1mL) アドレナリン（エピネフリン） 0.1％1mL1筒

α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤

注 アドレナリン注射液

33．血管拡張薬
アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg アルプロスタジルアルファデクス

20μg1管

注 プロスタグランジンE1剤

アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg アルプロスタジルアルファデクス

500μg1瓶

注 プロスタグランジンE1剤

大久保病院 薬剤科
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規格単位
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アルプロスタジル注5μg

アルプロスタジル

5μg1mL1管

注 プロスタグランジンE1製剤

アルプロスタジル注10μg

アルプロスタジル

10μg2mL1管

注 静注用プロスタグランジンE1製剤

リマプロストアルファデクス錠5μg

リマプロストアルファデクス 5μg1錠

内 経口プロスタグランジンE1誘導体製剤

カリジノゲナーゼ錠50

カリジノゲナーゼ

50単位1錠

内 循環ホルモン剤

フロセミド錠20mg

フロセミド

20mg1錠

内 ループ利尿剤

フロセミド錠40mg

フロセミド

40mg1錠

内 ループ利尿剤

ラシックス注100mg

フロセミド

100mg1管

注 ループ利尿剤

ラシックス注20mg

フロセミド

20mg1管

注 ループ利尿剤

ダイアート錠60mg

アゾセミド

60mg1錠

内 持続型ループ利尿剤

ルプラック錠4mg

トラセミド

4mg1錠

内 ループ利尿剤

サムスカ錠7.5mg

トルバプタン

7.5mg1錠

内 V2-受容体拮抗剤

トリクロルメチアジド錠1mg

トリクロルメチアジド 1mg1錠

内 チアジド系降圧利尿剤

スピロノラクトン錠25mg

スピロノラクトン

内 抗アルドステロン製剤

薬効分類

34．利尿薬

25mg1錠

カンレノ酸カリウム静注用100mg カンレノ酸カリウム 100mg1管 注 抗アルドステロン製剤

ダイアモックス錠250mg

アセタゾラミド

250mg1錠

内 炭酸脱水酵素阻害剤

ダイアモックス注射用500mg

アセタゾラミドナトリウム 500mg1瓶

注 炭酸脱水酵素阻害剤

20％マンニットール注射液「YD」(300mL)

Ｄ-マンニトール

注 脳圧降下・浸透圧利尿剤

グリセオール注(200mL)

濃グリセリン＼果糖 200mL1袋 注

サムスカ錠15mg

トルバプタン

20％300mL1瓶

頭蓋内圧亢進・頭蓋内浮腫治療剤眼圧降下剤

15mg1錠

内 V2-受容体拮抗剤

4％1mL1管

注 気管支拡張・鎮咳剤，昇圧剤

35．気管支拡張薬
ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg 塩酸エフェドリン

ベネトリン吸入液

硫酸サルブタモール 0.5％1mL 外 気管支拡張剤

サルタノールインヘラー

硫酸サルブタモール

0.16％13.5mL1瓶

外 定量噴霧式気管支拡張剤

ツロブテロールテープ2mg

ツロブテロール

2mg1枚

外 経皮吸収型・気管支拡張剤

テオフィリン徐放錠100mg

テオフィリン

100mg1錠

内 キサンチン系気管支拡張剤

ユニフィルLA錠200mg

テオフィリン

200mg1錠

内 キサンチン系気管支拡張剤

ネオフィリン注250mg

アミノフィリン

2.5％10mL1管

注 カフェイン系製剤

シムビコートタービュヘイラー60吸入

ブデソニド＼ホルモテロールフ
60吸入1キット
マル酸塩水和物

外

気管支拡張剤:気管支喘息:気管支拡張作用:β2受
容体刺激作用＋抗炎症作用:配合剤

150μg1キット

外 長時間作用型吸入気管支拡張剤

オンブレス吸入用カプセル150μg

インダカテロールマレイン酸塩 150μg1カプセル

外 長時間作用性吸入気管支拡張剤

スピオルトレスピマット60吸入

チオトロピウム臭化物水和物
60吸入1キット
＼オロダテロール塩酸塩

外 COPD治療配合剤

キュバール100エアゾール

プロピオン酸ベクロメタゾン 15mg8.7g1瓶

外 吸入ステロイド喘息治療剤

オルベスコ200μgインヘラー56吸入用

シクレソニド

外 吸入ステロイド喘息治療剤

スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 臭化チオトロピウム水和物

36．気管支喘息治療薬
11.2mg3.3g1キット
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クロモグリク酸Na吸入液1%

クロモグリク酸ナトリウム 1％2mL1管

規格単位
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薬効分類

外 喘息治療剤

ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ/
フルティフォーム125エアゾール120吸入用 ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物

120吸入1瓶

外 喘息治療剤

ゾレア皮下注150mgシリンジ

オマリズマブ（遺伝子組換え）

150mg1瓶

注

気管支喘息治療剤・慢性蕁麻疹治療剤

ゾレア皮下注75mgシリンジ

オマリズマブ（遺伝子組換え） 75mg1瓶
フルチカゾンフランカルボン酸
エステル＼ビランテロールトリ 30吸入1キット
フェニル酢酸塩

注

気管支喘息治療剤・慢性蕁麻疹治療剤

フルマゼニル

0.5mg5mL1管

注 ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤

塩酸ナロキソン注射液「三共」 塩酸ナロキソン

0.2mg1mL1管

注 麻薬拮抗剤

ドプラム注射液400mg

ドキサプラム塩酸塩水和物

20mg1mLバイアル

注 呼吸促進剤

シベレスタットNa点滴静注用

シベレスタットナトリウム水和物

100mg1瓶

注 好中球エラスターゼ阻害剤

メジコン錠15mg

臭化水素酸デキストロメトル
ファン

15mg1錠

内 デキストロメトルファン製剤

フラベリック錠20mg

リン酸ベンプロペリン 20mg1錠

レルベア200エリプタ30吸入用

外 喘息治療配合剤

37．呼吸促進薬
フルマゼニル注射液0.5mg

38．鎮咳薬
内 非麻薬性鎮咳剤

39．去痰薬
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 塩酸ブロムヘキシン 0.2％1mL 外 気道粘液溶解剤
ムコフィリン吸入液20％

アセチルシステイン 17.62％2mL1包 外 気道粘液溶解剤

カルボシステイン錠500mg

カルボシステイン 500mg1錠 内 気道粘液調整・粘膜正常化剤

クリアナール錠200mg

フドステイン

200mg1錠

アンブロキソール塩酸塩OD錠45mg 塩酸アンブロキソール 45mg1錠

内 気道分泌細胞正常化剤
内 徐放性気道潤滑去痰剤

40．胃腸機能調整薬
テルペラン錠5

メトクロプラミド

5mg1錠

内 消化器機能異常治療剤

メトクロプラミド注射液10mg

メトクロプラミド

0.5％2mL1管

注 消化器機能異常治療剤

ナウゼリン坐剤60

ドンペリドン

60mg1個

外 消化管運動改善剤

ドンペリドン錠10

ドンペリドン

10mg1錠

内 消化管運動改善剤

ミンクリア内用散布液0.8％

ｌ-メントール

20mL1筒

内 胃蠕動運動抑制剤

トリメブチンマレイン酸塩錠100mg マレイン酸トリメブチン 100mg1錠 内 消化管運動調律剤

モサプリドクエン酸塩錠5mg

クエン酸モサプリド 5mg1錠

内 消化管運動機能改善剤

リパクレオンカプセル150mg

パンクレリパーゼ

150mg1カプセル

内 膵消化酵素補充剤

ベリチーム顆粒

濃厚膵臓性消化酵素＼細菌
性脂肪分解酵素＼アスペル
ギルス産生消化酵素＼繊維

1g

内 消化酵素剤

41．消化器潰瘍治療薬
ネキシウムカプセル20mg

エソメプラゾールマグネシウム
20mg1カプセル
水和物

内 プロトンポンプ・インヒビター

オメプラゾール注用20

オメプラゾールナトリウム 20mg1瓶

注 プロトンポンプ・インヒビター

ランソプラゾールOD錠15

ランソプラゾール 15mg1錠 内 プロトンポンプ・インヒビター

ラベプラゾール錠10mg

ラベプラゾールナトリウム 10mg1錠

内 プロトンポンプ・インヒビター

ファモチジン散10％

ファモチジン

内 Ｈ２遮断剤

10％1g
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ファモチジン注射用20mg

ファモチジン

20mg2mL1管

注 Ｈ２遮断剤

アルタット注75

塩酸ロキサチジンアセタート

75mg1管

注 Ｈ２遮断剤

ファモチジン錠10「サワイ」

ファモチジン

10mg1錠

内 Ｈ２遮断剤

ラフチジン錠10

ラフチジン

10mg1錠

内 Ｈ２遮断剤

薬効分類

ブチルスコポラミン臭化物錠10ｍｇ 臭化ブチルスコポラミン 10mg1錠

内 アトロピン系製剤/鎮痙剤

ブチルスコポラミン注射液

臭化ブチルスコポラミン 2％1mL1管

注 アトロピン系製剤/鎮痙剤

炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」

炭酸水素ナトリウム 10g

内 無機塩製剤

マグミット錠330mg

酸化マグネシウム 330mg1錠 内 制酸剤，緩下剤

アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 硫酸アトロピン

0.05％1mL1管

注 アトロピン系製剤

アルロイドG内用液5％

アルギン酸ナトリウム 10mL

内 消化性潰瘍用剤

サイトテック錠100

ミソプロストール

100μg1錠

内 抗NSAID潰瘍剤

ポラプレジンクOD錠75ｍｇ

ポラプレジンク

75mg1錠

内 亜鉛含有胃潰瘍治療剤

イルソグラジンマレイン酸錠2mg

マレイン酸イルソグラジン 2mg1錠

内 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤

テプレノン細粒10％

テプレノン

10％1g

内 胃炎・胃潰瘍治療剤

レバミピド錠100

レバミピド

100mg1錠

内 胃炎・胃潰瘍治療剤

スクラルファート内服液10％

スクラルファート

10％1mL

内 胃炎・消化性潰瘍治療剤

42．腸疾患治療薬
アドソルビン

天然ケイ酸アルミニウム 10g

内 消化管用吸着剤

ジメチコン錠40mg

ジメチコン

40mg1錠

内 消化管内ガス駆除剤

バルギン消泡内用液2％

ジメチコン

2％1mL

内 胃内有泡性粘液除去剤

ロペラミド錠1mg

塩酸ロペラミド

1mg1錠

内 止瀉剤，整腸剤

ロペミン細粒0.1％

塩酸ロペラミド

0.1％1g

内 止瀉剤，整腸剤

タンナルビン「ホエイ」

タンニン酸アルブミン 1g

内 整腸剤

ビオフェルミンR錠

耐性乳酸菌

1錠

内 耐性乳酸菌整腸剤

ラックビー錠

ビフィズス菌

1錠

内 活性生菌整腸剤

ミヤBM細粒

酪酸菌

1％1g

内 活性生菌整腸剤

バロス発泡顆粒-S

炭酸水素ナトリウム＼酒石酸

1g

内 X線診断二重造影用発泡剤

ポリカルボフィルCa細粒83.3％

ポリカルボフィルカルシウム

83.3％1g

内 過敏性腸症候群治療剤

ペンタサ顆粒94％ 1000mg/包 メサラジン

1000mg1包

内 潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤

ペンタサ注腸1g

メサラジン

1g1個

外 潰瘍性大腸炎治療剤

ケンエーG浣腸150mL

グリセリン

50％150mL1個

外 グリセリン浣腸剤

ケンエーG浣腸60mL

グリセリン

50％60mL1個

外 グリセリン浣腸剤

アローゼン

センナ葉＼センナ実

1g

内 緩下剤

新レシカルボン坐剤

炭酸水素ナトリウム＼リン酸
二水素ナトリウム

1個

外 便秘治療剤

43．下剤
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ピコスルファートナトリウム液

ピコスルファートナトリウム 0.75％1mL

アミティーザカプセル24μg

ルビプロストン

センノサイド錠12mg「サワイ」 センノシド
マグコロールP
ビジクリア錠
ムーベン配合内用液
モビプレップ配合内用剤

規格単位
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滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下

24μg1カプセル

内剤
内 クロライドチャネルアクチベーター

12mg1錠

内 植物性製剤/緩下剤
大腸検査・腹部外科手術前処置用下

1錠

内剤
内 経口腸管洗浄剤

1袋

内 経口腸管洗浄剤

1袋

内 経口腸管洗浄剤

クエン酸マグネシウム 1g
リン酸二水素ナトリウム一水
和物＼無水リン酸水素二ナト
リウム
塩化ナトリウム＼塩化カリウ
ム＼炭酸水素ナトリウム＼無
水硫酸ナトリウム
塩化ナトリウム＼塩化カリウ
ム＼無水硫酸ナトリウム ＼マ
クロゴール4000＼アスコルビ

薬効分類

44．胆道疾患治療薬
ウルソデオキシコール酸錠100mg ウルソデオキシコール酸 100mg1錠 内 肝・胆・消化機能改善剤

45．肝疾患治療薬
1錠

内 肝臓疾患用剤・アレルギー用薬

ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL

グリチルリチン＼グリシン＼
DL-メチオニン
グリチルリチン酸＼グリシン＼
L-システイン塩酸塩

20mL1筒

注 肝臓疾患用剤・アレルギー用剤

ピアーレシロップ65%

ラクツロース

60％1mL

内 経口用二糖類製剤

ヘパアクト顆粒

L-イソロイシン＼L-ロイシン＼
L-バリン

4.5g1包

内 分岐鎖アミノ酸製剤

グリチロン錠

46．膵疾患治療薬
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg メシル酸ナファモスタット 50mg1瓶

注 蛋白分解酵素阻害剤

カモスタットメシル酸塩錠100mg メシル酸カモスタット 100mg1錠 内 経口蛋白分解酵素阻害剤

ミラクリッド注射液5万単位

ウリナスタチン

50，000単位1mL1管

注 多価・酵素阻害剤

ガベキサートメシル酸塩注射用100mg メシル酸ガベキサート 100mg1瓶

注 蛋白分解酵素阻害剤

ガベキサートメシル酸塩注射用500mg メシル酸ガベキサート 500mg1瓶

注 蛋白分解酵素阻害剤

47．抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬
セレネース錠0.75mg

ハロペリドール

0.75mg1錠

内 抗精神病剤

セレネース注5mg

ハロペリドール

0.5％1mL1管

注 抗精神病剤

セレネース内服液0.2％

ハロペリドール

0.2％1mL

内 抗精神病剤

クエチアピン錠25mg

フマル酸クエチアピン 25mg1錠

内 抗精神病剤

テトラミド錠10mg

塩酸ミアンセリン 10mg1錠 内 四環系抗うつ剤

エチゾラム錠0.5mg

エチゾラム

トリプタノール錠10

塩酸アミトリプチリン 10mg1錠

0.5mg1錠

内 精神安定剤
内 三環系抗うつ剤

ミルナシプラン塩酸塩錠25mg 塩酸ミルナシプラン 25mg1錠 内

セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤
（SNRI）

パキシルＣＲ錠12.5mg

塩酸パロキセチン水和物 10mg1錠

内 選択的セロトニン再取り込み阻害剤

クロチアゼパム錠5mg

クロチアゼパム

5mg1錠

内 心身安定剤

リスペリドン錠1mg

リスペリドン

1mg1錠

内 抗精神病剤

リスペリドン内用液1mg/mL

リスペリドン

0.1％1mL

内 抗精神病剤

スルピリド錠50mg

スルピリド

50mg1錠

内 精神神経用剤＼消化性潰瘍用剤

チアプリド錠25mg

塩酸チアプリド

25mg1錠

内 精神神経用剤＼消化性潰瘍用剤
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ノバミン錠5mg

マレイン酸プロクロルペラジン

5mg1錠

内 フェノチアジン系製剤

サインバルタカプセル20mg

デュロキセチン塩酸塩

20mg1カプセル

内

薬効分類
セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤

48．抗不安薬、睡眠薬
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg 酒石酸ゾルピデム 5mg1錠

内 入眠剤

ロゼレム錠8mg

ラメルテオン

内 メラトニン受容体アゴニスト

フェノバール散10％

フェノバルビタール 10％1g

内

バルビツール酸系/催眠・鎮静・抗けいれん剤

フェノバール錠30mg

フェノバルビタール 30mg1錠

内

バルビツール酸系/催眠・鎮静・抗けいれん剤

フェノバール注射液100mg

フェノバルビタール

注

バルビツール酸系/鎮静・抗けいれん剤

フルニトラゼパム錠1mg

フルニトラゼパム 1mg1錠

内 ベンゾジアゼピン系製剤/睡眠導入剤

2mgジアゼパム錠

ジアゼパム

2mg1錠

内

アルプラゾラム0.4mg錠

アルプラゾラム

0.4mg1錠

内 ベンゾジアゼピン系製剤/抗不安剤

ドルミカム注射液10mg

ミダゾラム

10mg2mL1管

注 ベンゾジアゼピン系製剤/催眠鎮静剤

ホリゾン注射液10mg

ジアゼパム

10mg1管

注

ベンゾジアゼピン系/マイナートランキライザー

ロフラゼプ酸エチル錠1mg

ロフラゼプ酸エチル 1mg1錠

内

ベンゾジアゼピン系製剤/持続性心身安定剤

ブロチゾラム錠0.25mg

ブロチゾラム

内 ベンゾジアゼピン系製剤/睡眠導入剤

ロヒプノール静注用2mg

フルニトラゼパム 2mg1管

注 ベンゾジアゼピン系製剤/睡眠導入剤

ロラゼパム錠0.5mg

ロラゼパム

0.5mg1錠

内

ベンゾジアゼピン系/マイナートランキライザー

ニトラゼパム錠5ｍｇ

ニトラゼパム

5mg1錠

内

ベンゾジアゼピン系製剤/睡眠誘導剤 抗痙攣剤

ベルソムラ錠15ｍｇ

スボレキサント

15ｍｇ1錠

内

オレキシン受容体拮抗薬/不眠症治療剤

デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ デクスメデトミジン塩酸塩

8mg1錠

10％1mL1管

0.25mg1錠

200 g50mL1
注

ベンゾジアゼピン系/マイナートランキライザー

α2作動性鎮静剤

49．抗てんかん薬
ゾニサミド錠100mg

ゾニサミド

100mg1錠

内 抗てんかん剤

ヒダントールF

フェニトイン＼フェノバルビター
ル＼安息香酸ナトリウムカフェ
イン

1錠

内 抗てんかん剤

リボトリール錠0.5mg

クロナゼパム

0.5mg1錠

内 抗てんかん剤

イーケプラ錠500mg

レベチラセタム

500mg1錠

内 抗てんかん剤

セレニカR錠200mg

バルプロ酸ナトリウム 200mg1錠 内 抗てんかん剤躁状態治療剤

カルバマゼピン錠200mg

カルバマゼピン

200mg1錠

内

向精神作用性てんかん治療剤・躁状態治療剤

バルプロ酸Na徐放A錠200mg バルプロ酸ナトリウム 200mg1錠 内 抗てんかん剤、躁病・躁状態治療剤
バルプロ酸Naシロップ5％

バルプロ酸ナトリウム 5％1mL

内 抗てんかん剤、躁病・躁状態治療剤

アレビアチン錠100mg

フェニトイン

100mg1錠

内 ヒダントイン系製剤/抗てんかん剤

アレビアチン注250mg

フェニトインナトリウム 5％5mL1管

注 ヒダントイン系製剤/抗てんかん剤

アレビアチン散10％

フェニトイン

10％1g

内 ヒダントイン系製剤/抗てんかん剤

イーケプラ点滴静注500mg

レベチラセタム

500mg5mL

注 抗てんかん剤

ホストイン静注750mg

ホスフェニトインナトリウム水和物 750mg10mL1瓶

注 抗てんかん剤

50．片頭痛治療薬
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薬効分類

コハク酸スマトリプタン 3mg1mL1管

注

5-HT1B/1D受容体作動型片頭痛治療剤

安息香酸リザトリプタン 10mg1錠

内

5-HT1B/1D受容体作動型片頭痛治療剤

販売名

一般名

イミグラン注3
マクサルトRPD錠10mg

規格単位

カフェイン水和物原末「マルイシ」 カフェイン水和物 1g

内 中枢興奮・鎮痛剤

51．制吐薬、鎮暈薬
ベタヒスチンメシル酸錠6mg

メシル酸ベタヒスチン 6mg1錠

内 抗めまい剤

グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL グラニセトロン塩酸塩 1mg50mL1袋

注 5-HT3アンタゴニスト（制吐剤）

ナゼアOD錠0.1mg
アロキシ静注0.75mg
アプレピタントカプセルセット

ラモセトロン塩酸塩 0.1mg1錠 内 5-HT3受容体拮抗型制吐剤
塩酸パロノセトロン 0.75mg5mL1瓶 注 5-HT3受容体拮抗型制吐剤

内 選択的NK１受容体拮抗型制吐

トラベルミン注

1ｍL1管
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ/ｼﾞﾌﾟﾛﾌｨﾘﾝ

注 鎮暈剤

アーテン錠(2mg)

塩酸トリヘキシフェニジル 2mg1錠

内 パーキンソン症候群治療剤

アマンタジン塩酸塩錠50mg

塩酸アマンタジン 50mg1錠 内

ドプスOD錠200mg

ドロキシドパ

200mg1錠

内

ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤

ミラペックスLA錠0.375mg

プラミペキソール塩酸塩水和
物

0.375mg1錠

内

ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤

マドパー錠

レボドパ＼塩酸ベンセラジド

1錠

内 パーキンソニズム治療剤

アキネトン錠1mg

塩酸ビペリデン

1mg1錠

内 抗パーキンソン剤

ドパストン注射液(10mL)

レボドパ

0.25％10mL

注 パーキンソニズム治療剤

レキップCR錠2mg

ロピニロール塩酸塩 2mg1錠

内 その他の抗パーキンソン剤

ニュープロパッチ4.5ｍｇ

ロチゴチン

外

ドパコール配合錠L100

ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ/ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ水和物 1錠

アプレピタント

1セット

52．パーキンソン病治療薬

エンタカポン錠100mg「アメル」 エンタカポン

4.5㎎1枚

精神活動改善剤
/パーキンソン症候群治療剤
抗A型インフルエンザウイルス剤

ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
レストレスレッグス症候群治療剤

内 抗パーキンソン剤

100mg1錠

内 抗パーキンソン剤

53．脳循環・代謝改善薬、抗認知症薬
アデホス-Lコーワ注40mg

アデノシン三リン酸二ナトリウム

40mg1管

注 代謝賦活剤

アデホスコーワ顆粒10％

アデノシン三リン酸二ナトリウム

10％1g

内 代謝賦活剤

アデホスコーワ腸溶錠60

アデノシン三リン酸二ナトリウム

60mg1錠

内 代謝賦活剤

エリル点滴静注液30mg

塩酸ファスジル水和物

30.8mg2mL1管

注 蛋白リン酸化酵素阻害剤

オザグレルNa点滴静注20mg「MEEK」 オザグレルナトリウム

20mg2mL1管

注 トロンボキサン合成酵素阻害剤

ドネペジル塩酸塩ＯD錠5mg

塩酸ドネペジル

5mg1錠

内 アルツハイマー型認知症治療剤

メマリーOD錠5mg

メマンチン塩酸塩 5mg１錠

内 アルツハイマー型認知症治療剤

グリセレブ点滴静注（200ml）

濃グリセリン＼果糖 200mL1袋 注 その他の循環器官用薬

エダラボン点滴静注バッグ30mg エダラボン

30mg100mL1
キット

注

プロチレリン酒石酸塩注0.5mg 酒石酸プロチレリン 0.5mg1管 注

脳保護剤（フリーラジカルスカベンジャー）
遷延性意識障害治療剤
脊髄小脳変性症治療剤
ＴＳＨ（甲状腺刺激ホルモン ： Thyroid Stimulating

54．自律神経作用薬その他
オビソート注射用

塩化アセチルコリン

100mg1管(溶
解液付)
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販売名

一般名

ワゴスチグミン注0.5mg

メチル硫酸ネオスチグミン 0.05％1mL1管

注 副交感神経興奮剤

ウブレチド錠5mg

臭化ジスチグミン 5mg1錠

内

四級アンモニウム塩製剤/重症筋無力症・排尿障害治療剤

ベサコリン散5％

塩化ベタネコール 5％1g

内

四級アンモニウム塩製剤/副交感神経亢進剤

カルバメート系製剤/筋緊張性疼痛疾患治療剤

規格単位

薬効分類

55．筋弛緩薬
クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg カルバミン酸クロルフェネシン

250mg1錠

内

ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL

臭化ロクロニウム

50mg5mL1瓶

注 非脱分極性麻酔用筋弛緩剤

ダントリウムカプセル25mg

ダントロレンナトリウム

25mg1カプセル

内 痙性麻痺緩解剤・悪性症候群治療剤

ダントリウム静注用20mg

ダントロレンナトリウム 20mg1瓶

ボトックス注用50単位

Ａ型ボツリヌス毒素 50単位1瓶 注 その他の骨格筋弛緩剤

エペリゾン塩酸塩錠50mg

塩酸エペリゾン

50mg1錠

アヘンチンキ

アヘン

10％1mL

内 あへんチンキ及びエキス類製剤

コデインリン酸塩散1％

リン酸コデイン

1％1g

内 コデイン系製剤

コデインリン酸塩錠20mg

コデインリン酸塩水和物 20mg1錠

内 コデイン系製剤

オキファスト注10mg

オキシコドン塩酸塩水和
1％1mL1管
物

注 癌疼痛治療用注射剤

オキシコンチンＴＲ錠20mg

塩酸オキシコドン 20mg1錠 内 持続性癌疼痛治療剤

オキシコンチンＴＲ錠5mg

塩酸オキシコドン 5mg1錠

ボトックス注用100単位

注

悪性高熱症治療剤・悪性症候群治療剤

内 筋緊張改善剤
その他の骨格筋弛緩剤
Ａ型ボツリヌス毒素 100単位1瓶 注

56．麻薬および類似薬

内 持続性癌疼痛治療剤

オキノーム散0.5％2.5mg／包 塩酸オキシコドン 0.5％1g

内 癌疼痛治療用散剤

オキノーム散0.5％10mg／包 塩酸オキシコドン 0.5％1g

内 癌疼痛治療用散剤

レミフェンタニル静注用2mg

塩酸レミフェンタニル 2mg1瓶

注 全身麻酔用鎮痛剤

フェントステープ0.5mg

フェンタニルクエン酸塩 0.5mg1枚

外 経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤

フェントステープ1mg

フェンタニルクエン酸塩 1mg1枚

外 経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤

フェントステープ2mg

フェンタニルクエン酸塩 2mg1枚

外 経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤

フェントステープ6mg

フェンタニルクエン酸塩 6mg1枚

外 経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤

フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」 クエン酸フェンタニル

0.005％2mL1管

注 麻酔用鎮痛剤

ペチジン塩酸塩注射液35mg

塩酸ペチジン

3.5％1mL1管

注 フェニルピペリジン系製剤

アンペック坐剤10mg

塩酸モルヒネ

10mg1個

外 モルヒネ系製剤

塩酸モルヒネ注射液(50mg)

塩酸モルヒネ

1％5mL1管

注 モルヒネ系製剤

塩酸モルヒネ注射液「シオノギ」10mg

塩酸モルヒネ

1％1mL1管

注 モルヒネ系製剤

オプソ内服液5mg

塩酸モルヒネ

5mg2.5mL1包

内 モルヒネ系製剤

1％5mL1管

注 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤

57．麻酔薬
塩プロ1％注「小林」(5mL：50mg) 塩酸プロカイン
イソフルラン吸入麻酔液「ファイザー」

イソフルラン

1mL

外 吸入麻酔剤

アナペイン注2mg/mL(100mL)

塩酸ロピバカイン水和物

0.2％100mL1袋

注 長時間作用性局所麻酔剤
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販売名

一般名

規格単位

投与
経路

アナペイン注7.5mg/mL(10mL)

塩酸ロピバカイン水和物

0.75％10mL1管

注 長時間作用性局所麻酔剤

キシロカイン液「4％」

塩酸リドカイン

4％1mL

外 表面麻酔剤

キシロカインゼリー2％

塩酸リドカイン

薬効分類

2％1mL

外 粘滑・表面麻酔剤

1％10mLバイ
アル
2％10mLバイ
アル

注 局所麻酔剤

キシロカイン注ポリアンプ1％ 塩酸リドカイン

1％10mL1管

注 局所麻酔剤

キシロカイン注ポリアンプ2％ 塩酸リドカイン

2％10mL1管

注 局所麻酔剤

キシロカインビスカス2％

2％1mL

内 経口表面麻酔剤

キシロカインポンプスプレー8％ リドカイン

1g

外 定量噴霧式表面麻酔剤

マーカイン注0.25％

塩酸ブピバカイン

注 長時間作用性局所麻酔剤

マーカイン注0.5％

塩酸ブピバカイン

0.25％10mL
バイアル
0.5％10mLバ
イアル

0.5％4mL1管

注 脊椎麻酔剤

マーカイン注脊麻用0.5％等比重 塩酸ブピバカイン

0.5％4mL1管

注 脊椎麻酔剤

リドカインテープ18mg

リドカイン

(18mg)30.5m
m×50.0mm1
枚

外 貼付用局所麻酔剤

キシロカイン点眼液4％

塩酸リドカイン

4％1mL

外 表面麻酔剤

ストロカイン錠5mg

オキセサゼイン

5mg1錠

内 消化管粘膜局麻剤

セボフレン

セボフルラン

1mL

外 全身吸入麻酔剤

1％ディプリバン注−キット(50mL) プロポフォール

500mg50mL1筒

注 全身麻酔・鎮静用剤

ドロレプタン注射液25mg

2.5mg1mLバ
イアル

注 麻酔用神経遮断剤

200mg20mL1管

注 全身麻酔・鎮静用剤

キシロカイン注射液「1％」

塩酸リドカイン＼アドレナリン

キシロカイン注射液「2％」

塩酸リドカイン＼アドレナリン

塩酸リドカイン

マーカイン注脊麻用0.5％高比重 塩酸ブピバカイン

ドロペリドール

プロポフォール静注1％20mL「FK」 プロポフォール

注 局所麻酔剤

注 長時間作用性局所麻酔剤

ラボナール注射用0.5g

チオペンタールナトリウム 500mg1管

注 全身麻酔剤

スープレン吸入麻酔液

デスフルラン

1ｍL

外 全身吸入麻酔剤

アイオピジンUD点眼液1％

塩酸アプラクロニジン

1％0.1mL1個

外 レーザー術後眼圧上昇防止剤

エイゾプト懸濁性点眼液1％

ブリンゾラミド

1％1mL

外 眼圧下降剤

オペガンハイ0.85眼粘弾剤1％

ヒアルロン酸ナトリウム

1％0.85mL1筒

外 眼科手術補助剤

ガチフロ0.3％点眼液

ガチフロキサシン水和物 0.3％1mL

外 広範囲抗菌点眼剤

コソプトミニ配合点眼液

ドルゾラミド塩酸塩＼チモロー
ルマレイン酸塩

0.4mL1個

外

カリーユニ点眼液0.005％

ピレノキシン

0.005％5mL1瓶

58．眼科用薬

ラタノプロスト点眼液
クラビット点眼液1.5％
人工涙液マイティア点眼液
スコピゾル眼科用液

炭酸脱水酵素阻害剤／β-遮断剤配合剤
緑内障・高眼圧症治療剤

外 老人性白内障治療点眼剤
プロスタグランジンF2α誘導体
0.005％1mL 外
ラタノプロスト
緑内障・高眼圧症治療剤
レボフロキサシン 1.5％1mL 外 広範囲抗菌点眼剤
ホウ酸＼塩化ナトリウム＼塩
化カリウム＼乾燥炭酸ナトリ
ウム＼リン酸水素ナトリウム
ヒドロキシエチルセルロース＼
塩化ナトリウム＼塩化カリウ
ム＼乾燥炭酸ナトリウム＼リ

5mL1瓶

外 点眼液
外 特殊コンタクトレンズ角膜装着補助剤

ビルレクス眼軟膏3％

アシクロビル

3％1g

外 ヘルペス性角膜炎化学療法剤

オフロキシン眼軟膏0.3％

オフロキサシン

0.3％1g

外 広範囲抗菌点眼剤
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一般名

規格単位

投与
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デタントール0.01％点眼液

塩酸ブナゾシン

0.01％1mL

外 緑内障・高眼圧症治療剤

プラノプロフェン点眼液0.1％

プラノプロフェン

0.1％1mL

外 非ステロイド性抗炎症点眼剤

ネオメドロールEE軟膏

硫酸フラジオマイシン＼メチル
プレドニゾロン

1g

外 眼科・耳鼻科疾患治療剤

パタノール点眼液0.1％

塩酸オロパタジン 0.1％1mL 外 抗アレルギー点眼剤

薬効分類

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1％ ヒアルロン酸ナトリウム

0.1％5mL1瓶

外 角結膜上皮障害治療用点眼剤

ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184％

オキシグルタチオン

0.46％20mL1
瓶(希釈液付)

外 オキシグルタチオン眼灌流・洗浄液

プロビスク0.85眼粘弾剤1％

ヒアルロン酸ナトリウム

1％0.85mL1筒

外 眼科手術補助剤

ヒーロン(0.85mL)

ヒアルロン酸ナトリウム

1％0.85mL1筒

外 眼科手術補助剤

ヒーロンV眼粘弾剤2.3％シリンジ0.6mL ヒアルロン酸ナトリウム

2.3％0.6mL1筒

外 眼科手術補助剤

0.5mL1筒

外 眼科手術補助剤

１ｍL１筒

外 眼科手術補助剤

0.1％1g

外 補酵素型ビタミンB2製剤

フラビタン眼軟膏0.1％

ヒアルロン酸ナトリウム＼コン
ドロイチン硫酸ナトリウム
ヒアルロン酸ナトリウム＼コン
ドロイチン硫酸ナトリウム
フラビンアデニンジヌクレオチ
ドナトリウム

ブロナック点眼液0.1％

ブロムフェナクナトリウム 0.1％1mL

外 非ステロイド性抗炎症点眼剤

ベガモックス点眼液0.5％

塩酸モキシフロキサシン 0.5％1mL

外 広範囲抗菌点眼剤

シェルガン0.5眼粘弾剤
ディスコビスク1.0眼粘弾剤

カルテオロール塩酸塩LA点眼液2％ 塩酸カルテオロール 2％1mL

外 緑内障・高眼圧症治療剤

トラニラスト点眼液0.5％

外 アレルギー性結膜炎治療剤

トラニラスト

25mg5mL1瓶

レスキュラ点眼液0.12％

イソプロピルウノプロストン 0.12％1mL

外 プロストン系緑内障・高眼圧症治療剤

サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1％

ベタメタゾンリン酸エステルﾅﾄ
ﾘｳﾑ

1mL

外

フルオロメトロン点眼液0.1％ フルオロメトロン

0.1％1mL

外 水性懸濁合成副腎皮質ホルモン剤

プリビナ点眼液0.5mg/mL

硝酸ナファゾリン

0.05％1mL

外 眼科用局所血管収縮剤

ベノキシール点眼液0.4％

塩酸オキシブプロカイン 0.4％1mL

副腎皮質ホルモン眼耳鼻科用剤

外 眼科用表面麻酔剤

ピマリシン5％点眼液「センジュ」 ピマリシン

50mg1mL

外 抗真菌剤

ベストロン点眼用0.5％

塩酸セフメノキシム

5mg1mL(溶解
後の液として)

外 セフェム系抗生物質製剤

日点アトロピン点眼液1％

硫酸アトロピン

1％5mL1瓶

外 散瞳・調節麻痺点眼剤

ネオシネジンコーワ5％点眼液 塩酸フェニレフリン 5％1mL

外 散瞳剤

トロピカミド点眼液0.4％

トロピカミド

0.4％1mL

外 調節麻痺・散瞳点眼剤

サンピロ2％

塩酸ピロカルピン

2％5mL1瓶

外 緑内障治療点眼剤

レボフロキサシン点眼液0.5％「NP」 レボフロキサシン水和物 0.5％1mL 外 その他の眼科用剤

マキュエイド硝子体内注用40mg

トリアムシノロンアセトニド 40mg1瓶

外 眼科手術補助剤

アイリーア硝子体内注射液40mg/mL

アフリベルセプト（遺伝子組換え 2mg0.05mL1瓶

注 その他の眼科用剤

ルセンティス硝子体内注射液2.3mg/0.23mL ラニビズマブ（遺伝子組換え） 0.5mg0.05mL

注 その他の眼科用剤

サンドールP点眼液
サンテゾーン点眼液0.02％

トロピカミド＼フェニレフリン塩酸塩
1mL

外 検査用散瞳点眼剤

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
0.02％1mL

外 副腎皮質ホルモン点眼剤

59．耳鼻咽喉科用薬
オフロキサシン耳科用液0.3％ オフロキサシン

3mg1mL

大久保病院 薬剤科

外 ニューキノロン系抗菌耳科用製剤
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モメタゾンフランカルボン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用 モメタゾンフランカルボン酸エステル

5mg10g1瓶

外 定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

クロモグリク酸ナトリウム点鼻液

クロモグリク酸ナトリウム

190mg9.5mL1瓶

外 アレルギー性鼻炎治療剤

プリビナ液0.05％

硝酸ナファゾリン

0.05％1mL

外 点鼻用局所血管収縮剤

販売名

一般名

薬効分類

60．皮膚科用薬
メンタックスクリーム1％

塩酸ブテナフィン 1％1g

外 抗白癬菌剤

ヘパリン類似物質油性クリーム0.3％

ヘパリン類似物質 1g

外 血行促進・皮膚保湿剤

亜鉛華(10％)単軟膏「ホエイ」 亜鉛華軟膏

10g

外 外用局所収れん剤

アズノール軟膏0.033％

ジメチルイソプロピルアズレン

0.033％10g

外 炎症性皮膚疾患治療剤

インドメタシンクリーム1％

インドメタシン

1％1g

外 その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

エキザルベ

混合死菌浮遊液＼大腸菌死
菌＼ブドウ球菌死菌＼緑膿菌
死菌＼連鎖球菌死菌＼ヒドロ

1g

外 皮膚疾患治療剤

オイラックスクリーム10％

クロタミトン

10％10g

外 鎮痒剤

ザーネ軟膏0.5％

ビタミンA油

5，000単位1g

外 外用ビタミンＡ剤

スミルスチック

フェルビナク

3％1g

外 経皮吸収型鎮痛・消炎剤

スミルテープ35mg

フェルビナク

7cm×10cm1枚

外 経皮吸収型鎮痛・消炎剤

ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 ケトプロフェン

10cm×14cm1枚

外 その他の鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

フエナゾール軟膏

ウフェナマート

5％1g

外 抗炎症鎮痛皮膚疾患用剤

フェルナビオン

フェルビナク

10cm×14cm1枚

外 経皮吸収型鎮痛消炎剤

強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏

酢酸ヒドロコルチゾン＼硫酸フ
ラジオマイシン＼塩酸ジフェン
ヒドラミン

1g

外

ベギンクリーム20％

尿素

20％1g

外 角化症治療剤

パスタロンローション10％

尿素

10％1g

外 角化性・乾燥性皮膚疾患治療剤

ゲーベンクリーム

スルファジアジン銀 1％1g

外 外用感染治療剤

アクロマイシン軟膏3％

塩酸テトラサイクリン 30mg1g

外 外用抗生物質製剤

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏

硫酸ゲンタマイシン 1mg1g

外 アミノグリコシド系抗生物質製剤

ソフラチュール

硫酸フラジオマイシン

クリンダマイシンゲル1％

リン酸クリンダマイシン 1％1g

外 外用抗生物質製剤

ビダラビン軟膏3％

ビダラビン

3％1g

外 抗ウイルス剤

リンデロン-VGクリーム0.12％

1g

外

皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

1g

外

皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

リンデロン-VGローション

吉草酸ベタメタゾン＼硫酸ゲ
ンタマイシン
吉草酸ベタメタゾン＼硫酸ゲ
ンタマイシン
吉草酸ベタメタゾン＼硫酸ゲ
ンタマイシン

1mL

外

皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

アンテベートクリーム

酪酸プロピオン酸ベタメタゾン

0.05％1g

外 外用副腎皮質ホルモン剤

アンテベート軟膏

酪酸プロピオン酸ベタメタゾン

0.05％1g

外 外用副腎皮質ホルモン剤

キンダベート軟膏0.05％

酪酸クロベタゾン 0.05％1g 外 外用合成副腎皮質ホルモン剤

デルモベート軟膏0.05％

プロピオン酸クロベタゾール

0.05％1g

外 外用合成副腎皮質ホルモン剤

マイザー軟膏

ジフルプレドナート 0.05％1g

外 外用合成副腎皮質ホルモン剤

リドメックスコーワローション

吉草酸酢酸プレドニゾロン 0.3％1g

外 外用副腎皮質ホルモン剤

リンデロン-VG軟膏0.12％

(10.8mg)10cm
×10cm1枚

大久保病院 薬剤科

炎症性・アレルギー性・細菌性皮膚疾患治療剤

外 アミノグリコシド系抗生物質製剤

院内採用医薬品集
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酪酸ヒドロコルチゾン 0.1％1g

薬効分類

外 外用副腎皮質ホルモン剤

1g

外 その他の化膿性疾患用剤

フィブラストスプレー500

クロラムフェニコール＼硫酸フ
ラジオマイシン＼プレドニゾロ
ン
トラフェルミン（遺伝子組換え）

500μg1瓶

外 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

プロスタンディン軟膏0.003％

アルプロスタジルアルファデクス

0.003％1g

外

スピール膏M

サリチル酸

25cm(2)1枚

外 皮膚軟化剤

イソジンシュガーパスタ軟膏

精製白糖＼ポビドンヨード 1g

外 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

ロコアテープ

エスフルルビプロフェン＼ハッカ油 10cm×14cm1枚

外 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

カデックス外用散0.9％

ヨウ素

0.9％1g

外 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

クレメジン細粒

球形吸着炭

1g

内 慢性腎不全用剤

アーガメイトゼリー

ポリスチレンスルホン酸カルシウム

20％1g

内 高カリウム血症改善剤

カリメート散

ポリスチレンスルホン酸カルシウム

1g

内 血清カリウム抑制剤

クロマイ-P軟膏

プロスタグランジンE1製剤
褥瘡、皮膚潰瘍治療剤

61．腎疾患用薬

沈降炭酸カルシウム錠500mg 沈降炭酸カルシウム 500mg1錠 内 高リン血症治療剤
レナジェル錠250mg

塩酸セベラマー

250mg1錠

内

高リン血症治療剤（リン結合性ポリマー）

リオナ錠250mg

クエン酸第二鉄

250mg1錠

内

高リン血症治療剤（リン結合性ポリマー）

イヌリード注

イヌリン

4g40mL

注 腎機能検査用試薬

マキサカルシトール静注透析用10μg「ニプロ」

マキサカルシトール

10μg1mL1管

注 二次性副甲状腺機能亢進症治療剤

マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ニプロ」

マキサカルシトール

2.5μg1mL1管

注 二次性副甲状腺機能亢進症治療剤

0.5μg1mL1管

注

1.5L1袋

注 腹膜透析用剤

1.5L1袋(排液
用バッグ付)

注 腹膜透析用剤

2L1袋

注 腹膜透析用剤

2L1袋(排液用
バッグ付)
2L1袋(排液用
バッグ付)
1.5L1袋（排液
用バッグ付）

注 腹膜透析用剤

2L1袋

注 腹膜透析用剤

2L1袋（排液
用バッグ付）

注 腹膜透析用剤

5L1袋

注 腹膜透析用剤

1.5L1袋(排液
用バッグ付)

注 腹膜透析用剤

2L1袋

注 腹膜透析用剤

カルシトリオール静注液0.5μg「F」 カルシトリオール

エクストラニール(1.5L)
エクストラニール(1.5L)
エクストラニール(2L)
エクストラニール(2L)
ダイアニール-N PD-4 2.5
ダイアニール-N PD-4 1.5
ダイアニール-N PD-4 1.5
ダイアニール-N PD-4 1.5
ダイアニール-N PD-4 1.5
ダイアニール-N PD-4 2.5
ダイアニール-N PD-4 2.5(2L)
ダイアニール-N PD-4 2.5(5L)
ダイアニール-N PD-4 2.5
カーボスター透析剤・L(9L)
キンダリーAF4号（9L）
Dドライ2.75S

イコデキストリン＼塩化ナトリ
ウム＼塩化カルシウム＼塩化
マグネシウム＼乳酸ナトリウ
イコデキストリン＼塩化ナトリ
ウム＼塩化カルシウム＼塩化
マグネシウム＼乳酸ナトリウ
イコデキストリン＼塩化ナトリ
ウム＼塩化カルシウム＼塩化
マグネシウム＼乳酸ナトリウ
イコデキストリン＼塩化ナトリ
ウム＼塩化カルシウム＼塩化
マグネシウム＼乳酸ナトリウ
塩化ナトリウム＼塩化カルシ
ウム＼塩化マグネシウム＼乳
酸ナトリウム＼ブドウ糖
塩化ナトリウム＼塩化カルシ
ウム＼塩化マグネシウム＼乳
酸ナトリウム＼ブドウ糖
塩化ナトリウム＼塩化カルシ
ウム＼塩化マグネシウム＼乳
酸ナトリウム＼ブドウ糖
塩化ナトリウム＼塩化カルシ
ウム＼塩化マグネシウム＼乳
酸ナトリウム＼ブドウ糖
塩化ナトリウム＼塩化カルシ
ウム＼塩化マグネシウム＼乳
酸ナトリウム＼ブドウ糖
塩化ナトリウム＼塩化カルシ
ウム＼塩化マグネシウム＼乳
酸ナトリウム＼ブドウ糖
塩化ナトリウム＼塩化カルシ
ウム＼塩化マグネシウム＼乳
酸ナトリウム＼ブドウ糖
塩化ナトリウム＼塩化カルシ
ウム＼塩化マグネシウム＼乳
酸ナトリウム＼ブドウ糖
塩化ナトリウム＼塩化カルシ
ウム＼塩化マグネシウム＼乳
酸ナトリウム＼ブドウ糖
塩化ナトリウム＼塩化カリウ
ム＼塩化カルシウム＼塩化マ
グネシウム＼ブドウ糖＼炭酸
塩化ナトリウム＼塩化カリウ
ム＼塩化カルシウム＼塩化マ
グネシウム＼ブドウ糖＼炭酸
塩化ナトリウム＼塩化カリウ
ム＼塩化カルシウム＼塩化マ
グネシウム＼無水酢酸ナトリ

二次性副甲状腺機能亢進症治療剤
(活性型ビタミンD3製剤)

注 腹膜透析用剤
注 腹膜透析用剤

5L1袋

注 腹膜透析用剤

2L1袋(排液用
バッグ付)
9L1瓶(炭酸水
素ナトリウム
液付)

注 腹膜透析用剤

9L1組

注 人工腎臓透析用剤

2瓶1組

注 人工腎臓透析用剤

大久保病院 薬剤科

注 人工腎臓透析用剤
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薬効分類

炭酸水素ナトリウム 2L1袋

注 透析ろ過型人工腎臓用補充剤

バイフィル透析剤

塩化ナトリウム＼塩化カリウ
ム＼塩化カルシウム＼塩化マ
グネシウム＼ブドウ糖

6L1瓶

注 透析ろ過型人工腎臓用透析液

インジゴカルミン注第一

インジゴカルミン

0.4％5mL1管

注 腎機能検査用試薬

オルケディア錠1mg

エボカルセト

1mg1錠

内

ホスレノールOD錠250mg

炭酸ランタン水和物 250mg1錠 内 高リン血症治療剤

塩化ナトリウム＼塩化カルシ
レギュニールLCa1.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付)) ウム水和物＼塩化マグネシウ
ム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ
塩化ナトリウム＼塩化カルシ
レギュニールLCa1.5腹膜透析液(5L) ウム水和物＼塩化マグネシウ
ム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ
塩化ナトリウム＼塩化カルシ
レギュニールLCa2.5腹膜透析液(2.5L) ウム水和物＼塩化マグネシウ
ム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ
塩化ナトリウム＼塩化カルシ
レギュニールLCa2.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付)) ウム水和物＼塩化マグネシウ
ム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ
塩化ナトリウム＼塩化カルシ
レギュニールLCa2.5腹膜透析液(5L) ウム水和物＼塩化マグネシウ
ム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ
塩化ナトリウム＼塩化カルシ
レギュニールLCa1.5腹膜透析液(2.5L) ウム水和物＼塩化マグネシウ
ム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ
塩化ナトリウム＼塩化カルシ
エクストラニール腹膜透析液 ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ機器専用2L ウム水和物＼塩化マグネシウ
ム＼乳酸ナトリウム＼ブドウ
スクロオキシ水酸化鉄

ピートル顆粒分包250mg

二次性副甲状腺機能亢進症治療剤
（活性型ビタミンD3製剤）

1.5L1袋（排液
用バッグ付）

注 腹膜透析用剤

5L1袋

注 腹膜透析用剤

2.5L1袋

注 腹膜透析用剤

2L1袋（排液
用バッグ付）

注 腹膜透析用剤

5L1袋

注 腹膜透析用剤

2.5L1袋

注 腹膜透析用剤

2L1袋

注 腹膜透析用剤

250mg1袋

内 高リン血症治療剤

62．泌尿器・生殖器用剤
グリセリンBC液「ヨシダ」

グリセリン

ウロマチックS

Ｄ-ソルビトール

タムスロシンOD錠0.2mg

塩酸タムスロシン 0.2mg1錠 内 前立腺肥大症の排尿障害改善剤

シロドシンOD錠4mg

シロドシン

4mg1錠

内 前立腺肥大症に伴う排尿障害

アボルブカプセル0.5mg

デュタステリド

0.5mg1カプセル

内 ５α還元酵素阻害薬

ベシケアOD錠5mg

コハク酸ソリフェナシン 5mg1錠

エブランチルカプセル15mg
ステーブラOD錠0.1ｍｇ
ナフトピジルOD錠25ｍｇ
ベタニス錠25ｍｇ

ウラピジル
イミダフェナシン
ナフトピジル
ミラベクロン

外 溶解剤
3％3L1袋

外 泌尿器科用灌流液

内 過活動膀胱治療剤

15mg1カプセル
内

排尿障害改善剤・降圧剤

01.ｍｇ1錠

内 過活動膀胱治療剤

25ｍｇ1錠

内 前立腺肥大症の排尿障害改善剤

25ｍｇ2錠

内 過活動膀胱治療剤

63．子宮用剤

注 バッカク類製剤/子宮収縮止血剤

メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」

マレイン酸メチルエルゴメトリン 0.02％1mL1管

クロマイ腟錠

クロラムフェニコール 100mg1錠 外 生殖器官用抗生物質製剤

プロスタルモン・F注射液1000 ジノプロスト
ミレーナ52mg

1mg1mL1管

レボノルゲストレル 1個

注 プロスタグランジンF2α製剤
外 避妊剤・

64．痔疾患治療薬
ネリプロクト軟膏

吉草酸ジフルコルトロン＼リドカイン

1g

外 痔疾用剤

1個

外 痔疾治療剤

1g

外 痔疾治療剤

強力ポステリザン(軟膏)

大腸菌死菌浮遊液＼ヒドロコ
ルチゾン
大腸菌死菌浮遊液＼ヒドロコ
ルチゾン

ボラザG軟膏

トリベノシド＼リドカイン 1g

ポステリザンF坐薬

65．歯科・口腔用剤

大久保病院 薬剤科

外 痔疾用剤
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販売名

一般名

規格単位

投与
経路

歯科用TDゼット

塩化アルミニウム＼塩化セチ
ルピリジニウム＼リドカイン

1mL

歯 口腔内局所止血剤

薬効分類

ヨードグリコールパスタ「ネオ」 ヨウ素

歯 口腔粘膜治療剤

アフタシール25μg

トリアムシノロンアセトニド 25μg1枚

外 アフタ性口内炎治療剤

塩化デカリニウム

0.25mg1錠

外 口腔用剤

SPトローチ明治

50g1個

外 人工唾液

アズレン含嗽用顆粒0.4％

塩化ナトリウム＼塩化カリウ
ム＼塩化カルシウム＼塩化マ
グネシウム＼リン酸二カリウ
アズレンスルホン酸ナトリウム

0.4％1g

外 アズレン含嗽剤

アズノールうがい液4％

アズレンスルホン酸ナトリウム

4％1mL

外 アズレン含嗽液

ポピロンガーグル

ポビドンヨード

7％1mL

外 含嗽剤

歯科用キシロカインカートリッジ

塩酸リドカイン＼アドレナリン
（エピネフリン）

1.8mL1管

歯 歯科用局所麻酔剤

3％1.8mL1管

歯 歯科用局所麻酔剤

サリベート

スキャンドネストカートリッジ3％ 塩酸メピバカイン

ジンジカインゲル20％

アミノ安息香酸エチル 1g
10mg0.5g1シ
リンジ

外 歯科用局所麻酔剤

ペリオクリン歯科用軟膏

塩酸ミノサイクリン

クレオドン

グアヤコール

歯 根管消毒・鎮痛鎮静剤

ネオクリーナー「セキネ」

次亜塩素酸ナトリウム

歯 根管清掃剤

歯科用フェノール・カンフル「昭和」 フェノール＼dl-カンフル (不明)

歯 歯科用抗生物質製剤・歯周炎治療薬

歯 歯科用 鎮痛・鎮静・消毒剤

ペリオドン

パラホルムアルデヒド＼塩酸
ジブカイン

歯 根管消毒・治療剤

ホルマリン・グアヤコールFG「ネオ」

ホルマリン＼グアヤコール

歯 根管殺菌・消毒剤

ホルムクレゾールFC「ネオ」

ホルマリン＼クレゾール

歯 根管消毒剤

デキサルチン軟膏(口腔用)

デキサメタゾン

0.1％1g

外 口腔粘膜疾患治療剤

ネオザロカインパスタ

アミノ安息香酸エチル＼パラ
ブチルアミノ安息香酸ジエチ
ルアミノエチル塩酸塩

1g

外 歯科用表面麻酔剤

パム静注500mg

ヨウ化プラリドキシム

2.5％20mL1管

注 有機リン剤中毒解毒剤

薬用炭.OY

薬用炭

1g

内 止しゃ剤・整腸剤

デトキソール静注液2g

チオ硫酸ナトリウム

10％20mL1管

注 解毒剤

ブリディオン静注200mg

スガマデクスナトリウム

200mg2mL1瓶

注 筋弛緩回復剤

プリズバインド静注液2.5g

イダルシズマブ

2.5g50mL1瓶

注 ダビガトラン特異的中和剤

ノベクタンLスプレー

β-エトオキシエチルメタアクリ
ル樹脂＼チラム

1g

外 殺菌性プラスチック包帯材

アロンアルフアA「三共」

シアノアクリレート 0.5g1管

外 治療を目的としない医薬品

ヘルニコア椎間板注用1.25単位

コンドリアーゼ

1.25単位1瓶

注 腰椎椎間板ヘルニア治療剤

1g

内 漢方製剤

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)

加味逍遙散エキス 1g

内 漢方製剤

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)

牛車腎気丸エキス 1g

内 漢方製剤

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)

芍薬甘草湯エキス 1g

内 漢方製剤

66．解毒薬

67．その他

68．漢方薬
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 葛根湯エキス

大久保病院 薬剤科
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販売名

一般名

ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)

十全大補湯エキス 1g

ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 大建中湯エキス
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)

規格単位
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投与
経路

薬効分類

内 漢方製剤

1g

内 漢方製剤

半夏瀉心湯エキス 1g

内 漢方製剤

ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 抑肝散エキス

1g

内 漢方製剤

ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 六君子湯エキス

1g

内 漢方製剤

ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） 五苓散エキス

1g

内 漢方製剤

ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） 柴苓湯エキス

1g

内 漢方製剤

69．造影剤
オムニパーク300注シリンジ110mL イオヘキソール
イオパーク300注シリンジ100mL(尿路・CT用)

イオヘキソール

イオメロン350シリンジ75ml

イオメプロール

イオメロン350シリンジ(CT・尿路用) イオメプロール
イオメロン350(尿路・CT・血管用)(100mL)

イオメプロール

プロハンス静注シリンジ13mL ガドテリドール
プロハンス静注シリンジ17mL ガドテリドール
ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14％シリンジ15mL

ガドペンテト酸メグルミン

イソビスト注240

イオトロラン

オイパロミン300注シリンジ100mL イオパミドール

オイパロミン300注100mL

イオパミドール

オイパロミン300注50mL

イオパミドール

オイパロミン370注100mL

イオパミドール

オムニパーク180(脳槽・脊髄用)10mL

イオヘキソール

ビリスコピンDIC50

イオトロクス酸メグルミン

EOB・プリモビスト注シリンジ(10mL) ガドキセト酸ナトリウム

64.71％
110mL
1筒
64.71％
100mL
1筒
71.44%75ml筒
71.44％
135mL
1筒
71.44％
100mL
1瓶

注 非イオン性造影剤

13mL1筒

注 非イオン性MRI用造影剤

17mL1筒

注 非イオン性MRI用造影剤

37.14％15mL
1筒
51.26％10mL
1瓶
61.24％
100mL
1筒
61.24％
100mL
1瓶
61.24％50mL
1瓶
75.52％
100mL
1瓶
38.82％10mL
1瓶
10.55％
100mL
1瓶
18.143％
10mL
1筒

注 MRI用造影剤

注 非イオン性造影剤
注 非イオン性 造影剤
注 非イオン性造影剤
注 非イオン性造影剤

注 非イオン性脳槽・脊髄・関節造影剤

注 非イオン性尿路・血管造影剤
注 非イオン性尿路・血管造影剤
注 非イオン性尿路・血管造影剤

注 非イオン性尿路・血管造影剤
注 非イオン性造影剤

注 点滴静注胆のう・胆管造影剤
注 MRI用肝臓造影剤

ソナゾイド注射用16μL

ペルフルブタン

トレーランG液75g

デンプン部分加水分解物 225mL1瓶

内 経口糖忍容力試験用糖質液

フルオレサイト静注500mg

フルオレセイン

注 蛍光眼底造影剤

フェリセルツ散20％

クエン酸鉄アンモニウム 600mg1包

内 MRI用経口消化管造影剤

ユービット錠100mg

尿素（１３Ｃ）

100mg1錠

内 ヘリコバクター・ピロリ感染診断用剤

リゾビスト注

フェルカルボトラン

44.6mg1.6mL
1瓶

注 MRI用肝臓造影剤

エネマスター注腸散

硫酸バリウム

98.1％10g

外 注腸用Ｘ線造影剤

バリトゲンHD

硫酸バリウム

98.6％10g

内 消化管Ｘ線造影剤

ガストログラフイン経口・注腸用

1mL

内 水溶性消化管造影剤

リピオドールウルトラフルイド

アミドトリゾ酸ナトリウムメグル
ミン
ヨ-ド化ケシ油脂肪酸エチルエ
ステル

10mL1管

注 リンパ系・子宮卵管造影剤

ジアグノグリーン注射用25mg

インドシアニングリーン

25mg1瓶(溶
解液付)

注 肝・循環機能検査用薬

1瓶(溶解液付)

10％5mL1瓶

大久保病院 薬剤科

注 超音波診断用造影剤
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薬効分類

注

直接膵管胆道・逆行性尿路・関節・唾液腺造影剤

販売名

一般名

ウログラフイン注60％(20mL)

アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン 60％20mL1管

イオパーク240注シリンジ100mL(尿路・CT用)

イオヘキソール
イオヘキソール

51.77％100mL1筒
注 非イオン性造影剤

グリセリンFM

グリセリン

10mL

外 浣腸剤・溶剤

単シロップ

単シロップ

10mL

内 矯味剤

ハッカ油

ハッカ油

1mL

内 矯味矯臭剤

バレイショデンプン「ホエイ」

バレイショデンプン 10g

内 賦形剤

乳糖「ホエイ」

乳糖

10g

内 賦形剤

ブドウ糖

ブドウ糖

10g

内 ブドウ糖製剤

オリブ油

オリブ油

10mL

外 油脂性基剤

プロペト

白色ワセリン

10g

外 油脂性基剤

流動パラフィン

流動パラフィン

10mL

外 油脂性基剤

氷酢酸

氷酢酸

10g

外 有機酸製剤

オムニパーク240注シリンジ100mL

規格単位

51.77％100mL1筒
注 非イオン性造影剤

分類外のもの

大久保病院 薬剤科

