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注射薬 2190402D1061 アルプロスタジルアル
ファデクス

２０μｇ１管 タンデトロン注射用２０ 高田製薬 後発品 485

注射薬 2190402D1096 アルプロスタジルアル
ファデクス

２０μｇ１管 アピスタンディン注射用２０μｇ 富士製薬工業 後発品 503

注射薬 2190402D2025 アルプロスタジルアル
ファデクス

５００μｇ１瓶 注射用プロスタンディン５００ 小野薬品工業 23,079

注射薬 2190402D2050 アルプロスタジルアル
ファデクス

５００μｇ１瓶 タンデトロン注射用５００ 高田製薬 後発品 6,994

注射薬 2190402D2076 アルプロスタジルアル
ファデクス

５００μｇ１瓶 アピスタンディン注射用５００μｇ 富士製薬工業 後発品 9,364

注射薬 2190402D2084 アルプロスタジルアル
ファデクス

５００μｇ１瓶 注射用アルテジール５００ 大洋薬品工業 後発品 7,235

注射薬 2190402D3030 アルプロスタジルアル
ファデクス

２０μｇ１瓶 注射用プロスタンディン２０ 小野薬品工業 2,017

注射薬 2190402D3048 アルプロスタジルアル
ファデクス

２０μｇ１瓶 メディプロスト注射用２０μｇ エール薬品 後発品 533

注射薬 2190403D5061 塩酸メクロフェノキサー
ト

２５０ｍｇ１瓶 注射用ルシドリール２５０ｍｇ 共和薬品工業 197
注射薬 2190404A1307 シチコリン ５％２ｍＬ１管 ニコリン注射液１００ｍｇ 武田薬品工業 179
注射薬 2190404A1315 シチコリン ５％２ｍＬ１管 シチコリン注「ミタ」１００ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 56

注射薬 2190404A1323 シチコリン ５％２ｍＬ１管 シチコリン注１００ｍｇ／２ｍＬ「日
医工」

日医工ファーマ 後発品 56

注射薬 2190404A1331 シチコリン ５％２ｍＬ１管 シチコリン注射液１００ｍｇ「わかも
と」

わかもと製薬 後発品 56

注射薬 2190404A1340 シチコリン ５％２ｍＬ１管 シチコリン注１００ｍｇ／２ｍＬ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 56

注射薬 2190404A5019 シチコリン ５％１０ｍＬ１管 シチコリン５％１０ｍＬ注射液 後発品 90
注射薬 2190404A5078 シチコリン ５％１０ｍＬ１管 シスコリン注射液 東和薬品 後発品 104
注射薬 2190404A5191 シチコリン ５％１０ｍＬ１管 ニコリン注射液５００ｍｇ 武田薬品工業 475
注射薬 2190404A5205 シチコリン ５％１０ｍＬ１管 シチコリン注「ミタ」５００ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 98

注射薬 2190404A5221 シチコリン ５％１０ｍＬ１管 シスコリン注射液５００ｍｇ 東和薬品 後発品 104
注射薬 2190404A6082 シチコリン ５％２０ｍＬ１管 シチコリン注「ミタ」１０００ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 193

注射薬 2190404G1024 シチコリン ５００ｍｇ２ｍＬ１筒 シチコリンＨ注５００ｍｇシリンジ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 201

注射薬 2190404H1011 シチコリン １２．５％２ｍＬ１管 シチコリン１２．５％２ｍＬ注射液 後発品 57
注射薬 2190404H1062 シチコリン １２．５％２ｍＬ１管 シスコリン注射液２５０ｍｇ 東和薬品 後発品 65
注射薬 2190404H1097 シチコリン １２．５％２ｍＬ１管 シチコリン注射液「タイヨー」１２．

５％
大洋薬品工業 後発品 65

注射薬 2190404H1275 シチコリン １２．５％２ｍＬ１管 ニコリン注射液２５０ｍｇ 武田薬品工業 311
注射薬 2190404H4010 シチコリン ２５％２ｍＬ１管 シチコリン２５％２ｍＬ注射液 後発品 75
注射薬 2190404H4118 シチコリン ２５％２ｍＬ１管 ニコリンＨ注射液０．５ｇ 武田薬品工業 466
注射薬 2190404H4142 シチコリン ２５％２ｍＬ１管 シチコリン注５００ｍｇ／２ｍＬ「Ｎ

Ｐ」
ニプロファーマ 後発品 100

注射薬 2190404H5017 シチコリン ２５％４ｍＬ１管 シチコリン２５％４ｍＬ注射液 後発品 137
注射薬 2190404H5084 シチコリン ２５％４ｍＬ１管 ニコリンＨ注射液１ｇ 武田薬品工業 749
注射薬 2190406A1055 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１管 局 パルクス注５μｇ 大正製薬 3,389
注射薬 2190406A1063 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１管 局 リプル注５μｇ 田辺三菱製薬 3,354
注射薬 2190406A1080 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１管 局 プリンク注５μｇ 大洋薬品工業 後発品 1,934
注射薬 2190406A1098 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１管 局 アリプロスト注５μｇ 富士製薬工業 後発品 1,835
注射薬 2190406A1101 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１管 局 アルプロスタジル注５μｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 後発品 1,835
注射薬 2190406A1110 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１管 局 アルプロスタジル注５μｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 1,736
注射薬 2190406A2051 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 局 パルクス注１０μｇ 大正製薬 5,623
注射薬 2190406A2060 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 局 リプル注１０μｇ 田辺三菱製薬 5,493
注射薬 2190406A2086 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 局 プリンク注１０μｇ 大洋薬品工業 後発品 2,141
注射薬 2190406A2094 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 局 アリプロスト注１０μｇ 富士製薬工業 後発品 2,332
注射薬 2190406A2108 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 局 アルプロスタジル注１０μｇ「ＭＥ

Ｄ」
メディサ新薬 後発品 2,332

注射薬 2190406A2116 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 局 アルプロスタジル注１０μｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 2,141
注射薬 2190406G1023 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 プリンク注シリンジ５μｇ 大洋薬品工業 後発品 2,089
注射薬 2190406G1031 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 局 アルプロスタジル注５μｇシリンジ

「ＭＥＤ」
メディサ新薬 後発品 2,003

注射薬 2190406G1040 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 局 アルプロスタジル注５μｇシリンジ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 1,736

注射薬 2190406G2020 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 プリンク注シリンジ１０μｇ 大洋薬品工業 後発品 2,437
注射薬 2190406G2038 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 局 パルクス注ディスポ１０μｇ 大正製薬 5,744
注射薬 2190406G2046 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 局 リプルキット注１０μｇ 田辺三菱製薬 5,493
注射薬 2190406G2054 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 局 アルプロスタジル注１０μｇシリンジ

「ＭＥＤ」
メディサ新薬 後発品 2,332

注射薬 2190406G2062 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 局 アルプロスタジル注１０μｇシリンジ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 2,201

注射薬 2190407A1033 フマル酸ニゾフェノン ５ｍｇ２ｍＬ１管 エコナール点滴静注液５ｍｇ 田辺三菱製薬 1,415
注射薬 2190408A1054 アルガトロバン １０ｍｇ２０ｍＬ１管 ガルトバン注射液１０ｍｇ シオノケミカル 後発品 1,273
注射薬 2190408A1062 アルガトロバン １０ｍｇ２０ｍＬ１管 スロバスタン注１０ｍｇ 沢井製薬 後発品 1,365
注射薬 2190408A1070 アルガトロバン １０ｍｇ２０ｍＬ１管 アルガロン注１０ｍｇ 日医工 後発品 1,828
注射薬 2190408A2026 アルガトロバン １０ｍｇ２ｍＬ１管 スロンノンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ 第一三共 3,752
注射薬 2190408A2034 アルガトロバン １０ｍｇ２ｍＬ１管 ノバスタンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ 田辺三菱製薬 3,752
注射薬 2190408G1057 アルガトロバン １０ｍｇ２０ｍＬ１筒 アルガトロバン注シリンジ１０ｍｇ

「ＮＰ」
ニプロファーマ 後発品 1,692

注射薬 2190408G1065 アルガトロバン １０ｍｇ２０ｍＬ１筒 ガルトバン注射液１０ｍｇシリンジ シオノケミカル 後発品 1,739
注射薬 2190411F1037 インドメタシンナトリウ

ム
１ｍｇ１瓶 インダシン静注用１ｍｇ 萬有製薬 7,236

注射薬 2190413F1028 エポプロステノールナト
リウム

０．５ｍｇ１瓶（溶解
液付）

静注用フローラン０．５ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

21,739

注射薬 2190413F2024 エポプロステノールナト
リウム

０．５ｍｇ１瓶 静注用フローラン０．５ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

17,617

注射薬 2190413F3020 エポプロステノールナト
リウム

１．５ｍｇ１瓶 静注用フローラン１．５ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

35,996
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注射薬 2190413F4027 エポプロステノールナト
リウム

１．５ｍｇ１瓶（溶解
液付）

静注用フローラン１．５ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

37,994

注射薬 2190414A1033 塩酸ファスジル水和物 ３０．８ｍｇ２ｍＬ１
管

エリル点滴静注液３０ｍｇ 旭化成ファーマ 3,250
注射薬 2190415A1020 エポプロステノールナト

リウム専用溶解液
５０ｍＬ１瓶 静注用フローラン専用溶解液 グラクソ・スミス

クライン
2,395

注射薬 2190501A1050 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１瓶 グリマッケン注 マイラン製薬 後発品 190
注射薬 2190501A1085 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１瓶 グリポーゼ注 扶桑薬品工業 後発品 190
注射薬 2190501A2073 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１瓶 グリマッケン注 マイラン製薬 後発品 205
注射薬 2190501A2081 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１瓶 グリポーゼ注 扶桑薬品工業 後発品 286
注射薬 2190501A3037 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１瓶 グリセノン注 アイロム製薬 後発品 636
注射薬 2190501A3045 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１瓶 グリマッケン注 マイラン製薬 後発品 459
注射薬 2190501A3088 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１瓶 グリセリンＦ注 光製薬 後発品 380
注射薬 2190501A4025 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 ヒシセオール液 ニプロファーマ 後発品 214
注射薬 2190501A4041 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 グリセノン注 アイロム製薬 後発品 193
注射薬 2190501A4076 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 グリセリンＦ注 光製薬 後発品 214
注射薬 2190501A4084 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 グリセオール注 中外製薬 303
注射薬 2190501A4092 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 グリセレブ点滴静注 テルモ 後発品 193
注射薬 2190501A5021 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１袋 ヒシセオール液 ニプロファーマ 後発品 415
注射薬 2190501A5064 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１袋 グリセオール注 中外製薬 705
注射薬 2190501A6036 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１袋 ヒシセオール液 ニプロファーマ 後発品 282
注射薬 2190501A6044 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１袋 グリセノン注 アイロム製薬 後発品 317
注射薬 2190501A6079 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１袋 グリセリンＦ注 光製薬 後発品 270
注射薬 2190501A6087 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１袋 グリセオール注 中外製薬 434
注射薬 2190501A6095 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１袋 グリセレブ点滴静注 テルモ 後発品 270
注射薬 2213400A1011 ジモルホラミン １．５％２ｍＬ１管 局 ジモルホラミン注射液 95
注射薬 2213400A2018 ジモルホラミン １．５％３ｍＬ１管 局 ジモルホラミン注射液 95
注射薬 2213401A1032 酒石酸レバロルファン ０．１％１ｍＬ１管 局 ロルファン注射液１ｍｇ 武田薬品工業 104
注射薬 2219400A1031 塩酸ドキサプラム ２０ｍｇ１ｍＬバイア

ル
ドプラム注射液４００ｍｇ キッセイ薬品工業 72

注射薬 2219402A1022 塩酸ナロキソン ０．２ｍｇ１ｍＬ１管 塩酸ナロキソン注射液「三共」 第一三共 963
注射薬 2219402A1030 塩酸ナロキソン ０．２ｍｇ１ｍＬ１管 ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第

一三共」
第一三共 963

注射薬 2219403A1027 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管 アネキセート注射液０．５ｍｇ アステラス製薬 3,289
注射薬 2219403A1035 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管 フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 2,260
注射薬 2219403A1043 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管 フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 2,124

注射薬 2219403A1051 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管 フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 1,899

注射薬 2221400A2010 塩酸エフェドリン ４％１ｍＬ１管 局 塩酸エフェドリン注射液 92
注射薬 2221401A1050 塩酸メチルエフェドリン ４％１ｍＬ１管 メチエフ注４０ｍｇ 田辺三菱製薬 63
注射薬 2221401A1069 塩酸メチルエフェドリン ４％１ｍＬ１管 メチルエフェドリン注４０ｍｇ「フ

ソー」
扶桑薬品工業 60

注射薬 2223400A1026 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

０．５％１ｍＬ１管 ハイフスタンＭ注 日医工ファーマ 後発品 54

注射薬 2223400A1034 臭化水素酸デキストロメ
トルファン

０．５％１ｍＬ１管 ハイフスタン注５ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 54

注射薬 2229501A1022 ノスカピン・メチルエ
フェドリン配合剤

１ｍＬ１管 セキール注 日医工ファーマ 54

注射薬 2234400A1054 塩酸ブロムヘキシン ０．２％２ｍＬ１管 ブロムヘキシン塩酸塩注射液４ｍｇ
「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 56

注射薬 2234400A1062 塩酸ブロムヘキシン ０．２％２ｍＬ１管 ビソルボン注４ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

59

注射薬 2249500A1039 グアイフェネシン ２ｍＬ１管 フストジル注射液５０ｍｇ 京都薬品工業 56
注射薬 2251400G1031 テオフィリン ０．１％２００ｍＬ１

袋
テオドリップ点滴静注用２００ｍｇ 興和 後発品 253

注射薬 2252400A1036 硫酸オルシプレナリン ０．０５％１ｍＬ１管 アロテック注０．５ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

64

注射薬 2252401A1030 硫酸テルブタリン ０．２ｍｇ１管 ブリカニール皮下注０．２ｍｇ アストラゼネカ 62
注射薬 2290400D1025 オマリズマブ（遺伝子組

換え）
１５０ｍｇ１瓶 ゾレア皮下注用 ノバルティス

ファーマ
70,503

注射薬 2314400A2037 硫酸ベルベリン ０．１％２ｍＬ１管 エルベン注２ｍｇ 日新製薬（山形） 56
注射薬 2321400D1058 メチルメチオニンスルホ

ニウムクロライド
４００ｍｇ１管 チオスペン注射用４００ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 57

注射薬 2325400A1077 シメチジン １０％２ｍＬ１管 タガメット注射液２００ｍｇ 大日本住友製薬 147
注射薬 2325400A1107 シメチジン １０％２ｍＬ１管 ファルジン注 キョーリンリメ

ディオ
後発品 56

注射薬 2325400A1158 シメチジン １０％２ｍＬ１管 タカミジン注射液２００ｍｇ 高田製薬 後発品 56
注射薬 2325400A1166 シメチジン １０％２ｍＬ１管 チーカプト注２００ｍｇ 東和薬品 後発品 56
注射薬 2325400A1174 シメチジン １０％２ｍＬ１管 シメチジン注射液２００ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 56

注射薬 2325400A1182 シメチジン １０％２ｍＬ１管 シメチパール注射液２００ｍｇ 沢井製薬 後発品 56
注射薬 2325400A1190 シメチジン １０％２ｍＬ１管 シメチラン注２００ｍｇ ニプロファーマ 後発品 56
注射薬 2325400A1204 シメチジン １０％２ｍＬ１管 アルキオーネ注２００ｍｇ イセイ 後発品 56
注射薬 2325400A1212 シメチジン １０％２ｍＬ１管 ファルジン注２００ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 56

注射薬 2325400G1029 シメチジン ２００ｍｇ２ｍＬ１筒 シメチラン注２００ｍｇシリンジ ニプロファーマ 後発品 177
注射薬 2325401A1020 ファモチジン １０ｍｇ１ｍＬ１管 ガスター注射液１０ｍｇ アステラス製薬 172
注射薬 2325401A2027 ファモチジン ２０ｍｇ２ｍＬ１管 ガスター注射液２０ｍｇ アステラス製薬 292
注射薬 2325401A3023 ファモチジン ２０ｍｇ２０ｍＬ１管 ガスドック静注２０ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 176

注射薬 2325401D1035 ファモチジン ２０ｍｇ１管 局 ガスポート注射用２０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 160
注射薬 2325401D1043 ファモチジン ２０ｍｇ１管 局 ガモファー注射用２０ｍｇ 大原薬品工業 後発品 152
注射薬 2325401D1086 ファモチジン ２０ｍｇ１管 局 ファモチジン注射用２０ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 170

注射薬 2325401D1094 ファモチジン ２０ｍｇ１管 局 ファモスタジン注用２０ｍｇ 東和薬品 後発品 160
注射薬 2325401D1108 ファモチジン ２０ｍｇ１管 局 ファモチジン注射用２０ｍｇ「タカ

タ」
高田製薬 後発品 145

注射薬 2325401D2040 ファモチジン １０ｍｇ１管 局 ファモチジン注射用１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 111
注射薬 2325401D3038 ファモチジン ２０ｍｇ１瓶 局 ファモチジン注射用２０ｍｇ「ＫＯＢ

Ａ」
日医工 後発品 161

10 / 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 2325402A1033 塩酸ラニチジン ２．５％２ｍＬ１管 ザンタック注射液５０ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

153

注射薬 2325402A1041 塩酸ラニチジン ２．５％２ｍＬ１管 ラニチジン注射液５０ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 98
注射薬 2325402A2030 塩酸ラニチジン ２．５％４ｍＬ１管 ザンタック注射液１００ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
266

注射薬 2325402A2048 塩酸ラニチジン ２．５％４ｍＬ１管 ラニチジン注射液１００ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 179

注射薬 2325402G1028 塩酸ラニチジン ５０ｍｇ２ｍＬ１筒 ラニチジン注５０ｍｇシリンジ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 227

注射薬 2325402G1036 塩酸ラニチジン ５０ｍｇ２ｍＬ１筒 ラニチジン注５０ｍｇシリンジ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 227
注射薬 2325402G2024 塩酸ラニチジン １００ｍｇ４ｍＬ１筒 ラニチジン注１００ｍｇシリンジ「タ

イヨー」
大洋薬品工業 後発品 270

注射薬 2325402G2032 塩酸ラニチジン １００ｍｇ４ｍＬ１筒 ラニチジン注１００ｍｇシリンジ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 321

注射薬 2325403D1026 塩酸ロキサチジンアセ
タート

７５ｍｇ１管 アルタット注７５ あすか製薬 248

注射薬 2325403D1042 塩酸ロキサチジンアセ
タート

７５ｍｇ１管 塩酸ロキサチジンアセタート注７５
「タツミ」

辰巳化学 後発品 191

注射薬 2325403D1050 塩酸ロキサチジンアセ
タート

７５ｍｇ１管 ロザルタット注射用７５ｍｇ 長生堂製薬 後発品 191

注射薬 2329401A1097 スルピリド ５０ｍｇ１管 ピリカップル注 イセイ 後発品 56
注射薬 2329401A1100 スルピリド ５０ｍｇ１管 ドグマチール筋注５０ｍｇ アステラス製薬 99
注射薬 2329401A1119 スルピリド ５０ｍｇ１管 ピリカップル筋注５０ｍｇ イセイ 後発品 56
注射薬 2329402D1047 塩酸ピレンゼピン １０ｍｇ１管（溶解液

付）
塩酸ピレンゼピン注射用１０ｍｇ「イ
セイ」

イセイ 後発品 65

注射薬 2329402D1055 塩酸ピレンゼピン １０ｍｇ１管（溶解液
付）

ピレンゼール静注用１０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 152

注射薬 2329403D1025 オメプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１瓶 オメプラール注用２０ アストラゼネカ 565
注射薬 2329404F1020 ランソプラゾール ３０ｍｇ１瓶 タケプロン静注用３０ｍｇ 武田薬品工業 572
注射薬 2329604A1054 幼牛血液抽出物 ２ｍＬ１管 ソルコセリル注２ｍＬ 東菱薬品工業 131
注射薬 2329604A2050 幼牛血液抽出物 ４ｍＬ１管 ソルコセリル注４ｍＬ 東菱薬品工業 208
注射薬 2336400A1038 塩化カルニチン １０％２ｍＬ１管 エントミン注２００ｍｇ 日医工ファーマ 54
注射薬 2362400A1011 デヒドロコール酸 ２％５ｍＬ１管 局 デヒドロコール酸注射液 97
注射薬 2362400A2018 デヒドロコール酸 １０％１０ｍＬ１管 局 デヒドロコール酸注射液 505
注射薬 2362400A3014 デヒドロコール酸 ２０％５ｍＬ１管 局 デヒドロコール酸注射液 153
注射薬 2391400A3024 塩酸グラニセトロン １ｍｇ１ｍＬ１管 カイトリル注１ｍｇ 中外製薬 2,343
注射薬 2391400A3032 塩酸グラニセトロン １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＡＦ

Ｐ」
大興製薬 後発品 1,414

注射薬 2391400A3040 塩酸グラニセトロン １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＢＸ」 シオノケミカル 後発品 1,755
注射薬 2391400A3067 塩酸グラニセトロン １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＮＫ」 沢井製薬 後発品 1,679
注射薬 2391400A3075 塩酸グラニセトロン １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「アイロ

ム」
アイロム製薬 後発品 1,414

注射薬 2391400A3083 塩酸グラニセトロン １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ケミ
ファ」

日医工ファーマ 後発品 1,755

注射薬 2391400A3091 塩酸グラニセトロン １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 1,414

注射薬 2391400A3105 塩酸グラニセトロン １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 1,755
注射薬 2391400A3121 塩酸グラニセトロン １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 1,679

注射薬 2391400A3130 塩酸グラニセトロン １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「サワ
イ」

メディサ新薬 後発品 1,414
注射薬 2391400A3148 塩酸グラニセトロン １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 1,531

注射薬 2391400A3156 塩酸グラニセトロン １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＨＫ」 光製薬 後発品 1,531
注射薬 2391400A3164 塩酸グラニセトロン １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「明治」 明治製菓 後発品 1,679
注射薬 2391400A3172 塩酸グラニセトロン １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 1,593
注射薬 2391400A4020 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ３ｍＬ１管 カイトリル注３ｍｇ 中外製薬 5,494
注射薬 2391400A4039 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＡＦ

Ｐ」
大興製薬 後発品 2,311

注射薬 2391400A4047 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＢＸ」 シオノケミカル 後発品 2,857
注射薬 2391400A4055 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 2,887
注射薬 2391400A4071 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＮＫ」 沢井製薬 後発品 3,877
注射薬 2391400A4080 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「アイロ

ム」
アイロム製薬 後発品 2,496

注射薬 2391400A4098 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ケミ
ファ」

日医工ファーマ 後発品 4,218

注射薬 2391400A4101 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 後発品 3,366

注射薬 2391400A4110 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 3,445
注射薬 2391400A4128 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 4,325

注射薬 2391400A4144 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 3,445

注射薬 2391400A4152 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「サワ
イ」

メディサ新薬 後発品 2,752
注射薬 2391400A4160 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＨＫ」 光製薬 後発品 2,496
注射薬 2391400A4179 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「明治」 明治製菓 後発品 3,794
注射薬 2391400G1024 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 カイトリル点滴静注用３ｍｇバッグ 中外製薬 5,667
注射薬 2391400G1032 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッ

グ「ＡＦＰ」
大興製薬 後発品 2,496

注射薬 2391400G1040 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッ
グ「ＢＸ」

シオノケミカル 後発品 3,604

注射薬 2391400G1059 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注３ｍｇバッグ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 2,756

注射薬 2391400G1067 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッ
グ「ＮＫ」

高田製薬 後発品 2,874

注射薬 2391400G1075 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッ
グ「サワイ」

沢井製薬 後発品 3,877

注射薬 2391400G1083 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッ
グ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 3,398

注射薬 2391400G1091 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッ
グ「アイロム」

アイロム製薬 後発品 2,496
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注射薬 2391400G1105 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッ
グ「ケミファ」

日医工ファーマ 後発品 4,218

注射薬 2391400G1113 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッ
グ「日医工」

日医工 後発品 4,406

注射薬 2391400G1121 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッ
グ「明治」

ニプロファーマ 後発品 2,756

注射薬 2391400G2020 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ３ｍＬ１筒 グラニセトロン静注液３ｍｇシリンジ
「ＮＫ」

沢井製薬 後発品 3,877

注射薬 2391400G2039 塩酸グラニセトロン ３ｍｇ３ｍＬ１筒 グラニセトロン静注液３ｍｇシリンジ
「サワイ」

メディサ新薬 後発品 2,786

注射薬 2391400G3027 塩酸グラニセトロン １ｍｇ１ｍＬ１筒 グラニセトロン静注液１ｍｇシリンジ
「ＮＫ」

沢井製薬 後発品 1,786

注射薬 2391400G3035 塩酸グラニセトロン １ｍｇ１ｍＬ１筒 グラニセトロン静注液１ｍｇシリンジ
「サワイ」

メディサ新薬 後発品 1,666

注射薬 2391401A1026 塩酸オンダンセトロン ４ｍｇ２ｍＬ１管 ゾフラン注４ グラクソ・スミス
クライン

5,371

注射薬 2391401A1034 塩酸オンダンセトロン ４ｍｇ２ｍＬ１管 オンダンセトロン注射液４ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 3,464
注射薬 2391401A1042 塩酸オンダンセトロン ４ｍｇ２ｍＬ１管 オンダンセトロン注射液４ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 3,581

注射薬 2391401A1050 塩酸オンダンセトロン ４ｍｇ２ｍＬ１管 オンダンセトロン注射液４ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 3,184

注射薬 2391401A2022 塩酸オンダンセトロン ２ｍｇ１ｍＬ１管 ゾフラン注２ グラクソ・スミス
クライン

3,336

注射薬 2391401A2030 塩酸オンダンセトロン ２ｍｇ１ｍＬ１管 オンダンセトロン注射液２ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 2,512
注射薬 2391401A2049 塩酸オンダンセトロン ２ｍｇ１ｍＬ１管 オンダンセトロン注射液２ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 2,512

注射薬 2391401G1029 塩酸オンダンセトロン ４ｍｇ２ｍＬ１筒 オンダンセトロン注４ｍｇシリンジ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 4,252

注射薬 2391401G1037 塩酸オンダンセトロン ４ｍｇ２ｍＬ１筒 オンダンセトロン注シリンジ４ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 4,133

注射薬 2391402A1039 塩酸アザセトロン １０ｍｇ２ｍＬ１管 セロトーン静注液１０ｍｇ 日本たばこ産業 5,662
注射薬 2391403A1025 塩酸ラモセトロン ０．３ｍｇ２ｍＬ１管 ナゼア注射液０．３ｍｇ アステラス製薬 5,920
注射薬 2399401A1083 メトクロプラミド ０．５％２ｍＬ１管 プリンペラン注射液１０ｍｇ アステラス製薬 59
注射薬 2399401A1091 メトクロプラミド ０．５％２ｍＬ１管 ペラプリン注１０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 56
注射薬 2399401A1105 メトクロプラミド ０．５％２ｍＬ１管 エリーテン注１０ｍｇ／２ｍＬ 日本化薬 後発品 56
注射薬 2399401A1113 メトクロプラミド ０．５％２ｍＬ１管 テルペラン注射液１０ｍｇ あすか製薬 後発品 56
注射薬 2399401A1121 メトクロプラミド ０．５％２ｍＬ１管 ネオプラミール注射液１０ｍｇ ナガセ医薬品 後発品 56
注射薬 2399401G1027 メトクロプラミド １０ｍｇ２ｍＬ１筒 ペラプリン注シリンジ１０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 158
注射薬 2399402F1026 インフリキシマブ（遺伝

子組換え）
１００ｍｇ１瓶 レミケード点滴静注用１００ 田辺三菱製薬 100,285

注射薬 2411400D1022 酢酸テトラコサクチド ０．２５ｍｇ１管 コートロシン注射用０．２５ｍｇ 第一三共 1,379
注射薬 2411400E1028 酢酸テトラコサクチド ０．２５ｍｇ１管 コートロシン注 第一三共 1,379
注射薬 2411401A2027 酢酸テトラコサクチド亜

鉛
０．５ｍｇ１管 コートロシンＺ注 第一三共 2,138

注射薬 2411401A2035 酢酸テトラコサクチド亜
鉛

０．５ｍｇ１管 コートロシンＺ筋注０．５ｍｇ 第一三共 2,138
注射薬 2412402A2029 ソマトロピン（遺伝子組

換え）
１０ｍｇ１筒 ノルディトロピンＳ注１０ｍｇ ノボ　ノルディス

ク　ファーマ
87,668

注射薬 2412402A3025 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

５ｍｇ１筒 ソマトロピンＢＳ皮下注５ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 34,046

注射薬 2412402A4021 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

１０ｍｇ１筒 ソマトロピンＢＳ皮下注１０ｍｇ「サ
ンド」

サンド 後発品 64,674

注射薬 2412402D7027 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

セロスティム注５ｍｇ メルクセローノ 40,140

注射薬 2412402D8023 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

１．３３ｍｇ１瓶（溶
解液付）

グロウジェクト注１．３３ｍｇ 日本ケミカルリ
サーチ

10,366

注射薬 2412402D8031 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

１．３３ｍｇ１瓶（溶
解液付）

サイゼン注１．３３ｍｇ メルクセローノ 9,001

注射薬 2412402D8074 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

１．３３ｍｇ１瓶（溶
解液付）

グロウジェクト注射用１．３３ｍｇ 日本ケミカルリ
サーチ

10,366

注射薬 2412402D9020 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

５．３３ｍｇ１筒（溶
解液付）

ジェノトロピン５．３ｍｇ ファイザー 43,879

注射薬 2412402D9038 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

５．３３ｍｇ１筒（溶
解液付）

ジェノトロピンＴＣ注用５．３ｍｇ ファイザー 43,879

注射薬 2412402G7023 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

５ｍｇ１キット ノルディトロピン　ノルディフレック
ス注５ｍｇ

ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

52,949

注射薬 2412402G8020 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

１０ｍｇ１キット ノルディトロピン　ノルディフレック
ス注１０ｍｇ

ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

103,013

注射薬 2412402G9026 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

０．６ｍｇ１筒 ジェノトロピンミニクイック皮下注用
０．６ｍｇ

ファイザー 5,699

注射薬 2412402L1031 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

６ｍｇ１筒（溶解液
付）

ヒューマトロープ注射用６ｍｇ 日本イーライリ
リー

56,105

注射薬 2412402L2020 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

８ｍｇ１筒（溶解液
付）

グロウジェクトＢＣ８ｍｇ 日本ケミカルリ
サーチ

77,368

注射薬 2412402L2038 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

８ｍｇ１筒（溶解液
付）

グロウジェクトＢＣ注射用８ｍｇ 日本ケミカルリ
サーチ

77,368

注射薬 2412402L3026 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

８ｍｇ１瓶（溶解液
付）

グロウジェクト注８ｍｇ 日本ケミカルリ
サーチ

78,361

注射薬 2412402L3042 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

８ｍｇ１瓶（溶解液
付）

サイゼン８ｍｇ皮下注 メルクセローノ 50,737

注射薬 2412402L3050 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

８ｍｇ１瓶（溶解液
付）

グロウジェクト注射用８ｍｇ 日本ケミカルリ
サーチ

78,361

注射薬 2412402L4030 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

１２ｍｇ１筒（溶解液
付）

ジェノトロピン注射用１２ｍｇ ファイザー 109,505

注射薬 2412402L4049 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

１２ｍｇ１筒（溶解液
付）

ヒューマトロープ注射用１２ｍｇ 日本イーライリ
リー

107,243

注射薬 2412402L4057 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

１２ｍｇ１筒（溶解液
付）

ジェノトロピンＴＣ注用１２ｍｇ ファイザー 109,505

注射薬 2412402P1025 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

１．０ｍｇ１筒 ジェノトロピンミニクイック皮下注用
１．０ｍｇ

ファイザー 8,961

注射薬 2412402P2021 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

１．４ｍｇ１筒 ジェノトロピンミニクイック皮下注用
１．４ｍｇ

ファイザー 12,446
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