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注射薬 6343410X2106 人血清アルブミン ５％２５０ｍＬ１瓶 アルブミナー５％静注１２．５ｇ／２
５０ｍＬ

ＣＳＬベーリング 5,275

注射薬 6343410X3064 人血清アルブミン ２０％２０ｍＬ１瓶 献血アルブミン２０“化血研” 化学及血清療法研
究所

2,916

注射薬 6343410X3080 人血清アルブミン ２０％２０ｍＬ１瓶 赤十字アルブミン２０ 日本赤十字社 2,580
注射薬 6343410X3099 人血清アルブミン ２０％２０ｍＬ１瓶 献血アルブミン２０－ニチヤク 日本製薬 2,845
注射薬 6343410X3102 人血清アルブミン ２０％２０ｍＬ１瓶 赤十字アルブミン２０％静注４ｇ／２

０ｍＬ
日本赤十字社 2,580

注射薬 6343410X4087 人血清アルブミン ２５％２０ｍＬ１瓶 献血アルブミン２５％静注５ｇ／２０
ｍＬ「ベネシス」

ベネシス 3,440

注射薬 6343410X5091 人血清アルブミン ２５％５０ｍＬ１瓶 献血アルブミン２５“化血研” 化学及血清療法研
究所

6,881

注射薬 6343410X5164 人血清アルブミン ２５％５０ｍＬ１瓶 赤十字アルブミン２５ 日本赤十字社 7,191
注射薬 6343410X5172 人血清アルブミン ２５％５０ｍＬ１瓶 献血アルブミン２５－ニチヤク 日本製薬 6,551
注射薬 6343410X5180 人血清アルブミン ２５％５０ｍＬ１瓶 ブミネート静注液２５％ バクスター 4,868
注射薬 6343410X5199 人血清アルブミン ２５％５０ｍＬ１瓶 献血アルブミン２５％静注１２．５ｇ

／５０ｍＬ「ベネシス」
ベネシス 7,001

注射薬 6343410X5202 人血清アルブミン ２５％５０ｍＬ１瓶 アルブミナー２５％静注１２．５ｇ／
５０ｍＬ

ＣＳＬベーリング 5,386

注射薬 6343410X5210 人血清アルブミン ２５％５０ｍＬ１瓶 赤十字アルブミン２５％静注１２．５
ｇ／５０ｍＬ

日本赤十字社 7,191

注射薬 6343410X6098 人血清アルブミン ２０％５０ｍＬ１瓶 献血アルブミン２０“化血研” 化学及血清療法研
究所

5,570

注射薬 6343410X6128 人血清アルブミン ２０％５０ｍＬ１瓶 赤十字アルブミン２０ 日本赤十字社 5,795
注射薬 6343410X6136 人血清アルブミン ２０％５０ｍＬ１瓶 献血アルブミン２０－ニチヤク 日本製薬 5,671
注射薬 6343410X6144 人血清アルブミン ２０％５０ｍＬ１瓶 アルブミン－ベーリング２０％静注１

０．０ｇ／５０ｍＬ
ＣＳＬベーリング 4,549

注射薬 6343410X6152 人血清アルブミン ２０％５０ｍＬ１瓶 赤十字アルブミン２０％静注１０ｇ／
５０ｍＬ

日本赤十字社 5,795

注射薬 6343411X1015 乾燥人フィブリノゲン １ｇ１瓶（溶解液付） 乾燥人フィブリノゲン 5,600
注射薬 6343412X1010 人免疫グロブリン １５０ｍｇ１ｍＬ 局 人免疫グロブリン 509
注射薬 6343414X1043 乾燥人血液凝固因子抗体

迂回活性複合体
５００単位１０ｍＬ１
瓶（溶解液付）

ファイバ注射用５００ バクスター 96,584

注射薬 6343414X2040 乾燥人血液凝固因子抗体
迂回活性複合体

１，０００単位２０ｍ
Ｌ１瓶（溶解液付）

ファイバ注射用１０００ バクスター 196,848

注射薬 6343415G1021 抗破傷風人免疫グロブリ
ン

２５０国際単位１ｍＬ
１筒

テタガムＰ筋注シリンジ２５０ ＣＳＬベーリング 3,607

注射薬 6343415X1013 抗破傷風人免疫グロブリ
ン

２５０国際単位１管 抗破傷風人免疫グロブリン 3,600
注射薬 6343417X2035 乾燥ｐＨ４処理人免疫グ

ロブリン
２．５ｇ５０ｍＬ１瓶
（溶解液付）

サングロポール点滴静注用２．５ｇ ＣＳＬ　Ｂｅｈｒ
ｉｎｇ　ＡＧ

18,328

注射薬 6343419X1011 人ハプトグロビン ２，０００単位１００
ｍＬ１瓶

人ハプトグロビン 46,759

注射薬 6343420X1049 乾燥イオン交換樹脂処理
人免疫グロブリン

２．５ｇ５０ｍＬ１瓶
（溶解液付）

ガンマガード静注用２．５ｇ バクスター 13,687

注射薬 6343422X1056 加熱人血漿たん白 １００ｍＬ１瓶 献血アルブミネート－ニチヤク 日本製薬 3,004
注射薬 6343422X1064 加熱人血漿たん白 １００ｍＬ１瓶 献血アルブミネート４．４％静注４．

４ｇ／１００ｍＬ
日本製薬 3,004

注射薬 6343422X2044 加熱人血漿たん白 ２５０ｍＬ１瓶 献血アルブミネート－ニチヤク 日本製薬 5,833
注射薬 6343422X2052 加熱人血漿たん白 ２５０ｍＬ１瓶 プラズマプロティンフラクション静注

液４．４％
バクスター 5,833

注射薬 6343422X2060 加熱人血漿たん白 ２５０ｍＬ１瓶 献血アルブミネート４．４％静注１１
ｇ／２５０ｍＬ

日本製薬 5,833

注射薬 6343423X1018 乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロ
ブリン

２００単位１ｍＬ１瓶
（溶解液付）

乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン 8,657

注射薬 6343423X2014 乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロ
ブリン

１，０００単位５ｍＬ
１瓶（溶解液付）

乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン 36,007

注射薬 6343424D2012 乾燥濃縮人アンチトロン
ビンⅢ

５００単位１瓶（溶解
液付）

乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ 30,999

注射薬 6343424D2020 乾燥濃縮人アンチトロン
ビンⅢ

５００単位１瓶（溶解
液付）

アンスロビンＰ 化学及血清療法研
究所

31,510

注射薬 6343424D2039 乾燥濃縮人アンチトロン
ビンⅢ

５００単位１瓶（溶解
液付）

ノイアート ベネシス 32,116

注射薬 6343424D2071 乾燥濃縮人アンチトロン
ビンⅢ

５００単位１瓶（溶解
液付）

アンスロビンＰ５００注射用 化学及血清療法研
究所

31,510

注射薬 6343424D2080 乾燥濃縮人アンチトロン
ビンⅢ

５００単位１瓶（溶解
液付）

ノイアート静注用５００単位 ベネシス 32,116

注射薬 6343424D3019 乾燥濃縮人アンチトロン
ビンⅢ

１，５００単位１瓶
（溶解液付）

乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ 83,892

注射薬 6343424D3027 乾燥濃縮人アンチトロン
ビンⅢ

１，５００単位１瓶
（溶解液付）

献血ノンスロン１５００注射用 日本製薬 84,564

注射薬 6343424D3043 乾燥濃縮人アンチトロン
ビンⅢ

１，５００単位１瓶
（溶解液付）

アンスロビンＰ１５００注射用 化学及血清療法研
究所

83,892

注射薬 6343426F1032 乾燥濃縮人Ｃ１－インア
クチベーター

正常人血漿１ｍＬ中含
有量の５００倍１瓶
（溶解液付）

ベリナートＰ静注用５００ ＣＳＬベーリング 103,937

注射薬 6343427A1030 ｐＨ４処理酸性人免疫グ
ロブリン

５００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

日赤ポリグロビンＮ注５％ 日本赤十字社 5,169

注射薬 6343427A1048 ｐＨ４処理酸性人免疫グ
ロブリン

５００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

日赤ポリグロビンＮ５％静注０．５ｇ
／１０ｍＬ

日本赤十字社 5,169

注射薬 6343427A2036 ｐＨ４処理酸性人免疫グ
ロブリン

２．５ｇ５０ｍＬ１瓶 日赤ポリグロビンＮ注５％ 日本赤十字社 23,099

注射薬 6343427A2044 ｐＨ４処理酸性人免疫グ
ロブリン

２．５ｇ５０ｍＬ１瓶 日赤ポリグロビンＮ５％静注２．５ｇ
／５０ｍＬ

日本赤十字社 23,099

注射薬 6343427A3024 ｐＨ４処理酸性人免疫グ
ロブリン

５ｇ１００ｍＬ１瓶 日赤ポリグロビンＮ注５％ 日本赤十字社 43,655

注射薬 6343427A3032 ｐＨ４処理酸性人免疫グ
ロブリン

５ｇ１００ｍＬ１瓶 日赤ポリグロビンＮ５％静注５ｇ／１
００ｍＬ

日本赤十字社 43,655

注射薬 6343428A1042 ポリエチレングリコール
処理人免疫グロブリン

５００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

献血ヴェノグロブリン－ＩＨヨシトミ ベネシス 5,803
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注射薬 6343428A1050 ポリエチレングリコール
処理人免疫グロブリン

５００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注
０．５ｇ／１０ｍＬ

ベネシス 5,803

注射薬 6343428A2049 ポリエチレングリコール
処理人免疫グロブリン

２．５ｇ５０ｍＬ１瓶 献血ヴェノグロブリン－ＩＨヨシトミ ベネシス 26,606

注射薬 6343428A2057 ポリエチレングリコール
処理人免疫グロブリン

２．５ｇ５０ｍＬ１瓶 献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注
２．５ｇ／５０ｍＬ

ベネシス 26,606

注射薬 6343428A3045 ポリエチレングリコール
処理人免疫グロブリン

１ｇ２０ｍＬ１瓶 献血ヴェノグロブリン－ＩＨヨシトミ ベネシス 11,310

注射薬 6343428A3053 ポリエチレングリコール
処理人免疫グロブリン

１ｇ２０ｍＬ１瓶 献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注１
ｇ／２０ｍＬ

ベネシス 11,310

注射薬 6343428A4025 ポリエチレングリコール
処理人免疫グロブリン

５ｇ１００ｍＬ１瓶 献血ヴェノグロブリン－ＩＨヨシトミ ベネシス 50,793

注射薬 6343428A4033 ポリエチレングリコール
処理人免疫グロブリン

５ｇ１００ｍＬ１瓶 献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注５
ｇ／１００ｍＬ

ベネシス 50,793

注射薬 6343429D5014 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ
因子

２５０単位１瓶（溶解
液付）

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 18,626

注射薬 6343429D6010 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ
因子

４００単位１瓶（溶解
液付）

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 28,137

注射薬 6343429D7017 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ
因子

５００単位１瓶（溶解
液付）

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 33,730

注射薬 6343429D8013 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ
因子

１，０００単位１瓶
（溶解液付）

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 58,945

注射薬 6343430G1026 オクトコグアルファ（遺
伝子組換え）

２５０国際単位１キッ
ト（溶解液付）

コージネイトＦＳバイオセット注２５
０

バイエル薬品 21,433

注射薬 6343430G2022 オクトコグアルファ（遺
伝子組換え）

５００国際単位１キッ
ト（溶解液付）

コージネイトＦＳバイオセット注５０
０

バイエル薬品 37,912

注射薬 6343430G3029 オクトコグアルファ（遺
伝子組換え）

１，０００国際単位１
キット（溶解液付）

コージネイトＦＳバイオセット注１０
００

バイエル薬品 70,223

注射薬 6343431D2020 ヒト血漿由来乾燥血液凝
固第ⅩⅢ因子

正常人血漿１ｍＬ中含
有量の２４０倍１瓶
（溶解液付）

フィブロガミンＰ静注用 ＣＳＬベーリング 8,664

注射薬 6343432D1029 ルリオクトコグアルファ
（遺伝子組換え）

２５０単位１瓶（溶解
液付）

リコネイト２５０ バクスター 19,257

注射薬 6343432D2025 ルリオクトコグアルファ
（遺伝子組換え）

５００単位１瓶（溶解
液付）

リコネイト５００ バクスター 35,214

注射薬 6343432D3021 ルリオクトコグアルファ
（遺伝子組換え）

１，０００単位１瓶
（溶解液付）

リコネイト１０００ バクスター 64,512

注射薬 6343432D4028 ルリオクトコグアルファ
（遺伝子組換え）

２５０単位１瓶（溶解
液付）

アドベイト注射用２５０ バクスター 21,385

注射薬 6343432D5024 ルリオクトコグアルファ
（遺伝子組換え）

５００単位１瓶（溶解
液付）

アドベイト注射用５００ バクスター 39,832

注射薬 6343432D6020 ルリオクトコグアルファ
（遺伝子組換え）

１，０００単位１瓶
（溶解液付）

アドベイト注射用１０００ バクスター 73,867

注射薬 6343433A1019 ポリエチレングリコール
処理抗破傷風人免疫グロ
ブリン

２５０国際単位１瓶 ポリエチレングリコール処理抗破傷風
人免疫グロブリン

3,990

注射薬 6343433A2015 ポリエチレングリコール
処理抗破傷風人免疫グロ
ブリン

１，５００国際単位１
瓶

ポリエチレングリコール処理抗破傷風
人免疫グロブリン

21,883

注射薬 6343434D1028 エプタコグアルファ（活
性型）（遺伝子組換え）

１．２ｍｇ２．２ｍＬ
１瓶（溶解液付）

注射用ノボセブン１．２ｍｇ ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

116,501

注射薬 6343434D2024 エプタコグアルファ（活
性型）（遺伝子組換え）

４．８ｍｇ８．５ｍＬ
１瓶（溶解液付）

注射用ノボセブン４．８ｍｇ ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

433,103

注射薬 6343435D1022 乾燥濃縮人活性化プロテ
インＣ

２，５００単位１瓶
（溶解液付）

注射用アナクトＣ２，５００単位 化学及血清療法研
究所

320,903

注射薬 6343436A1012 ポリエチレングリコール
処理抗ＨＢｓ人免疫グロ
ブリン

１，０００単位５ｍＬ
１瓶

ポリエチレングリコール処理抗ＨＢｓ
人免疫グロブリン

37,831

注射薬 6343437A2021 人血清アルブミン（遺伝
子組換え）

２５％５０ｍＬ１瓶 メドウェイ注２５％ 田辺三菱製薬 9,081

注射薬 6343438D1026 ノナコグアルファ（遺伝
子組換え）

５００国際単位１瓶
（溶解液付）

ベネフィクス静注用５００ ワイス 53,171

注射薬 6343438D2022 ノナコグアルファ（遺伝
子組換え）

１，０００国際単位１
瓶（溶解液付）

ベネフィクス静注用１０００ ワイス 104,159

注射薬 6343438D3029 ノナコグアルファ（遺伝
子組換え）

２，０００国際単位１
瓶（溶解液付）

ベネフィクス静注用２０００ ワイス 206,136

注射薬 6393400X1019 精製ツベルクリン １μｇ１瓶（溶解液
付）

精製ツベルクリン 1,034
注射薬 6393401X2010 精製ツベルクリン （一般診断用・１人

用）０．２５μｇ１瓶
（溶解液付）

精製ツベルクリン 834

注射薬 6393402X1018 精製ツベルクリン （確認診断用）１０μ
ｇ１瓶（溶解液付）

精製ツベルクリン 733

注射薬 6393404X1017 精製ツベルクリン （強反応者用）０．２
μｇ１瓶（溶解液付）

精製ツベルクリン 679

注射薬 6393405X1011 精製ツベルクリン （確認診断用・１人
用）２．５μｇ１瓶
（溶解液付）

精製ツベルクリン 527

注射薬 6399402D1031 インターフェロンベータ １００万国際単位１瓶
（溶解液付）

フエロン 東レ 8,670

注射薬 6399402D1040 インターフェロンベータ １００万国際単位１瓶
（溶解液付）

ＩＦＮβモチダ注射用１００万単位 持田製薬 5,966

注射薬 6399402D1058 インターフェロンベータ １００万国際単位１瓶
（溶解液付）

フエロン注射用１００万 東レ 8,670

注射薬 6399402D2038 インターフェロンベータ ３００万国際単位１瓶
（溶解液付）

フエロン 東レ 23,938

注射薬 6399402D2046 インターフェロンベータ ３００万国際単位１瓶
（溶解液付）

ＩＦＮβモチダ注射用３００万単位 持田製薬 15,921

注射薬 6399402D2054 インターフェロンベータ ３００万国際単位１瓶
（溶解液付）

フエロン注射用３００万 東レ 23,938

注射薬 6399402D3026 インターフェロンベータ ６００万国際単位１瓶
（溶解液付）

フエロン 東レ 45,495
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注射薬 6399402D3042 インターフェロンベータ ６００万国際単位１瓶
（溶解液付）

ＩＦＮβモチダ注射用６００万単位 持田製薬 29,821

注射薬 6399402D3050 インターフェロンベータ ６００万国際単位１瓶
（溶解液付）

フエロン注射用６００万 東レ 45,495

注射薬 6399404A3029 インターフェロンアル
ファ（ＮＡＭＡＬＷＡ）

３００万国際単位１瓶 スミフェロン３００ 大日本住友製薬 7,089

注射薬 6399404A3037 インターフェロンアル
ファ（ＮＡＭＡＬＷＡ）

３００万国際単位１瓶 スミフェロン注バイアル３００万ＩＵ 大日本住友製薬 7,089

注射薬 6399404A4025 インターフェロンアル
ファ（ＮＡＭＡＬＷＡ）

６００万国際単位１瓶 スミフェロン６００ 大日本住友製薬 13,679

注射薬 6399404A4033 インターフェロンアル
ファ（ＮＡＭＡＬＷＡ）

６００万国際単位１瓶 スミフェロン注バイアル６００万ＩＵ 大日本住友製薬 13,679

注射薬 6399404A5021 インターフェロンアル
ファ（ＮＡＭＡＬＷＡ）

３００万国際単位１筒 スミフェロンＤＳ３００ 大日本住友製薬 7,089

注射薬 6399404A5030 インターフェロンアル
ファ（ＮＡＭＡＬＷＡ）

３００万国際単位１筒 スミフェロン注ＤＳ３００万ＩＵ 大日本住友製薬 7,089

注射薬 6399404A6028 インターフェロンアル
ファ（ＮＡＭＡＬＷＡ）

６００万国際単位１筒 スミフェロンＤＳ６００ 大日本住友製薬 13,679

注射薬 6399404A6036 インターフェロンアル
ファ（ＮＡＭＡＬＷＡ）

６００万国際単位１筒 スミフェロン注ＤＳ６００万ＩＵ 大日本住友製薬 13,679

注射薬 6399406D1021 インターフェロンアル
ファ－２ｂ（組換え型）

３００万国際単位１瓶
（溶解液付）

イントロンＡ注射用３００ シェリング・プラ
ウ

4,705

注射薬 6399406D2028 インターフェロンアル
ファ－２ｂ（組換え型）

１，０００万国際単位
１瓶（溶解液付）

イントロンＡ注射用１，０００ シェリング・プラ
ウ

14,729

注射薬 6399406D3024 インターフェロンアル
ファ－２ｂ（組換え型）

６００万国際単位１瓶
（溶解液付）

イントロンＡ注射用６００ シェリング・プラ
ウ

9,109

注射薬 6399407D1034 インターフェロンアル
ファ（ＢＡＬＬ－１）

５００万国際単位１瓶
（溶解液付）

オーアイエフ５００万ＩＵ 大塚製薬 13,368

注射薬 6399407D1042 インターフェロンアル
ファ（ＢＡＬＬ－１）

５００万国際単位１瓶
（溶解液付）

オーアイエフ注射用５００万ＩＵ 大塚製薬 13,368

注射薬 6399407D2022 インターフェロンアル
ファ（ＢＡＬＬ－１）

２５０万国際単位１瓶
（溶解液付）

オーアイエフ２５０万ＩＵ 大塚製薬 6,939

注射薬 6399407D2049 インターフェロンアル
ファ（ＢＡＬＬ－１）

２５０万国際単位１瓶
（溶解液付）

オーアイエフ注射用２５０万ＩＵ 大塚製薬 6,939

注射薬 6399407D3029 インターフェロンアル
ファ（ＢＡＬＬ－１）

１，０００万国際単位
１瓶（溶解液付）

オーアイエフ１０００万ＩＵ 大塚製薬 23,529

注射薬 6399407D3045 インターフェロンアル
ファ（ＢＡＬＬ－１）

１，０００万国際単位
１瓶（溶解液付）

オーアイエフ注射用１０００万ＩＵ 大塚製薬 23,529

注射薬 6399408F4020 インターフェロンガンマ
－１ａ（組換え型）

１００万国内標準単位
１瓶（溶解液付）

イムノマックス－γ注１００ 塩野義製薬 6,897

注射薬 6399408F6023 インターフェロンガンマ
－１ａ（組換え型）

３００万国内標準単位
１瓶（溶解液付）

イムノマックス－γ注３００ 塩野義製薬 16,922

注射薬 6399408F7020 インターフェロンガンマ
－１ａ（組換え型）

５０万国内標準単位１
瓶（溶解液付）

イムノマックス－γ注５０ 塩野義製薬 3,681

注射薬 6399409A1029 ムロモナブ－ＣＤ３ ５ｍｇ５ｍＬ１管 オルソクローンＯＫＴ３注 ヤンセンファーマ 110,670
注射薬 6399410D1036 セルモロイキン（遺伝子

組換え）
４０万国内標準単位１
瓶（溶解液付）

セロイク注射用４０ 武田薬品工業 111,195

注射薬 6399411D1022 テセロイキン（遺伝子組
換え）

３５万単位１瓶（溶解
液付）

局 イムネース注３５ 塩野義製薬 54,145

注射薬 6399414A1038 抗ヒトＴリンパ球ウサギ
免疫グロブリン

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゼットブリン点滴静注液１００ｍｇ 日本臓器製薬 63,224

注射薬 6399416D1025 インターフェロンベータ
－１ｂ（遺伝子組換え）

９６０万国際単位１瓶
（溶解液付）

ベタフェロン皮下注 バイエル薬品 10,995

注射薬 6399416D1033 インターフェロンベータ
－１ｂ（遺伝子組換え）

９６０万国際単位１瓶
（溶解液付）

ベタフェロン皮下注用９６０万国際単
位

バイエル薬品 10,995

注射薬 6399417A1031 インターフェロンアル
ファコン－１（遺伝子組

１，２００万国際単位
１瓶

アドバフェロン皮下注１２００ アステラス製薬 11,359

注射薬 6399417A2038 インターフェロンアル
ファコン－１（遺伝子組

１，８００万国際単位
１瓶

アドバフェロン皮下注１８００ アステラス製薬 16,445

注射薬 6399417A3026 インターフェロンアル
ファコン－１（遺伝子組

９００万国際単位１瓶 アドバフェロン皮下注９００ アステラス製薬 8,915

注射薬 6399418D1032 バシリキシマブ（遺伝子
組換え）

２０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

シムレクト静注用２０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

349,545

注射薬 6399418D2020 バシリキシマブ（遺伝子
組換え）

１０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

シムレクト小児用静注用１０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

187,886

注射薬 6399419A1022 ペグインターフェロンア
ルファ－２ａ（組換え

９０μｇ１ｍＬ１瓶 ペガシス皮下注９０μｇ 中外製薬 13,977

注射薬 6399419A2029 ペグインターフェロンア
ルファ－２ａ（組換え

１８０μｇ１ｍＬ１瓶 ペガシス皮下注１８０μｇ 中外製薬 27,144

注射薬 6399420D1021 ペグインターフェロンア
ルファ－２ｂ（遺伝子組
換え）

５０μｇ１瓶（溶解液
付）

ペグイントロン皮下注用５０μｇ／
０．５ｍＬ用

シェリング・プラ
ウ

15,206

注射薬 6399420D2028 ペグインターフェロンア
ルファ－２ｂ（遺伝子組
換え）

１００μｇ１瓶（溶解
液付）

ペグイントロン皮下注用１００μｇ／
０．５ｍＬ用

シェリング・プラ
ウ

29,550

注射薬 6399420D3024 ペグインターフェロンア
ルファ－２ｂ（遺伝子組
換え）

１５０μｇ１瓶（溶解
液付）

ペグイントロン皮下注用１５０μｇ／
０．５ｍＬ用

シェリング・プラ
ウ

44,135

注射薬 6399421A1020 トシリズマブ（遺伝子組
換え）

２００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

アクテムラ点滴静注用２００ｍｇ 中外製薬 59,380

注射薬 6399421A2026 トシリズマブ（遺伝子組
換え）

８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ 中外製薬 24,101

注射薬 6399421A3022 トシリズマブ（遺伝子組
換え）

４００ｍｇ２０ｍＬ１
瓶

アクテムラ点滴静注用４００ｍｇ 中外製薬 117,459

注射薬 6399422G1027 インターフェロンベータ
－１ａ（遺伝子組換え）

３０μｇ０．５ｍＬ１
筒

アボネックス筋注用シリンジ３０μｇ バイオジェン・ア
イデック・ジャパ
ン

39,096

注射薬 6399423F1026 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免
疫グロブリン

２５ｍｇ１瓶 サイモグロブリン点滴静注用２５ｍｇ ジェンザイム・
ジャパン

37,460
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注射薬 6399500D2029 ヒスタミン加人免疫グロ
ブリン（乾燥）

（人免疫グロブリン１
２ｍｇヒスタミン二塩
酸塩０．１５μｇ）１
瓶（溶解液付）

ヒスタグロビン 化学及血清療法研
究所

713

注射薬 6399500D2037 ヒスタミン加人免疫グロ
ブリン（乾燥）

（人免疫グロブリン１
２ｍｇヒスタミン二塩
酸塩０．１５μｇ）１
瓶（溶解液付）

ヒスタグロビン皮下注用 化学及血清療法研
究所

713

注射薬 6419400D1029 イセチオン酸ペンタミジ
ン

３００ｍｇ１瓶 ベナンバックス３００ サノフィ・アベン
ティス

7,981

注射薬 6419400D1037 イセチオン酸ペンタミジ
ン

３００ｍｇ１瓶 ベナンバックス注用３００ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

7,981

注射薬 6419500A1020 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

５ｍＬ１管 バクトラミン注 中外製薬 607

注射薬 7131400A1017 注射用水 ５ｍＬ１管 局 注射用水 58
注射薬 7131400A1041 注射用水 ５ｍＬ１管 局 ※注射用水（ニプロファーマ） ニプロファーマ 61
注射薬 7131400A1106 注射用水 ５ｍＬ１管 局 注射用水「フソー」 扶桑薬品工業 61
注射薬 7131400A2013 注射用水 ２０ｍＬ１管 局 注射用水 61
注射薬 7131400A4016 注射用水 １００ｍＬ１瓶 局 注射用水 94
注射薬 7131400A4156 注射用水 １００ｍＬ１瓶 局 注射用水ＰＬ「フソー」 扶桑薬品工業 95
注射薬 7131400A5012 注射用水 ５００ｍＬ１瓶 局 注射用水 135
注射薬 7131400A6019 注射用水 １Ｌ１瓶 局 注射用水 207
注射薬 7131400A8011 注射用水 ５０ｍＬ１瓶 局 注射用水 81
注射薬 7131400A9018 注射用水 １ｍＬ１管 局 注射用水 58
注射薬 7131400H1015 注射用水 ２ｍＬ１管 局 注射用水 58
注射薬 7131400H2011 注射用水 ５００ｍＬ１袋 局 注射用水 135
注射薬 7131401G1022 注射用水 ５０ｍＬ１キット 注射用水キットＨ ニプロファーマ 後発品 213
注射薬 7211400A1010 アミドトリゾ酸メグルミ

ン
２０ｍＬ１管 局 アミドトリゾ酸メグルミン注射液 716

注射薬 7211400A2016 アミドトリゾ酸メグルミ
ン

５０ｍＬ１瓶 局 アミドトリゾ酸メグルミン注射液 1,650
注射薬 7211400A3012 アミドトリゾ酸メグルミ

ン
１００ｍＬ１瓶 局 アミドトリゾ酸メグルミン注射液 3,209

注射薬 7211401A1014 イオタラム酸ナトリウム ６６．８％２０ｍＬ１
管

局 イオタラム酸ナトリウム注射液 740
注射薬 7211401A2010 イオタラム酸ナトリウム ８０％２０ｍＬ１管 局 イオタラム酸ナトリウム注射液 934
注射薬 7211402A1019 イオタラム酸メグルミン ３０％２２０ｍＬ１瓶 局 イオタラム酸メグルミン注射液 2,445
注射薬 7211402A2015 イオタラム酸メグルミン ６０％２０ｍＬ１管 局 イオタラム酸メグルミン注射液 467
注射薬 7211402A3011 イオタラム酸メグルミン ６０％５０ｍＬ１瓶 局 イオタラム酸メグルミン注射液 1,029
注射薬 7211402A4018 イオタラム酸メグルミン ６０％１００ｍＬ１瓶 局 イオタラム酸メグルミン注射液 1,866
注射薬 7211404X1029 ヨード化ケシ油脂肪酸エ

チルエステル
１０ｍＬ１管 リピオドールウルトラフルイド ゲルベ・ジャパン 3,102

注射薬 7214400A1011 アミドトリゾ酸ナトリウ
ムメグルミン

５８％２５ｍＬ１管 局 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン
注射液

789

注射薬 7214400A2018 アミドトリゾ酸ナトリウ
ムメグルミン

６０％２０ｍＬ１管 局 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン
注射液

541

注射薬 7214400A5017 アミドトリゾ酸ナトリウ
ムメグルミン

６０％１００ｍＬ１瓶 局 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン
注射液

2,650

注射薬 7214400A6013 アミドトリゾ酸ナトリウ
ムメグルミン

７６％２０ｍＬ１管 局 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン
注射液

712

注射薬 7214400A9012 アミドトリゾ酸ナトリウ
ムメグルミン

７６％１００ｍＬ１瓶 局 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン
注射液

3,648

注射薬 7219403A1020 イオトロクス酸メグルミ
ン

１０．５５％１００ｍ
Ｌ１瓶

ビリスコピンＤＩＣ５０ バイエル薬品 2,626

注射薬 7219403A1038 イオトロクス酸メグルミ
ン

１０．５５％１００ｍ
Ｌ１瓶

ビリスコピン点滴静注５０ バイエル薬品 2,626

注射薬 7219412A2041 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ
１瓶

バイステージ注３００ 大洋薬品工業 後発品 2,690

注射薬 7219412A2068 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ
１瓶

イオパミロン注３００ バイエル薬品 4,988

注射薬 7219412A2076 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ
１瓶

オイパロミン３００注５０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 2,797

注射薬 7219412A3048 イオパミドール ６１．２４％１００ｍ
Ｌ１瓶

バイステージ注３００ 大洋薬品工業 後発品 4,592

注射薬 7219412A3072 イオパミドール ６１．２４％１００ｍ
Ｌ１瓶

イオパミロン注３００ バイエル薬品 9,559

注射薬 7219412A3080 イオパミドール ６１．２４％１００ｍ
Ｌ１瓶

オイパロミン３００注１００ｍＬ 富士製薬工業 後発品 5,248

注射薬 7219412A5040 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ
１瓶

バイステージ注３７０ 大洋薬品工業 後発品 3,135

注射薬 7219412A5067 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ
１瓶

イオパミロン注３７０ バイエル薬品 5,727

注射薬 7219412A5075 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ
１瓶

オイパロミン３７０注５０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 2,895

注射薬 7219412A6047 イオパミドール ７５．５２％１００ｍ
Ｌ１瓶

バイステージ注３７０ 大洋薬品工業 後発品 4,174

注射薬 7219412A6071 イオパミドール ７５．５２％１００ｍ
Ｌ１瓶

イオパミロン注３７０ バイエル薬品 10,558

注射薬 7219412A6080 イオパミドール ７５．５２％１００ｍ
Ｌ１瓶

オイパロミン３７０注１００ｍＬ 富士製薬工業 後発品 5,684

注射薬 7219412A7043 イオパミドール ３０．６２％５０ｍＬ
１瓶

イオパミロン注１５０ バイエル薬品 2,928

注射薬 7219412A7051 イオパミドール ３０．６２％５０ｍＬ
１瓶

バイステージ注１５０ 大洋薬品工業 後発品 1,516

注射薬 7219412A7060 イオパミドール ３０．６２％５０ｍＬ
１瓶

オイパロミン１５０注５０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 1,516

注射薬 7219412A8040 イオパミドール ３０．６２％２００ｍ
Ｌ１瓶

イオパミロン注１５０ バイエル薬品 10,324

注射薬 7219412A8058 イオパミドール ３０．６２％２００ｍ
Ｌ１瓶

バイステージ注１５０ 大洋薬品工業 後発品 4,313

注射薬 7219412A8066 イオパミドール ３０．６２％２００ｍ
Ｌ１瓶

オイパロミン１５０注２００ｍＬ 富士製薬工業 後発品 5,654
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