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注射薬 3420427A6047 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ペリセート４００ＮＬ腹膜透析液 ジェイ・エム・エ
ス

1,106

注射薬 3420427A7035 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッ
グ付）

ペリセート　４００ＮＬ ジェイ・エム・エ
ス

2,114

注射薬 3420427A7043 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッ
グ付）

ペリセート４００ＮＬ腹膜透析液 ジェイ・エム・エ
ス

2,114

注射薬 3420427A8031 腹膜透析液 ３Ｌ１袋 ペリセート　４００ＮＬ ジェイ・エム・エ
ス

1,624

注射薬 3420427A8040 腹膜透析液 ３Ｌ１袋 ペリセート４００ＮＬ腹膜透析液 ジェイ・エム・エ
ス

1,624

注射薬 3420427H1027 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ペリセート　４００ＮＬ ジェイ・エム・エ
ス

2,114

注射薬 3420427H1035 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ペリセート４００ＮＬ腹膜透析液 ジェイ・エム・エ
ス

2,114

注射薬 3420429A1036 腹膜透析液 １Ｌ１袋 ミッドペリックＬ１３５ テルモ 645
注射薬 3420429A1044 腹膜透析液 １Ｌ１袋 ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 テルモ 645
注射薬 3420429A2032 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッ

グ付）
ミッドペリックＬ１３５ テルモ 1,503

注射薬 3420429A2040 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッ
グ付）

ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 テルモ 1,503

注射薬 3420429A3039 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 ミッドペリックＬ１３５ テルモ 862
注射薬 3420429A3047 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 テルモ 862
注射薬 3420429A4035 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用

バッグ付）
ミッドペリックＬ１３５ テルモ 1,777

注射薬 3420429A4043 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 テルモ 1,777

注射薬 3420429A5031 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ミッドペリックＬ１３５ テルモ 1,135
注射薬 3420429A5040 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 テルモ 1,135
注射薬 3420429A6038 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッ

グ付）
ミッドペリックＬ１３５ テルモ 1,962

注射薬 3420429A6046 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッ
グ付）

ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 テルモ 1,962

注射薬 3420429A7034 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ミッドペリックＬ１３５ テルモ 2,420

注射薬 3420429A7042 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 テルモ 2,420

注射薬 3420429H1026 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ミッドペリックＬ１３５ テルモ 1,359
注射薬 3420429H1034 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 テルモ 1,359
注射薬 3420430A1039 腹膜透析液 １Ｌ１袋 ミッドペリックＬ２５０ テルモ 691
注射薬 3420430A1047 腹膜透析液 １Ｌ１袋 ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液 テルモ 691
注射薬 3420430A2035 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッ

グ付）
ミッドペリックＬ２５０ テルモ 1,541

注射薬 3420430A2043 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッ
グ付）

ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液 テルモ 1,541

注射薬 3420430A3031 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 ミッドペリックＬ２５０ テルモ 886
注射薬 3420430A3040 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液 テルモ 886
注射薬 3420430A4038 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用

バッグ付）
ミッドペリックＬ２５０ テルモ 1,736

注射薬 3420430A4046 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液 テルモ 1,736

注射薬 3420430A5034 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ミッドペリックＬ２５０ テルモ 1,139
注射薬 3420430A5042 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液 テルモ 1,139
注射薬 3420430A6030 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッ

グ付）
ミッドペリックＬ２５０ テルモ 1,953

注射薬 3420430A6049 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッ
グ付）

ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液 テルモ 1,953

注射薬 3420430A7037 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ミッドペリックＬ２５０ テルモ 2,510

注射薬 3420430A7045 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液 テルモ 2,510

注射薬 3420430H1029 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ミッドペリックＬ２５０ テルモ 1,388
注射薬 3420430H1037 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液 テルモ 1,388
注射薬 3420431A2030 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッ

グ付）
ミッドペリックＬ４００ テルモ 1,751

注射薬 3420431A2048 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッ
グ付）

ミッドペリックＬ４００腹膜透析液 テルモ 1,751

注射薬 3420431A4032 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ミッドペリックＬ４００ テルモ 1,851

注射薬 3420431A4040 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ミッドペリックＬ４００腹膜透析液 テルモ 1,851

注射薬 3420431A5039 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ミッドペリックＬ４００ テルモ 1,147
注射薬 3420431A5047 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ミッドペリックＬ４００腹膜透析液 テルモ 1,147
注射薬 3420431A6035 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッ

グ付）
ミッドペリックＬ４００ テルモ 1,957

注射薬 3420431A6043 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッ
グ付）

ミッドペリックＬ４００腹膜透析液 テルモ 1,957

注射薬 3420432A1038 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 エクストラニール腹膜透析液 バクスター 910
注射薬 3420432A2034 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液用

バッグ付）
エクストラニール腹膜透析液 バクスター 2,007

注射薬 3420432A3030 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 エクストラニール腹膜透析液 バクスター 1,312
注射薬 3420432A4037 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用バッ

グ付）
エクストラニール腹膜透析液 バクスター 2,356

注射薬 3916400A1024 グルクロン酸ナトリウム １０％２ｍＬ１管 ２００ｍｇグロンサン注 中外製薬 59
注射薬 3916400A2020 グルクロン酸ナトリウム ２５％２ｍＬ１管 ５００ｍｇグロンサン注 中外製薬 59
注射薬 3919400A1034 グリチルリチン ２％２ｍＬ１管 グリチロン皮下注４０ｍｇ ミノファーゲン製

薬
64

注射薬 3919502A1090 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 グリファーゲンＣ 日医工ファーマ 56
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注射薬 3919502A1112 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 グルコリンＳ注射液 扶桑薬品工業 56

注射薬 3919502A1120 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 ケベラＳ注 マイラン製薬 56

注射薬 3919502A1155 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 ニチファーゲン注 日新製薬（山形） 56

注射薬 3919502A1236 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 レミゲンＭ 東和薬品 56

注射薬 3919502A1244 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 チスファーゲン注 鶴原製薬 後発品 56

注射薬 3919502A1252 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 ヒシファーゲンＣ注 ニプロファーマ 後発品 56

注射薬 3919502A1260 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 アスファーゲン注 宇治製薬 後発品 56

注射薬 3919502A1309 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 アミファーゲンＰ注２０ｍＬ ケミックス 後発品 56

注射薬 3919502A1325 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 ノイファーゲン注２０ｍＬ キョーリンリメ
ディオ

56

注射薬 3919502A1333 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 グリベルチン静注液２０ｍＬ 大洋薬品工業 後発品 56

注射薬 3919502A1341 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 強力ネオミノファーゲンシー静注２０
ｍＬ

ミノファーゲン製
薬

127

注射薬 3919502A1350 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 キョウミノチン静注２０ｍＬ 原沢製薬工業 56

注射薬 3919502A1368 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 ネオファーゲンＣ静注２０ｍＬ 大鵬薬品工業 56

注射薬 3919502A1376 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 ネオファーゲン静注２０ｍＬ 大塚製薬工場 56

注射薬 3919502A1384 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 強力ネオミノファーゲンシーＰ静注２
０ｍＬ

ミノファーゲン製
薬

127

注射薬 3919502A1392 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 アスファーゲン静注２０ｍＬ 宇治製薬 後発品 56

注射薬 3919502A1406 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 グリファーゲン静注２０ｍＬ 日医工ファーマ 56

注射薬 3919502A1414 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 レミゲン静注２０ｍＬ 東和薬品 56

注射薬 3919502A2100 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

５ｍＬ１管 ニチファーゲン注 日新製薬（山形） 56

注射薬 3919502A2178 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

５ｍＬ１管 ノイファーゲン注５ｍＬ キョーリンリメ
ディオ

56

注射薬 3919502A2186 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

５ｍＬ１管 強力ネオミノファーゲンシー静注５ｍ
Ｌ

ミノファーゲン製
薬

64

注射薬 3919502A2194 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

５ｍＬ１管 キョウミノチン静注５ｍＬ 原沢製薬工業 56

注射薬 3919502A2208 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

５ｍＬ１管 ネオファーゲンＣ静注５ｍＬ 大鵬薬品工業 56

注射薬 3919502A3026 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

１０ｍＬ１管 アスファーゲン注 宇治製薬 後発品 56

注射薬 3919502A4030 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

１００ｍＬ１袋 ネオファーゲン静注１００ｍＬ 大塚製薬工場 142

注射薬 3919502G1034 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１筒 ミノフィット注２０ｍＬシリンジ テルモ 後発品 198

注射薬 3919502G1042 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１筒 グリベルチン注シリンジ２０ｍＬ 大洋薬品工業 後発品 160

注射薬 3919502G1050 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１筒 ヒシファーゲンＣ静注２０ｍＬシリン
ジ

ニプロファーマ 後発品 147

注射薬 3919502G1069 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１筒 強力ネオミノファーゲンシー　シリン
ジ　２０ｍＬ

ミノファーゲン製
薬

222

注射薬 3919502G1077 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１筒 強力ネオミノファーゲンシー静注シリ
ンジ２０ｍＬ

ミノファーゲン製
薬

222

注射薬 3919502G2022 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

４０ｍＬ１筒 ミノフィット注４０ｍＬシリンジ テルモ 後発品 291

注射薬 3919502G2030 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

４０ｍＬ１筒 ヒシファーゲンＣ静注４０ｍＬシリン
ジ

ニプロファーマ 後発品 254

注射薬 3919502G2049 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

４０ｍＬ１筒 強力ネオミノファーゲンシー静注シリ
ンジ４０ｍＬ

ミノファーゲン製
薬

358

注射薬 3921400A1032 エデト酸カルシウム二ナ
トリウム

２０％５ｍＬ１管 ブライアン点滴静注１ｇ 日新製薬（山形） 424

注射薬 3922400D1060 グルタチオン １００ｍｇ１管 タチオン注射用１００ｍｇ アステラス製薬 76
注射薬 3922400D3101 グルタチオン ２００ｍｇ１管 イセチオン注用２００ｍｇ 東和薬品 後発品 56
注射薬 3922400D3110 グルタチオン ２００ｍｇ１管 グルタチオン注射用２００ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 56

注射薬 3922400D3128 グルタチオン ２００ｍｇ１管 タチオン注射用２００ｍｇ アステラス製薬 102
注射薬 3923400A1010 ジメルカプロール １０％１ｍＬ１管 局 ジメルカプロール注射液 1,587
注射薬 3925400A1015 チオ硫酸ナトリウム １０％２０ｍＬ１管 局 チオ硫酸ナトリウム注射液 520
注射薬 3929400A1014 炭酸水素ナトリウム １．２６％５００ｍＬ

１瓶
局 炭酸水素ナトリウム注射液 277

注射薬 3929400A3017 炭酸水素ナトリウム ７％２０ｍＬ１管 局 炭酸水素ナトリウム注射液 87
注射薬 3929400A3220 炭酸水素ナトリウム ７％２０ｍＬ１管 局 炭酸水素Ｎａ静注７％ＰＬ「フソー」 扶桑薬品工業 92
注射薬 3929400A3238 炭酸水素ナトリウム ７％２０ｍＬ１管 局 メイロン静注７％ 大塚製薬工場 92
注射薬 3929400A4013 炭酸水素ナトリウム ７％５０ｍＬ１管 局 炭酸水素ナトリウム注射液 92
注射薬 3929400A5010 炭酸水素ナトリウム ７％２５０ｍＬ１瓶 局 炭酸水素ナトリウム注射液 244
注射薬 3929400A6016 炭酸水素ナトリウム ７％５００ｍＬ１瓶 局 炭酸水素ナトリウム注射液 304
注射薬 3929400A7012 炭酸水素ナトリウム ８．４％２０ｍＬ１管 局 炭酸水素ナトリウム注射液 92
注射薬 3929400A8019 炭酸水素ナトリウム ８．４％５０ｍＬ１管 局 炭酸水素ナトリウム注射液 92
注射薬 3929400A9015 炭酸水素ナトリウム ８．４％２５０ｍＬ１

瓶
局 炭酸水素ナトリウム注射液 257

注射薬 3929400H1012 炭酸水素ナトリウム １．２６％１Ｌ１袋 局 炭酸水素ナトリウム注射液 486
注射薬 3929400H2019 炭酸水素ナトリウム ７％２５０ｍＬ１袋 局 炭酸水素ナトリウム注射液 252
注射薬 3929400H3015 炭酸水素ナトリウム ８．４％２５０ｍＬ１

袋
局 炭酸水素ナトリウム注射液 259
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注射薬 3929401A1035 ヨウ化プラリドキシム ２．５％２０ｍＬ１管 パム静注５００ｍｇ 大日本住友製薬 427
注射薬 3929402D1036 メシル酸デフェロキサミ

ン
５００ｍｇ１瓶 デスフェラール注射用５００ｍｇ ノバルティス

ファーマ
1,733

注射薬 3929403A1034 ホリナートカルシウム ０．３％１ｍＬ１管 ロイコボリン注３ｍｇ ワイス 516
注射薬 3929404A1039 Ｌ－メチオニン ５％２ｍＬ１管 Ｌ－メチオニン注射液１００ｍｇ「日

本臓器」
日本臓器製薬 58

注射薬 3929405G1028 炭酸水素ナトリウム ７％２０ｍＬ１筒 メイロン静注７％シリンジ２０ｍＬ 大塚製薬工場 165
注射薬 3929406A1020 メスナ １００ｍｇ１ｍＬ１管 ウロミテキサン注１００ｍｇ 塩野義製薬 460
注射薬 3929406A2026 メスナ ４００ｍｇ４ｍＬ１管 ウロミテキサン注４００ｍｇ 塩野義製薬 1,066
注射薬 3929407D1039 レボホリナートカルシウ

ム
２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ

「ＢＴ」
バイオテックベイ 後発品 1,630

注射薬 3929407D1047 レボホリナートカルシウ
ム

２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 1,324

注射薬 3929407D1055 レボホリナートカルシウ
ム

２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 1,184

注射薬 3929407D1063 レボホリナートカルシウ
ム

２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ
「ＮＫ」

高田製薬 後発品 1,630

注射薬 3929407D1071 レボホリナートカルシウ
ム

２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 1,685

注射薬 3929407D1080 レボホリナートカルシウ
ム

２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 1,364

注射薬 3929407D1098 レボホリナートカルシウ
ム

２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 1,714

注射薬 3929407D1101 レボホリナートカルシウ
ム

２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ
「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 1,324

注射薬 3929407D1110 レボホリナートカルシウ
ム

２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 1,714

注射薬 3929407D1128 レボホリナートカルシウ
ム

２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 1,755

注射薬 3929407D1136 レボホリナートカルシウ
ム

２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ
「ヤクルト」

ヤクルト本社 後発品 1,755

注射薬 3929407D1152 レボホリナートカルシウ
ム

２５ｍｇ１瓶 レボホリナートカルシウム点滴静注用
２５ｍｇ「マイラン」

マイラン製薬 後発品 1,364

注射薬 3929407D1160 レボホリナートカルシウ
ム

２５ｍｇ１瓶 アイソボリン点滴静注用２５ｍｇ ワイス 2,624
注射薬 3929407D2035 レボホリナートカルシウ

ム
１００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ

「ＮＫ」
高田製薬 後発品 6,071

注射薬 3929407D2043 レボホリナートカルシウ
ム

１００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 5,050

注射薬 3929407D2051 レボホリナートカルシウ
ム

１００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 5,400

注射薬 3929407D2060 レボホリナートカルシウ
ム

１００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ
「ヤクルト」

ヤクルト本社 後発品 6,071

注射薬 3929407D2078 レボホリナートカルシウ
ム

１００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 5,150

注射薬 3929407D2086 レボホリナートカルシウ
ム

１００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 5,922

注射薬 3929407D2094 レボホリナートカルシウ
ム

１００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 5,848

注射薬 3929407D2108 レボホリナートカルシウ
ム

１００ｍｇ１瓶 アイソボリン点滴静注用１００ｍｇ ワイス 9,224
注射薬 3929407D2116 レボホリナートカルシウ

ム
１００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ

「Ｆ」
富士製薬工業 後発品 5,303

注射薬 3929407D2124 レボホリナートカルシウ
ム

１００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 6,672

注射薬 3929407D2132 レボホリナートカルシウ
ム

１００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ
「ＢＴ」

バイオテックベイ 後発品 6,071

注射薬 3929407D2140 レボホリナートカルシウ
ム

１００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ
「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 5,400

注射薬 3929407D3023 レボホリナートカルシウ
ム

５０ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用５０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 3,493

注射薬 3929407D4038 レボホリナートカルシウ
ム

１２５ｍｇ１瓶 レボホリナートカルシウム点滴静注用
１２５ｍｇ「マイラン」

マイラン製薬 後発品 6,479

注射薬 3929408D1025 ヒドロキソコバラミン ２．５ｇ１瓶（溶解液
付）

シアノキット注射用セット メルクセローノ 39,409

注射薬 3954400D4055 ウロキナーゼ ６０，０００単位１瓶 ウロキナーゼ６万－Ｗｆ ベネシス 3,313
注射薬 3954400D4071 ウロキナーゼ ６０，０００単位１瓶 ウロキナーゼ注「フジ」６０，０００ わかもと製薬 1,314
注射薬 3954400D4080 ウロキナーゼ ６０，０００単位１瓶 ウロナーゼ静注用６万単位 持田製薬 3,219
注射薬 3954400D4098 ウロキナーゼ ６０，０００単位１瓶 ウロキナーゼ静注用６万単位「ベネシ

ス」
ベネシス 3,313

注射薬 3954400D5027 ウロキナーゼ １２０，０００単位１
瓶

ウロキナーゼ１２万－Ｗｆ ベネシス 6,667
注射薬 3954400D5043 ウロキナーゼ １２０，０００単位１

瓶
ウロナーゼ冠動注用１２万単位 持田製薬 6,667

注射薬 3954400D5051 ウロキナーゼ １２０，０００単位１
瓶

ウロキナーゼ冠動注用１２万単位「ベ
ネシス」

ベネシス 6,667

注射薬 3954400D6023 ウロキナーゼ ２４０，０００単位１
瓶

ウロキナーゼ２４万－Ｗｆ ベネシス 10,070
注射薬 3954400D6040 ウロキナーゼ ２４０，０００単位１

瓶
ウロキナーゼ注「フジ」２４万 わかもと製薬 4,585

注射薬 3954400D6058 ウロキナーゼ ２４０，０００単位１
瓶

ウロナーゼ静注用２４万単位 持田製薬 9,349
注射薬 3954400D6066 ウロキナーゼ ２４０，０００単位１

瓶
ウロキナーゼ静注用２４万単位「ベネ
シス」

ベネシス 10,070

注射薬 3959400A1030 バトロキソビン １０単位１管 デフィブラーゼ点滴静注液１０単位 東菱薬品工業 9,128
注射薬 3959402D1027 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）

アクチバシン注６００万 協和発酵キリン 56,600

注射薬 3959402D1035 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）

グルトパ注６００万 田辺三菱製薬 53,512

注射薬 3959402D2023 アルテプラーゼ（遺伝子
組換え）

１，２００万国際単位
１瓶（溶解液付）

アクチバシン注１２００万 協和発酵キリン 106,718

注射薬 3959402D2031 アルテプラーゼ（遺伝子
組換え）

１，２００万国際単位
１瓶（溶解液付）

グルトパ注１２００万 田辺三菱製薬 112,376

注射薬 3959402D3020 アルテプラーゼ（遺伝子
組換え）

２，４００万国際単位
１瓶（溶解液付）

アクチバシン注２４００万 協和発酵キリン 217,306

注射薬 3959402D3038 アルテプラーゼ（遺伝子
組換え）

２，４００万国際単位
１瓶（溶解液付）

グルトパ注２４００万 田辺三菱製薬 222,007
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注射薬 3959406D1025 イミグルセラーゼ（遺伝
子組換え）

２００単位１瓶 セレザイム注２００Ｕ ジェンザイム・
ジャパン

168,118

注射薬 3959407D1038 モンテプラーゼ（遺伝子
組換え）

４０万国際単位１瓶 クリアクター静注用４０万 エーザイ 52,484

注射薬 3959407D2034 モンテプラーゼ（遺伝子
組換え）

８０万国際単位１瓶 クリアクター静注用８０万 エーザイ 100,692

注射薬 3959407D3030 モンテプラーゼ（遺伝子
組換え）

１６０万国際単位１瓶 クリアクター静注用１６０万 エーザイ 199,076

注射薬 3959408D1024 パミテプラーゼ（遺伝子
組換え）

２６０万国際単位１瓶 ソリナーゼ注射用２６０万 アステラス製薬 137,851

注射薬 3959408D2020 パミテプラーゼ（遺伝子
組換え）

５２０万国際単位１瓶 ソリナーゼ注射用５２０万 アステラス製薬 276,665

注射薬 3959409D1029 アガルシダーゼベータ
（遺伝子組換え）

５ｍｇ１瓶 ファブラザイム点滴静注用５ｍｇ ジェンザイム・
ジャパン

126,354

注射薬 3959409D2025 アガルシダーゼベータ
（遺伝子組換え）

３５ｍｇ１瓶 ファブラザイム点滴静注用３５ｍｇ ジェンザイム・
ジャパン

706,580

注射薬 3959410A1025 アガルシダーゼアルファ
（遺伝子組換え）

３．５ｍｇ３．５ｍＬ
１瓶

リプレガル点滴静注用３．５ｍｇ 大日本住友製薬 355,725

注射薬 3959411A1020 ラロニダーゼ（遺伝子組
換え）

２．９ｍｇ５ｍＬ１瓶 アウドラザイム点滴静注液２．９ｍｇ ジェンザイム・
ジャパン

111,372

注射薬 3959412F1021 アルグルコシダーゼアル
ファ（遺伝子組換え）

５０ｍｇ１瓶 マイオザイム点滴静注用５０ｍｇ ジェンザイム・
ジャパン

93,994

注射薬 3959413A1029 イデュルスルファーゼ
（遺伝子組換え）

６ｍｇ３ｍＬ１瓶 エラプレース点滴静注液６ｍｇ ジェンザイム・
ジャパン

383,390

注射薬 3959414A1023 ガルスルファーゼ（遺伝
子組換え）

５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ナグラザイム点滴静注液５ｍｇ アンジェスＭＧ 256,775

注射薬 3959415F1025 ラスブリカーゼ（遺伝子
組換え）

１．５ｍｇ１瓶（溶解
液付）

ラスリテック点滴静注用１．５ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

12,536

注射薬 3959415F2021 ラスブリカーゼ（遺伝子
組換え）

７．５ｍｇ１瓶（溶解
液付）

ラスリテック点滴静注用７．５ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

49,938

注射薬 3991400A1037 コンドロイチン硫酸ナト
リウム

１％２ｍＬ１管 １％コンドロン注 科研製薬 62

注射薬 3991400A4095 コンドロイチン硫酸ナト
リウム

１％２０ｍＬ１管 ガイシード注射液２００ｍｇ 日医工 後発品 60

注射薬 3991400A4109 コンドロイチン硫酸ナト
リウム

１％２０ｍＬ１管 コンドナール注２００ｍｇ 東和薬品 後発品 62

注射薬 3991400A4117 コンドロイチン硫酸ナト
リウム

１％２０ｍＬ１管 コンドロイチン注１％「マイラン」 マイラン製薬 後発品 62

注射薬 3991400A4125 コンドロイチン硫酸ナト
リウム

１％２０ｍＬ１管 コンドロイチン硫酸ナトリウム注２０
０ｍｇ「ハラサワ」

原沢製薬工業 後発品 60

注射薬 3991400A5024 コンドロイチン硫酸ナト
リウム

２％２ｍＬ１管 コンドロン注２％ 科研製薬 62

注射薬 3991400A6020 コンドロイチン硫酸ナト
リウム

２％１０ｍＬ１管 コンドロイチンＡ注「ウジ」 宇治製薬 後発品 56

注射薬 3991400A6071 コンドロイチン硫酸ナト
リウム

２％１０ｍＬ１管 コンドロイチン注２％「マイラン」 マイラン製薬 後発品 60

注射薬 3991400A6080 コンドロイチン硫酸ナト
リウム

２％１０ｍＬ１管 ホモック注２００ｍｇ イセイ 後発品 60

注射薬 3991400A6098 コンドロイチン硫酸ナト
リウム

２％１０ｍＬ１管 コンドロイチン注２００ｍｇ「ウジ」 宇治製薬 後発品 56

注射薬 3991400A7027 コンドロイチン硫酸ナト
リウム

３％２ｍＬ１管 コンドロン注３％ 科研製薬 62

注射薬 3992400A1034 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

１０ｍｇ１管 アデシノンＰ注射液１０ｍｇ わかもと製薬 後発品 50

注射薬 3992400A1085 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

１０ｍｇ１管 ＡＴＰ注１０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 50

注射薬 3992400A1107 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

１０ｍｇ１管 トリノシンＳ注射液１０ｍｇ トーアエイヨー 61

注射薬 3992400A1123 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

１０ｍｇ１管 アデホス－Ｌコーワ注１０ｍｇ 興和 61

注射薬 3992400A2022 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１管 アデシノンＰ注射液２０ｍｇ わかもと製薬 後発品 50

注射薬 3992400A2090 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１管 ＡＴＰ注２０ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 50

注射薬 3992400A2111 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１管 トリノシンＳ注射液２０ｍｇ トーアエイヨー 61

注射薬 3992400A2138 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１管 アデホス－Ｌコーワ注２０ｍｇ 興和 61

注射薬 3992400A2154 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

２０ｍｇ１管 アデノＰ注２０ｍｇ 小林化工 後発品 50

注射薬 3992400A3045 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム

４０ｍｇ１管 アデホス－Ｌコーワ注４０ｍｇ 興和 62

注射薬 3999400A2058 アプロチニン ５０，０００単位１管 トラジロール５万単位 バイエル薬品 920
注射薬 3999401A1013 エルカトニン ４０エルカトニン単位

１ｍＬ１管
エルカトニン４０エルカトニン単位１
ｍＬ注射液

後発品 260

注射薬 3999401A1030 エルカトニン ４０エルカトニン単位
１ｍＬ１管

ラスカルトン注４０ 大洋薬品工業 後発品 311

注射薬 3999401A1188 エルカトニン ４０エルカトニン単位
１ｍＬ１管

エカルトニン注４０ ニプロファーマ 後発品 311

注射薬 3999401A1196 エルカトニン ４０エルカトニン単位
１ｍＬ１管

エリンダシン注４０単位 東菱薬品工業 後発品 269

注射薬 3999401A1200 エルカトニン ４０エルカトニン単位
１ｍＬ１管

エルシトニン注４０単位 旭化成ファーマ 1,288

注射薬 3999401A2010 エルカトニン １０エルカトニン単位
１ｍＬ１管

エルカトニン１０エルカトニン単位１
ｍＬ注射液

後発品 76

注射薬 3999401A2028 エルカトニン １０エルカトニン単位
１ｍＬ１管

エルシトニン注１０単位 旭化成ファーマ 599

注射薬 3999401A2249 エルカトニン １０エルカトニン単位
１ｍＬ１管

エカトリスト筋注１０単位 ＩＬＳ 後発品 127

注射薬 3999401A3016 エルカトニン ２０エルカトニン単位
１ｍＬ１管

エルカトニン２０エルカトニン単位１
ｍＬ注射液

後発品 128
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