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技術部薬剤科 作成
作成年月日 令和4年10月20日

50音
あ

薬品名

一般名

規格単位
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アキネトン注射液５ｍｇ

乳酸ビペリデン

０．５％１ｍＬ１管

アクテムラ点滴静注用４００ｍｇ

トシリズマブ（遺伝子組換え）

４００ｍｇ２０ｍＬ１瓶

アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ

トシリズマブ（遺伝子組換え）

８０ｍｇ４ｍＬ１瓶

アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター

トシリズマブ（遺伝子組換え）

１６２ｍｇ０．９ｍＬ１キット

アクプラ静注用１００ｍｇ

ネダプラチン

１００ｍｇ１瓶

アクプラ静注用１０ｍｇ

ネダプラチン

１０ｍｇ１瓶

アクプラ静注用５０ｍｇ

ネダプラチン

５０ｍｇ１瓶

アザクタム注射用１ｇ

アズトレオナム

１ｇ１瓶

アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ「日医工」

アシクロビル

２５０ｍｇ１管

後発

アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット「テルモ」

Ｌ－アスパラギン酸カリウム

１７．１２％１０ｍＬ１キット

後発

アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ

アセトアミノフェン

１０００ｍｇ１００ｍＬ１袋

アタラックス－Ｐ注射液（５０ｍｇ／ｍｌ）

ヒドロキシジン塩酸塩

５％１ｍＬ１管

アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇペン０．８ｍＬ「第一
三共」

アダリムマブ（遺伝子組換え）

４０ｍｇ０．８ｍＬ１キット

アデラビン９号注２ｍＬ

肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド

２ｍＬ１管

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液

ブドウ糖・無機塩類配合剤

５００ｍＬ１キット

アドナ注（静脈用）２５ｍｇ

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

０．５％５ｍＬ１管

アドリアシン注用１０

ドキソルビシン塩酸塩

１０ｍｇ１瓶

アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」

アドレナリン

０．１％１ｍＬ１筒

後発

アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」

アトロピン硫酸塩水和物

０．０５％１ｍＬ１筒

後発

アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ

ロピバカイン塩酸塩水和物

０．７５％１０ｍＬ１管

アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ

メトロニダゾール

５００ｍｇ１００ｍＬ１瓶

アネレム静注用５０ｍｇ

レミマゾラムベシル酸塩

５０ｍｇ１瓶

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

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

後発
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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

アピドラ注ソロスター

インスリン グルリジン（遺伝子組換え）

３００単位１キット

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

アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」

アミオダロン塩酸塩

１５０ｍｇ３ｍＬ１管

アミカシン硫酸塩注射用２００ｍｇ「日医工」

アミカシン硫酸塩

２００ｍｇ１瓶

アミサリン注１００ｍｇ

プロカインアミド塩酸塩

１０％１ｍＬ１管

アミパレン輸液

高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

３００ｍＬ１袋

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

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

アルブミナー５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ

人血清アルブミン

５％２５０ｍＬ１瓶

アルプロスタジルアルファデクス注射用２０μ ｇ「Ｆ」

アルプロスタジル アルファデクス

２０μ ｇ１管

後発

アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用
５００μ ｇ「Ｆ」

アルプロスタジル アルファデクス

５００μ ｇ１瓶

後発

アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用
５００μ ｇ「タカタ」

アルプロスタジル アルファデクス

５００μ ｇ１瓶

後発

アンチレクス静注１０ｍｇ

エドロホニウム塩化物

１％１ｍＬ１管

アンペック注２００ｍｇ

モルヒネ塩酸塩水和物

４％５ｍＬ１管

イオパミドール３００注シリンジ１００ｍＬ「Ｆ」

イオパミドール

６１．２４％１００ｍＬ１筒

後発

イオパミドール３７０注シリンジ１００ｍＬ「Ｆ」

イオパミドール

７５．５２％１００ｍＬ１筒

後発

イオパミドール３７０注シリンジ５０ｍＬ「Ｆ」

イオパミドール

７５．５２％５０ｍＬ１筒

後発

イオパミロン注３７０

イオパミドール

７５．５２％１００ｍＬ１瓶

イオパミロン注３７０

イオパミドール

７５．５２％５０ｍＬ１瓶

イオパミロン注３７０シリンジ

イオパミドール

７５．５２％５０ｍＬ１筒

イオパミロン注３７０シリンジ

イオパミドール

７５．５２％８０ｍＬ１筒

イオパミロン注３７０シリンジ

イオパミドール

７５．５２％１００ｍＬ１筒

イオプロミド３００注シリンジ１００ｍＬ「ＢＹＬ」

イオプロミド

６２．３４％１００ｍＬ１筒

後発

イオヘキソール３００注１００ｍＬ「Ｆ」

イオヘキソール

６４．７１％１００ｍＬ１瓶

後発

イオヘキソール３００注５０ｍＬ「Ｆ」

イオヘキソール

６４．７１％５０ｍＬ１瓶

後発
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イオヘキソール３５０注２０ｍＬ「Ｆ」

イオヘキソール

７５．４９％２０ｍＬ１瓶

イオメロン４００注１００ｍＬ

イオメプロール

８１．６５％１００ｍＬ１瓶

イーケプラ点滴静注５００ｍｇ

レベチラセタム

５００ｍｇ５ｍＬ１瓶

一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用

精製ツベルクリン

（一般診断用・１人用）０．
２５μ ｇ１瓶（溶解液付）

イノバン注０．３％シリンジ

ドパミン塩酸塩

０．３％５０ｍＬ１筒

イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ

ロモソズマブ（遺伝子組換え）

１０５ｍｇ１．１７ｍＬ１筒

イミグランキット皮下注３ｍｇ

スマトリプタンコハク酸塩

３ｍｇ０．５ｍＬ１筒

イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ

デュルバルマブ（遺伝子組換え）

１２０ｍｇ２．４ｍＬ１瓶

イミフィンジ点滴静注５００ｍｇ

デュルバルマブ（遺伝子組換え）

５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」

イリノテカン塩酸塩水和物

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶

後発

イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ＮＫ」

イリノテカン塩酸塩水和物

４０ｍｇ２ｍＬ１瓶

後発

インジゴカルミン注２０ｍｇ「ＡＦＰ」

インジゴカルミン

０．４％５ｍＬ１管

インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」

インスリン グラルギン（遺伝子組換え）

３００単位１キット

インデラル注射液２ｍｇ

プロプラノロール塩酸塩

０．１％２ｍＬ１管

イントラリポス輸液１０％

ダイズ油

２５０ｍＬ１袋

ウログラフイン注６０％

アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン

６０％２０ｍＬ１管

ウロナーゼ冠動注用１２万単位

ウロキナーゼ

１２００００単位１瓶

ウロナーゼ静注用６万単位

ウロキナーゼ

６００００単位１瓶

エスラックス静注５０ｍｇ／５．０ｍＬ

ロクロニウム臭化物

５０ｍｇ５ｍＬ１瓶

エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ「Ｍ
Ａ」

エタネルセプト（遺伝子組換え）

５０ｍｇ１ｍＬ１キット

エピペン注射液０．３ｍｇ

アドレナリン

０．３ｍｇ１筒

エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」

エピルビシン塩酸塩

１０ｍｇ１瓶

ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ

エフェドリン塩酸塩

４％１ｍＬ１管

エホチール注１０ｍｇ

エチレフリン塩酸塩

１％１ｍＬ１管

エムガルティ皮下注１２０ｍｇオートインジェクター

ガルカネズマブ（遺伝子組換え）

１２０ｍｇ１ｍＬ１キット

エリル点滴静注液３０ｍｇ

ファスジル塩酸塩水和物

３０．８ｍｇ２ｍＬ１管

後発

後発

後発
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エルネオパＮＦ１号輸液

アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

１０００ｍＬ１キット

エルネオパＮＦ２号輸液

アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

１０００ｍＬ１キット

エレジェクト注シリンジ

塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤

２ｍＬ１筒

塩化Ｎａ補正液２．５ｍＥｑ／ｍＬ

塩化ナトリウム

２．５モル２０ｍＬ１管

塩酸ドパミン注キット６００

ドパミン塩酸塩

０．３％２００ｍＬ１袋

エンハーツ点滴静注用１００ｍｇ

トラスツズマブ デルクステカン（遺伝子組換え）

１００ｍｇ１瓶

エンブレル皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ

エタネルセプト（遺伝子組換え）

２５ｍｇ０．５ｍＬ１キット

エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ

エタネルセプト（遺伝子組換え）

５０ｍｇ１ｍＬ１キット

大塚蒸留水

注射用水

５００ｍＬ１瓶

大塚蒸留水

注射用水

２０ｍＬ１管

大塚蒸留水

注射用水

１００ｍＬ１瓶

大塚生食注

生理食塩液

２５０ｍＬ１袋

大塚生食注

生理食塩液

５００ｍＬ１瓶

大塚生食注２ポート１００ｍＬ

生理食塩液

１００ｍＬ１キット

大塚糖液１０％

精製ブドウ糖

１０％５００ｍＬ１袋

大塚糖液５％

精製ブドウ糖

５％１００ｍＬ１瓶

大塚糖液５％

精製ブドウ糖

５％２５０ｍＬ１瓶

大塚糖液５０％

精製ブドウ糖

５０％２００ｍＬ１袋

オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」

オキサリプラチン

１００ｍｇ２０ｍＬ１瓶

後発

オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」

オキサリプラチン

５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶

後発

オキシコドン注射液１０ｍｇ「第一三共」

オキシコドン塩酸塩水和物

１％１ｍＬ１管

後発

オキシコドン注射液５０ｍｇ「第一三共」

オキシコドン塩酸塩水和物

１％５ｍＬ１管

後発

オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μ ｇ「サンド」

オクトレオチド酢酸塩

１００μ ｇ１ｍＬ１管

後発

オーツカＭＶ注

高カロリー輸液用総合ビタミン剤

１瓶１管１組

オノアクト点滴静注用５０ｍｇ

ランジオロール塩酸塩

５０ｍｇ１瓶

オプジーボ点滴静注１２０ｍｇ

ニボルマブ（遺伝子組換え）

１２０ｍｇ１２ｍＬ１瓶

後発

後発

後発
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オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ

ニボルマブ（遺伝子組換え）

２４０ｍｇ２４ｍＬ１瓶

オムニスキャン静注３２％シリンジ１５ｍＬ

ガドジアミド水和物

３２．３％１５ｍＬ１筒

オムニパーク２４０注１０ｍＬ

イオヘキソール

５１．７７％１０ｍＬ１瓶

オムニパーク２４０注シリンジ１００ｍＬ

イオヘキソール

５１．７７％１００ｍＬ１筒

オムニパーク３５０注１００ｍＬ

イオヘキソール

７５．４９％１００ｍＬ１瓶

オムニパーク３５０注５０ｍＬ

イオヘキソール

７５．４９％５０ｍＬ１瓶

オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」

オメプラゾールナトリウム

２０ｍｇ１瓶

オルダミン注射用１ｇ

モノエタノールアミンオレイン酸塩

１０％１０ｇ１瓶

オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ

アバタセプト（遺伝子組換え）

２５０ｍｇ１瓶

オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター１ｍ
Ｌ

アバタセプト（遺伝子組換え）

１２５ｍｇ１ｍＬ１キット

オンダンセトロン注４ｍｇシリンジ「マルイシ」

オンダンセトロン塩酸塩水和物

４ｍｇ２ｍＬ１筒

オンデキサ静注用２００ｍｇ

アンデキサネット アルファ（遺伝子組換え）

２００ｍｇ１瓶

ガスター注射液２０ｍｇ

ファモチジン

２０ｍｇ２ｍＬ１管

ガドテリドール静注シリンジ１３ｍＬ「ＨＫ」

ガドテリドール

１３ｍＬ１筒

後発

ガドテリドール静注シリンジ１７ｍＬ「ＨＫ」

ガドテリドール

１７ｍＬ１筒

後発

ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ１０ｍＬ

ガドブトロール

６０．４７％１０ｍＬ１筒

ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ５ｍＬ

ガドブトロール

６０．４７％５ｍＬ１筒

ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ７．５ｍＬ

ガドブトロール

６０．４７％７．５ｍＬ１筒

カピステン筋注５０ｍｇ

ケトプロフェン

５０ｍｇ１管

ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「タカタ」

ガベキサートメシル酸塩

１００ｍｇ１瓶

後発

ガベキサートメシル酸塩注射用５００ｍｇ「タカタ」

ガベキサートメシル酸塩

５００ｍｇ１瓶

後発

カルセド注射用２０ｍｇ

アムルビシン塩酸塩

２０ｍｇ１瓶

カルセド注射用５０ｍｇ

アムルビシン塩酸塩

５０ｍｇ１瓶

カルチコール注射液８．５％１０ｍＬ

グルコン酸カルシウム水和物

８．５％１０ｍＬ１管

カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＮＫ」

カルボプラチン

１５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶

後発

カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「ＮＫ」

カルボプラチン

４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶

後発

後発

後発
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乾燥ＨＢグロブリン筋注用１０００単位「ニチヤク」

乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン

１０００単位５ｍＬ１瓶（溶
解液付）

キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ

ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）

１００ｍｇ４ｍＬ１瓶

キイトルーダ点滴静注２０ｍｇ

ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）

２０ｍｇ０．８ｍＬ１瓶

キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：
１０００００）含有

リドカイン塩酸塩・アドレナリン

１％１０ｍＬバイアル

キシロカイン注シリンジ１％

リドカイン塩酸塩

１％１０ｍＬ１筒

キュビシン静注用３５０ｍｇ

ダプトマイシン

３５０ｍｇ１瓶

グラニセトロン静注液１ｍｇシリンジ「サワイ」

グラニセトロン塩酸塩

１ｍｇ１ｍＬ１筒

クリアクター静注用８０万

モンテプラーゼ（遺伝子組換え）

８０万国際単位１瓶

グリセオール注

濃グリセリン・果糖

２００ｍＬ１袋

クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

クリンダマイシンリン酸エステル

６００ｍｇ１管

グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ

グルカゴン（遺伝子組換え）

１ｍｇ１瓶（溶解液付）

グルトパ注６００万

アルテプラーゼ（遺伝子組換え）

６００万国際単位１瓶（溶
解液付）

クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ

エノキサパリンナトリウム

２０００低分子ヘパリン国
際単位０．２ｍＬ１筒

ケイセントラ静注用１０００

乾燥濃縮人プロトロンビン複合体

１０００国際単位１瓶（溶解
液付）

ケイセントラ静注用５００

乾燥濃縮人プロトロンビン複合体

５００国際単位１瓶（溶解
液付）

ケイツーＮ静注１０ｍｇ

メナテトレノン

１０ｍｇ１管

ＫＮ３号輸液

維持液

２００ｍＬ１袋

ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」

塩化カリウム

１モル２０ｍＬ１キット

ケタラール静注用５０ｍｇ

ケタミン塩酸塩

５０ｍｇ５ｍＬ１管

ケナコルト－Ａ皮内用関節腔内用水懸注５０ｍｇ／
５ｍＬ

トリアムシノロンアセトニド

１０ｍｇ１ｍＬバイアル

ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクルト」

ゲムシタビン塩酸塩

１ｇ１瓶

後発

ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ヤクルト」

ゲムシタビン塩酸塩

２００ｍｇ１瓶

後発

献血グロベニン－Ｉ静注用２５００ｍｇ

乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリ
ン

２．５ｇ５０ｍＬ１瓶（溶解液
付）

ゲンタシン注１０

ゲンタマイシン硫酸塩

１０ｍｇ１管

後発

後発

後発
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ゲンタシン注４０

ゲンタマイシン硫酸塩

４０ｍｇ１管

こ

コアベータ静注用１２．５ｍｇ

ランジオロール塩酸塩

１２．５ｍｇ１瓶

さ

ザイボックス注射液６００ｍｇ

リネゾリド

６００ｍｇ３００ｍＬ１袋

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

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

サイレース静注２ｍｇ

フルニトラゼパム

２ｍｇ１管

サブラッド血液ろ過用補充液ＢＳＧ

人工透析液

２０２０ｍＬ１キット

サムタス点滴静注用８ｍｇ

トルバプタンリン酸エステルナトリウム

８ｍｇ１瓶

ザルトラップ点滴静注１００ｍｇ

アフリベルセプト ベータ（遺伝子組換え）

１００ｍｇ４ｍＬ１瓶

ザルトラップ点滴静注２００ｍｇ

アフリベルセプト ベータ（遺伝子組換え）

２００ｍｇ８ｍＬ１瓶

サンリズム注射液５０

ピルシカイニド塩酸塩水和物

５０ｍｇ５ｍＬ１管

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）

ジギラノゲン注０．４ｍｇ

デスラノシド

０．０２％２ｍＬ１管

シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」

シスプラチン

１０ｍｇ２０ｍＬ１瓶

後発

シスプラチン注５０ｍｇ「日医工」

シスプラチン

５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶

後発

ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ

アジスロマイシン水和物

５００ｍｇ１瓶

シーパラ注

チアミン・ニコチン酸アミド配合剤

２ｍＬ１管

シベノール静注７０ｍｇ

シベンゾリンコハク酸塩

７０ｍｇ５ｍＬ１管

シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス

セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）

２００ｍｇ１ｍＬ１キット

硝酸イソソルビド注５ｍｇ／１０ｍＬ「タカタ」

硝酸イソソルビド

０．０５％１０ｍＬ１管

ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ

ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）

３．６ｍｇ０．３６ｍＬ１筒

シンビット静注用５０ｍｇ

ニフェカラント塩酸塩

５０ｍｇ１瓶

シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクター

ゴリムマブ（遺伝子組換え）

５０ｍｇ０．５ｍＬ１キット

水溶性プレドニン２０ｍｇ

プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

２０ｍｇ１管

スミフェロン注ＤＳ３００万ＩＵ

インターフェロン アルファ（ＮＡＭＡＬＷＡ）

３００万国際単位１筒

スミフェロン注ＤＳ６００万ＩＵ

インターフェロン アルファ（ＮＡＭＡＬＷＡ）

６００万国際単位１筒

し

す

後発品情報

後発
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スルバシリン静注用３ｇ

アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム

（３ｇ）１瓶

スルピリン注射液２５０ｍｇ「日医工」

スルピリン水和物

２５％１ｍＬ１管

生食注シリンジ「ＮＰ」

生理食塩液

１０ｍＬ１筒

生理食塩液ＰＬ「フソー」

生理食塩液

２０ｍＬ１管

生理食塩液ＰＬ「フソー」

生理食塩液

５０ｍＬ１瓶

赤十字アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ

人血清アルブミン

２５％５０ｍＬ１瓶

セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」

セファゾリンナトリウム

１ｇ１瓶

セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」

セフェピム塩酸塩水和物

１ｇ１瓶

後発

セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「日医工」

セフォチアム塩酸塩

１ｇ１瓶

後発

セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日医工」

セフトリアキソンナトリウム水和物

１ｇ１瓶

後発

セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」

セフメタゾールナトリウム

１ｇ１瓶

セレネース注５ｍｇ

ハロペリドール

０．５％１ｍＬ１管

ソセゴン注射液１５ｍｇ

ペンタゾシン

１５ｍｇ１管

ソナゾイド注射用１６μ Ｌ

ペルフルブタン

１瓶（溶解液付）

ゾメタ点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ

ゾレドロン酸水和物

４ｍｇ５ｍＬ１瓶

ソル・コーテフ静注用２５０ｍｇ

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

２５０ｍｇ１瓶（溶解液付）

ソル・コーテフ静注用５００ｍｇ

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解液付）

ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

１００ｍｇ１瓶（溶解液付）

ソルダクトン静注用２００ｍｇ

カンレノ酸カリウム

２００ｍｇ１管

ソルデム１輸液

開始液

５００ｍＬ１袋

ソルデム１輸液

開始液

２００ｍＬ１袋

ソルデム３Ａ輸液

維持液

５００ｍＬ１袋

ソル・メドロール静注用１０００ｍｇ

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液付）

ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

１２５ｍｇ１瓶（溶解液付）

ソル・メドロール静注用５００ｍｇ

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解液付）

ゾレア皮下注１５０ｍｇシリンジ

オマリズマブ（遺伝子組換え）

１５０ｍｇ１ｍＬ１筒

後発

後発
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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

タケプロン静注用３０ｍｇ

ランソプラゾール

３０ｍｇ１瓶

タゾピペ配合静注用４．５「明治」

タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム

（４．５ｇ）１瓶

後発

ダルベポエチン アルファ注１２０μ ｇシリンジ「ＫＫ
Ｆ」

ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

１２０μ ｇ０．５ｍＬ１筒

後発

ダルベポエチン アルファ注３０μ ｇシリンジ「ＫＫＦ」

ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

３０μ ｇ０．５ｍＬ１筒

後発

ダルベポエチン アルファ注６０μ ｇシリンジ「ＫＫＦ」

ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）

６０μ ｇ０．５ｍＬ１筒

後発

ダントリウム静注用２０ｍｇ

ダントロレンナトリウム水和物

２０ｍｇ１瓶

注射用エラスポール１００

シベレスタットナトリウム水和物

１００ｍｇ１瓶

注射用エンドキサン１００ｍｇ

シクロホスファミド水和物

１００ｍｇ１瓶

注射用エンドキサン５００ｍｇ

シクロホスファミド水和物

５００ｍｇ１瓶

注射用水ＰＬ「フソー」

注射用水

５００ｍＬ１瓶

注射用水バッグ「フソー」

注射用水

１Ｌ１袋

注射用タゴシッド２００ｍｇ

テイコプラニン

２００ｍｇ１瓶

注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位

ベンジルペニシリンカリウム

１００万単位１瓶

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

１％ディプリバン注－キット

プロポフォール

５００ｍｇ５０ｍＬ１筒

１％ディプリバン注－キット

プロポフォール

２００ｍｇ２０ｍＬ１筒

低分子デキストランＬ注

乳酸リンゲル液（デキストラン４０加）

２５０ｍＬ１袋

デカドロン注射液６．６ｍｇ

デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

６．６ｍｇ２ｍＬ１瓶

デクスメデトミジン静注液２００μ ｇ／５０ｍＬシリン
ジ「ニプロ」

デクスメデトミジン塩酸塩

２００μ ｇ５０ｍＬ１筒

テセントリク点滴静注１２００ｍｇ

アテゾリズマブ（遺伝子組換え）

１２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶

テタノブリン筋注用２５０単位

乾燥抗破傷風人免疫グロブリン

２５０国際単位１瓶

デトキソール静注液２ｇ

チオ硫酸ナトリウム水和物

１０％２０ｍＬ１瓶

デノシン点滴静注用５００ｍｇ

ガンシクロビル

５００ｍｇ１瓶

テモダール点滴静注用１００ｍｇ

テモゾロミド

１００ｍｇ１瓶

テリボン皮下注２８．２μ ｇオートインジェクター

テリパラチド酢酸塩

２８．２μ ｇ１キット

後発
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テルフィス点滴静注

肝不全用アミノ酸製剤

２００ｍＬ１袋

テルフィス点滴静注

肝不全用アミノ酸製剤

５００ｍＬ１袋

テルモ生食

生理食塩液

５００ｍＬ１袋

テルモ生食

生理食塩液

１Ｌ１袋

テルモ糖注５％

精製ブドウ糖

５％５００ｍＬ１袋

動注用アイエーコール１００ｍｇ

シスプラチン

１００ｍｇ１瓶

ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ヤクルト」

ドセタキセル水和物

２０ｍｇ１ｍＬ１瓶

後発

ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ヤクルト」

ドセタキセル水和物

８０ｍｇ４ｍＬ１瓶

後発

ドパストン静注２５ｍｇ

レボドパ

０．２５％１０ｍＬ１管

ドブタミン持続静注１５０ｍｇシリンジ「ＫＫＣ」

ドブタミン塩酸塩

０．３％５０ｍＬ１筒

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

トラネキサム酸注射液１０００ｍｇ「テバ」

トラネキサム酸

１０％１０ｍＬ１管

トランサミン注１０％

トラネキサム酸

１０％２．５ｍＬ１管

トリノシンＳ注射液２０ｍｇ

アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

２０ｍｇ１管

トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス

デュラグルチド（遺伝子組換え）

０．７５ｍｇ０．５ｍＬ１キット

トレシーバ注 フレックスタッチ

インスリン デグルデク（遺伝子組換え）

３００単位１キット

ドロレプタン注射液２５ｍｇ

ドロペリドール

２．５ｍｇ１ｍＬバイアル

ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「日医工」

ナファモスタットメシル酸塩

５０ｍｇ１瓶

ナベルビン注１０

ビノレルビン酒石酸塩

１０ｍｇ１ｍＬ１瓶

ナベルビン注４０

ビノレルビン酒石酸塩

４０ｍｇ４ｍＬ１瓶

ナルベイン注２ｍｇ

ヒドロモルフォン塩酸塩

２ｍｇ１ｍＬ１管

ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「ＡＦＰ」

ナロキソン塩酸塩

０．２ｍｇ１ｍＬ１管

ニコランジル点滴静注用２ｍｇ「サワイ」

ニコランジル

２ｍｇ１瓶

後発

ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「サワイ」

ニコランジル

４８ｍｇ１瓶

後発

ニトプロ持続静注液６ｍｇ

ニトロプルシドナトリウム水和物

６ｍｇ２ｍＬ１管

ニトログリセリン注５ｍｇ／１０ｍＬ「ＨＫ」

ニトログリセリン

５ｍｇ１０ｍＬ１瓶

後発

後発

後発

後発
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ニューモバックスＮＰシリンジ

肺炎球菌ワクチン

０．５ｍＬ１筒

ネオアミユー輸液

腎不全用アミノ酸製剤

２００ｍＬ１袋

ネオシネジンコーワ注１ｍｇ

フェニレフリン塩酸塩

０．１％１ｍＬ１管

ネオファーゲン静注２０ｍＬ

グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管

ネオフィリン注２５０ｍｇ

アミノフィリン水和物

２．５％１０ｍＬ１管

ノイアート静注用１５００単位

乾燥濃縮人アンチトロンビン３

１５００単位１瓶（溶解液
付）

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

ノバスタンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ

アルガトロバン水和物

１０ｍｇ２ｍＬ１管

ノバミン筋注５ｍｇ

プロクロルペラジンメシル酸塩

０．５％１ｍＬ１管

ノボラピッド注 フレックスタッチ

インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

３００単位１キット

ノルアドリナリン注１ｍｇ

ノルアドレナリン

０．１％１ｍＬ１管

バイオゲン静注５０ｍｇ

チアミンジスルフィド

５０ｍｇ２０ｍＬ１管

ハイカムチン注射用１．１ｍｇ

ノギテカン塩酸塩

１．１ｍｇ１瓶

ハイカリックＲＦ輸液

高カロリー輸液用基本液

５００ｍＬ１袋

パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ＮＫ」

パクリタキセル

１００ｍｇ１６．７ｍＬ１瓶

後発

パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」

パクリタキセル

３０ｍｇ５ｍＬ１瓶

後発

ハーセプチン注射用１５０

トラスツズマブ（遺伝子組換え）

１５０ｍｇ１瓶（溶解液付）

ハーセプチン注射用６０

トラスツズマブ（遺伝子組換え）

６０ｍｇ１瓶（溶解液付）

パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」

パパベリン塩酸塩

４％１ｍＬ１管

ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」

人ハプトグロビン

２０００単位１００ｍＬ１瓶

パム静注５００ｍｇ

プラリドキシムヨウ化物

２．５％２０ｍＬ１管

バル筋注１００ｍｇ「ＡＦＰ」

ジメルカプロール

１０％１ｍＬ１管

パルクス注ディスポ１０μ ｇ

アルプロスタジル

１０μ ｇ２ｍＬ１筒

パロノセトロン点滴静注バッグ０．７５ｍｇ／５０ｍＬ
「タイホウ」

パロノセトロン塩酸塩

０．７５ｍｇ５０ｍＬ１袋

後発

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「明治」

バンコマイシン塩酸塩

０．５ｇ１瓶

後発

パントシン注１０％

パンテチン

２００ｍｇ１管

後発
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ハンプ注射用１０００

カルペリチド（遺伝子組換え）

１０００μ ｇ１瓶

ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ「明治」

精製ヒアルロン酸ナトリウム

１％２．５ｍＬ１筒

ピヴラッツ点滴静注液１５０ｍｇ

クラゾセンタンナトリウム

１５０ｍｇ６ｍＬ１瓶

ビカネイト輸液

重炭酸リンゲル液

５００ｍＬ１袋

ビクシリン注射用２ｇ

アンピシリンナトリウム

２ｇ１瓶

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

ビジパーク２７０注１００ｍＬ

イオジキサノール

５４．９７％１００ｍＬ１瓶

ビジパーク２７０注２０ｍＬ

イオジキサノール

５４．９７％２０ｍＬ１瓶

ビジパーク２７０注５０ｍＬ

イオジキサノール

５４．９７％５０ｍＬ１瓶

ピトレシン注射液２０

バソプレシン

２０単位１管

ビーフリード輸液

アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

５００ｍＬ１キット

ビームゲン注０．５ｍＬ

組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来）

０．５ｍＬ１瓶

ビムパット点滴静注１００ｍｇ

ラコサミド

１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶

ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ

インスリン ヒト（遺伝子組換え）

１００単位１ｍＬバイアル

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）

３００単位１キット

ビリスコピン点滴静注５０

イオトロクス酸メグルミン

１０．５５％１００ｍＬ１瓶

フィジオ１４０輸液

酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）

５００ｍＬ１袋

フィルグラスチムＢＳ注７５μ ｇシリンジ「モチダ」

フィルグラスチム（遺伝子組換え）

７５μ ｇ０．３ｍＬ１筒

フェジン静注４０ｍｇ

含糖酸化鉄

４０ｍｇ２ｍＬ１管

フェノバール注射液１００ｍｇ

フェノバルビタール

１０％１ｍＬ１管

フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」

フェンタニルクエン酸塩

０．００５％２ｍＬ１管

フォリアミン注射液

葉酸

１５ｍｇ１管

フォルテオ皮下注キット６００μ ｇ

テリパラチド（遺伝子組換え）

６００μ ｇ１キット

ブスコパン注２０ｍｇ

ブチルスコポラミン臭化物

２％１ｍＬ１管

ブドウ糖注５％ＰＬ「フソー」

精製ブドウ糖

５％２０ｍＬ１管

ブドウ糖注５０％ＰＬ「フソー」

精製ブドウ糖

５０％２０ｍＬ１管

後発品情報

後発

後発

後発
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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

プリズバインド静注液２．５ｇ

イダルシズマブ（遺伝子組換え）

２．５ｇ５０ｍＬ１瓶

ブリディオン静注２００ｍｇ

スガマデクスナトリウム

２００ｍｇ２ｍＬ１瓶

ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ

ガドキセト酸ナトリウム

１８．１４３％１０ｍＬ１筒

フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」

フルオロウラシル

１０００ｍｇ１瓶

後発

フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トーワ」

フルオロウラシル

２５０ｍｇ１瓶

後発

フルマゼニル静注０．５ｍｇシリンジ「テルモ」

フルマゼニル

０．５ｍｇ５ｍＬ１筒

後発

フルマリンキット静注用１ｇ

フロモキセフナトリウム

１ｇ１キット（生理食塩液
１００ｍＬ付）

ブレビブロック注１００ｍｇ

エスモロール塩酸塩

１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶

プレベナー１３水性懸濁注

沈降１３価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異
ジフテリア毒素結合体）

０．５ｍＬ１筒

プロジフ静注液２００

ホスフルコナゾール

８％２．５ｍＬ１瓶

プロスタルモン・Ｆ注射液２０００

ジノプロスト

２ｍｇ２ｍＬ１管

フロセミド注射液２０ｍｇ「日医工」

フロセミド

２０ｍｇ１管

プロタノールＬ注０．２ｍｇ

ｌ－イソプレナリン塩酸塩

０．０２％１ｍＬ１管

プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」

プロタミン硫酸塩

１％１０ｍＬバイアル

プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」

プロポフォール

２００ｍｇ２０ｍＬ１管

後発

ブロムヘキシン塩酸塩注射液４ｍｇ「タイヨー」

ブロムヘキシン塩酸塩

０．２％２ｍＬ１管

後発

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

ベクティビックス点滴静注４００ｍｇ

パニツムマブ（遺伝子組換え）

４００ｍｇ２０ｍＬ１瓶

ベクルリー点滴静注用１００ｍｇ

レムデシビル

１００ｍｇ１瓶

ベクロニウム静注用１０ｍｇ「Ｆ」

ベクロニウム臭化物

１０ｍｇ１瓶

ヘパリンＮａ注５千単位／５ｍＬ「モチダ」

ヘパリンナトリウム

５０００単位５ｍＬ１瓶

ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍＬシリ
ンジ「モチダ」

ヘパリンカルシウム

５０００単位０．２ｍＬ１筒

ヘプタバックス－２水性懸濁注シリンジ０．５ｍＬ

組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来）

０．５ｍＬ１筒

ペルジピン注射液１０ｍｇ

ニカルジピン塩酸塩

１０ｍｇ１０ｍＬ１管

後発

後発

後発
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ペルジピン注射液２ｍｇ

ニカルジピン塩酸塩

２ｍｇ２ｍＬ１管

ヘルベッサー注射用１０

ジルチアゼム塩酸塩

１０ｍｇ１瓶

ペントシリン静注用２ｇバッグ

ピペラシリンナトリウム

２ｇ１キット（生理食塩液
１００ｍＬ付）

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

ホスミシンＳ静注用２ｇ

ホスホマイシンナトリウム

２ｇ１瓶

ボスミン注１ｍｇ

アドレナリン

０．１％１ｍＬ１管

ポタコールＲ輸液

乳酸リンゲル液（マルトース加）

５００ｍＬ１袋

ポプスカイン０．２５％注２５ｍｇ／１０ｍＬ

レボブピバカイン塩酸塩

２５ｍｇ１０ｍＬ１管

ポプスカイン０．７５％注１５０ｍｇ／２０ｍＬ

レボブピバカイン塩酸塩

１５０ｍｇ２０ｍＬ１管

ポララミン注５ｍｇ

ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩

０．５％１ｍＬ１管

ホリゾン注射液１０ｍｇ

ジアゼパム

１０ｍｇ１管

ボルベン輸液６％

ヒドロキシエチルデンプン１３００００

６％５００ｍＬ１袋

ボンビバ静注１ｍｇシリンジ

イバンドロン酸ナトリウム水和物

１ｍｇ１ｍＬ１筒

マイトマイシン注用２ｍｇ

マイトマイシンＣ

２ｍｇ１瓶

マーカイン注脊麻用０．５％高比重

ブピバカイン塩酸塩水和物

０．５％４ｍＬ１管

マーカイン注脊麻用０．５％等比重

ブピバカイン塩酸塩水和物

０．５％４ｍＬ１管

マグネスコープ静注３８％シリンジ２０ｍＬ

ガドテル酸メグルミン

３７．６９５％２０ｍＬ１筒

マンニットールＳ注射液

Ｄ－ソルビトール・Ｄ－マンニトール

３００ｍＬ１袋

２０％マンニットール注射液「ＹＤ」

Ｄ－マンニトール

２０％３００ｍＬ１袋

ミオテクター冠血管注

塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤

１瓶１管１組

ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「サワイ」

ミカファンギンナトリウム

５０ｍｇ１瓶

後発

ミダゾラム注射液１０ｍｇ「テバ」

ミダゾラム

１０ｍｇ２ｍＬ１管

後発

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「サワイ」

ミノサイクリン塩酸塩

１００ｍｇ１瓶

後発

ミラクリッド注射液５万単位

ウリナスタチン

５００００単位１ｍＬ１管

ミルリーラ注射液１０ｍｇ

ミルリノン

１０ｍｇ１０ｍＬ１管

メイロン静注７％

炭酸水素ナトリウム

７％２５０ｍＬ１袋
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メイロン静注７％

炭酸水素ナトリウム

７％２０ｍＬ１管

メソトレキセート点滴静注液１０００ｍｇ

メトトレキサート

１０００ｍｇ４０ｍＬ１瓶

メソトレキセート点滴静注液２００ｍｇ

メトトレキサート

２００ｍｇ８ｍＬ１瓶

メチコバール注射液５００μ ｇ

メコバラミン

０．５ｍｇ１管

メチルエルゴメトリン注０．２ｍｇ「あすか」

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

０．０２％１ｍＬ１管

後発

メトクロプラミド注１０ｍｇ「テバ」

塩酸メトクロプラミド

０．５％２ｍＬ１管

後発

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ＮＰ」

メロペネム水和物

５００ｍｇ１瓶

後発

モベンゾシン静注用１ｇ

セフタジジム水和物

１ｇ１瓶

後発

モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「シオノギ」

モルヒネ塩酸塩水和物

１％１ｍＬ１管

モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「シオノギ」

モルヒネ塩酸塩水和物

１％５ｍＬ１管

や

ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ

イピリムマブ（遺伝子組換え）

５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶

ゆ

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ

滅菌調整タルク

４ｇ１瓶

ら

ライゾデグ配合注 フレックスタッチ

インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・インスリ
ン アスパルト（遺伝子組換え）配合剤

３００単位１キット

ラクテック注

乳酸リンゲル液

５００ｍＬ１袋

ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ

エダラボン

３０ｍｇ１００ｍＬ１キット

ラステット注１００ｍｇ／５ｍＬ

エトポシド

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶

ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ

ペラミビル水和物

３００ｍｇ６０ｍＬ１袋

ラボナール注射用０．５ｇ

チオペンタールナトリウム

５００ｍｇ１管

ランタスＸＲ注ソロスター

インスリン グラルギン（遺伝子組換え）

４５０単位１キット

ランマーク皮下注１２０ｍｇ

デノスマブ（遺伝子組換え）

１２０ｍｇ１．７ｍＬ１瓶

リクラスト点滴静注液５ｍｇ

ゾレドロン酸水和物

５ｍｇ１００ｍＬ１瓶

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（遺伝子組換え）

１２８００単位１瓶

リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」

リドカイン塩酸塩

２％５ｍＬ１筒

リドカイン注「ＮＭ」０．５％

リドカイン

０．５％１０ｍＬバイアル

リドカイン注「ＮＭ」１％

リドカイン

１％１０ｍＬバイアル

リドカイン注「ＮＭ」２％

リドカイン

２％１０ｍＬバイアル

も

り

後発品情報

後発
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リドカイン点滴静注液１％「タカタ」

リドカイン

１％２００ｍＬ１袋

リピオドール４８０注１０ｍＬ

ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル

１０ｍＬ１管

硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ

硫酸マグネシウム水和物

０．５モル２０ｍＬ１管

硫酸ストレプトマイシン注射用１ｇ「明治」

ストレプトマイシン硫酸塩

１ｇ１瓶

リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ

リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリ
ウム水和物

０．５モル２０ｍＬ１管

リンデロン注２ｍｇ（０．４％）

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

２ｍｇ１管

リンデロン注４ｍｇ（０．４％）

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

４ｍｇ１管

る

ルムジェブ注ミリオペン

インスリン リスプロ（遺伝子組換え）

３００単位１キット

れ

レパーサ皮下注１４０ｍｇペン

エボロクマブ（遺伝子組換え）

１４０ｍｇ１ｍＬ１キット

レペタン注０．２ｍｇ

ブプレノルフィン塩酸塩

０．２ｍｇ１管

レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００
ｍＬ「ＤＳＥＰ」

レボフロキサシン水和物

５００ｍｇ１００ｍＬ１キット

後発

レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ヤクルト」

レボホリナートカルシウム水和物

１００ｍｇ１瓶

後発

レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ヤクルト」

レボホリナートカルシウム水和物

２５ｍｇ１瓶

後発

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

レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」

レミフェンタニル塩酸塩

２ｍｇ１瓶

ロイコボリン注３ｍｇ

ホリナートカルシウム

０．３％１ｍＬ１管

ロカイン注１％

プロカイン塩酸塩

１％５ｍＬ１管

ロピオン静注５０ｍｇ

フルルビプロフェン アキセチル

５０ｍｇ５ｍＬ１管

ワイスタール配合点滴静注用１ｇバッグ

セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム

（１ｇ）１キット（生理食塩液
１００ｍＬ付）

ワゴスチグミン注０．５ｍｇ

ネオスチグミンメチル硫酸塩

０．０５％１ｍＬ１管

ワソラン静注５ｍｇ

ベラパミル塩酸塩

０．２５％２ｍＬ１管

ろ

わ

後発品情報
後発

後発

後発
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