院外処方可能注射薬一覧
2018年3月現在
薬品名

アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット｢ﾃﾙﾓ｣
アスパラカリウム注10mEq
アディノベイト静注用1000（1000ﾀﾝｲ/V)
アディノベイト静注用2000（2000ﾀﾝｲ/V)
アデラビン9号注1mL
アドベイト静注用1500
アドベイト静注用2000
アドベイト静注用250
アドベイト静注用500
アドベイト静注用1000
アピドラ注100単位/mL
アピドラ注ソロスター（300単位Ct）
アポカイン皮下注30mg
アボネックス筋注用ｼﾘﾝｼﾞ30μg
アボネックス筋注30μgペン
アミゼットB輸液（200mLプラ）
アミノトリパ１号輸液（850mL）
アミノトリパ２号輸液（900mL）
アミパレン輸液（200mL）
アミパレン輸液（300mL）
アミパレン輸液（400mL）
10％ＥＬ－3号輸液（500mL）
イデルビオン静注用250
イデルビオン静注用500
イデルビオン静注用1000
イデルビオン静注用2000
イノレット30Ｒ注
イミグランキット皮下注3mg（2筒/組）
イロクテイト静注用1000
イロクテイト静注用2000
イロクテイト静注用3000
インスリングラルギンＢＳ注カート「リリー」
ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝＢＳ注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ「ﾘﾘｰ」(300単位)
イントラリポス輸液20％（250mL）
イントラリポス輸液20％（100mL）
イントロンＡ注射用300
イントロンＡ注射用1000
イントロンＡ注射用600
ヴィーンF輸液（500mL）
ヴィーンＤ輸液（500mL）
エスポー皮下用24000ｼﾘﾝｼﾞ

一般名（配合剤は商品名を記載）

トシリズマブ
L‐アスパラギン酸カリウム
L‐アスパラギン酸カリウム
ルリオクトコグアルファペゴル
ルリオクトコグアルファペゴル
フラビンアデニンジヌクレオチド
ルリオクトコグアルファ
ルリオクトコグアルファ
ルリオクトコグアルファ
ルリオクトコグアルファ
ルリオクトコグアルファ
インスリングルリジン
インスリン グルリジン
アポモルヒネ
ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝﾍﾞｰﾀ-1a
ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝﾍﾞｰﾀ-1a
アミゼット
アミノトリパ1号
アミノトリパ2号
アミパレン
アミパレン
アミパレン
イーエルサンゴウ
アルブトレペノナコグアルファ
アルブトレペノナコグアルファ
アルブトレペノナコグアルファ
アルブトレペノナコグ アルファ（遺伝子組換え）
インスリン ヒト
スマトリプタンコハク酸塩
エフラロクトコグアルファ
エフラロクトコグアルファ
エフラロクトコグアルファ
インスリングラルギン
インスリングラルギン
イントラリポス
イントラリポス
インターフェロンアルファ-2ｂ
インターフェロンアルファ-2ｂ
インターフェロンアルファ-2ｂ
ヴィーンF
ヴィーンD
エポエチンベータ

薬品名

一般名（配合剤は商品名を記載）

エピペン注射液0.15mg
エピペン注射液0.3mg
ｴﾎﾟｼﾞﾝ注ｼﾘﾝｼﾞ750（750ﾀﾝｲ/0.5mL）
ｴﾎﾟｼﾞﾝ注ｼﾘﾝｼﾞ1500（1500ﾀﾝｲ/0.5mL）
ｴﾎﾟｼﾞﾝ注ｼﾘﾝｼﾞ3000（3000ﾀﾝｲ/0.5mL）
ｴﾎﾟｼﾞﾝ注ｼﾘﾝｼﾞ6000（6000ﾀﾝｲ/0.5mL）
ｴﾎﾟﾌﾟﾛｽﾃﾉｰﾙ静注用0.5mg「ACT」（溶解液無）
ｴﾎﾟﾌﾟﾛｽﾃﾉｰﾙ静注ACT専用溶解用液(生理食塩液)50mL
ｴﾎﾟﾌﾟﾛｽﾃﾉｰﾙ静注用1.5mg「ACT」（溶解液無）
エルネオパ１号輸液（1000mL）
エルネオパ１号輸液（1500mL）
エルネオパ２号輸液（1000mL）
エルネオパ２号輸液（1500mL）
エルネオパ２号輸液（2000mL）
エルネオパNF１号輸液（1000mL）
エルネオパNF２号輸液（1000mL）

アドレナリン
アドレナリン
エポエチンベータ
エポエチンベータ
エポエチンベータ
エポエチンベータ
エポプロステノールナトリウム
エポプロステノール
エポプロステノールナトリウム
エルネオパ1号
エルネオパ1号
エルネオパ2号
エルネオパ2号
エルネオパ2号
エルネオパNF1号
エルネオパNF2号

エレメンミック注キット （2mL）
エレメンミック注
塩化ナトリウム注10％シリンジ｢ﾃﾙﾓ｣20mL
エンブレル皮下注50mgｼﾘﾝｼﾞ1.0mL
エンブレル皮下注25mgｼﾘﾝｼﾞ0.5mL
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL
エンブレル皮下注用25mg
オルプロリクス静注用2000
オルプロリクス静注用3000
オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL
オレンシア皮下注125mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ1mL
カルチコール注射液8.5％5mL
キドミン輸液（200mLｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ）
強力ﾈｵﾐﾉﾌｧｰｹﾞﾝｼｰ静注20mL
グランｼﾘﾝｼﾞ75
グランｼﾘﾝｼﾞ150
グランｼﾘﾝｼﾞM300
クリスマシンＭ静注用400単位（溶解液付）
クリスマシンＭ静注用1000単位（溶解液付）
グルカゴンＧノボ注射用1mg
グロウジェクトＢＣ注射用8mg
グロウジェクト皮下注6mg
グロウジェクト皮下注12mg
クロスエイトMC静注用1000単位
クロスエイトMC静注用2000単位
KCL注10mEqｷｯﾄ「ﾃﾙﾓ」(10mL筒)
KCL注20mEqｷｯﾄ「ﾃﾙﾓ」(20mL筒)
ケイツーＮ静注用10mg

エレメンミック
エレメンミック
塩化ナトリウム
エタネルセプト
エタネルセプト
エタネルセプト
エタネルセプト
エフトレノナコグ アルファ
エフトレノナコグ アルファ
アバタセプト
アバタセプト
グルコンサンカルシウム
キドミン
強力ネオミノファーゲンシー
フィルグラスチム
フィルグラスチム
フィルグラスチム
血液凝固第9因子
血液凝固第9因子
グルカゴン
ソマトロピン
ソマトロピン（遺伝子組換え）
ソマトロピン（遺伝子組換え）
血液凝固第8因子
血液凝固第8因子
塩化カリウム
塩化カリウム
メナテトレノン

薬品名

コージネイトＦＳﾊﾞｲｵｾｯﾄ注250
コージネイトＦＳﾊﾞｲｵｾｯﾄ注2000
コージネイトＦＳﾊﾞｲｵｾｯﾄ注500
コージネイトＦＳﾊﾞｲｵｾｯﾄ注1000
コセンティクス皮下注150mgペン
ゴナールエフ皮下注用75
ゴナールエフ皮下注用150
ゴナールエフ皮下注ペン300
ゴナールエフ皮下注ペン450
ゴナールエフ皮下注ペン900
ゴナトロピン注用5000単位(添付溶解液)
コパキソン皮下注20ｍｇシリンジ
コバールトリイ静注用1000
コバールトリイ静注用2000
コバールトリイ静注用3000
コンファクトＦ注射用250
コンファクトＦ注射用1000
コンファクトＦ注射用500
サイゼン皮下注用8mg
サイゼン皮下注射液12mg
ｻﾝﾄﾞｽﾀﾁﾝ皮下注用100μg(0.1mg/1mLA）
サンドスタチン皮下注用50μg
シーパラ注
ジェノトロピンＴＣ注用5.3mg
ジェノトロピンｺﾞｰｸｲｯｸ注用5.3mg
ジェノトロピンｺﾞｰｸｲｯｸ注用12mg
ジェノトロピンＴＣ注用12mg
シムジア皮下注200mgシリンジ
スミフェロン注DS300万IU
スミフェロン注DS600万IU
【薬局方】生理食塩液（20mL／アンプル）
【薬局方】生理食塩液（100mL）
【薬局方】生理食塩液（500mL）
【薬局方】生理食塩液（1L）
【薬局方】生理食塩液（250mL）
【薬局方】生理食塩液(50mL) 在宅用
生食注シリンジ「テルモ」10mL
セトロタイド注射用0.25mg(0.25mg/V)
セトロタイド注射用3mg(3mg/V)
ソマトロピンＢＳ皮下注5mg ｢ｻﾝﾄﾞ｣
ソマトロピンＢＳ皮下注10mg ｢ｻﾝﾄﾞ｣
ソマバート皮下注用10mg
ソマバート皮下注用20mg
ソリタ－Ｔ３号輸液 （200mL）

一般名（配合剤は商品名を記載）

オクトコグアルファ
オクトコグアルファ
オクトコグアルファ
オクトコグアルファ
セクキヌマブ
ホリトロピンアルファ
ホリトロピンアルファ
ホリトロピンアルファ
ホリトロピンアルファ
ホリトロピンアルファ
ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン
グラチラマー
オクトコグベータ
オクトコグベータ
オクトコグベータ
血液凝固第8因子
血液凝固第8因子
血液凝固第8因子
ソマトロピン
ソマトロピン
オクトレオチド
オクトレオチド
シーパラ
ソマトロピン
ソマトロピン
ソマトロピン
ソマトロピン
セルトリズマブ
インターフェロンアルファ
インターフェロンアルファ
塩化ナトリウム
塩化ナトリウム
塩化ナトリウム
塩化ナトリウム
塩化ナトリウム
塩化ナトリウム
塩化ナトリウム
セトロレリクス
セトロレリクス
ソマトロピン
ソマトロピン
ペグビソマント
ペグビソマント
ソリタ-T3号

薬品名

ソリタ－Ｔ３号輸液（500mL）
ソリタ－Ｔ４号輸液（200mL）
ソリタ－Ｔ４号輸液(500mL) 在宅用
ソリタ－Ｔ１号輸液（200mL）
ソリタ－Ｔ１号輸液（500mL）
ソリューゲンＧ注(500mLﾌﾟﾗ) 在宅用
ソルアセトＦ輸液 （1L）
ソルアセトF輸液 （500mL）
ソルデム３Ａ輸液（500mL）
ソルデム３Ａ輸液（1000mL）
タチオン注射用200mg（200mgA）
トリパレン２号輸液（600mL）
トリパレン１号輸液（600mL）
トルツ皮下注80mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ
トルリシティ皮下注0.75㎎アテオス
トレシーバ注ペンフィル
トレシーバ注フレックスタッチ
ネオパレン１号 輸液（1000mL）
ネオパレン２号輸液（1000mL）
ネオパレン１号輸液（1500mL）
ネオパレン２号輸液（1500mL）
ﾈｽﾌﾟ注射液30μgﾌﾟﾗｼﾘﾝｼﾞ（0.5ｍL）
ﾈｽﾌﾟ注射液60μgﾌﾟﾗｼﾘﾝｼﾞ（0.5ｍL）
ﾈｽﾌﾟ注射液１２０μgﾌﾟﾗｼﾘﾝｼﾞ（0.5ｍL）
ﾈｽﾌﾟ注射液180μgﾌﾟﾗｼﾘﾝｼﾞ（0.5ｍL）
ノイアップ注100
ノイアップ注50
ノイアップ注250
ノイトロジン注50μg
ノイトロジン注100μg
ノイトロジン注250μg
ノバクトＭ静注用400
ノバクトM静注用2000単位
ノバクトＭ静注用1600
ノバクトＭ静注用1000
ノボエイト静注用1500
ノボエイト静注用3000
ノボセブンＨＩ静注用8mgシリンジ
ノボセブンＨＩ静注用2mgシリンジ
ノボセブンＨＩ静注用1mgシリンジ
ノボセブンＨＩ静注用5mgシリンジ
ノボラピッド30ﾐｯｸｽ注ペンフィル
ノボラピッド50ﾐｯｸｽ注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ
ノボラピッド30ﾐｯｸｽ注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ

一般名（配合剤は商品名を記載）

ソリタ-T3号
ソリタ-T4号
ソリタ-T4号
ソリタ-T1号
ソリタ-T1号
ソリューゲンG
ソルアセトＦ
ソルアセトF
ソルデム3Ａ
ソルデム3Ａ
グルタチオン
トリパレン2号
トリパレン1号
イキセキズマブ（遺伝子組換え）
デュラグルチド
インスリン デグルデク
インスリン デグルデク
ネオパレン1号
ネオパレン2号
ネオパレン1号
ネオパレン2号
ダルベポエチンアルファ
ダルベポエチンアルファ
ダルベポエチンアルファ
ダルベポエチンアルファ
ナルトグラスチム
ナルトグラスチム
ナルトグラスチム
レノグラスチム
レノグラスチム
レノグラスチム
血液凝固第9因子
血液凝固第9因子
血液凝固第9因子
血液凝固第9因子
ツロクトコグアルファ
ツロクトコグアルファ
エプタコグアルファ
エプタコグアルファ
エプタコグアルファ
エプタコグアルファ
インスリン アスパルト
インスリン アスパルト
インスリン アスパルト

薬品名

ノボラピッド注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ
ノボラピッド注100単位/mL
ノボラピッド注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ
ノボラピッド注イノレット
ノボラピッド注ペンフィル
ノボラピッド70ﾐｯｸｽ注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ
ノボリンＲ注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ
ノボリンＮ注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ
ノボリン30Ｒ注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ
ノルディトロピン ﾌﾚｯｸｽﾌﾟﾛ注5mg
ノルディトロピン ﾌﾚｯｸｽﾌﾟﾛ注15mg
バイエッタ皮下注5μgﾍﾟﾝ300
バイエッタ皮下注10μgﾍﾟﾝ300
ハイカリックＲＦ輸液（250mLテルパック）
ハイカリックＲＦ輸液（500mLﾃﾙﾊﾟｯｸ）
ハイカリックＲＦ輸液（1Lﾃﾙﾊﾟｯｸ）
ハイカリック液-１号（700mLﾃﾙﾊﾟｯｸ） 在宅用
ハイカリック液-２号（700mLﾃﾙﾊﾟｯｸ） 在宅用
バイクロット配合静注用
ハイゼントラ20％皮下注1g/5mL
ハイゼントラ20％皮下注4g/20mL
パレプラス輸液（500mL）
パントール注射液100mg
ピーエヌツイン－２号輸液（1.1L）
ピーエヌツイン－１号輸液 （1L）
ピーエヌツイン－３号輸液 （1.2L）
ＰＰＳＢ－ＨＴ「ﾆﾁﾔｸ」500単位
ビーフリード輸液（500mL）
ビーフリード輸液（1000mL）
ビクトーザ皮下注18mg（3mL）
ビタジェクト注キット
ビデュリオン皮下注用2mg
ビデュリオン皮下注用2mgペン
ヒューマトロープ注射用6mg
ヒューマトロープ注射用12mg
ヒューマリンＲ注ミリオペン
ヒューマリンＲ注カート
ヒューマリンＲ注100単位/mL
ヒューマリンＮ注ミリオペン
ヒューマリンＮ注カート
ヒューマリンＮ注100単位/mL
ヒューマリン3/7注ミリオペン
ヒューマリン3/7注カート
ヒューマログＮ注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ

一般名（配合剤は商品名を記載）

インスリン アスパルト
インスリン アスパルト
インスリン アスパルト
インスリン アスパルト
インスリン アスパルト
インスリン アスパルト
インスリン ヒト
インスリン ヒト
インスリン ヒト
ソマトロピン
ソマトロピン
エキセナチド
エキセナチド
ハイカリックＲＦ
ハイカリックＲＦ
ハイカリックＲＦ
ハイカリック-1号
ハイカリック-2号
バイクロット
人免疫グロブリン
人免疫グロブリン
パレプラス
パンテノール
ピーエヌツイン-2号
ピーエヌツイン-1号
ピーエヌツイン-3号
血液凝固第9因子
ビーフリード
ビーフリード
リラグルチド
ビタジェクト
エキセナチド
エキセナチド
ソマトロピン
ソマトロピン
インスリン ヒト
インスリン ヒト
インスリン ヒト
インスリン ヒト
インスリン ヒト
インスリン ヒト
インスリン ヒト
インスリン ヒト
インスリン リスプロ

薬品名

ヒューマログ注100単位/mL
ヒューマログ注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ
ヒューマログ注カート
ヒューマログＮ注カート
ヒューマログﾐｯｸｽ50注カート
ヒューマログﾐｯｸｽ25注カート
ヒューマログﾐｯｸｽ25注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ
ヒューマログﾐｯｸｽ50注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ
ヒュミラ皮下注40mgｼﾘﾝｼﾞ0.4mL
ヒュミラ皮下注80mgｼﾘﾝｼﾞ0.8mL
ファイバ静注用500
ファイバ静注用1000
フィジオ140輸液（500mL）
フェンタニル注射液0.25mg
フォリスチム注600IUｶｰﾄﾘｯｼﾞ
フォリスチム注900IUｶｰﾄﾘｯｼﾞ
フォリスチム注300IUｶｰﾄﾘｯｼﾞ
フォルテオ皮下注ｷｯﾄ600μg
【薬局方】ﾌﾞﾄﾞｳ糖注射液50％(20mLｱﾝﾌﾟﾙ)在宅用
【薬局方】ブドウ糖注射液50％（200mL袋）
プラルエント皮下注75mgペン
フルカリック１号輸液（903mL）
フルカリック２号輸液（1003mL）
フルカリック３号輸液 （1103mL）
プレアミン－Ｐ注射液（200mLﾊﾞｯｸﾞ）在宅用
ベタフェロン皮下注用960万国際単位
ベネフィクス静注用1000
ベネフィクス静注用500
ベネフィクス静注用2000
ベネフィクス静注用3000
ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL
ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL
ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「ｻﾜｲ｣
ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑ皮下注5千単位/0.2mLｼﾘﾝｼﾞ｢ﾓﾁﾀﾞ｣
ﾍﾊﾟﾘﾝNa注5千単位/5mL「モチダ」
ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ「SN」10mL
ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用10単位/mLｼﾘﾝｼﾞ5mL「ﾆﾌﾟﾛ」
ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用10単位/mLｼﾘﾝｼﾞ10mL「ﾆﾌﾟﾛ」
ポタコールＲ輸液（500mL）
ボルビックス注 (2mLA)
ミルセラ注ｼﾘﾝｼﾞ２５μg（0.3mL）
ミルセラ注ｼﾘﾝｼﾞ５０μg（0.3mL）
ミルセラ注ｼﾘﾝｼﾞ７５μg（0.3mL）
ミルセラ注ｼﾘﾝｼﾞ１００μg（0.3mL）

一般名（配合剤は商品名を記載）

インスリン リスプロ
インスリン リスプロ
インリスン リスプロ
インリスン リスプロ
インリスン リスプロ
インリスン リスプロ
インスリン リスプロ
インスリン リスプロ
アダリムマブ
アダリムマブ
人血液凝固因子
人血液凝固因子
フィジオ140
フェンタニル
フォリトロピンベータ
フォリトロピンベータ
フォリトロピンベータ
テリパラチド
ブドウ糖
ブドウ糖
アリロクマブ（遺伝子組換え）
フルカリック1号
フルカリック2号
フルカリック3号
プレアミン
インターフェロンベータ-1b
ノナコグアルファ
ノナコグアルファ
ノナコグアルファ
ノナコグアルファ
ヘパリンナトリウム
ヘパリンナトリウム
ヘパリンカルシウム
ヘパリンカルシウム
ヘパリンナトリウム
ヘパリンナトリウム
ヘパリンナトリウム
ヘパリンナトリウム
ポタコールＲ
ボルビックス
エポエチンベータペゴル
エポエチンベータペゴル
エポエチンベータペゴル
エポエチンベータペゴル

薬品名

ミルセラ注ｼﾘﾝｼﾞ１５０μg（0.3mL）
ミルセラ注ｼﾘﾝｼﾞ200μg（0.3mL）
ライゾデグ配合注フレックスタッチ
ランタス注100単位/mL
ランタスXR注ソロスター
ランタス注カート
ランタス注ソロスター
リキスミア皮下注300μg(3mL)
硫酸Ｍｇ補正液1mEq/mL（20mL）
リン酸Na補正液0.5mmol/mL（20mL）
ルミセフ皮下注210mgシリンジ
レベミル注イノレット
レベミル注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ
ロピオン静注50mg

一般名（配合剤は商品名を記載）

エポエチンベータペゴル
エポエチンベータペゴル
ライゾデグ
インスリン グラルギン
インスリングラルギン
インスリン グラルギン
インスリン グラルギン
リキシセナチド
硫酸マグネシウム
リン酸ナトリウム
ブロダルマブ（遺伝子組換え）
インスリン デテミル
インスリン デテミル
フルルビプロフェンアキセチル

