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注射薬 6213400A2040 スルファジメトキシン １０％１０ｍＬ１管 アプシード静注１０００ｍｇ 第一三共 64
注射薬 6222400A1019 イソニアジド １００ｍｇ１管 局 イソニアジド注射液 94
注射薬 6241400A3025 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍＬ

１袋
シプロキサン注３００ｍｇ バイエル薬品 2,729

注射薬 6241400A3033 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍＬ
１袋

シプロフロキサシン点滴静注液３００
ｍｇ「ＤＫ」

大興製薬 後発品 1,945

注射薬 6241400A3041 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍＬ
１袋

シプロフロキサシン点滴静注液３００
ｍｇ「ケミファ」

シオノケミカル 後発品 1,945

注射薬 6241400A3050 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍＬ
１袋

シプロフロキサシン点滴静注液３００
ｍｇ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 1,770

注射薬 6241400A3068 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍＬ
１袋

シプロフロキサシン点滴静注液３００
ｍｇ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 1,770

注射薬 6241400A3076 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍＬ
１袋

シプロフロキサシン点滴静注液３００
ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 1,945

注射薬 6241400A3084 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍＬ
１袋

シプロフロキサシン点滴静注液３００
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 2,046

注射薬 6241400A3092 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍＬ
１袋

シプロフロキサシン点滴静注３００ｍ
ｇ／１５０ｍＬ「明治」

明治製菓 後発品 1,879

注射薬 6241400A4021 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍＬ
１袋

シプロキサン注２００ｍｇ バイエル薬品 2,199

注射薬 6241400A4030 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍＬ
１袋

シプロフロキサシン点滴静注液２００
ｍｇ「ＤＫ」

大興製薬 後発品 1,476

注射薬 6241400A4048 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍＬ
１袋

シプロフロキサシン点滴静注液２００
ｍｇ「ケミファ」

シオノケミカル 後発品 1,476

注射薬 6241400A4056 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍＬ
１袋

シプロフロキサシン点滴静注液２００
ｍｇ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 1,622

注射薬 6241400A4064 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍＬ
１袋

シプロフロキサシン点滴静注液２００
ｍｇ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 1,476

注射薬 6241400A4072 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍＬ
１袋

シプロフロキサシン点滴静注液２００
ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 1,622

注射薬 6241400A4080 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍＬ
１袋

シプロフロキサシン点滴静注液２００
ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 1,622

注射薬 6241400A4099 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍＬ
１袋

シプロフロキサシン点滴静注２００ｍ
ｇ／１００ｍＬ「明治」

明治製菓 後発品 1,622

注射薬 6241400A5028 シプロフロキサシン ３００ｍｇ２５０ｍＬ
１袋

シプロフロキサシンＤＵ点滴静注液３
００ｍｇ／２５０ｍＬ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 2,046

注射薬 6241400A5036 シプロフロキサシン ３００ｍｇ２５０ｍＬ
１袋

シプロフロキサシンＤＵ点滴静注液３
００ｍｇ／２５０ｍＬ「サワイ」

沢井製薬 後発品 1,983

注射薬 6241400A5044 シプロフロキサシン ３００ｍｇ２５０ｍＬ
１袋

シプロフロキサシンＤＵ点滴静注液３
００ｍｇ／２５０ｍＬ「日医工」

日医工 後発品 2,046

注射薬 6241400A5052 シプロフロキサシン ３００ｍｇ２５０ｍＬ
１袋

シプロフロキサシンＤＵ点滴静注３０
０ｍｇ／２５０ｍＬ「明治」

明治製菓 後発品 2,066

注射薬 6241401G1020 メシル酸パズフロキサシ
ン

３００ｍｇ１００ｍＬ
１キット

パシル点滴静注液３００ｍｇ 富山化学工業 1,368

注射薬 6241401G1038 メシル酸パズフロキサシ
ン

３００ｍｇ１００ｍＬ
１キット

パズクロス注３００ 田辺三菱製薬 1,368

注射薬 6241401G2026 メシル酸パズフロキサシ
ン

５００ｍｇ１００ｍＬ
１キット

パシル点滴静注液５００ｍｇ 富山化学工業 1,838

注射薬 6241401G2034 メシル酸パズフロキサシ
ン

５００ｍｇ１００ｍＬ
１キット

パズクロス注５００ 田辺三菱製薬 1,838

注射薬 6249401A1025 リネゾリド ６００ｍｇ３００ｍＬ
１袋

ザイボックス注射液６００ｍｇ ファイザー 17,779

注射薬 6250400D1044 ビダラビン ３００ｍｇ１瓶 アラセナ－Ａ点滴静注用３００ｍｇ 持田製薬 6,537
注射薬 6250400D1052 ビダラビン ３００ｍｇ１瓶 ビフビン点滴静注用３００ｍｇ 富士製薬工業 後発品 5,460
注射薬 6250401A1042 アシクロビル ２５０ｍｇ１管 ベルクスロン注射液２５０ 東和薬品 後発品 974
注射薬 6250401A1050 アシクロビル ２５０ｍｇ１管 アシクロビン点滴静注２５０ｍｇ 日医工 後発品 834
注射薬 6250401A1069 アシクロビル ２５０ｍｇ１管 ビクロックス点滴静注２５０ｍｇ 小林化工 後発品 1,714
注射薬 6250401A2030 アシクロビル １２５ｍｇ１管 ビクロックス点滴静注１２５ｍｇ 小林化工 後発品 1,034
注射薬 6250401F1015 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル２５０ｍｇ注射用 後発品 689
注射薬 6250401F1074 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 点滴静注用ベルクスロン 東和薬品 後発品 974
注射薬 6250401F1147 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシロベック点滴静注用２５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 962
注射薬 6250401F1155 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 ゾビラックス点滴静注用２５０ グラクソ・スミス

クライン
4,517

注射薬 6250401F1163 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アクチダス点滴静注用２５０ｍｇ シオノケミカル 後発品 962
注射薬 6250401F1180 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシクリル点滴静注用２５０ｍｇ アイロム製薬 後発品 1,087
注射薬 6250401F1201 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 ベルクスロン点滴静注用２５０ｍｇ 東和薬品 後発品 974
注射薬 6250401G1037 アシクロビル ２５０ｍｇ１キット

（生理食塩液１００ｍ
アクチオスキット 大洋薬品工業 後発品 2,045

注射薬 6250401G1053 アシクロビル ２５０ｍｇ１キット
（生理食塩液１００ｍ

アクチオス点滴静注用２５０ｍｇキッ
ト

大洋薬品工業 後発品 2,045

注射薬 6250401G3021 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 点滴静注用トミールキット 田辺三菱製薬 後発品 1,863
注射薬 6250401G3030 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 トミール点滴静注用キット２５０ｍｇ 田辺三菱製薬 後発品 1,863
注射薬 6250401G4028 アシクロビル ２５０ｍｇ１００ｍＬ

１袋
点滴静注用アシクリルバッグ２５０ｍ
ｇ／１００ｍＬ

アイロム製薬 後発品 1,210

注射薬 6250402F1036 ガンシクロビル ５００ｍｇ１瓶 デノシン点滴静注用５００ｍｇ 田辺三菱製薬 12,705
注射薬 6250403A1033 ホスカルネットナトリウ

ム水和物
６ｇ２５０ｍＬ１瓶 点滴静注用ホスカビル注２４ｍｇ／ｍ

Ｌ
アストラゼネカ 7,790

注射薬 6250404E1021 パリビズマブ（遺伝子組
換え）

５０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

シナジス筋注用５０ｍｇ アボットジャパン 76,819

注射薬 6250404E2028 パリビズマブ（遺伝子組
換え）

１００ｍｇ１瓶（溶解
液付）

シナジス筋注用１００ｍｇ アボットジャパン 152,072

注射薬 6250405A1024 ペラミビル水和物 １５０ｍｇ１５ｍＬ１
瓶

ラピアクタ点滴用バイアル１５０ｍｇ 塩野義製薬 3,032
注射薬 6250405A2020 ペラミビル水和物 ３００ｍｇ６０ｍＬ１

袋
ラピアクタ点滴用バッグ３００ｍｇ 塩野義製薬 5,634

注射薬 6290400A1060 ミコナゾール １％２０ｍＬ１管 フロリードＦ注２００ｍｇ 持田製薬 2,071
注射薬 6290400A4026 ミコナゾール ０．２６７％７５ｍＬ

１瓶
フロリードＦ点滴静注用０．２６７％ 持田製薬 2,186

注射薬 6290400A5022 ミコナゾール ０．２６７％１５０ｍ
Ｌ１瓶

フロリードＦ点滴静注用０．２６７％ 持田製薬 3,625

注射薬 6290401A1030 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 ニコアゾリン注射液０．１％ イセイ 後発品 1,151
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注射薬 6290401A1048 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 ミコシスト静注液０．１％ 高田製薬 後発品 1,311
注射薬 6290401A1064 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 ビスカルツ注０．１％ 扶桑薬品工業 後発品 1,227
注射薬 6290401A1099 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 ジフルカン静注液５０ｍｇ ファイザー 2,513
注射薬 6290401A1102 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「マイ

ラン」
マイラン製薬 後発品 1,227

注射薬 6290401A2036 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 ニコアゾリン注射液０．２％ イセイ 後発品 1,595
注射薬 6290401A2044 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルゾナール静注液０．２ｗ／ｖ％ サンド 後発品 1,668
注射薬 6290401A2060 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 ミコシスト静注液０．２％ 高田製薬 後発品 2,571
注射薬 6290401A2095 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液０．２％「Ｎ

Ｍ」
ナガセ医薬品 後発品 1,866

注射薬 6290401A2117 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 ビスカルツ注０．２％ 扶桑薬品工業 後発品 1,595
注射薬 6290401A2168 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 ジフルカン静注液１００ｍｇ ファイザー 4,349
注射薬 6290401A2184 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注１００ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 2,097

注射薬 6290401A2192 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 1,928

注射薬 6290401A2206 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾン静注１００ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 2,389
注射薬 6290401A2214 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「マ

イラン」
マイラン製薬 後発品 1,880

注射薬 6290401A3032 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１
瓶

ニコアゾリン注射液０．２％ イセイ 後発品 2,246
注射薬 6290401A3040 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１

瓶
フルゾナール静注液０．２ｗ／ｖ％ サンド 後発品 2,891

注射薬 6290401A3067 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１
瓶

ミコシスト静注液０．２％ 高田製薬 後発品 3,077
注射薬 6290401A3091 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１

瓶
フルコナゾール静注液０．２％「Ｎ
Ｍ」

ナガセ医薬品 後発品 2,371
注射薬 6290401A3113 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１

瓶
ビスカルツ注０．２％ 扶桑薬品工業 後発品 3,298

注射薬 6290401A3164 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１
瓶

ジフルカン静注液２００ｍｇ ファイザー 8,305
注射薬 6290401A3172 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１

瓶
フルコナゾール静注２００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 3,997

注射薬 6290401A3180 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１
瓶

フルコナゾール静注液２００ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 3,336

注射薬 6290401A3199 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１
瓶

フルコナゾン静注２００ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 3,618
注射薬 6290401A3202 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１

瓶
フルコナゾール静注液２００ｍｇ「マ
イラン」

マイラン製薬 後発品 2,249

注射薬 6290401A4039 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 フラノス点滴静注液１００ｍｇ 富山化学工業 後発品 2,482
注射薬 6290401A4047 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 フルタンゾール注０．２％ ニプロファーマ 後発品 1,703
注射薬 6290401A4055 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール静注液０．２％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 2,482
注射薬 6290401A4063 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 フルカード静注液１００ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 1,658
注射薬 6290401A5035 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１

袋
フラノス点滴静注液２００ｍｇ 富山化学工業 後発品 4,323

注射薬 6290401A5043 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１
袋

フルタンゾール注０．２％ ニプロファーマ 後発品 4,623
注射薬 6290401A5051 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１

袋
フルコナゾール静注液０．２％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 4,412

注射薬 6290401A5060 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１
袋

フルカード静注液２００ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 1,882
注射薬 6290401A6023 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１袋 フラノス点滴静注液５０ｍｇ 富山化学工業 後発品 1,669
注射薬 6290401A6031 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１袋 フルタンゾール注０．１％ ニプロファーマ 後発品 1,669
注射薬 6290401A6040 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール静注液０．１％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 1,346
注射薬 6290402A1026 ホスフルコナゾール ８％１．２５ｍＬ１瓶 プロジフ静注液１００ ファイザー 5,255
注射薬 6290402A2022 ホスフルコナゾール ８％２．５ｍＬ１瓶 プロジフ静注液２００ ファイザー 9,810
注射薬 6290402A3029 ホスフルコナゾール ８％５ｍＬ１瓶 プロジフ静注液４００ ファイザー 18,657
注射薬 6290403A1020 イトラコナゾール １％２０ｍＬ１管（溶

解液付）
イトリゾール注１％ ヤンセンファーマ 14,042

注射薬 6311400A1010 肺炎球菌ワクチン ０．５ｍＬ１瓶 肺炎球菌ワクチン 4,761
注射薬 6313400A1015 乾燥組織培養不活化狂犬

病ワクチン
１瓶（溶解液付） 局 乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン 9,446

注射薬 6313402A1014 組換え沈降Ｂ型肝炎ワク
チン（酵母由来）

０．２５ｍＬ１瓶 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由
来）

2,155

注射薬 6313402A2010 組換え沈降Ｂ型肝炎ワク
チン（酵母由来）

０．５ｍＬ１瓶 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由
来）

2,481

注射薬 6313403A1019 組換え沈降Ｂ型肝炎ワク
チン（チャイニーズ・ハ
ムスター卵巣細胞由来）

０．２５ｍＬ１瓶 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（チャイ
ニーズ・ハムスター卵巣細胞由来）

2,280

注射薬 6313403A2015 組換え沈降Ｂ型肝炎ワク
チン（チャイニーズ・ハ
ムスター卵巣細胞由来）

０．５ｍＬ１瓶 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（チャイ
ニーズ・ハムスター卵巣細胞由来）

2,703

注射薬 6322400X1017 沈降破傷風トキソイド １０ｍＬ１瓶 局 沈降破傷風トキソイド 1,198
注射薬 6322400X2013 沈降破傷風トキソイド ０．５ｍＬ１瓶 局 沈降破傷風トキソイド 404
注射薬 6322400X2030 沈降破傷風トキソイド ０．５ｍＬ１瓶 局 沈降破傷風トキソイド“化血研” 化学及血清療法研

究所
421

注射薬 6322400X2048 沈降破傷風トキソイド ０．５ｍＬ１瓶 局 沈降破傷風トキソイド「生研」 デンカ生研 421
注射薬 6322401G1020 沈降破傷風トキソイド ０．５ｍＬ１筒 沈降破傷風トキソイドキット「タケ

ダ」
武田薬品工業 598

注射薬 6322401G1038 沈降破傷風トキソイド ０．５ｍＬ１筒 沈降破傷風トキソイド「Ｓ北研」シリ
ンジ

北里研究所 495

注射薬 6331406D1017 乾燥ガスえそウマ抗毒素 各５，０００単位入１
瓶（溶解液付）

乾燥ガスえそウマ抗毒素 183,067

注射薬 6331406X1013 ガスえそウマ抗毒素 各５，０００単位入１
０ｍＬ

局 ガスえそウマ抗毒素 35,975

注射薬 6331408X1012 乾燥ジフテリアウマ抗毒
素

５，０００単位１瓶
（溶解液付）

局 乾燥ジフテリアウマ抗毒素 37,990

注射薬 6331409X1017 乾燥破傷風ウマ抗毒素 １２，０００単位１瓶
（溶解液付）

局 乾燥破傷風ウマ抗毒素 13,360

注射薬 6331410X1010 乾燥はぶウマ抗毒素 各６，０００単位入１
瓶（溶解液付）

局 乾燥はぶウマ抗毒素 73,909

注射薬 6331411X1014 乾燥ボツリヌスウマ抗毒
素

（Ａ．Ｂ．Ｅ型各１万
単位Ｆ型４千単位）１
瓶（溶解液付）

局 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素 640,661

注射薬 6331411X2010 乾燥ボツリヌスウマ抗毒
素

Ｅ型１０，０００単位
１瓶（溶解液付）

局 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素 159,982

注射薬 6331412X1019 乾燥まむしウマ抗毒素 各６，０００単位入１
瓶（溶解液付）

局 乾燥まむしウマ抗毒素 26,721

注射薬 6341403X3019 人全血液 ２００ｍＬ献血由来 局 人全血液 5,800
注射薬 6341403X4015 人全血液 ４００ｍＬ献血由来 局 人全血液 11,602

58 / 72 ページ



区分 医薬品コード 成分名 規格 メーカー名
診療報
酬上の
後発品

薬価品名

注射薬 6341403X5020 人全血液 血液２００ｍＬに由来
する血液量１袋

局 人全血液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 7,933

注射薬 6341403X6026 人全血液 血液４００ｍＬに由来
する血液量１袋

局 人全血液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 15,867

注射薬 6341404X3021 人全血液 血液２００ｍＬに由来
する血液量１袋

局 照射人全血液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 8,634

注射薬 6341404X4028 人全血液 血液４００ｍＬに由来
する血液量１袋

局 照射人全血液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 17,264

注射薬 6342401X1022 人血小板濃厚液 １単位約２０ｍＬ１袋 濃厚血小板「日赤」 日本赤十字社 7,546
注射薬 6342401X1030 人血小板濃厚液 １単位約２０ｍＬ１袋 濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 7,546
注射薬 6342401X2029 人血小板濃厚液 ２単位約４０ｍＬ１袋 濃厚血小板「日赤」 日本赤十字社 15,092
注射薬 6342401X2037 人血小板濃厚液 ２単位約４０ｍＬ１袋 濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 15,092
注射薬 6342401X3025 人血小板濃厚液 ５単位約１００ｍＬ１

袋
濃厚血小板「日赤」 日本赤十字社 38,563

注射薬 6342401X3033 人血小板濃厚液 ５単位約１００ｍＬ１
袋

濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 38,563
注射薬 6342401X4021 人血小板濃厚液 １０単位約２００ｍＬ

１袋
濃厚血小板「日赤」 日本赤十字社 76,812

注射薬 6342401X4030 人血小板濃厚液 １０単位約２００ｍＬ
１袋

濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 76,812

注射薬 6342401X5028 人血小板濃厚液 １５単位約２５０ｍＬ
１袋

濃厚血小板「日赤」 日本赤十字社 115,207

注射薬 6342401X5036 人血小板濃厚液 １５単位約２５０ｍＬ
１袋

濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 115,207

注射薬 6342401X6024 人血小板濃厚液 ２０単位約２５０ｍＬ
１袋

濃厚血小板「日赤」 日本赤十字社 153,610

注射薬 6342401X6032 人血小板濃厚液 ２０単位約２５０ｍＬ
１袋

濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 153,610

注射薬 6342402X3020 合成血 血液２００ｍＬ相当に
由来する血液量１袋

合成血－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 13,124

注射薬 6342402X4026 合成血 血液４００ｍＬ相当に
由来する血液量１袋

合成血－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 26,247

注射薬 6342403X1013 解凍人赤血球濃厚液 血液４００ｍＬに由来
する赤血球１袋

解凍人赤血球濃厚液 26,139

注射薬 6342403X2010 解凍人赤血球濃厚液 血液２００ｍＬに由来
する赤血球１袋

解凍人赤血球濃厚液 13,069

注射薬 6342403X3024 解凍人赤血球濃厚液 血液２００ｍＬに由来
する赤血球１袋

解凍赤血球－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 15,202

注射薬 6342403X4020 解凍人赤血球濃厚液 血液４００ｍＬに由来
する赤血球１袋

解凍赤血球－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 30,404

注射薬 6342405X1012 人赤血球濃厚液 血液２００ｍＬに由来
する赤血球１袋

人赤血球濃厚液 6,036

注射薬 6342405X2019 人赤血球濃厚液 血液４００ｍＬに由来
する赤血球１袋

人赤血球濃厚液 12,073

注射薬 6342405X3023 人赤血球濃厚液 血液２００ｍＬに由来
する赤血球１袋

赤血球濃厚液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 8,169

注射薬 6342405X4020 人赤血球濃厚液 血液４００ｍＬに由来
する赤血球１袋

赤血球濃厚液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 16,338

注射薬 6342406X4016 新鮮凍結人血漿 ８０ｍＬ１袋 新鮮凍結人血漿 5,791
注射薬 6342406X5012 新鮮凍結人血漿 １６０ｍＬ１袋 新鮮凍結人血漿 11,583
注射薬 6342406X6019 新鮮凍結人血漿 ４５０ｍＬ１袋 新鮮凍結人血漿 22,961
注射薬 6342406X7023 新鮮凍結人血漿 血液２００ｍＬ相当に

由来する血漿１袋
新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 8,706

注射薬 6342406X8020 新鮮凍結人血漿 血液４００ｍＬ相当に
由来する血漿１袋

新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 17,414

注射薬 6342407X1011 白血球除去人赤血球浮遊
液

２００ｍＬ１袋 白血球除去人赤血球浮遊液 8,002
注射薬 6342407X2018 白血球除去人赤血球浮遊

液
４００ｍＬ１袋 白血球除去人赤血球浮遊液 16,005

注射薬 6342408X1016 洗浄人赤血球浮遊液 ２００ｍＬ１袋 洗浄人赤血球浮遊液 7,074
注射薬 6342408X2012 洗浄人赤血球浮遊液 ４００ｍＬ１袋 洗浄人赤血球浮遊液 14,149
注射薬 6342408X3027 洗浄人赤血球浮遊液 ２００ｍＬ１袋 洗浄赤血球－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 9,207
注射薬 6342408X4023 洗浄人赤血球浮遊液 ４００ｍＬ１袋 洗浄赤血球－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 18,414
注射薬 6342409X1029 人血小板濃厚液ＨＬＡ １０単位約２００ｍＬ

１袋
濃厚血小板ＨＬＡ「日赤」 日本赤十字社 92,175

注射薬 6342409X1037 人血小板濃厚液ＨＬＡ １０単位約２００ｍＬ
１袋

濃厚血小板ＨＬＡ－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 92,175

注射薬 6342409X2025 人血小板濃厚液ＨＬＡ １５単位約２５０ｍＬ
１袋

濃厚血小板ＨＬＡ「日赤」 日本赤十字社 138,264

注射薬 6342409X2033 人血小板濃厚液ＨＬＡ １５単位約２５０ｍＬ
１袋

濃厚血小板ＨＬＡ－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 138,264

注射薬 6342409X3021 人血小板濃厚液ＨＬＡ ２０単位約２５０ｍＬ
１袋

濃厚血小板ＨＬＡ「日赤」 日本赤十字社 184,351

注射薬 6342409X3030 人血小板濃厚液ＨＬＡ ２０単位約２５０ｍＬ
１袋

濃厚血小板ＨＬＡ－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 184,351

注射薬 6342410X3024 人赤血球濃厚液 血液２００ｍＬに由来
する赤血球１袋

照射赤血球濃厚液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 8,618

注射薬 6342410X4020 人赤血球濃厚液 血液４００ｍＬに由来
する赤血球１袋

照射赤血球濃厚液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 17,234

注射薬 6342411X1026 人血小板濃厚液 １単位約２０ｍＬ１袋 照射濃厚血小板「日赤」 日本赤十字社 7,618
注射薬 6342411X1034 人血小板濃厚液 １単位約２０ｍＬ１袋 照射濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 7,618
注射薬 6342411X2022 人血小板濃厚液 ２単位約４０ｍＬ１袋 照射濃厚血小板「日赤」 日本赤十字社 15,236
注射薬 6342411X2030 人血小板濃厚液 ２単位約４０ｍＬ１袋 照射濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 15,236
注射薬 6342411X3029 人血小板濃厚液 ５単位約１００ｍＬ１

袋
照射濃厚血小板「日赤」 日本赤十字社 38,792

注射薬 6342411X3037 人血小板濃厚液 ５単位約１００ｍＬ１
袋

照射濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 38,792
注射薬 6342411X4025 人血小板濃厚液 １０単位約２００ｍＬ

１袋
照射濃厚血小板「日赤」 日本赤十字社 77,270

注射薬 6342411X4033 人血小板濃厚液 １０単位約２００ｍＬ
１袋

照射濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 77,270

注射薬 6342411X5021 人血小板濃厚液 １５単位約２５０ｍＬ
１袋

照射濃厚血小板「日赤」 日本赤十字社 115,893

注射薬 6342411X5030 人血小板濃厚液 １５単位約２５０ｍＬ
１袋

照射濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 115,893
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注射薬 6342411X6028 人血小板濃厚液 ２０単位約２５０ｍＬ
１袋

照射濃厚血小板「日赤」 日本赤十字社 154,523

注射薬 6342411X6036 人血小板濃厚液 ２０単位約２５０ｍＬ
１袋

照射濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 154,523

注射薬 6342412X1020 人血小板濃厚液ＨＬＡ １０単位約２００ｍＬ
１袋

照射濃厚血小板ＨＬＡ「日赤」 日本赤十字社 92,893

注射薬 6342412X1039 人血小板濃厚液ＨＬＡ １０単位約２００ｍＬ
１袋

照射濃厚血小板ＨＬＡ－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 92,893

注射薬 6342412X2027 人血小板濃厚液ＨＬＡ １５単位約２５０ｍＬ
１袋

照射濃厚血小板ＨＬＡ「日赤」 日本赤十字社 139,162

注射薬 6342412X2035 人血小板濃厚液ＨＬＡ １５単位約２５０ｍＬ
１袋

照射濃厚血小板ＨＬＡ－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 139,162

注射薬 6342412X3023 人血小板濃厚液ＨＬＡ ２０単位約２５０ｍＬ
１袋

照射濃厚血小板ＨＬＡ「日赤」 日本赤十字社 185,250

注射薬 6342412X3031 人血小板濃厚液ＨＬＡ ２０単位約２５０ｍＬ
１袋

照射濃厚血小板ＨＬＡ－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 185,250

注射薬 6342413X1025 解凍人赤血球濃厚液 血液２００ｍＬに由来
する赤血球１袋

照射解凍赤血球濃厚液「日赤」 日本赤十字社 13,464

注射薬 6342413X2021 解凍人赤血球濃厚液 血液４００ｍＬに由来
する赤血球１袋

照射解凍赤血球濃厚液「日赤」 日本赤十字社 26,929

注射薬 6342413X3028 解凍人赤血球濃厚液 血液２００ｍＬに由来
する赤血球１袋

照射解凍赤血球－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 15,597

注射薬 6342413X4024 解凍人赤血球濃厚液 血液４００ｍＬに由来
する赤血球１袋

照射解凍赤血球－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 31,194

注射薬 6342414X3022 合成血 血液２００ｍＬ相当に
由来する血液量１袋

照射合成血－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 13,674

注射薬 6342414X4029 合成血 血液４００ｍＬ相当に
由来する血液量１袋

照射合成血－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 27,347

注射薬 6342415X3027 洗浄人赤血球浮遊液 ２００ｍＬ１袋 照射洗浄赤血球－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 9,757
注射薬 6342415X4023 洗浄人赤血球浮遊液 ４００ｍＬ１袋 照射洗浄赤血球－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 19,514
注射薬 6343400X1033 乾燥スルホ化人免疫グロ

ブリン
５００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶（溶解液付）

献血ベニロン－Ｉ 化学及血清療法研
究所

5,544

注射薬 6343400X1041 乾燥スルホ化人免疫グロ
ブリン

５００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶（溶解液付）

献血ベニロン－Ｉ静注用５００ｍｇ 化学及血清療法研
究所

5,544

注射薬 6343400X2030 乾燥スルホ化人免疫グロ
ブリン

１ｇ２０ｍＬ１瓶（溶
解液付）

献血ベニロン－Ｉ 化学及血清療法研
究所

11,470

注射薬 6343400X2048 乾燥スルホ化人免疫グロ
ブリン

１ｇ２０ｍＬ１瓶（溶
解液付）

献血ベニロン－Ｉ静注用１０００ｍｇ 化学及血清療法研
究所

11,470

注射薬 6343400X3036 乾燥スルホ化人免疫グロ
ブリン

２．５ｇ５０ｍＬ１瓶
（溶解液付）

献血ベニロン－Ｉ 化学及血清療法研
究所

25,844

注射薬 6343400X3044 乾燥スルホ化人免疫グロ
ブリン

２．５ｇ５０ｍＬ１瓶
（溶解液付）

献血ベニロン－Ｉ静注用２５００ｍｇ 化学及血清療法研
究所

25,844

注射薬 6343400X4024 乾燥スルホ化人免疫グロ
ブリン

５ｇ１瓶（溶解液付） 献血ベニロン－Ｉ 化学及血清療法研
究所

50,131

注射薬 6343400X5020 乾燥スルホ化人免疫グロ
ブリン

５ｇ１００ｍＬ１瓶
（溶解液付）

献血ベニロン－Ｉ静注用５０００ｍｇ 化学及血清療法研
究所

50,131

注射薬 6343401X4088 乾燥ペプシン処理人免疫
グロブリン

２．５ｇ５０ｍＬ１瓶
（溶解液付）

献血静注グロブリン“化血研” 化学及血清療法研
究所

17,076

注射薬 6343401X4096 乾燥ペプシン処理人免疫
グロブリン

２．５ｇ５０ｍＬ１瓶
（溶解液付）

献血グロブリン注射用２５００ｍｇ
「化血研」

化学及血清療法研
究所

17,076

注射薬 6343402X1067 乾燥ポリエチレングリ
コール処理人免疫グロブ

５００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶（溶解液付）

献血グロベニン－Ｉ－ニチヤク 日本製薬 5,795

注射薬 6343402X1075 乾燥ポリエチレングリ
コール処理人免疫グロブ

５００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶（溶解液付）

献血グロベニン－Ｉ静注用５００ｍｇ 日本製薬 5,795

注射薬 6343402X2063 乾燥ポリエチレングリ
コール処理人免疫グロブ

２．５ｇ５０ｍＬ１瓶
（溶解液付）

献血グロベニン－Ｉ－ニチヤク 日本製薬 25,511

注射薬 6343402X2071 乾燥ポリエチレングリ
コール処理人免疫グロブ

２．５ｇ５０ｍＬ１瓶
（溶解液付）

献血グロベニン－Ｉ静注用２５００ｍ
ｇ

日本製薬 25,511

注射薬 6343402X3027 乾燥ポリエチレングリ
コール処理人免疫グロブ

５ｇ１００ｍＬ１瓶
（溶解液付）

献血グロベニン－Ｉ－ニチヤク 日本製薬 50,517

注射薬 6343402X3035 乾燥ポリエチレングリ
コール処理人免疫グロブ

５ｇ１００ｍＬ１瓶
（溶解液付）

献血グロベニン－Ｉ静注用５０００ｍ
ｇ

日本製薬 50,517

注射薬 6343404X1015 抗ＨＢｓ人免疫グロブリ
ン

１，０００単位５ｍＬ
１瓶

抗ＨＢｓ人免疫グロブリン 35,894

注射薬 6343404X2011 抗ＨＢｓ人免疫グロブリ
ン

２００単位１ｍＬ１瓶 抗ＨＢｓ人免疫グロブリン 8,946
注射薬 6343406X5010 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ

因子
２５０単位１瓶（溶解
液付）

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 19,720

注射薬 6343406X6016 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ
因子

５００単位１瓶（溶解
液付）

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 36,049

注射薬 6343406X7012 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ
因子

７５０単位１瓶（溶解
液付）

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 50,194

注射薬 6343406X8019 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ
因子

１，０００単位１瓶
（溶解液付）

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 66,243

注射薬 6343407X2015 乾燥抗Ｄ（Ｒｈｏ）人免
疫グロブリン

１，０００倍１瓶（溶
解液付）

乾燥抗Ｄ（Ｒｈｏ）人免疫グロブリン 19,651

注射薬 6343408X1013 乾燥抗破傷風人免疫グロ
ブリン

２５０国際単位１瓶 乾燥抗破傷風人免疫グロブリン 3,320

注射薬 6343409X5013 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子
複合体

２００単位１瓶（溶解
液付）

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 14,409

注射薬 6343409X6010 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子
複合体

４００単位１瓶（溶解
液付）

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 30,388

注射薬 6343409X7016 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子
複合体

５００単位１瓶（溶解
液付）

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 32,270

注射薬 6343409X8012 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子
複合体

１，０００単位１瓶
（溶解液付）

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 55,325

注射薬 6343410X1070 人血清アルブミン ５％１００ｍＬ１瓶 献血アルブミン５％静注５ｇ／１００
ｍＬ「ベネシス」

ベネシス 3,815

注射薬 6343410X2076 人血清アルブミン ５％２５０ｍＬ１瓶 献血アルブミン５－ニチヤク 日本製薬 6,645
注射薬 6343410X2084 人血清アルブミン ５％２５０ｍＬ１瓶 ブミネート静注液５％ バクスター 5,275
注射薬 6343410X2092 人血清アルブミン ５％２５０ｍＬ１瓶 献血アルブミン５％静注１２．５ｇ／

２５０ｍＬ「ベネシス」
ベネシス 6,919
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