
亀田メディカルセンター　ジェネリック医薬品採用一覧
販売名 一般名 規格単位 販売会社等

アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」 アシクロビル 250mg1管 日医工

アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テル

モ」(10mL)
Ｌ-アスパラギン酸カリウム 17.12％10mL1キット テルモ

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 第一三共

アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 アデノシン 60mg20mL1筒 PDRファーマ

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 テルモ

アトロピン注0.05％シリンジ「テルモ」(1mL) アトロピン硫酸塩水和物 0.05％1mL1筒 テルモ

アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 アミオダロン塩酸塩 150mg3mL1管 トーアエイヨー

アルガトロバン注射液10mg「日医工」 アルガトロバン水和物 10mg20mL1管 日医工

アルガトロバン注シリンジ10mg「NP」 アルガトロバン水和物 10mg20mL1筒 ニプロ

アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「武

田テバ」

アルプロスタジル　アルファ

デクス
20μg1管 武田

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
500μg1瓶 高田

アルプロスタジル注10μg「F」 アルプロスタジル 10μg2mL1管 富士製工

アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」
アレンドロン酸ナトリウム水

和物
900μg100mL1袋 光

安息香酸Naカフェイン注200mg「フソー」
安息香酸ナトリウムカフェイ

ン
20％1mL1管 扶桑

イオパミドール300注シリンジ80mL「F」 イオパミドール 61.24%80mL1筒 富士製工

イオパミドール300注シリンジ150mL「F」 イオパミドール 61.24%150mL1筒 富士製工

イオパミドール370注シリンジ80mL「F」 イオパミドール 75.52%80mL1筒 富士製工

イオフェタミン(123I)注射液「第一」(111MBq)
塩酸N-イソプロピル-4-ヨー

ドアンフェタミン(123I)
10MBq PDRファーマ

イオフェタミン(123I)注射液「第一」(167MBq)
塩酸N-イソプロピル-4-ヨー

ドアンフェタミン(123I)
10MBq PDRファーマ

イオフェタミン(123I)注射液「第一」(222MBq)
塩酸N-イソプロピル-4-ヨー

ドアンフェタミン(123I)
10MBq PDRファーマ

イオヘキソール300注20mL「F」(尿路・血管用) イオヘキソール 64.71%20mL1瓶 富士製工

イオヘキソール300注50mL「F」(尿路・血管用) イオヘキソール 64.71%50mL1瓶 富士製工

イオヘキソール300注100mL「F」(尿路・血管用) イオヘキソール 64.71%100mL1瓶 富士製工

イオヘキソール350注20mL「F」(尿路・血管用) イオヘキソール 75.49%20mL1瓶 富士製工

イオヘキソール350注50mL「F」(尿路・血管用) イオヘキソール 75.49％50mL1瓶 富士製工

イオヘキソール350注100mL「F」(血管用) イオヘキソール 75.49%100mL1瓶 富士製工

イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NP」 イリノテカン塩酸塩水和物 40mg2mL1瓶 ニプロ

イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NP」 イリノテカン塩酸塩水和物 100mg5mL1瓶 ニプロ

インスリン アスパルトBS注100単位/mL NR「サ

ノフィ」

インスリン アスパルト（遺伝

子組換え）
100単位1mLバイアル サノフィ

インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノ

フィ」

インスリン アスパルト（遺伝

子組換え）
300単位1キット サノフィ

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 日本イーライリリー

【注射薬】
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インスリンリスプロBS注ソロスター HU「サノ

フィ」

インスリン　リスプロ（遺伝

子組換え）
300単位1キット サノフィ

インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」
インフリキシマブ（遺伝子組

換え）
100mg1瓶 東和薬品

HMG筋注用75単位「あすか」
ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ

ン
75単位1管(溶解液付) 武田

HMG注射用75単位「F」
ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ

ン
75単位1管(溶解液付) 富士製工

HMG注射用75IU「フェリング」
ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ

ン
75単位1瓶(溶解液付) フェリングＰ

HMG筋注用150単位「あすか」
ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ

ン
150単位1管(溶解液付) 武田

HMG注射用150単位「F」
ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ

ン
150単位1管(溶解液付) 富士製工

HMG注射用150IU「フェリング」
ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ

ン
150単位1瓶(溶解液付) フェリングＰ

エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「日医

工」

エタネルセプト（遺伝子組換

え）
50mg1mL1キット 日医工

エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」 エダラボン 30mg100mL1キット 日医工

エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 エトポシド 100mg5mL1瓶 サンド

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 日本化薬

エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 エピルビシン塩酸塩 50mg1瓶 日本化薬

FAD注20mg(ツルハラ)
フラビンアデニンジヌクレオ

チド
20mg1管 鶴原

エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」
エポエチン　カッパ（遺伝子

組換え）
750国際単位0.5mL1筒 キッセイ

エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」
エポエチン　カッパ（遺伝子

組換え）
1,500国際単位1mL1筒 キッセイ

エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」
エポエチン　カッパ（遺伝子

組換え）
3,000国際単位2mL1筒 キッセイ

エポプロステノール静注用0.5mg「テバ」
エポプロステノールナトリウ

ム
0.5mg1瓶 武田

エポプロステノール静注用0.5mg「テバ」専用溶解

用液

エポプロステノールナトリウ

ム専用溶解液
50mL1瓶 武田

塩化アンモニウム補正液5mEq/mL 塩化アンモニウム 5モル20mL1管 大塚製薬

塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」 塩酸メトクロプラミド 0.5%2mL1管 高田

オイパロミン300注シリンジ100mL イオパミドール 61.24%100mL1筒 富士製工

オイパロミン370注シリンジ100mL イオパミドール 75.52%100mL1筒 富士製工

大塚生食注2ポート100mL 生理食塩液 100mL1キット 大塚製薬

大塚糖液5％2ポート100mL ブドウ糖 5％100mL1キット 大塚製薬

オキサリプラチン点滴静注液50mg「サワイ」 オキサリプラチン 50mg10mL1瓶 沢井

オキサリプラチン点滴静注液100mg「サワイ」 オキサリプラチン 100mg20mL1瓶 沢井

オキサリプラチン点滴静注液200mg「サワイ」 オキサリプラチン 200mg40mL1瓶 沢井

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 第一三共

オクトレオチド皮下注50μg「あすか」 オクトレオチド酢酸塩 50μg1mL1管 武田

オクトレオチド皮下注100μg「あすか」 オクトレオチド酢酸塩 100μg1mL1管 武田

オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」 オザグレルナトリウム 80mg4mL1筒 沢井

オメプラゾール注用20mg「NP」 オメプラゾールナトリウム 20mg1瓶 ニプロ
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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 丸石

ガドテル酸メグルミン静注38％シリンジ10mL

「GE」
ガドテル酸メグルミン 37.695％10mL1筒 GEヘルスケアP

ガドテル酸メグルミン静注38％シリンジ15mL

「GE」
ガドテル酸メグルミン 37.695％15mL1筒 GEヘルスケアP

ガドテル酸メグルミン静注38％シリンジ20mL

「GE」
ガドテル酸メグルミン 37.695％20mL1筒 GEヘルスケアP

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg

「日医工」

カルバゾクロムスルホン酸ナ

トリウム水和物
0.5%5mL1管 日医工

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液

100mg「日医工」

カルバゾクロムスルホン酸ナ

トリウム水和物
0.5%20mL1管 日医工

カルボプラチン点滴静注液50mg「サンド」 カルボプラチン 50mg5mL1瓶 サンド

カルボプラチン点滴静注液150mg「サンド」 カルボプラチン 150mg15mL1瓶 サンド

カルボプラチン点滴静注液450mg「サンド」 カルボプラチン 450mg45mL1瓶 サンド

ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」 ガンシクロビル 500mg1瓶 ヴィアトリス

カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」 カンレノ酸カリウム 200mg1瓶 沢井

グラニセトロン静注液3mg「アイロム」 グラニセトロン塩酸塩 3mg3mL1管 ネオクリティケア

グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL

「HK」
グラニセトロン塩酸塩 3mg100mL1袋 光

グリセレブ配合点滴静注(200mL) 濃グリセリン／果糖 200mL1袋 テルモ

グルカゴン注射用1単位「ILS」 グルカゴン 1U.S.P.単位1瓶(溶解液付) カイゲンＰ

KCL注20mEqキット「テルモ」(20mL) 塩化カリウム 1モル20mL1キット テルモ

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 ヤクルト

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 ヤクルト

サブパック血液ろ過用補充液-Bi(2020mL)

塩化ナトリウム／塩化カリウ

ム／塩化カルシウム水和物／

塩化マグネシウム／無水酢酸

ナトリウム／ブドウ糖／炭酸

水素ナトリウム

2,020mL1キット ニプロ

ジアゼパム注射液10mg「NIG」 ジアゼパム 10mg1管 武田

シスプラチン注10mg「日医工」 シスプラチン 10mg20mL1瓶 日医工

シスプラチン注50mg「日医工」 シスプラチン 50mg100mL1瓶 日医工

シタラビン点滴静注液400mg「NIG」 シタラビン 400mg1瓶 武田

シタラビン点滴静注液1g「NIG」 シタラビン 1g1瓶 武田

ジノプロスト注射液1000μg「F」 ジノプロスト 1mg1mL1管 富士製工

シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」 シプロフロキサシン 400mg200mL1袋 ニプロ

シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」
シベレスタットナトリウム水

和物
100mg1瓶 ニプロ

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 高田

ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」 ジルチアゼム塩酸塩 50mg1管 日医工

生食注シリンジ「オーツカ」5mL 生理食塩液 5mL1筒 大塚製薬

生食注シリンジ「オーツカ」10mL 生理食塩液 10mL1筒 大塚製薬

生食注シリンジ「NP」(20mL) 生理食塩液 20mL1筒 ニプロ

生食注シリンジ50mL「ニプロ」 生理食塩液 50mL1筒 ニプロ

生食溶解液キットH(50mL) 生理食塩液 50mL1キット ニプロ

セファゾリンNa注射用1g「NP」 セファゾリンナトリウム 1g1瓶 ニプロ

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 サンド
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セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」 セフォチアム塩酸塩 1g1瓶 ニプロ

セフタジジム静注用1g「VTRS」 セフタジジム水和物 1g1瓶 ヴィアトリス

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 日医工

セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」 セフメタゾールナトリウム 1g1瓶 日医工

ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」 ゾレドロン酸水和物 4mg5mL1瓶 サンド

タゾピペ配合静注用2.25「DSEP」
タゾバクタムナトリウム／ピ

ペラシリンナトリウム
(2.25g)1瓶 第一三共エスファ

タゾピペ配合静注用4.5「DSEP」
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 第一三共エスファ

ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」 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
沢井

ダルベポエチンアルファ注5μgシリンジ「KKF」
ダルベポエチンアルファ（遺

伝子組換え）
5μg0.5mL1筒 協和キリン

ダルベポエチンアルファ注10μgシリンジ「KKF」
ダルベポエチンアルファ（遺

伝子組換え）
10μg0.5mL1筒 協和キリン

ダルベポエチンアルファ注15μgシリンジ「KKF」
ダルベポエチンアルファ（遺

伝子組換え）
15μg0.5mL1筒 協和キリン

ダルベポエチンアルファ注20μgシリンジ「KKF」
ダルベポエチンアルファ（遺

伝子組換え）
20μg0.5mL1筒 協和キリン

ダルベポエチンアルファ注30μgシリンジ「KKF」
ダルベポエチンアルファ（遺

伝子組換え）
30μg0.5mL1筒 協和キリン

ダルベポエチンアルファ注40μgシリンジ「KKF」
ダルベポエチンアルファ（遺

伝子組換え）
40μg0.5mL1筒 協和キリン

ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」
ダルベポエチンアルファ（遺

伝子組換え）
60μg0.5mL1筒 協和キリン

ダルベポエチンアルファ注120μgシリンジ

「KKF」

ダルベポエチンアルファ（遺

伝子組換え）
120μg0.5mL1筒 協和キリン

ダルベポエチンアルファ注180μgシリンジ

「KKF」

ダルベポエチンアルファ（遺

伝子組換え）
180μg0.5mL1筒 協和キリン

チエクール点滴用0.5g
イミペネム水和物／シラスタ

チンナトリウム
500mg1瓶 沢井

テイコプラニン点滴静注用200mg「VTRS」 テイコプラニン 200mg1瓶 ヴィアトリス

デキサート注射液1.65mg
デキサメタゾンリン酸エステ

ルナトリウム
1.65mg0.5mL1管 富士製工

デキサート注射液6.6mg
デキサメタゾンリン酸エステ

ルナトリウム
6.6mg2mL1瓶 富士製工

デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ

「ニプロ」
デクスメデトミジン塩酸塩 200μg50mL1筒 ニプロ

テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」
テリパラチド（遺伝子組換

え）
600μg1キット 持田

5％糖液キットH(50mL) ブドウ糖 5％50mL1キット ニプロ

ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」 ドキソルビシン塩酸塩 10mg5mL1瓶 サンド

ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」 ドキソルビシン塩酸塩 50mg25mL1瓶 サンド

ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 ドキソルビシン塩酸塩 10mg1瓶 日本化薬

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 ニプロ

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 ニプロ

ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」 ドパミン塩酸塩 100mg5mL1管 武田

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 協和キリン
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ドブタミン点滴静注液100mg「F」 ドブタミン塩酸塩 100mg1管 富士製工

トラスツズマブBS点滴静注用60mg「第一三共」
トラスツズマブ（遺伝子組換

え）
60mg1瓶(溶解液付) 第一三共

トラスツズマブBS点滴静注用150mg「第一三共」
トラスツズマブ（遺伝子組換

え）
150mg1瓶(溶解液付) 第一三共

トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」 トラネキサム酸 5％5mL1管 日新製薬

トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」 トラネキサム酸 10％10mL1管 日新製薬

ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」 ナファモスタットメシル酸塩 10mg1瓶 陽進堂

ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」 ナファモスタットメシル酸塩 50mg1瓶 陽進堂

ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」 ニカルジピン塩酸塩 2mg2mL1管 日医工

ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」 ニカルジピン塩酸塩 10mg10mL1管 日医工

ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「日医工」 ニカルジピン塩酸塩 25mg25mL1管 日医工

ニコペリック腹膜透析液(1500mL)

イコデキストリン／塩化ナト

リウム／塩化カルシウム水和

物／塩化マグネシウム／乳酸

ナトリウム

1.5L1袋 テルモ

ニコペリック腹膜透析液(1500mL)(排液用バッグ

付)

イコデキストリン／塩化ナト

リウム／塩化カルシウム水和

物／塩化マグネシウム／乳酸

ナトリウム

1.5L1袋(排液用バッグ付) テルモ

ニコペリック腹膜透析液(2000mL)

イコデキストリン／塩化ナト

リウム／塩化カルシウム水和

物／塩化マグネシウム／乳酸

ナトリウム

2L1袋 テルモ

ニコペリック腹膜透析液(2000mL)(排液用バッグ

付)

イコデキストリン／塩化ナト

リウム／塩化カルシウム水和

物／塩化マグネシウム／乳酸

ナトリウム

2L1袋(排液用バッグ付) テルモ

ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」 ニコランジル 12mg1瓶 沢井

ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」 ニコランジル 48mg1瓶 沢井

ニトログリセリン静注1mg/2mL「TE」 ニトログリセリン 1mg2mL1管 トーアエイヨー

ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」 ニトログリセリン 50mg100mL1袋 トーアエイヨー

パクリタキセル注射液30mg「サワイ」 パクリタキセル 30mg5mL1瓶 沢井

パクリタキセル注射液100mg「サワイ」 パクリタキセル 100mg16.7mL1瓶 沢井

パクリタキセル注射液150mg「サワイ」 パクリタキセル 150mg25mL1瓶 沢井

パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」
パミドロン酸二ナトリウム水

和物
15mg1瓶 沢井

パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 パロノセトロン塩酸塩 0.75mg5mL1瓶 岡山大鵬

ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 ハロペリドール 0.5％1mL1管 田辺三菱

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」 バンコマイシン塩酸塩 0.5g1瓶 ヴィアトリス

パンテノール注500mg「KCC」 パンテノール 500mg1管 ネオクリティケア
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ヒカリレバン注(500mLソフトバッグ(プラスチッ

ク製))

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

ステイン塩酸塩／グリシン／

L-アラニン／Ｌ-メチオニン／

L‐フェニルアラニン／L-ト

リプトファン／L-リシン塩酸

塩／L-ヒスチジン塩酸塩水和

物／Ｌ－アルギニン塩酸塩

500mL1袋 光

ピシリバクタ静注用1.5g
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 日医工

ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」 ピペラシリンナトリウム 2g1瓶 日医工

ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」 ファスジル塩酸塩水和物 30.8mg2mL1管 ネオクリティケア

ファモチジン静注20mg「日新」 ファモチジン 20mg20mL1管 日新製薬

フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」
フィルグラスチム（遺伝子組

換え）
75μg0.3mL1筒 富士製工

フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」
フィルグラスチム（遺伝子組

換え）
300μg0.7mL1筒 富士製工

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 テルモ

フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」 フェンタニルクエン酸塩 0.005%10mL1管 テルモ

ブチルスコポラミン臭化物注20mg「日医工」 ブチルスコポラミン臭化物 2%1mL1管 日医工

ブドウ糖注50％シリンジ「テルモ」(20mL) ブドウ糖 50％20mL1筒 テルモ

フルオレサイト静注500mg フルオレセイン 10％5mL1瓶 ノバルティスＰ

フルオロウラシル注250mg「トーワ」 フルオロウラシル 250mg1瓶 東和薬品

フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 フルオロウラシル 1,000mg1瓶 東和薬品

フルコナゾール静注液100mg「サワイ」 フルコナゾール 0.2%50mL1瓶 沢井

フルスルチアミン静注25mg「トーワ」 フルスルチアミン塩酸塩 25mg10mL1管 東和薬品

フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」 フルマゼニル 0.5mg5mL1管 武田

プロゲストンデポー筋注125mg
ヒドロキシプロゲステロンカ

プロン酸エステル
125mg1管 富士製工

フロセミド注20mg「NIG」 フロセミド 20mg1管 武田

プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」 プロチレリン酒石酸塩水和物 0.5mg1管 沢井

プロポフォール静注1％20mL「マルイシ」 プロポフォール 200mg20mL1管 丸石

プロポフォール静注1％50mL「マルイシ」 プロポフォール 500mg50mL1瓶 丸石

ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」
ベバシズマブ（遺伝子組換

え）
100mg4mL1瓶 第一三共

ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」
ベバシズマブ（遺伝子組換

え）
400mg16mL1瓶 第一三共

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 5,000単位0.2mL1筒 持田

ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」 ヘパリンカルシウム 20,000単位1瓶 沢井

ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL

「NP」
ヘパリンナトリウム 5,000単位10mL1筒 ニプロ

ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL

「NP」
ヘパリンナトリウム 10,000単位20mL1筒 ニプロ

ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」 ベラパミル塩酸塩 0.25%2mL1管 武田

ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」
ホスアプレピタントメグルミ

ン
150mg1瓶 日本化薬
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ボルビックス注

塩化第二鉄／塩化マンガン／

硫酸亜鉛水和物／硫酸銅／ヨ

ウ化カリウム

2mL1管 ヤクルト

マキサカルシトール静注透析用2.5μg「NIG」 マキサカルシトール 2.5μg1mL1管 武田

マキサカルシトール静注透析用5μg「NIG」 マキサカルシトール 5μg1mL1管 武田

マキサカルシトール静注透析用10μg「NIG」 マキサカルシトール 10μg1mL1管 武田

ミカファンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」 ミカファンギンナトリウム 75mg1瓶 ニプロ

ミダゾラム注10mg「サンド」 ミダゾラム 10mg2mL1管 サンド

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 沢井

ミルリノン注10mg「タカタ」 ミルリノン 10mg10mL1管 高田

メコバラミン注500μg「NP」 メコバラミン 0.5mg1管 ニプロ

メジテック
過テクネチウム酸ナトリウム

（９９ｍＴｃ）ジェネレータ
10MBq 日本メジフィジックス

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 武田

メロペネム点滴静注用0.5g「トーワ」 メロペネム水和物 500mg1瓶 東和薬品

メロペネム点滴静注用1g「NP」 メロペネム水和物 1g1瓶 ニプロ

uFSH注用75単位「あすか」
精製下垂体性性腺刺激ホルモ

ン
75単位1管(溶解液付) 武田

uFSH注用75単位「あすか」
精製下垂体性性腺刺激ホルモ

ン
75単位1瓶(溶解液付) 武田

uFSH注用150単位「あすか」
精製下垂体性性腺刺激ホルモ

ン
150単位1管(溶解液付) 武田

ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL

「センジュ」

ラニビズマブ（遺伝子組換

え）
0.5mg0.05mL1筒 武田

リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」
リツキシマブ（遺伝子組換

え）
100mg10mL1瓶 協和キリン

リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」
リツキシマブ（遺伝子組換

え）
500mg50mL1瓶 協和キリン

リドカイン塩酸塩注射液0.5％「VTRS」(10mL) リドカイン塩酸塩 0.5％10mL1管 ヴィアトリス

リドカイン塩酸塩注射液1％「VTRS」(5mL) リドカイン塩酸塩 1％5mL1管 ヴィアトリス

リドカイン塩酸塩注射液1％「VTRS」(10mL) リドカイン塩酸塩 1％10mL1管 ヴィアトリス

リドカイン塩酸塩注射液2％「VTRS」(10mL) リドカイン塩酸塩 2％10mL1管 ヴィアトリス

リドカイン静注用2％シリンジ「テルモ」(5mL) リドカイン 2％5mL1筒 テルモ

リドカイン点滴静注液1％「タカタ」 リドカイン 1％200mL1袋 高田

リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」 リトドリン塩酸塩 1％5mL1管 武田

リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」 リネゾリド 600mg300mL1袋 光

リメファー3B注射液

チアミンジスルフィド／ピリ

ドキシン塩酸塩／ヒドロキソ

コバラミン

10mL1管 東和薬品

リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg

「NP」
リュープロレリン酢酸塩 1.88mg1筒 ニプロ

リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg

「NP」
リュープロレリン酢酸塩 3.75mg1筒 ニプロ

レベチラセタム点滴静注500mg「明治」 レベチラセタム 500mg5mL1管 Meiji Seika ファルマ

レボフロキサシン点滴静注500mg/20mL「DSEP」 レボフロキサシン水和物 500mg20mL1瓶 第一三共エスファ

レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」 レボホリナートカルシウム 25mg1瓶 東和薬品
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レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」 レボホリナートカルシウム 100mg1瓶 東和薬品

ロゼウス静注液40mg ビノレルビン酒石酸塩 40mg4mL1瓶 日本化薬
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