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注射薬 4235403D1042 塩酸ピラルビシン １０ｍｇ１瓶 テラルビシン注射用１０ｍｇ 明治製菓 7,038
注射薬 4235403D1050 塩酸ピラルビシン １０ｍｇ１瓶 ピノルビン注射用１０ｍｇ メルシャン 7,038
注射薬 4235403D2049 塩酸ピラルビシン ２０ｍｇ１瓶 テラルビシン注射用２０ｍｇ 明治製菓 13,643
注射薬 4235403D2057 塩酸ピラルビシン ２０ｍｇ１瓶 ピノルビン注射用２０ｍｇ メルシャン 13,643
注射薬 4235404A1032 塩酸エピルビシン １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ファルモルビシンＲＴＵ注射液１０ｍ

ｇ
ファイザー 5,525

注射薬 4235404A1040 塩酸エピルビシン １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／
５ｍＬ「ＮＫ」

日本化薬 後発品 3,556

注射薬 4235404A1059 塩酸エピルビシン １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／
５ｍＬ「マイラン」

マイラン製薬 後発品 3,556

注射薬 4235404A1067 塩酸エピルビシン １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／
５ｍＬ「サワイ」

沢井製薬 後発品 3,556

注射薬 4235404A1075 塩酸エピルビシン １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／
５ｍＬ「サンド」

サンド 後発品 3,556

注射薬 4235404A2039 塩酸エピルビシン ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 ファルモルビシンＲＴＵ注射液５０ｍ
ｇ

ファイザー 24,981
注射薬 4235404A2047 塩酸エピルビシン ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／

２５ｍＬ「ＮＫ」
日本化薬 後発品 16,819

注射薬 4235404A2055 塩酸エピルビシン ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／
２５ｍＬ「マイラン」

マイラン製薬 後発品 14,174

注射薬 4235404A2063 塩酸エピルビシン ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／
２５ｍＬ「サワイ」

沢井製薬 後発品 16,361

注射薬 4235404A2071 塩酸エピルビシン ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／
２５ｍＬ「サンド」

サンド 後発品 16,361

注射薬 4235404A3027 塩酸エピルビシン ２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液２０ｍｇ／
１０ｍＬ「マイラン」

マイラン製薬 後発品 7,271

注射薬 4235404D1047 塩酸エピルビシン １０ｍｇ１瓶 ファルモルビシン注射用１０ｍｇ ファイザー 5,525
注射薬 4235404D1063 塩酸エピルビシン １０ｍｇ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ

「ＮＫ」
マイラン製薬 後発品 3,556

注射薬 4235404D1071 塩酸エピルビシン １０ｍｇ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 3,556

注射薬 4235404D2043 塩酸エピルビシン ５０ｍｇ１瓶 ファルモルビシン注射用５０ｍｇ ファイザー 25,052
注射薬 4235404D2060 塩酸エピルビシン ５０ｍｇ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ

「ＮＫ」
マイラン製薬 後発品 16,670

注射薬 4235404D2078 塩酸エピルビシン ５０ｍｇ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 15,118

注射薬 4235405D1033 塩酸イダルビシン ５ｍｇ１瓶 局 イダマイシン静注用５ｍｇ ファイザー 14,882
注射薬 4235406D1020 塩酸アムルビシン ２０ｍｇ１瓶 カルセド注射用２０ｍｇ 大日本住友製薬 7,684
注射薬 4235406D2026 塩酸アムルビシン ５０ｍｇ１瓶 カルセド注射用５０ｍｇ 大日本住友製薬 17,182
注射薬 4236401D1032 ジノスタチンスチマラ

マー
４ｍｇ１瓶 スマンクス肝動注用４ｍｇ アステラス製薬 48,462

注射薬 4236401D2039 ジノスタチンスチマラ
マー

６ｍｇ１瓶 スマンクス肝動注用６ｍｇ アステラス製薬 69,300
注射薬 4239400D1030 ゲムツズマブオゾガマイ

シン（遺伝子組換え）
５ｍｇ１瓶 マイロターグ点滴静注用５ｍｇ ワイス 241,096

注射薬 4240400D1030 硫酸ビンクリスチン １ｍｇ１瓶 オンコビン注射用１ｍｇ 日本化薬 3,252
注射薬 4240401D1019 注射用硫酸ビンブラスチ

ン
５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

局 注射用硫酸ビンブラスチン 1,798
注射薬 4240401D2015 注射用硫酸ビンブラスチ

ン
１０ｍｇ１瓶 局 注射用硫酸ビンブラスチン 3,274

注射薬 4240402D1021 硫酸ビンデシン １ｍｇ１瓶 注射用フィルデシン１ｍｇ 塩野義製薬 5,083
注射薬 4240402D2028 硫酸ビンデシン ３ｍｇ１瓶 注射用フィルデシン３ｍｇ 塩野義製薬 13,687
注射薬 4240403A2042 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ラステット注１００ｍｇ／５ｍＬ 日本化薬 6,192
注射薬 4240403A2050 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ベプシド注１００ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ
6,192

注射薬 4240403A2069 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サ
ンド」

サンド 後発品 4,499

注射薬 4240404A1032 塩酸イリノテカン ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 トポテシン注 第一三共 6,902
注射薬 4240404A1040 塩酸イリノテカン ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 カンプト点滴静注４０ｍｇ ヤクルト本社 6,704
注射薬 4240404A1059 塩酸イリノテカン ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍ

ｇ「ＮＫ」
マイラン製薬 後発品 4,884

注射薬 4240404A1067 塩酸イリノテカン ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 4,197

注射薬 4240404A1075 塩酸イリノテカン ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍ
ｇ「サンド」

サンド 後発品 4,197

注射薬 4240404A1083 塩酸イリノテカン ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍ
ｇ「タイホウ」

大鵬薬品工業 後発品 4,884

注射薬 4240404A1091 塩酸イリノテカン ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 トポテシン点滴静注４０ｍｇ 第一三共 6,902
注射薬 4240404A2039 塩酸イリノテカン １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 トポテシン注 第一三共 15,600
注射薬 4240404A2047 塩酸イリノテカン １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 カンプト点滴静注１００ｍｇ ヤクルト本社 14,895
注射薬 4240404A2055 塩酸イリノテカン １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００

ｍｇ「ＮＫ」
マイラン製薬 後発品 11,663

注射薬 4240404A2063 塩酸イリノテカン １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００
ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 9,530

注射薬 4240404A2071 塩酸イリノテカン １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００
ｍｇ「サンド」

サンド 後発品 9,530

注射薬 4240404A2080 塩酸イリノテカン １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００
ｍｇ「タイホウ」

大鵬薬品工業 後発品 10,979

注射薬 4240404A2098 塩酸イリノテカン １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 トポテシン点滴静注１００ｍｇ 第一三共 15,600
注射薬 4240405A1029 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ０．５ｍＬ１

瓶（溶解液付）
タキソテール注 サノフィ・アベン

ティス
19,660

注射薬 4240405A1037 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ０．５ｍＬ１
瓶（溶解液付）

タキソテール点滴静注用２０ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

19,660

注射薬 4240405A2025 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ２ｍＬ１瓶
（溶解液付）

タキソテール注 サノフィ・アベン
ティス

67,304

注射薬 4240405A2033 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ２ｍＬ１瓶
（溶解液付）

タキソテール点滴静注用８０ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

67,304

注射薬 4240406A1031 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 タキソール注射液３０ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

11,915

注射薬 4240406A1040 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ
「ＮＫ」

日本化薬 後発品 8,644

注射薬 4240406A1058 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パクリタキセル注射液３０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 7,889

注射薬 4240406A2038 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７ｍ
Ｌ１瓶

タキソール注射液１００ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

34,996
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注射薬 4240406A2046 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７ｍ
Ｌ１瓶

パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．
７ｍＬ「ＮＫ」

日本化薬 後発品 25,543

注射薬 4240406A2054 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７ｍ
Ｌ１瓶

パクリタキセル注射液１００ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 22,974

注射薬 4240406A3026 パクリタキセル １５０ｍｇ２５ｍＬ１
瓶

パクリタキセル注射液１５０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 35,258

注射薬 4240407A1028 酒石酸ビノレルビン １０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ナベルビン注１０ 協和発酵キリン 6,085
注射薬 4240407A1036 酒石酸ビノレルビン １０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ロゼウス静注液１０ｍｇ 日本化薬 後発品 4,415
注射薬 4240407A2024 酒石酸ビノレルビン ４０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ナベルビン注４０ 協和発酵キリン 21,806
注射薬 4240407A2032 酒石酸ビノレルビン ４０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ロゼウス静注液４０ｍｇ 日本化薬 後発品 15,867
注射薬 4240408D1037 塩酸ノギテカン １．１ｍｇ１瓶 ハイカムチン注射用１．１ｍｇ 日本化薬 9,849
注射薬 4291400A1033 Ｌ－アスパラギナーゼ ５，０００Ｋ単位１瓶 ロイナーゼ注用５０００ 協和発酵キリン 2,525
注射薬 4291400A2030 Ｌ－アスパラギナーゼ １０，０００Ｋ単位１

瓶
ロイナーゼ注用１００００ 協和発酵キリン 4,955

注射薬 4291401A1046 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 プラトシン注１０ ファイザー 後発品 2,610
注射薬 4291401A1054 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 シスプラチン注「マルコ」 日医工ファーマ 後発品 1,454
注射薬 4291401A1070 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 1,306
注射薬 4291401A1089 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 ブリプラチン注１０ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ
3,166

注射薬 4291401A1097 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 ランダ注１０ｍｇ／２０ｍＬ 日本化薬 3,166
注射薬 4291401A1100 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 シスプラチン点滴静注液１０ｍｇ「マ

イラン」
マイラン製薬 後発品 1,454

注射薬 4291401A1119 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 シスプラチン点滴静注１０ｍｇ「マル
コ」

日医工ファーマ 後発品 1,454

注射薬 4291401A2042 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 プラトシン注２５ ファイザー 後発品 6,028
注射薬 4291401A2050 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 シスプラチン注「マルコ」 日医工ファーマ 後発品 4,114
注射薬 4291401A2069 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 シスプラチン注２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 4,114
注射薬 4291401A2077 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 ブリプラチン注２５ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ
7,714

注射薬 4291401A2093 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 ランダ注２５ｍｇ／５０ｍＬ 日本化薬 7,887
注射薬 4291401A2107 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 シスプラチン点滴静注液２５ｍｇ「マ

イラン」
マイラン製薬 後発品 3,229

注射薬 4291401A2115 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 シスプラチン点滴静注２５ｍｇ「マル
コ」

日医工ファーマ 後発品 4,114

注射薬 4291401A3049 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍＬ１
瓶

プラトシン注５０ ファイザー 後発品 10,949
注射薬 4291401A3057 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍＬ１

瓶
シスプラチン注「マルコ」 日医工ファーマ 後発品 6,502

注射薬 4291401A3073 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍＬ１
瓶

シスプラチン注５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 5,492
注射薬 4291401A3081 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍＬ１

瓶
ブリプラチン注５０ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ
13,513

注射薬 4291401A3090 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍＬ１
瓶

ランダ注５０ｍｇ／１００ｍＬ 日本化薬 13,845
注射薬 4291401A3103 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍＬ１

瓶
シスプラチン点滴静注液５０ｍｇ「マ
イラン」

マイラン製薬 後発品 6,118

注射薬 4291401A3111 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍＬ１
瓶

シスプラチン点滴静注５０ｍｇ「マル
コ」

日医工ファーマ 後発品 6,502

注射薬 4291401D1026 シスプラチン １００ｍｇ１瓶 動注用アイエーコール１００ｍｇ 日本化薬 84,136
注射薬 4291401D2022 シスプラチン ５０ｍｇ１瓶 動注用アイエーコール５０ｍｇ 日本化薬 46,013
注射薬 4291402A1032 塩酸ミトキサントロン ２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ノバントロン注２０ｍｇ ワイス 42,549
注射薬 4291402A2020 塩酸ミトキサントロン １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ノバントロン注１０ｍｇ ワイス 23,056
注射薬 4291403A1053 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ

「サワイ」
沢井製薬 後発品 4,479

注射薬 4291403A1061 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 3,727

注射薬 4291403A1070 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液５０ｍｇ「マル
コ」

日医工ファーマ 後発品 3,894

注射薬 4291403A1088 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パラプラチン注射液５０ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

5,768

注射薬 4291403A1096 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ
「ＮＫ」

マイラン製薬 後発品 4,941

注射薬 4291403A2050 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１
瓶

カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 10,470

注射薬 4291403A2068 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１
瓶

カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 9,437

注射薬 4291403A2076 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１
瓶

カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「マ
ルコ」

日医工ファーマ 後発品 9,286

注射薬 4291403A2084 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１
瓶

パラプラチン注射液１５０ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

16,352

注射薬 4291403A2092 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１
瓶

カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ
「ＮＫ」

マイラン製薬 後発品 12,103

注射薬 4291403A3056 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１
瓶

カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 25,439

注射薬 4291403A3064 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１
瓶

カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 21,014

注射薬 4291403A3072 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１
瓶

カルボプラチン注射液４５０ｍｇ「マ
ルコ」

日医工ファーマ 後発品 23,141

注射薬 4291403A3080 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１
瓶

パラプラチン注射液４５０ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

42,322

注射薬 4291403A3099 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１
瓶

カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ
「ＮＫ」

マイラン製薬 後発品 29,394

注射薬 4291403F1026 カルボプラチン １５０ｍｇ１瓶 注射用パラプラチン１５０ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

17,097

注射薬 4291404D1038 ペントスタチン ７．５ｍｇ１瓶（溶解
液付）

コホリン静注用７．５ｍｇ 化学及血清療法研
究所

107,943

注射薬 4291405F1025 ネダプラチン １０ｍｇ１瓶 アクプラ静注用１０ｍｇ 塩野義製薬 6,217
注射薬 4291405F2021 ネダプラチン ５０ｍｇ１瓶 アクプラ静注用５０ｍｇ 塩野義製薬 28,848
注射薬 4291405F3028 ネダプラチン １００ｍｇ１瓶 アクプラ静注用１００ｍｇ 塩野義製薬 52,930
注射薬 4291406D1029 トラスツズマブ（遺伝子

組換え）
１５０ｍｇ１瓶（溶解
液、希釈液付）

ハーセプチン注射用１５０ 中外製薬 56,110

注射薬 4291406D2025 トラスツズマブ（遺伝子
組換え）

６０ｍｇ１瓶（溶解
液、希釈液付）

ハーセプチン注射用６０ 中外製薬 23,992
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注射薬 4291407A1027 リツキシマブ（遺伝子組
換え）

１００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

リツキサン注１０ｍｇ／ｍＬ 全薬工業 42,832

注射薬 4291407A2023 リツキシマブ（遺伝子組
換え）

５００ｍｇ５０ｍＬ１
瓶

リツキサン注１０ｍｇ／ｍＬ 全薬工業 209,585

注射薬 4291408A1021 クラドリビン ８ｍｇ８ｍＬ１瓶 ロイスタチン注８ｍｇ ヤンセンファーマ 84,102
注射薬 4291409A1026 三酸化ヒ素 １０ｍｇ１管 トリセノックス注１０ｍｇ 日本新薬 33,316
注射薬 4291410D1025 オキサリプラチン １００ｍｇ１瓶 エルプラット注射用１００ｍｇ ヤクルト本社 70,284
注射薬 4291410D2021 オキサリプラチン ５０ｍｇ１瓶 エルプラット注射用５０ｍｇ ヤクルト本社 38,142
注射薬 4291412D1024 ボルテゾミブ ３ｍｇ１瓶 ベルケイド注射用３ｍｇ ヤンセンファーマ 164,934
注射薬 4291413A1022 ベバシズマブ（遺伝子組

換え）
１００ｍｇ４ｍＬ１瓶 アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４

ｍＬ
中外製薬 49,959

注射薬 4291413A2029 ベバシズマブ（遺伝子組
換え）

４００ｍｇ１６ｍＬ１
瓶

アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１
６ｍＬ

中外製薬 190,253

注射薬 4291414G1020 イブリツモマブ　チウキ
セタン（遺伝子組換
え）・塩化イットリウム

１セット ゼヴァリン　イットリウム（９０Ｙ）
静注用セット

バイエル薬品 2,533,477

注射薬 4291415A1021 セツキシマブ（遺伝子組
換え）

１００ｍｇ２０ｍＬ１
瓶

アービタックス注射液１００ｍｇ メルクセローノ 35,894

注射薬 4291416D1022 ミリプラチン水和物 ７０ｍｇ１瓶 ミリプラ動注用７０ｍｇ 大日本住友製薬 46,623
注射薬 4299400D1038 溶連菌抽出物 ０．２ＫＥ１瓶（溶解

液付）
ピシバニール注射用０．２ＫＥ 中外製薬 804

注射薬 4299400D2034 溶連菌抽出物 ０．５ＫＥ１瓶（溶解
液付）

ピシバニール注射用０．５ＫＥ 中外製薬 1,778

注射薬 4299400D3030 溶連菌抽出物 １ＫＥ１瓶（溶解液
付）

ピシバニール注射用１ＫＥ 中外製薬 3,314
注射薬 4299400D4037 溶連菌抽出物 ５ＫＥ１瓶（溶解液

付）
ピシバニール注射用５ＫＥ 中外製薬 7,496

注射薬 4299401D1083 レンチナン １ｍｇ１瓶 レンチナン静注用１ｍｇ「味の素」 味の素 5,590
注射薬 4299401D1091 レンチナン １ｍｇ１瓶 レナカット静注用１ｍｇ 沢井製薬 後発品 1,848
注射薬 4299402A1030 シゾフィラン ２０ｍｇ２ｍＬ１管 ソニフィラン筋注２０ｍｇ 科研製薬 6,919
注射薬 4299403D1031 ポルフィマーナトリウム ７５ｍｇ１瓶 フォトフリン静注用７５ｍｇ ワイス 180,557
注射薬 4299404D1028 タラポルフィンナトリウ

ム
１００ｍｇ１瓶 注射用レザフィリン１００ｍｇ 明治製菓 387,208

注射薬 4300400X1029 過テクネチウム酸ナトリ
ウム（９９ｍＴｃ）

１０ＭＢｑ ウルトラテクネカウ 富士フイルムＲＩ
ファーマ

256

注射薬 4300400X1053 過テクネチウム酸ナトリ
ウム（９９ｍＴｃ）
（ジェネレータ）

１０ＭＢｑ メジテック 日本メジフィジッ
クス

266

注射薬 4300401A1020 ジメルカプトコハク酸テ
クネチウム（９９ｍＴ

１０ＭＢｑ キドニーシンチＴｃ－９９ｍ注 日本メジフィジッ
クス

649

注射薬 4300401D1027 ジメルカプトコハク酸テ
クネチウム（９９ｍＴ

１回分 テクネＤＭＳＡキット 富士フイルムＲＩ
ファーマ

3,032

注射薬 4300402A1025 テクネチウムスズコロイ
ド（９９ｍＴｃ）

１０ＭＢｑ スズコロイドＴｃ－９９ｍ注 日本メジフィジッ
クス

753

注射薬 4300403A1020 テクネチウムスズコロイ
ド（９９ｍＴｃ）

（混合調製後の注射液
として）１０ＭＢｑ

スズコロイドＴｃ－９９ｍ注セット 日本メジフィジッ
クス

722

注射薬 4300404A1024 テクネチウムスズコロイ
ド（９９ｍＴｃ）

１回分 スズコロイドＴｃ－９９ｍ注調製用
キット

日本メジフィジッ
クス

2,571

注射薬 4300405A1029 テクネチウム人血清アル
ブミン（９９ｍＴｃ）

１回分 テクネアルブミンキット 富士フイルムＲＩ
ファーマ

4,150

注射薬 4300406X1026 ジエチレントリアミン五
酢酸テクネチウム（９９
ｍＴｃ）

１回分 テクネＤＴＰＡキット 富士フイルムＲＩ
ファーマ

3,025

注射薬 4300408D1029 ピロリン酸テクネチウム
（９９ｍＴｃ）

１回分 テクネピロリン酸キット 富士フイルムＲＩ
ファーマ

3,025

注射薬 4300410A1020 メチレンジホスホン酸テ
クネチウム（９９ｍＴ

７４０ＭＢｑ１筒 テクネＭＤＰ注射液 富士フイルムＲＩ
ファーマ

28,399

注射薬 4300410A2026 メチレンジホスホン酸テ
クネチウム（９９ｍＴ

３７０ＭＢｑ１筒 テクネＭＤＰ注射液 富士フイルムＲＩ
ファーマ

21,536

注射薬 4300410A3022 メチレンジホスホン酸テ
クネチウム（９９ｍＴ

５５５ＭＢｑ１筒 テクネＭＤＰ注射液 富士フイルムＲＩ
ファーマ

21,666

注射薬 4300410A4029 メチレンジホスホン酸テ
クネチウム（９９ｍＴ

９２５ＭＢｑ１筒 テクネＭＤＰ注射液 富士フイルムＲＩ
ファーマ

35,741

注射薬 4300410D1026 メチレンジホスホン酸テ
クネチウム（９９ｍＴ

１回分 テクネＭＤＰキット 富士フイルムＲＩ
ファーマ

3,002

注射薬 4300411A1024 テクネチウム大凝集人血
清アルブミン（９９ｍＴ

１０ＭＢｑ ラングシンチＴｃ－９９ｍ注 日本メジフィジッ
クス

後発品 520

注射薬 4300411A2020 テクネチウム大凝集人血
清アルブミン（９９ｍＴ

１回分 テクネＭＡＡキット 富士フイルムＲＩ
ファーマ

4,119

注射薬 4300412A1010 過テクネチウム酸ナトリ
ウム（９９ｍＴｃ）

１０ＭＢｑ 局 過テクネチウム酸ナトリウム（９９ｍ
Ｔｃ）注射液

275

注射薬 4300412A1029 過テクネチウム酸ナトリ
ウム（９９ｍＴｃ）

１０ＭＢｑ 局 テクネシンチ注－１０Ｍ 日本メジフィジッ
クス

276

注射薬 4300413A1023 ヒドロキシメチレンジホ
スホン酸テクネチウム
（９９ｍＴｃ）

１０ＭＢｑ クリアボーン注 日本メジフィジッ
クス

406

注射薬 4300415A1022 Ｎ－ピリドキシル－５－
メチルトリプトファンテ
クネチウム（９９ｍＴ

１０ＭＢｑ ヘパティメージ注 日本メジフィジッ
クス

776

注射薬 4300415X1025 ヒドロキシメチレンジホ
スホン酸テクネチウム
（９９ｍＴｃ）

１回分 クリアボーンキット 日本メジフィジッ
クス

3,214

注射薬 4300416A1027 ジメルカプトコハク酸テ
クネチウム（９９ｍＴ

１回分 キドニーシンチキット 日本メジフィジッ
クス

3,040

注射薬 4300417A1021 フィチン酸テクネチウム
ナトリウム（９９ｍＴ

１回分 テクネフチン酸キット 富士フイルムＲＩ
ファーマ

2,474

注射薬 4300418D1030 エキサメタジムテクネチ
ウム（９９ｍＴｃ）

１回分 セレブロテックキット 日本メジフィジッ
クス

20,362

注射薬 4300419A1020 人血清アルブミンジエチ
レントリアミン五酢酸テ
クネチウム（９９ｍＴ

１０ＭＢｑ プールシンチ注 日本メジフィジッ
クス

554
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注射薬 4300420A1023 ジエチレントリアミン五
酢酸インジウム（１１１
Ｉｎ）

１０ＭＢｑ インジウムＤＴＰＡ（１１１Ｉｎ）注 日本メジフィジッ
クス

5,365

注射薬 4300422A1014 クロム酸ナトリウム（５
１Ｃｒ）

１ＭＢｑ 局 クロム酸ナトリウム（５１Ｃｒ）注射
液

1,118

注射薬 4300423A1027 クリプトン（８１ｍＫ
ｒ）

１患者当り クリプトン（８１ｍＫｒ）ジェネレー
タ

日本メジフィジッ
クス

40,817

注射薬 4300424A1013 ヨウ化人血清アルブミン
（１３１Ｉ）

１ＭＢｑ 局 ヨウ化人血清アルブミン（１３１Ｉ）
注射液

3,161

注射薬 4300425A1018 ヨウ化ヒプル酸ナトリウ
ム（１３１Ｉ）

１ＭＢｑ 局 ヨウ化ヒプル酸ナトリウム（１３１
Ｉ）注射液

2,397

注射薬 4300426A1020 ヨウ化メチルノルコレス
テノール（１３１Ｉ）

１ＭＢｑ アドステロール－Ｉ１３１注射液 富士フイルムＲＩ
ファーマ

1,011

注射薬 4300428A1011 クエン酸ガリウム（６７
Ｇａ）

１０ＭＢｑ 局 クエン酸ガリウム（６７Ｇａ）注射液 2,884

注射薬 4300430A1027 塩化インジウム（１１１
Ｉｎ）

１患者当たり 局 ※塩化インジウム（１１１Ｉｎ）注（日
本メジフィジックス）

日本メジフィジッ
クス

28,676

注射薬 4300431A1021 塩酸Ｎ－イソプロピル－
４－ヨードアンフェタミ
ン（１２３Ｉ）

１０ＭＢｑ パーヒューザミン注 日本メジフィジッ
クス

2,977

注射薬 4300431A1030 塩酸Ｎ－イソプロピル－
４－ヨードアンフェタミ
ン（１２３Ｉ）

１０ＭＢｑ イオフェタミン（１２３Ｉ）注射液
「第一」

富士フイルムＲＩ
ファーマ

後発品 2,510

注射薬 4300432A1018 塩化タリウム（２０１Ｔ
ｌ）

１０ＭＢｑ 局 塩化タリウム（２０１Ｔｌ）注射液 4,323

注射薬 4300435A1020 ガラクトシル人血清アル
ブミンジエチレントリア
ミン五酢酸テクネチウム
（９９ｍＴｃ）

１０ＭＢｑ アシアロシンチ注 日本メジフィジッ
クス

803

注射薬 4300436A1032 インジウム（１１１Ｉ
ｎ）オキシキノリン

１回分 インジウム（１１１Ｉｎ）オキシン液 日本メジフィジッ
クス

61,287

注射薬 4300437A1029 メタヨードベンジルグア
ニジン（１２３Ｉ）

１０ＭＢｑ ミオＭＩＢＧ－Ｉ１２３注射液 富士フイルムＲＩ
ファーマ

3,861

注射薬 4300438A1023 ヨードフェニルメチルペ
ンタデカン酸（１２３

１０ＭＢｑ カルディオダイン注 日本メジフィジッ
クス

3,036

注射薬 4300439D1024 テトラキスメトキシイソ
ブチルイソニトリル銅
（Ｉ）四フッ化ホウ酸

１回分 カーディオライト　第一 富士フイルムＲＩ
ファーマ

28,952

注射薬 4300440D1027 ヘキサキスメトキシイソ
ブチルイソニトリルテク
ネチウム（９９ｍＴｃ）

６００ＭＢｑ１筒 カーディオライト注射液　第一 富士フイルムＲＩ
ファーマ

47,469

注射薬 4300440D2023 ヘキサキスメトキシイソ
ブチルイソニトリルテク
ネチウム（９９ｍＴｃ）

３７０ＭＢｑ１筒 カーディオライト注射液　第一 富士フイルムＲＩ
ファーマ

24,763

注射薬 4300440D3020 ヘキサキスメトキシイソ
ブチルイソニトリルテク
ネチウム（９９ｍＴｃ）

７４０ＭＢｑ１筒 カーディオライト注射液　第一 富士フイルムＲＩ
ファーマ

48,882

注射薬 4300441A1025 メタヨードベンジルグア
ニジン（１３１Ｉ）

１ＭＢｑ フェオＭＩＢＧ－Ｉ１３１注射液 富士フイルムＲＩ
ファーマ

1,059

注射薬 4300442G1022 エチレンジシスティネー
トオキソテクネチウム
（９９ｍＴｃ）

１回分 ニューロライト第一 富士フイルムＲＩ
ファーマ

18,389

注射薬 4300443A1024 エチレンジシスティネー
トオキソテクネチウム
（９９ｍＴｃ）

６００ＭＢｑ１筒 ニューロライト注射液第一 富士フイルムＲＩ
ファーマ

42,321

注射薬 4300444G1021 ベンゾイルメルカプトア
セチルグリシルグリシル
グリシン

１回分 テクネＭＡＧ３キット 富士フイルムＲＩ
ファーマ

24,750

注射薬 4300445A1023 メルカプトアセチルグリ
シルグリシルグリシンテ
クネチウム（９９ｍＴ

２００ＭＢｑ１筒 テクネＭＡＧ３注射液 富士フイルムＲＩ
ファーマ

22,909

注射薬 4300445A2020 メルカプトアセチルグリ
シルグリシルグリシンテ
クネチウム（９９ｍＴ

３００ＭＢｑ１筒 テクネＭＡＧ３注射液 富士フイルムＲＩ
ファーマ

33,689

注射薬 4300445A3026 メルカプトアセチルグリ
シルグリシルグリシンテ
クネチウム（９９ｍＴ

４００ＭＢｑ１筒 テクネＭＡＧ３注射液 富士フイルムＲＩ
ファーマ

44,434

注射薬 4300445A4022 メルカプトアセチルグリ
シルグリシルグリシンテ
クネチウム（９９ｍＴ

２２２ＭＢｑ１筒 ＭＡＧシンチ注 日本メジフィジッ
クス

22,890

注射薬 4300445A5029 メルカプトアセチルグリ
シルグリシルグリシンテ
クネチウム（９９ｍＴ

３３３ＭＢｑ１筒 ＭＡＧシンチ注 日本メジフィジッ
クス

33,575

注射薬 4300445A6025 メルカプトアセチルグリ
シルグリシルグリシンテ
クネチウム（９９ｍＴ

５５５ＭＢｑ１筒 ＭＡＧシンチ注 日本メジフィジッ
クス

55,112

注射薬 4300446D1024 テトロホスミンテクネチ
ウム（９９ｍＴｃ）

１回分 マイオビュー「注射用」 日本メジフィジッ
クス

28,735

注射薬 4300446G1020 テトロホスミンテクネチ
ウム（９９ｍＴｃ）

２９６ＭＢｑ１筒 マイオビュー注シリンジ 日本メジフィジッ
クス

23,571

注射薬 4300446G2027 テトロホスミンテクネチ
ウム（９９ｍＴｃ）

５９２ＭＢｑ１筒 マイオビュー注シリンジ 日本メジフィジッ
クス

42,857

注射薬 4300446G3023 テトロホスミンテクネチ
ウム（９９ｍＴｃ）

７４０ＭＢｑ１筒 マイオビュー注シリンジ 日本メジフィジッ
クス

47,679

注射薬 4300447A1022 イオマゼニル（１２３
Ｉ）

１０ＭＢｑ ベンゾダイン注 日本メジフィジッ
クス

3,363

注射薬 4300449A1021 塩化ストロンチウム（８
９Ｓｒ）

１０ＭＢｑ メタストロン注 ジーイー　ヘルス
ケア　リミテッド

22,679

注射薬 4300450G1027 イブリツモマブ　チウキ
セタン（遺伝子組換
え）・塩化インジウム
（１１１Ｉｎ）

１セット ゼヴァリン　インジウム（１１１Ｉ
ｎ）静注用セット

バイエル薬品 1,787,490
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