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凡例 

内服薬・外用薬に関しては薬剤名を黒● 

注射薬に関しては薬剤名をブルー●で表記 

 

薬剤名 規格 （成分名）の順で表記 

ジェネリック医薬品に関しては成分名の前に【後】の表記と、先発品名を斜体にて記載 

詳細については必ず電子カルテ上のDIを参照すること 

 

1・抗生物質・抗菌薬 

1-1．MRSA用薬 
 ・バンコマイシン点滴静注用0.5g VCM（ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ） 

 ・タゴシッド注200mg TEIC（ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ） 

 ・ザイボックス注600mg LZD（ﾘﾈｿﾞｲﾄﾞ） 
 

1-2．殺菌性抗生剤 

1-2-1．ペニシリン類 

・ユナシン錠375mg SBTPC （ｽﾙﾀﾐﾝﾘﾄｼﾙ塩酸水和物） 

・アモキシシリンカプセル250mg 【後】AMPC 先発品：アモリン 

・ユナシンS静注用1.5gバイアル， 

・ユナシンS静注用3gキット（生食100mL付き） ABPC/SBT（ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑ／ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ） 

・ゾシン配合点滴静注バッグ4.5g TAZ/PIPC（ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾝ／ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑ） 

・ペントシリン静注用2gバッグ PIPC（ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾝ） 

1-2-2．セフェム類 

 ・セフカペンピポキシル錠100mg 【後】 CFPN-PI 先発品：ﾌﾛﾓｯｸｽ 

 ・メイアクトMS錠100mg CDTR-PI（ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝ ﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ） 

 ・ケフラールカプセル250mg CCL（セファクロル） 

 ・ベストロン点眼液0.5％ 5mL CMX（ｾﾌﾒﾉｷｼﾑ） 

・セファゾリンNa静注用1g CEZ（ｾﾌｧｿﾞﾘﾝ） 

・パンスポリン静注用1gバッグ CTM（ｾﾌｫﾁｱﾑ） 

・セフメタゾールﾅﾄﾘｳﾑ点滴静注用ﾊﾞｯｸﾞ1g CMZ（ｾﾌﾒﾀｿﾞﾝ） 

・ロセフィン静注用1g CTRX（ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝ） 

 ・フルマリン静注用1g FMOX（ﾌﾛﾓｷｾﾌ） 

 ・ファーストシン静注用1g CZOP（ｾﾌｫｿﾞﾌﾟﾗﾝ） 

 ・スルペラゾン静注用1g SBT/CPZ（ｾﾌｫﾍﾟﾗｿﾞﾝ／ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑ） 
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1-2-3．ペネム・カルバペネム類 

 ・ファロム錠200mg FRPM（ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑ） 名称類似あり・注意 

 ・オラペネム小児用細粒10% TBPM-PI（ﾃﾋﾞﾍﾟﾈﾑ ﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ）必要時購入 

 ・チエナム筋注用0.5g IPM/CS（ｲﾐﾍﾟﾈﾑ） 

 ・カルベニン点滴用0.5g PAPM/BP（ﾊﾟﾆﾍﾟﾈﾑ） 

 ・メロペン点滴用0.5g MEPM（ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ） 

1-2-4．ホスホマイシン 

 ・ホスミシン錠500mg 
 

1-3．静菌性抗生剤 

1-3-1．グリコペプチド類 

 ・バンコマイシン点滴静注用0.5g VCM（ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ） 

 ・タゴシッド注200mg TEIC（ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ） 

 

1-3-2．アミノグリコシド類 

・カナマイシンカプセル250mg KM（ｶﾅﾏｲｼﾝ） 

・ゲンタシン軟膏0.1％ 10g GM（ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ） 

・ベトノバールG軟膏0.12%【後】（ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ・ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ）先発品：ﾘﾝﾃﾞﾛﾝVG 

・アミカシン注射液200mg AMK 

・カナマイシン注射液1000mg KM  必要時購入 

 

1-3-3．ニューキノロン類 

 ・レボフロキサシン錠250mg LVFX【後】先発品：ｸﾗﾋﾞｯﾄ 

 ・トスフロキサシン錠150mg TFLX 【後】先発品：ｵｾﾞｯｸｽ 

 ・ジェニナック錠200mg GRNX（ｶﾞﾚﾉｷｻｼﾝ） 

 ・クラビット点眼液1.5% 5ｍL  LVFX（ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ） 

 ・ベガモックス点眼液0.5% 5ｍL MFLX（ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ） 

 ・タリビット眼軟膏0.3％ 3.5g OFLX（ｵﾌﾛｷｻｼﾝ） 

 ・レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg  LVFX 

 

1-3-4．マクロライド類 

  ・クラリシッド錠200mg CAM（ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ） 

 ・クラリスロマイシン錠200mg【後】CAM 先発品：ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ，ｸﾗﾘｽ 

 ・クラリスロマイシンドライシロップ10％ 100mg/1ｇ 【後】 

 ・エリスロシン錠200mg EM（ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ） 

 ・エリスロシンドライシロップ10％ 100mg/1ｇ EM（ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ） 

 ・ジスロマック錠250mg AZM（ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ） 

 ・ジスロマック点滴静注用500mg AZM（ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ） 必要時購入 
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1-3-5．リンコマイシン類 

 ・ダラシンS注射液600mg CLDM（ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ） 

1-3-6．テトラサイクリン類 

 ・ミノマイシンカプセル100mg MINO（ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ） 

 ・クロロマイセチン軟膏2％ 25ｇ CP（ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ） 

 ・ミノサイクリン塩酸塩点滴用100mg 【後】MINO  

1-3-7．オキサゾリジノン類 

 ・ザイボックス注600mg LZD（ﾘﾈｿﾞｲﾄﾞ） 

1-3-8．ST合剤 

 ・バクタ顆粒1ｇ ST（ｺ･ﾄﾘﾓｷｻｿﾞｰﾙ） 
 

1-4．抗結核薬 

1-4-1．一次抗結核薬（a） 

 ・リファンピシンカプセル150mg RFP（ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ） 

 ・ミコブティンカプセル150mg RBT（ﾘﾌｧﾌﾞﾁﾝ）必要時購入 

 ・イスコチン錠100ｍｇ INH（ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ） 

 ・ピラマイド末 PZA（ﾋﾟﾗｼﾞﾅﾐﾄﾞ） 

 ・イスコチン注100mg INH（ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ） 

1-4-2．一次抗結核薬（ｂ） 

 ・エブトール錠250ｍｇ EB（ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ） 

・ストレプトマイシン注 SM（ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ） 

1-4-3．二次抗結核薬 

・ツベルミン錠100mg TH（ｴﾁｵﾅﾐﾄﾞ） 

・サイクロセリンカプセル250ｍｇ CS(ｻｲｸﾛｾﾘﾝ) 

・レボフロキサシン錠250mg LVFX【後】先発品：ｸﾗﾋﾞｯﾄ 

・カナマイシン注 KM 

1-5．抗真菌薬 
・イトリゾールカプセル50mg ITCZ(ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ) 

・ボリコナゾール錠50mg VRCZ 【後】先発品：ブイフェンド 

・ジフルカンカプセル100mg FLCZ(ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ) 

・テルビナフィンクリーム1％10ｇ 【後】ラミシールクリーム 

・ニゾラールクリーム2％10ｇ (ｹﾄｺﾅｿﾞｰﾙ) 

・エンペシド液1％10mL (ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ) 

・クレナフィン爪外用液10％ (ｴﾌｨﾅｺﾅｿﾞｰﾙ) 必要時購入 

   ※直接鏡検又は培養等に基づき爪白癬であると確定診断された患者に使用する事 

・ルリコン液1％10ｍL (ﾙﾘｺﾅｿﾞｰﾙ) 

・ルリコン軟膏1%10g (ﾙﾘｺﾅｿﾞｰﾙ) 

・バリゾンシロップ100mg/mL AMPH-B（ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB）【後】ファンギゾンシロップ 
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・カンサイダス点滴静注用50mg，70mg（ｶｽﾎﾟﾌｧﾝｷﾞﾝ）必要時購入 

     通常初日70mg，2日目以降50mg 

・ファンガード点滴用50mg MCFG(ﾐｶﾌｧﾝｷﾞﾝ) 

・ブイフェンド静注用200mg VCRZ(ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ) 

 

 

1-6．ニューモシスチスカリニ肺炎用薬 
・サムチレール内服懸濁液15%（ｱﾄﾊﾞｺﾝ） 必要時購入 

・ベナンバックス注300mg (ﾍﾟﾝﾀﾐｼﾞﾝ) 

 

1-7．抗ウイルス薬 

1-7-1．抗ヘルペス薬 

・バラシクロビル粒状錠500ｍｇ VACV 【後】 先発品：バルトレックス 

  帯状疱疹：1回1000mgを1日3回 7日で無効時は他剤へ変更 

  単純疱疹：1回500mgを12時間後 5日で無効時は他剤へ変更 

・ゾビラックス軟膏5％ 5ｇ ACV(ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ) 

・ゾビラックス眼軟膏3％ 5ｇ ACV (ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ) 

・ビクロックス点滴静注用250ｍｇ ACV (ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ) 

1-7-2．インフルエンザ用薬 

・タミフルカプセル75ｍｇ (ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙ) 

・イナビル吸入20ｍｇ (ﾗﾆﾅﾐﾋﾞﾙ) 

・ゾフルーザ錠20mg (ﾊﾞﾛｷｻﾋﾞﾙ ﾏﾙﾎﾞｷｼﾙ) 

・シンメトレル錠50ｍｇ (ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ) 

・ラピアクタ点滴用バッグ300ｍｇ (ﾍﾟﾗﾐﾋﾞﾙ) 

 

1-8．ワクチン・トキソイド・抗毒素 

1-8-1．ワクチン 

・ニューモバックスNP 0.5mL (肺炎球菌ワクチン) 

・ヘプタバックスⅡ 0.5mL (組換え沈降B型肝炎ワクチン) 

・ミールビック 0.5mL (乾燥弱毒生麻疹風疹混合ワクチン)  必要時購入 

 

1-8-2．トキソイド・抗毒素 

・テタノブリン IH静注250単位 (破傷風人免疫血清ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ) 

 

1-9．免疫グロブリン製剤 
・ポリグロビンN 5%2.5g 

・ヘブスブリン IH 1000単位 必要時購入 

・献血ベニロン I 5000mg  必要時購入 
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1-10．その他 

・フラジール錠250mｇ (ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ) 

・ダフクリア錠200mg (ﾌｨﾀﾞｷｿﾏｲｼﾝ) 

・ビルトリシド錠600mｇ (ﾌﾟﾗｼﾞｶﾝﾃﾙ)  必要時購入 

・ボノサップパック400 一次除菌 (ｸﾗﾘｽ400mg，ｱﾓﾘﾝ1500mg，ﾀｹｷｬﾌﾞ20mg) 

・ボノピオンパック    二次除菌 (ﾌﾗｼﾞｰﾙ500mg，ｱﾓﾘﾝ1500mg，ﾀｹｷｬﾌﾞ20mg) 

・バクトロバン鼻腔用軟膏2% (ﾑﾋﾟﾛｼﾝ)  必要時購入 

 

 

2・抗がん剤 
注射薬に関しては抗がん剤プロトコル以外でのオーダー不可 

代謝拮抗薬 

・ゼローダ錠300ｍｇ (ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ) 

・ユーエフティ配合顆粒T150 (ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｳﾗｼﾙ)  

・ティーエスワン配合OD錠T20mg，T25mg (ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙ) 

・ユーゼル錠25ｍｇ (ﾎﾘﾅｰﾄ･ｶﾙｼｳﾑ) 

・ロンサーフT15ｍｇ，20ｍｇ (ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝ･ﾁﾋﾟﾗｼﾙ)  

・5-FU250ｍｇ，1000ｍｇ (ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ) 

・アリムタ注射用100ｍｇ，500ｍｇ (ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄ )゙ 

・メソトレキセート注射用5mg，50ｍｇ (ﾒﾄﾄﾚｷｾｰﾄ) 

・アイソボリン点滴静注用25mg，100mg (ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ) 

・ジェムザール注200mg，1g (ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ) 
 

アルキル化薬 
・エンドキサン錠50mg (ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ) 

・エンドキサン注100mg，500ｍｇ (ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ) 
 

白金系抗がん薬 

・エルプラット点滴静注液100mg (ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ) 

・パラプラチン注50mg，150mg (ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ) 

・ランダ注10mg，50mg (ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ) 
 

DNAトポイソメラーゼ阻害薬 
・トポテシン注40mg，100mg (ｲﾘﾉﾃｶﾝ) 

・ラステット注100ｍｇ (ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ) 
 

抗がん性抗生物質 
・マイトマイシンC注2ｍｇ  

・カルセド注20ｍｇ，50ｍｇ (ｱﾑﾙﾋﾞｼﾝ) 

・ファルモルビシン注10ｍｇ (ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ) 
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・アドリアシン注用10ｍｇ (ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ) 

 

抗がん性植物成分 

・ナベルビン注10ｍｇ，40ｍｇ (ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ) 

・ワンタキソテール点滴静注用20ｍｇ，80ｍｇ (ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ) 

・パクリタキセル注30ｍｇ  

・アブラキサン点滴静注用100ｍｇ (ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ) アルブミン配合 
 

女性性器がん用薬 

・ノルバデックス錠10ｍｇ (ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ) 

・アリミデックス錠1ｍｇ (ｱﾅｽﾄﾛｿﾞｰﾙ) 

・フェマーラ錠2.5ｍｇ (ﾚﾄﾛｿﾞｰﾙ) 

・リュープリン注射用キット3.75ｍｇ (ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ) 

  必要時購入薬。使用数日前に薬剤科に連絡をお願いします 

・フェソロデックス筋注250ｍｇ (ﾌﾙﾍﾞｽﾄﾗﾝﾄ)  

医師が施行  必要時購入薬。使用数日前に薬剤科に連絡をお願いします 

・ハーセプチン注150ｍｇ (ﾄﾗｽﾂﾏﾌﾞ) 

  必要時購入薬。使用数日前に薬剤科に連絡をお願いします 

・ハラヴェン注1mg (ｴﾘﾌﾞﾘﾝﾒｼﾙ酸塩) 

  必要時購入薬。使用数日前に薬剤科に連絡をお願いします 

 
 

前立腺がん用薬 

・プロスタット錠25ｍｇ (ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ) 

・ユーエフティ配合顆粒T150 (ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｳﾗｼﾙ)  

・ランダ注10mg，50mg (ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ) 
 

分子標的薬 

・イレッサ錠250ｍｇ (ｹﾞﾌｨﾁﾆﾌﾞ) 

・タルセバ錠100ｍｇ，150ｍｇ (ｴﾙﾛﾁﾆﾌﾞ)  

食前1時間，食後2時間は服用を避ける 院内ルール：午前10時服用に統一 

・タグリッソ錠40mg，80mg (ｵｼﾒﾙﾁﾆﾌ )゙  

・ジオトリフ錠30ｍｇ，40mg (ｱﾌｧﾁﾆﾌﾞ)   

・ザーコリカプセル250ｍｇ (ｸﾘｿﾞﾁﾆﾌﾞ) 

・アレセンサ錠20ｍｇ，40mg (ｱﾚｸﾁﾆﾌﾞ)    

  空腹時投与 

・ジカディアカプセル150mg (ｾﾘﾁﾆﾌﾞ)  必要時購入 

・スチバーガ錠40mg (ﾚｺﾞﾗﾌｪﾆﾌﾞ)    

・ハーセプチン注150ｍｇ (ﾄﾗｽﾂﾏﾌﾞ)  必要時購入 

・レミケード点滴静注用100ｍｇ (ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞ) 

・アービタックス注100ｍｇ (ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ) 

・ベクティビックス注100mg (ﾊﾟﾆﾂﾌﾞﾏﾌﾞ) 

・アバスチン注100ｍｇ，400ｍｇ (ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ) 
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・オプジーボ点滴静注20mg，100mg（ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ）  

・テセントリク点滴静注1200mg（ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ）  

・キイトルーダ点滴静注100mg（ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ）  

・サイラムザ点滴静注100ｍｇ，500ｍｇ (ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ) 

 

 

インターフェロン 

・ペガシス皮下注90μg (ﾍﾟｸﾞｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝα2a)  必要時購入 

・ペグイントロン100μg (ﾍﾟｸﾞｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝα2b)  必要時購入 
 

免疫賦活薬 

・ピシバニール注5KE 必要時購入 

・レンチナン注1ｍｇ 必要時購入 
 

がん由来症状改善薬 

高カルシウム血症・骨転移用薬 

・アレンドロン酸錠35ｍｇ 【後】先発品：ボナロン 

・ランマーク皮下注120ｍｇ (ﾃﾞﾉｽﾏﾌﾞ) 

   ※必ずデノタスチュアブル錠(VD3+Ca)を同時に処方 

・ゾレドロン酸注4mg  【後】ｿﾞﾒﾀ  必要時購入 

 
 

抗がん剤による副作用防止薬 

悪心・嘔吐防止薬 

・ドンペリドン錠10ｍｇ 【後】先発品：ナウゼリン 

・メトクロプラミド錠5ｍｇ 【後】先発品：プリンペラン 

・カイトリルバッグ3ｍｇ/100ｍL (ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ) 

・アロキシ静注0.75ｍｇ (ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ) 

・プロイメンド点滴静注用150ｍｇ (ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄﾒｸﾞﾙﾐﾝ) 

・プリンペラン注10ｍｇ (ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ) 

口内炎用薬 

・アフタゾロン口腔用軟膏0.1% 3g (ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ) 

・ワプロンP (ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝ) 

・アズノールうがい液4% (ｱｽﾞﾚﾝ) 

・ポビドンヨードガーグル液7% 【後】 先発品：イソジンガーグル 

・SPトローチ (ﾃﾞｶﾘﾆｳﾑ) 

赤血球減少治療薬 

・ミルセラ注50μg，100ｍｇ (ｴﾘｽﾛﾎﾟｴﾁﾝ) 

・エポジン24000u 自己血輸血用に採用。使用数日前に薬剤科に連絡をお願いします。 
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白血球減少治療薬 

・グランシリンジ75μｇ (ﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ) 

低カルシウム血症治療薬 

・デノタスチュアブル配合錠 腎障害では天然型→活性型へ変換できないため、活性型を用いる 

出血性膀胱炎防止薬 

・ウロミテキサン注400mg (ﾒｽﾅ)  必要時購入 
 

3・循環器系薬 

3-1．心不全用薬 

3-1-1．ジギタリス類 

・ハーフジゴキシン錠0.125ｍｇ (ｼﾞｺﾞｷｼﾝ) 

・デスラノシド注0.4ｍｇ 【後】先発品：ジギラノゲンC 

3-1-2．強心薬 

・エピペン注シリンジ0.3ｍｇ(ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ) 必要時購入薬。使用数日前に薬剤科に連絡をお願いします 

・タナドーパ顆粒750ｍｇ/1包 (ﾄﾞｶﾙﾊﾟﾐﾝ) 

・ピモベンダン錠1.25ｍｇ 【後】 先発品：アカルディ 

・ボスミン注1ｍｇ (ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ) 

・アドレナリン注0.1%シリンジ1ｍｇ (ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ) 

・ノルアドレナリン注1ｍｇ (ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ) 

・ネオシネジンコーワ注1ｍｇ (ﾌｪﾆﾚﾌﾘﾝ) 

・イノバン注0.3％シリンジ150ｍｇ/50ｍL (ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ) 

・カタボンHi 600ｍｇ/200ｍL (ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ) 

・ドプミンK注600ｍｇ/200ｍL (ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ) 

3-1-3．心房性Na利尿ペプチド 

・ハンプ注射用1000μｇ (ｶﾙﾍﾟﾘﾁﾄﾞ) 

3-1-4．心筋代謝賦活薬 

・トリノシン顆粒10％ 100mg/1包 【後】(ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸) 先発品：アデホス 

 

3-2．虚血性心疾患用薬 

3-2-1．ニトロ類 

・ニトロペン舌下錠0.3ｍｇ (ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ) 

・一硝酸イソソルビド錠20ｍｇ 【後】先発品：アイトロール 

・ミオコールスプレー1噴霧0.3ｍｇ 100回/1本 (ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ) 

・硝酸イソソルビドテープ40ｍｇ【後】先発品：フランドルテープ 

・ミオコール静注5ｍｇ (ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ) 

・ミオコール点滴静注50ｍｇ (ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ) 
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3-2-2．カルシウム拮抗薬 

・ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100ｍｇ 【後】先発品：ヘルベッサーR 

・ベラパミル錠40ｍｇ 【後】先発品：ワソラン 

・アムロジピンOD錠2.5ｍｇ，5ｍｇ 【後】先発品：ノルバスク 

・アダラートCR20ｍｇ，40ｍｇ (ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ) 

・ベニジピン錠4ｍｇ 【後】先発品：コニール 

・ヘルベッサー注射用50ｍｇ (ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ) 

3-2-3．Kチャネルオープナー 

・ニコランジル錠5ｍｇ 【後】 先発品：シグマート 
 

3-3．不整脈用薬 

3-3-1．Ⅰ群 Naチャネル抑制薬 

Ⅰａ群 活動電位持続時間延長 

・ジソピラミドＲ錠150ｍｇ 【後】 先発品：リスモダン 
・シベンゾリンコハク酸塩錠100ｍｇ 【後】 先発品：シベノール 

・リスモダンＰ注50ｍｇ (ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ) 

 

Ⅰb群 活動電位持続時間短縮 

・メキシチールカプセル100ｍｇ (ﾒｷｼﾚﾁﾝ) 

・アレビアチン散10％ 100ｍｇ/1ｇ (ﾌｪﾆﾄｲﾝ) 

・メキシチール点滴静注125ｍｇ (ﾒｷｼﾚﾁﾝ) 

・オリベス点滴1％ 2000ｍｇ/200ｍL (ﾘﾄﾞｶｲﾝ) 

・静注用キシロカイン2％ 100ｍｇ/5ｍL (ﾘﾄﾞｶｲﾝ) 

・アレビアチン注250ｍｇ (ﾌｪﾆﾄｲﾝ) 

Ⅰc群 活動電位持続時間不変 

・プロパフェノン錠150ｍｇ 【後】先発品：プロノン 

3-3-2．Ⅱ群 β遮断薬 

・ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg,5ｍｇ【後】先発品：メインテート 

・インデラル錠10ｍｇ (ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ) 

・カルベジロール錠1.25mg，10mg【後】先発品：アーチスト 

・ビソノテープ4mg (ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ) 

・オノアクト注50mg (ﾗﾝｼﾞｵﾛｰﾙ) 

3-3-3．Ⅳ群 カルシウム拮抗薬 

・ヘルベッサー注50ｍｇ (ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ) 

・ワソラン静注5ｍｇ (ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ) 

3-3-4．ジギタリス類 

・ハーフジゴキシン錠0.125ｍｇ (ｼﾞｺﾞｷｼﾝ) 



 

 

 

- 11 - 

・デスラノシド注0.4ｍｇ 【後】先発品：ジギラノゲンC 

3-3-5．心筋代謝賦活薬 

・トリノシン顆粒10％ 100mg/1包 【後】(ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸) 先発品：アデホス 

3-3-6．徐脈性不整脈用薬 

・アトロピン硫酸塩注0.5ｍｇ (ｱﾄﾛﾋﾟﾝ) 

・ボスミン注1ｍｇ (ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ) 

・アドレナリン注0.1%シリンジ1ｍｇ (ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ) 

・プロタノールL注0.2ｍｇ (ｲｿﾌﾟﾚﾅﾘﾝ) 
 

3-4．利尿薬 

3-4-1．サイアザイド類 

・フルイトラン錠2ｍｇ (ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ) 

・ロサルヒド配合錠LD 【後】先発品：ﾌﾟﾚﾐﾈﾝﾄ (ﾛｻﾙﾀﾝ50mg+ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ12.5mg) 

3-4-2．ループ利尿薬 

・アゾセミド錠60ｍｇ 【後】先発品：ダイアート 

・フロセミド錠20ｍｇ 【後】先発品：ラシックス 

・フロセミド注20ｍｇ  

3-4-3．カリウム保持性利尿薬 

・スピロノラクトン錠25ｍｇ 【後】 先発品：アルダクトン 

・ソルダクトン注100ｍｇ (ｶﾝﾚﾉ酸ｶﾘｳﾑ) 

3-4-4．炭酸脱水素酵素阻害薬 

・ダイアモックス錠250ｍｇ (ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ) 

3-4-5．水利尿薬（V2拮抗薬） 

・サムスカ錠7.5ｍｇ (ﾄﾙﾊﾞﾌﾟﾀﾝ) 

3-4-6．浸透圧利尿薬 

・グリセリン・果糖配合注射液200mL (電解質加高張ｸﾞﾘｾﾘﾝ液) 【後】先発品：ｸﾞﾘｾｵｰﾙ 

・マンニットール注20％300mL (ﾏﾝﾆﾄｰﾙ) 
 

 

3-5．β遮断薬 

3-5-1．β1遮断薬（心選択性） 

・ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg，5ｍｇ【後】先発品：メインテート 

・オノアクト注50mg (ﾗﾝｼﾞｵﾛｰﾙ) 

3-5-2．β1β2遮断薬（非選択性） 

・インデラル錠10ｍｇ (ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ) 
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3-5-3．α1β遮断薬 

・カルベジロール錠1.25mg，10mg【後】先発品：アーチスト 

 

 

3-6．カルシウム拮抗薬 

3-6-1．心抑制型 

・ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100ｍｇ 【後】先発品：ヘルベッサーR 

・ベラパミル錠40ｍｇ 【後】先発品：ワソラン 

・ヘルベッサー注50ｍｇ (ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ) 

・ワソラン静注5ｍｇ (ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ) 

3-6-2．ジヒドロピリジン誘導体 

長時間作用型 

・アムロジピンOD錠2.5mg，5mg【後】 先発品：ノルバスク 

・ベニジピン錠4ｍｇ 【後】先発品：コニール 

・イルアミクスHD錠 (ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ10mg+ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ100mg) 

中間型 

・アダラートCR20ｍｇ，40ｍｇ (ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ) 

・ペルジピン注2ｍｇ (ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ) 

 

 

3-7．レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系抑制薬 

3-7-1．ACE阻害薬 

・イミダプリル錠5ｍｇ 【後】先発品：タナトリル 

3-7-2．AT1受容体拮抗薬 

・アジルバ錠20ｍｇ (ｱｼﾞﾙｻﾙﾀﾝ) 

・テルミサルタン錠40ｍｇ 【後】先発品：ミカルディス 

・バルサルタン錠80ｍｇ 【後】先発品：ディオバン 

・オルメサルタンOD錠20ｍｇ【後】先発品：オルメテック) 

・ロサルヒド配合錠LD 【後】先発品：ﾌﾟﾚﾐﾈﾝﾄ(ﾛｻﾙﾀﾝ50mg+ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ12.5mg) 

3-7-3．抗アルドステロン薬 

・セララ錠50ｍｇ (ｴﾌﾟﾚﾚﾉﾝ) 
 

3-8．高血圧症用薬 

3-8-1．高血圧症用配合薬 

・イルアミクスHD錠 (ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ10mg+ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ100mg) 
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・ロサルヒド配合錠LD 【後】先発品：ﾌﾟﾚﾐﾈﾝﾄ(ﾛｻﾙﾀﾝ50mg+ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ12.5mg) 

 

3-8-2．心拍出低下薬 

利尿薬 

サイアザイド類 

・フルイトラン錠2ｍｇ (ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ) 

・ロサルヒド配合錠LD 【後】先発品：ﾌﾟﾚﾐﾈﾝﾄ(ﾛｻﾙﾀﾝ50mg+ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ12.5mg) 

ループ利尿薬 

・アゾセミド錠60ｍｇ 【後】 先発品：ダイアート 

・フロセミド錠20ｍｇ 【後】先発品：ラシックス 

・フロセミド注20ｍｇ  

カリウム保持性利尿薬 

・スピロノラクトン錠25ｍｇ 【後】先発品：アルダクトン 

・ソルダクトン注100ｍｇ (ｶﾝﾚﾉ酸ｶﾘｳﾑ) 

炭酸脱水素酵素阻害薬 

・ダイアモックス錠250ｍｇ (ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ) 

水利尿薬（V2拮抗薬） 

・サムスカ錠7.5ｍｇ (ﾄﾙﾊﾞﾌﾟﾀﾝ) 

浸透圧利尿薬 

・グリセリン・果糖配合注射液200mL (電解質加高張ｸﾞﾘｾﾘﾝ液) 【後】先発品：ｸﾞﾘｾｵｰﾙ 
・マンニットール注20％300mL (ﾏﾝﾆﾄｰﾙ) 

 

β遮断薬 

β1遮断薬（心選択性） 

・ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg，5ｍｇ【後】先発品：メインテート 

・オノアクト注50mg (ﾗﾝｼﾞｵﾛｰﾙ) 

β1β2遮断薬（非選択性） 

・インデラル錠10ｍｇ (ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ) 

α1β遮断薬 

・カルベジロール錠1.25mg，10mg【後】先発品：アーチスト 

 

3-8-3．交感神経抑制薬（α1遮断薬） 

・ドキサゾシン錠1mg，2mg 【後】先発品：カルデナリン 

・タムスロシンOD錠0.2mg 【後】先発品：ハルナール 

3-8-4．血管拡張性降圧薬 

3-8-4-1．カルシウム拮抗薬 

心抑制型 

・ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100ｍｇ 【後】先発品：ヘルベッサーR 

・ベラパミル錠40ｍｇ 【後】先発品：ワソラン 

・ヘルベッサー注50ｍｇ (ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ) 

・ワソラン静注5ｍｇ (ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ) 
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ジヒドロピリジン誘導体 

長時間作用型 

・アムロジピンOD錠2.5mg，5mg【後】 先発品：ノルバスク 

・ベニジピン錠4ｍｇ 【後】先発品：コニール 

・イルアミクスHD錠 (ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ10mg+ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ100mg) 

中間型 

・アダラートCR20ｍｇ，40ｍｇ (ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ) 

・ペルジピン注2ｍｇ (ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ) 

 

3-8-4-2．ACE阻害薬 

・イミダプリル錠5ｍｇ (ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ) 【後】 先発品：タナトリル 

 

3-8-4-3．AT1受容体拮抗薬 

・アジルバ錠20ｍｇ (ｱｼﾞﾙｻﾙﾀﾝ) 

・テルミサルタン錠40ｍｇ 【後】 先発品：ミカルディス 

・バルサルタン錠80ｍｇ 【後】 先発品：ディオバン 

・オルメサルタン錠20ｍｇ 【後】 先発品：オルメテック 

・ロサルヒド配合錠LD【後】 先発品：ﾌﾟﾚﾐﾈﾝﾄ (ﾛｻﾙﾀﾝ50mg+ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ12.5mg) 

 

3-8-4-4．ニトロ類 

・ニトロペン舌下錠0.3ｍｇ (ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ) 

・一硝酸イソソルビド錠20ｍｇ 【後】先発品：アイトロール 

・ミオコールスプレー1噴霧0.3ｍｇ 100回/1本 (ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ) 

・硝酸イソソルビドテープ40ｍｇ【後】(硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ) 先発品：フランドルテープ 

・ミオコール点滴静注5ｍｇ，50ｍｇ (ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ) 
 

 

3-9．脳卒中用薬 
・ニセルゴリン錠5mg 【後】先発品：サアミオン 

・キサンボン注射液20ｍｇ (ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ)  必要時購入：使用前日までに薬剤科へ連絡をお願いします 

・エダラボン点滴静注30mgバッグ 【後】 先発品：ラジカット 
・ノボ・ヘパリン注5000単位/5mL  

・シチコリンH注500mg (ｼﾁｺﾘﾝ) 【後】 先発品：ニコリン 

・グリセリン・果糖配合注射液200mL (電解質加高張ｸﾞﾘｾﾘﾝ液) 【後】先発品：ｸﾞﾘｾｵｰﾙ 

 

3-10．肺塞栓症用薬 
・クリアクター静注用40万u (ﾓﾝﾃﾌﾟﾗｰｾﾞ) 必要時購入：使用前日までに薬剤科へ連絡をお願いします 
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3-11．末梢循環障害用薬 

3-11-1．末梢動脈拡張薬 

・ユベラNソフトカプセル 200mg (ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ) 

・アンプラーグ錠100mg (ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ) 

・カリジノゲナーゼ錠50u【後】 先発品：カリクレイン 

3-11-2．プロスタグランジン類 

・リマプロストアルファディスク錠5μg 【後】 先発品：オパルモン 

・プロスタンディン注20μg (ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ) 

3-11-3．抗血栓薬 

・バイアスピリン錠100mg (ｱｽﾋﾟﾘﾝ) 

・シロスタゾールOD錠50mg【後】 先発品：プレタールOD 

・ペルサンチン錠25mg (ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ) 

・ペルサンチンLカプセル150mg (ｼﾞﾋﾟﾘﾀﾞﾓｰﾙ) 

・チクロピジン錠100mg【後】先発品：パナルジン 

・アンプラーグ錠100mg (ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ) 

・イコサペント酸エチルカプセル600mg【後】 先発品：エパデールS 

・ノバスタンHi注10mg (ｱﾙｶﾞﾄﾞﾛﾊﾞﾝ) 

 

3-12．低血圧用薬 
・ミドドリン錠2mg【後】 先発品：メトリジン 
・エホチール錠5mg (ｴﾁﾚﾌﾘﾝ) 

・エホチール注10mg (ｴﾁﾚﾌﾘﾝ) 

・エフェドリン注射液40mg (ｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ) 

・ボスミン注1ｍｇ (ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ) 

・アドレナリン注0.1%シリンジ1ｍｇ (ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ) 

 

 

4・代謝改善薬 

4-1．高脂血症用薬 

4-1-1．スタチン類 

・プラバスタチン錠10mg【後】 先発品：メバロチン 

・ロスバスタチン錠2.5mg 【後】 先発品：クレストール 

・アトルバスタチン錠10mg 【後】先発品：リピトール 

・ローコール錠30mg (ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ) 

4-1-2．コレステロール吸収阻害 

・ゼチーア錠10mg (ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ) 

・コレバイン錠500mg (ｺﾚｽﾁﾐﾄﾞ) 
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4-1-3．抗酸化薬 

・ロレルコ錠250mg (ﾌﾟﾛﾌﾞｺｰﾙ) 

・ユベラNソフトカプセル 200mg (ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ) 

4-1-4．フィブラート類 

・トライコア錠80mg (ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ) 

・ベザフィブラートSR錠200mg【後】 先発品：ベザテートSR 

4-1-5．その他の高脂血症用薬 

・イコサペント酸エチルカプセル600mg【後】 先発品：エパデールS 

・ロトリガ粒状顆粒2g (ｵﾒｶﾞ-3脂肪酸ｴｽﾃﾙ) 

・ユベラNソフトカプセル200mg (ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ) 

・パントシン錠200mg (ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ) 

・パントシン散20％ 200mg/1g (ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ) 
 

4-2．糖尿病用薬 

4-2-1．インスリン 

超速効型 

・ノボラピッドフレックスタッチ300単位 

・アピドラ注ソロスター300単位 

・ヒューマログミリオペン300単位 

速効型 

・ノボリンRフレックスペン300単位 

・ヒューマリンRバイアル1000単位 

混合型 

・ノボリン30Rフレックスペン300単位 

・ノボラピッド30ミックスフレックスペン300単位 

・ヒューマログミックス25ミリオペン300単位 

・ヒューマログミックス50ミリオペン300単位 

・ライゾテク配合注フレックスタッチ300単位 

持続型 

・インスリングラルギン300単位 

・ランタスXR注ソロスター450単位 

・トレシーバ注フレックスペン300単位 
 

 

4-2-2．αグルコシダーゼ阻害薬 

・ボグリボースＯＤフィルム0.2mg 【後】 先発品：ベイスン 

・ミグリトールOD錠50mg 【後】 先発品：セイブル 

 

4-2-3．DPP-4阻害薬 

・ジャヌビア錠50mg (ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ) 
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・テネリア錠20mg (ﾃﾈﾘｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ) 

・トラゼンダ錠5mg (ﾘﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ) 

 

4-2-4．GLP-1誘導体 

・ビクトーザ皮下注18mg (ﾘﾗｸﾞﾙﾁﾄﾞ) 

・リキスミア皮下注300μg (ﾘｷｼｾﾅﾁﾄﾞ) 

・トルリシティ皮下注0.75mg (ﾃﾞｭﾗｸﾞﾙﾁﾄﾞ) 

 

4-2-5．SGLT2阻害薬 

・フォシーガ錠5mg (ﾀﾞﾊﾟｸﾞﾛﾌﾛｼﾞﾝ) 

・ジャディアンス錠10mg (ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ) 

4-2-6．インスリン抵抗性改善薬 

ビグアナイド類 

・メトグルコ錠250mg (ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ) 

チアジド類 

・ピオグリタゾン錠30mg 【後】先発品：アクトス 

 

4-2-7．インスリン分泌促進薬 

グリニド類 

・シュアポスト錠0.5mg (ﾚﾊﾟｸﾞﾘﾆﾄﾞ) 
・グルファスト錠10mg (ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞ) 
SU薬 

・グリクラジド錠40mg【後】 先発品：グリミクロン 
・アマリール錠0.5mg，1mg (ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾐﾄﾞ) 

 

4-2-8．糖尿病性神経障害用薬 

・エパルレスタット錠50mg【後】 先発品：キネダック 

・メキシチールカプセル100mg (ﾒｷｼﾚﾁﾝ) 

 

 

4-3．痛風用薬 

4-3-1．発作予防薬 

・コルヒチン錠0.5mg (ｺﾙﾋﾁﾝ) 

4-3-2．酸化防止薬 

・ウラリットU配合散 
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4-3-3．尿酸生成抑制薬 

・アロプリノール錠100mg 【後】 先発品：ザイロリック 

・フェブリク錠20mg (ﾌｪﾌﾞｷｿｽﾀｯﾄ) 

4-3-4．尿酸排泄促進薬 

・ベンズブロマノン錠50mg【後】 先発品：ユリノーム 

 

 

4-4．骨粗鬆症用薬 

4-4-1．カルシウム剤 

・乳酸カルシウム末1g 

・カルチコール注8.5％ 5mL (ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ) 

4-4-2．骨形成促進薬 

・テリボン皮下注56.5μg (ﾃﾘﾊﾟﾗﾁﾄﾞ) 週1回製剤 

・フォルテオ皮下注キット600μg（28日分） 必要時購入 

4-4-3．ビタミンD製剤 

・エディロールカプセル0.5μg (ｴﾙﾃﾞｶﾙｼﾄｰﾙ) 

・アルファカルシドールカプセル1μg【後】先発品：アルファロール 

4-4-4．エストロゲン受容体修飾薬 

・ビビアント錠20mg (ﾊﾞｾﾞﾄﾞｷｼﾌｪﾝ) 

4-4-5．ビスホスホネート類 

・アレンドロン酸錠35mg 【後】先発品：ボナロン 週1回製剤 

・ベネット錠17.5mg (ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸) 月1回製剤 

・ボナロン点滴静注バッグ900μg (ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸) 4週1回製剤 

4-4-6．RANKL阻害薬 

・プラリア皮下注60mg (ﾃﾞﾉｽﾏﾌﾞ) 6ヶ月1回製剤 

4-4-7．カルシトニン類 

・エルシトニン20Sディスポ 20u (ｴﾙｶﾄﾆﾝ) 

 

4-5．禁煙補助薬 
・チャンピックス錠0.5mg，1mg (ﾊﾞﾚﾆｸﾘﾝ) 

・ニコチネルTTSパッチ10，20，30 (ﾆｺﾁﾝ製剤) 
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5・消化器系薬 

5-1．健胃消化薬 
・タフマックEカプセル 

・リパクレオン顆粒300mg ※経管投与禁 

・FK散1.3g 

 

5-2．消化機能改善薬 
・モサプリドクエン酸塩水和物錠5mg【後】先発品：ガスモチン 

・メトクロプラミド錠5ｍｇ 【後】先発品：プリンペラン 

・ドンペリドン錠10ｍｇ 【後】先発品：ナウゼリン 

・セレキノン錠100mg (ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ) 

 

5-3．消化性潰瘍用薬 

5-3-1．プロトンポンプ阻害薬 

・ネキシウムカプセル20mg (ｴｿﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ) 

・パリエット錠10mg (ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ) 

・タケキャブ錠10mg （ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝ） 

・オメプラゾール注20mg 【後】 先発品：ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ 
 

5-3-2．H2受容体遮断薬 

・ファモチジンD錠20mg【後】 先発品：ガスター 

・ガスター注20mg (ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ) 

5-3-3．抗コリン薬 

・チアトンカプセル10mg (ﾁｷｼﾞｳﾑ) 

・ブスコパン錠10mg (ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ) 

・ロートエキス 

・ブスコパン注20mg (ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ) 

5-3-4．制酸薬 

・マーロックス懸濁用顆粒1.2g 

・マグミット錠330mg (酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ) 

・炭酸水素ナトリウム細粒 

・酸化マグネシウム細粒 

5-3-5．防御因子増強薬 

・レバミピド錠100mg 【後】 先発品：ムコスタ 

・テプレノン細粒50mg 【後】 先発品：セルベックス 

・スルピリド錠50mg 【後】  先発品：ドグマチール 

・サンメール液5% 【後】先発品：ｱﾙﾛｲﾄﾞG 

・ガスロンN錠4mg (ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ) 
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・エカベトNa顆粒66.7% 1.5g 【後】 先発品：ガストローム顆粒 

・ポラプレジンクOD錠75mg 【後】 先発品：プロマック 

5-3-6．ヘリコバクターピロリ除菌薬 

・ボノサップパック400 一次除菌 (ｸﾗﾘｽ400mg，ｱﾓﾘﾝ1500mg，ﾀｹｷｬﾌﾞ20mg) 

・ボノピオンパック 二次除菌 (ﾌﾗｼﾞｰﾙ500mg，ｱﾓﾘﾝ1500mg，ﾀｹｷｬﾌﾞ20mg) 

 

5-4．腸用薬 

5-4-1．過敏性腸症候群用薬 

・イリボー錠2.5μg (ﾗﾓｾﾄﾛﾝ) 

・コロネル細粒83.3% (ﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞﾌｨﾙ) 

・チアトンカプセル10mg (ﾁｷｼﾞｳﾑ) 

・セレキノン錠100mg (ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝ) 

 

5-4-2．潰瘍性大腸炎用薬 

・ペンタサ顆粒500mg/包 (ﾒｻﾗｼﾞﾝ) 

・アザルフィジンEN錠250mg (ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ) 

・リアルダ錠1200mg (ﾒｻﾗｼﾞﾝ) 

・ペンタサ坐剤1g (ﾒｻﾗｼﾞﾝ) 

・ペンタサ注腸1g (ﾒｻﾗｼﾞﾝ) 

・レクタブル2mg 腸注ﾌｫｰﾑ 

・ステロネマ注腸3mg/100mL (ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ) 

5-4-3．整腸薬 

・ビオスリー配合錠  

・エンテロノンR散1g/1包 

 

 

5-5．止瀉薬 

5-5-1．腸管運動抑制薬 

・ロペラミドカプセル1mg 【後】 先発品：ロペミン 

・ブスコパン錠10mg (ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ) 

・ロートエキス 

5-5-2．収斂薬 

・タンナルビン 

5-5-3．収斂薬 

・アドソルビン 

［院内製剤］DM-1 (ﾀﾝﾅﾙﾋﾞﾝ1.5g+ｱﾄﾞｿﾙﾋﾞﾝ1.5g+ﾛｰﾄｴｷｽ0.6g+ｴﾝﾃﾛﾉﾝR散2.5g／3包) 
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5-5-4．その他の止瀉薬 

・フェロベリン配合錠 (ﾍﾞﾙﾍﾞﾘﾝ37.5mg+ｹﾞﾝﾉｼｮｳｺ100mg) 

 

 

 

 

5-6．下剤 

5-6-1．軟便化薬 

・アミティーザカプセル24μg (ﾙﾋﾞﾌﾟﾛｽﾄ) 

・スインプロイク0.2mg (ﾅﾙﾃﾞﾒｼﾞﾝﾄｼﾙ酸) 

5-6-2．緩下剤 

・ヨーデルS錠80mg (ｾﾝﾅ類) 

・アローゼン顆粒 (ｾﾝﾅ類) 

・ピコスルファートNa液10mL/1本 【後】 先発品：ラキソベロン液 

  

5-6-3．峻下剤 

・マグミット錠330mg (酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ) 

・酸化マグネシウム細粒 

・テレミンソフト坐剤10mg 

・グリセリン浣腸30mL，120mL 

5-6-4．腸管内容物洗浄薬 

・マグコロールP末50g，100g (ｸｴﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ) 

・モビプレップ配合内用剤 

・ビジクリア配合錠 必要時購入 

 

5-6-5．腸内ガス除去薬 

・ガスコン錠40mg (ｼﾞﾒﾁｺﾝ) 

・ガスコンドロップ内用液2% 20mg/1mL (ｼﾞﾒﾁｺﾝ) 

 
 

5-7．肝・胆・膵疾患治療薬 

5-7-1．B型肝炎用薬 

・バラクルード錠0.5mg (ｴﾝﾃｶﾋﾞﾙ) 

・ゼフィックス錠100mg (ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ) 

・ヘプセラ錠10mg (ｱﾃﾞﾎﾋﾞﾙﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ) 

・ペガシス皮下注90μg (ﾍﾟｸﾞｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝα2α) 

・ヘプタバックスⅡ注  

・ヘブスブリン IH1000u  
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5-7-2．C型肝炎用薬 

・ソブリアードカプセル100mg (ｼﾒﾌﾟﾚﾋﾞﾙ) 

・ハーボニー配合錠（ﾚｼﾞﾊﾟﾙﾋﾞｽ・ｿﾎｽﾌﾞﾋﾞﾙ） 必要時購入 

・レベトールカプセル200mg (ﾘﾊﾞﾋﾞﾘﾝ) 

・コペガス200mg (ﾘﾊﾞﾋﾞﾘﾝ) 

・ペガシス皮下注90μg (ﾍﾟｸﾞｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝα2a) 

・ペグイントロン100μg (ﾍﾟｸﾞｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝα2b) 

5-7-3．肝疾患治療薬 

・ウルソ錠100mg (ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸) 

・ウルソ顆粒5% 50mg/1g (ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸) 

・グリチロン配合錠 

・ネオファーゲン静注20mL (ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ･ｸﾞﾘｼﾝ･ﾒﾁｵﾆﾝ配合製剤) 

・タチオン注200mg (ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ) 

・アデラビン9号 (肝臓製剤) 

［院内約束処方］肝Ａセット (ﾀﾁｵﾝ1A+ﾈｵﾌｧｰｹﾞﾝ2A+ｱﾃﾞﾗﾋﾞﾝ9号2A) 

 

5-7-4．肝炎に伴う掻痒感改善薬 

・レミッチカプセル2.5μg (ﾅﾙﾌﾗﾌｨﾝ) 

 

5-8．高アンモニア血症用薬 

5-8-1．アンモニア生成抑制薬 

・ラグノスゼリー 16.05g/1包 【後】先発品：ラクツロース 

 

5-8-2．血中アンモニア低下薬 

・アミノレバンEN配合散 50g/1包 

・モリヘパミン注点滴静注500mL 必要時購入 

・ヒカリレバン注500mL【後】先発品：アミノレバン注 

 

5-8-3．低アルブミン血症改善薬 

・ヘパアクト配合顆粒 4.5g【後】先発品：リーバクト 
 

 

5-9．利胆薬 
・ウルソ錠100mg (ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸) 

・ウルソ顆粒5% 50mg/1g (ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸) 

・スパカール錠40mg (ﾄﾚﾋﾟﾌﾞﾄﾝ) 
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5-10．静脈瘤用薬 
・オルダミン注10% 10g (ﾏﾚｲﾝ酸ﾓﾉｴﾀﾉｰﾙｱﾐﾝ)  必要時購入 

 

 

5-11．膵炎用薬 
・フオイパン錠100mg (ｶﾓｽﾀｯﾄ) 

・ミラクリッド注 5万u (ｳﾘﾅｽﾀﾁﾝ) 

・パナベート注100mg (ｶﾞﾍﾞｷｻｰﾄ)【後】先発品：エフオーワイ 
・フサン注10mg (ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄ) 

 

 

 

6・呼吸器系薬 

6-1．気管支喘息用薬 

6-1-1．吸入薬 

ステロイド吸入薬 

・オルベスコインヘラー200μg 112吸入 (ｼｸﾚｿﾆﾄﾞ) 

・パルミコート200タービュヘイラー 112吸入 (ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ) 

・キュバール100エアゾール 100吸入 (ﾍﾞｸﾛﾒﾀｿﾞﾝ) 

・フルタイドロタディスク200μg 4吸入/1 ｼｰﾄ (ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ) 

・フルタイドディスカス200μg 60吸入 (ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ) 

 

ステロイド+β2刺激薬吸入薬 

・シムビコートタービュヘイラー60吸入 (ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ160μg+ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙ4.5μg/1吸入) 

・アドエアディスカス250 60吸入 (ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ250μg+ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙ50μg/1吸入) 

・アドエアディスカス500 60吸入 (ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ500μg+ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙ50μg/1吸入) 

・フルティフォーム125エアゾール 120吸入 (ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ125μg+ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙ5μg/1吸入) 

・レルベア100エリプタ 30吸入用 (ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ100μg+ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙ25μg/1吸入) 

 

β2刺激薬吸入薬 

・オンブレス吸入カプセル150μg (ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙ) 長時間作用型 

・メプチンエアー5ｍL 10μg/1噴霧 100回分 (ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ) 

 

抗コリン吸入薬 

・スピリーバレスピマット2.5μg 60吸入 (ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ) 

・スピリーバカプセル18μg 7回分/1シート (ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ) 
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β2刺激薬 + 抗コリン薬 

・ウルティブロ吸入用カプセル 7回分/1シート (ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙ + ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ) 

・スピオルトレスピマット28吸入        (ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ + ｵﾛﾀﾞﾃﾛｰﾙ) 

 

 

6-1-2．抗アレルギー薬 

・プランルカスト錠112.5mg 【後】 先発品：オノン 

・オノンドライシロップ10% 100mg/1g (ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ) 

・モンテルカストOD錠10mg 【後】先発品：シングレア 

・リザベンカプセル100mg (ﾄﾗﾆﾗｽﾄ) 

・パタノール点眼液0.1% (ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ) 

・キサンボンS注20mg (ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ)) 
 

6-1-3．第二世代抗ヒスタミン薬 

・フェキソフェナジン錠60mg 【後】先発品：アレグラ 

・オロパタジンOＤ錠5mg   【後】先発品：アレロック 

・タリオンOD錠10mg (ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ) 

・ザイザル錠5mg (ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ) 

・ザジテンドライシロップ0.1% (ｹﾄﾌｪﾁﾝ) 

 

6-1-4．気管支拡張薬 

テオフィリン類 

・テオフィリン徐放錠100mg，200mg【後】先発品：テオドール 

・ユニフィルLA錠200mg，400mg (ﾃｵﾌｨﾘﾝ) 

・アミノフィリン注射液2.5%10mL 【後】先発品：ネオフィリン 

αβ刺激薬 

・ボスミン注1ｍｇ (ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ) 

・アドレナリン注0.1%シリンジ1ｍｇ (ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ) 

 

β2刺激薬 

・スピロペント錠10μg (ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ) 

・ホクナリン錠1mg (ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ) 

・オンブレス吸入カプセル150μg (ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙ) 長時間作用型 

・メプチンエアー5ｍL 10μg/1噴霧 100回分 (ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ) 

・ツロブテロールテープ2mg【後】先発品：ホクナリンテープ 

・プロタノールL注0.2ｍｇ (ｲｿﾌﾟﾛﾃﾚﾉｰﾙ) 

6-1-5．ステロイド注射剤 

・デキサート注1.65mg，3.3mg (ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ) 【後】先発品：デカドロン 

・リンデロン注2ｍｇ (ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ) 
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・ソル・メドロール注40mg，500mg (ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ・ｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙ) 

・プレドニン注10mg，20mg (ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ) 

 

6-1-6．抗体製剤 

・ゾレア皮下注用75mg，150mg（ｵﾏﾘｽﾞﾏﾌﾞ）  使用の際は薬剤科に予約を 

・ヌーカラ皮下注用100mg（ﾒﾎﾟﾘｽﾞﾏﾌﾞ）  使用の際は薬剤科に予約を 

・ファセンラ皮下注30mg（ﾍﾞﾝﾗﾘｽﾞﾏﾌﾞ）  使用の際は薬剤科に予約を 

6-2．鎮咳薬 
・アスベリン錠20mg (ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ) 

・アスベリン散10% 100mg/1g (ﾁﾍﾟﾋﾟｼﾞﾝ) 

・リン酸コデイン錠5mg 

・1%リン酸コデイン散 

・サリパラ液 

・エフェドリン注40mg (ｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ) 

［院内製剤］H-2 

  （3包中：1%ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ散6.5g，10%ｱｽﾍﾞﾘﾝ散0.9g，酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ05g） 

6-3．去痰薬 
・アンブロキソール錠15mg 【後】先発品：ムコソルバン 

・アンブロキソールOD錠45mg 【後】先発品：ムコサールＬ 

・ムコソルバンドライシロップ15mg/1g (ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ) 

・カルボシステイン細粒50% 500mg/1包 【後】先発品：ﾑｺﾀﾞｲﾝ 

・クリアナール錠200mg (ﾌﾄﾞｽﾃｲﾝ) 

・ビソルボン注4mg (ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ) 

［院内製剤］ネブライザー吸入 

500mL中ﾒﾌﾟﾁﾝ吸入液0.01% 7mL+ブロムヘキシン吸入液0.2% 58mL うち1回17mLをネブライザーに使用 

 

6-4．肺線維症用薬 
・ピレスパ錠200mg (ﾋﾟﾙﾌｪﾆﾄﾞﾝ) 

・オフェブカプセル100mg，150mg (ﾆﾝﾃﾀﾞﾆﾌﾞ) 

 

6-5．急性肺障害用薬 
・エラスポール注100mg (ｴﾍﾞﾚｽﾀｯﾄNa) 

・ミラクリッド注 50000単位 (ｳﾘﾅｽﾀﾁﾝ) 
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7・アレルギー系薬 

7-1．抗ヒスタミン薬 

7-1-1．第一世代抗ヒスタミン薬 

・タベジール散0.1% (ｸﾚﾏｽﾁﾝ) 

・ベナパスタ軟膏 (ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ) 

・ポララミン注5mg (ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ) 

・アタラックスP注25mg (ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ) 
 

7-1-2．第二世代抗ヒスタミン薬 

・フェキソフェナジン錠60mg 【後】先発品：アレグラ 

・オロパタジンOＤ錠5mg 【後】先発品：アレロック 

・タリオンOD錠10mg (ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ) 

・ザイザル錠5mg (ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ) 

・ザジテンドライシロップ0.1% (ｹﾄﾌｪﾁﾝ) 

 

  

7-2．抗アレルギー薬 
・プランルカスト錠112.5mg 【後】 先発品：オノン 

・プランルカストドライシロップ10% 100mg/1g 【後】 先発品：オノン 

・モンテルカストOD錠10mg【後】 先発品：シングレア 

・リザベンカプセル100mg (ﾄﾗﾆﾗｽﾄ) 

・バイナス錠75mg (ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ) 

・パタノール点眼液0.1% (ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ) 

・キサンボンS注20mg (ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ) 

 

8・免疫抑制薬 
・ネオーラルカプセル25mg (ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ) 

・イムラン錠50mg (ｱｻﾞﾁｵﾌﾟﾘﾝ) 

 

 

9・解熱・鎮痛・消炎薬 

9-1．鎮痛薬 

9-1-1．NSAID（非ステロイド性消炎鎮痛薬） 

・ロキソプロフェン錠60mg【後】先発品：ロキソニン 

・セレコックス錠100mg (ｾﾚｺｷｼﾌﾞ) 

・モービック錠10mg (ﾒﾛｷｼｶﾑ) 

・ポンタール細粒 (ﾒﾌｪﾅﾑ酸) 
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・ボルタレンSRカプセル37.5mg (ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸ) 

・ボルタレンサポ 12.5mg，25mg，50mg (ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸ) 

・ロピオン注50mg (ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ) 

・カピステン筋注50mg (ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ) 必要時購入 

 

9-1-2．偏頭痛薬 

・ゾーミッグRM錠2.5mg (ｿﾞﾙﾐﾄﾘﾌﾟﾀﾝ) 

 

9-1-3．神経障害性疼痛用薬 

・リリカカプセル25mg，75mg (ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ) 

・ノイロトロピン錠4u 

・ノイロトロピン注3.6単位 

 

9-1-4．中枢筋弛緩性鎮痛薬 

・チザニジン錠1mg 【後】 先発品：テルネリン 

・ダントリウム注20mg (ﾀﾞﾝﾄﾛﾚﾝ) 

 

9-1-5．オピオイド鎮痛薬 

・トラムセット配合錠 (ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ37.5mg+ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ325mg) 

・ノルスパンテープ5mg，10mg (ﾌﾞﾌﾟﾚﾉﾙﾌｨﾝ)  

14日処方制限、処方にはe-learningが必要、10mgは必要時購入 

・レペタン注0.2mg (ﾌﾞﾌﾟﾚﾉﾙﾌｨﾝ) 

 

 

9-1-6．消炎・鎮痛用外用剤 

・ボルタレンサポ 12.5mg，25mg，50mg (ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸ) 

・スミルスチック3％ 40g (ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸ) 

・ジクロフェナクゲル1% 50g 【後】先発品：ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｹﾞﾙ 

・ロキソニンパップ7枚入り (ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ) 

・ロキソニンテープ7枚入り (ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ) 

・モーラスパップ6枚入り (ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ) 

・セルタッチパップ7枚入り (ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸ) 

・ヤクバン20 7枚入り (ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ)  

・【温】ロキソプロフェンNaテープ100 7枚入り  温感タイプ 

・ロコアテープ 

 

9-2．その他解熱・鎮痛・感冒用薬 
・カロナール錠200mg，500mg (ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ) 

・アセトアミノフェン末 

・アセトアミノフェン坐薬200mg 

・ネオビタカイン注5mL (ｻﾘﾁﾙ酸) 
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・アセリオ注バッグ1000mg/100mL (ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ) 

ピリン系薬剤 

・SG配合顆粒1g 

 

総合感冒薬 

・PL配合顆粒  

 

インフルエンザ用薬 

・タミフルカプセル75ｍｇ (ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙ) 

・イナビル吸入20ｍｇ (ﾗﾆﾅﾐﾋﾞﾙ) 

・ゾフルーザ錠20mg (ﾊﾞﾛｷｻﾋﾞﾙ) 

・シンメトレル錠50ｍｇ (ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ) 

・ラピアクタ点滴用バッグ300ｍｇ (ﾍﾟﾗﾐﾋﾞﾙ) 

 

 

9-3．変形性膝関節症用薬 
・アルツディスポ1% 25mg (ﾋｱﾙﾛﾝ酸) 

・スベニールディスポ1% 25mg (ﾋｱﾙﾛﾝ酸) 

 

 

9-4．リウマチ用薬 
・リウマトレックスカプセル2mg (ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ) 

・アザルフィジンEN 250mg (ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ) 

・リマチル錠100mg (ﾌﾞｼﾗﾐﾝ) 

・シオゾール注10mg (金ﾁｵﾘﾝｺﾞ酸) 

・レミケード点静用100mg (ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞ) 抗がん剤プロトコルでの運用 

 

 

 

 

 

10・精神神経系薬 

10-1．睡眠鎮静薬 

10-1-1．超短時間型 

・ゾルピデムOD錠5mg 【後】先発品：マイスリー 30日処方制限 

・アモバン錠7.5mg (ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ) 30日処方制限 
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10-1-2．短時間型 

・ルネスタ錠1mg (ｴｽｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ) 

・リスミー錠2mg (ﾘﾙﾏｻﾞﾎﾝ) 

・エバミール錠1mg (ﾛﾙﾒﾀｾﾞﾊﾟﾑ)  30日処方制限 

・ブロチゾラムOD錠0.25mg【後】先発品：レンドルミン 30日処方制限 

10-1-3．中間型 

・ユーロジン錠1mg (ｴｽﾀｿﾞﾗﾑ)  30日処方制限 

 

10-1-4．その他眠剤 

・ベルソムラ錠15mg（ｽﾎﾞﾚｷｻﾝﾄ） 

・ロゼレム錠8mg（ﾗﾒﾙﾃｵﾝ） 

 

 

 

10-2．抗不安薬 

10-2-1．ベンゾジアゼピン系抗不安薬 

・エチゾラム錠0.5mg 【後】先発品：デパス 30日処方制限 

・ソラナックス錠0.4mg (ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ) 30日処方制限 

・ジアゼパム錠2mg 【後】 先発品：セルシン 

・ホリゾン注10mg (ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ) 

・ミダゾラム注10mg 【後】 先発品：ドルミカム 

10-2-2．非ベンゾジアゼピン系抗不安薬 

・グランダキシン錠50mg (ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ) 

・アタラックスP注25mg (ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ) 

 

10-3．抗うつ薬 

10-3-1．選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI） 

・レクサプロ錠10mg (ｴｽｼﾀﾛﾌﾟﾗﾑ) 

・パロキセチン錠10mg，20mg (ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ) 【後】先発品：パキシル 

・ルボックス錠25mg (ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ) 

10-3-2．セロトン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬（SNRI） 

・サインバルタカプセル20mg (ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝ) 

10-3-3．三環系抗うつ薬 

・アモキサンカプセル25mg (ｱﾓｷｻﾋﾟﾝ) 

・アナフラニール注25mg (ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ) 



 

 

 

- 30 - 

10-3-5．5HT2受容体拮抗薬 

・トラゾドン錠25mg 【後】 先発品：デジレル 

 

10-4．抗精神病薬 

10-4-1．非定型抗精神病薬 

・リスペリドン内用液0.5mg 【後】先発品：リスパダール 

・クエチアピン錠25mg 【後】先発品：セロクエル 

10-4-2．その他 抗精神病用薬 

・ノバミン錠5mg (ﾌﾟﾛｸﾛﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝ) 

・ハロペリドール錠1mg【後】先発品：セレネース 

・セレネース注5mg (ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ) 

 

10-5．抗てんかん薬 

10-5-1．フェノバルビタール類 

・フェノバール散10% 100mg/1g (ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ) 

・デパケン錠200mg (ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸) 

・デパケン細粒20% 200mg/1g (ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸) 

・フェノバール注100mg (ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ) 

 

10-5-2．カルバマゼピン 

・テグレトール錠200mg (ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ) 

 

10-5-3．その他抗てんかん薬 

・ランドセン錠0.5mg (ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ) 

・アレビアチン注250ｍｇ (ﾌｪﾆﾄｲﾝ) 

 

10-6．抗パーキンソン薬 

10-6-1．レボドパ類 

・メネシット配合錠100mg (ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ100mg，ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ10mg) 

 

10-6-2．ドパミンD2アゴニスト 

・ビ・シフロール錠0.5mg (ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ) 
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10-6-3．ドパミン放出促進 

・シンメトレル錠50mg (ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ) 

 

10-6-4．抗コリン薬 

・トリヘキシフェニジル錠2mg 【後】先発品：アーテン 
・タスモリン注5mg (ﾋﾞﾍﾟﾘﾄﾞﾝ) 【後】先発品：アキネトン 

10-6-5．その他 抗パーキンソン薬 

・グラマリール錠25mg (ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ) 

 

10-7．認知症用薬 

10-7-1．コリンエステラーゼ阻害薬 

・ドネペジルOD錠3mg，5mg，10mg 【後】先発品：アリセプト 

アリセプトD錠3mg，5mg，10mg 

・レミニールOD錠4mg，8mg，12mg (ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝ) 

・リバスタッチパッチ4.5mg，9mg，13.5mg，18mg (ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ) 

 

10-7-2．NMDA受容体拮抗薬 

・メマリーOD錠5mg，20mg (ﾒﾏﾝﾁﾝ) 

 

 

11・ビタミン 

11-1．脂溶性ビタミン 
・エディロールカプセル0.5μg (ｴﾙﾃﾞｶﾙｼﾄｰﾙ) VD製剤 

・アルファカルシドールカプセル1μg【後】(ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ) 先発品：アルファロール VD製剤 

・ユベラNソフトカプセル 200mg (ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ) ビタミンE製剤 

・グラケーカプセル15mg (ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ) ビタミンK製剤 

・ユベラ軟膏 (ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ20mg，ﾋﾞﾀﾐﾝA5000単位/1g) ビタミンE・ビタミンA製剤 

・ケイツーN注10mg (ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ) 

 

11-2．水溶性ビタミン 
・アリナミンF糖衣錠25mg (ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ) VB1製剤 

・アデロキシン散 (ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ) VB6製剤 

・ピドキサール錠 (ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ) VB6製剤 

・メチコバール錠500μg (ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ) VB12 

・フォリアミン錠5mg (ﾌｫﾘｱﾐﾝ) 葉酸製剤 

・パントシン錠200mg (ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ) パントテン酸類 

・パントシン散20% (ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ) パントテン酸類 

・ソフティア点眼0.02％ 【後】(ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ) 先発品：サンコバ点眼 VB12製剤 
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・アリナミン注10mg (ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ) VB1製剤 

・フラビタン注10mg (ﾌﾗﾋﾞﾝ･ｱﾃﾞﾆﾝ･ｼﾞﾇｸﾚｵﾁﾄﾞ) VB2製剤 

・ビタミンB12注1mg (ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ) VB12製剤 

・アスコルビン酸注500mg PB  VC製剤 

・フォリアミン注15mg (ﾌｫﾘｱﾐﾝ) 葉酸製剤 

・パントシン錠200mg (ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ) パントテン酸類 

 

11-3．混合ビタミン 
・パンビタン末  総合ビタミン製剤 

・ビタメジン静注用  ビタミンB群製剤 

・ネオラミンマルチV 総合ビタミン製剤（高カロリー用） 

 

12・無機質 

12-1．カリウム製剤 
・スローケー錠600mg  

・アスパラK散50%  

・KCL注キット 20mEq/20mL 

 

12-2．高カリウム血症改善薬 
・アーガメイトゼリー25g (ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸) Ca塩 

・ケイキサレート散5g/1包 (ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸) Na塩 

・メイロン注 (重炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ) 

 

12-3．カルシウム製剤 
・乳酸カルシウム末1g 

・カルチコール注8.5％ 5mL (ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ) 

 

12-4．マグネシウム製剤 
・硫酸Mg補正液20mL 20mEq/20mL  

 

 

14・輸液・栄養剤 

14-1．電解質輸液 

14-1-1．細胞外液補充液 

・オーツカ生食2ポート 100mL 

・生理食塩液 250mL，500mL，1000mL 

・ポタコールR 250mL，500mL (乳酸ﾘﾝｹﾞﾙ+5%ﾏﾙﾄｰｽ) 

・ヴィーンF 500mL (酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ液) 
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14-1-2．維持液 

・ソルデム3輸液 500mL 

・フィジオ35輸液 500ｍL 

・ソリタックスH 500mL 

14-1-3．術後回復液 

・KN4号輸液 500mL 

 

14-2．電解質補正液 
・生理食塩液 20mL 

・10%塩化ナトリウム液 20mL (Na:34.2mEq/20mL) 

・2％塩化カルシウム液 20ｍL (Ca:7.2mEq/20mL) 

・KCL注キット 20mL (K:20mEq/20mL) 

 

14-3．高カロリー輸液 

14-3-1．輸液 

・エルネオパNF1号輸液 1000mL，1500mL (ﾋﾞﾀﾐﾝ･微量元素配合) 

・エルネオパNF2号輸液 1000mL，1500mL (ﾋﾞﾀﾐﾝ･微量元素配合) 

・PNツイン輸液 1号1000mL，2号1100mL，3号1200ｍL 必要時購入 

 

 

14-3-2．その他 

・ネオラミンマルチV 総合ビタミン製剤 

・エレメンミック  微量元素製剤 

 

 

14-4．脂肪乳剤・アミノ酸輸液 

14-4-1．脂肪乳剤 

・イントラリピッド輸液20% 100mL 

 

14-4-2．アミノ酸輸液 

・ビーフリード輸液 500mL (ﾋﾞﾀﾐﾝB1配合剤) 

・アミパレン輸液 200mL (Na=Cl) 

・ネオアミュー輸液 200mL (腎不全用) 

・ヒカリレバン輸液 500mL (肝性脳症用) 【後】先発品：アミノレバン 
・モリヘパミン輸液 500mL (肝性脳症用) 
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14-5．酸・塩基平衡改善薬 
・ウラリット配合錠  

・炭酸水素ナトリウム細粒  

・メイロン注 (重炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ) 

 

14-6．糖類 
・5%ブドウ糖液 20mL，100mL，250mL，500mL 

・20%ブドウ糖 20mL 

・50%ブドウ糖液 20mL，200mL 

 

 

14-7．経管栄養剤・経口アミノ酸製剤 

14-7-1．経腸栄養剤（アミノ酸系） 

・エレンタール配合内用剤80g (300KcaL) 

 

14-7-2．経腸栄養剤（蛋白質系） 

・エンシュアリキッド250mL (250KcaL) 

・エンシュアリキッドH 250mL (375KcaL) 

・ラコールNF配合経腸用液200mL (200KcaL) 

・ラコールNF配合経腸用半固形剤300g (300KcaL) 

 

14-7-3．経口アミノ酸製剤 

・アミノレバンEN配合散50g 

・ヘパアクト配合顆粒 4.5g【後】先発品：リーバクト 

 

14-8．手術洗浄灌流液 
・アートセレブ脳脊髄手術用灌流液 500mL 

 

 

15・血液用薬 

15-1．貧血治療薬 

15-1-1．鉄剤 

・フェルムカプセル100mg (ﾌﾏﾙ酸第一鉄) 名称類似あり・注意 

・フェジン注2mL (含糖酸化鉄) 

15-1-2．エリスロポエチン製剤 

・ミルセラ注50μg，100μg 
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・エポジン皮下注シリンジ24000単位 

 

15-2．止血薬 
・カルバゾクロム錠30mg 【後】 先発品：アドナ 

・オフタルムＫ配合錠 (ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ-10mg，VK1-5mg，VC-100mg) 

・グラケーカプセル15mg (ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ) 

・トランサミンカプセル250mg (ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸) 

・トロンビン液1万単位 (ﾄﾛﾝﾋﾞﾝ) 

・カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg，50mg 【後】 先発品：アドナ 

・トランサミン注250mg (ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸) 

・ケイツーN注10mg (ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ) 

 

15-3．血液凝固因子など 
・フィブロガミンＰ注 (濃縮人血液凝固第ⅩⅢ因子) 

 

 

15-4．抗血栓薬 

15-4-1．抗血小板薬 

・バイアスピリン錠100mg (ｱｽﾋﾟﾘﾝ) 

・シロスタゾールOD錠50mg【後】 先発品：プレタールOD 

・クロピドグレル錠75mg 【後】 先発品：プラビックス 

・チクロピジン錠100mg【後】先発品：パナルジン 

 

15-4-2．血液凝固阻止薬 

・ワーファリン錠1mg (ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ) 

・プラザキサカプセル110mg (ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾗﾝｴﾃｷｼﾗｰﾄ) 

・リクシアナOD錠30mg (ｴﾄﾞｷｻﾊﾞﾝﾄｼﾙ酸塩) 

・献血ノンスロン1500注射用 (乾燥濃縮ｱﾝﾁﾄﾛﾝﾋﾞﾝⅢ) 必要時購入 

・ノイアート静注用1500 (乾燥濃縮ｱﾝﾁﾄﾛﾝﾋﾞﾝⅢ)  必要時購入 

・ノボ・ヘパリン5000単位 (ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ) 

・ノバスタンHi注10mg (ｱﾙｶﾞﾄﾞﾛﾊﾞﾝ)  必要時購入 

・クレキサン皮下注2000u (低分子ﾍﾊﾟﾘﾝ) 必要時購入 

 

15-4-3．DIC用薬 

・リコモジュリン注12800u 

・注射用パナベート100mg (ｶﾞﾍﾞｷｻｰﾄ) 

・フサン注10mg (ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄ) 

・ノイアート静注用1500 (乾燥濃縮ｱﾝﾁﾄﾛﾝﾋﾞﾝⅢ)  必要時購入 
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15-4-4．ヘパリン拮抗薬 

・ノボ・硫酸プロタミン注100mg (ﾌﾟﾛﾀﾐﾝ) 

 

15-5．血栓溶解薬 
・クリアクター静注用40万u (ﾓﾝﾃﾌﾟﾗｰｾﾞ)  必要時購入 

 

15-6．溶血ヘモグロビン処理薬 
・ハプトグロビン注200u  

 

 

16・ホルモン 

16-1．副腎皮質系ホルモン 

16-1-1．副腎皮質刺激ホルモン 

・ヒトCRH (ｺﾙﾁｺﾚﾘﾝ) 

・コートロシン注射用0.25mg (ﾃﾄﾗｺｻｸﾁﾄﾞ) 

 

16-1-2．副腎皮質ホルモン 

・コートン錠25mg (ｺﾙﾁｿﾞﾝ酢酸塩) 

・プレドニゾロン錠1mg (ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ) 

・プレドニン錠5mg (ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ) 

・デカドロン錠0.5mg (ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ) 

・リンデロン錠0.5mg (ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ) 

・プレドニン注10mg，20mg (ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙ) 

・ソル・メドロール注40mg，500mg (ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙ) 

・ケナコルトA筋注用40mg (ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ) 

・デキサート注1.65mg，3.3mg (ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ) 【後】先発品：デカドロン 

・リンデロン注2mg (ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ) 

 

 

16-1-3.副腎皮質ホルモン外用剤 

Ⅰ群：Strongest 

・デルモベート軟膏0.05% 5g  

 

Ⅱ群：Very Strong 

・アンテベート軟膏0.05% 5g 

・アンテベートローション0.05% 10g 

Ⅲ群：Strong 

・リンデロンVクリーム0.12% 5g  

・ベトノバールG軟膏0.12% 5g (ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ含有) 【後】先発品：リンデロンVG 
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Ⅳ群：Mild 

・ロコイド軟膏0.1％ 5g  

その他 

・エキザルベ軟膏0.1％ 5g (ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ0.25%，大腸菌・緑膿菌等の死滅菌) 

 

16-2．甲状腺系ホルモン 

16-2-1．甲状腺ホルモン 

・チラーヂンS錠25μg，50μg (ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝ) 

16-2-2．バセドウ病用薬 

・メルカゾール錠5mg (ﾁｱﾏｿﾞｰﾙ) 

・チウラジール錠50mg (ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾁｵｳﾗｼﾙ) 

16-3．その他ホルモン系薬 
・LH-RH注0.1mg (ｺﾞﾅﾄﾞﾚﾘﾝ) 視床下部ホルモン 必要時購入 

・TRH注0.5mg (ﾌﾟﾛﾁﾚﾘﾝ) 視床下部ホルモン 必要時購入 

・グルカゴンG注1mg (ｸﾞﾙｶｺﾞﾝG) 成長ホルモン分泌促進 

・GRF注100μg (ｿﾏﾄﾚﾘﾝ)  成長ホルモン分泌促進 必要時購入 

・サンドスタチン皮下注50μg (ｵｸﾄﾚｵﾁﾄﾞ) ソマトスタチン類 必要時購入 

 

 

17・眼科用薬 

17-1．眼科用抗菌薬 
・ベガモックス点眼液0.5% (ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ) 

・クラビット点眼液1.5% (ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ) 

・オフサロン点眼液0.25% (ｺﾘｽﾁﾝ･ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ) 

・ベストロン点眼0.5% (ｾﾌﾒﾉｷｼﾑ) 

・トブラシン点眼0.3% (ﾄﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ) 

・リンデロンA点眼・点耳・点鼻用液 (ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ0.35%，ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ0.1%) 

・タリビット眼軟膏0.3% (ｵﾌﾛｷｻｼﾝ) 

・眼・耳科用リンデロンA軟膏 (ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ0.35%，ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ0.1%) 

・ゾビラックス眼軟膏3% (ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ) 

 

 

17-2．白内障用薬 
・カリーユニ点眼液0.005% (ﾋﾟﾚﾉｷｼﾝ) 

17-3．緑内障用薬 

17-3-1．房水産生抑制薬 

・チモプトールXE 0.5% (ﾁﾓﾛｰﾙ) 

・チモレートPF 0.5% 【後】(ﾁﾓﾛｰﾙ) 先発品：チモプトール 
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・ミケランLA 1% (ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ) 

・エイゾプト懸濁性点眼液1% (ﾌﾞﾘﾝｿﾞﾗﾐﾄﾞ) 

 

17-3-2．房水排出改善薬 

・レスキュラ点眼液0.12% (ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｳﾉﾌﾟﾛｽﾄﾝ) 

・トラバタンズ点眼液0.004% (ﾄﾗﾎﾞﾌﾟﾛｽﾄ) 

・ラタノプロスト点眼液0.005% 【後】先発品：キサラタン 

・ルミガン点眼液0.03% (ﾋﾞﾏﾄﾌﾟﾛｽﾄ) 

・グラナック点眼液0.4% (ﾘﾊﾟｽｼﾞﾙ)   

・サンピロ点眼2% (ﾋﾟﾛｶﾙﾋﾟﾝ) 

・アイファガン点眼液0.1% (ﾌﾞﾘﾓﾆｼﾞﾝ) 

・コソプト配合点眼液 (ﾄﾞﾙｿﾞﾗﾐﾄﾞ10mg，ﾁﾓﾛｰﾙ5mg) 

・デュオトラバ配合点眼液 (ﾄﾗﾎﾞﾌﾟﾛｽﾄ0.1mg，ﾁﾓﾛｰﾙ12.5mg) 

・ザラカム配合点眼液 (ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ50μg，ﾁﾓﾛｰﾙ12.5mg) 

・ミケルナ配合点眼液(ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ50μg，ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ20mg) 

 

17-4．眼科用消炎薬 
・パタノール点眼0.1% (ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ) 

・リボスチン水性懸濁性点眼液0.025% (ﾚﾎﾞｶﾊﾞｽﾁﾝ) 

・アレジオン点眼液0.05% (ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ) 

・ブロナック点眼液0.1% (ﾌﾞﾛﾑﾌｪﾅｸ) 

・ジクロフェナク点眼液0.1% 【後】先発品：ジクロード 

 

17-5．眼科用副腎皮質ホルモン 
・オドメール点眼0.02%，0.1% (ﾌﾙｵﾛﾒﾄﾛﾝ) 

・リンデロンA点眼・点鼻用液 (ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ0.35%，ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ0.1%) 

・眼・耳科用リンデロンA軟膏 (ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ0.35%，ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ0.1%) 

 

17-6．散瞳・調節麻痺用点眼薬 
・ネオシネジンコーワ5%点眼液 (ﾌｪﾆﾚﾌﾘﾝ) 

・アトロピン1%点眼液 (ｱﾄﾛﾋﾟﾝ) 

・サイプレジン1%点眼液 (ｼｸﾛﾍﾟﾝﾄﾗｰﾄ) 

・ミドリンP点眼液 (ﾄﾛﾋﾟｶﾐﾄﾞ0.5%+ﾌｪﾆﾚﾌﾘﾝ0.5%) 

・ミドリンM点眼液0.4% (ﾄﾛﾋﾟｶﾐﾄﾞ) 

 

17-7．加齢黄斑変性症用薬 
・アイリーア硝子体内注射液40mg (ｱﾌﾘﾍﾞﾙｾﾌﾟﾄ) 

・ルセンティス硝子体内注射液2.3mg (ﾗﾆﾋﾞｽﾞﾏﾌﾞ) 

 

17-8．その他点眼薬 
・ティアバランス点眼液0.1% 【後】先発品：ヒアレイン 
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・ヒアレインミニ点眼液0.1% (ﾋｱﾙﾛﾝ酸) 

・アイドロイチン点眼液3％ (ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ) 

・人工涙液マイティア 

・ジクアス点眼液3% (ｼﾞｸｱﾎｿﾙﾅﾄﾘｳﾑ) 

・ムコスタ点眼液UD2% (ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ) 

・ソフティア点眼液0.02% (ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ) 【後】 先発品：サンコバ 

・アズレン点眼液0.02％ (ｱｽﾞﾚﾝ) 

 

18・耳鼻科用薬 

18-1．めまい・嘔吐用薬 

18-1-1．内耳微小循環改善薬 

・ジフェニドール錠25mg 【後】先発品：セファドール 

・ベタヒスチン錠6mg 【後】先発品：メリスロン 

 

18-1-2．抗ドパミン薬 

・ドンペリドン錠10ｍｇ 【後】先発品：ナウゼリン 

・メトクロプラミド錠5ｍｇ 【後】先発品：プリンペラン 

・プリンペラン注10ｍｇ (ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ) 

18-1-3．メニエル病薬 

・トリノシン顆粒10％ 100mg/1包 【後】(ｱﾃﾞﾉｼﾝ三ﾘﾝ酸) 先発品：アデホス 

・ダイアモックス錠250ｍｇ (ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ) 

・メイロン注 (重炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ) 

 

18-2．鼻炎用薬 

18-2-1．第一世代抗ヒスタミン薬 

・タベジール散0.1% (ｸﾚﾏｽﾁﾝ) 

・ベナパスタ軟膏 (ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ) 

・ポララミン注5mg (ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ) 

・アタラックスP注25mg (ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ) 

18-2-2．第二世代抗ヒスタミン薬 

・フェキソフェナジン錠60mg 【後】先発品：アレグラ 

・オロパタジンOＤ錠5mg 【後】先発品：アレロック 

・タリオンOD錠10mg (ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ) 

・ザイザル錠5mg (ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ) 

・ザジテンドライシロップ0.1% (ｹﾄﾌｪﾁﾝ) 

18-2-3．抗アレルギー薬  

・プランルカスト錠112.5mg 【後】 先発品：オノン 

・オノンドライシロップ10% 100mg/1g (ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ) 
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・モンテルカストOD錠10mg 【後】先発品：シングレア 

・リザベンカプセル100mg (ﾄﾗﾆﾗｽﾄ) 

・バイナス錠75mg (ﾗﾏﾄﾛﾊﾞﾝ) 

・パタノール点眼液0.1% (ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ) 

・キサンボンS注20mg (ｵｻﾞｸﾞﾚﾙ) 

 

18-3．点鼻薬 

18-3-1．ステロイド薬  

・アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧 (ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ) 

・ナゾネックス点鼻液50μg 56噴霧 (ﾓﾒﾀｿﾞﾝ) 

・フルチカゾン点鼻液50μg 56噴霧 【後】先発品：フルナーゼ 

・コールタイジン点鼻液15mL (ﾃﾄﾗﾎﾄﾞﾛｿﾞﾘﾝ0.1%，ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ0.02%) 

19・泌尿器科用薬 

19-1．頻尿・過活動膀胱改善薬 
・ウリトスOD錠0.1mg (ｲﾐﾀﾞﾌｪﾅｼﾝ) 

・ベタニス錠50mg (ﾐﾗﾍﾞｸﾞﾛﾝ) 

・スピロペント錠10μg (ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ) 

・ミドドリン錠2mg【後】(ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ) 先発品：メトリジン 
 

19-2．排尿困難・尿閉用薬 
・ユリーフＯＤ錠4mg (ｼﾛﾄﾞﾘﾝ) 

・タムスロシンOD錠0.2mg【後】先発品：ハルナール 

・フリバス錠25mg (ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ) 

・エルサメット配合錠 【後】先発品：エビプロスタット 

・ウブレチド錠5mg (ｼﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ) 

・プロスタット錠25mg (ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ) 

 

19-3．夜尿症用薬 
・アナフラニール注25mg (ｸﾛﾐﾌﾟﾗﾐﾝ) 
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20・オピオイド製剤  

20-1．強オピオイド 麻薬処方箋での運用 最大処方30日まで 

20-1-1.オキシコドン製剤 

・オキシコンチンTR徐放錠5mg，10ｍｇ 

20-1-2.フェンタニル製剤 

・フェントステープ1mg，2ｍｇ，4ｍｇ 

・デュロテップMTパッチ2.1g，8.4ｍｇ 

・フェンタニル注0.1ｍｇ 

20-1-3.モルヒネ製剤 

・MSコンチン錠10mg，30ｍｇ 

・オプソ内服液5mg，10ｍｇ 

・アンペック坐薬10mg 

・塩酸モルヒネ注10ｍｇ，50ｍｇ 

20-1-4.コデイン製剤 

・コデインリン酸塩錠20mg 

20-1-5.その他の麻薬製剤 

・オピスタン注35mg (ﾍﾟﾁｼﾞﾝ) 

・アルチバ注2mg (ﾚﾐﾌｪﾝﾀﾆﾙ) 

20-2．弱オピオイド 

・トラムセット配合錠 (ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ37.5mg+ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ325mg) 

・ノルスパンテープ5mg，10mg (ﾌﾞﾌﾟﾚﾉﾙﾌｨﾝ) 14日処方制限、処方にはe-learningが必要 

・レペタン注0.2ｍｇ (ﾌﾞﾌﾟﾚﾉﾙﾌｨﾝ) 

・ソセゴン注15ｍｇ (ﾍﾟﾝﾀｿﾞｼﾝ) 
 

21・外用薬 

21-1．ステロイド外用剤 

21-1-1．Ⅰ群：Strongest 

・デルモベート軟膏0.05% 5g  

 

21-1-2．Ⅱ群：Very Strong 

・アンテベート軟膏0.05% 5g 

・アンテベートローション0.05% 10g 

21-1-3．Ⅲ群：Strong 

・リンデロンVクリーム0.12% 5g  
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・ベトノバールG軟膏0.12% 5g (ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ含有) 【後】先発品：リンデロンVG 

21-1-4．Ⅳ群：Mild 

・ロコイド軟膏0.1％ 5g  

21-1-5．その他 

・エキザルベ軟膏0.1％ 5g (ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ0.25%，大腸菌・緑膿菌等の死滅菌) 

 

21-2．止痒・消炎外用薬 
・ベナパスタ軟膏4% (ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ) 

・オイラックスクリーム10% 10g (ｸﾛﾀﾐﾄﾝ) 

・フエナゾール軟膏5% 10g (ｳﾌｪﾅﾏｰﾄ) 

・サトウザルベ軟膏10% 10g (亜鉛華単軟膏) 

 

21-3．抗菌薬配合薬 
・ベトノバールG軟膏0.12% 5g (ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ含有) 【後】先発品：リンデロンVG 

・ゲンタシン軟膏0.1% (ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ) 

・アクアチム軟膏1% 10g (ﾅｼﾞﾌﾛｷｻｼﾝ) 

・アクロマシン軟膏3% 25g (ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ) 

・ゲーベンクリーム1％ 50g (ｽﾙﾌｧｼﾞﾝ銀) 

・ソフラチュール (ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ) 

 

21-4．抗真菌薬 
・テルフィナビンクリーム1% 10g 【後】 先発品：ラミシール 

・ニゾラールクリーム2% 10g (ｹﾄｺﾅｿﾞｰﾙ) 

・ルリコン軟膏1% 10g (ﾙﾘｺﾅｿﾞｰﾙ) 

・ルリコン液1% 10mL (ﾙﾘｺﾅｿﾞｰﾙ) 

・エンペシド液1% 10mL (ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ) 

 

 

21-5．口腔用薬 
・アフタゾロン口腔用軟膏0.1% 3g (ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ) 

・ワプロンP (ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝ) 

・アズノールうがい液4% (ｱｽﾞﾚﾝ) 

・ポビドンヨードガーグル液7% 【後】 先発品：イソジンガーグル 

・SPトローチ (ﾃﾞｶﾘﾆｳﾑ) 

・サリベートエアゾル50g (人工唾液) 

 

 

21-6．痔疾患用 
・ネリザ軟膏2g (吉草酸ｼﾞﾌﾙｺﾙﾄﾛﾝ0.2mg，ﾘﾄﾞｶｲﾝ40mg) 【後】先発品：ﾈﾛﾌﾟﾛｸﾄ 
・ボラザG坐剤 (ﾄﾘﾍﾞﾉｼﾄﾞ200mg，ﾘﾄﾞｶｲﾝ40mg) 
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・ヘモリンガル舌下錠0.18mg 

 

 

21-7．にきび用薬 
・ディフェリンゲル0.1% 15g (ｱﾀﾞﾊﾟﾚﾙ)  

・アクアチム軟膏1% 10g (ﾅｼﾞﾌﾛｷｻｼﾝ) 

 

 

21-8．褥瘡用薬 
・フィブラストスプレー500μg (ﾄﾗﾌｪﾙﾐﾝ)  必要時購入：使用前日までに薬剤科へ連絡をお願いします 

・ゲーベンクリーム1％ 50g (ｽﾙﾌｧｼﾞﾝ銀) 

・プロスタンディン軟膏 30g (ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ) 

・ネグミンシュガー軟膏100g (白糖・ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄ )゙ 【後】先発品：ユーパスタコーワ 

 

21-9．角化症用薬 
・ユベラ軟膏 (1g中：VE20mg，VA5000u) 

・ウリモックスクリーム10% 20g (尿素) 【後】先発品：ウレパール 

・ボンアルファ軟膏2μg/g 10g (ｶﾀﾙｼﾄｰﾙ)  

21-10．その他外用薬 
・スピール膏50% (ｻﾘﾁﾙ酸) 疣贅用薬  

・ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g (ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質) 

・ヒルドイドローション0.3% 25g (ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質) 

・白色ワセリン  

・ソルベース(ﾏｸﾞｺﾛｰﾙ軟膏)  

 

22・漢方製剤 
・葛根湯(1) 

・加味逍遙散(24) 

・桂枝加芍薬湯(60) 

・桂枝加芍薬大黄湯(134) 

・桂枝加竜骨牡蛎湯（26） 

・牛車腎気丸(107) 

・柴苓湯(114) 

・芍薬甘草湯(68) 

・潤腸湯（51） 

・小柴胡湯(9) 

・小青竜湯（19） 

・真武湯(30) 

・柴胡桂枝湯（10） 

・大黄甘草湯(84) 

・大建中湯(100) 

・釣藤散(47) 

・当帰芍薬散(23) 

・人参養栄湯（108） 

・麦門冬湯(29) 

・半夏厚朴湯(16) 

・半夏瀉心湯(14) 

・防風通聖散(62) 

・補中益気湯(41) 

・抑肝散(54) 

・小建中湯（99）患者限定採用

・六君子湯(43) 

 

 



 

 

 

- 2 - 

 

23・約束処方製剤 
      

内服薬 （各3包分容量）  

DM-1 【止瀉薬】 

 タンニン酸アルブミン末 1.5g 

 アドソルビン原末    1.5g 

 10%ロートエキス散   0.6g 

  エンテロノンR     2.5g 

 

 

 

 

H-2 【鎮咳薬】 

1%リン酸コデイン散 6.5g 

10%アスベリン散  0.9g 

酸化マグネシウム   0.5g 

外用薬  

ネブライザー液 

 ブロムヘキシン吸入液 58mL 

 メプチン吸入液   7mL 

 生理食塩液   総量500mL 

 AKうがい液 

 4%キシロカイン液  4mL 

 アズノールうがい液 5滴 

 生理食塩液   総量500mL  

注射薬   

αセット 

 ビタメジン 1V 

 ビタミンC 1A 

 フラビタン 1A 

 肝Aセット 

 アデラビン9号 2A 

 タチオン    1A 

 ネオファーゲン 2A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

24・ハイリスク一覧 

分類 商品名 一般名 

カリウム製剤 KCL注20mEqキット「テルモ」 塩化カリウム 

抗悪性腫瘍剤 アービタックス注射液100mg セツキシマブ 

抗悪性腫瘍剤 アイソボリン点滴静注用25mg レボホリナートカルシウム 
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アイソボリン点滴静注用100mg 

糖尿病薬 ピオグリタゾン錠30 ピオグリタゾン塩酸塩 

精神神経用剤 アタラックス-P注射液(25mg/ml) ヒドロキシジン塩酸塩 

抗悪性腫瘍剤 アドリアシン注用10 ドキソルビシン塩酸塩 

精神神経用剤 アナフラニール点滴静注液25mg クロミプラミン塩酸塩 

抗悪性腫瘍剤 
アバスチン点滴静注用100mg/4mL 

ベバシズマブ 
アバスチン点滴静注用400mg/16mL 

膵臓ホルモン剤 アピドラ注 インスリングルリジン 

糖尿病薬 
アマリール錠0.5mg 

グリメピリド 
アマリール錠1mg 

精神神経用剤 アモキサンカプセル25mg アモキサピン 

抗悪性腫瘍剤 アリミデックス錠1mg アナストロゾール 

抗悪性腫瘍剤 
アリムタ注射用100mg ペメトレキセドナトリウム水

和物 アリムタ注射用500mg 

抗悪性腫瘍剤 
アレセンサカプセル20mg 

アレクチニブ 
アレセンサカプセル40mg 

抗てんかん薬 アレビアチン散10% フェニトイン 

免疫抑制剤 イムラン錠50mg アザチオプリン 

抗悪性腫瘍剤 イレッサ錠250 ゲフィチニブ 

不整脈用剤 インデラル錠10mg プロプラノロール塩酸塩 

 抗悪性腫瘍剤 エルプラット点滴静注液100mg オキサリプラチン 

抗悪性腫瘍剤 

エンドキサン錠50mg 

シクロホスファミド水和物 注射用エンドキサン100mg 

注射用エンドキサン500mg 

不整脈用剤 オノアクト注50mg ランジオロール塩酸塩 

抗悪性腫瘍剤 
オプジーボ点滴静注20mg 

オプジーボ点滴静注100mg 
ニボルマブ 

抗悪性腫瘍剤 テセントリク点滴静注1200mg アテゾリズマブ 

不整脈用剤 オリベス点滴用1% リドカイン 

抗悪性腫瘍剤 
カルセド注射用20mg 

アムルビシン塩酸塩 
カルセド注射用50mg 

抗悪性腫瘍剤 キイトルーダ点滴静注100mg ペムブロリズマブ 

不整脈用剤 

キシロカイン注ポリアンプ1% 

リドカイン塩酸塩 キシロカイン注ポリアンプ2% 

静注用キシロカイン2% 

精神神経用剤 グラマリール錠25mg チアプリド塩酸塩 

糖尿病薬 グリクラジド錠40mg グリクラジド 

抗悪性腫瘍剤 グリベック錠100mg イマチニブメシル酸塩 

糖尿病薬 ミチグリニドCa･OD錠10mg  ミチグリニドカルシウム 

免疫抑制剤 

ケナコルト-A 筋注用関節腔内用水懸注

40mg/1mL 
トリアムシノロンアセトニド 

ケナコルト-A 皮内用関節腔内用水懸注

50mg/5mL 

免疫抑制剤 コートン錠25mg コルチゾン酢酸エステル 
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精神神経用剤 コントミン糖衣錠12.5mg クロルプロマジン塩酸塩 

抗悪性腫瘍剤 ザーコリカプセル250mg クリゾチニブ 

抗悪性腫瘍剤 サイラムザ点滴静注液100mg，500mg ラムシルマブ 

精神神経用剤 サインバルタカプセル20mg デュロキセチン塩酸塩 

抗悪性腫瘍剤 
ジェムザール注射用200mg 

ゲムシタビン塩酸塩 
ジェムザール注射用1g 

抗悪性腫瘍剤 
ジオトリフ錠30mg 

アファチニブ 
ジオトリフ錠40mg 

ジギタリス製剤 ジギラノゲンC注 デスラノシド 

不整脈用剤 ジソピラミド徐放錠150mg ジソピラミド酸塩 

不整脈用剤 シベンゾリンコハク酸塩錠100ｍｇ  シベンゾリンコハク酸塩 

糖尿病薬 ジャヌビア錠50mg シタグリプチンリン酸塩 

精神神経用剤 シンメトレル錠50mg アマンタジン塩酸塩 

糖尿病薬 フォシーガ錠5mg ダパグロフロジン 

抗悪性腫瘍剤 スチバーガ錠40mg レゴラフェニブ 

免疫抑制剤 ステロネマ注腸3mg ベタメタゾンリン酸エステル 

糖尿病薬 ミグリトール錠50mg ミグリトール 

抗悪性腫瘍剤 ゼローダ錠300 カペシタビン 

精神神経用剤 クエチアピン錠25mg クエチアピンフマル酸塩 

免疫抑制剤 
ソル・メドロール注40mg メチルプレドニゾロンコハク

酸エステルナトリウム ソル・メドロール注500mg 

抗悪性腫瘍剤 パクリタキセル注射液30mg パクリタキセル 

抗悪性腫瘍剤 タグリッソ錠40mg，80mg オシメルチニブ 

抗悪性腫瘍剤 
タルセバ錠100mg 

エルロチニブ塩酸塩 
タルセバ錠150mg 

血液凝固阻止剤 チクロピジン塩酸塩100mg錠 チクロピジン塩酸塩 

抗悪性腫瘍剤 
ティーエスワン配合OD錠T20 オテラシルカリウム/ 

ティーエスワン配合OD錠T25 ギメラシル/テガフール 

テオフィリン製剤 
テオフィリン徐放錠100mg 

テオフィリン 
テオフィリン徐放錠200mg 

免疫抑制剤 

デカドロン錠0.5mg 

デキサメタゾン デキサート注射液1.65mg 

デキサート注射液3.3mg 

精神神経用剤 テグレトール錠200mg カルバマゼピン 

精神神経用剤 トラゾドン錠25mg トラゾドン塩酸塩 

糖尿病薬 テネリア錠20mg テネリグリプチン 

抗てんかん薬 
デパケン錠200mg 

バルプロ酸ナトリウム 
デパケン細粒20% 

精神神経用剤 エチゾラム錠0.5mg エチゾラム 

精神神経用剤 スルピリド錠50mg スルピリド 

抗悪性腫瘍剤 
トポテシン点滴静注40mg 

イリノテカン塩酸塩水和物 
トポテシン点滴静注100mg 

膵臓ホルモン剤 トレシーバ注フレックスタッチ インスリンアスパルト 

抗悪性腫瘍剤 ナベルビン注10mg ビノレルビン酒石酸塩 
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ナベルビン注40mg 

免疫抑制剤 ネオーラル25mgカプセル シクロスポリン 

精神神経用剤 
ノバミン錠5mg 

プロクロルペラジン 
 

膵臓ホルモン剤 
ノボラピッド注フレックスペン 

インスリンアスパルト 
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 

膵臓ホルモン剤 
ノボリン注フレックスペン 

ヒトインスリン 
ノボリン30R注フレックスペン 

抗悪性腫瘍剤 ノルバデックス錠10mg タモキシフェン 

抗悪性腫瘍剤 ハーセプチン注射用150mg トラスツズマブ 

ジギタリス製剤 ハーフジゴキシンKY錠0.125mg ジゴキシン 

血液凝固阻止 バイアスピリン錠100mg アスピリン 

抗悪性腫瘍剤 ハラヴェン注1mg エリブリン 

精神神経用剤 
パロキセチンOD錠10mg 

パロキセチン 
パロキセチンOD錠20mg 

糖尿病薬 ビクトーザ皮下注18mg リラグルチド 

抗悪性腫瘍剤 ピシバニール注射用5KE ｽﾄﾚﾌﾟﾄｺｯｸｽ･ﾋﾟｵｹﾞﾈｽ 

糖尿病薬 トルリシティ皮下注0.75mg デュラグルチド 

膵臓ホルモン剤 ヒューマリンR注 ヒトインスリン 

膵臓ホルモン剤 

ヒューマログ注ミリオペン 

インスリンリスプロ ヒューマログミックス25注ミリオペン 

ヒューマログミックス50注ミリオペン 

糖尿病薬 シュアポスト錠0.5mg レパグリニド 

抗てんかん薬 
フェノバール散10% 

フェノバルビタール 
フェノバール注射液100mg 

抗悪性腫瘍剤 フェマーラ錠2.5mg レトロゾール 

血液凝固阻止剤 プラザキサカプセル110mg 
ダビガトランエテキシラート

メタンスルホン酸塩 

血液凝固阻止剤 クロピドグレル錠75mg 硫酸クロピドグレル 

血液凝固阻止剤 シロスタゾールOD錠50mg シロスタゾール 

免疫抑制剤 

プレドニゾロン錠1mg 

プレドニゾロン 
プレドニン錠5mg 

プレドニン注10mg 

プレドニン注20mg 

抗悪性腫瘍剤 プロスタット錠25mg クロルマジノン酢酸エステル 

不整脈用剤 プロパフェノン錠150mg プロパフェノン塩酸塩 

糖尿病薬 ボグリボースOD錠0.2mg ボグリボース 

抗悪性腫瘍剤 マイトマイシン注射用2mg マイトマイシンC 

不整脈用剤 メインテート錠5mg ビソプロロールフマル酸塩 

不整脈用剤 
メキシチールカプセル100mg 

メキシレチン塩酸塩 
メキシチール点滴静注125mg 

糖尿病薬 メトグルコ錠250mg メトホルミン塩酸塩 

抗悪性腫瘍剤 
注射用メソトレキセート5mg 

メトトレキセート 
注射用メソトレキセート50mg 

抗悪性腫瘍剤 ユーエフティE配合顆粒T150 ウラシル/テガフール 
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※ハイリスク薬一覧参照 

 

抗悪性腫瘍剤 ユーゼル錠25mg ホリナートカルシウム 

テオフィリン製剤 
ユニフィルLA錠200mg 

テオフィリン 
ユニフィルLA錠400mg 

膵臓ホルモン剤 ライゾテク配合注フレックスタッチ 
 

膵臓ホルモン剤 
インスリングラルギン注 

ランタスXR注ソロスター 
インスリングラルギン 

抗悪性腫瘍剤 
ランダ注10mg/20mL 

シスプラチン 
ランダ注50mg/100mL 

抗てんかん剤 ランドセン錠0.5mg クロナゼパム 

免疫抑制剤 リウマトレックスカプセル2mg メトトレキセート 

糖尿病薬 リキスミア皮下注300μg リキシセナチド 

血液凝固阻止剤 リクシアナOD錠30mg エドキサバントシル酸塩 

精神神経用剤 リスペリドン内用液0.5mg リスペリドン 

不整脈用剤 リスモダンP静注50mg ジソピラミド 

抗悪性腫瘍剤 リュープリン注射用キット3.75 リュープロレリン酢酸塩 

免疫抑制剤 
リンデロン錠0.5mg ベタメタゾンリン酸エステル

ナトリウム リンデロン注2mg(0.4%) 

精神神経用剤 ルボックス錠25mg フルボキサミン 

膵臓ホルモン剤 レベミル注フレックスペン インスリンデテミル 

免疫抑制剤 レミケード点滴静注用100mg インフリキシマブ 

抗悪性腫瘍剤 レンチナン静注用1mg レンチナン 

抗悪性腫瘍剤 ロンサーフ配合錠T15、T20 
トリフルリジン・チピラシル

塩酸塩 

抗不整脈薬 ベラパミル錠 ベラパミル 

血液凝固阻止剤 ワーファリン錠1mg ワルファリンカリウム 

ハイリスク薬一覧.xlsx
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25・院外処方専用医薬品 
 

アズノール軟膏0.033％ 

アゾルガ配合懸濁性点眼液 

エイベリス点眼液0.002％ 

エフィエント錠3.75mg 

エボザックカプセル30mg 

ガチフロ点眼液0.3％ 

サイレース錠2mg 

シアリス錠20mg 

タプコム配合点眼液 

タプロス点眼0.0015％ 

タリムス点眼液0.005％ 

ネオメドールEE軟膏 

バイアグラ錠25mg 

ピマリシン点眼液5％ 

ベプリコール錠50mg 

マクサルト錠10mg 

ミヤBM錠 

ラシックス錠20mg 
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改訂箇所 
. 

 

 

 

 

 

採用削除品 

・セルシン錠2mg 

・イトリゾール内用液1% 

・PPC 

 

2019.4.24改訂 
・通常採用：ジカディアカプセル、クレナフィン爪外用液追加 

・院外専用医薬品を追加 

 

新規採用 
  

バリゾンシロップ100mg/mL 掲載場所 1-5 

小建中湯 掲載場所 22 

サムチレール内用懸濁液15%   


