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注射薬 3311401A9012 生理食塩液 ５００ｍＬ１袋 局 生理食塩液 121
注射薬 3311401H1010 生理食塩液 １Ｌ１袋 局 生理食塩液 234
注射薬 3311401H1036 生理食塩液 １Ｌ１袋 局 カーミパック生理食塩液 川澄化学工業 239
注射薬 3311401H1079 生理食塩液 １Ｌ１袋 局 テルモ生食 テルモ 239
注射薬 3311401H1117 生理食塩液 １Ｌ１袋 局 生理食塩液バッグ「フソー」 扶桑薬品工業 241
注射薬 3311401H2016 生理食塩液 ５０ｍＬ１瓶 局 生理食塩液 92
注射薬 3311401H3012 生理食塩液 ５０ｍＬ１袋 局 生理食塩液 92
注射薬 3311401H4019 生理食塩液 １００ｍＬ１袋 局 生理食塩液 92
注射薬 3311401H5015 生理食塩液 ２００ｍＬ１袋 局 生理食塩液 107
注射薬 3311401H6011 生理食塩液 ２５０ｍＬ１袋 局 生理食塩液 102
注射薬 3311401H6038 生理食塩液 ２５０ｍＬ１袋 局 大塚生食注 大塚製薬工場 107
注射薬 3311401H6062 生理食塩液 ２５０ｍＬ１袋 局 生理食塩液「ヒカリ」 光製薬 107
注射薬 3311401H6070 生理食塩液 ２５０ｍＬ１袋 局 生理食塩液バッグ「フソー」 扶桑薬品工業 107
注射薬 3311401H7018 生理食塩液 １．３Ｌ１袋 局 生理食塩液 313
注射薬 3311401H8014 生理食塩液 １．５Ｌ１袋 局 生理食塩液 356
注射薬 3311401H9010 生理食塩液 ２Ｌ１袋 局 生理食塩液 416
注射薬 3311402G1027 生理食塩液 １００ｍＬ１キット 大塚生食注ＴＮ 大塚製薬工場 188
注射薬 3311402G2023 生理食塩液 １００ｍＬ１キット 生食溶解液キットＨ ニプロファーマ 後発品 190
注射薬 3311402G3020 生理食塩液 ５０ｍＬ１キット 大塚生食注ＴＮ 大塚製薬工場 188
注射薬 3311402G4026 生理食塩液 ５０ｍＬ１キット 生食溶解液キットＨ ニプロファーマ 後発品 190
注射薬 3311402G5022 生理食塩液 １００ｍＬ１キット フィシザルツＰＬ－Ｄ 扶桑薬品工業 後発品 173
注射薬 3311402G5049 生理食塩液 １００ｍＬ１キット 生食注キット「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 173
注射薬 3311402G6037 生理食塩液 １００ｍＬ１キット テルモ生食ＴＫ テルモ 後発品 174
注射薬 3311402G7025 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 173
注射薬 3311402G7041 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 149
注射薬 3311402G7050 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ 大塚製薬工場 後発品 127
注射薬 3311402G7068 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「ＳＮ」１０ｍＬ シオノケミカル 後発品 157
注射薬 3311402G7076 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「タイヨー」１０ｍＬ 大洋薬品工業 後発品 149
注射薬 3311402G8021 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 176
注射薬 3311402G8048 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 149
注射薬 3311402G8056 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「オーツカ」２０ｍＬ 大塚製薬工場 後発品 129
注射薬 3311402G8064 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「ＳＮ」２０ｍＬ シオノケミカル 後発品 162
注射薬 3311402G8072 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「タイヨー」２０ｍＬ 大洋薬品工業 後発品 149
注射薬 3311402G9036 生理食塩液 １００ｍＬ１キット 大塚生食注２ポート１００ｍＬ 大塚製薬工場 後発品 207
注射薬 3311402P2031 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 生食注シリンジ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 149
注射薬 3311402P2040 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 生食注シリンジ「オーツカ」５ｍＬ 大塚製薬工場 後発品 126
注射薬 3311402P2058 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 生食注シリンジ「ＳＮ」５ｍＬ シオノケミカル 後発品 150
注射薬 3311402P2066 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 生食注シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 164
注射薬 3311402P2074 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 生食注シリンジ「タイヨー」５ｍＬ 大洋薬品工業 後発品 149
注射薬 3311402P3020 生理食塩液 ５０ｍＬ１キット 大塚生食注２ポート５０ｍＬ 大塚製薬工場 後発品 207
注射薬 3311402P4026 生理食塩液 ５０ｍＬ１キット 生食注キット「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 173
注射薬 3311403G1021 塩化ナトリウム １０％２０ｍＬ１筒 １０％食塩注シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 175
注射薬 3311403G1030 塩化ナトリウム １０％２０ｍＬ１筒 １０％食塩注シリンジ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 151
注射薬 3312400A1014 デキストラン４０ １０％２５０ｍＬ１瓶 局 デキストラン４０注射液 567
注射薬 3312400A2010 デキストラン４０ １０％５００ｍＬ１瓶 局 デキストラン４０注射液 746
注射薬 3312400A3017 デキストラン４０ １０％５００ｍＬ１袋 局 デキストラン４０注射液 736
注射薬 3319400A2038 ヒドロキシエチルデンプ

ン
６％５００ｍＬ１袋 サリンヘス フレゼニウスカー

ビジャパン
後発品 880

注射薬 3319400A2046 ヒドロキシエチルデンプ
ン

６％５００ｍＬ１袋 サリンヘス輸液６％ フレゼニウスカー
ビジャパン

後発品 880

注射薬 3319401A1036 塩化アンモニウム ５モル２０ｍＬ１管 コンクライトＡ液５ｍＥｑ／ｍＬ ニプロファーマ 後発品 57
注射薬 3319402A2061 塩化カリウム １モル２０ｍＬ１管 コンクライト液－Ｋ１メック／ｍＬ ニプロファーマ 後発品 58
注射薬 3319402A2070 塩化カリウム １モル２０ｍＬ１管 ＫＣＬ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ 大塚製薬工場 58
注射薬 3319402G2021 塩化カリウム ０．４モル５０ｍＬ１

キット
ＫＣＬ補正液キット２０メック 大塚製薬工場 197

注射薬 3319402G2030 塩化カリウム ０．４モル５０ｍＬ１
キット

ＫＣＬ補正液キット２０ｍＥｑ 大塚製薬工場 197

注射薬 3319402G3028 塩化カリウム １モル１０ｍＬ１キッ
ト

ＫＣＬ注１０ｍＥｑキット「テルモ」 テルモ 後発品 200
注射薬 3319402G4024 塩化カリウム １モル２０ｍＬ１キッ

ト
ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 テルモ 後発品 200

注射薬 3319403A1035 塩化ナトリウム １モル２０ｍＬ１管 塩化Ｎａ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ 大塚製薬工場 57
注射薬 3319403A2031 塩化ナトリウム ２．５モル２０ｍＬ１

管
コンクライトＮａ液２．５ｍＥｑ／ｍ
Ｌ

ニプロファーマ 後発品 58
注射薬 3319403A2040 塩化ナトリウム ２．５モル２０ｍＬ１

管
塩化Ｎａ補正液２．５ｍＥｑ／ｍＬ 大塚製薬工場 64

注射薬 3319403G1038 塩化ナトリウム １０％２０ｍＬ１筒 塩化ナトリウム注１０％シリンジ「テ
ルモ」

テルモ 後発品 133

注射薬 3319403G2034 塩化ナトリウム １モル２０ｍＬ１筒 塩化ナトリウム注１モルシリンジ「テ
ルモ」

テルモ 後発品 132

注射薬 3319404A1056 乳酸ナトリウム １モル２０ｍＬ１管 コンクライトＬ液１ｍＥｑ／ｍＬ ニプロファーマ 後発品 62
注射薬 3319404A1064 乳酸ナトリウム １モル２０ｍＬ１管 乳酸Ｎａ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ 大塚製薬工場 58
注射薬 3319405A1050 リン酸二カリウム ０．５モル２０ｍＬ１

管
コンクライトＰＫ液１ｍＥｑ／ｍＬ ニプロファーマ 後発品 59

注射薬 3319405A1069 リン酸二カリウム ０．５モル２０ｍＬ１
管

リン酸二カリウム補正液１ｍＥｑ／ｍ
Ｌ

大塚製薬工場 57
注射薬 3319406G2020 リン酸二カリウム ０．５モル２０ｍＬ１

キット
リン酸２カリウム注２０ｍＥｑキット
「テルモ」

テルモ 後発品 199

注射薬 3319500A1099 開始液 ２００ｍＬ１瓶 リプラス１号輸液 扶桑薬品工業 後発品 111
注射薬 3319500A1102 開始液 ２００ｍＬ１瓶 ソリタ－Ｔ１号輸液 味の素 150
注射薬 3319500A2109 開始液 ５００ｍＬ１瓶 リプラス１号輸液 扶桑薬品工業 後発品 111
注射薬 3319500A2117 開始液 ５００ｍＬ１瓶 ソリタ－Ｔ１号輸液 味の素 191
注射薬 3319500A3059 開始液 ５００ｍＬ１袋 リプラス１号輸液 扶桑薬品工業 後発品 111
注射薬 3319500A3067 開始液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム１輸液 テルモ 後発品 104
注射薬 3319500A4039 開始液 １Ｌ１瓶 リプラス１号輸液 扶桑薬品工業 後発品 194
注射薬 3319500A5051 開始液 ２００ｍＬ１袋 リプラス１号輸液 扶桑薬品工業 後発品 111
注射薬 3319500A5060 開始液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム１輸液 テルモ 後発品 99
注射薬 3319501A2049 開始液 ５００ｍＬ１瓶 ＫＮ１号輸液 大塚製薬工場 106
注射薬 3319501A3045 開始液 ５００ｍＬ１袋 ＫＮ１号輸液 大塚製薬工場 106
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注射薬 3319501A3053 開始液 ５００ｍＬ１袋 デノサリン１輸液 テルモ 後発品 109
注射薬 3319501A4041 開始液 ２００ｍＬ１袋 ＫＮ１号輸液 大塚製薬工場 106
注射薬 3319501A4050 開始液 ２００ｍＬ１袋 デノサリン１輸液 テルモ 後発品 108
注射薬 3319505A2020 デキストラン４０・ブド

ウ糖
５００ｍＬ１袋 ※低分子デキストラン糖注（大塚製薬工

場）
大塚製薬工場 後発品 903

注射薬 3319506A2041 維持液 ５００ｍＬ１袋 １０％ＥＬ－３号輸液 味の素 156
注射薬 3319506A2050 維持液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム３ＰＧ輸液 テルモ 後発品 110
注射薬 3319506A3030 維持液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム３ＰＧ輸液 テルモ 後発品 105
注射薬 3319510A1068 維持液 ２００ｍＬ１瓶 ソリタ－Ｔ３号輸液 味の素 152
注射薬 3319510A3079 維持液 ５００ｍＬ１瓶 ソリタ－Ｔ３号輸液 味の素 184
注射薬 3319510A3087 維持液 ５００ｍＬ１瓶 ハルトマン－Ｇ３号輸液 アイロム製薬 後発品 120
注射薬 3319510A4067 維持液 ５００ｍＬ１袋 ユエキンキープ 光製薬 後発品 109
注射薬 3319510A4075 維持液 ５００ｍＬ１袋 ヒシナルク３号輸液 ニプロファーマ 後発品 98
注射薬 3319510A4083 維持液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム３Ａ輸液 テルモ 後発品 105
注射薬 3319510A4091 維持液 ５００ｍＬ１袋 ユエキンキープ輸液 光製薬 後発品 109
注射薬 3319510A5071 維持液 ２００ｍＬ１袋 ユエキンキープ 光製薬 後発品 109
注射薬 3319510A5080 維持液 ２００ｍＬ１袋 ヒシナルク３号輸液 ニプロファーマ 後発品 97
注射薬 3319510A5098 維持液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム３Ａ輸液 テルモ 後発品 102
注射薬 3319510A5101 維持液 ２００ｍＬ１袋 ハルトマン－Ｇ３号輸液 アイロム製薬 後発品 109
注射薬 3319510A5110 維持液 ２００ｍＬ１袋 ユエキンキープ輸液 光製薬 後発品 109
注射薬 3319510A6035 維持液 ３００ｍＬ１袋 ハルトマン－Ｇ３号輸液 アイロム製薬 後発品 120
注射薬 3319510A7031 維持液 １Ｌ１袋 ソルデム３Ａ輸液 テルモ 後発品 159
注射薬 3319511A1046 維持液 ２００ｍＬ１瓶 ソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 味の素 154
注射薬 3319511A2050 維持液 ５００ｍＬ１瓶 ソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 味の素 185
注射薬 3319511A4037 維持液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム３ＡＧ輸液 テルモ 後発品 107
注射薬 3319511A5033 維持液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム３ＡＧ輸液 テルモ 後発品 104
注射薬 3319512A1032 維持液 ２００ｍＬ１瓶 リプラス３号輸液 扶桑薬品工業 114
注射薬 3319512A2039 維持液 ５００ｍＬ１瓶 リプラス３号輸液 扶桑薬品工業 114
注射薬 3319512A3035 維持液 ２００ｍＬ１袋 リプラス３号輸液 扶桑薬品工業 114
注射薬 3319512A4031 維持液 ５００ｍＬ１袋 リプラス３号輸液 扶桑薬品工業 114
注射薬 3319513A2033 維持液 ５００ｍＬ１瓶 ＫＮ３号輸液 大塚製薬工場 114
注射薬 3319513A3064 維持液 ５００ｍＬ１袋 ＫＮ３号輸液 大塚製薬工場 114
注射薬 3319513A3072 維持液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム３輸液 テルモ 後発品 114
注射薬 3319513A4060 維持液 ２００ｍＬ１袋 ＫＮ３号輸液 大塚製薬工場 112
注射薬 3319513A4079 維持液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム３輸液 テルモ 後発品 104
注射薬 3319514A2038 維持液 ５００ｍＬ１瓶 フルクトラクト注 大塚製薬工場 後発品 150
注射薬 3319514A4022 維持液 ２００ｍＬ１袋 フルクトラクト注 大塚製薬工場 後発品 115
注射薬 3319514A5029 維持液 ５００ｍＬ１袋 フルクトラクト注 大塚製薬工場 後発品 150
注射薬 3319515A2040 維持液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム４輸液 テルモ 後発品 124
注射薬 3319515A3039 維持液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム４輸液 テルモ 後発品 105
注射薬 3319516A1049 維持液 ５００ｍＬ１瓶 アステマリン３号ＭＧ輸液 マイラン製薬 後発品 126
注射薬 3319516A3025 維持液 ５００ｍＬ１袋 カーミキープ３号 川澄化学工業 後発品 118
注射薬 3319516A3033 維持液 ５００ｍＬ１袋 フィジオゾール・３号 大塚製薬工場 157
注射薬 3319516A3041 維持液 ５００ｍＬ１袋 フィジオゾール３号輸液 大塚製薬工場 157
注射薬 3319518A2036 維持液 ５００ｍＬ１袋 ＥＬ－３号輸液 味の素 163
注射薬 3319522A3039 維持液 ５００ｍＬ１瓶 ＫＮＭＧ３号輸液 大塚製薬工場 117
注射薬 3319522A4035 維持液 ５００ｍＬ１袋 ＫＮＭＧ３号輸液 大塚製薬工場 117
注射薬 3319522A5031 維持液 ２００ｍＬ１袋 ＫＮＭＧ３号輸液 大塚製薬工場 117
注射薬 3319523A3041 術後回復液 ５００ｍＬ１袋 ＫＮ４号輸液 大塚製薬工場 104
注射薬 3319523A3050 術後回復液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム６輸液 テルモ 後発品 104
注射薬 3319523A4030 術後回復液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム６輸液 テルモ 後発品 101
注射薬 3319524A1060 術後回復液 ２００ｍＬ１瓶 ソリタ－Ｔ４号輸液 味の素 142
注射薬 3319524A2074 術後回復液 ５００ｍＬ１瓶 ソリタ－Ｔ４号輸液 味の素 192
注射薬 3319525A2044 術後回復液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム５輸液 テルモ 後発品 114
注射薬 3319525A3032 術後回復液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム５輸液 テルモ 後発品 112
注射薬 3319529A2042 脱水補給液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム２輸液 テルモ 後発品 125
注射薬 3319529A3030 脱水補給液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム２輸液 テルモ 後発品 109
注射薬 3319530A2037 脱水補給液 ５００ｍＬ１袋 ＫＮ２号輸液 大塚製薬工場 126
注射薬 3319531A1051 脱水補給液 ２００ｍＬ１瓶 ソリタ－Ｔ２号輸液 味の素 163
注射薬 3319531A2058 脱水補給液 ５００ｍＬ１瓶 ソリタ－Ｔ２号輸液 味の素 198
注射薬 3319534A3066 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ハルトマン液「コバヤシ」 アイロム製薬 後発品 109
注射薬 3319534A3104 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ラクテック注 大塚製薬工場 118
注射薬 3319534A3120 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ラクトリンゲル液″フソー″ 扶桑薬品工業 124
注射薬 3319534A3147 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ニソリ輸液 マイラン製薬 143
注射薬 3319534A4046 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ラクテック注 大塚製薬工場 118
注射薬 3319534A4054 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ラクトリンゲル液″フソー″ 扶桑薬品工業 124
注射薬 3319534A4135 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ハルトマン液－「ＨＤ」 ニプロファーマ 後発品 145
注射薬 3319534A4143 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ハルトマン液ｐＨ：８－「ＨＤ」 ニプロファーマ 後発品 145
注射薬 3319534A4160 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ソルラクト輸液 テルモ 後発品 121
注射薬 3319534A5069 乳酸リンゲル １Ｌ１瓶 ラクトリンゲル液″フソー″ 扶桑薬品工業 241
注射薬 3319534A6049 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 ラクテック注 大塚製薬工場 228
注射薬 3319534A6057 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 ラクトリンゲル液″フソー″ 扶桑薬品工業 241
注射薬 3319534A6111 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 ハルトマン液ｐＨ：８－「ＨＤ」 ニプロファーマ 後発品 218
注射薬 3319534A6120 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 ソルラクト輸液 テルモ 後発品 228
注射薬 3319534A7029 乳酸リンゲル ２００ｍＬ１瓶 ラクトリンゲル液″フソー″ 扶桑薬品工業 124
注射薬 3319534A8033 乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 ラクテック注 大塚製薬工場 118
注射薬 3319534A8041 乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 ソルラクト輸液 テルモ 後発品 121
注射薬 3319535A1025 ソルビトール加乳酸リン

ゲル
２００ｍＬ１瓶 ラクトリンゲルＳ注「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 121

注射薬 3319535A4075 ソルビトール加乳酸リン
ゲル

５００ｍＬ１瓶 ニソリ・Ｓ注 マイラン製薬 後発品 122
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注射薬 3319535A4091 ソルビトール加乳酸リン
ゲル

５００ｍＬ１瓶 ハルトマンＳ注「小林」 アイロム製薬 後発品 116

注射薬 3319535A4113 ソルビトール加乳酸リン
ゲル

５００ｍＬ１瓶 ラクトリンゲルＳ注「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 122

注射薬 3319535A4130 ソルビトール加乳酸リン
ゲル

５００ｍＬ１瓶 ラクテックＧ輸液 大塚製薬工場 後発品 116

注射薬 3319535A5055 ソルビトール加乳酸リン
ゲル

５００ｍＬ１袋 ラクトリンゲルＳ注「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 122

注射薬 3319535A5063 ソルビトール加乳酸リン
ゲル

５００ｍＬ１袋 カーミラクトＳ 川澄化学工業 後発品 127

注射薬 3319535A5071 ソルビトール加乳酸リン
ゲル

５００ｍＬ１袋 ソルラクトＳ輸液 テルモ 後発品 122

注射薬 3319535A5080 ソルビトール加乳酸リン
ゲル

５００ｍＬ１袋 ラクテックＧ輸液 大塚製薬工場 後発品 116

注射薬 3319535A7040 ソルビトール加乳酸リン
ゲル

２５０ｍＬ１袋 ソルラクトＳ輸液 テルモ 後発品 122

注射薬 3319535A7058 ソルビトール加乳酸リン
ゲル

２５０ｍＬ１袋 ラクテックＧ輸液 大塚製薬工場 後発品 116

注射薬 3319535A8038 ソルビトール加乳酸リン
ゲル

１Ｌ１袋 ラクテックＧ輸液 大塚製薬工場 後発品 263

注射薬 3319535A9026 ソルビトール加乳酸リン
ゲル

２００ｍＬ１袋 ラクトリンゲルＳ注「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 121

注射薬 3319535A9034 ソルビトール加乳酸リン
ゲル

２００ｍＬ１袋 カーミラクトＳ 川澄化学工業 後発品 127

注射薬 3319536A3022 デキストラン４０・乳酸
リンゲル

５００ｍＬ１袋 低分子デキストランＬ注 大塚製薬工場 917

注射薬 3319536A4029 デキストラン４０・乳酸
リンゲル

２５０ｍＬ１袋 低分子デキストランＬ注 大塚製薬工場 504

注射薬 3319537A1075 ブドウ糖加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ハルトマンＤ液「小林」 アイロム製薬 後発品 152
注射薬 3319537A1083 ブドウ糖加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ラクテックＤ輸液 大塚製薬工場 後発品 119
注射薬 3319537A2047 ブドウ糖加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ソルラクトＤ輸液 テルモ 後発品 121
注射薬 3319537A2055 ブドウ糖加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ラクテックＤ輸液 大塚製薬工場 後発品 119
注射薬 3319537A3035 ブドウ糖加乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 ソルラクトＤ輸液 テルモ 後発品 121
注射薬 3319538A1037 マルトース加乳酸リンゲ

ル
２５０ｍＬ１瓶 ニソリＭ注 マイラン製薬 後発品 142

注射薬 3319538A2041 マルトース加乳酸リンゲ
ル

５００ｍＬ１瓶 ニソリＭ注 マイラン製薬 後発品 154
注射薬 3319538A2092 マルトース加乳酸リンゲ

ル
５００ｍＬ１瓶 ラクトリンゲルＭ注「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 154

注射薬 3319538A2114 マルトース加乳酸リンゲ
ル

５００ｍＬ１瓶 エスロン輸液 アイロム製薬 後発品 154
注射薬 3319538A4036 マルトース加乳酸リンゲ

ル
５００ｍＬ１袋 ヒシラックＭ液 ニプロファーマ 後発品 139

注射薬 3319538A4052 マルトース加乳酸リンゲ
ル

５００ｍＬ１袋 ラクトリンゲルＭ注「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 154
注射薬 3319538A4087 マルトース加乳酸リンゲ

ル
５００ｍＬ１袋 ニソリＭ注 マイラン製薬 後発品 154

注射薬 3319538A4095 マルトース加乳酸リンゲ
ル

５００ｍＬ１袋 ソルラクトＴＭＲ輸液 テルモ 後発品 154
注射薬 3319538A4109 マルトース加乳酸リンゲ

ル
５００ｍＬ１袋 ポタコールＲ輸液 大塚製薬工場 172

注射薬 3319538A6020 マルトース加乳酸リンゲ
ル

２５０ｍＬ１袋 ヒシラックＭ液 ニプロファーマ 後発品 124
注射薬 3319538A6071 マルトース加乳酸リンゲ

ル
２５０ｍＬ１袋 ニソリＭ注 マイラン製薬 後発品 142

注射薬 3319538A6080 マルトース加乳酸リンゲ
ル

２５０ｍＬ１袋 ソルラクトＴＭＲ輸液 テルモ 146
注射薬 3319538A6098 マルトース加乳酸リンゲ

ル
２５０ｍＬ１袋 ポタコールＲ輸液 大塚製薬工場 142

注射薬 3319538A7027 マルトース加乳酸リンゲ
ル

２００ｍＬ１袋 ラクトリンゲルＭ注「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 147
注射薬 3319538A8023 マルトース加乳酸リンゲ

ル
２００ｍＬ１瓶 ラクトリンゲルＭ注「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 147

注射薬 3319538A9038 マルトース加乳酸リンゲ
ル

３００ｍＬ１袋 エスロン輸液 アイロム製薬 後発品 153
注射薬 3319539A1015 リンゲル ５００ｍＬ１瓶 局 リンゲル液 175
注射薬 3319539A1023 リンゲル ５００ｍＬ１瓶 局 リンゲル液「オーツカ」 大塚製薬工場 177
注射薬 3319539A2011 リンゲル ５００ｍＬ１袋 局 リンゲル液 177
注射薬 3319542A2056 維持液（キシリトール

加）
５００ｍＬ１瓶 クリニザルツ輸液 アイロム製薬 286

注射薬 3319542A3044 維持液（キシリトール
加）

２００ｍＬ１袋 クリニザルツ輸液 アイロム製薬 253
注射薬 3319547A4027 ヒドロキシエチルデンプ

ン配合剤
５００ｍＬ１袋 ヘスパンダー フレゼニウスカー

ビジャパン
820

注射薬 3319547A4035 ヒドロキシエチルデンプ
ン配合剤

５００ｍＬ１袋 ヘスパンダー輸液 フレゼニウスカー
ビジャパン

820

注射薬 3319550A1046 酢酸維持液 ２００ｍＬ１瓶 ペンライブ注 マイラン製薬 後発品 148
注射薬 3319550A2026 酢酸維持液 ３００ｍＬ１瓶 ペンライブ注 マイラン製薬 後発品 171
注射薬 3319550A3022 酢酸維持液 ５００ｍＬ１瓶 アクチット注 興和 211
注射薬 3319550A3057 酢酸維持液 ５００ｍＬ１瓶 エスロンＢ注 アイロム製薬 後発品 164
注射薬 3319550A3065 酢酸維持液 ５００ｍＬ１瓶 ペンライブ注 マイラン製薬 後発品 171
注射薬 3319550A5068 酢酸維持液 ５００ｍＬ１袋 ペンライブ注 マイラン製薬 後発品 171
注射薬 3319550A5076 酢酸維持液 ５００ｍＬ１袋 ソルマルト輸液 テルモ 後発品 155
注射薬 3319550A5084 酢酸維持液 ５００ｍＬ１袋 アクマルト輸液 光製薬 後発品 146
注射薬 3319550A6048 酢酸維持液 ２００ｍＬ１袋 エスロンＢ注 アイロム製薬 後発品 153
注射薬 3319550A6056 酢酸維持液 ２００ｍＬ１袋 アクチット注 興和 161
注射薬 3319550A6064 酢酸維持液 ２００ｍＬ１袋 ペンライブ注 マイラン製薬 後発品 148
注射薬 3319550A6072 酢酸維持液 ２００ｍＬ１袋 ソルマルト輸液 テルモ 後発品 134
注射薬 3319550A9020 酢酸維持液 ３００ｍＬ１袋 エスロンＢ注 アイロム製薬 後発品 159
注射薬 3319550A9039 酢酸維持液 ３００ｍＬ１袋 ペンライブ注 マイラン製薬 後発品 171
注射薬 3319551A1059 ブドウ糖加酢酸リンゲル ３００ｍＬ１瓶 ペロール注 マイラン製薬 後発品 176
注射薬 3319551A2020 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 アクメイン注 光製薬 後発品 170
注射薬 3319551A2039 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ヴィーンＤ注 興和 194
注射薬 3319551A2047 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ソリューゲンＧ注 アイロム製薬 後発品 170
注射薬 3319551A2055 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ペロール注 マイラン製薬 後発品 186
注射薬 3319551A4058 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 アクメイン注 光製薬 後発品 170
注射薬 3319551A4066 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ペロール注 マイラン製薬 後発品 186
注射薬 3319551A4074 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ソルアセトＤ輸液 テルモ 後発品 186
注射薬 3319551A4082 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 リナセート輸液 味の素 後発品 194
注射薬 3319551A5038 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 ソルアセトＤ輸液 テルモ 後発品 181
注射薬 3319551A7022 ブドウ糖加酢酸リンゲル ３００ｍＬ１袋 ソリューゲンＧ注 アイロム製薬 後発品 170
注射薬 3319551A7049 ブドウ糖加酢酸リンゲル ３００ｍＬ１袋 ペロール注 マイラン製薬 後発品 176
注射薬 3319551A8029 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 ヴィーンＤ注 興和 168
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注射薬 3319553A2038 維持液 ５００ｍＬ１瓶 アステマリン３号輸液 マイラン製薬 後発品 120
注射薬 3319554A4035 デキストラン４０・乳酸

リンゲル
５００ｍＬ１袋 サヴィオゾール 大塚製薬工場 後発品 425

注射薬 3319554A4043 デキストラン４０・乳酸
リンゲル

５００ｍＬ１袋 サヴィオゾール輸液 大塚製薬工場 後発品 425

注射薬 3319555A1022 酢酸維持液 ２００ｍＬ１瓶 アルトフェッド注射液 扶桑薬品工業 後発品 161
注射薬 3319555A2029 酢酸維持液 ５００ｍＬ１瓶 アルトフェッド注射液 扶桑薬品工業 後発品 166
注射薬 3319555A3025 酢酸維持液 ５００ｍＬ１袋 アルトフェッド注射液 扶桑薬品工業 後発品 166
注射薬 3319556A1035 維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１瓶 ソリタックス－Ｈ輸液 味の素 237
注射薬 3319557A1021 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ヴィーンＦ注 興和 175
注射薬 3319557A1030 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ソリューゲンＦ注 アイロム製薬 後発品 133
注射薬 3319557A2036 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ソルアセトＦ輸液 テルモ 後発品 132
注射薬 3319557A3024 酢酸リンゲル １Ｌ１袋 ヴィーンＦ注 興和 198
注射薬 3319557A3040 酢酸リンゲル １Ｌ１袋 ソルアセトＦ輸液 テルモ 後発品 159
注射薬 3319558A1034 維持液（複合糖加） ２００ｍＬ１瓶又は１

袋
トリフリード輸液 大塚製薬工場 174

注射薬 3319558A2030 維持液（複合糖加） ５００ｍＬ１瓶又は１
袋

トリフリード輸液 大塚製薬工場 218
注射薬 3319558A3037 維持液（複合糖加） １Ｌ１袋 トリフリード輸液 大塚製薬工場 336
注射薬 3319559A1020 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 フィジオ７０ 大塚製薬工場 200
注射薬 3319559A1039 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 フィジオ７０輸液 大塚製薬工場 200
注射薬 3319559A2027 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 フィジオ７０ 大塚製薬工場 232
注射薬 3319559A2035 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 フィジオ７０輸液 大塚製薬工場 232
注射薬 3319560A1023 維持液（ブドウ糖加） ２５０ｍＬ１袋 フィジオ３５ 大塚製薬工場 197
注射薬 3319560A1031 維持液（ブドウ糖加） ２５０ｍＬ１袋 グルアセト３５注 アイロム製薬 後発品 164
注射薬 3319560A1040 維持液（ブドウ糖加） ２５０ｍＬ１袋 フィジオ３５輸液 大塚製薬工場 197
注射薬 3319560A2020 維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１袋 フィジオ３５ 大塚製薬工場 209
注射薬 3319560A2038 維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１袋 フィジオ３５輸液 大塚製薬工場 209
注射薬 3319560A3026 維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１瓶 グルアセト３５注 アイロム製薬 後発品 165
注射薬 3319561A1028 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 フィジオ１４０ 大塚製薬工場 180
注射薬 3319561A1036 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 フィジオ１４０輸液 大塚製薬工場 180
注射薬 3319561A2024 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 フィジオ１４０ 大塚製薬工場 195
注射薬 3319561A2032 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 フィジオ１４０輸液 大塚製薬工場 195
注射薬 3319562A1022 酢酸維持液（ブドウ糖

加）
２００ｍＬ１袋 ヴィーン３Ｇ注 興和 148

注射薬 3319562A1030 酢酸維持液（ブドウ糖
加）

２００ｍＬ１袋 アセテート維持液３Ｇ点滴静注用「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 116

注射薬 3319562A1049 酢酸維持液（ブドウ糖
加）

２００ｍＬ１袋 アセトキープ３Ｇ注 アイロム製薬 後発品 116
注射薬 3319562A1057 酢酸維持液（ブドウ糖

加）
２００ｍＬ１袋 アセテート維持液３Ｇ「ＨＫ」 光製薬 後発品 116

注射薬 3319562A2029 酢酸維持液（ブドウ糖
加）

５００ｍＬ１瓶 ヴィーン３Ｇ注 興和 208
注射薬 3319562A2037 酢酸維持液（ブドウ糖

加）
５００ｍＬ１瓶 アセトキープ３Ｇ注 アイロム製薬 後発品 153

注射薬 3319562A3025 酢酸維持液（ブドウ糖
加）

５００ｍＬ１袋 アセテート維持液３Ｇ点滴静注用「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 160

注射薬 3319562A3033 酢酸維持液（ブドウ糖
加）

５００ｍＬ１袋 アセテート維持液３Ｇ「ＨＫ」 光製薬 後発品 160
注射薬 3319563A2031 重炭酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ビカーボン輸液 味の素 252
注射薬 3321401A1077 カルバゾクロムスルホン

酸ナトリウム
０．５％２ｍＬ１管 アドナ注１０ｍｇ 田辺三菱製薬 62

注射薬 3321401A1085 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

０．５％２ｍＬ１管 アーツェー筋注液１０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 50

注射薬 3321401A1093 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

０．５％２ｍＬ１管 チチナ注１０ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 56

注射薬 3321401A2138 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

０．５％５ｍＬ１管 アドナ注（静脈用）２５ｍｇ 田辺三菱製薬 62

注射薬 3321401A2146 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

０．５％５ｍＬ１管 アーツェー注２５ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 56

注射薬 3321401A2154 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

０．５％５ｍＬ１管 ラノビ静注２５ｍｇ イセイ 後発品 56

注射薬 3321401A2162 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

０．５％５ｍＬ１管 チチナ静注２５ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 56

注射薬 3321401A3142 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

０．５％１０ｍＬ１管 アドナ注（静脈用）５０ｍｇ 田辺三菱製薬 65

注射薬 3321401A3150 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

０．５％１０ｍＬ１管 アーツェー注５０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 56

注射薬 3321401A3169 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

０．５％１０ｍＬ１管 ラノビ静注５０ｍｇ イセイ 後発品 56

注射薬 3321401A3177 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

０．５％１０ｍＬ１管 チチナ静注５０ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 57

注射薬 3321401A4181 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

０．５％２０ｍＬ１管 アドナ注（静脈用）１００ｍｇ 田辺三菱製薬 112

注射薬 3321401A4190 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

０．５％２０ｍＬ１管 アーツェー注１００ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 56

注射薬 3321401A4203 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

０．５％２０ｍＬ１管 ラノビ静注１００ｍｇ イセイ 後発品 56

注射薬 3321401A4211 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

０．５％２０ｍＬ１管 アドカルＡＣ静注１００ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 56

注射薬 3321401A4220 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

０．５％２０ｍＬ１管 アドナミン静注１００ｍｇ 東和薬品 後発品 56

注射薬 3321401A4238 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム

０．５％２０ｍＬ１管 チチナ静注１００ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 57

注射薬 3327401A1062 トラネキサム酸 ５％５ｍＬ１管 局 ニコルダ注－５％ 扶桑薬品工業 後発品 58
注射薬 3327401A1100 トラネキサム酸 ５％５ｍＬ１管 ヘムロン注 日新製薬（山形） 後発品 54
注射薬 3327401A1127 トラネキサム酸 ５％５ｍＬ１管 局 トランサミン注５％ 第一三共 64
注射薬 3327401A1135 トラネキサム酸 ５％５ｍＬ１管 局 リカバリン注２５０ｍｇ 旭化成ファーマ 後発品 58
注射薬 3327401A1143 トラネキサム酸 ５％５ｍＬ１管 局 ヘキサトロン注２５０ｍｇ 日本新薬 後発品 68
注射薬 3327401A1151 トラネキサム酸 ５％５ｍＬ１管 ヘムロン注２５０ｍｇ／５ｍＬ 日新製薬（山形） 後発品 54
注射薬 3327401A2069 トラネキサム酸 １０％２．５ｍＬ１管 局 トランサミン注１０％ 第一三共 64
注射薬 3327401A2077 トラネキサム酸 １０％２．５ｍＬ１管 局 ラノビス注２５０ｍｇ イセイ 後発品 58
注射薬 3327401A4126 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 局 ニコルダ注－１０％ 扶桑薬品工業 後発品 72
注射薬 3327401A4150 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 ヘムロン注Ｓ 日新製薬（山形） 後発品 59
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