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注射薬 4411400A1025 塩酸ジフェンヒドラミン １％１ｍＬ１管 １０ｍｇレスミン注射液 日新製薬（山形） 56
注射薬 4411400A2021 塩酸ジフェンヒドラミン １．５％２ｍＬ１管 ３０ｍｇレスミン注射液 日新製薬（山形） 56
注射薬 4411400A3036 塩酸ジフェンヒドラミン ３％１ｍＬ１管 ベナスミン注３０ｍｇ 東和薬品 後発品 56
注射薬 4413400A1046 塩酸プロメタジン ２．５％１ｍＬ１管 ヒベルナ注２５ｍｇ 田辺三菱製薬 61
注射薬 4415400A1040 塩酸ジフェニルピラリン ０．２％１ｍＬ１管 ハイスタミン注２ｍｇ エーザイ 63
注射薬 4419400A1023 マレイン酸クロルフェニ

ラミン
０．５％１ｍＬ１管 ポララミン注５ｍｇ シェリング・プラ

ウ
60

注射薬 4419401A1010 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

０．２％１ｍＬ１管 局 マレイン酸クロルフェニラミン注射液 82

注射薬 4419401A2016 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

０．５％１ｍＬ１管 局 マレイン酸クロルフェニラミン注射液 82

注射薬 4419401A2083 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

０．５％１ｍＬ１管 局 ビスミラー注５ｍｇ 扶桑薬品工業 86

注射薬 4419401A3012 マレイン酸クロルフェニ
ラミン

１％１ｍＬ１管 局 マレイン酸クロルフェニラミン注射液 92

注射薬 4419500A1030 塩酸ジフェンヒドラミ
ン・臭化カルシウム

５ｍＬ１管 レスカルミン注 日新製薬（山形） 後発品 57

注射薬 4420402A1031 金チオリンゴ酸ナトリウ
ム

１０ｍｇ１ｍＬ１管 シオゾール注１０ｍｇ 塩野義製薬 370
注射薬 4420402A2038 金チオリンゴ酸ナトリウ

ム
２５ｍｇ１ｍＬ１管 シオゾール注２５ｍｇ 塩野義製薬 385

注射薬 4490400A1037 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」アカマツ花粉１：１００

鳥居薬品 3,100

注射薬 4490400A1045 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」アカマツ花粉１：１，０００

鳥居薬品 3,100

注射薬 4490400A1053 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」アカマツ花粉１：１０，０００

鳥居薬品 3,100

注射薬 4490400A1061 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」アスペルギルス１：１，０００

鳥居薬品 3,100

注射薬 4490400A1070 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」アルテルナリア１：１，０００

鳥居薬品 3,100

注射薬 4490400A1088 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」カンジダ１：１，０００

鳥居薬品 3,100

注射薬 4490400A1096 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」カンジダ１：１０，０００

鳥居薬品 3,100

注射薬 4490400A1100 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」カンジダ１：１００，０００

鳥居薬品 3,100

注射薬 4490400A1118 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」カンジダ１：１，０００，０００

鳥居薬品 3,100

注射薬 4490400A1126 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」キヌ１：１０

鳥居薬品 3,100

注射薬 4490400A1134 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」クラドスポリウム１：１，０００

鳥居薬品 3,100

注射薬 4490400A1142 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」ソバ粉１：１０

鳥居薬品 3,100

注射薬 4490400A1150 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」ソバ粉１：１００

鳥居薬品 3,100

注射薬 4490400A1169 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」ブタクサ花粉１：１００

鳥居薬品 3,100

注射薬 4490400A1177 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」ブタクサ花粉１：１，０００

鳥居薬品 3,100

注射薬 4490400A1185 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」ブタクサ花粉１：１０，０００

鳥居薬品 3,100

注射薬 4490400A1193 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」ペニシリウム１：１，０００

鳥居薬品 3,100

注射薬 4490400A1207 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」ホウレン草花粉１：１００

鳥居薬品 3,100

注射薬 4490400A1215 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」綿１：１０

鳥居薬品 3,100

注射薬 4490400A1223 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」綿１：１００

鳥居薬品 3,100

注射薬 4490400A1231 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」綿１：１，０００

鳥居薬品 3,100

注射薬 4490401A1023 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 アレルゲンハウスダストエキス「トリ
ヰ」

鳥居薬品 2,626

注射薬 4490401A1031 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス治療用ア
レルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウ
スダスト１：１，０００

鳥居薬品 2,626

注射薬 4490401A1040 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」ハウスダスト１：１０

鳥居薬品 2,626

注射薬 4490401A1058 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」ハウスダスト１：１００

鳥居薬品 2,626

注射薬 4490403A1022 標準化スギ花粉エキス ２ｍＬ１瓶 標準化アレルゲン治療エキス「トリ
イ」スギ花粉

鳥居薬品 3,100

注射薬 4490403A1030 標準化スギ花粉エキス ２ｍＬ１瓶 治療用標準化アレルゲンエキス皮下注
「トリイ」スギ花粉２００ＪＡＵ／ｍ

鳥居薬品 3,100

注射薬 4490403A1049 標準化スギ花粉エキス ２ｍＬ１瓶 治療用標準化アレルゲンエキス皮下注
「トリイ」スギ花粉２，０００ＪＡＵ
／ｍＬ

鳥居薬品 3,100

注射薬 6111400D2039 ベンジルペニシリンカリ
ウム

２０万単位１瓶 局 注射用ペニシリンＧカリウム２０万単
位

明治製菓 166

注射薬 6111400D3051 ベンジルペニシリンカリ
ウム

１００万単位１瓶 局 注射用ペニシリンＧカリウム１００万
単位

明治製菓 223

注射薬 6112400A1050 塩酸リンコマイシン ３００ｍｇ１ｍＬ１管 ペランコシン注３００ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 73
注射薬 6112400A1068 塩酸リンコマイシン ３００ｍｇ１ｍＬ１管 局 リンコメイス注３００ｍｇ ニプロファーマ 後発品 105
注射薬 6112400A1076 塩酸リンコマイシン ３００ｍｇ１ｍＬ１管 局 リズピオン注３００ｍｇ 東和薬品 後発品 72
注射薬 6112400A2030 塩酸リンコマイシン ３００ｍｇ１ｍＬ１瓶 リンコシン注射液３００ｍｇ ファイザー 256
注射薬 6112400A3052 塩酸リンコマイシン ６００ｍｇ２ｍＬ１管 リンタマイシン注 富士製薬工業 後発品 92
注射薬 6112400A3060 塩酸リンコマイシン ６００ｍｇ２ｍＬ１管 ルニアマイシン注６００ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 78
注射薬 6112400A3079 塩酸リンコマイシン ６００ｍｇ２ｍＬ１管 ペランコシン注６００ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 87
注射薬 6112400A3087 塩酸リンコマイシン ６００ｍｇ２ｍＬ１管 局 リンコメイス注６００ｍｇ ニプロファーマ 後発品 99
注射薬 6112400A3095 塩酸リンコマイシン ６００ｍｇ２ｍＬ１管 局 リズピオン注６００ｍｇ 東和薬品 後発品 92
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注射薬 6112400A4075 塩酸リンコマイシン ６００ｍｇ２ｍＬ１瓶 リンコシン注射液６００ｍｇ ファイザー 347
注射薬 6112400A5055 塩酸リンコマイシン １ｇ３．３４ｍＬ１瓶 ルニアマイシン注１ｇ 日医工ファーマ 後発品 160
注射薬 6112400A5063 塩酸リンコマイシン １ｇ３．３４ｍＬ１瓶 ペランコシン注１ｇ 大洋薬品工業 後発品 94
注射薬 6112400A6019 塩酸リンコマイシン １．５ｇ５ｍＬ１瓶 塩酸リンコマイシン１．５ｇ５ｍＬ注

射液
後発品 97

注射薬 6112400A6060 塩酸リンコマイシン １．５ｇ５ｍＬ１瓶 ルニアマイシン注１．５ｇ 日医工ファーマ 後発品 199
注射薬 6112400A6086 塩酸リンコマイシン １．５ｇ５ｍＬ１瓶 リンコシン注射液１．５ｇ ファイザー 500
注射薬 6112400A7031 塩酸リンコマイシン １ｇ３．３３ｍＬ１瓶 リンコシン注射液１ｇ ファイザー 379
注射薬 6112400G1028 塩酸リンコマイシン ６００ｍｇ２ｍＬ１筒 ペランコシン注シリンジ６００ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 188
注射薬 6112401A1070 リン酸クリンダマイシン ３００ｍｇ１管 局 ミドシン注射液３００ｍｇ 沢井製薬 後発品 202
注射薬 6112401A1097 リン酸クリンダマイシン ３００ｍｇ１管 局 クリダマシン注３００ｍｇ ニプロファーマ 後発品 202
注射薬 6112401A1100 リン酸クリンダマイシン ３００ｍｇ１管 局 ダラシンＳ注射液３００ｍｇ ファイザー 421
注射薬 6112401A1119 リン酸クリンダマイシン ３００ｍｇ１管 局 リンタシン注射液３００ｍｇ 富士製薬工業 後発品 182
注射薬 6112401A1127 リン酸クリンダマイシン ３００ｍｇ１管 局 クリンダマイシン注射液３００ｍｇ

「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 202

注射薬 6112401A2085 リン酸クリンダマイシン ６００ｍｇ１管 局 ミドシン注射液６００ｍｇ 沢井製薬 後発品 294
注射薬 6112401A2107 リン酸クリンダマイシン ６００ｍｇ１管 局 ハンダラミン注６００ｍｇ 東和薬品 後発品 294
注射薬 6112401A2115 リン酸クリンダマイシン ６００ｍｇ１管 局 クリダマシン注６００ｍｇ ニプロファーマ 後発品 294
注射薬 6112401A2123 リン酸クリンダマイシン ６００ｍｇ１管 局 ダラシンＳ注射液６００ｍｇ ファイザー 640
注射薬 6112401A2131 リン酸クリンダマイシン ６００ｍｇ１管 局 リンタシン注射液６００ｍｇ 富士製薬工業 後発品 294
注射薬 6112401A2140 リン酸クリンダマイシン ６００ｍｇ１管 局 クリンダマイシン注射液６００ｍｇ

「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 286

注射薬 6112401G1022 クリンダマイシンリン酸
エステル

３００ｍｇ２ｍＬ１筒 クリンダマイシン注３００ｍｇシリン
ジ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 267

注射薬 6112401G2029 クリンダマイシンリン酸
エステル

６００ｍｇ４ｍＬ１筒 クリンダマイシン注６００ｍｇシリン
ジ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 371

注射薬 6113400A1030 塩酸バンコマイシン ０．５ｇ１瓶 局 点滴静注用バンコマイシン０．５「Ｍ
ＥＥＫ」

小林化工 後発品 1,634

注射薬 6113400A1049 塩酸バンコマイシン ０．５ｇ１瓶 局 点滴静注用ソルレイン０．５ｇ 東和薬品 後発品 1,884
注射薬 6113400A1057 塩酸バンコマイシン ０．５ｇ１瓶 局 バンマイシン点滴静注用０．５ｇ 日医工 後発品 1,704
注射薬 6113400A1081 塩酸バンコマイシン ０．５ｇ１瓶 局 塩酸バンコマイシン点滴静注用０．５

ｇ「ＴＸ」
トライックス 後発品 1,569

注射薬 6113400A1090 塩酸バンコマイシン ０．５ｇ１瓶 局 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．
５ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 1,569

注射薬 6113400A1103 塩酸バンコマイシン ０．５ｇ１瓶 局 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．
５ｇ「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャ
パン

後発品 1,569

注射薬 6113400A1111 塩酸バンコマイシン ０．５ｇ１瓶 局 塩酸バンコマイシン点滴静注用０．５
ｇ「マイラン」

マイラン製薬 後発品 1,667

注射薬 6113400A1120 塩酸バンコマイシン ０．５ｇ１瓶 局 ※塩酸バンコマイシン点滴静注用０．５
ｇ（シオノギ）

塩野義製薬 3,132

注射薬 6113400A1138 塩酸バンコマイシン ０．５ｇ１瓶 局 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．
５ｇ「サンド」

サンド 後発品 1,389

注射薬 6113400A1146 塩酸バンコマイシン ０．５ｇ１瓶 局 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．
５ｇ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 1,569

注射薬 6113400A1154 塩酸バンコマイシン ０．５ｇ１瓶 局 バンコマイシン点滴静注用０．５ｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 1,884

注射薬 6113400A2029 塩酸バンコマイシン １ｇ１瓶 局 塩酸バンコマイシン点滴静注用１ｇ
「マイラン」

マイラン製薬 後発品 2,174

注射薬 6113400G1033 塩酸バンコマイシン ０．５ｇ１キット（生
理食塩液１００ｍＬ

局 塩酸バンコマイシン点滴静注用キット
０．５ｇ

塩野義製薬 3,621

注射薬 6119400A1069 硫酸アルベカシン ７５ｍｇ１．５ｍＬ１
管

局 ハベカシン注射液７５ｍｇ 明治製菓 4,534
注射薬 6119400A1077 硫酸アルベカシン ７５ｍｇ１．５ｍＬ１

管
局 ブルバトシン注射液７５ｍｇ シオノケミカル 後発品 2,737

注射薬 6119400A1085 硫酸アルベカシン ７５ｍｇ１．５ｍＬ１
管

局 アルベカシン硫酸塩注射液７５ｍｇ
「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 2,737

注射薬 6119400A1093 硫酸アルベカシン ７５ｍｇ１．５ｍＬ１
管

局 アルベカシン硫酸塩注射液７５ｍｇ
「ＨＫ」

大興製薬 後発品 2,491

注射薬 6119400A2065 硫酸アルベカシン １００ｍｇ２ｍＬ１管 局 ブルバトシン注射液１００ｍｇ シオノケミカル 後発品 3,141
注射薬 6119400A2073 硫酸アルベカシン １００ｍｇ２ｍＬ１管 局 ハベカシン注射液１００ｍｇ 明治製菓 4,915
注射薬 6119400A2081 硫酸アルベカシン １００ｍｇ２ｍＬ１管 局 アルベカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ

「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 2,901

注射薬 6119400A2090 硫酸アルベカシン １００ｍｇ２ｍＬ１管 局 アルベカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ
「ＨＫ」

大興製薬 後発品 2,491

注射薬 6119400A3037 硫酸アルベカシン ２５ｍｇ０．５ｍＬ１
管

局 ハベカシン注射液２５ｍｇ 明治製菓 2,395
注射薬 6119400A3045 硫酸アルベカシン ２５ｍｇ０．５ｍＬ１

管
局 アルベカシン硫酸塩注射液２５ｍｇ

「ＨＫ」
大興製薬 後発品 1,354

注射薬 6119400A3053 硫酸アルベカシン ２５ｍｇ０．５ｍＬ１
管

局 アルベカシン硫酸塩注射液２５ｍｇ
「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 1,354

注射薬 6119400A3061 硫酸アルベカシン ２５ｍｇ０．５ｍＬ１
管

局 ブルバトシン注射液２５ｍｇ シオノケミカル 後発品 1,471
注射薬 6119400A4025 硫酸アルベカシン ２００ｍｇ４ｍＬ１管 局 ハベカシン注射液２００ｍｇ 明治製菓 6,156
注射薬 6119400A4033 硫酸アルベカシン ２００ｍｇ４ｍＬ１管 局 アルベカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ

「ＨＫ」
大興製薬 後発品 3,822

注射薬 6119400A4041 硫酸アルベカシン ２００ｍｇ４ｍＬ１管 局 アルベカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ
「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 3,822

注射薬 6119400A4050 硫酸アルベカシン ２００ｍｇ４ｍＬ１管 局 ブルバトシン注射液２００ｍｇ シオノケミカル 後発品 4,154
注射薬 6119401D1035 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 注射用タゴシッド２００ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
6,312

注射薬 6119401D1043 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 4,331

注射薬 6119401D1051 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 4,513

注射薬 6119401D1060 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 4,385

注射薬 6119401D1078 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ
「ＨＫ」

大興製薬 後発品 4,219

注射薬 6119401D1086 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ
「ケミファ」

シオノケミカル 後発品 4,513

注射薬 6119401D1094 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ
「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 4,120
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注射薬 6119401D1108 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 4,219

注射薬 6119401D1116 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ
「ＴＹＫ」

大正薬品工業 後発品 4,385

注射薬 6119401D1124 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 4,331

注射薬 6119401D1132 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ
「マイラン」

マイラン製薬 後発品 4,331

注射薬 6119401D2023 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 5,292

注射薬 6119500D1020 キヌプリスチン・ダルホ
プリスチン

５００ｍｇ１瓶 注射用シナシッド サノフィ・アベン
ティス

15,234

注射薬 6122400D1028 アズトレオナム ５００ｍｇ１瓶 局 アザクタム注射用０．５ｇ エーザイ 969
注射薬 6122400D2024 アズトレオナム １ｇ１瓶 局 アザクタム注射用１ｇ エーザイ 1,476
注射薬 6122401F2020 カルモナムナトリウム １ｇ１瓶 アマスリン静注用１ｇ 武田薬品工業 1,583
注射薬 6123401A1031 トブラマイシン １０ｍｇ１管 局 トブラシン注小児用１０ｍｇ 東和薬品 104
注射薬 6123401A2038 トブラマイシン ６０ｍｇ１管 局 トブラシン注６０ｍｇ 東和薬品 439
注射薬 6123401A3026 トブラマイシン ９０ｍｇ１管 局 トブラシン注９０ｍｇ 東和薬品 617
注射薬 6123402A1044 硫酸アミカシン １００ｍｇ１管 局 ビクリン注射液 ブリストル・マイ

ヤーズ
284

注射薬 6123402A1117 硫酸アミカシン １００ｍｇ１管 局 硫酸アミカシン注射液「萬有」１００
ｍｇ

日医工 383

注射薬 6123402A1125 硫酸アミカシン １００ｍｇ１管 局 アミカマイシン注射液１００ｍｇ 明治製菓 後発品 284
注射薬 6123402A1133 硫酸アミカシン １００ｍｇ１管 局 アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ

「サワイ」
沢井製薬 後発品 111

注射薬 6123402A1141 硫酸アミカシン １００ｍｇ１管 局 ベルマトン注１００ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 111
注射薬 6123402A1150 硫酸アミカシン １００ｍｇ１管 局 プルテツシン注射液１００ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 92
注射薬 6123402A1168 硫酸アミカシン １００ｍｇ１管 局 カシミー注１００ｍｇ ニプロファーマ 後発品 116
注射薬 6123402A1176 硫酸アミカシン １００ｍｇ１管 局 ロミカシン注射液１００ｍｇ 富士製薬工業 後発品 111
注射薬 6123402A3012 硫酸アミカシン ２００ｍｇ１管 局 硫酸アミカシン注射液 後発品 120
注射薬 6123402A3047 硫酸アミカシン ２００ｍｇ１管 局 ビクリン注射液 ブリストル・マイ

ヤーズ
358

注射薬 6123402A3110 硫酸アミカシン ２００ｍｇ１管 局 硫酸アミカシン注射液「萬有」２００
ｍｇ

日医工 673

注射薬 6123402A3128 硫酸アミカシン ２００ｍｇ１管 局 アミカマイシン注射液２００ｍｇ 明治製菓 後発品 358
注射薬 6123402A3136 硫酸アミカシン ２００ｍｇ１管 局 アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ

「サワイ」
沢井製薬 後発品 152

注射薬 6123402A3144 硫酸アミカシン ２００ｍｇ１管 局 プルテツシン注射液２００ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 138
注射薬 6123402A3160 硫酸アミカシン ２００ｍｇ１管 局 カシミー注２００ｍｇ ニプロファーマ 後発品 272
注射薬 6123402D1059 硫酸アミカシン １００ｍｇ１瓶 注射用硫酸アミカシン「萬有」１００

ｍｇ
日医工 380

注射薬 6123402D2055 硫酸アミカシン ２００ｍｇ１瓶 注射用硫酸アミカシン「萬有」２００
ｍｇ

日医工 667

注射薬 6123404A1051 硫酸イセパマイシン ２００ｍｇ２ｍＬ１管 シオセシン注射液２００ シオノケミカル 後発品 527
注射薬 6123404A1060 硫酸イセパマイシン ２００ｍｇ２ｍＬ１管 エルパシン注射液２００ 大洋薬品工業 後発品 497
注射薬 6123404A1078 硫酸イセパマイシン ２００ｍｇ２ｍＬ１管 局 エクサシン注射液２００ 旭化成ファーマ 593
注射薬 6123404A1086 硫酸イセパマイシン ２００ｍｇ２ｍＬ１管 イセパシン注射液２００ シェリング・プラ

ウ
593

注射薬 6123404A1094 硫酸イセパマイシン ２００ｍｇ２ｍＬ１管 イセシン注射液２００ｍｇ 沢井製薬 後発品 466
注射薬 6123404A1108 硫酸イセパマイシン ２００ｍｇ２ｍＬ１管 イセパマイシン硫酸塩注射液２００ｍ

ｇ「日医工」
日医工ファーマ 後発品 453

注射薬 6123404A2023 硫酸イセパマイシン ４００ｍｇ２ｍＬ１管 イセパシン注射液４００ シェリング・プラ
ウ

1,155

注射薬 6123404A2031 硫酸イセパマイシン ４００ｍｇ２ｍＬ１管 局 エクサシン注射液４００ 旭化成ファーマ 1,155
注射薬 6123404A2040 硫酸イセパマイシン ４００ｍｇ２ｍＬ１管 シオセシン注射液４００ シオノケミカル 後発品 865
注射薬 6123404A2058 硫酸イセパマイシン ４００ｍｇ２ｍＬ１管 エルパシン注射液４００ 大洋薬品工業 後発品 952
注射薬 6123404A2074 硫酸イセパマイシン ４００ｍｇ２ｍＬ１管 イセシン注射液４００ｍｇ 沢井製薬 後発品 928
注射薬 6123404A2082 硫酸イセパマイシン ４００ｍｇ２ｍＬ１管 イセパマイシン硫酸塩注射液４００ｍ

ｇ「日医工」
日医工ファーマ 後発品 865

注射薬 6124400D1030 塩酸スペクチノマイシン ２ｇ１瓶 トロビシン筋注用２ｇ ファイザー 2,425
注射薬 6131400D1043 アンピシリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 局 注射用ビクシリン 明治製菓 162
注射薬 6131400D1078 アンピシリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 局 ビクシリン注射用０．２５ｇ 明治製菓 162
注射薬 6131400D2040 アンピシリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 注射用ビクシリン 明治製菓 234
注射薬 6131400D2074 アンピシリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 ビクシリン注射用０．５ｇ 明治製菓 234
注射薬 6131400D3062 アンピシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 注射用ビクシリン 明治製菓 379
注射薬 6131400D3100 アンピシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ビクシリン注射用１ｇ 明治製菓 379
注射薬 6131400D4050 アンピシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 注射用ビクシリン 明治製菓 685
注射薬 6131400D4077 アンピシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ビクシリン注射用２ｇ 明治製菓 685
注射薬 6131403D1047 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ペントシリン注射用１ｇ 富山化学工業 441
注射薬 6131403D1136 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 注射用ピペラシリンＮａ１ｇ「日医

工」
日医工 後発品 158

注射薬 6131403D1152 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ペンマリン注射用１ｇ 沢井製薬 後発品 229
注射薬 6131403D1160 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 タイペラシリン注射用１ｇ 大洋薬品工業 後発品 209
注射薬 6131403D1179 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 プランジン注用１ｇ 東和薬品 後発品 188
注射薬 6131403D1187 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ピシリアント注射用１ｇ シオノケミカル 後発品 188
注射薬 6131403D1195 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ピペユンシン注射用１ｇ ケミックス 後発品 219
注射薬 6131403D1209 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ

「マルコ」
日医工ファーマ 後発品 158

注射薬 6131403D2043 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ペントシリン注射用２ｇ 富山化学工業 750
注射薬 6131403D2159 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ペンマリン注射用２ｇ 沢井製薬 後発品 404
注射薬 6131403D2167 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 タイペラシリン注射用２ｇ 大洋薬品工業 後発品 318
注射薬 6131403D2175 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 プランジン注用２ｇ 東和薬品 後発品 331
注射薬 6131403D2183 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ピシリアント注射用２ｇ シオノケミカル 後発品 318
注射薬 6131403D2191 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ピペユンシン注射用２ｇ ケミックス 後発品 331
注射薬 6131403D2205 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ

「マルコ」
日医工ファーマ 後発品 260

注射薬 6131403E1034 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶（溶解液付） 局 ペントシリン筋注用１ｇ 富山化学工業 473
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注射薬 6131403P1027 ピペラシリンナトリウム １ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

局 ペントシリン静注用１ｇバッグ 富山化学工業 870

注射薬 6131403P2023 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

局 ペントシリン静注用２ｇバッグ 富山化学工業 1,185

注射薬 6131405D1038 アスポキシシリン １ｇ１瓶 ドイル静注用１ｇ 沢井製薬 528
注射薬 6131405D2034 アスポキシシリン ２ｇ１瓶 ドイル静注用２ｇ 沢井製薬 920
注射薬 6132400E1038 塩酸セフォチアム ２５０ｍｇ１瓶（溶解

液付）
局 パンスポリン筋注用０．２５ｇ 武田薬品工業 450

注射薬 6132400F1025 塩酸セフォチアム ２５０ｍｇ１瓶 局 ハロスポア静注用０．２５ｇ 富山化学工業 352
注射薬 6132400F1033 塩酸セフォチアム ２５０ｍｇ１瓶 局 パンスポリン静注用０．２５ｇ 武田薬品工業 410
注射薬 6132400F1076 塩酸セフォチアム ２５０ｍｇ１瓶 局 セファピコール静注用０．２５ｇ 大洋薬品工業 後発品 238
注射薬 6132400F1084 塩酸セフォチアム ２５０ｍｇ１瓶 局 ケミスポリン静注用０．２５ｇ ケミックス 後発品 238
注射薬 6132400F1092 塩酸セフォチアム ２５０ｍｇ１瓶 局 セフォチアロン静注用０．２５ｇ シオノケミカル 後発品 219
注射薬 6132400F2021 塩酸セフォチアム ５００ｍｇ１瓶 局 ハロスポア静注用０．５ｇ 富山化学工業 556
注射薬 6132400F2030 塩酸セフォチアム ５００ｍｇ１瓶 局 パンスポリン静注用０．５ｇ 武田薬品工業 609
注射薬 6132400F2110 塩酸セフォチアム ５００ｍｇ１瓶 局 セファピコール静注用０．５ｇ 大洋薬品工業 後発品 349
注射薬 6132400F2129 塩酸セフォチアム ５００ｍｇ１瓶 局 パセトクール静注用０．５ｇ ニプロファーマ 後発品 305
注射薬 6132400F2137 塩酸セフォチアム ５００ｍｇ１瓶 局 ケミスポリン静注用０．５ｇ ケミックス 後発品 349
注射薬 6132400F2145 塩酸セフォチアム ５００ｍｇ１瓶 局 セフォチアロン静注用０．５ｇ シオノケミカル 後発品 312
注射薬 6132400F3028 塩酸セフォチアム １ｇ１瓶 局 ハロスポア静注用１ｇ 富山化学工業 808
注射薬 6132400F3036 塩酸セフォチアム １ｇ１瓶 局 パンスポリン静注用１ｇ 武田薬品工業 883
注射薬 6132400F3125 塩酸セフォチアム １ｇ１瓶 局 セピドナリン静注用１ｇ 日医工ファーマ 後発品 370
注射薬 6132400F3141 塩酸セフォチアム １ｇ１瓶 局 セファピコール静注用１ｇ 大洋薬品工業 後発品 503
注射薬 6132400F3150 塩酸セフォチアム １ｇ１瓶 局 パセトクール静注用１ｇ ニプロファーマ 後発品 392
注射薬 6132400F3168 塩酸セフォチアム １ｇ１瓶 局 ケミスポリン静注用１ｇ ケミックス 後発品 433
注射薬 6132400F3176 塩酸セフォチアム １ｇ１瓶 局 セフォチアロン静注用１ｇ シオノケミカル 後発品 482
注射薬 6132400G1071 塩酸セフォチアム １ｇ１キット（生理食

塩液１００ｍＬ付）
セファピコールキット点滴静注用１ｇ 大洋薬品工業 後発品 890

注射薬 6132400G3023 塩酸セフォチアム １ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

局 パンスポリン静注用１ｇバッグＳ 武田薬品工業 1,333

注射薬 6132400G3031 塩酸セフォチアム １ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

パセトクール静注用１ｇバッグＳ ニプロファーマ 後発品 763

注射薬 6132400G3040 塩酸セフォチアム １ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

局 セフォチアム静注用１ｇバッグ「日医
工」

日医工 後発品 781

注射薬 6132400G4020 塩酸セフォチアム １ｇ１キット（５％ブ
ドウ糖注射液１００ｍ
Ｌ付）

局 パンスポリン静注用１ｇバッグＧ 武田薬品工業 1,412

注射薬 6132401D1045 セファゾリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 セファメジンα注射用０．２５ｇ アステラス製薬 245
注射薬 6132401D2076 セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 ラセナゾリン注射用０．５ｇ 日医工ファーマ 後発品 135
注射薬 6132401D2084 セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 セファメジンα注射用０．５ｇ アステラス製薬 385
注射薬 6132401D3102 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 局 トキオ注射用 イセイ 後発品 203
注射薬 6132401D3137 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ラセナゾリン注射用１ｇ 日医工ファーマ 後発品 131
注射薬 6132401D3145 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 セファメジンα注射用１ｇ アステラス製薬 428
注射薬 6132401D3153 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 局 タイセゾリン注射用１ｇ 大洋薬品工業 後発品 191
注射薬 6132401D3161 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 局 セフマゾン注射用１ｇ ニプロファーマ 後発品 191
注射薬 6132401D3170 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 局 トキオ注射用１ｇ イセイ 後発品 203
注射薬 6132401D4133 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ラセナゾリン注射用２ｇ 日医工ファーマ 後発品 272
注射薬 6132401D4141 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 セファメジンα注射用２ｇ アステラス製薬 853
注射薬 6132401D4150 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 タイセゾリン注射用２ｇ 大洋薬品工業 後発品 358
注射薬 6132401D4168 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 セフマゾン注射用２ｇ ニプロファーマ 後発品 358
注射薬 6132401E1040 セファゾリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶（溶解

液付）
セファメジンα筋注用０．２５ｇ アステラス製薬 267

注射薬 6132401E2063 セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶（溶解
液付）

セファメジンα筋注用０．５ｇ アステラス製薬 422

注射薬 6132401G1041 セファゾリンナトリウム ２ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

セファメジンα点滴用キット２ｇ アステラス製薬 1,284

注射薬 6132401G3052 セファゾリンナトリウム １ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

セファメジンα点滴用キット１ｇ アステラス製薬 797

注射薬 6132401G3060 セファゾリンナトリウム １ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

セフマゾン点滴静注用バッグ１ｇ ニプロファーマ 後発品 633

注射薬 6132401G3079 セファゾリンナトリウム １ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

局 セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッ
グ「オーツカ」

大塚製薬工場 後発品 716

注射薬 6132403D2121 セファロチンナトリウム １ｇ１瓶 コアキシン注射用１ｇ ケミックス 後発品 221
注射薬 6132403D3128 セファロチンナトリウム ２ｇ１瓶 コアキシン注射用２ｇ ケミックス 後発品 376
注射薬 6132408E1034 セフメタゾールナトリウ

ム
５００ｍｇ１瓶（溶解
液付）

局 セフメタゾン筋注用０．５ｇ 第一三共 478

注射薬 6132408F1021 セフメタゾールナトリウ
ム

２５０ｍｇ１瓶 局 セフメタゾン静注用０．２５ｇ 第一三共 243
注射薬 6132408F2028 セフメタゾールナトリウ

ム
５００ｍｇ１瓶 局 セフメタゾン静注用０．５ｇ 第一三共 427

注射薬 6132408F3059 セフメタゾールナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局 セフメタゾン静注用１ｇ 第一三共 553
注射薬 6132408F3075 セフメタゾールナトリウ

ム
１ｇ１瓶 局 トキオゾール静注用 イセイ 後発品 482

注射薬 6132408F3113 セフメタゾールナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局 ピレタゾール静注用１ｇ 日医工ファーマ 後発品 320
注射薬 6132408F3121 セフメタゾールナトリウ

ム
１ｇ１瓶 局 セフルトール静注用１ｇ 大洋薬品工業 後発品 423

注射薬 6132408F3130 セフメタゾールナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局 セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 320
注射薬 6132408F3148 セフメタゾールナトリウ

ム
１ｇ１瓶 局 リリアジン静注用１ｇ 東和薬品 後発品 393

注射薬 6132408F3156 セフメタゾールナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局 トキオゾール静注用１ｇ イセイ 後発品 482
注射薬 6132408F4055 セフメタゾールナトリウ

ム
２ｇ１瓶 局 セフメタゾン静注用２ｇ 第一三共 940

注射薬 6132408F4101 セフメタゾールナトリウ
ム

２ｇ１瓶 局 ピレタゾール静注用２ｇ 日医工ファーマ 後発品 641
注射薬 6132408F4110 セフメタゾールナトリウ

ム
２ｇ１瓶 局 セフルトール静注用２ｇ 大洋薬品工業 後発品 821

注射薬 6132408F4128 セフメタゾールナトリウ
ム

２ｇ１瓶 局 セフメタゾールＮａ静注用２ｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 578
注射薬 6132408F4136 セフメタゾールナトリウ

ム
２ｇ１瓶 局 リリアジン静注用２ｇ 東和薬品 後発品 736

注射薬 6132408G1051 セフメタゾールナトリウ
ム

１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

セフメタゾールＮａ静注用キット１ｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 699

注射薬 6132408G2058 セフメタゾールナトリウ
ム

２ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

セフメタゾールＮａ静注用キット２ｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 1,047
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