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111 注射 1%ディプリバン注-キット 200mg/20mL/キット
111 注射 1%ディプリバン注-キット 500mg/50mL/キット
111 ○ 注射 プロポフォール静注1%20mL｢マルイシ｣ 200mg/20mL/アンプル 1％プロポフォール注｢マルイシ｣ 200mg/20mL/アンプル（旧後発品名）

111 注射 ドロレプタン注射液25mg
111 注射 ラボナール注射用0.5g
111 外用 スープレン吸入麻酔液 240mL/本
111 ○ 外用 セボフルラン吸入麻酔液｢ニッコー｣ 250mL/本 セボフレン吸入麻酔液 250mL/本
112 注射 サイレース静注2mg ロヒプノール静注用2mg【製造・販売中止】
112 ○ 注射 ジアゼパム注射液5mg｢タイヨー｣【容量相違】 ホリゾン注射液10mg
112 ○ 注射 デクスメデトミジン静注液200μg「ニプロ」 プレセデックス静注液200μg「ファイザー」
112 ○ 注射 ミダゾラム注10mg｢サンド｣ ドルミカム注射液10mg
112 ○ 内服 2mgセルシン錠
112 ○ 内服 5mgセルシン錠
112 ○ 内服 アモバン錠7.5mg
112 ○ 内服 コンスタン0.4mg錠
112 ○ 内服 セレナール錠5mg
112 ○ ○ 内服 ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg｢トーワ｣ マイスリー錠10mg
112 ○ 内服 ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg｢トーワ｣ マイスリー錠5mg
112 ○ 内服 ドラール錠15mg
112 ○ ○ 内服 ニトラゼパム錠5mg「トーワ」【09月01日より切り替え予定】 ネルボン錠5mg
112 ○ 内服 ハルシオン0.125mg錠
112 ○ 内服 ハルシオン0.25mg錠
112 ○ ○ 内服 フルニトラゼパム錠1mg｢JG｣ ロヒプノール錠1mg【製造・販売中止】
112 ○ ○ 内服 フルニトラゼパム錠2mg｢JG｣ ロヒプノール錠2mg【製造・販売中止】
112 ○ ○ 内服 ブロチゾラムOD錠0.25mg｢サワイ｣ レンドルミンD錠0.25mg
112 ○ 内服 リスミー錠2mg
112 ○ 内服 ワイパックス錠0.5mg
113 ○ 内服 イーケプラ錠500mg
113 ○ 内服 テグレトール細粒50% 500mg/g
113 内服 テグレトール錠100mg
113 ○ 内服 デパケンR錠200mg
113 ○ 内服 ヒダントールF配合錠
113 ○ 内服 リボトリール細粒0.1% 1mg/g
113 ○ 内服 リボトリール錠0.5mg
114 注射 アセリオ静注液1000mgバッグ　1,000mg/100mL/袋
114 ○ 注射 ペンタゾシン注30mg｢KN｣【切り替え日未定】 ソセゴン注射液15・30mg
114 注射 ロピオン静注50mg
114 内服 ｢純生｣アスピリン（原末）
114 ○ 内服 SG配合顆粒 1.0g/包
114 ○ 内服 アセトアミノフェン錠200mg｢マルイシ｣ カロナール錠200mg
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114 ○ ○ 内服 アセトアミノフェン錠300mg｢マルイシ｣ カロナール錠300mg
114 ○ 内服 アセトアミノフェン錠500mg｢マルイシ｣ カロナール錠500mg
114 ○ 内服 カロナール細粒20% 200mg/g
114 ○ 内服 ジクロフェナクNa錠25mg｢トーワ｣ ボルタレン錠25mg
114 ○ ○ 内服 セレコキシブ錠100mg「ファイザー」【10月下旬以降切り替え予定】 セレコックス錠100mg
114 ○ 内服 セレコキシブ錠200mg「ファイザー」【10月下旬以降切り替え予定】 セレコックス錠200mg
114 内服 ソランタール錠100mg
114 ○ 内服 トアラセット配合錠｢サンド｣ トラムセット配合錠
114 内服 トラマールOD錠25mg
114 ○ 内服 ナイキサン錠100mg
114 ○ 内服 ノイロトロピン錠4単位
114 ○ ○ 内服 イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 ブルフェン錠100mg
114 ○ 内服 ポンタールカプセル250mg
114 ○ ○ 内服 ロキソプロフェンNa細粒10%｢サワイ｣ 60mg/0.6g/包 ロキソニン細粒10%
114 ○ 内服 ロキソプロフェンNa錠60mg｢サワイ｣ ロキソニン錠60mg
114 外用 アセトアミノフェン坐剤小児用100mg｢日新｣ アンヒバ坐剤100mg・200mg
114 ○ 外用 ジクロフェナクNa坐剤25mg｢日新｣ ボルタレン坐剤12.5・25・50mg
117 注射 アタラックス-P注射液(25mg/mL)
117 ○ ○ 内服 エチゾラム錠0.25mg｢EMEC｣
117 ○ ○ 内服 エチゾラム錠0.5mg｢EMEC｣ デパス錠0.5mg
117 ○ 内服 トリプタノール錠10mg
117 内服 ノバミン錠5mg
117 ○ 内服 リーゼ錠5mg
117 ○ 内服 リスパダール錠1mg
118 内服 PL配合顆粒 1.0g/包
119 ○ 内服 ベルソムラ錠15mg
119 ○ 内服 ベルソムラ錠20mg
119 内服 リリカOD錠25mg
119 内服 リリカOD錠75mg
121 注射 アナペイン注7.5mg/mL 10mL/アンプル
121 ○ 注射 リドカイン塩酸塩ビスカス2%｢日新｣ 100mL/本 キシロカインビスカス2% 100mL/本
121 ○ 注射 リドカイン塩酸塩注1%｢日新｣ 50mg/5mL/アンプル キシロカイン注ポリアンプ1% 50mg/5mL/アンプル
121 ○ 注射 リドカイン塩酸塩注2%｢日新｣ 100mg/5mL/アンプル キシロカイン注ポリアンプ2% 100mg/5mL/アンプル

121 外用 キシロカインゼリー2% 30mL/本
121 ○ 外用 キシロカインポンプスプレー8% 80g/本
121 外用 キシロカイン液｢4%｣ 100mL/本
121 外用 ペンレステープ18mg
122 注射 ダントリウム静注用20mg
122 ○ 注射 ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL｢マルイシ｣ エスラックス静注25mg/2.5mL
122 ○ 注射 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL｢マルイシ｣ エスラックス静注50mg/5.0mL
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123 注射 アトワゴリバース静注シリンジ 6mL/シリンジ
123 ○ 内服 チアトンカプセル10mg
124 ○ 注射 アトロピン注0.05%シリンジ｢テルモ｣ 0.5mg/1mL/シリンジ アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」
124 ○ 注射 ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ｢NP｣ 20mg/1mL/シリンジ ブスコパン注20mg
124 注射 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL/アンプル
124 ○ 内服 ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」 ブスコパン錠10mg
124 ○ 内服 ミオナール錠50mg
131 外用 PA･ヨード点眼･洗眼液 20mL/本
131 ○ ○ 外用 クロモグリク酸Na・PF点眼液2% 5mL/本 インタール点眼液2% 5mL/本【製造・販売中止】
131 ○ 外用 サンコバ点眼液0.02% 5mL/本
131 外用 タリビッド眼軟膏0.3%　3.5g/本【OFLX】
131 ○ 外用 パタノール点眼液0.1% 5mL/本
131 ○ ○ 外用 ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」 5mL/本【07月16日より切り替え】 ヒアレイン点眼液0.1% 5mL/本
131 ○ ○ 外用 フルオロメトロン点眼液0.1%｢わかもと｣ 5mL/本 フルメトロン点眼液0.1% 5mL/本
131 ○ ○ 外用 レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025%｢わかもと｣ 5mL/本 リボスチン点眼液0.025% 5mL/本
131 ○ ○ 外用 レボフロキサシン点眼液1.5%｢日点｣ 5mL/本【LVFX】 タリビット点眼液0.3% 5mL/本，　クラビット点眼液0.5% 5mL/本

132 ○ ○ 外用 クロモグリク酸Na点鼻液2%｢ファイザー｣ 9.5mL/本 インタール点鼻液2% 9.5mL/本【製造・販売中止】
132 外用 プリビナ液0.05%
132 ○ ○ 外用 フルチカゾン点鼻液50μg56噴霧用 8mL/本【容量相違】 フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 4mL/本
132 ○ ○ 外用 モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用 18g/本【容量相違】 ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 18g/本
132 ○ 外用 リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 15mL/本
133 ○ 内服 メリスロン錠6mg
211 注射 イノバン注0.3%シリンジ 150mg/50mL/シリンジ
211 注射 エホチール注10mg
211 注射 ジゴシン注0.25mg
211 ○ 注射 ドブポン注0.3%シリンジ 150mg/50mL/シリンジ ドブトレックス注射液100mg
211 注射 ネオフィリン注PL250mg ネオフィリン注250mg
211 ○ 内服 ジゴシン錠0.25mg
211 ○ 内服 ハーフジゴキシンKY錠0.125mg
212 注射 アミサリン注200mg
212 注射 インデラル注射液2mg
212 ○ 注射 ベラパミル塩酸塩静注5mg｢タイヨー｣ ワソラン静注5mg
212 ○ 注射 リドカイン静注用2%シリンジ｢テルモ｣ 100mg/5mL/シリンジ 静注用キシロカイン2% 100mg/5mL/アンプル
212 ○ ○ 内服 アテノロール錠25mg｢サワイ｣ テノーミン錠25mg
212 内服 アロチノロール塩酸塩錠10mg｢DSP｣
212 ○ 内服 サンリズムカプセル25mg
212 ○ 内服 サンリズムカプセル50mg
212 ○ ○ 内服 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg｢日医工｣ メインテート錠0.625mg
212 ○ ○ 内服 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg｢日医工｣ メインテート錠2.5mg
212 ○ 内服 ピメノールカプセル100mg
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212 ○ 内服 ベプリコール錠50mg
212 ○ 内服 メキシチールカプセル50mg
212 ○ 内服 リスモダンR錠150mg
213 ○ 注射 フロセミド注20mg「武田テバ」【07月16日より切り替え】 ラシックス注20mg
213 ○ ○ 内服 スピロノラクトン錠25mg｢トーワ｣ アルダクトンA錠25mg
213 ○ 内服 ダイアート錠30mg
213 ○ 内服 ダイアモックス錠250mg
213 ○ ○ 内服 トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」 フルイトラン錠2mg
213 ○ ○ 内服 フロセミド錠20mg｢武田テバ｣ ラシックス錠20mg
214 ○ 注射 ニカルジピン塩酸塩注射液2mg｢サワイ｣ ペルジピン注射液2mg
214 ○ 内服 アジルバ錠20mg
214 ○ 内服 アジルバ錠40mg
214 ○ 内服 アテレック錠10mg
214 ○ 内服 エックスフォージ配合錠
214 ○ ○ 内服 エナラプリルM錠5「EMEC」 レニベース錠5mg
214 ○ ○ 内服 オルメサルタンOD錠10mg｢トーワ｣ オルメテックOD錠10mg
214 ○ ○ 内服 オルメサルタンOD錠20mg｢トーワ｣ オルメテックOD錠20mg
214 ○ ○ 内服 カルベジロール錠10mg｢トーワ｣ アーチスト錠10mg
214 ○ ○ 内服 カルベジロール錠2.5mg｢トーワ｣ アーチスト錠2.5mg
214 ○ ○ 内服 カンデサルタンOD錠12mg｢トーワ｣ ブロプレス錠12mg
214 ○ ○ 内服 カンデサルタンOD錠2mg｢トーワ｣ ブロプレス錠2mg
214 ○ ○ 内服 カンデサルタンOD錠4mg｢トーワ｣ ブロプレス錠4mg
214 ○ ○ 内服 カンデサルタンOD錠8mg｢トーワ｣ ブロプレス錠8mg
214 ○ 内服 ザクラス配合錠HD
214 ○ 内服 ザクラス配合錠LD
214 ○ 内服 スプレンジール錠2.5mg
214 ○ ○ 内服 テルミサルタンOD錠40mg｢トーワ｣ ミカルディス錠40mg
214 ○ ○ 内服 ドキサゾシン錠1mg｢サワイ｣ カルデナリン錠1mg
214 ○ 内服 ニューロタン錠25mg
214 ○ 内服 ニューロタン錠50mg
214 ○ ○ 内服 バルサルタンOD錠40mg｢トーワ｣ ディオバン錠40mg
214 ○ ○ 内服 バルサルタンOD錠80mg｢トーワ｣ ディオバン錠80mg
214 ○ 内服 プレミネント配合錠HD
214 ○ 内服 プレミネント配合錠LD
214 ○ 内服 ペルジピンLAカプセル20mg
214 ○ 内服 ペルジピンLAカプセル40mg
214 ○ 内服 ミカムロ配合錠AP
214 ○ 内服 ミカムロ配合錠BP
214 ○ 内服 ミコンビ配合錠AP
214 ○ 内服 ミコンビ配合錠BP
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214 ○ 内服 ユニシア配合錠HD
214 ○ 内服 ユニシア配合錠LD
214 ○ 内服 レザルタス配合錠HD
214 ○ 内服 レザルタス配合錠LD
216 注射 ネオシネジンコーワ注1mg
216 ○ ○ 内服 スマトリプタン錠50mg｢トーワ｣ イミグラン錠50mg
216 ○ ○ 内服 ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」 ゾーミッグRM錠2.5mg
217 ○ ○ 注射 ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg｢サワイ｣ ヘルベッサー注射用10mg
217 ○ 注射 ニコランジル点滴静注用12mg｢サワイ｣ シグマート注12mg
217 ○ 注射 ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ｢テルモ｣ ミリスロール注5mg/10mL
217 ○ 内服 アイトロール錠20mg
217 ○ ○ 内服 アムロジピンOD錠2.5mg｢トーワ｣ ノルバスク錠2.5mg
217 ○ ○ 内服 アムロジピンOD錠5mg｢トーワ｣ ノルバスク錠5mg，アムロジンOD錠5mg
217 ○ 内服 コニール錠2mg
217 ○ 内服 シグマート錠2.5mg
217 ○ ○ 内服 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーワ」 ニトロールRカプセル20mg
217 ○ ○ 内服 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg｢サワイ｣ ヘルベッサーRカプセル100mg
217 ○ 内服 ニトロール錠5mg
217 ○ ○ 内服 ニトロペン舌下錠0.3mg ニトログリセリン舌下錠0.3mg「NK」【製造・販売中止】

217 ○ ○ 内服 ニフェジピンCR錠10mg｢サワイ｣ アダラートCR錠10mg
217 ○ ○ 内服 ニフェジピンCR錠20mg｢サワイ｣ アダラートCR錠20mg
217 ○ 内服 ニフェジピンカプセル5mg｢テバ｣ アダラートカプセル5mg
217 ○ ○ 内服 ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」 ワソラン錠40mg
217 ○ 内服 ペルサンチン錠12.5mg
217 ○ ○ 外用 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 フランドルテープ40mg
217 外用 ニトロールスプレー1.25mg 10g/本
218 ○ ○ 内服 アトルバスタチンOD錠10mg｢トーワ｣ リピトール錠10mg
218 ○ ○ 内服 アトルバスタチンOD錠5mg｢トーワ｣ リピトール錠5mg
218 ○ ○ 内服 エゼチミブ錠10mg「DSEP」【10月下旬以降切り替え予定】 ゼチーア錠10mg
218 ○ 内服 パルモディア錠0.1mg
218 ○ ○ 内服 フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」 リピディル錠53.3mg
218 ○ ○ 内服 フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 リピディル錠80mg
218 ○ ○ 内服 ベザフィブラート徐放錠200mg「JG」 ベザトールSR錠200mg
218 ○ ○ 内服 プラバスタチンNa錠5mg「NS」 メバロチン錠5mg
218 ○ ○ 内服 ロスバスタチンOD錠2.5mg｢DSEP｣ クレストール錠2.5mg
218 ○ ○ 内服 ロスバスタチンOD錠5mg｢DSEP｣ クレストール錠5mg
218 ○ 内服 ロトリガ粒状カプセル2g
219 ○ 内服 ケイキサレート散 5.0g/包
219 ○ 内服 ユベラNカプセル100mg
221 注射 ドプラム注射液400mg
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221 注射 ナロキソン塩酸塩静注0.2mg｢第一三共｣
221 ○ 注射 フルマゼニル静注液0.2mg｢マイラン｣【容量相違】 アネキセート注射液0.5mg
222 注射 ヱフェドリン｢ナガヰ｣注射液40mg
222 ○ 内服 フスコデ配合錠
222 内服 メジコン錠15mg
223 ○ ○ 内服 アンブロキソール塩酸塩錠15mg｢日医工｣ ムコソルバン錠15mg
223 ○ ○ 内服 カルボシステインシロップ5%｢タカタ｣ 50mg/mL ムコダインシロップ5% 50mg/mL
223 ○ 内服 カルボシステイン錠500mg｢JG｣ ムコダイン錠500mg
223 ○ 外用 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%【10月01日より切り替え予定】 ビソルボン吸入液0.2%
224 ○ 内服 アスベリン錠20mg
224 ○ 内服 コデインリン酸塩散1%｢タケダ｣ 10mg/1g/包
224 ○ 内服 コデインリン酸塩錠5mg｢シオエ｣
225 ○ 内服 スピロペント錠10μg
225 ○ ○ 内服 テオフィリン徐放錠100mg｢サワイ｣ テオドール錠100mg
225 ○ 外用 アノーロエリプタ30吸入用
225 ○ 外用 ウルティブロ吸入用カプセル
225 ○ 外用 オンブレス吸入用カプセル150μg
225 外用 サルタノールインヘラー100μg 13.5mL/本
225 ○ 外用 スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入
225 ○ 外用 セレベント50ディスカス60ブリスター
225 ○ 外用 ツロブテロールテープ2mg｢久光｣【07月06日より名称変更】 ホクナリンテープ2mg，　ツロブテロールテープ2mg「HMT」（旧後発品名）

225 外用 ベネトリン吸入液0.5%
226 ○ 外用 アズノールうがい液4% 10mL/本 含嗽用ハチアズレ顆粒 2.0g/包
226 ○ 外用 ポビドンヨードガーグル液7%｢明治｣ 30mL/本 イソジンガーグル液7% 30mL/本
226 ○ ○ 外用 AZ含嗽用配合細粒「NP」 2.0g/包 含嗽用ハチアズレ顆粒 2.0g/包
229 ○ 外用 アドエア125エアゾール120吸入用 12.0g/本
229 ○ 外用 アドエア250エアゾール120吸入用 12.0g/本
229 ○ 外用 アドエア250ディスカス28吸入用
229 ○ 外用 アドエア500ディスカス60吸入用
229 ○ 外用 オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 3.3g/本
229 ○ 外用 シムビコートタービュヘイラー60吸入
229 ○ 外用 パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入 11.2mg/本
229 ○ 外用 フルタイド200ディスカス60ブリスター
229 ○ 外用 レルベア200エリプタ30吸入用
231 ○ 内服 バリトゲン消泡内用液2%【12月01日より切り替え予定】 ガスコンドロップ内用液2%
231 ○ ○ 内服 ジメチコン錠40mg「YD」 ガスコン錠40mg
231 ○ 内服 タンニン酸アルブミン原末｢マルイシ｣
231 ○ 内服 ビオフェルミンR散 1.0g/包
231 ○ 内服 ビオフェルミンR錠
231 ○ 内服 ビオフェルミン錠剤 ラックビー微粒N 1.0g/包
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231 内服 フェロベリン配合錠
231 ○ 内服 ミヤBM錠
231 ○ 内服 ロペラミド錠1mg「EMEC」 ロペミンカプセル1mg
232 ○ 注射 ラニチジン注射液50mg｢タイヨー｣【停止中】 ガスター注射液20mg【成分相違】
232 内服 ガストローム顆粒66.7% 1.5g/包
232 ○ 内服 タケキャブ錠10mg
232 ○ 内服 タケキャブ錠20mg
232 ○ 内服 ドグマチール錠50mg
232 ○ 内服 ネキシウムカプセル10mg
232 ○ 内服 ネキシウムカプセル20mg
232 ○ ○ 内服 ファモチジンOD錠10mg｢トーワ｣ ガスターD錠10mg
232 ○ 内服 ファモチジンOD錠20mg｢トーワ｣ ガスターD錠20mg
232 ○ ○ 内服 ポラプレジンクOD錠75mg｢サワイ｣ プロマック顆粒15％ 0.5g/包
232 ○ ○ 内服 アズレン・グルタミン配合細粒「EMEC」 0.67g/包 マーズレンS配合顆粒 0.67g/包
232 ○ ○ 内服 ラベプラゾールNa錠10mg｢トーワ｣ パリエット錠10mg
232 ○ ○ 内服 ラベプラゾールNa錠20mg｢トーワ｣ パリエット錠20mg
232 ○ 内服 ランソプラゾールOD錠15mg｢トーワ｣ タケプロンOD錠15mg
232 ○ ○ 内服 ランソプラゾールOD錠30mg｢トーワ｣ タケプロンOD錠30mg
232 ○ 内服 レバミピド錠100mg｢オーツカ｣ ムコスタ錠100mg
233 ○ 内服 S･M配合散 1.3g/包
233 ○ 内服 オーネスST配合錠 エクセラーゼ配合カプセル【製造・販売中止】
234 ○ 内服 アドソルビン原末
234 ○ ○ 内服 マーロックス懸濁用配合顆粒 1.2g/包
234 ○ 内服 マグミット錠330mg
234 ○ 内服 重質酸化マグネシウム シオエ
234 内服 重曹｢ホエイ｣
235 ○ 内服 アローゼン顆粒 0.5g/包
235 ○ ○ 内服 センノシド錠12mg｢トーワ｣ プルゼニド錠12mg
235 ○ ○ 内服 ピコスルファートNa錠2.5mg｢サワイ｣ ラキソベロン錠2.5mg
235 ○ 内服 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%｢JG｣ 10mL/本 ラキソベロン内用液0.75% 10mL/本
235 外用 グリセリン｢NikP｣
235 外用 新レシカルボン坐剤
236 ○ 内服 ウルソ錠100mg
239 ○ 注射 塩酸メトクロプラミド注射液10mg｢タカタ｣ プリンペラン注射液10mg
239 ○ 内服 アコファイド錠100mg
239 ○ 内服 イリボー錠2.5μg
239 ○ 内服 コロネル錠500mg
239 ○ 内服 サラジェン錠5mg
239 ○ 内服 サリグレンカプセル30mg
239 ○ 外用 サリベートエアゾール 50g/本
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239 ○ 内服 セレキノン錠100mg
239 ○ 内服 ドンペリドン錠10mg｢EMEC｣ ナウゼリン錠10mg
239 ○ ○ 内服 モサプリドクエン酸塩錠5mg｢EE｣ ガスモチン錠5mg
239 ○ ○ 外用 SPトローチ0.25mg｢明治｣
239 ○ 外用 アフタッチ口腔用貼付剤25μg
239 ○ 外用 オルテクサー口腔用軟膏0.1% 5g/本 ケナログ口腔用軟膏0.1% 5g/本【製造・販売中止】
239 ○ 外用 サルコートカプセル外用50μg
239 ○ 外用 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%　5g/本【07月06日より名称変更】 デキサルチン口腔用軟膏1mg/g　5g/本（旧後発品名）

243 ○ 内服 チラーヂンS錠50μg
243 ○ 内服 メルカゾール錠5mg
245 ○ 注射 アドレナリン注0.1%シリンジ｢テルモ｣ 1mg/1mL/シリンジ ボスミン注1mg
245 注射 ノルアドリナリン注1mg
245 ○ 注射 ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg｢AFP｣ 水溶性ハイドロコートン注射液100mg
245 ○ 注射 ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液500mg｢AFP｣ 水溶性ハイドロコートン注射液500mg
245 ○ 注射 リノロサール注射液2mg（0.4%） リンデロン注2mg（0.4%）
245 ○ 注射 リノロサール注射液4mg（0.4%） リンデロン注4mg（0.4%）
245 ○ 内服 セレスタミン配合錠
245 ○ 内服 プレドニン錠5mg
245 外用 ボスミン外用液0.1% 100mL/本
249 注射 ヒューマリンR注100単位/mL 10mL/バイアル
255 ○ 外用 プロクトセディル軟膏 2g/本
255 ○ 外用 強力ポステリザン（軟膏） 2g/本
259 ○ ○ 内服 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 ハルナールD錠0.2mg
259 ○ 内服 ベシケア錠5mg
259 ○ 内服 ベタニス錠25mg
259 ○ 内服 ユリーフ錠4mg
261 外用 0.025W/V%ヂアミトール水 500mL/本
261 ○ 外用 0.05%ヘキザック水R 500mL/本
261 外用 0.2W/V%ヂアミトール水 500mL/本
261 ○ 外用 0.5%ヘキザックアルコール液 500mL/本 マスキンR・エタノール液（0.5%） 500mL/本
261 ○ 外用 5%ヘキザック液 500mL/本 5%ヒビテン液 500mL/本
261 外用 ウエルアップハンドローション1% 1L/本
261 外用 ウエルパス手指消毒液0.2% 500mL/本・1L/本
261 外用 オキシドール 500mL/本
261 ○ 外用 ハイポエタノール液2%「ヨシダ」 500mL/本【非滅菌製剤】 滅菌ハイポアルコール 500mL/本
261 外用 ヘキザック消毒液20% 500mL/本【診療科限定】 ヒビテン・グルコネート液20% 500mL/本
261 外用 ベンザルコニウム塩化物消毒液10%｢カネイチ｣ 500mL/本
261 ○ 外用 ポビドンヨードスクラブ液7.5%｢明治｣ 500mL/本 イソジンスクラブ液7.5% 500mL/本
261 ○ 外用 ポビドンヨード外用液10%｢明治｣ 250mL/本 イソジン液10% 250mL/本
261 外用 マスキンスクラブ4% 500mL/本
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261 外用 ヤクラックスD液1% 1kg/本
261 外用 ヨウ素｢コザカイ･M｣
261 外用 ヨードチンキ｢ケンエー｣ 500mL/本
261 外用 消毒用エタノール｢ヨシダ｣ 500mL/本
263 ○ 外用 アクロマイシン軟膏3% 5g/本【TC】
263 ○ ○ 外用 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%｢イワキ｣ 10g/本【CLDM】 ダラシンTゲル1% 10g/本
263 ○ 外用 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%｢イワキ｣ 10g/本【GM】 ゲンタシン軟膏0.1% 10g/本
264 ○ ○ 外用 MS温シップ｢タイホウ｣ 100g/5枚/袋
264 外用 アズノール軟膏0.033% 20g/本
264 ○ 外用 アドフィードパップ40mg 6枚/袋
264 ○ 外用 オイラックスクリーム10%
264 ○ 外用 キンダベート軟膏0.05% 5g/本
264 ○ ○ 外用 ケトプロフェンテープ20mg｢パテル｣ 7枚/袋 モーラステープ20mg
264 ○ 外用 ケトプロフェンテープ40mg｢パテル｣ 7枚/袋 モーラステープL40mg
264 ○ ○ 外用 ケトプロフェンパップ60mg｢三和｣ 7枚/袋 モーラスパップ60mg
264 ○ ○ 外用 スミルスチック3% 40g/本
264 ○ 外用 デルモゾールGクリーム 5g/本 リンデロン-VGクリーム0.12% 5g/本
264 外用 デルモゾールG軟膏 5g/本 リンデロン-VG軟膏0.12% 5g/本
264 外用 フェルデン軟膏0.5% 25g/本
264 ○ 外用 フルコート軟膏0.025% 5g/本
264 外用 レスタミンコーワクリーム1%
264 ○ ○ 外用 ロキソプロフェンNaテープ100mg｢久光｣ 7枚/袋 ロキソニンテープ100mg
264 ○ ○ 外用 ロキソプロフェンNaテープ50mg｢久光｣ 7枚/袋 ロキソニンテープ50mg
264 ○ 外用 ロコイドクリーム0.1% 5g/本
265 ○ 外用 エンペシドクリーム1% 10g/本
265 ○ 外用 ニゾラールクリーム2% 10g/本
271 歯科用 エピリド配合注歯科用カートリッジ 1.8mL/管
271 ○ 歯科用 ジンジカインゲル20% 20g/本
271 歯科用 スキャンドネストカートリッジ3% 1.8mL/管
271 歯科用 ネオザロカインパスタ 15g/本
271 歯科用 歯科用キシロカインカートリッジ 1.8mL/管
271 歯科用 歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ 1.8mL/管
273 歯科用 キャンフェニック「ネオ」 10g/本
273 歯科用 クレオドン 10mL/瓶
273 歯科用 ネオクリーナー「セキネ」 30mL/本
273 歯科用 ペリオドン 2g/本
273 歯科用 ホルマリン･グアヤコールFG｢ネオ｣ 15mL/本
273 歯科用 ホルムクレゾールFC｢ネオ｣ 20g/本
273 歯科用 メトコール 10mL/本
275 歯科用 カルビタール液 10mL/本
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275 歯科用 カルビタール末 10g/本
276 歯科用 オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg
276 ○ 歯科用 ペリオフィール歯科用軟膏2% 0.5g/シリンジ【MINO】
279 歯科用 Fバニッシュ歯科用5% 3g/本
279 歯科用 サホライド液歯科用38% 5mL/本
279 歯科用 ネオグリセロール 20g/本
279 歯科用 ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」 40mL/本【07月06日より切り替え】 ネオステリングリーンうがい液0.2% 56mL/本・340mL/本

279 歯科用 バトラー フローデンフォームN 150mL/本
279 歯科用 フルオール･ゼリー歯科用2% 100g/本
279 歯科用 ミラノール顆粒11% 1.8g/包【院内のみ】
279 歯科用 ヨードグリコールパスタ｢ネオ｣ 5g/シリンジ
279 歯科用 リグロス歯科用液キット1200μg
279 歯科用 リグロス歯科用液キット600μg
279 歯科用 歯科用TDゼット液 10mL/本
279 歯科用 複方ヨード･グリセリン「コザカイ・M」 500mL/本
311 ○ ○ 内服 アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」【07月06日より名称変更】 ワンアルファ錠0.25μg，　カルフィーナ錠0.25μg（旧後発品名）

312 ○ 内服 25mgアリナミンF糖衣錠
313 ○ 内服 ピドキサール錠10mg
313 ○ 内服 フラビタン錠5mg
313 ○ 内服 メコバラミン錠500｢トーワ｣ メチコバール錠500μg
313 ○ ○ 内服 メチコバール細粒0.1% 500μg/0.5g/包
317 ○ 内服 シナール配合錠 シナール配合顆粒 1.0g/包
317 ○ ○ 内服 シグマビタン配合カプセルB25 ビタメジン配合カプセルB25
321 注射 カルチコール注射液8.5% 10mL/アンプル
321 ○ 内服 アスパラ-CA錠200mg
322 ○ 内服 アスパラカリウム錠300mg
322 ○ ○ 内服 インクレミンシロップ5%　50mg（鉄として6mg）/mL
322 ○ ○ 内服 クエン酸第一鉄Na錠50mg｢サワイ｣ フェロミア錠50mg
322 ○ 内服 フェルムカプセル100mg
322 外用 ヨウ化カリウム｢コザカイ･M｣
323 注射 大塚糖液20% 20mL/アンプル
323 注射 大塚糖液5% 500mL/袋
323 注射 大塚糖液50% 20mL/アンプル
325 内服 エンシュア･H（コーヒー味） 250mL/缶
325 内服 エンシュア･H（バニラ味） 250mL/缶
325 ○ 内服 ラコールNF配合経腸用液（ミルクフレーバー） 200mL/袋
325 ○ 内服 ラコールNF配合経腸用液（ミルクフレーバー） 400mL/バッグ
325 ○ 内服 ラコールNF配合経腸用半固形剤 300g/バッグ
331 ○ 注射 KCL注20mEqキット｢テルモ｣ 20mEq/20mL/キット
331 注射 ソリタ-T1号輸液 200mL/袋
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331 注射 ソリタ-T3号輸液 200mL/袋
331 ○ 注射 ソリューゲンF注 500mL/本 ヴィーンF輸液 500mL/本
331 注射 フィジオ140輸液 500mL/袋
331 注射 ボルベン輸液6% 500mL/袋
331 ○ 注射 生食注シリンジ｢オーツカ｣（ルアーロックタイプ） 10mL/シリンジ【診療科限定】
331 ○ 注射 生食注シリンジ｢オーツカ｣（ルアーロックタイプ） 20mL/シリンジ【診療科限定】
331 注射 生理食塩液｢ヒカリ｣ 100mL/本
331 注射 生理食塩液｢ヒカリ｣ 500mL/本
331 注射 生理食塩液｢ヒカリ｣ 50mL/本
331 注射 大塚生食注 20mL/アンプル
331 注射 大塚生食注 250mL/袋
331 ○ 注射 大塚生食注2ポート 100mL/キット
331 外用 大塚生食注（開栓型） 500mL/本
332 ○ 注射 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg｢日医工｣ アドナ注（静注用）100mg
332 注射 トランサミン注10% 1000mg/10mL/アンプル
332 ○ 内服 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg｢日医工｣ アドナ錠10mg
332 内服 トランサミン錠250mg トランサミンカプセル250mg
332 ○ 外用 サージセル･アブソーバブル･ヘモスタット（5.1cm×2.5cm）
332 外用 スポンゼル（5cm×2.5cm）
332 外用 ボーンワックス 2.5g/包
333 ○ 内服 イグザレルト錠10mg
333 ○ 内服 イグザレルト錠15mg
333 ○ 内服 エリキュース錠2.5mg
333 ○ 内服 エリキュース錠5mg
333 ○ 内服 ワーファリン錠0.5mg
333 ○ 内服 ワーファリン錠1mg
333 ○ 外用 ビーソフテンクリーム0.3% 25g/本 ヒルドイドクリーム0.3% 25g/本
333 ○ ○ 外用 ビーソフテンローション0.3% 50g/本 ヒルドイドローション0.3% 50g/本
333 ○ ○ 外用 ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%｢ファイザー｣ 100g/本
339 ○ ○ 内服 イコサペント酸エチル顆粒状カプセル600mg「MJT」 エパデールS600
339 ○ ○ 内服 イコサペント酸エチル顆粒状カプセル900mg「MJT」 エパデールS900
339 ○ 内服 エフィエント錠3.75mg
339 ○ ○ 内服 クロピドグレル錠75mg｢SANIK｣ プラビックス錠75mg
339 ○ 内服 タケルダ配合錠
339 ○ ○ 内服 ベラプロストNa錠20μg「オーハラ」 ドルナー錠20μg
339 ○ ○ 内服 バイアスピリン錠100mg 「純正」アスピリン（原末）
339 ○ ○ 内服 シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 プレタールOD錠100mg
391 ○ 注射 ヒシファーゲン配合静注シリンジ 20mL/シリンジ 強力ネオミノファーゲンシー P静注20mL
391 ○ 内服 グリチロン配合錠
392 注射 ブリディオン静注200mg
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392 注射 メイロン静注8.4% 20mL/アンプル
392 ○ 内服 ノベルジン錠25mg
394 ○ ○ 内服 アロプリノール錠100mg｢サワイ｣ アロシトール錠100mg，アロプリノール錠100mg「タナベ」

394 ○ ○ 内服 クエンメット配合錠 ウリンメット配合錠【製造・販売中止】
394 ○ 内服 フェブリク錠10mg
394 ○ 内服 フェブリク錠20mg
394 ○ 内服 ユリノーム錠50mg
396 ○ ○ 内服 ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」 アクトス錠15mg
396 ○ ○ 内服 グリメピリドOD錠1mg「トーワ」 アマリール1mg錠
396 ○ 内服 エクア錠50mg
396 ○ 内服 エクメット配合錠HD
396 ○ 内服 エクメット配合錠LD
396 ○ 内服 オイグルコン錠2.5mg
396 ○ 内服 カナグル錠100mg
396 ○ ○ 内服 アカルボースOD錠50mg「テバ」 グルコバイ錠50mg
396 ○ 内服 グルベス配合錠
396 ○ 内服 ザファテック錠100mg【ウィークリー製剤】
396 ○ 内服 ジャディアンス錠10mg
396 ○ 内服 ジャヌビア錠25mg
396 ○ 内服 ジャヌビア錠50mg
396 ○ 内服 スイニー錠100mg
396 ○ 内服 スーグラ錠25mg
396 ○ 内服 スーグラ錠50mg
396 ○ 内服 トラゼンタ錠5mg
396 ○ 内服 フォシーガ錠10mg
396 ○ 内服 フォシーガ錠5mg
396 ○ 内服 マリゼブ錠25mg【ウィークリー製剤】
396 ○ 内服 メトグルコ錠250mg
399 注射 アデホス-Lコーワ注40mg
399 ○ 内服 アデホスコーワ腸溶錠60mg
399 ○ 内服 アデホスコーワ顆粒10% 100mg/g
399 ○ ○ 内服 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「EE」 エビスタ錠60mg
399 ○ ○ 内服 カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」 フオイパン錠100mg
399 ○ ○ 内服 アレンドロン酸錠35mg【ウィークリー製剤】 ボナロン錠35mg【ウィークリー製剤】
422 ○ ○ 内服 エスワンタイホウ配合OD錠T20 ティーエスワン配合カプセルT20，ティーエスワン配合顆粒T20

422 ○ ○ 内服 エスワンタイホウ配合OD錠T25 ティーエスワン配合カプセルT25，ティーエスワン配合顆粒T25

441 注射 ポララミン注5mg
441 ○ ○ 内服 ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」【持続性】 ポララミン錠2mg【普通錠】
449 ○ 内服 アレロック錠5mg
449 ○ ○ 内服 プランルカスト錠225mg【剤形，容量相違】 オノンカプセル112.5mg
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449 ○ ○ 内服 レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」【10月下旬以降切り替え予定】 ザイザル錠5mg
449 ○ ○ 内服 モンテルカストOD錠10mg「タカタ」 シングレア錠10mg
449 ○ ○ 内服 トラニラストDS5%｢CH｣ 50mg/g リザベンドライシロップ5% 50mg/g
449 ○ 内服 トラニラストカプセル100mg｢CH｣ リザベンカプセル100mg
449 ○ ○ 内服 フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg｢トーワ｣ アレグラ錠60mg
449 ○ ○ 内服 ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg｢タナベ｣ タリオンOD錠10mg
449 ○ ○ 内服 ロラタジンOD錠10mg｢サワイ｣ クラリチンレディタブ錠10mg
520 ○ 内服 ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
520 ○ 内服 ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
520 内服 ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
520 ○ 内服 ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
520 ○ 内服 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
520 ○ 内服 ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
520 ○ 内服 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
520 ○ 内服 ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
520 ○ 内服 ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
520 ○ 内服 ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
520 ○ 内服 ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
520 ○ 内服 ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包
520 ○ 内服 ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包
520 ○ 内服 ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
520 ○ 内服 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
520 ○ 内服 ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
520 ○ 内服 ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包
520 ○ 内服 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包
520 ○ 内服 ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
520 ○ 内服 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
520 ○ 内服 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
520 ○ 内服 ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
520 ○ 内服 ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
520 ○ 内服 ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
520 ○ 内服 ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
520 ○ 内服 ツムラ立効散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
520 ○ 内服 ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
520 ○ 内服 ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
520 ○ 内服 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
520 ○ 内服 ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包
611 注射 クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg｢NP｣【CLDM】【容量相違】 ダラシンS注射液300mg
611 内服 ダラシンカプセル150mg【CLDM】
613 ○ 注射 スルバシリン静注用3g【ABPC/SBT】
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613 ○ 注射 セファゾリンNa注射用1g｢NP｣【CEZ】 セファメジンα注射用1g
613 ○ 注射 セフトリアキソンナトリウム静注用1g｢日医工｣【CTRX】 ロセフィン点滴静注用1gバッグ
613 ○ 注射 セフメタゾールNa静注用1g｢NP｣【CMZ】 セフメタゾン静注用1g
613 注射 ビクシリン注射用1g【ABPC】
613 内服 L－ケフレックス小児用顆粒 200mg/1.0g/包【CEX】
613 ○ 内服 アモキシシリンカプセル250mg｢日医工｣【AMPC】 サワシリンカプセル250mg
613 内服 オーグメンチン配合錠250RS【AMPC/CVA】
613 内服 セファレキシン錠250mg｢日医工｣【CEX】
613 ○ 内服 ワイドシリン細粒20% 200mg/g【AMPC】 サワシリン細粒10% 100mg/g
614 ○ 内服 アジスロマイシン錠250mg｢トーワ｣《食前服用》【AZM】 ジスロマック錠250mg
614 ○ 内服 クラリスロマイシンDS小児用10%｢タカタ｣ 100mg/g　《食前服用》【CAM】
614 ○ 内服 クラリスロマイシン錠200mg｢サワイ｣《食前服用》【CAM】 クラリシッド錠200mg
614 ○ 内服 クラリスロマイシン錠50mg小児用｢サワイ｣《食前服用》【CAM】 クラリシッド錠50mg小児用
615 ○ 内服 ビブラマイシン錠100mg《初日のみ200mgでローディング》【DOXY】 ミノマイシンカプセル100mg，ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」【成分相違】

617 ○ 内服 ファンギゾンシロップ100mg/mL　24mL/本【AMPH】
619 ○ 内服 ボノサップパック400
619 ○ 内服 ボノサップパック800
619 ○ 内服 ラベキュアパック400
619 ○ 内服 ラベキュアパック800
624 ○ ○ 内服 シプロフロキサシン錠200mg｢日医工｣【CPFX】 シプロキサン錠200mg
624 ○ 内服 レボフロキサシンOD錠250mg｢トーワ｣【LVFX】 クラビット錠500mg【容量相違】
625 内服 アイセントレス錠400mg【職員針刺し用（院内のみ）】【RAL】
625 ○ 内服 オセルタミビルカプセル75mg｢サワイ｣【切り替え日未定】 タミフルカプセル75mg
625 内服 ツルバダ配合錠【職員針刺し用（院内のみ）】【TDF/FTC】
625 ○ ○ 内服 バラシクロビル粒状錠500mg｢モチダ｣ 500mg/包【VACV】 バルトレックス錠500mg
625 ○ ○ 外用 アシクロビル軟膏5%｢ラクール｣ 5g/本【単純疱疹のみ】【ACV】 ゾビラックス軟膏5% 5g/本
625 外用 イナビル吸入粉末剤20mg
625 ○ ○ 外用 ビダラビン軟膏3%｢MEEK｣ 5g/本【帯状疱疹，単純疱疹】【Ara-A】 アラセナ‐A軟膏3% 5g/本
629 ○ 内服 バクトラミン配合錠【ST合剤】 バクタ配合顆粒 1.0g/包
629 ○ 外用 オラビ錠口腔用50mg 14錠/本【MCZ】 【内服】フロリードゲル経口用2% 100mg/5g/本【MCZ】

631 注射 ｢ビケンHA｣ 1mL/バイアル
631 注射 インフルエンザHAワクチン｢KMB｣ 1mL/バイアル
631 注射 ニューモバックスNP 0.5mL/バイアル
631 注射 フルービックHAシリンジ 0.5mL/シリンジ
631 注射 ヘプタバックス－II水性懸濁注シリンジ0.5mL ビームゲン注0.5mL
631 注射 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン｢タケダ｣
631 注射 乾燥弱毒生水痘ワクチン｢ビケン｣
634 注射 乾燥HBグロブリン筋注用1000単位｢ニチヤク｣【血漿分画製剤】【職員針刺し用】
636 注射 ミールビック【乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン】
639 注射 一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用

東京歯科大学千葉歯科医療センター　薬局　医薬品情報管理室（TEL：　043-270-3917（ダイヤルイン））



15 / 15 ページ 2020年07月09日 作成

薬効分類
番号

院外
専用

後発品
投与
経路

採　用　医　薬　品　名　（抗菌薬，抗真菌薬，抗ウイルス薬の一部は略号併記） 切り替え前の先発医薬品等

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト　～ 2020年07月15日現在 ～

641 内服 フラジール内服錠250mg【MNZ】
711 内服 乳糖水和物(結晶)｢NikP｣
712 外用 プロペト【切り替え日未定】 白色ワセリン｢日医工｣
712 外用 流動パラフィン｢ケンエー｣
713 注射 大塚蒸留水 20mL/アンプル
713 注射 注射用蒸留水 5mL/アンプル（ガラス）
713 外用 注射用水（開栓型） 1L/本
713 外用 注射用水（開栓型） 500mL/本
713 外用 滅菌精製水（開栓型） 500mL/本
714 内服 クエン酸*(山善)
714 内服 単シロップ 500mL/本
719 内服 塩化ナトリウム｢オーツカ｣
721 ○ 注射 イオパーク300注シリンジ80mL オムニパーク300注シリンジ80mL
721 ○ 注射 オイパロミン300注シリンジ100mL イオパミロン注300シリンジ100mL
721 内服 バリトップHD 300g/本
729 内服 ボースデル内用液10 250mL/袋
729 内服 ユービット錠100mg
732 外用 アセサイド6%消毒液（OER-4用） 800mL/本
732 外用 フタラール消毒液0.55%｢シオエ｣ 3.8L/本 ディスオーパ消毒液0.55% 3.8L/本，　フタラール消毒液0.55％「ヨシダ」 3.8L/本（旧名称）

799 ○ 内服 チャンピックス錠0.5mg
799 ○ 内服 チャンピックス錠1mg
799 内服 モビプレップ配合内用剤 244.212g/袋
799 外用 アロンアルフアA｢三共｣ 0.5g/管
811 内服 MSツワイスロンカプセル10mg【院内のみ】
811 ○ 内服 オキシコドン徐放錠5mgNX｢第一三共｣（ベース用）【院内のみ】 オキシコンチン錠5mg・10mg（ベース用）【製造・販売中止】

811 ○ 内服 オキシコドン錠2.5mg｢第一三共｣（レスキュー用）【院内のみ】 オキノーム散2.5mg・5mg・20mg（レスキュー用）
811 内服 オプソ内服液5mg【院内のみ】
821 注射 アルチバ静注用2mg
821 ○ 注射 フェンタニル注射液0.1mg｢テルモ｣ フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」，　フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」（旧後発品名）

821 ○ 外用 フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg｢第一三共｣【院内のみ】 フェントステープ1mg・2mg・4mg

東京歯科大学千葉歯科医療センター　薬局　医薬品情報管理室（TEL：　043-270-3917（ダイヤルイン））


