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注射薬 3229501A1035 塩化マンガン・硫酸亜鉛
配合剤

２ｍＬ１管 ミネラリン注 日本製薬 261

注射薬 3229501A1043 塩化マンガン・硫酸亜鉛
配合剤

２ｍＬ１管 ボルビックス注 富士薬品 後発品 133

注射薬 3229501A1060 塩化マンガン・硫酸亜鉛
配合剤

２ｍＬ１管 メドレニック注 大洋薬品工業 後発品 71

注射薬 3229501A1078 塩化マンガン・硫酸亜鉛
配合剤

２ｍＬ１管 ミネラミック注 東和薬品 後発品 116

注射薬 3229501A1086 塩化マンガン・硫酸亜鉛
配合剤

２ｍＬ１管 シザナリンＮ注 日新製薬（山形） 後発品 71

注射薬 3229501G1020 塩化マンガン・硫酸亜鉛
配合剤

２ｍＬ１筒 エレメンミック注キット 味の素 343

注射薬 3229501G1038 塩化マンガン・硫酸亜鉛
配合剤

２ｍＬ１筒 ミネラリン注シリンジ 日本製薬 343

注射薬 3229501G1046 塩化マンガン・硫酸亜鉛
配合剤

２ｍＬ１筒 メドレニック注シリンジ 大洋薬品工業 後発品 267

注射薬 3229501G1062 塩化マンガン・硫酸亜鉛
配合剤

２ｍＬ１筒 ミネリック－５注シリンジ ニプロファーマ 後発品 210

注射薬 3229501G1070 塩化マンガン・硫酸亜鉛
配合剤

２ｍＬ１筒 エレジェクト注シリンジ テルモ 後発品 218

注射薬 3229502A1056 塩化第二鉄・硫酸亜鉛配
合剤

２ｍＬ１管 ボルビサール注 富士薬品 後発品 165

注射薬 3229502G1024 塩化第二鉄・硫酸亜鉛配
合剤

２ｍＬ１キット エレメンミック注キット－ＯＰ 味の素 394

注射薬 3229502G2020 塩化第二鉄・硫酸亜鉛配
合剤

２ｍＬ１筒 ミネリック－４注シリンジ ニプロファーマ 後発品 293

注射薬 3231400G1025 ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１キッ
ト

大塚糖液５％ＴＮ 大塚製薬工場 204
注射薬 3231400G2021 ブドウ糖 ５％５０ｍＬ１キット 大塚糖液５％ＴＮ 大塚製薬工場 210
注射薬 3231400G3028 ブドウ糖 ５％５０ｍＬ１キット ５％糖液キットＨ ニプロファーマ 後発品 216
注射薬 3231400G4024 ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１キッ

ト
５％糖液キットＨ ニプロファーマ 後発品 216

注射薬 3231400G6035 ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１キッ
ト

テルモ糖注ＴＫ テルモ 後発品 188
注射薬 3231400G9034 ブドウ糖 ５０％２０ｍＬ１筒 ブドウ糖注５０％シリンジ「テルモ」 テルモ 後発品 131
注射薬 3231400P1025 ブドウ糖 ５％２０ｍＬ１筒 ５％糖注シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 183
注射薬 3231400P2021 ブドウ糖 １０％２０ｍＬ１筒 １０％糖注シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 170
注射薬 3231400P3028 ブドウ糖 ２０％２０ｍＬ１筒 ２０％糖注シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 185
注射薬 3231400P4032 ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１キッ

ト
大塚糖液５％２ポート１００ｍＬ 大塚製薬工場 後発品 210

注射薬 3231400P6027 ブドウ糖 ５％５０ｍＬ１キット 大塚糖液５％２ポート５０ｍＬ 大塚製薬工場 後発品 210
注射薬 3231401A1019 ブドウ糖 ５％２０ｍＬ１管 局 ブドウ糖注射液 61
注射薬 3231401A1094 ブドウ糖 ５％２０ｍＬ１管 局 大塚糖液５％ 大塚製薬工場 64
注射薬 3231401A1140 ブドウ糖 ５％２０ｍＬ１管 局 糖液注５％「第一三共」 第一三共 64
注射薬 3231401A2015 ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１瓶 局 ブドウ糖注射液 105
注射薬 3231401A3011 ブドウ糖 ５％２００ｍＬ１瓶 局 ブドウ糖注射液 119
注射薬 3231401A3054 ブドウ糖 ５％２００ｍＬ１瓶 局 ブドウ糖注５％ＰＬ「フソー」 扶桑薬品工業 124
注射薬 3231401A4018 ブドウ糖 ５％２５０ｍＬ１瓶 局 ブドウ糖注射液 120
注射薬 3231401A5014 ブドウ糖 ５％３００ｍＬ１瓶 局 ブドウ糖注射液 120
注射薬 3231401A6010 ブドウ糖 ５％５００ｍＬ１瓶 局 ブドウ糖注射液 134
注射薬 3231401A7017 ブドウ糖 ５％１Ｌ１瓶 局 ブドウ糖注射液 221
注射薬 3231401A9010 ブドウ糖 １０％５００ｍＬ１瓶 局 ブドウ糖注射液 127
注射薬 3231401A9095 ブドウ糖 １０％５００ｍＬ１瓶 局 ブドウ糖注１０％ＰＬ「フソー」 扶桑薬品工業 131
注射薬 3231401H1017 ブドウ糖 ２０％２０ｍＬ１管 局 ブドウ糖注射液 61
注射薬 3231401H1033 ブドウ糖 ２０％２０ｍＬ１管 局 大塚糖液２０％ 大塚製薬工場 64
注射薬 3231401H1106 ブドウ糖 ２０％２０ｍＬ１管 局 ブドウ糖注「ヒシヤマ」２０％ ニプロファーマ 64
注射薬 3231401H1262 ブドウ糖 ２０％２０ｍＬ１管 局 糖液注２０％「第一三共」 第一三共 64
注射薬 3231401H4016 ブドウ糖 ２０％５００ｍＬ１瓶 局 ブドウ糖注射液 177
注射薬 3231401H5012 ブドウ糖 ３０％５００ｍＬ１瓶 局 ブドウ糖注射液 200
注射薬 3231401H6019 ブドウ糖 ４０％２０ｍＬ１管 局 ブドウ糖注射液 61
注射薬 3231401H6027 ブドウ糖 ４０％２０ｍＬ１管 局 大塚糖液４０％ 大塚製薬工場 64
注射薬 3231401H7015 ブドウ糖 ５０％２０ｍＬ１管 局 ブドウ糖注射液 61
注射薬 3231401H7023 ブドウ糖 ５０％２０ｍＬ１管 局 大塚糖液５０％ 大塚製薬工場 64
注射薬 3231401H7040 ブドウ糖 ５０％２０ｍＬ１管 局 小林糖液５０％ アイロム製薬 64
注射薬 3231401H7120 ブドウ糖 ５０％２０ｍＬ１管 局 糖液注５０％「第一三共」 第一三共 64
注射薬 3231401H8011 ブドウ糖 ５０％２００ｍＬ１瓶 局 ブドウ糖注射液 224
注射薬 3231401H9018 ブドウ糖 ５０％３００ｍＬ１瓶 局 ブドウ糖注射液 259
注射薬 3231401J1019 ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１袋 局 ブドウ糖注射液 108
注射薬 3231401J2015 ブドウ糖 ５％３００ｍＬ１袋 局 ブドウ糖注射液 121
注射薬 3231401J3011 ブドウ糖 ５０％２００ｍＬ１袋 局 ブドウ糖注射液 224
注射薬 3231401J4018 ブドウ糖 ５０％５００ｍＬ１袋 局 ブドウ糖注射液 253
注射薬 3231401J5014 ブドウ糖 ７０％３５０ｍＬ１袋 局 ブドウ糖注射液 308
注射薬 3231401J6010 ブドウ糖 ５％２５０ｍＬ１袋 局 ブドウ糖注射液 108
注射薬 3231401J6029 ブドウ糖 ５％２５０ｍＬ１袋 局 大塚糖液５％ 大塚製薬工場 120
注射薬 3231401J6070 ブドウ糖 ５％２５０ｍＬ１袋 局 光糖液５％ 光製薬 120
注射薬 3231401J6088 ブドウ糖 ５％２５０ｍＬ１袋 局 テルモ糖注５％ テルモ 120
注射薬 3231401J6096 ブドウ糖 ５％２５０ｍＬ１袋 局 ブドウ糖注５％バッグ「フソー」 扶桑薬品工業 124
注射薬 3231401J7017 ブドウ糖 １０％２０ｍＬ１管 局 ブドウ糖注射液 64
注射薬 3231401Q2013 ブドウ糖 ５０％５００ｍＬ１瓶 局 ブドウ糖注射液 259
注射薬 3231401Q3010 ブドウ糖 ５％５００ｍＬ１袋 局 ブドウ糖注射液 134
注射薬 3231401Q4016 ブドウ糖 ５０％１００ｍＬ１瓶 局 ブドウ糖注射液 156
注射薬 3231401Q5012 ブドウ糖 １０％５００ｍＬ１袋 局 ブドウ糖注射液 125
注射薬 3231401Q5020 ブドウ糖 １０％５００ｍＬ１袋 局 大塚糖液１０％ 大塚製薬工場 127
注射薬 3231401Q5071 ブドウ糖 １０％５００ｍＬ１袋 局 光糖液１０％ 光製薬 127
注射薬 3231401Q5098 ブドウ糖 １０％５００ｍＬ１袋 局 ブドウ糖注１０％バッグ「フソー」 扶桑薬品工業 131
注射薬 3231401Q6019 ブドウ糖 ５％５０ｍＬ１瓶 局 ブドウ糖注射液 101
注射薬 3231401Q7015 ブドウ糖 ５％１Ｌ１袋 局 ブドウ糖注射液 221
注射薬 3231401T1028 ブドウ糖 ２０％５００ｍＬ１袋 局 光糖液２０％ 光製薬 177
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注射薬 3231401T2024 ブドウ糖 ３０％５００ｍＬ１袋 局 光糖液３０％ 光製薬 200
注射薬 3232400A2018 果糖 ５％５００ｍＬ１瓶 局 果糖注射液 148
注射薬 3232400A3014 果糖 ５％１Ｌ１瓶 局 果糖注射液 251
注射薬 3232400A5017 果糖 １０％５００ｍＬ１瓶 局 果糖注射液 206
注射薬 3232400A6013 果糖 ２０％２０ｍＬ１管 局 果糖注射液 92
注射薬 3232400A6030 果糖 ２０％２０ｍＬ１管 局 ２０％フルクトン注 大塚製薬工場 94
注射薬 3232400A8016 果糖 ５％２００ｍＬ１袋 局 果糖注射液 121
注射薬 3232400A9012 果糖 ５％５００ｍＬ１袋 局 果糖注射液 148
注射薬 3233400A3143 マルトース １０％５００ｍＬ１瓶 マルトース注ＭＰ１０％ マイラン製薬 後発品 214
注射薬 3233400A3151 マルトース １０％５００ｍＬ１瓶 マルトス輸液１０％ 大塚製薬工場 214
注射薬 3233400A4050 マルトース １０％５００ｍＬ１袋 マドロス輸液１０％ 扶桑薬品工業 223
注射薬 3233400A4069 マルトース １０％５００ｍＬ１袋 マルトースＭＬ輸液１０％ テルモ 後発品 201
注射薬 3233400A4077 マルトース １０％５００ｍＬ１袋 マルトス輸液１０％ 大塚製薬工場 215
注射薬 3233400A5030 マルトース １０％２００ｍＬ１瓶 マドロス輸液１０％ 扶桑薬品工業 後発品 181
注射薬 3233400A6045 マルトース １０％２５０ｍＬ１袋 マルトースＭＬ輸液１０％ テルモ 後発品 188
注射薬 3233400A6053 マルトース １０％２５０ｍＬ１袋 マルトス輸液１０％ 大塚製薬工場 188
注射薬 3233400A7033 マルトース １０％２００ｍＬ１袋 マドロス輸液１０％ 扶桑薬品工業 後発品 181
注射薬 3234400A1016 キシリトール ５％２００ｍＬ１瓶 局 キシリトール注射液 160
注射薬 3234400A2012 キシリトール ５％３００ｍＬ１瓶 局 キシリトール注射液 164
注射薬 3234400A3019 キシリトール ５％５００ｍＬ１瓶 局 キシリトール注射液 170
注射薬 3234400A4015 キシリトール １０％２０ｍＬ１管 局 キシリトール注射液 86
注射薬 3234400A5011 キシリトール １０％２００ｍＬ１瓶 局 キシリトール注射液 222
注射薬 3234400A7014 キシリトール １０％５００ｍＬ１瓶 局 キシリトール注射液 303
注射薬 3234400A8010 キシリトール ２０％２０ｍＬ１管 局 キシリトール注射液 82
注射薬 3234400A8169 キシリトール ２０％２０ｍＬ１管 局 クリニット注２０％ アイロム製薬 86
注射薬 3234400A8193 キシリトール ２０％２０ｍＬ１管 局 ※キシリトール注２０％（大塚製薬工

場）
大塚製薬工場 86

注射薬 3234400A8215 キシリトール ２０％２０ｍＬ１管 局 キシリトール注２０％「フソー」 扶桑薬品工業 86
注射薬 3234400A9017 キシリトール ５０％２０ｍＬ１管 局 キシリトール注射液 100
注射薬 3234400H1014 キシリトール ５％２００ｍＬ１袋 局 キシリトール注射液 167
注射薬 3234400H2010 キシリトール ５％５００ｍＬ１袋 局 キシリトール注射液 171
注射薬 3234400H3017 キシリトール ５％３００ｍＬ１袋 局 キシリトール注射液 170
注射薬 3234401G1021 キシリトール ２０％２０ｍＬ１筒 ２０％キシリトール注シリンジ「Ｎ

Ｐ」
ニプロファーマ 後発品 204

注射薬 3239501A1023 Ｄ－ソルビトール・Ｄ－
マンニトール

３００ｍＬ１瓶 マンニットールＳ注射液 陽進堂 390

注射薬 3239501A2020 Ｄ－ソルビトール・Ｄ－
マンニトール

５００ｍＬ１瓶 マンニットールＳ注射液 陽進堂 579

注射薬 3239502X1020 高カロリー輸液用基本液 ７００ｍＬ１袋 ハイカリック液－１号 テルモ 358
注射薬 3239502X2027 高カロリー輸液用基本液 １．４Ｌ１袋 ハイカリック液－１号 テルモ 705
注射薬 3239503X1025 高カロリー輸液用基本液 ７００ｍＬ１袋 ハイカリック液－２号 テルモ 358
注射薬 3239503X2021 高カロリー輸液用基本液 １．４Ｌ１袋 ハイカリック液－２号 テルモ 705
注射薬 3239507X1023 高カロリー輸液用基本液 ７００ｍＬ１袋 ハイカリック液－３号 テルモ 414
注射薬 3239507X2020 高カロリー輸液用基本液 １．４Ｌ１袋 ハイカリック液－３号 テルモ 744
注射薬 3239508A2030 高カロリー輸液用基本液 ６００ｍＬ１袋 トリパレン１号輸液 大塚製薬工場 419
注射薬 3239508A3036 高カロリー輸液用基本液 １．２Ｌ１袋 トリパレン１号輸液 大塚製薬工場 773
注射薬 3239509A2034 高カロリー輸液用基本液 ６００ｍＬ１袋 トリパレン２号輸液 大塚製薬工場 451
注射薬 3239509A3030 高カロリー輸液用基本液 １．２Ｌ１袋 トリパレン２号輸液 大塚製薬工場 809
注射薬 3239512X1040 高カロリー輸液用基本液 ７００ｍＬ１袋 カロナリーＬ輸液 扶桑薬品工業 後発品 291
注射薬 3239512X1059 高カロリー輸液用基本液 ７００ｍＬ１袋 ハイカリックＮＣ－Ｌ輸液 テルモ 386
注射薬 3239512X2039 高カロリー輸液用基本液 １．４Ｌ１袋 ハイカリックＮＣ－Ｌ輸液 テルモ 737
注射薬 3239513X1045 高カロリー輸液用基本液 ７００ｍＬ１袋 カロナリーＭ輸液 扶桑薬品工業 後発品 295
注射薬 3239513X1053 高カロリー輸液用基本液 ７００ｍＬ１袋 ハイカリックＮＣ－Ｎ輸液 テルモ 401
注射薬 3239513X2033 高カロリー輸液用基本液 １．４Ｌ１袋 ハイカリックＮＣ－Ｎ輸液 テルモ 715
注射薬 3239514X1040 高カロリー輸液用基本液 ７００ｍＬ１袋 カロナリーＨ輸液 扶桑薬品工業 後発品 364
注射薬 3239514X1058 高カロリー輸液用基本液 ７００ｍＬ１袋 ハイカリックＮＣ－Ｈ輸液 テルモ 426
注射薬 3239514X2038 高カロリー輸液用基本液 １．４Ｌ１袋 ハイカリックＮＣ－Ｈ輸液 テルモ 827
注射薬 3239515X1028 高カロリー輸液用基本液 ５００ｍＬ１瓶又は１

袋
リハビックス－Ｋ１号 味の素 532

注射薬 3239515X1036 高カロリー輸液用基本液 ５００ｍＬ１瓶又は１
袋

リハビックス－Ｋ１号輸液 味の素 532
注射薬 3239516X1022 高カロリー輸液用基本液 ５００ｍＬ１瓶又は１

袋
リハビックス－Ｋ２号 味の素 561

注射薬 3239516X1030 高カロリー輸液用基本液 ５００ｍＬ１瓶又は１
袋

リハビックス－Ｋ２号輸液 味の素 561
注射薬 3239527A1036 高カロリー輸液用基本液 ２５０ｍＬ１袋 ハイカリックＲＦ輸液 テルモ 247
注射薬 3239527A2032 高カロリー輸液用基本液 ５００ｍＬ１袋 ハイカリックＲＦ輸液 テルモ 457
注射薬 3239527A3039 高カロリー輸液用基本液 １Ｌ１袋 ハイカリックＲＦ輸液 テルモ 896
注射薬 3253401A6034 高カロリー輸液用総合ア

ミノ酸製剤
（１０％）２０ｍＬ１
管

ハイ・プレアミン注－１０％ 扶桑薬品工業 後発品 58

注射薬 3253401H4048 高カロリー輸液用総合ア
ミノ酸製剤

（１２％）２００ｍＬ
１袋

プロテアミン１２注射液 テルモ 344

注射薬 3253401H5036 高カロリー輸液用総合ア
ミノ酸製剤

（１０％）２００ｍＬ
１袋

モリアミンＳ注 味の素 351

注射薬 3253403A2038 高カロリー輸液用総合ア
ミノ酸製剤

２００ｍＬ１袋 モリプロンＦ輸液 味の素 314

注射薬 3253404A3047 肝不全用アミノ酸製剤 ２００ｍＬ１袋 ヒカリレバン注 光製薬 後発品 350
注射薬 3253404A3055 肝不全用アミノ酸製剤 ２００ｍＬ１袋 アミノレバン点滴静注 大塚製薬工場 428
注射薬 3253404A3063 肝不全用アミノ酸製剤 ２００ｍＬ１袋 テルフィス点滴静注 テルモ 後発品 350
注射薬 3253404A4043 肝不全用アミノ酸製剤 ５００ｍＬ１袋 ヒカリレバン注 光製薬 後発品 715
注射薬 3253404A4051 肝不全用アミノ酸製剤 ５００ｍＬ１袋 アミノレバン点滴静注 大塚製薬工場 867
注射薬 3253404A4060 肝不全用アミノ酸製剤 ５００ｍＬ１袋 テルフィス点滴静注 テルモ 後発品 715
注射薬 3253406A4034 高カロリー輸液用総合ア

ミノ酸製剤
２００ｍＬ１袋 アミパレン輸液 大塚製薬工場 278

注射薬 3253406A5030 高カロリー輸液用総合ア
ミノ酸製剤

３００ｍＬ１袋 アミパレン輸液 大塚製薬工場 391

注射薬 3253406A6037 高カロリー輸液用総合ア
ミノ酸製剤

４００ｍＬ１袋 アミパレン輸液 大塚製薬工場 493

注射薬 3253407A3032 高カロリー輸液用総合ア
ミノ酸製剤

２００ｍＬ１袋 アミニック輸液 味の素 317
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注射薬 3253409A1020 高カロリー輸液用総合ア
ミノ酸製剤

２００ｍＬ１瓶 バリアミンＦ注 マイラン製薬 後発品 286

注射薬 3253409A2027 高カロリー輸液用総合ア
ミノ酸製剤

３００ｍＬ１瓶 バリアミンＦ注 マイラン製薬 後発品 319

注射薬 3253410A1031 肝不全用アミノ酸製剤 ２００ｍＬ１袋 モリヘパミン点滴静注 味の素 456
注射薬 3253410A2038 肝不全用アミノ酸製剤 ３００ｍＬ１袋 モリヘパミン点滴静注 味の素 656
注射薬 3253410A3034 肝不全用アミノ酸製剤 ５００ｍＬ１袋 モリヘパミン点滴静注 味の素 945
注射薬 3253411A1036 高カロリー輸液用総合ア

ミノ酸製剤
２００ｍＬ１袋 アミゼットＢ輸液 テルモ 308

注射薬 3253411A2032 高カロリー輸液用総合ア
ミノ酸製剤

３００ｍＬ１袋 アミゼットＢ輸液 テルモ 406

注射薬 3253411A3039 高カロリー輸液用総合ア
ミノ酸製剤

４００ｍＬ１袋 アミゼットＢ輸液 テルモ 547

注射薬 3253412A2029 高カロリー輸液用総合ア
ミノ酸製剤

２００ｍＬ１袋 プレアミン－Ｐ注射液 扶桑薬品工業 469

注射薬 3253414A1030 腎不全用アミノ酸製剤 ２００ｍＬ１袋 キドミン輸液 大塚製薬工場 522
注射薬 3253414A2036 腎不全用アミノ酸製剤 ３００ｍＬ１袋 キドミン輸液 大塚製薬工場 719
注射薬 3253415A1026 腎不全用アミノ酸製剤 ２００ｍＬ１袋 ネオアミユー 味の素 537
注射薬 3253415A1034 腎不全用アミノ酸製剤 ２００ｍＬ１袋 ネオアミユー輸液 味の素 537
注射薬 3259503A1033 総合アミノ酸製剤（キシ

リトール加）
２００ｍＬ１袋 プロテアミン１２Ｘ注射液 テルモ 391

注射薬 3259508A5031 総合アミノ酸製剤（ソル
ビトール加）

（１０％）２０ｍＬ１
管

ハイ・プレアミンＳ注－１０％ 扶桑薬品工業 58

注射薬 3259510A3036 総合アミノ酸製剤（ブド
ウ糖加）

２００ｍＬ１袋 プラスアミノ輸液 大塚製薬工場 182

注射薬 3259510A4032 総合アミノ酸製剤（ブド
ウ糖加）

５００ｍＬ１袋 プラスアミノ輸液 大塚製薬工場 308

注射薬 3259512A1040 総合アミノ酸・グリセリ
ン配合剤

５００ｍＬ１瓶 マックアミン輸液 日本製薬 527

注射薬 3259512A2039 総合アミノ酸・グリセリ
ン配合剤

２００ｍＬ１瓶 マックアミン輸液 日本製薬 369

注射薬 3259512A4031 総合アミノ酸・グリセリ
ン配合剤

５００ｍＬ１袋 マックアミン輸液 日本製薬 527

注射薬 3259512A5038 総合アミノ酸・グリセリ
ン配合剤

２００ｍＬ１袋 マックアミン輸液 日本製薬 369

注射薬 3259513A1037 総合アミノ酸製剤（キシ
リトール加）

５００ｍＬ１瓶 バリアミンＸ輸液 マイラン製薬 後発品 301

注射薬 3259514A1031 アミノ酸・糖・電解質 ５００ｍＬ１袋 アミカリック輸液 テルモ 601
注射薬 3259514A2038 アミノ酸・糖・電解質 ２００ｍＬ１袋 アミカリック輸液 テルモ 418
注射薬 3259515G1039 アミノ酸・糖・電解質 １キット ピーエヌツイン－１号輸液 味の素 895
注射薬 3259515G2035 アミノ酸・糖・電解質 １キット ピーエヌツイン－２号輸液 味の素 1,008
注射薬 3259515G3031 アミノ酸・糖・電解質 １キット ピーエヌツイン－３号輸液 味の素 1,155
注射薬 3259516A1030 総合アミノ酸製剤（キシ

リトール加）
２００ｍＬ１袋 アミゼットＸＢ輸液 テルモ 445

注射薬 3259516A2037 総合アミノ酸製剤（キシ
リトール加）

３００ｍＬ１袋 アミゼットＸＢ輸液 テルモ 617

注射薬 3259516G1033 アミノ酸・糖・電解質 ８５０ｍＬ１キット アミノトリパ１号輸液 大塚製薬工場 994
注射薬 3259516G2030 アミノ酸・糖・電解質 １．７Ｌ１キット アミノトリパ１号輸液 大塚製薬工場 1,631
注射薬 3259517G1038 アミノ酸・糖・電解質 ９００ｍＬ１キット アミノトリパ２号輸液 大塚製薬工場 1,059
注射薬 3259517G2034 アミノ酸・糖・電解質 １．８Ｌ１キット アミノトリパ２号輸液 大塚製薬工場 1,765
注射薬 3259518G1040 アミノ酸・糖・電解質 ５００ｍＬ１キット アミノフリード輸液 大塚製薬工場 525
注射薬 3259518G1059 アミノ酸・糖・電解質 ５００ｍＬ１キット ツインパル輸液 味の素 後発品 470
注射薬 3259518G2047 アミノ酸・糖・電解質 １Ｌ１キット アミノフリード輸液 大塚製薬工場 721
注射薬 3259518G2055 アミノ酸・糖・電解質 １Ｌ１キット ツインパル輸液 味の素 後発品 626
注射薬 3259519G1037 アミノ酸・糖・電解質 １Ｌ１袋 ユニカリックＬ輸液 テルモ 931
注射薬 3259519G2033 アミノ酸・糖・電解質 ２Ｌ１袋 ユニカリックＬ輸液 テルモ 1,574
注射薬 3259520G1030 アミノ酸・糖・電解質 １Ｌ１袋 ユニカリックＮ輸液 テルモ 1,004
注射薬 3259520G2036 アミノ酸・糖・電解質 ２Ｌ１袋 ユニカリックＮ輸液 テルモ 1,720
注射薬 3259521G1034 アミノ酸・糖・脂肪・電

解質
９００ｍＬ１キット ミキシッドＬ輸液 大塚製薬工場 1,613

注射薬 3259522G1039 アミノ酸・糖・脂肪・電
解質

９００ｍＬ１キット ミキシッドＨ輸液 大塚製薬工場 1,681

注射薬 3259523G1033 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

９０３ｍＬ１キット フルカリック１号輸液 テルモ 1,178

注射薬 3259523G2030 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

１８０６ｍＬ１キット フルカリック１号輸液 テルモ 1,888

注射薬 3259524G1038 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

１００３ｍＬ１キット フルカリック２号輸液 テルモ 1,250

注射薬 3259524G2034 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

２００６ｍＬ１キット フルカリック２号輸液 テルモ 2,067

注射薬 3259525G1032 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

１１０３ｍＬ１キット フルカリック３号輸液 テルモ 1,413

注射薬 3259526G1037 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

１０００ｍＬ１キット ネオパレン１号輸液 大塚製薬工場 1,292

注射薬 3259526G2033 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

１５００ｍＬ１キット ネオパレン１号輸液 大塚製薬工場 1,702

注射薬 3259526G3030 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

２０００ｍＬ１キット ネオパレン１号輸液 大塚製薬工場 2,008

注射薬 3259527G1031 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

１０００ｍＬ１キット ネオパレン２号輸液 大塚製薬工場 1,414

注射薬 3259527G2038 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

１５００ｍＬ１キット ネオパレン２号輸液 大塚製薬工場 1,861

注射薬 3259527G3034 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

２０００ｍＬ１キット ネオパレン２号輸液 大塚製薬工場 2,276

注射薬 3259528G1044 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

５００ｍＬ１キット パレセーフ輸液 味の素 794

注射薬 3259528G1052 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

５００ｍＬ１キット アミグランド輸液 テルモ 794
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注射薬 3259529G1030 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

５００ｍＬ１キット ビーフリード輸液 大塚製薬工場 529

注射薬 3259529G2037 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

１Ｌ１キット ビーフリード輸液 大塚製薬工場 727

注射薬 3259530G1025 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

１０００ｍＬ１キット エルネオパ１号輸液 大塚製薬工場 1,643

注射薬 3259530G2021 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

１５００ｍＬ１キット エルネオパ１号輸液 大塚製薬工場 2,052

注射薬 3259530G3028 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

２０００ｍＬ１キット エルネオパ１号輸液 大塚製薬工場 2,484

注射薬 3259531G1020 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

１０００ｍＬ１キット エルネオパ２号輸液 大塚製薬工場 1,766

注射薬 3259531G2026 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

１５００ｍＬ１キット エルネオパ２号輸液 大塚製薬工場 2,230

注射薬 3259531G3022 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

２０００ｍＬ１キット エルネオパ２号輸液 大塚製薬工場 2,703

注射薬 3259600A1020 胎盤絨毛分解物 ２ｍＬ１管 メルスモン メルスモン製薬 後発品 192
注射薬 3259601A1024 胎盤加水分解物 ２ｍＬ１管 ラエンネック 日本生物製剤 後発品 183
注射薬 3262400A1045 肝臓エキス・フラビンア

デニンジヌクレオチド
１ｍＬ１管 アセラート注 沢井製薬 後発品 88

注射薬 3262400A1053 肝臓エキス・フラビンア
デニンジヌクレオチド

１ｍＬ１管 エフエーミック注 鶴原製薬 後発品 56

注射薬 3262400A1070 肝臓エキス・フラビンア
デニンジヌクレオチド

１ｍＬ１管 ヒノマリン注射液 大洋薬品工業 後発品 59

注射薬 3262400A1100 肝臓エキス・フラビンア
デニンジヌクレオチド

１ｍＬ１管 リバレス注 日医工 後発品 56

注射薬 3262400A1126 肝臓エキス・フラビンア
デニンジヌクレオチド

１ｍＬ１管 レバサルト注 東和薬品 後発品 63

注射薬 3262400A1134 肝臓エキス・フラビンア
デニンジヌクレオチド

１ｍＬ１管 ベマカスト注 日新製薬（山形） 後発品 59

注射薬 3262400A1169 肝臓エキス・フラビンア
デニンジヌクレオチド

１ｍＬ１管 アスルダム注１ｍＬ ニプロファーマ 後発品 59

注射薬 3262400A1177 肝臓エキス・フラビンア
デニンジヌクレオチド

１ｍＬ１管 アデラビン９号注１ｍＬ 三和化学研究所 164

注射薬 3262400A1185 肝臓エキス・フラビンア
デニンジヌクレオチド

１ｍＬ１管 アセラート注射液１ｍＬ 沢井製薬 後発品 88

注射薬 3262400A1193 肝臓エキス・フラビンア
デニンジヌクレオチド

１ｍＬ１管 エフエーミック注１ｍＬ 鶴原製薬 後発品 56

注射薬 3262400A2041 肝臓エキス・フラビンア
デニンジヌクレオチド

２ｍＬ１管 アセラート注 沢井製薬 後発品 103

注射薬 3262400A2050 肝臓エキス・フラビンア
デニンジヌクレオチド

２ｍＬ１管 エフエーミック注 鶴原製薬 後発品 81

注射薬 3262400A2076 肝臓エキス・フラビンア
デニンジヌクレオチド

２ｍＬ１管 ヒノマリン注射液 大洋薬品工業 後発品 96

注射薬 3262400A2092 肝臓エキス・フラビンア
デニンジヌクレオチド

２ｍＬ１管 リバレス注 日医工 後発品 87

注射薬 3262400A2114 肝臓エキス・フラビンア
デニンジヌクレオチド

２ｍＬ１管 レバサルト注 東和薬品 後発品 76

注射薬 3262400A2122 肝臓エキス・フラビンア
デニンジヌクレオチド

２ｍＬ１管 ベマカスト注 日新製薬（山形） 後発品 81

注射薬 3262400A2157 肝臓エキス・フラビンア
デニンジヌクレオチド

２ｍＬ１管 アスルダム注２ｍＬ ニプロファーマ 後発品 87

注射薬 3262400A2165 肝臓エキス・フラビンア
デニンジヌクレオチド

２ｍＬ１管 アデラビン９号注２ｍＬ 三和化学研究所 277

注射薬 3262400A2173 肝臓エキス・フラビンア
デニンジヌクレオチド

２ｍＬ１管 アセラート注射液２ｍＬ 沢井製薬 後発品 103

注射薬 3262400A2181 肝臓エキス・フラビンア
デニンジヌクレオチド

２ｍＬ１管 エフエーミック注２ｍＬ 鶴原製薬 後発品 81

注射薬 3299500A3020 ダイズ油 ２０％１００ｍＬ１袋 イントラファット注２０％ 日本製薬 474
注射薬 3299500A4026 ダイズ油 ２０％２５０ｍＬ１袋 イントラファット注２０％ 日本製薬 811
注射薬 3299501A3032 ダイズ油 ２００ｍＬ１袋 イントラファット注１０％ 日本製薬 525
注射薬 3299501A4039 ダイズ油 ５００ｍＬ１袋 イントラファット注１０％ 日本製薬 1,084
注射薬 3299502A2030 ダイズ油 １００ｍＬ１袋 イントラリピッド１０％ フレゼニウスカー

ビジャパン
後発品 429

注射薬 3299502A2049 ダイズ油 １００ｍＬ１袋 イントラリピッド輸液１０％ フレゼニウスカー
ビジャパン

後発品 429

注射薬 3299504A4032 ダイズ油 ２５０ｍＬ１袋 イントラリポス輸液１０％ 大塚製薬工場 後発品 711
注射薬 3299505A4037 ダイズ油 １００ｍＬ１袋 イントラリピッド２０％ フレゼニウスカー

ビジャパン
後発品 505

注射薬 3299505A4045 ダイズ油 ２０％１００ｍＬ１袋 イントラリポス輸液２０％ 大塚製薬工場 後発品 565
注射薬 3299505A4053 ダイズ油 １００ｍＬ１袋 イントラリピッド輸液２０％ フレゼニウスカー

ビジャパン
後発品 505

注射薬 3299505A5033 ダイズ油 ２５０ｍＬ１袋 イントラリピッド２０％ フレゼニウスカー
ビジャパン

後発品 989

注射薬 3299505A5041 ダイズ油 ２０％２５０ｍＬ１袋 イントラリポス輸液２０％ 大塚製薬工場 後発品 1,094
注射薬 3299505A5050 ダイズ油 ２５０ｍＬ１袋 イントラリピッド輸液２０％ フレゼニウスカー

ビジャパン
後発品 989

注射薬 3299505A6030 ダイズ油 ２０％５０ｍＬ１袋 イントラリポス輸液２０％ 大塚製薬工場 後発品 472
注射薬 3311400A1017 塩化ナトリウム １０％２０ｍＬ１管 局 １０％塩化ナトリウム注射液 61
注射薬 3311401A1011 生理食塩液 ５ｍＬ１管 局 生理食塩液 61
注射薬 3311401A2018 生理食塩液 ２０ｍＬ１管 局 生理食塩液 61
注射薬 3311401A3014 生理食塩液 １００ｍＬ１瓶 局 生理食塩液 92
注射薬 3311401A4010 生理食塩液 ２００ｍＬ１瓶 局 生理食塩液 107
注射薬 3311401A5017 生理食塩液 ２５０ｍＬ１瓶 局 生理食塩液 107
注射薬 3311401A5068 生理食塩液 ２５０ｍＬ１瓶 局 生食ＭＰ マイラン製薬 112
注射薬 3311401A6013 生理食塩液 ３００ｍＬ１瓶 局 生理食塩液 107
注射薬 3311401A7010 生理食塩液 ５００ｍＬ１瓶 局 生理食塩液 121
注射薬 3311401A8016 生理食塩液 １Ｌ１瓶 局 生理食塩液 234
注射薬 3311401A8091 生理食塩液 １Ｌ１瓶 局 生理食塩液ＰＬ「フソー」 扶桑薬品工業 241
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