
区分
薬価基準収載医
薬品コード

成分名 規格 品名 メーカー名

診療報酬にお
いて加算等の
算定対象とな
る後発医薬品

先発医薬品

同一剤形・規
格の後発医薬
品がある先発

医薬品

薬価
経過措置によ
る使用期限

備考

注射薬 1115400X1019 チオペンタールナトリウ
ム

３００ｍｇ１管 局 注射用チオペンタールナトリウム 872

注射薬 1115400X2015 チオペンタールナトリウ
ム

５００ｍｇ１管 局 注射用チオペンタールナトリウム 1,071

注射薬 1115403D3019 チアミラールナトリウム ５００ｍｇ１瓶（溶
解液付）

局 注射用チアミラールナトリウム 476

注射薬 1115403D4015 チアミラールナトリウム ３００ｍｇ１瓶（溶
解液付）

局 注射用チアミラールナトリウム 460

注射薬 1119400A1031 ケタミン塩酸塩 ２００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

麻 ケタラール静注用２００ｍｇ 第一三共プロ
ファーマ

先発品 705

注射薬 1119400A2038 ケタミン塩酸塩 ５００ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

麻 ケタラール筋注用５００ｍｇ 第一三共プロ
ファーマ

先発品 1,501

注射薬 1119400A3026 ケタミン塩酸塩 ５０ｍｇ５ｍＬ１管 麻 ケタラール静注用５０ｍｇ 第一三共プロ
ファーマ

先発品 287

注射薬 1119401A1036 ドロペリドール ２．５ｍｇ１ｍＬバ
イアル

ドロレプタン注射液２５ｍｇ 第一三共 先発品 117

注射薬 1119402A1022 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ
１管

１％ディプリバン注 アスペンジャパ
ン

先発品 ○ 1,171

注射薬 1119402A1030 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ
１管

１％プロポフォール注「マルイシ」 丸石製薬 後発品 734

注射薬 1119402A1073 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ
１管

プロポフォール１％静注２０ｍＬ「日
医工」

日医工 後発品 734

注射薬 1119402A1103 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ
１管

プロポフォール静注１％２０ｍＬ「Ｆ
Ｋ」

フレゼニウス
カービジャパン

後発品 734

注射薬 1119402A1111 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ
１管

プロポフォール１％静注２０ｍＬ
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 734

注射薬 1119402A2029 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ
１瓶

１％ディプリバン注 アスペンジャパ
ン

先発品 ○ 1,712

注射薬 1119402A2037 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ
１瓶

１％プロポフォール注「マルイシ」 丸石製薬 後発品 1,016

注射薬 1119402A2053 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ
１瓶

プロポフォール注１％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 1,016 H29.3.31まで

注射薬 1119402A2100 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ
１瓶

プロポフォール１％静注５０ｍＬ「日
医工」

日医工 後発品 1,016

注射薬 1119402A2134 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ
１瓶

プロポフォール静注１％５０ｍＬ「Ｆ
Ｋ」

フレゼニウス
カービジャパン

後発品 772

注射薬 1119402A2142 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ
１瓶

プロポフォール１％静注５０ｍＬ
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 1,016

注射薬 1119402A3025 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 １％プロポフォール注「マルイシ」 丸石製薬 後発品 1,540
注射薬 1119402A3033 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 １％ディプリバン注 アスペンジャパ

ン
先発品 ○ 1,781

注射薬 1119402A3041 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール注１％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 1,540 H29.3.31まで
注射薬 1119402A3050 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール１％静注１００ｍＬ

「日医工」
日医工 後発品 1,540

注射薬 1119402A3084 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール静注１％１００ｍＬ
「ＦＫ」

フレゼニウス
カービジャパン

後発品 1,540

注射薬 1119402A3092 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 プロポフォール１％静注１００ｍＬ
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 1,540

注射薬 1119402A4021 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

プロポフォール注１％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 734 H29.3.31まで

注射薬 1119402A4056 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

１％ディプリバン注 アスペンジャパ
ン

先発品 ○ 1,171 H30.3.31まで

注射薬 1119402A5028 プロポフォール １ｇ５０ｍＬ１瓶 ２％プロポフォール注「マルイシ」 丸石製薬 後発品 1,540
注射薬 1119402G1025 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ

１筒
１％ディプリバン注－キット アスペンジャパ

ン
先発品 1,356

注射薬 1119402G2021 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ
１筒

１％ディプリバン注－キット アスペンジャパ
ン

先発品 1,920

注射薬 1124400A1040 フルニトラゼパム ２ｍｇ１管 ロヒプノール静注用２ｍｇ エーザイ 先発品 139
注射薬 1124400A1058 フルニトラゼパム ２ｍｇ１管 サイレース静注２ｍｇ エーザイ 先発品 154
注射薬 1124401A1052 ミダゾラム １０ｍｇ２ｍＬ１管 ドルミカム注射液１０ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 124
注射薬 1124401A1060 ミダゾラム １０ｍｇ２ｍＬ１管 ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 69
注射薬 1124401A1079 ミダゾラム １０ｍｇ２ｍＬ１管 ミダゾラム注射液１０ｍｇ「タイ

ヨー」
武田テバファー
マ

後発品 69 H28.9.30まで

注射薬 1124401A1087 ミダゾラム １０ｍｇ２ｍＬ１管 ミダゾラム注射液１０ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 69

注射薬 1124402A1030 ジアゼパム ５ｍｇ１管 セルシン注射液５ｍｇ 武田テバ薬品 先発品 ○ 64
注射薬 1124402A1049 ジアゼパム ５ｍｇ１管 ジアゼパム注射液５ｍｇ「タイヨー」 武田テバファー

マ
後発品 56

注射薬 1124402A2045 ジアゼパム １０ｍｇ１管 ホリゾン注射液１０ｍｇ 丸石製薬 先発品 ○ 93
注射薬 1124402A2053 ジアゼパム １０ｍｇ１管 セルシン注射液１０ｍｇ 武田テバ薬品 先発品 ○ 93
注射薬 1124402A2061 ジアゼパム １０ｍｇ１管 ジアゼパム注射液１０ｍｇ「タイ

ヨー」
武田テバファー
マ

後発品 58

注射薬 1125401D2028 セコバルビタールナトリ
ウム

２００ｍｇ１瓶 注射用アイオナール・ナトリウム
（０．２）

日医工 233

注射薬 1125402A1054 フェノバルビタール １０％１ｍＬ１管 フェノバール注射液１００ｍｇ 藤永製薬 73
注射薬 1129400A1038 デクスメデトミジン塩酸

塩
２００μｇ２ｍＬ１
瓶

プレセデックス静注液２００μｇ「マ
ルイシ」

丸石製薬 先発品 5,183

注射薬 1129400A1046 デクスメデトミジン塩酸
塩

２００μｇ２ｍＬ１
瓶

プレセデックス静注液２００μｇ「ホ
スピーラ」

ホスピーラ・
ジャパン

先発品 5,122 H29.9.30まで

注射薬 1129400A1054 デクスメデトミジン塩酸
塩

２００μｇ２ｍＬ１
瓶

プレセデックス静注液２００μｇ
「ファイザー」

ファイザー 先発品 5,122 H28.12.7収載

注射薬 1132400A1033 フェニトインナトリウム ５％５ｍＬ１管 アレビアチン注２５０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 128

注射薬 1132401A1020 ホスフェニトインナトリ
ウム水和物

７５０ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

ホストイン静注７５０ｍｇ ノーベルファー
マ

先発品 6,361

注射薬 1139400F1023 フェノバルビタールナト
リウム

２５０ｍｇ１瓶 ノーベルバール静注用２５０ｍｇ ノーベルファー
マ

先発品 2,119

注射薬 1139401A1020 ミダゾラム １０ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

ミダフレッサ静注０．１％ アルフレッサ
ファーマ

先発品 3,340

注射薬 1139402A1025 レベチラセタム ５００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

イーケプラ点滴静注５００ｍｇ ユーシービー
ジャパン

先発品 1,978

注射薬 1141400A1024 アセトアミノフェン １，０００ｍｇ１０
０ｍＬ１瓶

アセリオ静注液１０００ｍｇ テルモ 先発品 332

注射薬 1141400A2020 アセトアミノフェン １，０００ｍｇ１０
０ｍＬ１袋

アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ テルモ 先発品 332 H28.11.18収載

注射薬 1143400A1037 サリチル酸ナトリウム ５％５ｍＬ１管 サルソニン静注０．２５ｇ 扶桑薬品工業 後発品 56
注射薬 1143400A2092 サリチル酸ナトリウム ５％１０ｍＬ１管 ハフトロン静注０．５ｇ 東和薬品 後発品 58
注射薬 1143400A2106 サリチル酸ナトリウム ５％１０ｍＬ１管 サルソニン静注０．５ｇ 扶桑薬品工業 後発品 58

注射薬 1143400A2114 サリチル酸ナトリウム ５％１０ｍＬ１管 ザルソロン静注５００ｍｇ 共和薬品工業 後発品 58
注射薬 1143400A2130 サリチル酸ナトリウム ５％１０ｍＬ１管 ヘパルス静注０．５ｇ コーアイセイ 後発品 58
注射薬 1143400A2149 サリチル酸ナトリウム ５％１０ｍＬ１管 サリチル酸ナトリウム静注０．５ｇ

「日新」
日新製薬（山
形）

後発品 58

注射薬 1144400A1018 スルピリン水和物 １０％２ｍＬ１管 局 スルピリン注射液 95
注射薬 1144400A2014 スルピリン水和物 ２５％１ｍＬ１管 局 スルピリン注射液 92
注射薬 1144400A3010 スルピリン水和物 ２５％２ｍＬ１管 局 スルピリン注射液 92
注射薬 1144400A3126 スルピリン水和物 ２５％２ｍＬ１管 局 メチロン注２５％ 第一三共 95
注射薬 1144400A4017 スルピリン水和物 ５０％１ｍＬ１管 局 スルピリン注射液 92
注射薬 1149400A1049 トラマドール塩酸塩 １００ｍｇ１管 トラマール注１００ 日本新薬 先発品 99
注射薬 1149401A1027 ペンタゾシン １５ｍｇ１管 ソセゴン注射液１５ｍｇ 丸石製薬 先発品 65
注射薬 1149401A1051 ペンタゾシン １５ｍｇ１管 ペンタジン注射液１５ 第一三共 先発品 64 H30.3.31まで
注射薬 1149401A1060 ペンタゾシン １５ｍｇ１管 トスパリール注１５ 小林化工 ★ 65
注射薬 1149401A2023 ペンタゾシン ３０ｍｇ１管 ソセゴン注射液３０ｍｇ 丸石製薬 先発品 ○ 126

注射薬 1149401A2058 ペンタゾシン ３０ｍｇ１管 ペンタジン注射液３０ 第一三共 先発品 ○ 127 H30.3.31まで
注射薬 1149401A2066 ペンタゾシン ３０ｍｇ１管 トスパリール注３０ｍｇ 小林化工 後発品 108
注射薬 1149402A1056 ケトプロフェン ５０ｍｇ１管 カピステン筋注５０ｍｇ キッセイ薬品工

業
先発品 ○ 123

注射薬 1149402A1080 ケトプロフェン ５０ｍｇ１管 ケトプロフェン筋注５０ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 56

注射薬 1149403A1050 ブプレノルフィン塩酸塩 ０．２ｍｇ１管 レペタン注０．２ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 137
注射薬 1149403A1077 ブプレノルフィン塩酸塩 ０．２ｍｇ１管 ブプレノルフィン注０．２ｍｇ「日

新」
日新製薬（山
形）

後発品 78

注射薬 1149403A2057 ブプレノルフィン塩酸塩 ０．３ｍｇ１管 レペタン注０．３ｍｇ 大塚製薬 先発品 ○ 203
注射薬 1149403A2073 ブプレノルフィン塩酸塩 ０．３ｍｇ１管 ブプレノルフィン注０．３ｍｇ「日

新」
日新製薬（山
形）

後発品 99

注射薬 1149405A1025 エプタゾシン臭化水素酸
塩

１．５％１ｍＬ１管 セダペイン注１５ 日医工 先発品 169

注射薬 1149407A1040 フルルビプロフェンアキ
セチル

５０ｍｇ５ｍＬ１管 ロピオン静注５０ｍｇ 科研製薬 先発品 229



注射薬 1149500A1098 コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム・サリチ
ル酸ナトリウム

２０ｍＬ１管 ピリツイン注 コーアイセイ 後発品 58

注射薬 1149500A1101 コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム・サリチ
ル酸ナトリウム

２０ｍＬ１管 カシミタール静注 東和薬品 60

注射薬 1149500A1110 コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム・サリチ
ル酸ナトリウム

２０ｍＬ１管 カシワドール静注 共和クリティケ
ア

77

注射薬 1149500A1128 コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム・サリチ
ル酸ナトリウム

２０ｍＬ１管 ザルソロイチン静注２０ｍＬ 日医工ファーマ 後発品 58

注射薬 1149501A1068 コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム・サリチ
ル酸ナトリウム

１０ｍＬ１管 サイリジン注 コーアイセイ 後発品 60

注射薬 1149501A1092 コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム・サリチ
ル酸ナトリウム

１０ｍＬ１管 ザルチロン注 東和薬品 後発品 60

注射薬 1149501A1122 コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム・サリチ
ル酸ナトリウム

１０ｍＬ１管 カシロン静注１０ｍＬ 共和薬品工業 後発品 60

注射薬 1149501A1130 コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム・サリチ
ル酸ナトリウム

１０ｍＬ１管 ザルソロイチン静注１０ｍＬ 日医工ファーマ 後発品 60

注射薬 1149501A1149 コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム・サリチ
ル酸ナトリウム

１０ｍＬ１管 ヤスラミン配合静注 ニプロ 後発品 60

注射薬 1149502A1038 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

２ｍＬ１管 ジブカルソー注 日新製薬（山
形）

後発品 58

注射薬 1149502A1070 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

２ｍＬ１管 ビーセルファ注 東和薬品 後発品 58

注射薬 1149502A1089 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

２ｍＬ１管 ネオビタカイン注２ｍＬ ビタカイン製薬 183

注射薬 1149502A1097 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

２ｍＬ１管 タイオゼット注２ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 58

注射薬 1149502A1100 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

２ｍＬ１管 ジカベリン注２ｍＬ シオノケミカル 後発品 58

注射薬 1149502A1119 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

２ｍＬ１管 トリガイン注２ｍＬ 共和薬品工業 後発品 58 H30.3.31まで

注射薬 1149502G1022 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

２ｍＬ１筒 ネオビタカイン注シリンジ２ｍＬ ビタカイン製薬 310

注射薬 1149503A1016 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

５ｍＬ１管 サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配
合５ｍＬ注射液

後発品 62

注射薬 1149503A1032 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

５ｍＬ１管 ジブカルソー注 日新製薬（山
形）

後発品 73

注射薬 1149503A1075 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

５ｍＬ１管 ビーセルファ注 東和薬品 後発品 73

注射薬 1149503A1083 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

５ｍＬ１管 ネオビタカイン注５ｍＬ ビタカイン製薬 224

注射薬 1149503A1105 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

５ｍＬ１管 ジカベリン注５ｍＬ シオノケミカル 後発品 73

注射薬 1149503A1113 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

５ｍＬ１管 トリガイン注５ｍＬ 共和薬品工業 後発品 73 H30.3.31まで

注射薬 1149503G1027 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

５ｍＬ１筒 ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ ビタカイン製薬 347

注射薬 1149601A1031 ワクシニアウイルス接種
家兎炎症皮膚抽出液

１ｍＬ１管 ノイロトロピン注射液１．２単位 日本臓器製薬 86

注射薬 1149601A2046 ワクシニアウイルス接種
家兎炎症皮膚抽出液

３ｍＬ１管 ナブトピン注 東菱薬品工業 後発品 80 H29.3.31まで

注射薬 1149601A2062 ワクシニアウイルス接種
家兎炎症皮膚抽出液

３ｍＬ１管 ノイロトロピン注射液３．６単位 日本臓器製薬 163

注射薬 1149601A2097 ワクシニアウイルス接種
家兎炎症皮膚抽出液

３ｍＬ１管 ナブトピン注３．６単位 東菱薬品工業 後発品 80 H28.6.17収載

注射薬 1151400A1020 メタンフェタミン塩酸塩 ０．３％１ｍＬ１管 ヒロポン注射液 大日本住友製薬 612
注射薬 1162400A1040 乳酸ビペリデン ０．５％１ｍＬ１管 タスモリン注５ｍｇ 田辺三菱製薬 後発品 56
注射薬 1162400A1059 乳酸ビペリデン ０．５％１ｍＬ１管 アキネトン注射液５ｍｇ 大日本住友製薬 58
注射薬 1164400A1045 レボドパ ０．２５％１０ｍＬ

１管
ドパストン静注２５ｍｇ 大原薬品工業 先発品 148

注射薬 1164400A2041 レボドパ ０．２５％２０ｍＬ
１管

ドパストン静注５０ｍｇ 大原薬品工業 先発品 270

注射薬 1169400G1028 アポモルヒネ塩酸塩水和
物

３０ｍｇ３ｍＬ１筒 アポカイン皮下注３０ｍｇ 協和発酵キリン 先発品 7,766

注射薬 1171400A1015 クロルプロマジン塩酸塩 ０．５％２ｍＬ１管 局 クロルプロマジン塩酸塩注射液 92
注射薬 1171400A2011 クロルプロマジン塩酸塩 ０．５％５ｍＬ１管 局 クロルプロマジン塩酸塩注射液 92

注射薬 1171400A3018 クロルプロマジン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 局 クロルプロマジン塩酸塩注射液 94
注射薬 1172402A1046 塩酸ペルフェナジン ０．２％１ｍＬ１管 ピーゼットシー筋注２ｍｇ 田辺三菱製薬 61
注射薬 1172403A1040 レボメプロマジン塩酸塩 ２．５％１ｍＬ１管 レボトミン筋注２５ｍｇ 田辺三菱製薬 56
注射薬 1172403A1059 レボメプロマジン塩酸塩 ２．５％１ｍＬ１管 ヒルナミン筋注２５ｍｇ 塩野義製薬 56
注射薬 1172404A1037 プロクロルペラジン ０．５％１ｍＬ１管 ノバミン筋注５ｍｇ 塩野義製薬 59
注射薬 1172405A1031 フルフェナジンデカン酸

エステル
２５ｍｇ１ｍＬ１瓶 フルデカシン筋注２５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 1,524

注射薬 1174401A1038 クロミプラミン塩酸塩 ２５ｍｇ１管 アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ アルフレッサ
ファーマ

先発品 227

注射薬 1179401A1026 ヒドロキシジン塩酸塩 ２．５％１ｍＬ１管 アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／
ｍｌ）

ファイザー 56

注射薬 1179401A2022 ヒドロキシジン塩酸塩 ５％１ｍＬ１管 アタラックス－Ｐ注射液（５０ｍｇ／
ｍｌ）

ファイザー 59

注射薬 1179403A1050 スルピリド １００ｍｇ１管 ドグマチール筋注１００ｍｇ アステラス製薬 先発品 138
注射薬 1179404A1070 ハロペリドール ０．５％１ｍＬ１管 局 セレネース注５ｍｇ 大日本住友製薬 89 H29.10.1局方

品注射薬 1179404A1089 ハロペリドール ０．５％１ｍＬ１管 リントン注５ｍｇ 田辺三菱製薬 後発品 56 H30.3.31まで
注射薬 1179404A1097 ハロペリドール ０．５％１ｍＬ１管 局 ハロペリドール注５ｍｇ「ヨシトミ」 田辺三菱製薬 後発品 56 H29.6.16収載
注射薬 1179405A1032 チミペロン ４ｍｇ２ｍＬ１管 トロペロン注４ｍｇ 第一三共 先発品 201
注射薬 1179406A1029 ハロペリドールデカン酸

エステル
５０ｍｇ１ｍＬ１管 ネオペリドール注５０ ジョンソン・エ

ンド・ジョンソ
ン

先発品 1,570

注射薬 1179406A1037 ハロペリドールデカン酸
エステル

５０ｍｇ１ｍＬ１管 ハロマンス注５０ｍｇ ヤンセンファー
マ

先発品 1,679

注射薬 1179406A2025 ハロペリドールデカン酸
エステル

１００ｍｇ１ｍＬ１
管

ネオペリドール注１００ ジョンソン・エ
ンド・ジョンソ
ン

先発品 2,456

注射薬 1179406A2033 ハロペリドールデカン酸
エステル

１００ｍｇ１ｍＬ１
管

ハロマンス注１００ｍｇ ヤンセンファー
マ

先発品 2,668

注射薬 1179407G1026 リスペリドン ２５ｍｇ１キット
（懸濁用液付）

リスパダール　コンスタ筋注用２５ｍ
ｇ

ヤンセンファー
マ

先発品 24,192

注射薬 1179407G2022 リスペリドン ３７．５ｍｇ１キッ
ト（懸濁用液付）

リスパダール　コンスタ筋注用３７．
５ｍｇ

ヤンセンファー
マ

先発品 31,883

注射薬 1179407G3029 リスペリドン ５０ｍｇ１キット
（懸濁用液付）

リスパダール　コンスタ筋注用５０ｍ
ｇ

ヤンセンファー
マ

先発品 38,780

注射薬 1179408E1020 オランザピン １０ｍｇ１瓶 ジプレキサ筋注用１０ｍｇ 日本イーライリ
リー

先発品 2,126

注射薬 1179409G1025 パリペリドンパルミチン
酸エステル

２５ｍｇ１キット ゼプリオン水懸筋注２５ｍｇシリンジ ヤンセンファー
マ

先発品 18,958

注射薬 1179409G2021 パリペリドンパルミチン
酸エステル

５０ｍｇ１キット ゼプリオン水懸筋注５０ｍｇシリンジ ヤンセンファー
マ

先発品 30,391

注射薬 1179409G3028 パリペリドンパルミチン
酸エステル

７５ｍｇ１キット ゼプリオン水懸筋注７５ｍｇシリンジ ヤンセンファー
マ

先発品 40,051

注射薬 1179409G4024 パリペリドンパルミチン
酸エステル

１００ｍｇ１キット ゼプリオン水懸筋注１００ｍｇシリン
ジ

ヤンセンファー
マ

先発品 48,716

注射薬 1179409G5020 パリペリドンパルミチン
酸エステル

１５０ｍｇ１キット ゼプリオン水懸筋注１５０ｍｇシリン
ジ

ヤンセンファー
マ

先発品 64,202

注射薬 1179410E1027 アリピプラゾール水和物 ３００ｍｇ１瓶（懸
濁用液付）

エビリファイ持続性水懸筋注用３００
ｍｇ

大塚製薬 先発品 38,212

注射薬 1179410E2023 アリピプラゾール水和物 ４００ｍｇ１瓶（懸
濁用液付）

エビリファイ持続性水懸筋注用４００
ｍｇ

大塚製薬 先発品 46,480

注射薬 1179410G1028 アリピプラゾール水和物 ３００ｍｇ１キット エビリファイ持続性水懸筋注用３００
ｍｇシリンジ

大塚製薬 先発品 38,271

注射薬 1179410G2024 アリピプラゾール水和物 ４００ｍｇ１キット エビリファイ持続性水懸筋注用４００
ｍｇシリンジ

大塚製薬 先発品 46,539

注射薬 1190401A1015 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１
管

エダラボン３０ｍｇ２０ｍＬ注射液 後発品 1,450
注射薬 1190401A1023 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１

管
局 ラジカット注３０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 5,115

注射薬 1190401A1031 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１
管

局 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エス
ファ

後発品 2,837

注射薬 1190401A1058 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１
管

局 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 後発品 1,989
注射薬 1190401A1066 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１

管
局 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 1,989



注射薬 1190401A1074 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１
管

局 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「アイロ
ム」

共和クリティケ
ア

後発品 1,989 H29.3.31まで

注射薬 1190401A1082 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１
管

局 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 1,989 H30.3.31まで

注射薬 1190401A1104 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１
管

局 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 1,989

注射薬 1190401A1112 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１
管

局 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 1,989

注射薬 1190401A1139 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１
管

局 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 1,989

注射薬 1190401A1147 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１
管

局 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 1,989

注射薬 1190401A1155 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１
管

局 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「Ｎ
Ｓ」

日新製薬（山
形）

後発品 1,989 H29.10.1局方
品

注射薬 1190401A1163 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１
管

エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 後発品 1,989 H30.3.31まで

注射薬 1190401A1171 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１
管

エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 2,837

注射薬 1190401A1198 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１
管

局 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 2,837

注射薬 1190401A1201 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１
管

局 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 1,989 H29.10.1局方
品

注射薬 1190401A1228 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１
管

局 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＨＫ」 光製薬 後発品 1,989 H30.3.31まで
注射薬 1190401A1236 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１

管
局 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「ＴＹ

Ｋ」
武田テバ薬品 後発品 2,837 H29.10.1局方

品
注射薬 1190401A1244 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１

管
局 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＴＣ

Ｋ」
辰巳化学 後発品 1,989 H30.3.31まで

注射薬 1190401A2020 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１
瓶

局 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 1,989

注射薬 1190401A2038 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１
瓶

局 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 1,989
注射薬 1190401G1026 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ

１キット
局 ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 5,115 H29.10.1局方

品
注射薬 1190401G1034 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ

１キット
エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ
「ＤＳＥＰ」

第一三共エス
ファ

後発品 2,766

注射薬 1190401G1042 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ
１キット

エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ
「アイロム」

共和クリティケ
ア

後発品 1,879

注射薬 1190401G1050 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ
１キット

エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ
「タカタ」

高田製薬 後発品 1,879

注射薬 1190401G1069 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ
１キット

エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 1,879

注射薬 1190401G1077 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ
１キット

エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ
「ケミファ」

日本ケミファ 後発品 2,766

注射薬 1190401G1085 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ
１キット

エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 2,766

注射薬 1190401G1093 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ
１キット

エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 1,879

注射薬 1190401G1115 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ
１キット

局 エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 1,879 H29.10.1局方
品

注射薬 1190401G1123 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ
１キット

エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ
「ＡＡ」

あすか製薬 後発品 2,766 H30.3.31まで

注射薬 1190401G1131 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ
１キット

エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ
「ＮＳ」

日新製薬（山
形）

後発品 2,766

注射薬 1190401G1140 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ
１キット

エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 1,879

注射薬 1190401G1158 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ
１キット

エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 後発品 1,879

注射薬 1190401G1166 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ
１キット

エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ
「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

後発品 1,879

注射薬 1190401G1174 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ
１キット

エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ
「トーワ」

東和薬品 後発品 1,879

注射薬 1190401G1182 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ
１キット

エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ
「ＴＹＫ」

武田テバ薬品 後発品 1,879

注射薬 1190401G1190 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ
１キット

エダラボン点滴静注バッグ３０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 2,766

注射薬 1190401G1204 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ
１キット

局 エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 1,879 H29.10.1局方
品

注射薬 1190401G1212 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ
１キット

エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ
「サンド」

サンド 後発品 1,879

注射薬 1190401G1220 エダラボン ３０ｍｇ１００ｍＬ
１キット

エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 2,766

注射薬 1190402A1028 ナタリズマブ（遺伝子組
換え）

３００ｍｇ１５ｍＬ
１瓶

タイサブリ点滴静注３００ｍｇ バイオジェン・
ジャパン

先発品 228,164

注射薬 1190403A1022 ヌシネルセンナトリウム １２ｍｇ５ｍＬ１瓶 スピンラザ髄注１２ｍｇ バイオジェン・
ジャパン

先発品 9,320,424 H29.8.30収載

注射薬 1211400D2031 テトラカイン塩酸塩 ２０ｍｇ１瓶 テトカイン注用２０ｍｇ「杏林」 杏林製薬 83
注射薬 1211401A1017 プロカイン塩酸塩 ０．５％１ｍＬ１管 局 プロカイン塩酸塩注射液 92
注射薬 1211401A2013 プロカイン塩酸塩 ０．５％２ｍＬ１管 局 プロカイン塩酸塩注射液 92
注射薬 1211401A3010 プロカイン塩酸塩 ０．５％５ｍＬ１管 局 プロカイン塩酸塩注射液 92
注射薬 1211401A4016 プロカイン塩酸塩 １％１ｍＬ１管 局 プロカイン塩酸塩注射液 92
注射薬 1211401A5012 プロカイン塩酸塩 １％２ｍＬ１管 局 プロカイン塩酸塩注射液 92
注射薬 1211401A6019 プロカイン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 局 プロカイン塩酸塩注射液 92
注射薬 1211401A7015 プロカイン塩酸塩 １％１０ｍＬ１管 局 プロカイン塩酸塩注射液 92
注射薬 1211401A8011 プロカイン塩酸塩 ２％１ｍＬ１管 局 プロカイン塩酸塩注射液 93
注射薬 1211401A9018 プロカイン塩酸塩 ２％２ｍＬ１管 局 プロカイン塩酸塩注射液 93
注射薬 1211401H1015 プロカイン塩酸塩 ２％５ｍＬ１管 局 プロカイン塩酸塩注射液 94
注射薬 1211401H3018 プロカイン塩酸塩 ０．５％１０ｍＬ１

管
局 プロカイン塩酸塩注射液 92

注射薬 1214400A1022 塩酸リドカイン・アドレ
ナリン

０．５％１０ｍＬバ
イアル

キシロカイン注射液「０．５％」エピ
レナミン（１：１００，０００）含有

アスペンジャパ
ン

104

注射薬 1214400A2029 塩酸リドカイン・アドレ
ナリン

１％１０ｍＬバイア
ル

キシロカイン注射液「１％」エピレナ
ミン（１：１００，０００）含有

アスペンジャパ
ン

106

注射薬 1214400A3025 塩酸リドカイン・アドレ
ナリン

２％１０ｍＬバイア
ル

キシロカイン注射液「２％」エピレナ
ミン（１：８０，０００）含有

アスペンジャパ
ン

160

注射薬 1214400A5052 塩酸リドカイン ０．５％５ｍＬ１管 キシロカイン注ポリアンプ０．５％ アスペンジャパ
ン

58

注射薬 1214400A5060 塩酸リドカイン ０．５％５ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩注０．５％「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 58

注射薬 1214400A5079 塩酸リドカイン ０．５％５ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩注射液０．５％
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 58

注射薬 1214400A6059 塩酸リドカイン ０．５％１０ｍＬ１
管

キシロカイン注ポリアンプ０．５％ アスペンジャパ
ン

95

注射薬 1214400A6067 塩酸リドカイン ０．５％１０ｍＬ１
管

リドカイン塩酸塩注０．５％「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 65

注射薬 1214400A6075 塩酸リドカイン ０．５％１０ｍＬ１
管

リドカイン塩酸塩注射液０．５％
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 65

注射薬 1214400A7055 塩酸リドカイン １％５ｍＬ１管 キシロカイン注ポリアンプ１％ アスペンジャパ
ン

58

注射薬 1214400A7063 塩酸リドカイン １％５ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩注１％「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 58

注射薬 1214400A7071 塩酸リドカイン １％５ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩注射液１％「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 58

注射薬 1214400A8051 塩酸リドカイン １％１０ｍＬ１管 キシロカイン注ポリアンプ１％ アスペンジャパ
ン

98

注射薬 1214400A8060 塩酸リドカイン １％１０ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩注１％「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 79

注射薬 1214400A8078 塩酸リドカイン １％１０ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩注射液１％「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 79

注射薬 1214400A9058 塩酸リドカイン ２％５ｍＬ１管 キシロカイン注ポリアンプ２％ アスペンジャパ
ン

78

注射薬 1214400A9066 塩酸リドカイン ２％５ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩注２％「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 58

注射薬 1214400A9074 塩酸リドカイン ２％５ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩注射液２％「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 58

注射薬 1214400G1025 塩酸リドカイン ０．５％１０ｍＬ１
筒

キシロカイン注シリンジ０．５％ ニプロ 後発品 216
注射薬 1214400G2021 塩酸リドカイン １％１０ｍＬ１筒 キシロカイン注シリンジ１％ ニプロ 後発品 211
注射薬 1214400H1055 塩酸リドカイン ２％１０ｍＬ１管 キシロカイン注ポリアンプ２％ アスペンジャパ

ン
140

注射薬 1214400H1063 塩酸リドカイン ２％１０ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩注２％「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 111

注射薬 1214400H1071 塩酸リドカイン ２％１０ｍＬ１管 リドカイン塩酸塩注射液２％「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 111

注射薬 1214401A1019 リドカイン ０．５％１０ｍＬバ
イアル

局 リドカイン注射液 92



注射薬 1214401A1027 リドカイン ０．５％１０ｍＬバ
イアル

局 キシロカイン注射液０．５％ アスペンジャパ
ン

101

注射薬 1214401A2015 リドカイン ０．５％３ｍＬ１管 局 リドカイン注射液 95
注射薬 1214401A3011 リドカイン １％１０ｍＬバイア

ル
局 リドカイン注射液 95

注射薬 1214401A3020 リドカイン １％１０ｍＬバイア
ル

局 キシロカイン注射液１％ アスペンジャパ
ン

111

注射薬 1214401A4018 リドカイン ２％１０ｍＬバイア
ル

局 リドカイン注射液 140
注射薬 1214401A4026 リドカイン ２％１０ｍＬバイア

ル
局 キシロカイン注射液２％ アスペンジャパ

ン
161

注射薬 1214401A5014 リドカイン ２％５ｍＬ１管 局 リドカイン注射液 92
注射薬 1214401A6010 リドカイン １０％１０ｍＬ１管 局 リドカイン注射液 334

注射薬 1214402A1013 メピバカイン塩酸塩 ０．５％１０ｍＬバ
イアル

局 メピバカイン塩酸塩注射液 97

注射薬 1214402A1021 メピバカイン塩酸塩 ０．５％１０ｍＬバ
イアル

局 ０．５％カルボカイン注 アスペンジャパ
ン

109

注射薬 1214402A2010 メピバカイン塩酸塩 １％１０ｍＬバイア
ル

局 メピバカイン塩酸塩注射液 103
注射薬 1214402A2028 メピバカイン塩酸塩 １％１０ｍＬバイア

ル
局 １％カルボカイン注 アスペンジャパ

ン
113

注射薬 1214402A3016 メピバカイン塩酸塩 ２％１０ｍＬバイア
ル

局 メピバカイン塩酸塩注射液 159
注射薬 1214402A3024 メピバカイン塩酸塩 ２％１０ｍＬバイア

ル
局 ２％カルボカイン注 アスペンジャパ

ン
184

注射薬 1214402A5019 メピバカイン塩酸塩 ０．５％５ｍＬ１管 局 メピバカイン塩酸塩注射液 108
注射薬 1214402A6015 メピバカイン塩酸塩 ０．５％１０ｍＬ１

管
局 メピバカイン塩酸塩注射液 108

注射薬 1214402A8018 メピバカイン塩酸塩 １％２ｍＬ１管 局 メピバカイン塩酸塩注射液 101
注射薬 1214402A9014 メピバカイン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 局 メピバカイン塩酸塩注射液 107
注射薬 1214402H1011 メピバカイン塩酸塩 １％１０ｍＬ１管 局 メピバカイン塩酸塩注射液 107

注射薬 1214402H3014 メピバカイン塩酸塩 ２％２ｍＬ１管 局 メピバカイン塩酸塩注射液 112
注射薬 1214402H4010 メピバカイン塩酸塩 ２％５ｍＬ１管 局 メピバカイン塩酸塩注射液 112
注射薬 1214402H5017 メピバカイン塩酸塩 ２％１０ｍＬ１管 局 メピバカイン塩酸塩注射液 159
注射薬 1214403A1026 ブピバカイン塩酸塩水和

物
０．１２５％１０ｍ
Ｌバイアル

マーカイン注０．１２５％ アスペンジャパ
ン

先発品 131

注射薬 1214403A2022 ブピバカイン塩酸塩水和
物

０．２５％１０ｍＬ
バイアル

マーカイン注０．２５％ アスペンジャパ
ン

先発品 147

注射薬 1214403A3029 ブピバカイン塩酸塩水和
物

０．５％１０ｍＬバ
イアル

マーカイン注０．５％ アスペンジャパ
ン

先発品 198

注射薬 1214403A4025 ブピバカイン塩酸塩水和
物

０．５％４ｍＬ１管 マーカイン注脊麻用０．５％高比重 アスペンジャパ
ン

先発品 395

注射薬 1214403A5021 ブピバカイン塩酸塩水和
物

０．５％４ｍＬ１管 マーカイン注脊麻用０．５％等比重 アスペンジャパ
ン

先発品 395

注射薬 1214404A2027 リドカイン １％２００ｍＬ１袋 オリベス点滴用１％ 高田製薬 後発品 523
注射薬 1214405A1025 ロピバカイン塩酸塩水和

物
０．２％１０ｍＬ１
管

アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ アスペンジャパ
ン

先発品 339

注射薬 1214405A2021 ロピバカイン塩酸塩水和
物

０．２％１００ｍＬ
１袋

アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ アスペンジャパ
ン

先発品 1,673

注射薬 1214405A3028 ロピバカイン塩酸塩水和
物

０．７５％１０ｍＬ
１管

アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ アスペンジャパ
ン

先発品 626

注射薬 1214405A4024 ロピバカイン塩酸塩水和
物

０．７５％２０ｍＬ
１管

アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ アスペンジャパ
ン

先発品 1,138

注射薬 1214405A5020 ロピバカイン塩酸塩水和
物

１％１０ｍＬ１管 アナペイン注１０ｍｇ／ｍＬ アスペンジャパ
ン

先発品 694

注射薬 1214405A6027 ロピバカイン塩酸塩水和
物

１％２０ｍＬ１管 アナペイン注１０ｍｇ／ｍＬ アスペンジャパ
ン

先発品 1,228

注射薬 1214406A1020 メピバカイン塩酸塩 ０．５％５ｍＬ１管 局 ０．５％塩酸メピバカイン注ＰＢ 日新製薬（山
形）

78 H29.10.1局方
品

注射薬 1214406A2026 メピバカイン塩酸塩 ０．５％１０ｍＬ１
管

局 ０．５％塩酸メピバカイン注ＰＢ 日新製薬（山
形）

84 H29.10.1局方
品

注射薬 1214406A3022 メピバカイン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 局 １％塩酸メピバカイン注ＰＢ 日新製薬（山
形）

78 H29.10.1局方
品

注射薬 1214406A4029 メピバカイン塩酸塩 １％１０ｍＬ１管 局 １％塩酸メピバカイン注ＰＢ 日新製薬（山
形）

84 H29.10.1局方
品

注射薬 1214406A5025 メピバカイン塩酸塩 ２％５ｍＬ１管 局 ２％塩酸メピバカイン注ＰＢ 日新製薬（山
形）

82 H29.10.1局方
品

注射薬 1214406A6021 メピバカイン塩酸塩 ２％１０ｍＬ１管 局 ２％塩酸メピバカイン注ＰＢ 日新製薬（山
形）

118 H29.10.1局方
品

注射薬 1214406G1022 メピバカイン塩酸塩 ０．５％１０ｍＬ１
筒

塩酸メピバカイン注シリンジ０．５％
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 198

注射薬 1214406G2029 メピバカイン塩酸塩 １％１０ｍＬ１筒 塩酸メピバカイン注シリンジ１％「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 193

注射薬 1214406G3025 メピバカイン塩酸塩 ２％１０ｍＬ１筒 塩酸メピバカイン注シリンジ２％「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 247

注射薬 1214407A1024 塩酸レボブピバカイン ２５ｍｇ１０ｍＬ１
管

ポプスカイン０．２５％注２５ｍｇ／
１０ｍＬ

丸石製薬 先発品 357

注射薬 1214407A2020 塩酸レボブピバカイン ７５ｍｇ１０ｍＬ１
管

ポプスカイン０．７５％注７５ｍｇ／
１０ｍＬ

丸石製薬 先発品 645

注射薬 1214407A3027 塩酸レボブピバカイン １５０ｍｇ２０ｍＬ
１管

ポプスカイン０．７５％注１５０ｍｇ
／２０ｍＬ

丸石製薬 先発品 1,185

注射薬 1214407A4023 塩酸レボブピバカイン ５０ｍｇ１０ｍＬ１
管

ポプスカイン０．５％注５０ｍｇ／１
０ｍＬ

丸石製薬 先発品 524

注射薬 1214407G1027 塩酸レボブピバカイン ２５ｍｇ１０ｍＬ１
筒

ポプスカイン０．２５％注シリンジ２
５ｍｇ／１０ｍＬ

丸石製薬 先発品 454

注射薬 1214407G2023 塩酸レボブピバカイン ７５ｍｇ１０ｍＬ１
筒

ポプスカイン０．７５％注シリンジ７
５ｍｇ／１０ｍＬ

丸石製薬 先発品 760

注射薬 1214407G3020 塩酸レボブピバカイン ２５０ｍｇ１００ｍ
Ｌ１袋

ポプスカイン０．２５％注バッグ２５
０ｍｇ／１００ｍＬ

丸石製薬 先発品 1,703

注射薬 1214407G4026 塩酸レボブピバカイン ５０ｍｇ１０ｍＬ１
筒

ポプスカイン０．５％注シリンジ５０
ｍｇ／１０ｍＬ

丸石製薬 先発品 626

注射薬 1224400A1010 スキサメトニウム塩化物
水和物

２％１ｍＬ１管 局 スキサメトニウム塩化物注射液 92

注射薬 1224400A2017 スキサメトニウム塩化物
水和物

２％２ｍＬ１管 局 スキサメトニウム塩化物注射液 92

注射薬 1224400A3013 スキサメトニウム塩化物
水和物

２％５ｍＬ１管 局 スキサメトニウム塩化物注射液 106

注射薬 1224401X2014 スキサメトニウム塩化物
水和物

２００ｍｇ１瓶（溶
解液付）

局 注射用スキサメトニウム塩化物 190

注射薬 1229401A1089 プリジノールメシル酸塩 ０．２％１ｍＬ１管 ロキシーン注２ｍｇ 東菱薬品工業 56
注射薬 1229402D1039 ダントロレンナトリウム

水和物
２０ｍｇ１瓶 ダントリウム静注用２０ｍｇ オーファンパシ

フィック
先発品 9,280

注射薬 1229403F1050 ベクロニウム臭化物 ４ｍｇ１管（溶解液
付）

ベクロニウム静注用４ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 239

注射薬 1229403F2049 ベクロニウム臭化物 １０ｍｇ１瓶 ベクロニウム静注用１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 494
注射薬 1229404D1020 Ａ型ボツリヌス毒素 ５０単位１瓶 ボトックス注用５０単位 グラクソ・スミ

スクライン
先発品 47,154

注射薬 1229404D2026 Ａ型ボツリヌス毒素 １００単位１瓶 ボトックス注用１００単位 グラクソ・スミ
スクライン

先発品 84,241

注射薬 1229405A1028 ロクロニウム臭化物 ２５ｍｇ２．５ｍＬ
１瓶

エスラックス静注２５ｍｇ／２．５ｍ
Ｌ

ＭＳＤ 先発品 ○ 604

注射薬 1229405A1036 ロクロニウム臭化物 ２５ｍｇ２．５ｍＬ
１瓶

ロクロニウム臭化物静注液２５ｍｇ／
２．５ｍＬ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 244 H29.6.16収載

注射薬 1229405A1044 ロクロニウム臭化物 ２５ｍｇ２．５ｍＬ
１瓶

ロクロニウム臭化物静注液２５ｍｇ／
２．５ｍＬ「マルイシ」

丸石製薬 後発品 244 H29.6.16収載

注射薬 1229405A1052 ロクロニウム臭化物 ２５ｍｇ２．５ｍＬ
１瓶

ロクロニウム臭化物静注液２５ｍｇ／
２．５ｍＬ「ＦＫ」

フレゼニウス
カービジャパン

後発品 244 H29.12.8収載

注射薬 1229405A2024 ロクロニウム臭化物 ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 エスラックス静注５０ｍｇ／５．０ｍ
Ｌ

ＭＳＤ 先発品 ○ 1,080

注射薬 1229405A2032 ロクロニウム臭化物 ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／
５．０ｍＬ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 437 H29.6.16収載

注射薬 1229405A2040 ロクロニウム臭化物 ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／
５．０ｍＬ「マルイシ」

丸石製薬 後発品 437 H29.6.16収載

注射薬 1229405A2059 ロクロニウム臭化物 ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／
５．０ｍＬ「ＦＫ」

フレゼニウス
カービジャパン

後発品 437 H29.12.8収載

注射薬 1229406A1022 Ｂ型ボツリヌス毒素 ２，５００単位０．
５ｍＬ１瓶

ナーブロック筋注２５００単位 エーザイ 先発品 29,728

注射薬 1232400X1015 アセチルコリン塩化物 １００ｍｇ１管（溶
解液付）

局 注射用アセチルコリン塩化物 364

注射薬 1233400A2016 ネオスチグミンメチル硫
酸塩

０．０５％１ｍＬ１
管

局 ネオスチグミンメチル硫酸塩注射液 94

注射薬 1233400A3012 ネオスチグミンメチル硫
酸塩

０．０５％４ｍＬ１
管

局 ネオスチグミンメチル硫酸塩注射液 249

注射薬 1233500G1029 ネオスチグミンメチル硫
酸塩・アトロピン硫酸塩
水和物

３ｍＬ１筒 アトワゴリバース静注シリンジ３ｍＬ テルモ 先発品 416

注射薬 1233500G2025 ネオスチグミンメチル硫
酸塩・アトロピン硫酸塩
水和物

６ｍＬ１筒 アトワゴリバース静注シリンジ６ｍＬ テルモ 先発品 633



注射薬 1242400A1035 スコポラミン臭化水素酸
塩水和物

０．０５％１ｍＬ１
管

ハイスコ皮下注０．５ｍｇ 杏林製薬 61

注射薬 1242401A1277 ブチルスコポラミン臭化
物

２％１ｍＬ１管 スコルパン注２０ｍｇ 東和薬品 後発品 56 H30.3.31まで

注射薬 1242401A1307 ブチルスコポラミン臭化
物

２％１ｍＬ１管 ブチルミン注射液２０ｍｇ 高田製薬 後発品 56

注射薬 1242401A1315 ブチルスコポラミン臭化
物

２％１ｍＬ１管 ブスコパン注２０ｍｇ サノフィ 58

注射薬 1242401A1331 ブチルスコポラミン臭化
物

２％１ｍＬ１管 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ
「日医工」

日医工ファーマ 後発品 56

注射薬 1242401A1340 ブチルスコポラミン臭化
物

２％１ｍＬ１管 リラダン注２０ｍｇ コーアイセイ 後発品 56

注射薬 1242401A1366 ブチルスコポラミン臭化
物

２％１ｍＬ１管 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 56

注射薬 1242401A1374 ブチルスコポラミン臭化
物

２％１ｍＬ１管 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 56 H29.12.8収載

注射薬 1242401G1032 ブチルスコポラミン臭化
物

２０ｍｇ１ｍＬ１筒 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ
シリンジ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 148

注射薬 1242405A1011 アトロピン硫酸塩水和物 ０．０５％１ｍＬ１
管

局 アトロピン硫酸塩注射液 93
注射薬 1242406G1035 アトロピン硫酸塩水和物 ０．０５％１ｍＬ１

筒
アトロピン注０．０５％シリンジ「テ
ルモ」

テルモ 後発品 152

注射薬 1243400A1016 パパベリン塩酸塩 ４％１ｍＬ１管 局 パパベリン塩酸塩注射液 92
注射薬 1244400A1030 硫酸マグネシウム水和

物・ブドウ糖
２０ｍＬ１管 静注用マグネゾール２０ｍＬ 東亜薬品工業 342

注射薬 1244401A1018 硫酸マグネシウム水和物 ０．５モル２０ｍＬ
１管

局 硫酸マグネシウム注射液 93

注射薬 1249400A1036 チメピジウム臭化物水和
物

０．７５％１ｍＬ１
管

セスデン注７．５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 59

注射薬 1249401A1022 バクロフェン ０．００５％１ｍＬ
１管

ギャバロン髄注０．００５％ 第一三共 先発品 1,139

注射薬 1249401A2029 バクロフェン ０．０５％２０ｍＬ
１管

ギャバロン髄注０．０５％ 第一三共 先発品 22,751

注射薬 1249401A3025 バクロフェン ０．２％５ｍＬ１管 ギャバロン髄注０．２％ 第一三共 先発品 22,751
注射薬 1319401F1026 ベルテポルフィン １５ｍｇ１瓶 ビスダイン静注用１５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
先発品 187,663

注射薬 1319402G1026 ペガプタニブナトリウム ０．３ｍｇ９０μＬ
１筒

マクジェン硝子体内注射用キット０．
３ｍｇ

ボシュロム・
ジャパン

先発品 110,526

注射薬 1319403A1036 ラニビズマブ（遺伝子組
換え）

０．５ｍｇ０．０５
ｍＬ１瓶

ルセンティス硝子体内注射液１０ｍｇ
／ｍＬ

ノバルティス
ファーマ

先発品 157,776

注射薬 1319403G1020 ラニビズマブ（遺伝子組
換え）

０．５ｍｇ０．０５
ｍＬ１筒

ルセンティス硝子体内注射用キット１
０ｍｇ／ｍＬ

ノバルティス
ファーマ

先発品 157,776

注射薬 1319404D1029 トリアムシノロンアセト
ニド

４０ｍｇ１瓶 マキュエイド硝子体内注用４０ｍｇ わかもと製薬 先発品 8,296 H30.3.31まで

注射薬 1319404D1037 トリアムシノロンアセト
ニド

４０ｍｇ１瓶 マキュエイド眼注用４０ｍｇ わかもと製薬 先発品 8,296 H29.5.31収載

注射薬 1319405A1027 アフリベルセプト（遺伝
子組換え）

２ｍｇ０．０５ｍＬ
１瓶

アイリーア硝子体内注射液４０ｍｇ／
ｍＬ

バイエル薬品 先発品 142,605

注射薬 1339500A1025 ジフェンヒドラミン・ジ
プロフィリン

１ｍＬ１管 トラベルミン注 エーザイ 65

注射薬 2113400A1016 ジゴキシン ０．０２５％１ｍＬ
１管

局 ジゴキシン注射液 92

注射薬 2113401A1010 デスラノシド ０．０２％２ｍＬ１
管

局 デスラノシド注射液 95
注射薬 2115400A1010 アミノフィリン水和物 ２．５％１０ｍＬ１

管
局 アミノフィリン注射液 92

注射薬 2115401A1171 ジプロフィリン １５％２ｍＬ１管 ジプロフィリン注３００ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 50

注射薬 2115401A1180 ジプロフィリン １５％２ｍＬ１管 ハイフィリン注３００ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 57 H30.3.31まで
注射薬 2115401A1198 ジプロフィリン １５％２ｍＬ１管 ジプロフィリン注３００ｍｇ「イセ

イ」
コーアイセイ 後発品 50

注射薬 2115401A1201 ジプロフィリン １５％２ｍＬ１管 ジプロフィリン注３００ｍｇ「エーザ
イ」

エーザイ 62

注射薬 2115401A1210 ジプロフィリン １５％２ｍＬ１管 ジプロフィリン注３００ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 50

注射薬 2115402A1036 プロキシフィリン １０％２ｍＬ１管 モノフィリン注２００ｍｇ 日医工 56
注射薬 2115403A1030 安息香酸ナトリウムカ

フェイン
１０％１ｍＬ１管 アンナカ注「フソー」－１０％ 扶桑薬品工業 後発品 63

注射薬 2115403A2037 安息香酸ナトリウムカ
フェイン

２０％１ｍＬ１管 アンナカ注「フソー」－２０％ 扶桑薬品工業 後発品 63

注射薬 2115404A1043 アミノフィリン水和物 ２．５％１０ｍＬ１
管

局 ネオフィリン注ＰＬ２５０ｍｇ エーザイ 90 H29.10.1局方
品注射薬 2115404A1051 アミノフィリン水和物 ２．５％１０ｍＬ１

管
局 アミノフィリン静注２５０ｍｇＰＢ

「日新」
日新製薬（山
形）

56 H29.10.1局方
品

注射薬 2115404A2031 アミノフィリン水和物 １５ｍｇ３ｍＬ１管 アプニション静注１５ｍｇ エーザイ 先発品 139
注射薬 2115404G1020 アミノフィリン水和物 ２５０ｍｇ２５０ｍ

Ｌ１袋
ネオフィリン注点滴用バッグ２５０ｍ
ｇ

エーザイ 215

注射薬 2115405A1021 無水カフェイン ６０ｍｇ３ｍＬ１瓶 レスピア静注・経口液６０ｍｇ ノーベルファー
マ

先発品 810

注射薬 2119400A1036 ｌ－イソプレナリン塩酸
塩

０．０２％１ｍＬ１
管

プロタノールＬ注０．２ｍｇ 興和 226

注射薬 2119400A2032 ｌ－イソプレナリン塩酸
塩

０．０２％５ｍＬ１
管

プロタノールＬ注１ｍｇ 興和 1,025

注射薬 2119401A1057 エチレフリン塩酸塩 １％１ｍＬ１管 エホチール注１０ｍｇ サノフィ 58
注射薬 2119402A1019 ドパミン塩酸塩 １００ｍｇ５ｍＬ１

管
ドパミン塩酸塩１００ｍｇ５ｍＬ注射
液

後発品 101

注射薬 2119402A1299 ドパミン塩酸塩 １００ｍｇ５ｍＬ１
管

局 イノバン注１００ｍｇ 協和発酵キリン 先発品 ○ 796
注射薬 2119402A1337 ドパミン塩酸塩 １００ｍｇ５ｍＬ１

管
局 ドミニン点滴静注１００ｍｇ 日本新薬 後発品 411

注射薬 2119402A2031 ドパミン塩酸塩 ４０ｍｇ２ｍＬ１管 局 ドミニン点滴静注４０ｍｇ 日本新薬 後発品 220
注射薬 2119402A3011 ドパミン塩酸塩 ５０ｍｇ２．５ｍＬ

１管
ドパミン塩酸塩５０ｍｇ２．５ｍＬ注
射液

後発品 139

注射薬 2119402A3054 ドパミン塩酸塩 ５０ｍｇ２．５ｍＬ
１管

局 イノバン注５０ｍｇ 協和発酵キリン 先発品 ○ 681

注射薬 2119402A4018 ドパミン塩酸塩 ２００ｍｇ１０ｍＬ
１管

ドパミン塩酸塩２００ｍｇ１０ｍＬ注
射液

後発品 139

注射薬 2119402A4093 ドパミン塩酸塩 ２００ｍｇ１０ｍＬ
１管

局 ドミニン点滴静注２００ｍｇ 日本新薬 後発品 444

注射薬 2119402A4107 ドパミン塩酸塩 ２００ｍｇ１０ｍＬ
１管

局 イノバン注２００ｍｇ 協和発酵キリン 先発品 ○ 1,361 H30.3.31まで

注射薬 2119402P1062 ドパミン塩酸塩 ０．１％２００ｍＬ
１袋

局 塩酸ドパミン注キット２００ 共和クリティケ
ア

後発品 311

注射薬 2119402P1070 ドパミン塩酸塩 ０．１％２００ｍＬ
１袋

局 カタボンＬｏｗ注２００ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 886

注射薬 2119402P1089 ドパミン塩酸塩 ０．１％２００ｍＬ
１袋

局 カコージンＤ注０．１％ 日本製薬 後発品 886

注射薬 2119402P1097 ドパミン塩酸塩 ０．１％２００ｍＬ
１袋

局 ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇ
キット「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 886

注射薬 2119402P2069 ドパミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ
１袋

局 塩酸ドパミン注キット６００ 共和クリティケ
ア

後発品 538

注射薬 2119402P2077 ドパミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ
１袋

局 カタボンＨｉ注６００ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 1,327

注射薬 2119402P2085 ドパミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ
１袋

局 カコージンＤ注０．３％ 日本製薬 後発品 1,327

注射薬 2119402P2093 ドパミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ
１袋

局 ドパミン液６００「トーワ」 東和薬品 後発品 538

注射薬 2119402P2107 ドパミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ
１袋

局 ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇ
キット「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 1,327

注射薬 2119402P3030 ドパミン塩酸塩 ０．１％５０ｍＬ１
筒

イノバン注０．１％シリンジ 協和発酵キリン 先発品 786
注射薬 2119402P4037 ドパミン塩酸塩 ０．３％５０ｍＬ１

筒
イノバン注０．３％シリンジ 協和発酵キリン 先発品 1,180

注射薬 2119402P5025 ドパミン塩酸塩 ０．６％５０ｍＬ１
筒

イノバン注０．６％シリンジ 協和発酵キリン 先発品 2,046
注射薬 2119404A1018 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブタミン塩酸塩１００ｍｇ注射液 後発品 261
注射薬 2119404A1026 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブトレックス注射液１００ｍｇ 塩野義製薬 先発品 ○ 1,133
注射薬 2119404A1190 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ドブタミン点滴静注１００ｍｇ「ＡＦ

Ｐ」
共創未来ファー
マ

後発品 386

注射薬 2119404G3056 ドブタミン塩酸塩 ０．１％２００ｍＬ
１袋

ドブトレックスキット点滴静注用２０
０ｍｇ

塩野義製薬 先発品 ○ 2,639

注射薬 2119404G3064 ドブタミン塩酸塩 ０．１％２００ｍＬ
１袋

ドブタミン点滴静注液２００ｍｇキッ
ト「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 1,202

注射薬 2119404G4052 ドブタミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ
１袋

ドブトレックスキット点滴静注用６０
０ｍｇ

塩野義製薬 先発品 ○ 5,055

注射薬 2119404G4060 ドブタミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ
１袋

ドブタミン点滴静注液６００ｍｇキッ
ト「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 2,382

注射薬 2119404G5032 ドブタミン塩酸塩 ０．１％５０ｍＬ１
筒

ドブポン注０．１％シリンジ テルモ 後発品 434
注射薬 2119404G6039 ドブタミン塩酸塩 ０．３％５０ｍＬ１

筒
ドブポン注０．３％シリンジ テルモ 後発品 740

注射薬 2119404G7027 ドブタミン塩酸塩 ０．６％５０ｍＬ１
筒

ドブポン注０．６％シリンジ テルモ 後発品 1,352
注射薬 2119405D1035 ブクラデシンナトリウム ３００ｍｇ１管（溶

解液付）
アクトシン注射用３００ｍｇ 第一三共 先発品 1,110



注射薬 2119407A1020 オルプリノン塩酸塩水和
物

５ｍｇ５ｍＬ１管 コアテック注５ｍｇ エーザイ 先発品 4,725

注射薬 2119407G1022 オルプリノン塩酸塩水和
物

９ｍｇ１５０ｍＬ１
袋

コアテック注ＳＢ９ｍｇ エーザイ 先発品 7,607

注射薬 2119408A1024 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍＬ１
管

ミルリーラ注射液１０ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 4,824
注射薬 2119408A1032 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍＬ１

管
ミルリノン注１０「ＫＮ」 小林化工 後発品 2,154

注射薬 2119408A1040 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍＬ１
管

ミルリノン注１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 2,154
注射薬 2119408A1059 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍＬ１

管
ミルリノン静注液１０ｍｇ「タイ
ヨー」

武田テバファー
マ

後発品 2,154

注射薬 2119408A2020 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

ミルリノン注射液１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 3,087
注射薬 2119408A3027 ミルリノン ２２．５ｍｇ１５０

ｍＬ１瓶
ミルリノン注射液２２．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 5,946

注射薬 2119408G1027 ミルリノン ２２．５ｍｇ１５０
ｍＬ１袋

ミルリーラＫ注射液２２．５ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 9,482

注射薬 2119408G1035 ミルリノン ２２．５ｍｇ１５０
ｍＬ１袋

ミルリノン注２２．５ｍｇバッグ「タ
カタ」

高田製薬 後発品 4,041

注射薬 2119409D1033 コルホルシンダロパート
塩酸塩

５ｍｇ１瓶 アデール点滴静注用５ｍｇ 日本化薬 先発品 4,257

注射薬 2119409D2030 コルホルシンダロパート
塩酸塩

１０ｍｇ１瓶 アデール点滴静注用１０ｍｇ 日本化薬 先発品 7,230

注射薬 2121400A1018 プロカインアミド塩酸塩 １０％１ｍＬ１管 局 プロカインアミド塩酸塩注射液 92
注射薬 2121400A2014 プロカインアミド塩酸塩 １０％２ｍＬ１管 局 プロカインアミド塩酸塩注射液 92
注射薬 2123402A1020 プロプラノロール塩酸塩 ０．１％２ｍＬ１管 インデラル注射液２ｍｇ アストラゼネカ 90
注射薬 2123404D1033 ランジオロール塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 オノアクト点滴静注用５０ｍｇ 小野薬品工業 先発品 6,577
注射薬 2123404D2021 ランジオロール塩酸塩 １２．５ｍｇ１瓶 コアベータ静注用１２．５ｍｇ 小野薬品工業 先発品 2,709
注射薬 2123404D3028 ランジオロール塩酸塩 １５０ｍｇ１瓶 オノアクト点滴静注用１５０ｍｇ 小野薬品工業 先発品 17,672

注射薬 2123405A1023 エスモロール塩酸塩 １００ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

ブレビブロック注１００ｍｇ 丸石製薬 先発品 4,130

注射薬 2129401A1070 リン酸ジソピラミド ５０ｍｇ５ｍＬ１管 リスモダンＰ静注５０ｍｇ サノフィ 先発品 393
注射薬 2129402A1040 ベラパミル塩酸塩 ０．２５％２ｍＬ１

管
ワソラン静注５ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 263

注射薬 2129402A1058 ベラパミル塩酸塩 ０．２５％２ｍＬ１
管

ベラパミル塩酸塩静注５ｍｇ「タイ
ヨー」

武田テバファー
マ

後発品 173

注射薬 2129403A1044 メキシレチン塩酸塩 １２５ｍｇ５ｍＬ１
管

メキシチール点滴静注１２５ｍｇ 日本ベーリン
ガーインゲルハ
イム

先発品 639

注射薬 2129404A2037 アプリンジン塩酸塩 １００ｍｇ１０ｍＬ
１管

アスペノン静注用１００ バイエル薬品 先発品 820

注射薬 2129405A1035 シベンゾリンコハク酸塩 ７０ｍｇ５ｍＬ１管 シベノール静注７０ｍｇ トーアエイヨー 先発品 885
注射薬 2129406A1030 フレカイニド酢酸塩 ５０ｍｇ５ｍＬ１管 タンボコール静注５０ｍｇ エーザイ 先発品 380
注射薬 2129407D1030 ニフェカラント塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 シンビット静注用５０ｍｇ トーアエイヨー 先発品 4,818
注射薬 2129408A1020 ピルシカイニド塩酸塩水

和物
５０ｍｇ５ｍＬ１管 サンリズム注射液５０ 第一三共 先発品 ○ 657

注射薬 2129408A1039 ピルシカイニド塩酸塩水
和物

５０ｍｇ５ｍＬ１管 ピルシカイニド塩酸塩静注５０ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 後発品 441

注射薬 2129408A1047 ピルシカイニド塩酸塩水
和物

５０ｍｇ５ｍＬ１管 ピルシカイニド塩酸塩静注５０ｍｇ
「イセイ」

コーアイセイ 後発品 441

注射薬 2129409G1036 塩酸リドカイン ２％５ｍＬ１筒 リドカイン静注用２％シリンジ「テル
モ」

テルモ 後発品 157

注射薬 2129410A1028 アミオダロン塩酸塩 １５０ｍｇ３ｍＬ１
管

アンカロン注１５０ サノフィ 先発品 3,154
注射薬 2133400D1015 カンレノ酸カリウム １００ｍｇ１管 カンレノ酸カリウム１００ｍｇ注射用 後発品 128
注射薬 2133400D1082 カンレノ酸カリウム １００ｍｇ１管 ソルダクトン静注用１００ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 438
注射薬 2133400D2011 カンレノ酸カリウム ２００ｍｇ１管 カンレノ酸カリウム２００ｍｇ注射用 後発品 202
注射薬 2133400D2097 カンレノ酸カリウム ２００ｍｇ１管 ソルダクトン静注用２００ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 744
注射薬 2133400D3034 カンレノ酸カリウム ２００ｍｇ１瓶 カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ

「サワイ」
沢井製薬 後発品 230

注射薬 2133400D4022 カンレノ酸カリウム １００ｍｇ１瓶 カンレノ酸カリウム静注用１００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 138

注射薬 2134400D1039 アセタゾラミドナトリウ
ム

５００ｍｇ１瓶 ダイアモックス注射用５００ｍｇ 三和化学研究所 618

注射薬 2139400A1039 ブメタニド ０．５ｍｇ１管 ルネトロン注射液０．５ｍｇ 第一三共 先発品 57
注射薬 2139401A1033 フロセミド １００ｍｇ１管 局 ラシックス注１００ｍｇ サノフィ 先発品 144
注射薬 2139401A2137 フロセミド ２０ｍｇ１管 局 ラシックス注２０ｍｇ サノフィ 61
注射薬 2139401A2161 フロセミド ２０ｍｇ１管 局 フロセミド注２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 57
注射薬 2139401A2196 フロセミド ２０ｍｇ１管 局 フロセミド注射液２０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 57
注射薬 2139401A2200 フロセミド ２０ｍｇ１管 局 フロセミド注２０ｍｇ「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 57

注射薬 2139401A2218 フロセミド ２０ｍｇ１管 局 フロセミド注２０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 57 H28.12.9収載
注射薬 2139401G1036 フロセミド ２０ｍｇ２ｍＬ１筒 フロセミド注２０ｍｇシリンジ「テ

バ」
武田テバファー
マ

後発品 125 H29.3.31まで

注射薬 2139402A1020 ピレタニド ６ｍｇ１管 アレリックス６ｍｇ注 サンド 先発品 56 H29.3.31まで
注射薬 2142400D1014 ヒドララジン塩酸塩 ２０ｍｇ１管 局 注射用ヒドララジン塩酸塩 246

注射薬 2143400A1015 レセルピン ０．０３％１ｍＬ１
管

局 レセルピン注射液 96
注射薬 2143400A2011 レセルピン ０．０５％１ｍＬ１

管
局 レセルピン注射液 96

注射薬 2143400A3018 レセルピン ０．１％１ｍＬ１管 局 レセルピン注射液 97
注射薬 2149400A1027 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 局 ペルジピン注射液２ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 177
注射薬 2149400A1094 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 局 ニスタジール注２ｍｇ 東和薬品 後発品 92 H30.3.31まで
注射薬 2149400A1108 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 局 ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「Ｆ

Ｙ」
富士薬品 後発品 92

注射薬 2149400A1116 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 局 ニカルジピン塩酸塩注２ｍｇ「タイ
ヨー」

武田テバファー
マ

後発品 92

注射薬 2149400A1124 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 局 ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 92

注射薬 2149400A1132 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 局 ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 92

注射薬 2149400A1140 ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 局 ニカルジピン塩酸塩注２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 92 H29.12.8収載

注射薬 2149400A2015 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１
管

ニカルジピン塩酸塩１０ｍｇ１０ｍＬ
注射液

後発品 176

注射薬 2149400A2023 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１
管

局 ペルジピン注射液１０ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 642
注射薬 2149400A2120 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１

管
局 ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ

「ＦＹ」
富士薬品 後発品 207

注射薬 2149400A2139 ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１
管

局 ニカルジピン塩酸塩注１０ｍｇ「タイ
ヨー」

武田テバファー
マ

後発品 207

注射薬 2149400A3011 ニカルジピン塩酸塩 ２５ｍｇ２５ｍＬ１
管

ニカルジピン塩酸塩２５ｍｇ２５ｍＬ
注射液

後発品 345

注射薬 2149400A3020 ニカルジピン塩酸塩 ２５ｍｇ２５ｍＬ１
管

局 ペルジピン注射液２５ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 1,397
注射薬 2149400A3062 ニカルジピン塩酸塩 ２５ｍｇ２５ｍＬ１

管
局 ニカルジピン塩酸塩注２５ｍｇ「タイ

ヨー」
武田テバファー
マ

後発品 497

注射薬 2149400A4034 ニカルジピン塩酸塩 ２５ｍｇ２５ｍＬ１
瓶

局 ニカルジピン塩酸塩注射液２５ｍｇ
「ＦＹ」

富士薬品 後発品 497

注射薬 2149401A1030 ニトロプルシドナトリウ
ム水和物

６ｍｇ２ｍＬ１管 ニトプロ持続静注液６ｍｇ 丸石製薬 先発品 716

注射薬 2149401A2036 ニトロプルシドナトリウ
ム水和物

３０ｍｇ１０ｍＬ１
管

ニトプロ持続静注液３０ｍｇ 丸石製薬 先発品 2,964

注射薬 2160400A1032 フェニレフリン塩酸塩 ０．１％１ｍＬ１管 ネオシネジンコーワ注１ｍｇ 興和 58
注射薬 2160400A2039 フェニレフリン塩酸塩 ０．５％１ｍＬ１管 ネオシネジンコーワ注５ｍｇ 興和 59
注射薬 2160402A1023 スマトリプタンコハク酸

塩
３ｍｇ１ｍＬ１管 イミグラン注３ グラクソ・スミ

スクライン
先発品 3,100

注射薬 2160402G1026 スマトリプタンコハク酸
塩

３ｍｇ０．５ｍＬ１
筒

イミグランキット皮下注３ｍｇ グラクソ・スミ
スクライン

先発品 2,934

注射薬 2171402A1132 ジピリダモール ０．５％２ｍＬ１管 トーモル静注１０ｍｇ キョーリンリメ
ディオ

後発品 56 H30.3.31まで

注射薬 2171402A1140 ジピリダモール ０．５％２ｍＬ１管 ペルサンチン静注１０ｍｇ 日本ベーリン
ガーインゲルハ
イム

59

注射薬 2171402A1159 ジピリダモール ０．５％２ｍＬ１管 ジピリダモール静注液１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 56

注射薬 2171402A1167 ジピリダモール ０．５％２ｍＬ１管 ジピリダモール静注１０ｍｇ「イセ
イ」

コーアイセイ 後発品 56

注射薬 2171403A1030 ニトログリセリン １ｍｇ２ｍＬ１管 ミリスロール注１ｍｇ／２ｍＬ 日本化薬 先発品 ○ 132
注射薬 2171403A1048 ニトログリセリン １ｍｇ２ｍＬ１管 バソレーター注１ｍｇ 三和化学研究所 後発品 94
注射薬 2171403A1056 ニトログリセリン １ｍｇ２ｍＬ１管 ニトログリセリン注１ｍｇ／２ｍＬ

「ＨＫ」
光製薬 後発品 94

注射薬 2171403A1064 ニトログリセリン １ｍｇ２ｍＬ１管 ミオコール静注１ｍｇ トーアエイヨー 後発品 94
注射薬 2171403A2044 ニトログリセリン ５ｍｇ１０ｍＬ１管 バソレーター注５ｍｇ 三和化学研究所 後発品 321
注射薬 2171403A2052 ニトログリセリン ５ｍｇ１０ｍＬ１管 ミリスロール注５ｍｇ／１０ｍＬ 日本化薬 先発品 ○ 457
注射薬 2171403A2079 ニトログリセリン ５ｍｇ１０ｍＬ１管 ミオコール静注５ｍｇ トーアエイヨー 後発品 321
注射薬 2171403A3040 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１

瓶
ミリスロール注２５ｍｇ／５０ｍＬ 日本化薬 先発品 ○ 1,725

注射薬 2171403A3059 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１
瓶

バソレーター注２５ｍｇ 三和化学研究所 後発品 1,315
注射薬 2171403A4039 ニトログリセリン ５０ｍｇ１００ｍＬ

１瓶
バソレーター注５０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 2,268



注射薬 2171403A4055 ニトログリセリン ５０ｍｇ１００ｍＬ
１瓶

ミリスロール注５０ｍｇ／１００ｍＬ 日本化薬 先発品 ○ 3,046

注射薬 2171403A6023 ニトログリセリン ０．５ｍｇ１０ｍＬ
１管

冠動注用ミリスロール０．５ｍｇ／１
０ｍＬ

日本化薬 先発品 63

注射薬 2171403A7038 ニトログリセリン ５０ｍｇ１００ｍＬ
１袋

ミオコール点滴静注５０ｍｇ トーアエイヨー 後発品 2,268

注射薬 2171403A7046 ニトログリセリン ５０ｍｇ１００ｍＬ
１袋

ミリスロール注５０ｍｇ／１００ｍＬ 日本化薬 先発品 ○ 3,046

注射薬 2171403A7054 ニトログリセリン ５０ｍｇ１００ｍＬ
１袋

ニトログリセリン点滴静注５０ｍｇ／
１００ｍＬ「ＨＫ」

光製薬 後発品 2,268

注射薬 2171403A8026 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１
袋

ミオコール点滴静注２５ｍｇ トーアエイヨー 後発品 1,315
注射薬 2171403A8034 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１

袋
ニトログリセリン点滴静注２５ｍｇ／
５０ｍＬ「ＨＫ」

光製薬 後発品 1,315

注射薬 2171403A9022 ニトログリセリン ５ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ニトログリセリン注５ｍｇ／１０ｍＬ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 321

注射薬 2171403G1024 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１
筒

ニトログリセリン注２５ｍｇ／５０ｍ
Ｌシリンジ「テルモ」

テルモ 後発品 1,488

注射薬 2171403G1032 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１
筒

ニトログリセリン静注２５ｍｇ／５０
ｍＬシリンジ「ＴＥ」

トーアエイヨー 後発品 1,508 H28.6.17収載

注射薬 2171404A1026 硝酸イソソルビド ０．０５％１０ｍＬ
１管

ニトロール注５ｍｇ エーザイ 先発品 ○ 230

注射薬 2171404A1042 硝酸イソソルビド ０．０５％１０ｍＬ
１管

硝酸イソソルビド注５ｍｇ／１０ｍＬ
「タカタ」

高田製薬 後発品 174

注射薬 2171404A2030 硝酸イソソルビド ０．１％５ｍＬ１管 硝酸イソソルビド注５ｍｇ／５ｍＬ
「タカタ」

高田製薬 後発品 166

注射薬 2171404A4033 硝酸イソソルビド ０．０５％１００ｍ
Ｌ１瓶

硝酸イソソルビド注５０ｍｇ／１００
ｍＬ「タカタ」

高田製薬 後発品 1,369

注射薬 2171404A5056 硝酸イソソルビド ０．１％５０ｍＬ１
瓶

硝酸イソソルビド注５０ｍｇ／５０ｍ
Ｌ「タカタ」

高田製薬 後発品 1,349

注射薬 2171404A6052 硝酸イソソルビド ０．１％１００ｍＬ
１瓶

硝酸イソソルビド注１００ｍｇ／１０
０ｍＬ「タカタ」

高田製薬 後発品 2,409

注射薬 2171404A8039 硝酸イソソルビド ０．０５％１００ｍ
Ｌ１袋

ニトロール点滴静注５０ｍｇバッグ エーザイ 先発品 ○ 1,682

注射薬 2171404A9035 硝酸イソソルビド ０．０５％２００ｍ
Ｌ１袋

ニトロール点滴静注１００ｍｇバッグ エーザイ 先発品 2,997

注射薬 2171404G1029 硝酸イソソルビド ５ｍｇ１０ｍＬ１筒 ニトロール注５ｍｇシリンジ エーザイ 先発品 320
注射薬 2171404G2025 硝酸イソソルビド ２５ｍｇ５０ｍＬ１

筒
ニトロール持続静注２５ｍｇシリンジ エーザイ 先発品 965

注射薬 2171405D1043 ジルチアゼム塩酸塩 １０ｍｇ１管 塩酸ジルチアゼム注射用１０「日医
工」

日医工ファーマ 後発品 138 H30.3.31まで

注射薬 2171405D1051 ジルチアゼム塩酸塩 １０ｍｇ１管 ジルチアゼム塩酸塩静注用１０ｍｇ
「日医工」

日医工ファーマ 後発品 138 H29.6.16収載

注射薬 2171405D2058 ジルチアゼム塩酸塩 ５０ｍｇ１管 塩酸ジルチアゼム注射用５０「日医
工」

日医工ファーマ 後発品 430 H30.3.31まで

注射薬 2171405D2066 ジルチアゼム塩酸塩 ５０ｍｇ１管 ジルチアゼム塩酸塩静注用５０ｍｇ
「日医工」

日医工ファーマ 後発品 430 H29.6.16収載

注射薬 2171405D3011 ジルチアゼム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 ジルチアゼム塩酸塩２５０ｍｇ注射用 後発品 1,170
注射薬 2171405D3020 ジルチアゼム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 ヘルベッサー注射用２５０ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 5,375
注射薬 2171405D3089 ジルチアゼム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 ジルチアゼム塩酸塩注射用２５０ｍｇ

「サワイ」
沢井製薬 後発品 1,961

注射薬 2171405D4050 ジルチアゼム塩酸塩 １０ｍｇ１瓶 ヘルベッサー注射用１０ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 381
注射薬 2171405D4069 ジルチアゼム塩酸塩 １０ｍｇ１瓶 ジルチアゼム塩酸塩注射用１０ｍｇ

「サワイ」
沢井製薬 後発品 138

注射薬 2171405D5057 ジルチアゼム塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ヘルベッサー注射用５０ 田辺三菱製薬 先発品 ○ 1,276
注射薬 2171405D5065 ジルチアゼム塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ

「サワイ」
沢井製薬 後発品 430

注射薬 2171406D1021 ニコランジル ２ｍｇ１瓶 シグマート注２ｍｇ 中外製薬 先発品 ○ 296
注射薬 2171406D1030 ニコランジル ２ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用２ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 147

注射薬 2171406D1048 ニコランジル ２ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用２ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 147
注射薬 2171406D1056 ニコランジル ２ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用２ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 148

注射薬 2171406D2028 ニコランジル １２ｍｇ１瓶 シグマート注１２ｍｇ 中外製薬 先発品 ○ 1,194
注射薬 2171406D2036 ニコランジル １２ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「サ

ワイ」
沢井製薬 後発品 614

注射薬 2171406D2044 ニコランジル １２ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 614

注射薬 2171406D2052 ニコランジル １２ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 614

注射薬 2171406D3024 ニコランジル ４８ｍｇ１瓶 シグマート注４８ｍｇ 中外製薬 先発品 ○ 3,973
注射薬 2171406D3032 ニコランジル ４８ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「サ

ワイ」
沢井製薬 後発品 2,089

注射薬 2171406D3040 ニコランジル ４８ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 2,089

注射薬 2171406D3059 ニコランジル ４８ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 2,089

注射薬 2172400A1033 イソクスプリン塩酸塩 ０．５％１ｍＬ１管 ズファジラン筋注５ｍｇ 第一三共 58
注射薬 2179400D1022 カルペリチド（遺伝子組

換え）
１，０００μｇ１瓶 ハンプ注射用１０００ 第一三共 先発品 2,017

注射薬 2189401G1020 エボロクマブ（遺伝子組
換え）

１４０ｍｇ１ｍＬ１
筒

レパーサ皮下注１４０ｍｇシリンジ アステラス・ア
ムジェン・バイ
オファーマ

先発品 22,948 H28.4.20収載

注射薬 2189401G2026 エボロクマブ（遺伝子組
換え）

１４０ｍｇ１ｍＬ１
キット

レパーサ皮下注１４０ｍｇペン アステラス・ア
ムジェン・バイ
オファーマ

先発品 22,948 H28.4.20収載

注射薬 2189401G3022 エボロクマブ（遺伝子組
換え）

４２０ｍｇ３．５ｍ
Ｌ１キット

レパーサ皮下注４２０ｍｇオートミニ
ドーザー

アステラス・ア
ムジェン・バイ
オファーマ

先発品 44,481 H29.11.29収載

注射薬 2189402G1024 アリロクマブ（遺伝子組
換え）

７５ｍｇ１ｍＬ１筒 プラルエント皮下注７５ｍｇシリンジ サノフィ 先発品 22,948 H28.8.31収載

注射薬 2189402G2020 アリロクマブ（遺伝子組
換え）

１５０ｍｇ１ｍＬ１
筒

プラルエント皮下注１５０ｍｇシリン
ジ

サノフィ 先発品 44,481 H28.8.31収載

注射薬 2189402G3027 アリロクマブ（遺伝子組
換え）

７５ｍｇ１ｍＬ１
キット

プラルエント皮下注７５ｍｇペン サノフィ 先発品 22,948 H28.8.31収載

注射薬 2189402G4023 アリロクマブ（遺伝子組
換え）

１５０ｍｇ１ｍＬ１
キット

プラルエント皮下注１５０ｍｇペン サノフィ 先発品 44,481 H28.8.31収載

注射薬 2190400A2011 Ｄ－マンニトール ２０％２００ｍＬ１
瓶

局 Ｄ－マンニトール注射液 263
注射薬 2190400A3018 Ｄ－マンニトール ２０％３００ｍＬ１

瓶
局 Ｄ－マンニトール注射液 477

注射薬 2190400A4014 Ｄ－マンニトール ２０％５００ｍＬ１
瓶

局 Ｄ－マンニトール注射液 560
注射薬 2190400A7013 Ｄ－マンニトール １５％５００ｍＬ１

袋
局 Ｄ－マンニトール注射液 358

注射薬 2190402D1010 アルプロスタジル　アル
ファデクス

２０μｇ１管 アルプロスタジル　アルファデクス２
０μｇ注射用

後発品 397

注射薬 2190402D2017 アルプロスタジル　アル
ファデクス

５００μｇ１瓶 アルプロスタジル　アルファデクス５
００μｇ注射用

後発品 5,307

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 6,626

注射薬 2190402D2092 アルプロスタジル　アル
ファデクス

５００μｇ１瓶 プロスタンディン点滴静注用５００μ
ｇ

小野薬品工業 先発品 ○ 18,961

注射薬 2190402D3013 アルプロスタジル　アル
ファデクス

２０μｇ１瓶 アルプロスタジル　アルファデクス２
０μｇ注射用

後発品 397

注射薬 2190402D3064 アルプロスタジル　アル
ファデクス

２０μｇ１瓶 プロスタンディン注射用２０μｇ 小野薬品工業 先発品 ○ 1,730

注射薬 2190404A1013 シチコリン ５％２ｍＬ１管 シチコリン５％２ｍＬ注射液 後発品 56
注射薬 2190404A1307 シチコリン ５％２ｍＬ１管 ニコリン注射液１００ｍｇ 武田テバ薬品 178
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 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 86
注射薬 2190404A5191 シチコリン ５％１０ｍＬ１管 ニコリン注射液５００ｍｇ 武田テバ薬品 423
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 後発品 190

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 58
注射薬 2190404H1275 シチコリン １２．５％２ｍＬ１

管
ニコリン注射液２５０ｍｇ 武田テバ薬品 288

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 70
注射薬 2190404H4118 シチコリン ２５％２ｍＬ１管 ニコリンＨ注射液０．５ｇ 武田テバ薬品 417
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 129
注射薬 2190404H5084 シチコリン ２５％４ｍＬ１管 ニコリンＨ注射液１ｇ 武田テバ薬品 684
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 先発品 ○ 2,739
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 先発品 ○ 2,602
注射薬 2190406A1080 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１管 局 プリンク注５μｇ 武田テバファー

マ
後発品 1,198 H30.3.31まで

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 1,514 H29.3.31まで
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 1,198
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 1,198
注射薬 2190406A1128 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１管 局 アルプロスタジル注５μｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 1,514 H28.6.17収載



注射薬 2190406A1136 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１管 局 アルプロスタジル注５μｇ「武田テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 1,198 H29.12.8収載

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 先発品 ○ 4,449
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 先発品 ○ 4,124
注射薬 2190406A2086 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 局 プリンク注１０μｇ 武田テバファー

マ
後発品 1,540 H30.3.31まで

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 1,540 H29.3.31まで
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 1,540

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 1,540

注射薬 2190406A2124 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 局 アルプロスタジル注１０μｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 1,540 H28.6.17収載

注射薬 2190406A2132 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１管 局 アルプロスタジル注１０μｇ「武田テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 1,540 H29.12.8収載

注射薬 2190406G1023 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 プリンク注シリンジ５μｇ 武田テバファー
マ

後発品 1,455 H30.3.31まで

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 1,455

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 1,455

注射薬 2190406G1058 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
「トーワ」

東和薬品 後発品 1,455

注射薬 2190406G1066 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
「日医工」

日医工 後発品 1,455

注射薬 2190406G1074 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 局 アリプロスト注シリンジ５μｇ 富士製薬工業 後発品 1,455 H29.3.31まで
注射薬 2190406G1082 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

「Ｆ」
富士製薬工業 後発品 1,455 H28.6.17収載

注射薬 2190406G1090 アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 アルプロスタジル注５μｇシリンジ
「科研」

武田テバファー
マ

後発品 1,455 H29.12.8収載

注射薬 2190406G2020 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 プリンク注シリンジ１０μｇ 武田テバファー
マ

後発品 1,648 H30.3.31まで

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 先発品 ○ 4,492
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 先発品 ○ 4,072
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 1,648

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 1,648

注射薬 2190406G2070 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
「トーワ」

東和薬品 後発品 1,648

注射薬 2190406G2089 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
「日医工」

日医工 後発品 1,648

注射薬 2190406G2097 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 局 アリプロスト注シリンジ１０μｇ 富士製薬工業 後発品 1,648 H29.3.31まで

注射薬 2190406G2100 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
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 1,648 H28.6.17収載

注射薬 2190406G2119 アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 アルプロスタジル注１０μｇシリンジ
「科研」

武田テバファー
マ

後発品 1,648 H29.12.8収載

注射薬 2190408A1089 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍＬ１
管

アルガトロバン注射液１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 1,017

注射薬 2190408A1097 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍＬ１
管

アルガトロバン注射液１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 1,017

注射薬 2190408A1100 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍＬ１
管

アルガトロバン注射液１０ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 後発品 1,017

注射薬 2190408A2026 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２ｍＬ１管 スロンノンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ 第一三共 先発品 3,058
注射薬 2190408A2034 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２ｍＬ１管 ノバスタンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ 田辺三菱製薬 先発品 3,053
注射薬 2190408G1057 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍＬ１

筒
アルガトロバン注シリンジ１０ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 1,237

注射薬 2190408G1073 アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍＬ１
筒

アルガトロバン注１０ｍｇシリンジ
「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 1,237

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 ノーベルファー
マ

先発品 6,799

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

先発品 ○ 14,389

注射薬 2190413F1036 エポプロステノールナト
リウム

０．５ｍｇ１瓶（溶
解液付）

エポプロステノール静注用０．５ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 8,414 H30.3.31まで

注射薬 2190413F1052 エポプロステノールナト
リウム

０．５ｍｇ１瓶（溶
解液付）

エポプロステノール静注用０．５ｍｇ
「ＡＣＴ」

アクテリオン
ファーマシュー
ティカルズジャ
パン

後発品 8,414

注射薬 2190413F1060 エポプロステノールナト
リウム

０．５ｍｇ１瓶（溶
解液付）

エポプロステノール静注用０．５ｍｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 8,414

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

先発品 ○ 11,150

注射薬 2190413F2032 エポプロステノールナト
リウム

０．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用０．５ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 7,474

注射薬 2190413F2059 エポプロステノールナト
リウム

０．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用０．５ｍｇ
「ＡＣＴ」

アクテリオン
ファーマシュー
ティカルズジャ
パン

後発品 7,474

注射薬 2190413F2067 エポプロステノールナト
リウム

０．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用０．５ｍｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 7,474

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

先発品 ○ 22,343

注射薬 2190413F3039 エポプロステノールナト
リウム

１．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用１．５ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 14,176

注射薬 2190413F3055 エポプロステノールナト
リウム

１．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用１．５ｍｇ
「ＡＣＴ」

アクテリオン
ファーマシュー
ティカルズジャ
パン

後発品 14,176

注射薬 2190413F3063 エポプロステノールナト
リウム

１．５ｍｇ１瓶 エポプロステノール静注用１．５ｍｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 14,176

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

先発品 ○ 25,368

注射薬 2190413F4035 エポプロステノールナト
リウム

１．５ｍｇ１瓶（溶
解液付）

エポプロステノール静注用１．５ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 18,089 H30.3.31まで

注射薬 2190413F4051 エポプロステノールナト
リウム

１．５ｍｇ１瓶（溶
解液付）

エポプロステノール静注用１．５ｍｇ
「ＡＣＴ」

アクテリオン
ファーマシュー
ティカルズジャ
パン

後発品 18,089

注射薬 2190413F4060 エポプロステノールナト
リウム

１．５ｍｇ１瓶（溶
解液付）

エポプロステノール静注用１．５ｍｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 18,089

注射薬 2190414A1033 ファスジル塩酸塩水和物 ３０．８ｍｇ２ｍＬ
１管

エリル点滴静注液３０ｍｇ 旭化成ファーマ 先発品 2,670

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

先発品 ○ 1,791

注射薬 2190415A1038 エポプロステノールナト
リウム専用溶解液

５０ｍＬ１瓶 エポプロステノール静注用「Ｆ」専用
溶解液

富士製薬工業 後発品 936

注射薬 2190415A1054 エポプロステノールナト
リウム専用溶解液

５０ｍＬ１瓶 エポプロステノール静注用「テバ」専
用溶解用液

武田テバファー
マ

後発品 894

注射薬 2190416A1024 トレプロスチニル ２０ｍｇ２０ｍＬ１
瓶

トレプロスト注射液２０ｍｇ 持田製薬 先発品 186,277
注射薬 2190416A2020 トレプロスチニル ５０ｍｇ２０ｍＬ１

瓶
トレプロスト注射液５０ｍｇ 持田製薬 先発品 339,537

注射薬 2190416A3027 トレプロスチニル １００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

トレプロスト注射液１００ｍｇ 持田製薬 先発品 534,711

注射薬 2190416A4023 トレプロスチニル ２００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

トレプロスト注射液２００ｍｇ 持田製薬 先発品 842,076

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 178
注射薬 2190501A1093 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１瓶 グリポーゼ配合点滴静注 扶桑薬品工業 後発品 178
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 259
注射薬 2190501A2090 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１瓶 グリポーゼ配合点滴静注 扶桑薬品工業 後発品 259
注射薬 2190501A3037 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１瓶 グリセノン注 共和クリティケ

ア
後発品 344

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 344
注射薬 2190501A3100 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１瓶 グリセリン・果糖配合点滴静注「Ｈ

Ｋ」
光製薬 後発品 344

注射薬 2190501A3118 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１瓶 グリポーゼ配合点滴静注 扶桑薬品工業 後発品 344
注射薬 2190501A4025 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 ヒシセオール液 ニプロ 後発品 178 H28.9.30まで
注射薬 2190501A4041 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 グリセノン注 共和クリティケ

ア
後発品 178

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 先発品 ○ 256
注射薬 2190501A4106 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 グリセリン・果糖配合点滴静注「Ｈ

Ｋ」
光製薬 後発品 178

注射薬 2190501A4114 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 グリセレブ配合点滴静注 テルモ 後発品 178
注射薬 2190501A4122 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 ヒシセオール配合点滴静注 ニプロ 後発品 178
注射薬 2190501A5021 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１袋 ヒシセオール液 ニプロ 後発品 344 H28.9.30まで
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 先発品 ○ 633



注射薬 2190501A5080 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１袋 グリセレブ配合点滴静注 テルモ 後発品 344
注射薬 2190501A5099 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１袋 ヒシセオール配合点滴静注 ニプロ 後発品 344
注射薬 2190501A6036 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１袋 ヒシセオール液 ニプロ 後発品 259 H28.9.30まで
注射薬 2190501A6044 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１袋 グリセノン注 共和クリティケ

ア
後発品 259

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 先発品 ○ 382
注射薬 2190501A6109 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１袋 グリセリン・果糖配合点滴静注「Ｈ

Ｋ」
光製薬 後発品 259

注射薬 2190501A6117 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１袋 グリセレブ配合点滴静注 テルモ 後発品 259
注射薬 2190501A6125 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１袋 ヒシセオール配合点滴静注 ニプロ 後発品 259
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 93

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 93
注射薬 2213401A1032 レバロルファン酒石酸塩 ０．１％１ｍＬ１管 局 ロルファン注射液１ｍｇ 武田テバ薬品 95
注射薬 2219400A1031 ドキサプラム塩酸塩水和

物
２０ｍｇ１ｍＬバイ
アル

ドプラム注射液４００ｍｇ キッセイ薬品工
業

先発品 104

注射薬 2219402A1030 ナロキソン塩酸塩 ０．２ｍｇ１ｍＬ１
管

ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第
一三共」

第一三共 先発品 929

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 先発品 ○ 2,791
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 1,634

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 1,634

注射薬 2219403A1060 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１
管

フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 1,634

注射薬 2219403A1078 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１
管

フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「マイ
ラン」

富士薬品 後発品 1,634

注射薬 2219403A1086 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１
管

フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 1,336

注射薬 2219403A2023 フルマゼニル ０．２ｍｇ２ｍＬ１
管

フルマゼニル静注液０．２ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 682

注射薬 2219403A2031 フルマゼニル ０．２ｍｇ２ｍＬ１
管

フルマゼニル静注液０．２ｍｇ「マイ
ラン」

富士薬品 後発品 682

注射薬 2221400A2010 エフェドリン塩酸塩 ４％１ｍＬ１管 局 エフェドリン塩酸塩注射液 92
注射薬 2221401A1050 ｄｌ－メチルエフェドリ

ン塩酸塩
４％１ｍＬ１管 メチエフ注４０ｍｇ 田辺三菱製薬 65

注射薬 2223400A1042 デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物

０．５％１ｍＬ１管 デキストロメトルファン臭化水素酸塩
注射液５ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 54

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

武田テバファー
マ

後発品 56

注射薬 2234400A1062 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．２％２ｍＬ１管 ビソルボン注４ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 57
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 2252401A1030 テルブタリン硫酸塩 ０．２ｍｇ１管 ブリカニール皮下注０．２ｍｇ アストラゼネカ 先発品 58

注射薬 2290400D1033 オマリズマブ（遺伝子組
換え）

１５０ｍｇ１瓶 ゾレア皮下注用１５０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 45,578

注射薬 2290400D2021 オマリズマブ（遺伝子組
換え）

７５ｍｇ１瓶 ゾレア皮下注用７５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 23,128

注射薬 2290401D1020 メポリズマブ（遺伝子組
換え）

１００ｍｇ１瓶 ヌーカラ皮下注用１００ｍｇ グラクソ・スミ
スクライン

先発品 175,684 H28.5.25収載

注射薬 2314400A2045 ベルベリン硫酸塩水和物 ０．１％２ｍＬ１管 ベルベリン硫酸塩注２ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

56

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 先発品 ○ 137
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 H29.3.31まで

注射薬 2325400A1220 シメチジン １０％２ｍＬ１管 シメチジン注射液２００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 56

注射薬 2325400A1239 シメチジン １０％２ｍＬ１管 シメチジン注２００ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 56
注射薬 2325400A1247 シメチジン １０％２ｍＬ１管 シメチジン注射液２００ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 56

注射薬 2325400A1255 シメチジン １０％２ｍＬ１管 シメチジン注２００ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 56
注射薬 2325401A1020 ファモチジン １０ｍｇ１ｍＬ１管 局 ガスター注射液１０ｍｇ アステラス製薬 先発品 146
注射薬 2325401A2027 ファモチジン ２０ｍｇ２ｍＬ１管 局 ガスター注射液２０ｍｇ アステラス製薬 先発品 232
注射薬 2325401A3031 ファモチジン ２０ｍｇ２０ｍＬ１

管
局 ファモチジン静注２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 123 H29.10.1局方

品
注射薬 2325401A3040 ファモチジン ２０ｍｇ２０ｍＬ１

管
局 ファモチジン静注２０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ

ディオ
後発品 123

注射薬 2325401A4020 ファモチジン １０ｍｇ１０ｍＬ１
管

局 ファモチジン静注１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山
形）

後発品 95 H29.10.1局方
品

注射薬 2325401A4046 ファモチジン １０ｍｇ１０ｍＬ１
管

局 ファモチジン静注１０ｍｇ「杏林」 キョーリンリメ
ディオ

後発品 95

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 123

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 108

注射薬 2325401D1116 ファモチジン ２０ｍｇ１管 局 ファモチジン注射用２０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 123

注射薬 2325401D1124 ファモチジン ２０ｍｇ１管 局 ファモチジン注射用２０ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 108

注射薬 2325401D1132 ファモチジン ２０ｍｇ１管 局 ファモチジン注用２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 108
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 95

注射薬 2325401D2066 ファモチジン １０ｍｇ１管 局 ファモチジン注射用１０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 95

注射薬 2325401D2090 ファモチジン １０ｍｇ１管 局 ファモチジン注射用１０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 95

注射薬 2325401D2104 ファモチジン １０ｍｇ１管 局 ファモチジン注射用１０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 後発品 95

注射薬 2325401D2112 ファモチジン １０ｍｇ１管 局 ファモチジン注射用１０ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 95

注射薬 2325401D2120 ファモチジン １０ｍｇ１管 局 ファモチジン注用１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 95
注射薬 2325401D3046 ファモチジン ２０ｍｇ１瓶 局 ファモチジン注射用２０ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 123

注射薬 2325402A1033 ラニチジン塩酸塩 ２．５％２ｍＬ１管 ザンタック注射液５０ｍｇ グラクソ・スミ
スクライン

先発品 ○ 113

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

武田テバファー
マ

後発品 74

注射薬 2325402A2030 ラニチジン塩酸塩 ２．５％４ｍＬ１管 ザンタック注射液１００ｍｇ グラクソ・スミ
スクライン

先発品 ○ 195

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

武田テバファー
マ

後発品 134

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

ニプロ 後発品 207

注射薬 2325402G2032 ラニチジン塩酸塩 １００ｍｇ４ｍＬ１
筒

ラニチジン注１００ｍｇシリンジ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 235

注射薬 2325403D1042 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

７５ｍｇ１管 局 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 174 H29.3.31まで

注射薬 2325403D1069 ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

７５ｍｇ１管 局 アルタット静注用７５ｍｇ あすか製薬 先発品 209

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 先発品 ○ 92
注射薬 2329401A1119 スルピリド ５０ｍｇ１管 ピリカップル筋注５０ｍｇ コーアイセイ 後発品 56
注射薬 2329402D1047 ピレンゼピン塩酸塩水和

物
１０ｍｇ１管（溶解
液付）

塩酸ピレンゼピン注射用１０ｍｇ「イ
セイ」

コーアイセイ 後発品 62

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 先発品 ○ 433

注射薬 2329403D1041 オメプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１瓶 オメプラゾール注用２０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 265

注射薬 2329403D1050 オメプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１瓶 オメプラゾール注用２０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 後発品 265

注射薬 2329403D1068 オメプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１瓶 オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 265

注射薬 2329403D1076 オメプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１瓶 オメプラゾール静注用２０ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 265 H29.3.31まで

注射薬 2329403D1084 オメプラゾールナトリウ
ム

２０ｍｇ１瓶 オメプラゾール注用２０ｍｇ「ＴＹ
Ｋ」

武田テバ薬品 後発品 265

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 先発品 477
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 127
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 202
注射薬 2336400A1038 カルニチン塩化物 １０％２ｍＬ１管 エントミン注２００ｍｇ 日医工 54
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 496
注射薬 2391400A3024 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 カイトリル注１ｍｇ 中外製薬 先発品 ○ 1,485
注射薬 2391400A3032 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＡＦ

Ｐ」
大興製薬 後発品 1,095

注射薬 2391400A3067 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＮＫ」 沢井製薬 後発品 1,095
注射薬 2391400A3075 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「アイロ

ム」
共和クリティケ
ア

後発品 677



注射薬 2391400A3083 グラニセトロン塩酸塩 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 1,095 H29.3.31まで

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

日医工 後発品 1,095

注射薬 2391400A3121 グラニセトロン塩酸塩 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 1,095

注射薬 2391400A3130 グラニセトロン塩酸塩 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 1,095

注射薬 2391400A3148 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 1,095

注射薬 2391400A3156 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＨＫ」 光製薬 後発品 1,095
注射薬 2391400A3164 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 1,095

注射薬 2391400A3172 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 1,095
注射薬 2391400A3180 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＦＦ

Ｐ」
シオノケミカル 後発品 1,095

注射薬 2391400A3199 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 677

注射薬 2391400A4020 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 カイトリル注３ｍｇ 中外製薬 先発品 ○ 3,396
注射薬 2391400A4039 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＡＦ

Ｐ」
大興製薬 後発品 1,934

注射薬 2391400A4055 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 1,934
注射薬 2391400A4071 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＮＫ」 沢井製薬 後発品 1,934
注射薬 2391400A4080 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「アイロ

ム」
共和クリティケ
ア

後発品 1,539

注射薬 2391400A4098 グラニセトロン塩酸塩 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 1,934 H29.3.31まで

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

東和薬品 後発品 1,934

注射薬 2391400A4128 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 1,934

注射薬 2391400A4144 グラニセトロン塩酸塩 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 1,934

注射薬 2391400A4152 グラニセトロン塩酸塩 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 1,539

注射薬 2391400A4160 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＨＫ」 光製薬 後発品 1,539
注射薬 2391400A4179 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 1,934

注射薬 2391400A4187 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

シオノケミカル 後発品 1,934

注射薬 2391400A4195 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 1,934

注射薬 2391400G1075 グラニセトロン塩酸塩 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 1,978

注射薬 2391400G1091 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１
袋

グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッ
グ「アイロム」

共和クリティケ
ア

後発品 1,632

注射薬 2391400G1105 グラニセトロン塩酸塩 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 1,978 H29.3.31まで

注射薬 2391400G1113 グラニセトロン塩酸塩 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 1,978

注射薬 2391400G1121 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１
袋

グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッ
グ「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 1,978

注射薬 2391400G1130 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１
袋

カイトリル点滴静注バッグ３ｍｇ／１
００ｍＬ

中外製薬 先発品 ○ 3,544

注射薬 2391400G1148 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１
袋

グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ
／１００ｍＬ「マイラン」

マイラン製薬 後発品 1,632

注射薬 2391400G1156 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１
袋

グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ
／１００ｍＬ「ＨＫ」

光製薬 後発品 1,978

注射薬 2391400G1164 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１
袋

グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ
／１００ｍＬ「ＮＫ」

高田製薬 後発品 1,978

注射薬 2391400G1172 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１
袋

グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ
／１００ｍＬ「ＡＦＰ」

大興製薬 後発品 1,632

注射薬 2391400G1180 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１
袋

グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ
／１００ｍＬ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 1,632

注射薬 2391400G1199 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１
袋

グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ
／１００ｍＬ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 1,978

注射薬 2391400G1202 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１
袋

グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ
／１００ｍＬ「テルモ」

テルモ 後発品 1,978

注射薬 2391400G2020 グラニセトロン塩酸塩 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 1,978

注射薬 2391400G2039 グラニセトロン塩酸塩 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 1,978

注射薬 2391400G3027 グラニセトロン塩酸塩 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 1,109

注射薬 2391400G3035 グラニセトロン塩酸塩 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 1,109

注射薬 2391400G4023 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 カイトリル点滴静注バッグ３ｍｇ／５
０ｍＬ

中外製薬 先発品 ○ 3,544

注射薬 2391400G4031 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ
／５０ｍＬ「ＨＫ」

光製薬 後発品 1,978

注射薬 2391400G4040 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ
／５０ｍＬ「マイラン」

マイラン製薬 後発品 1,632

注射薬 2391400G4058 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ
／５０ｍＬ「ＮＫ」

高田製薬 後発品 1,978

注射薬 2391400G4066 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ
／５０ｍＬ「ＡＦＰ」

大興製薬 後発品 1,632

注射薬 2391400G4074 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ
／５０ｍＬ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 1,978

注射薬 2391400G4082 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ
／５０ｍＬ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 1,632

注射薬 2391400G4090 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ
／５０ｍＬ「テルモ」

テルモ 後発品 1,632

注射薬 2391400G5020 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ
／５０ｍＬ「ＦＦＰ」

シオノケミカル 後発品 1,109

注射薬 2391400G5038 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ
／５０ｍＬ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 1,109

注射薬 2391400G5046 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ
／５０ｍＬ「テルモ」

テルモ 後発品 1,109

注射薬 2391400G5054 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋 グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ
／５０ｍＬ「ＨＫ」

光製薬 後発品 1,109

注射薬 2391401A1026 オンダンセトロン塩酸塩
水和物

４ｍｇ２ｍＬ１管 ゾフラン注４ ノバルティス
ファーマ

先発品 ○ 3,897

注射薬 2391401A1034 オンダンセトロン塩酸塩
水和物

４ｍｇ２ｍＬ１管 オンダンセトロン注射液４ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 1,647

注射薬 2391401A1042 オンダンセトロン塩酸塩
水和物

４ｍｇ２ｍＬ１管 オンダンセトロン注射液４ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 2,227

注射薬 2391401A1050 オンダンセトロン塩酸塩
水和物

４ｍｇ２ｍＬ１管 オンダンセトロン注射液４ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 2,227

注射薬 2391401A2022 オンダンセトロン塩酸塩
水和物

２ｍｇ１ｍＬ１管 ゾフラン注２ ノバルティス
ファーマ

先発品 ○ 2,615

注射薬 2391401A2030 オンダンセトロン塩酸塩
水和物

２ｍｇ１ｍＬ１管 オンダンセトロン注射液２ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 801

注射薬 2391401A2049 オンダンセトロン塩酸塩
水和物

２ｍｇ１ｍＬ１管 オンダンセトロン注射液２ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 1,998

注射薬 2391401A2057 オンダンセトロン塩酸塩
水和物

２ｍｇ１ｍＬ１管 オンダンセトロン注射液２ｍｇ「サン
ド」

サンド 後発品 801

注射薬 2391401G1029 オンダンセトロン塩酸塩
水和物

４ｍｇ２ｍＬ１筒 オンダンセトロン注４ｍｇシリンジ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 3,581

注射薬 2391402A1039 アザセトロン塩酸塩 １０ｍｇ２ｍＬ１管 セロトーン静注液１０ｍｇ 日本たばこ産業 先発品 ○ 3,863
注射薬 2391402A1047 アザセトロン塩酸塩 １０ｍｇ２ｍＬ１管 アザセトロン塩酸塩静注液１０ｍｇ

「ＳＮ」
シオノケミカル 後発品 3,495

注射薬 2391402A1055 アザセトロン塩酸塩 １０ｍｇ２ｍＬ１管 アザセトロン塩酸塩静注液１０ｍｇ
「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 3,495

注射薬 2391403A1025 ラモセトロン塩酸塩 ０．３ｍｇ２ｍＬ１
管

ナゼア注射液０．３ｍｇ アステラス製薬 先発品 ○ 4,345
注射薬 2391403A1033 ラモセトロン塩酸塩 ０．３ｍｇ２ｍＬ１

管
ラモセトロン塩酸塩注射液０．３ｍｇ
「ＥＭＥＣ」

高田製薬 後発品 1,957

注射薬 2391403A1041 ラモセトロン塩酸塩 ０．３ｍｇ２ｍＬ１
管

ラモセトロン塩酸塩静注液０．３ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 1,957

注射薬 2391403A1068 ラモセトロン塩酸塩 ０．３ｍｇ２ｍＬ１
管

ラモセトロン塩酸塩静注液０．３ｍｇ
「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 2,318

注射薬 2391403A1076 ラモセトロン塩酸塩 ０．３ｍｇ２ｍＬ１
管

ラモセトロン塩酸塩静注液０．３ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 1,957



注射薬 2391403G1028 ラモセトロン塩酸塩 ０．３ｍｇ２ｍＬ１
筒

ラモセトロン塩酸塩静注液０．３ｍｇ
シリンジ「サンド」

サンド 後発品 3,099

注射薬 2391403G1036 ラモセトロン塩酸塩 ０．３ｍｇ２ｍＬ１
筒

ラモセトロン塩酸塩静注液０．３ｍｇ
シリンジ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 3,099

注射薬 2391404A1020 パロノセトロン塩酸塩 ０．７５ｍｇ５ｍＬ
１瓶

アロキシ静注０．７５ｍｇ 大鵬薬品工業 先発品 14,937

注射薬 2391404G1022 パロノセトロン塩酸塩 ０．７５ｍｇ５０ｍ
Ｌ１袋

アロキシ点滴静注バッグ０．７５ｍｇ 大鵬薬品工業 先発品 15,050

注射薬 2391405D1020 ホスアプレピタントメグ
ルミン

１５０ｍｇ１瓶 プロイメンド点滴静注用１５０ｍｇ 小野薬品工業 先発品 14,705

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 57
注射薬 2399401A1105 メトクロプラミド ０．５％２ｍＬ１管 エリーテン注１０ｍｇ／２ｍＬ 高田製薬 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 2399401A1130 メトクロプラミド ０．５％２ｍＬ１管 メトクロプラミド注１０ｍｇ「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 56

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 先発品 ○ 83,243

注射薬 2399403F1039 インフリキシマブ（遺伝
子組換え）［インフリキ
シマブ後続１］

１００ｍｇ１瓶 インフリキシマブＢＳ点滴静注用１０
０ｍｇ「ＮＫ」

日本化薬 後発品 56,382

注射薬 2399403F1047 インフリキシマブ（遺伝
子組換え）［インフリキ
シマブ後続１］

１００ｍｇ１瓶 インフリキシマブＢＳ点滴静注用１０
０ｍｇ「ＣＴＨ」

Ｃｅｌｌｔｒｉ
ｏｎ

後発品 56,382 H29.11.29収載

注射薬 2399404F1025 インフリキシマブ（遺伝
子組換え）[インフリキ
シマブ後続２]

１００ｍｇ１瓶 インフリキシマブＢＳ点滴静注用１０
０ｍｇ「あゆみ」

ヤクハン製薬 後発品 56,382 H29.11.29収載

注射薬 2399404F1033 インフリキシマブ（遺伝
子組換え）[インフリキ
シマブ後続２]

１００ｍｇ１瓶 インフリキシマブＢＳ点滴静注用１０
０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 56,382 H29.11.29収載

注射薬 2411400D1022 テトラコサクチド酢酸塩 ０．２５ｍｇ１管 コートロシン注射用０．２５ｍｇ 第一三共 先発品 1,338
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 先発品 2,009

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

先発品 57,159

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 19,875 H30.3.31まで

注射薬 2412402A3033 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」シュアパル

サンド 後発品 19,875

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 36,592 H30.3.31まで

注射薬 2412402A4030 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」シュアパル

サンド 後発品 36,592

注射薬 2412402A5028 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

１２ｍｇ１筒 サイゼン皮下注射液１２ｍｇ メルクセローノ 先発品 58,985

注射薬 2412402A5036 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

１２ｍｇ１筒 グロウジェクト皮下注１２ｍｇ ＪＣＲファーマ 先発品 98,486 H28.12.9収載

注射薬 2412402A6024 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

６ｍｇ１筒 グロウジェクト皮下注６ｍｇ ＪＣＲファーマ 先発品 49,243 H28.12.9収載

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 ＪＣＲファーマ 先発品 9,140 H29.3.31まで

注射薬 2412402D8082 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

１．３３ｍｇ１瓶
（溶解液付）

サイゼン注用１．３３ｍｇ メルクセローノ 先発品 7,300 H30.3.31まで

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 先発品 32,125

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

先発品 44,507

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 ＪＣＲファーマ 先発品 65,657

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 ＪＣＲファーマ 先発品 68,657

注射薬 2412402L3069 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

８ｍｇ１瓶（溶解液
付）

サイゼン皮下注用８ｍｇ メルクセローノ 先発品 38,478

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

先発品 81,860

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 先発品 78,592

注射薬 2412402P4024 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

５．３３ｍｇ１キッ
ト

ジェノトロピンゴークイック注用５．
３ｍｇ

ファイザー 先発品 37,306

注射薬 2412402P5020 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

１２ｍｇ１キット ジェノトロピンゴークイック注用１２
ｍｇ

ファイザー 先発品 92,353

注射薬 2412402P6027 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

５ｍｇ１キット ノルディトロピン　フレックスプロ注
５ｍｇ

ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 47,842

注射薬 2412402P7023 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

１０ｍｇ１キット ノルディトロピン　フレックスプロ注
１０ｍｇ

ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 90,097

注射薬 2412402P8020 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

１５ｍｇ１キット ノルディトロピン　フレックスプロ注
１５ｍｇ

ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 133,557

注射薬 2413400D1086 ヒト下垂体性性腺刺激ホ
ルモン

７５単位１瓶（溶解
液付）

ＨＭＧ注射用７５ＩＵ「フェリング」 フェリング・
ファーマ

後発品 1,183

注射薬 2413400D2082 ヒト下垂体性性腺刺激ホ
ルモン

１５０単位１瓶（溶
解液付）

ＨＭＧ注射用１５０ＩＵ「フェリン
グ」

フェリング・
ファーマ

後発品 1,567

注射薬 2413400D3097 ヒト下垂体性性腺刺激ホ
ルモン

７５単位１管（溶解
液付）

ＨＭＧ注テイゾー７５ あすか製薬 後発品 1,183

注射薬 2413400D3119 ヒト下垂体性性腺刺激ホ
ルモン

７５単位１管（溶解
液付）

ＨＭＧ筋注用７５単位「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 1,183

注射薬 2413400D3127 ヒト下垂体性性腺刺激ホ
ルモン

７５単位１管（溶解
液付）

ＨＭＧ「ＴＹＫ」７５注用 武田テバ薬品 後発品 1,183 H30.3.31まで

注射薬 2413400D4077 ヒト下垂体性性腺刺激ホ
ルモン

１５０単位１管（溶
解液付）

ＨＭＧ注テイゾー１５０ あすか製薬 後発品 1,567

注射薬 2413400D4093 ヒト下垂体性性腺刺激ホ
ルモン

１５０単位１管（溶
解液付）

ＨＭＧ筋注用１５０単位「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 1,567

注射薬 2413400D4107 ヒト下垂体性性腺刺激ホ
ルモン

１５０単位１管（溶
解液付）

ＨＭＧ「ＴＹＫ」１５０注用 武田テバ薬品 後発品 1,567 H30.3.31まで

注射薬 2413400D5049 ヒト下垂体性性腺刺激ホ
ルモン

１００単位１管（溶
解液付）

ＨＭＧ「ＴＹＫ」１００注用 武田テバ薬品 後発品 1,615 H30.3.31まで

注射薬 2413402X1014 ヒト絨毛性性腺刺激ホル
モン

５００単位１管 局 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 150

注射薬 2413402X2010 ヒト絨毛性性腺刺激ホル
モン

１，０００単位１管 局 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 281

注射薬 2413402X3017 ヒト絨毛性性腺刺激ホル
モン

３，０００単位１管 局 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 419

注射薬 2413402X3076 ヒト絨毛性性腺刺激ホル
モン

３，０００単位１管 局 ＨＣＧモチダ筋注用３千単位 持田製薬 419

注射薬 2413402X3084 ヒト絨毛性性腺刺激ホル
モン

３，０００単位１管 局 ゴナトロピン筋注用３０００単位 あすか製薬 419

注射薬 2413402X4013 ヒト絨毛性性腺刺激ホル
モン

５，０００単位１管 局 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 573

注射薬 2413402X4110 ヒト絨毛性性腺刺激ホル
モン

５，０００単位１管 局 ＨＣＧモチダ筋注用５千単位 持田製薬 573

注射薬 2413402X4137 ヒト絨毛性性腺刺激ホル
モン

５，０００単位１管 局 ゴナトロピン注用５０００単位 あすか製薬 573

注射薬 2413402X5010 ヒト絨毛性性腺刺激ホル
モン

１０，０００単位１
管

局 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 1,031

注射薬 2413402X5060 ヒト絨毛性性腺刺激ホル
モン

１０，０００単位１
管

局 ＨＣＧモチダ筋注用１万単位 持田製薬 1,031

注射薬 2413403A1040 ヒト下垂体性性腺刺激ホ
ルモン

７５単位１管（溶解
液付）

フォリルモンＰ注７５ 富士製薬工業 後発品 1,403

注射薬 2413403A1059 ヒト下垂体性性腺刺激ホ
ルモン

７５単位１管（溶解
液付）

ゴナピュール注用７５ あすか製薬 後発品 1,403

注射薬 2413403D1020 ヒト下垂体性性腺刺激ホ
ルモン

１５０単位１管（溶
解液付）

フォリルモンＰ注１５０ 富士製薬工業 後発品 1,714

注射薬 2413403D1039 ヒト下垂体性性腺刺激ホ
ルモン

１５０単位１管（溶
解液付）

ゴナピュール注用１５０ あすか製薬 後発品 1,714

注射薬 2413404D1025 ホリトロピンアルファ
（遺伝子組換え）

７５国際単位１瓶
（溶解液付）

ゴナールエフ皮下注用７５ メルクセローノ 先発品 3,806

注射薬 2413404D2021 ホリトロピンアルファ
（遺伝子組換え）

１５０国際単位１瓶
（溶解液付）

ゴナールエフ皮下注用１５０ メルクセローノ 先発品 5,723

注射薬 2413404G1021 ホリトロピンアルファ
（遺伝子組換え）

４５０国際単位０．
７５ｍＬ１筒

ゴナールエフ皮下注ペン４５０ メルクセローノ 先発品 25,028

注射薬 2413404G2028 ホリトロピンアルファ
（遺伝子組換え）

９００国際単位１．
５ｍＬ１筒

ゴナールエフ皮下注ペン９００ メルクセローノ 先発品 46,148

注射薬 2413404G3024 ホリトロピンアルファ
（遺伝子組換え）

３００国際単位０．
５ｍＬ１筒

ゴナールエフ皮下注ペン３００ メルクセローノ 先発品 16,646

注射薬 2413405A1023 フォリトロピンベータ
（遺伝子組換え）

５０国際単位０．５
ｍＬ１瓶

フォリスチム注５０ ＭＳＤ 先発品 3,031

注射薬 2413405A2020 フォリトロピンベータ
（遺伝子組換え）

７５国際単位０．５
ｍＬ１瓶

フォリスチム注７５ ＭＳＤ 先発品 3,739



注射薬 2413405G1026 フォリトロピンベータ
（遺伝子組換え）

３００国際単位１筒 フォリスチム注３００ＩＵカートリッ
ジ

ＭＳＤ 先発品 17,460

注射薬 2413405G2022 フォリトロピンベータ
（遺伝子組換え）

６００国際単位１筒 フォリスチム注６００ＩＵカートリッ
ジ

ＭＳＤ 先発品 34,508

注射薬 2413405G3029 フォリトロピンベータ
（遺伝子組換え）

９００国際単位１筒 フォリスチム注９００ＩＵカートリッ
ジ

ＭＳＤ 先発品 49,065

注射薬 2413406G1020 コリオゴナドトロピン
アルファ（遺伝子組換
え）

２５０μｇ０．５ｍ
Ｌ１筒

オビドレル皮下注シリンジ２５０μｇ メルクセローノ 先発品 2,910 H29.2.15収載

注射薬 2414400A1010 オキシトシン １単位１管 局 オキシトシン注射液 95
注射薬 2414400A2016 オキシトシン ５単位１管 局 オキシトシン注射液 128
注射薬 2414400A2075 オキシトシン ５単位１管 局 アトニン－Ｏ注５単位 あすか製薬 157

注射薬 2414402A1019 バソプレシン ２０単位１管 局 バソプレシン注射液 720
注射薬 2419400A1024 デスモプレシン酢酸塩水

和物
４μｇ１管 デスモプレシン注４協和 協和発酵キリン 先発品 1,765

注射薬 2432400A1034 チアマゾール １０ｍｇ１管 メルカゾール注１０ｍｇ あすか製薬 109
注射薬 2439400G1020 テリパラチド（遺伝子組

換え）
６００μｇ１キット フォルテオ皮下注キット６００μｇ 日本イーライリ

リー
先発品 43,334

注射薬 2439401D1028 テリパラチド酢酸塩 ５６．５μｇ１瓶 テリボン皮下注用５６．５μｇ 旭化成ファーマ 先発品 10,837
注射薬 2439401D2024 テリパラチド酢酸塩 ５６．５μｇ１瓶

（溶解液付）
テリボン皮下注用５６．５μｇ 旭化成ファーマ 先発品 10,837

注射薬 2449403A2015 メテノロンエナント酸エ
ステル

１００ｍｇ１管 局 メテノロンエナント酸エステル注射液 668

注射薬 2451400A1013 アドレナリン ０．１％１ｍＬ１管 局 アドレナリン注射液 92
注射薬 2451401A1018 ノルアドレナリン ０．１％１ｍＬ１管 局 ノルアドレナリン注射液 92
注射薬 2451402G1040 アドレナリン ０．１％１ｍＬ１筒 アドレナリン注０．１％シリンジ「テ

ルモ」
テルモ 後発品 159

注射薬 2451402G2020 アドレナリン ０．１５ｍｇ１筒 エピペン注射液０．１５ｍｇ ファイザー 先発品 7,979
注射薬 2451402G3026 アドレナリン ０．３ｍｇ１筒 局 エピペン注射液０．３ｍｇ ファイザー 先発品 10,894
注射薬 2452400D1084 ヒドロコルチゾンコハク

酸エステルナトリウム
１００ｍｇ１瓶（溶
解液付）

ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ ファイザー 321

注射薬 2452400D1092 ヒドロコルチゾンコハク
酸エステルナトリウム

１００ｍｇ１瓶（溶
解液付）

サクシゾン注射用１００ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 302

注射薬 2452400D3052 ヒドロコルチゾンコハク
酸エステルナトリウム

２５０ｍｇ１瓶（溶
解液付）

ソル・コーテフ静注用２５０ｍｇ ファイザー 893

注射薬 2452400D4032 ヒドロコルチゾンコハク
酸エステルナトリウム

３００ｍｇ１瓶（溶
解液付）

サクシゾン注射用３００ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 909

注射薬 2452400D6060 ヒドロコルチゾンコハク
酸エステルナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶
解液付）

ソル・コーテフ静注用５００ｍｇ ファイザー 1,291

注射薬 2452400D6078 ヒドロコルチゾンコハク
酸エステルナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶
解液付）

サクシゾン静注用５００ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 1,202

注射薬 2452400D7040 ヒドロコルチゾンコハク
酸エステルナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液
付）

ソル・コーテフ静注用１０００ｍｇ ファイザー 2,848

注射薬 2452400D7058 ヒドロコルチゾンコハク
酸エステルナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液
付）

サクシゾン静注用１０００ｍｇ 武田テバ薬品 後発品 2,122

注射薬 2452402A1095 ヒドロコルチゾンリン酸
エステルナトリウム

１００ｍｇ２ｍＬ１
管

ヒドロコルチゾンリン酸エステルＮａ
静注液１００ｍｇ「ＡＦＰ」

共創未来ファー
マ

後発品 205

注射薬 2452402A2040 ヒドロコルチゾンリン酸
エステルナトリウム

１００ｍｇ２ｍＬ１
瓶

水溶性ハイドロコートン注射液１００
ｍｇ

日医工 先発品 ○ 403

注射薬 2452402A5090 ヒドロコルチゾンリン酸
エステルナトリウム

５００ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

水溶性ハイドロコートン注射液５００
ｍｇ

日医工 先発品 ○ 1,688

注射薬 2452402A5112 ヒドロコルチゾンリン酸
エステルナトリウム

５００ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

ヒドロコルチゾンリン酸エステルＮａ
静注液５００ｍｇ「ＡＦＰ」

共創未来ファー
マ

後発品 763

注射薬 2454402A2037 トリアムシノロンアセト
ニド

１０ｍｇ１ｍＬバイ
アル

ケナコルト－Ａ皮内用関節腔内用水懸
注５０ｍｇ／５ｍＬ

ブリストル・マ
イヤーズ　スク
イブ

213

注射薬 2454402A3033 トリアムシノロンアセト
ニド

４０ｍｇ１瓶 ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸
注４０ｍｇ／１ｍＬ

ブリストル・マ
イヤーズ　スク
イブ

836

注射薬 2454404A1013 ベタメタゾンリン酸エス
テルナトリウム

２ｍｇ１管 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウ
ム２ｍｇ注射液

後発品 56

注射薬 2454404A1064 ベタメタゾンリン酸エス
テルナトリウム

２ｍｇ１管 リンデロン注２ｍｇ（０．４％） 塩野義製薬 183

注射薬 2454404A1080 ベタメタゾンリン酸エス
テルナトリウム

２ｍｇ１管 リノロサール注射液２ｍｇ（０．
４％）

わかもと製薬 後発品 65

注射薬 2454404A2010 ベタメタゾンリン酸エス
テルナトリウム

４ｍｇ１管 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウ
ム４ｍｇ注射液

後発品 85

注射薬 2454404A2060 ベタメタゾンリン酸エス
テルナトリウム

４ｍｇ１管 リンデロン注４ｍｇ（０．４％） 塩野義製薬 304

注射薬 2454404A2087 ベタメタゾンリン酸エス
テルナトリウム

４ｍｇ１管 リノロサール注射液４ｍｇ（０．
４％）

わかもと製薬 後発品 95

注射薬 2454404A3016 ベタメタゾンリン酸エス
テルナトリウム

２０ｍｇ１管 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウ
ム２０ｍｇ注射液

後発品 262

注射薬 2454404A3067 ベタメタゾンリン酸エス
テルナトリウム

２０ｍｇ１管 リンデロン注２０ｍｇ（０．４％） 塩野義製薬 1,361

注射薬 2454404A3083 ベタメタゾンリン酸エス
テルナトリウム

２０ｍｇ１管 リノロサール注射液２０ｍｇ（０．
４％）

わかもと製薬 後発品 449

注射薬 2454404A4039 ベタメタゾンリン酸エス
テルナトリウム

２０ｍｇ１ｍＬ１管 リンデロン注２０ｍｇ（２％） 塩野義製薬 先発品 1,399

注射薬 2454404A5035 ベタメタゾンリン酸エス
テルナトリウム

１００ｍｇ５ｍＬ１
管

リンデロン注１００ｍｇ（２％） 塩野義製薬 先発品 5,268

注射薬 2454405A9060 デキサメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

ソルコート静注液１００ｍｇ 富士製薬工業 後発品 2,374

注射薬 2454405H1024 デキサメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

１．６５ｍｇ０．５
ｍＬ１管

デカドロン注射液１．６５ｍｇ アスペンジャパ
ン

103

注射薬 2454405H1032 デキサメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

１．６５ｍｇ０．５
ｍＬ１管

デキサート注射液１．６５ｍｇ 富士製薬工業 後発品 56

注射薬 2454405H2020 デキサメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

１．９ｍｇ０．５ｍ
Ｌ１管

オルガドロン注射液１．９ｍｇ 共和クリティケ
ア

99

注射薬 2454405H3027 デキサメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

３．３ｍｇ１ｍＬ１
管

デカドロン注射液３．３ｍｇ アスペンジャパ
ン

181

注射薬 2454405H3035 デキサメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

３．３ｍｇ１ｍＬ１
管

デキサート注射液３．３ｍｇ 富士製薬工業 後発品 92

注射薬 2454405H4023 デキサメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

３．８ｍｇ１ｍＬ１
管

オルガドロン注射液３．８ｍｇ 共和クリティケ
ア

157

注射薬 2454405H5020 デキサメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

６．６ｍｇ２ｍＬ１
瓶

デカドロン注射液６．６ｍｇ アスペンジャパ
ン

335

注射薬 2454405H5038 デキサメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

６．６ｍｇ２ｍＬ１
瓶

デキサート注射液６．６ｍｇ 富士製薬工業 後発品 170

注射薬 2454405H6026 デキサメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

１９ｍｇ５ｍＬ１瓶 オルガドロン注射液１９ｍｇ 共和クリティケ
ア

741

注射薬 2454407A1033 デキサメタゾンパルミチ
ン酸エステル

２．５ｍｇ１ｍＬ１
管

リメタゾン静注２．５ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 2,045

注射薬 2454408C1020 ベタメタゾン酢酸エステ
ル・ベタメタゾンリン酸
エステルナトリウム

２．５ｍｇ１管 リンデロン懸濁注 塩野義製薬 211

注射薬 2456400D1016 メチルプレドニゾロンコ
ハク酸エステルナトリウ
ム

４０ｍｇ１瓶（溶解
液付）

メチルプレドニゾロンコハク酸エステ
ルナトリウム４０ｍｇ注射用

後発品 93

注射薬 2456400D1059 メチルプレドニゾロンコ
ハク酸エステルナトリウ
ム

４０ｍｇ１瓶（溶解
液付）

注射用ソル・メルコート４０ 富士製薬工業 後発品 189

注射薬 2456400D1067 メチルプレドニゾロンコ
ハク酸エステルナトリウ
ム

４０ｍｇ１瓶（溶解
液付）

ソル・メドロール静注用４０ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 399

注射薬 2456400D1083 メチルプレドニゾロンコ
ハク酸エステルナトリウ
ム

４０ｍｇ１瓶（溶解
液付）

メチルプレドニゾロンコハク酸エステ
ルＮａ注射用４０ｍｇ「ＡＦＰ」

共創未来ファー
マ

後発品 189

注射薬 2456400D2012 メチルプレドニゾロンコ
ハク酸エステルナトリウ
ム

１２５ｍｇ１瓶（溶
解液付）

メチルプレドニゾロンコハク酸エステ
ルナトリウム１２５ｍｇ注射用

後発品 293

注射薬 2456400D2071 メチルプレドニゾロンコ
ハク酸エステルナトリウ
ム

１２５ｍｇ１瓶（溶
解液付）

注射用ソル・メルコート１２５ 富士製薬工業 後発品 372

注射薬 2456400D2098 メチルプレドニゾロンコ
ハク酸エステルナトリウ
ム

１２５ｍｇ１瓶（溶
解液付）

ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 1,045

注射薬 2456400D3019 メチルプレドニゾロンコ
ハク酸エステルナトリウ
ム

５００ｍｇ１瓶（溶
解液付）

メチルプレドニゾロンコハク酸エステ
ルナトリウム５００ｍｇ注射用

後発品 903

注射薬 2456400D3078 メチルプレドニゾロンコ
ハク酸エステルナトリウ
ム

５００ｍｇ１瓶（溶
解液付）

注射用ソル・メルコート５００ 富士製薬工業 後発品 1,079

注射薬 2456400D3094 メチルプレドニゾロンコ
ハク酸エステルナトリウ
ム

５００ｍｇ１瓶（溶
解液付）

ソル・メドロール静注用５００ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 3,179



注射薬 2456400D3116 メチルプレドニゾロンコ
ハク酸エステルナトリウ
ム

５００ｍｇ１瓶（溶
解液付）

メチルプレドニゾロンコハク酸エステ
ルＮａ注射用５００ｍｇ「ＡＦＰ」

共創未来ファー
マ

後発品 1,079

注射薬 2456400D4066 メチルプレドニゾロンコ
ハク酸エステルナトリウ
ム

１ｇ１瓶（溶解液
付）

注射用ソル・メルコート１，０００ 富士製薬工業 後発品 1,901

注射薬 2456400D4074 メチルプレドニゾロンコ
ハク酸エステルナトリウ
ム

１ｇ１瓶（溶解液
付）

ソル・メドロール静注用１０００ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 5,459

注射薬 2456400D4082 メチルプレドニゾロンコ
ハク酸エステルナトリウ
ム

１ｇ１瓶（溶解液
付）

メチルプレドニゾロンコハク酸エステ
ルＮａ注射用１０００ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 1,901

注射薬 2456400D4090 メチルプレドニゾロンコ
ハク酸エステルナトリウ
ム

１ｇ１瓶（溶解液
付）

メチルプレドニゾロンコハク酸エステ
ルＮａ注射用１０００ｍｇ「ＡＦＰ」

共創未来ファー
マ

後発品 1,901

注射薬 2456402C1044 メチルプレドニゾロン酢
酸エステル

２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 デポ・メドロール水懸注２０ｍｇ ファイザー 202

注射薬 2456402C2040 メチルプレドニゾロン酢
酸エステル

４０ｍｇ１ｍＬ１瓶 デポ・メドロール水懸注４０ｍｇ ファイザー 385

注射薬 2456405D1019 プレドニゾロンコハク酸
エステルナトリウム

１０ｍｇ１管 局 注射用プレドニゾロンコハク酸エステ
ルナトリウム

103

注射薬 2456405D1027 プレドニゾロンコハク酸
エステルナトリウム

１０ｍｇ１管 局 水溶性プレドニン１０ｍｇ 塩野義製薬 113

注射薬 2456405D2015 プレドニゾロンコハク酸
エステルナトリウム

２０ｍｇ１管 局 注射用プレドニゾロンコハク酸エステ
ルナトリウム

171

注射薬 2456405D2023 プレドニゾロンコハク酸
エステルナトリウム

２０ｍｇ１管 局 水溶性プレドニン２０ｍｇ 塩野義製薬 203

注射薬 2456405D3011 プレドニゾロンコハク酸
エステルナトリウム

５０ｍｇ１管 局 注射用プレドニゾロンコハク酸エステ
ルナトリウム

467

注射薬 2459400D2057 プラステロン硫酸エステ
ルナトリウム水和物

２００ｍｇ１瓶 レボスパ静注用２００ｍｇ コーアイセイ 後発品 751

注射薬 2461400A1010 テストステロンエナント
酸エステル

１２５ｍｇ１ｍＬ１
管

局 テストステロンエナント酸エステル注
射液

651

注射薬 2461400A1079 テストステロンエナント
酸エステル

１２５ｍｇ１ｍＬ１
管

局 エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ あすか製薬 704

注射薬 2461400A2075 テストステロンエナント
酸エステル

２５０ｍｇ１ｍＬ１
管

局 テストロンデポー筋注２５０ｍｇ 富士製薬工業 1,006

注射薬 2461400A2083 テストステロンエナント
酸エステル

２５０ｍｇ１ｍＬ１
管

局 テスチノンデポー筋注用２５０ｍｇ 持田製薬 1,160

注射薬 2461400A2091 テストステロンエナント
酸エステル

２５０ｍｇ１ｍＬ１
管

局 エナルモンデポー筋注２５０ｍｇ あすか製薬 1,308

注射薬 2461401A1014 テストステロンプロピオ
ン酸エステル

１０ｍｇ１管 局 テストステロンプロピオン酸エステル
注射液

229

注射薬 2461401A2010 テストステロンプロピオ
ン酸エステル

２５ｍｇ１管 局 テストステロンプロピオン酸エステル
注射液

300

注射薬 2473401C1016 エストラジオール安息香
酸エステル

０．２ｍｇ１管 局 エストラジオール安息香酸エステル水
性懸濁注射液

100

注射薬 2473401C2012 エストラジオール安息香
酸エステル

１ｍｇ１管 局 エストラジオール安息香酸エステル水
性懸濁注射液

166

注射薬 2473402A1036 エストラジオール吉草酸
エステル

５ｍｇ１管 ペラニンデポー筋注５ｍｇ 持田製薬 147

注射薬 2473402A2040 エストラジオール吉草酸
エステル

１０ｍｇ１管 ペラニンデポー筋注１０ｍｇ 持田製薬 223

注射薬 2473402A2059 エストラジオール吉草酸
エステル

１０ｍｇ１管 プロギノン・デポー筋注１０ｍｇ 富士製薬工業 311

注射薬 2473403B1044 エストラジオールプロピ
オン酸エステル

５ｍｇ１管 オバホルモンデポー筋注５ｍｇ あすか製薬 189 H30.3.31まで

注射薬 2475401A2016 エストリオール １０ｍｇ１ｍＬ１管 局 エストリオール水性懸濁注射液 158
注射薬 2475402A1049 エストリオールプロピオ

ン酸エステル
１０ｍｇ１ｍＬ１管 エストリールデポー注１０ｍｇ 持田製薬 334

注射薬 2477400A2067 ヒドロキシプロゲステロ
ンカプロン酸エステル

１２５ｍｇ１管 プロゲストンデポー筋注１２５ｍｇ 富士製薬工業 後発品 126

注射薬 2477400A2075 ヒドロキシプロゲステロ
ンカプロン酸エステル

１２５ｍｇ１管 プロゲデポー筋注１２５ｍｇ 持田製薬 180

注射薬 2477400A2083 ヒドロキシプロゲステロ
ンカプロン酸エステル

１２５ｍｇ１管 オオホルミンルテウムデポー筋注１２
５ｍｇ

あすか製薬 247 H30.3.31まで

注射薬 2477401A1014 プロゲステロン １０ｍｇ１管 局 プロゲステロン注射液 108
注射薬 2477401A4013 プロゲステロン ２５ｍｇ１管 局 プロゲステロン注射液 137
注射薬 2477401A4056 プロゲステロン ２５ｍｇ１管 局 ルテウム注２５ あすか製薬 149
注射薬 2477401A4064 プロゲステロン ２５ｍｇ１管 局 プロゲホルモン筋注用２５ｍｇ 持田製薬 149
注射薬 2477401A5010 プロゲステロン ５０ｍｇ１管 局 プロゲステロン注射液 189
注射薬 2479401A1035 ゲストノロンカプロン酸

エステル
１０％２ｍＬ１管 デポスタット筋注２００ｍｇ 富士製薬工業 先発品 2,071

注射薬 2481401X1044 テストステロン・エスト
ラジオール

１ｍＬ１管 ボセルモン水懸注 あすか製薬 64 H30.3.31まで

注射薬 2481402A1020 テストステロンエナント
酸エステル・エストラジ
オール吉草酸エステル

１ｍＬ１管 ダイホルモン・デポー注 持田製薬 後発品 384

注射薬 2481402A1054 テストステロンエナント
酸エステル・エストラジ
オール吉草酸エステル

１ｍＬ１管 プリモジアン・デポー筋注 富士製薬工業 527

注射薬 2481403X1035 テストステロン・エスト
ラジオール配合剤

１ｍＬ１管 ボセルモンデポー筋注 あすか製薬 294 H30.3.31まで

注射薬 2482401X1041 ヒドロキシプロゲステロ
ンカプロン酸エステル・
エストラジオールプロピ
オン酸エステル

１ｍＬ１管 Ｅ・Ｐ・ホルモンデポー筋注 あすか製薬 205 H30.3.31まで

注射薬 2482403A1021 ヒドロキシプロゲステロ
ンカプロン酸エステル・
エストラジオール安息香
酸エステル

１ｍＬ１管 ルテスデポー注 持田製薬 329

注射薬 2492403A3047 インスリン　ヒト（遺伝
子組換え）

１００単位１ｍＬバ
イアル

ヒューマリンＮ注１００単位／ｍＬ 日本イーライリ
リー

先発品 336

注射薬 2492403A4043 インスリン　ヒト（遺伝
子組換え）

１００単位１ｍＬバ
イアル

局 ノボリンＲ注　１００単位／ｍＬ ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 332

注射薬 2492403A4051 インスリン　ヒト（遺伝
子組換え）

１００単位１ｍＬバ
イアル

局 ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ 日本イーライリ
リー

先発品 311

注射薬 2492403H1034 インスリン　ヒト（遺伝
子組換え）

１００単位１ｍＬバ
イアル

ヒューマリン３／７注１００単位／ｍ
Ｌ

日本イーライリ
リー

先発品 343

注射薬 2492403H4041 インスリン　ヒト（遺伝
子組換え）

３００単位１筒 局 ヒューマリンＲ注カート 日本イーライリ
リー

先発品 1,287

注射薬 2492403H5030 インスリン　ヒト（遺伝
子組換え）

３００単位１筒 ヒューマリンＮ注カート 日本イーライリ
リー

先発品 1,290

注射薬 2492403H6036 インスリン　ヒト（遺伝
子組換え）

３００単位１筒 ヒューマリン３／７注カート 日本イーライリ
リー

先発品 1,294

注射薬 2492413G1059 インスリン　ヒト（遺伝
子組換え）

３００単位１キット ノボリンＮ注フレックスペン ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 1,986

注射薬 2492413G5046 インスリン　ヒト（遺伝
子組換え）

３００単位１キット イノレット３０Ｒ注 ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 1,920

注射薬 2492413G5054 インスリン　ヒト（遺伝
子組換え）

３００単位１キット ノボリン３０Ｒ注フレックスペン ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 1,993

注射薬 2492413G8053 インスリン　ヒト（遺伝
子組換え）

３００単位１キット 局 ノボリンＲ注フレックスペン ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 1,950

注射薬 2492413G9025 インスリン　ヒト（遺伝
子組換え）

３００単位１キット ヒューマリン３／７注ミリオペン 日本イーライリ
リー

先発品 1,742

注射薬 2492413P1024 インスリン　ヒト（遺伝
子組換え）

３００単位１キット ヒューマリンＮ注ミリオペン 日本イーライリ
リー

先発品 1,754

注射薬 2492413P2020 インスリン　ヒト（遺伝
子組換え）

３００単位１キット 局 ヒューマリンＲ注ミリオペン 日本イーライリ
リー

先発品 1,689

注射薬 2492414A1026 インスリンリスプロ（遺
伝子組換え）

３００単位１筒 ヒューマログ注カート 日本イーライリ
リー

先発品 1,632

注射薬 2492414A2030 インスリンリスプロ（遺
伝子組換え）

１００単位１ｍＬバ
イアル

ヒューマログ注１００単位／ｍＬ 日本イーライリ
リー

先発品 389

注射薬 2492414A3029 インスリンリスプロ（遺
伝子組換え）

３００単位１筒 ヒューマログミックス２５注カート 日本イーライリ
リー

先発品 1,648

注射薬 2492414A4025 インスリンリスプロ（遺
伝子組換え）

３００単位１筒 ヒューマログミックス５０注カート 日本イーライリ
リー

先発品 1,641

注射薬 2492414A5021 インスリンリスプロ（遺
伝子組換え）

３００単位１筒 ヒューマログＮ注カート 日本イーライリ
リー

先発品 1,649 H29.3.31まで

注射薬 2492414G5024 インスリンリスプロ（遺
伝子組換え）

３００単位１キット ヒューマログ注ミリオペン 日本イーライリ
リー

先発品 1,952

注射薬 2492414G6020 インスリンリスプロ（遺
伝子組換え）

３００単位１キット ヒューマログミックス２５注ミリオペ
ン

日本イーライリ
リー

先発品 1,953

注射薬 2492414G7027 インスリンリスプロ（遺
伝子組換え）

３００単位１キット ヒューマログミックス５０注ミリオペ
ン

日本イーライリ
リー

先発品 1,953



注射薬 2492414G8023 インスリンリスプロ（遺
伝子組換え）

３００単位１キット ヒューマログＮ注ミリオペン 日本イーライリ
リー

先発品 1,976 H29.3.31まで

注射薬 2492415A2035 インスリンアスパルト
（遺伝子組換え）

３００単位１筒 ノボラピッド注　ペンフィル ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 1,669

注射薬 2492415A3031 インスリンアスパルト
（遺伝子組換え）

１００単位１ｍＬバ
イアル

ノボラピッド注　１００単位／ｍＬ ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 415

注射薬 2492415A4038 インスリンアスパルト
（遺伝子組換え）

３００単位１筒 ノボラピッド３０ミックス注　ペン
フィル

ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 1,685

注射薬 2492415G1031 インスリンアスパルト
（遺伝子組換え）

３００単位１キット ノボラピッド注　フレックスペン ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 2,351

注射薬 2492415G2020 インスリンアスパルト
（遺伝子組換え）

３００単位１キット ノボラピッド３０ミックス注　フレッ
クスペン

ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 2,352

注射薬 2492415G3026 インスリンアスパルト
（遺伝子組換え）

３００単位１キット ノボラピッド注　イノレット ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 2,211

注射薬 2492415G4022 インスリンアスパルト
（遺伝子組換え）

３００単位１キット ノボラピッド５０ミックス注　フレッ
クスペン

ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 2,352

注射薬 2492415G5029 インスリンアスパルト
（遺伝子組換え）

３００単位１キット ノボラピッド７０ミックス注　フレッ
クスペン

ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 2,351

注射薬 2492415G6025 インスリンアスパルト
（遺伝子組換え）

３００単位１キット ノボラピッド注　フレックスタッチ ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 2,385

注射薬 2492416A1033 インスリングラルギン
（遺伝子組換え）

３００単位１筒 局 ランタス注カート サノフィ 先発品 ○ 1,520 後続品とは注
入器が異なる

注射薬 2492416A3036 インスリングラルギン
（遺伝子組換え）

１００単位１ｍＬバ
イアル

局 ランタス注１００単位／ｍＬ サノフィ 先発品 382

注射薬 2492416G2024 インスリングラルギン
（遺伝子組換え）

３００単位１キット 局 ランタス注ソロスター サノフィ 先発品 ○ 2,069

注射薬 2492416G3020 インスリン　グラルギン
（遺伝子組換え）

４５０単位１キット 局 ランタスＸＲ注ソロスター サノフィ 先発品 3,102

注射薬 2492417A1038 インスリンデテミル（遺
伝子組換え）

３００単位１筒 レベミル注　ペンフィル ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 1,859

注射薬 2492417G1030 インスリンデテミル（遺
伝子組換え）

３００単位１キット レベミル注　フレックスペン ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 2,601

注射薬 2492417G2029 インスリンデテミル（遺
伝子組換え）

３００単位１キット レベミル注　イノレット ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 2,401

注射薬 2492418A1024 インスリングルリジン
（遺伝子組換え）

１００単位１ｍＬバ
イアル

アピドラ注１００単位／ｍＬ サノフィ 先発品 390

注射薬 2492418A2020 インスリングルリジン
（遺伝子組換え）

３００単位１筒 アピドラ注カート サノフィ 先発品 1,642

注射薬 2492418G1027 インスリングルリジン
（遺伝子組換え）

３００単位１キット アピドラ注ソロスター サノフィ 先発品 2,301

注射薬 2492419A1029 インスリンデグルデク
（遺伝子組換え）

３００単位１筒 トレシーバ注　ペンフィル ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 1,847

注射薬 2492419G1021 インスリンデグルデク
（遺伝子組換え）

３００単位１キット トレシーバ注　フレックスタッチ ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 2,619

注射薬 2492420A1021 インスリングラルギン
（遺伝子組換え）［イン
スリングラルギン後続
１］

３００単位１筒 インスリン　グラルギンＢＳ注カート
「リリー」

日本イーライリ
リー

後発品 980

注射薬 2492420G1024 インスリングラルギン
（遺伝子組換え）［イン
スリングラルギン後続
１］

３００単位１キット インスリン　グラルギンＢＳ注ミリオ
ペン「リリー」

日本イーライリ
リー

後発品 1,612

注射薬 2492421G1029 インスリングラルギン
（遺伝子組換え）［イン
スリングラルギン後続
２］

３００単位１キット インスリン　グラルギンＢＳ注キット
「ＦＦＰ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 1,528 H28.5.25収載

注射薬 2492500A1022 インスリン　デグルデク
（遺伝子組換え）・イン
スリン　アスパルト（遺
伝子組換え）

３００単位１筒 ライゾデグ配合注　ペンフィル ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 1,532 H29.3.31まで

注射薬 2492500G1025 インスリン　デグルデク
（遺伝子組換え）・イン
スリン　アスパルト（遺
伝子組換え）

３００単位１キット ライゾデグ配合注　フレックスタッチ ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 2,294

注射薬 2499401A2050 ジノプロスト １ｍｇ１ｍＬ１管 プロスタルモン・Ｆ注射液１０００ 小野薬品工業 先発品 ○ 875
注射薬 2499401A2093 ジノプロスト １ｍｇ１ｍＬ１管 ジノプロスト注射液１０００μｇ

「Ｆ」
富士製薬工業 後発品 266

注射薬 2499401A3065 ジノプロスト ２ｍｇ２ｍＬ１管 プロスタルモン・Ｆ注射液２０００ 小野薬品工業 先発品 ○ 1,713
注射薬 2499401A3081 ジノプロスト ２ｍｇ２ｍＬ１管 ジノプロスト注射液２０００μｇ

「Ｆ」
富士製薬工業 後発品 530

注射薬 2499403A1037 オクトレオチド酢酸塩 ５０μｇ１ｍＬ１管 サンドスタチン皮下注用５０μｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 ○ 1,546

注射薬 2499403A1045 オクトレオチド酢酸塩 ５０μｇ１ｍＬ１管 オクトレオチド皮下注５０μｇ「ＳＵ
Ｎ」

サンファーマ 後発品 773 H28.6.17収載

注射薬 2499403A1053 オクトレオチド酢酸塩 ５０μｇ１ｍＬ１管 オクトレオチド皮下注５０μｇ「あす
か」

あすか製薬 後発品 773 H28.6.17収載

注射薬 2499403A1061 オクトレオチド酢酸塩 ５０μｇ１ｍＬ１管 オクトレオチド酢酸塩皮下注５０μｇ
「サンド」

サンド 後発品 773 H28.12.9収載

注射薬 2499403A2033 オクトレオチド酢酸塩 １００μｇ１ｍＬ１
管

サンドスタチン皮下注用１００μｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 ○ 2,800

注射薬 2499403A2041 オクトレオチド酢酸塩 １００μｇ１ｍＬ１
管

オクトレオチド皮下注１００μｇ「Ｓ
ＵＮ」

サンファーマ 後発品 1,400 H28.6.17収載

注射薬 2499403A2050 オクトレオチド酢酸塩 １００μｇ１ｍＬ１
管

オクトレオチド皮下注１００μｇ「あ
すか」

あすか製薬 後発品 1,400 H28.6.17収載

注射薬 2499403A2068 オクトレオチド酢酸塩 １００μｇ１ｍＬ１
管

オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μ
ｇ「サンド」

サンド 後発品 1,400 H28.12.9収載

注射薬 2499403E1020 オクトレオチド酢酸塩 １０ｍｇ１瓶（溶解
液付）

サンドスタチンＬＡＲ筋注用１０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 124,462 H29.3.31まで

注射薬 2499403E2027 オクトレオチド酢酸塩 ２０ｍｇ１瓶（溶解
液付）

サンドスタチンＬＡＲ筋注用２０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 221,913 H29.3.31まで

注射薬 2499403E3023 オクトレオチド酢酸塩 ３０ｍｇ１瓶（溶解
液付）

サンドスタチンＬＡＲ筋注用３０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 312,396 H29.3.31まで

注射薬 2499403G1021 オクトレオチド酢酸塩 １０ｍｇ１キット
（溶解液付）

サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット１
０ｍｇ

ノバルティス
ファーマ

先発品 124,462

注射薬 2499403G2028 オクトレオチド酢酸塩 ２０ｍｇ１キット
（溶解液付）

サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット２
０ｍｇ

ノバルティス
ファーマ

先発品 221,913

注射薬 2499403G3024 オクトレオチド酢酸塩 ３０ｍｇ１キット
（溶解液付）

サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット３
０ｍｇ

ノバルティス
ファーマ

先発品 312,396

注射薬 2499404A1023 ゴナドレリン酢酸塩 １．２ｍｇ３ｍＬ１
管

ヒポクライン注射液１．２ ニプロＥＳ
ファーマ

先発品 21,100

注射薬 2499404A2020 ゴナドレリン酢酸塩 ２．４ｍｇ３ｍＬ１
管

ヒポクライン注射液２．４ ニプロＥＳ
ファーマ

先発品 39,969

注射薬 2499405G1039 ブセレリン酢酸塩 １．８ｍｇ１筒 スプレキュアＭＰ皮下注用１．８ サノフィ 先発品 29,199
注射薬 2499406G1025 ゴセレリン酢酸塩 ３．６ｍｇ１筒（ゴ

セレリンとして）
ゾラデックス３．６ｍｇデポ アストラゼネカ 先発品 35,907

注射薬 2499406G2021 ゴセレリン酢酸塩 １．８ｍｇ１筒（ゴ
セレリンとして）

ゾラデックス１．８ｍｇデポ アストラゼネカ 先発品 27,295

注射薬 2499406G3028 ゴセレリン酢酸塩 １０．８ｍｇ１筒
（ゴセレリンとし

ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ アストラゼネカ 先発品 62,889

注射薬 2499407D1031 リュープロレリン酢酸塩 ３．７５ｍｇ１瓶
（懸濁用液付）

リュープリン注射用３．７５ｍｇ 武田薬品工業 先発品 40,756

注射薬 2499407D2038 リュープロレリン酢酸塩 １．８８ｍｇ１瓶
（懸濁用液付）

リュープリン注射用１．８８ｍｇ 武田薬品工業 先発品 27,970

注射薬 2499407G1038 リュープロレリン酢酸塩 １．８８ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩注射用キット
１．８８ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 19,477

注射薬 2499407G1046 リュープロレリン酢酸塩 １．８８ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩注射用キット
１．８８ｍｇ「あすか」

あすか製薬 後発品 19,477

注射薬 2499407G1054 リュープロレリン酢酸塩 １．８８ｍｇ１筒 リュープリン注射用キット１．８８ｍ
ｇ

武田薬品工業 先発品 ○ 28,897

注射薬 2499407G2034 リュープロレリン酢酸塩 ３．７５ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩注射用キット
３．７５ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 26,642

注射薬 2499407G2042 リュープロレリン酢酸塩 ３．７５ｍｇ１筒 リュープロレリン酢酸塩注射用キット
３．７５ｍｇ「あすか」

あすか製薬 後発品 26,642

注射薬 2499407G2050 リュープロレリン酢酸塩 ３．７５ｍｇ１筒 リュープリン注射用キット３．７５ｍ
ｇ

武田薬品工業 先発品 ○ 37,777

注射薬 2499407G3030 リュープロレリン酢酸塩 １１．２５ｍｇ１筒 リュープリンＳＲ注射用キット１１．
２５ｍｇ

武田薬品工業 先発品 66,891

注射薬 2499407G4029 リュープロレリン酢酸塩 ２２．５ｍｇ１筒 リュープリンＰＲＯ注射用キット２
２．５ｍｇ

武田薬品工業 先発品 102,414

注射薬 2499408D1028 メカセルミン（遺伝子組
換え）

１０ｍｇ１瓶（溶解
液付）

ソマゾン注射用１０ｍｇ オーファンパシ
フィック

先発品 36,308

注射薬 2499409D1022 ペグビソマント（遺伝子
組換え）

１０ｍｇ１瓶（溶解
液付）

ソマバート皮下注用１０ｍｇ ファイザー 先発品 13,240

注射薬 2499409D2029 ペグビソマント（遺伝子
組換え）

１５ｍｇ１瓶（溶解
液付）

ソマバート皮下注用１５ｍｇ ファイザー 先発品 16,784

注射薬 2499409D3025 ペグビソマント（遺伝子
組換え）

２０ｍｇ１瓶（溶解
液付）

ソマバート皮下注用２０ｍｇ ファイザー 先発品 19,195



注射薬 2499410G1021 リラグルチド（遺伝子組
換え）

１８ｍｇ３ｍＬ１
キット

ビクトーザ皮下注１８ｍｇ ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 10,245

注射薬 2499411G1026 エキセナチド ３００μｇ１キット
（５μｇ）

バイエッタ皮下注５μｇペン３００ アストラゼネカ 先発品 9,937

注射薬 2499411G2022 エキセナチド ３００μｇ１キット
（１０μｇ）

バイエッタ皮下注１０μｇペン３００ アストラゼネカ 先発品 9,937

注射薬 2499411G3029 エキセナチド ２ｍｇ１キット（懸
濁用液付）

ビデュリオン皮下注用２ｍｇ アストラゼネカ 先発品 3,586 H30.3.31まで

注射薬 2499411G4025 エキセナチド ２ｍｇ１キット ビデュリオン皮下注用２ｍｇペン アストラゼネカ 先発品 3,586
注射薬 2499412D1024 デガレリクス酢酸塩 ８０ｍｇ１瓶 ゴナックス皮下注用８０ｍｇ アステラス製薬 先発品 24,370 H30.3.31まで
注射薬 2499412D2020 デガレリクス酢酸塩 １２０ｍｇ１瓶 ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ アステラス製薬 先発品 29,958 H30.3.31まで
注射薬 2499412D3027 デガレリクス酢酸塩 ８０ｍｇ１瓶（溶解

液付）
ゴナックス皮下注用８０ｍｇ アステラス製薬 先発品 24,370 H28.11.18収載

注射薬 2499412D4023 デガレリクス酢酸塩 １２０ｍｇ１瓶（溶
解液付）

ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ アステラス製薬 先発品 29,958 H28.11.18収載

注射薬 2499413G1025 ランレオチド酢酸塩 ６０ｍｇ１筒 ソマチュリン皮下注６０ｍｇ 帝人ファーマ 先発品 185,513
注射薬 2499413G2021 ランレオチド酢酸塩 ９０ｍｇ１筒 ソマチュリン皮下注９０ｍｇ 帝人ファーマ 先発品 261,154
注射薬 2499413G3028 ランレオチド酢酸塩 １２０ｍｇ１筒 ソマチュリン皮下注１２０ｍｇ 帝人ファーマ 先発品 332,870
注射薬 2499414D1023 メトレレプチン（遺伝子

組換え）
１１．２５ｍｇ１瓶 メトレレプチン皮下注用１１．２５ｍ

ｇ「シオノギ」
塩野義製薬 先発品 34,845

注射薬 2499415G1024 リキシセナチド ３００μｇ３ｍＬ１
キット

リキスミア皮下注３００μｇ サノフィ 先発品 7,171

注射薬 2499416G1029 デュラグルチド（遺伝子
組換え）

０．７５ｍｇ０．５
ｍＬ１キット

トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテ
オス

日本イーライリ
リー

先発品 3,586

注射薬 2499417G1023 パシレオチドパモ酸塩 ２０ｍｇ１キット
（溶解液付）

シグニフォーＬＡＲ筋注用キット２０
ｍｇ

ノバルティス
ファーマ

先発品 184,876 H28.11.18収載

注射薬 2499417G2020 パシレオチドパモ酸塩 ４０ｍｇ１キット
（溶解液付）

シグニフォーＬＡＲ筋注用キット４０
ｍｇ

ノバルティス
ファーマ

先発品 331,728 H28.11.18収載

注射薬 2499417G3026 パシレオチドパモ酸塩 ６０ｍｇ１キット
（溶解液付）

シグニフォーＬＡＲ筋注用キット６０
ｍｇ

ノバルティス
ファーマ

先発品 466,987 H28.11.18収載

注射薬 2511400A1048 ヘキサミン ４０％５ｍＬ１管 ヘキサミン静注液２ｇ「ニッシン」 日新製薬（山
形）

後発品 128

注射薬 2531400A1016 エルゴメトリンマレイン
酸塩

０．０２％１ｍＬ１
管

局 エルゴメトリンマレイン酸塩注射液 92

注射薬 2531401A1118 メチルエルゴメトリンマ
レイン酸塩

０．０２％１ｍＬ１
管

パルタンＭ注０．２ｍｇ 持田製薬 後発品 58

注射薬 2531401A1126 メチルエルゴメトリンマ
レイン酸塩

０．０２％１ｍＬ１
管

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注
０．２ｍｇ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 58

注射薬 2531401A1134 メチルエルゴメトリンマ
レイン酸塩

０．０２％１ｍＬ１
管

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注
０．２ｍｇ「イセイ」

コーアイセイ 後発品 58 H30.3.31まで

注射薬 2531401A1142 メチルエルゴメトリンマ
レイン酸塩

０．０２％１ｍＬ１
管

メチルエルゴメトリン注０．２ｍｇ
「あすか」

あすか製薬 後発品 58

注射薬 2559400A1033 フェノール ５％５ｍＬ１管 パオスクレー内痔核内注射用２５０ｍ
ｇ

鳥居薬品 先発品 859

注射薬 2559500A1023 硫酸アルミニウムカリウ
ム水和物・タンニン酸

１０ｍＬ１瓶（希釈
液付）

ジオン注無痛化剤付 田辺三菱製薬 先発品 4,700

注射薬 2559500A2020 硫酸アルミニウムカリウ
ム水和物・タンニン酸

１０ｍＬ１瓶（希釈
液付）

ジオン注生食液付 田辺三菱製薬 先発品 4,649

注射薬 2590402A1016 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 リトドリン塩酸塩１％５ｍＬ注射液 後発品 200
注射薬 2590402A1156 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 ウテメリン注５０ｍｇ キッセイ薬品工

業
先発品 ○ 977

注射薬 2590402A1172 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 リトドール点滴静注５０ｍｇ 共和クリティケ
ア

後発品 336

注射薬 2590402A1229 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 ルテオニン点滴静注用５０ｍｇ あすか製薬 後発品 730
注射薬 2590402A1253 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ

「Ｆ」
富士製薬工業 後発品 336

注射薬 2590500A1023 硫酸マグネシウム水和
物・ブドウ糖

１００ｍＬ１瓶 マグセント注１００ｍＬ 東亜薬品工業 先発品 2,246

注射薬 2590500G1026 硫酸マグネシウム水和
物・ブドウ糖

４０ｍＬ１筒 マグセント注シリンジ４０ｍＬ 東亜薬品工業 先発品 1,642

注射薬 2900400A2034 セファランチン ０．５％２ｍＬ１管 セファランチン注１０ｍｇ 化研生薬 164
注射薬 2900401D1020 コラゲナーゼ（クロスト

リジウム　ヒストリチク
ム）

０．５８ｍｇ１瓶
（溶解液付）

ザイヤフレックス注射用 旭化成ファーマ 先発品 193,861

注射薬 3111400A1032 レチノールパルミチン酸
エステル

５万単位１管 チョコラＡ筋注５万単位 エーザイ 123

注射薬 3112401A1026 マキサカルシトール ２．５μｇ１ｍＬ１
管

オキサロール注２．５μｇ 中外製薬 先発品 ○ 1,038
注射薬 3112401A1034 マキサカルシトール ２．５μｇ１ｍＬ１

管
マキサカルシトール静注透析用２．５
μｇ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 525

注射薬 3112401A1042 マキサカルシトール ２．５μｇ１ｍＬ１
管

マキサカルシトール静注透析用２．５
μｇ「日医工」

日医工 後発品 525

注射薬 3112401A1050 マキサカルシトール ２．５μｇ１ｍＬ１
管

マキサカルシトール静注透析用２．５
μｇ「ニプロ」

ナガセ医薬品 後発品 525

注射薬 3112401A1069 マキサカルシトール ２．５μｇ１ｍＬ１
管

マキサカルシトール静注透析用２．５
μｇ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 525

注射薬 3112401A1077 マキサカルシトール ２．５μｇ１ｍＬ１
管

マキサカルシトール静注透析用２．５
μｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 525 H28.12.9収載

注射薬 3112401A2022 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管 オキサロール注５μｇ 中外製薬 先発品 ○ 1,351
注射薬 3112401A2030 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール静注透析用５μｇ

「テバ」
武田テバファー
マ

後発品 682

注射薬 3112401A2049 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール静注透析用５μｇ
「日医工」

日医工 後発品 682

注射薬 3112401A2057 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール静注透析用５μｇ
「ニプロ」

ナガセ医薬品 後発品 682

注射薬 3112401A2065 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール静注透析用５μｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 682

注射薬 3112401A2073 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール静注透析用５μｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 682 H28.12.9収載

注射薬 3112401A3029 マキサカルシトール １０μｇ１ｍＬ１管 オキサロール注１０μｇ 中外製薬 先発品 ○ 2,010

注射薬 3112401A3037 マキサカルシトール １０μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール静注透析用１０μ
ｇ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 885

注射薬 3112401A3045 マキサカルシトール １０μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール静注透析用１０μ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 885

注射薬 3112401A3053 マキサカルシトール １０μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール静注透析用１０μ
ｇ「ニプロ」

ナガセ医薬品 後発品 885

注射薬 3112401A3061 マキサカルシトール １０μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール静注透析用１０μ
ｇ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 885

注射薬 3112401A3070 マキサカルシトール １０μｇ１ｍＬ１管 マキサカルシトール静注透析用１０μ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 885 H28.12.9収載

注射薬 3112401G1029 マキサカルシトール ２．５μｇ１ｍＬ１
筒

マキサカルシトール静注透析用シリン
ジ２．５μｇ「イセイ」

コーアイセイ 後発品 594 H29.12.8収載

注射薬 3112401G1037 マキサカルシトール ２．５μｇ１ｍＬ１
筒

マキサカルシトール静注透析用シリン
ジ２．５μｇ「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 594 H29.12.8収載

注射薬 3112401G2025 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１筒 マキサカルシトール静注透析用シリン
ジ５μｇ「イセイ」

コーアイセイ 後発品 751 H29.12.8収載

注射薬 3112401G2033 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１筒 マキサカルシトール静注透析用シリン
ジ５μｇ「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 751 H29.12.8収載

注射薬 3112401G3021 マキサカルシトール １０μｇ１ｍＬ１筒 マキサカルシトール静注透析用シリン
ジ１０μｇ「イセイ」

コーアイセイ 後発品 954 H29.12.8収載

注射薬 3112401G3030 マキサカルシトール １０μｇ１ｍＬ１筒 マキサカルシトール静注透析用シリン
ジ１０μｇ「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 954 H29.12.8収載

注射薬 3112402A1020 カルシトリオール ０．５μｇ１ｍＬ１
管

ロカルトロール注０．５ 協和発酵キリン 先発品 ○ 932
注射薬 3112402A1039 カルシトリオール ０．５μｇ１ｍＬ１

管
カルシトリオール静注液０．５μｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 471

注射薬 3112402A2027 カルシトリオール １μｇ１ｍＬ１管 ロカルトロール注１ 協和発酵キリン 先発品 ○ 1,385
注射薬 3112402A2035 カルシトリオール １μｇ１ｍＬ１管 カルシトリオール静注液１μｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 695
注射薬 3121400A1012 チアミン塩化物塩酸塩 ５ｍｇ１管 局 チアミン塩化物塩酸塩注射液 82
注射薬 3121400A2019 チアミン塩化物塩酸塩 １０ｍｇ１管 局 チアミン塩化物塩酸塩注射液 82
注射薬 3121400A3015 チアミン塩化物塩酸塩 ２０ｍｇ１管 局 チアミン塩化物塩酸塩注射液 82

注射薬 3121400A4011 チアミン塩化物塩酸塩 ５０ｍｇ１管 局 チアミン塩化物塩酸塩注射液 87
注射薬 3121400A4070 チアミン塩化物塩酸塩 ５０ｍｇ１管 局 メタボリン注射液５０ｍｇ 武田テバ薬品 92
注射薬 3121400A4089 チアミン塩化物塩酸塩 ５０ｍｇ１管 局 塩酸チアミン注５０ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 92
注射薬 3122401A1049 フルスルチアミン塩酸塩 ５ｍｇ１管 アリナミンＦ５注 武田テバ薬品 60
注射薬 3122401A2037 フルスルチアミン塩酸塩 １０ｍｇ１管 ビタファント注１０ 東和薬品 後発品 50 H30.3.31まで
注射薬 3122401A2045 フルスルチアミン塩酸塩 １０ｍｇ１管 アリナミンＦ１０注 武田テバ薬品 60
注射薬 3122401A2053 フルスルチアミン塩酸塩 １０ｍｇ１管 フルスルチアミン注１０ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 50 H29.12.8収載

注射薬 3122401A3025 フルスルチアミン塩酸塩 ２５ｍｇ１０ｍＬ１
管

アリナミンＦ２５注 武田テバ薬品 60
注射薬 3122401A3041 フルスルチアミン塩酸塩 ２５ｍｇ１０ｍＬ１

管
ビタファント注２５ 東和薬品 後発品 54 H30.3.31まで

注射薬 3122401A3050 フルスルチアミン塩酸塩 ２５ｍｇ１０ｍＬ１
管

フルスルチアミン静注２５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 54 H29.12.8収載

注射薬 3122401A4021 フルスルチアミン塩酸塩 ５０ｍｇ２０ｍＬ１
管

アリナミンＦ５０注 武田テバ薬品 74
注射薬 3122401A4056 フルスルチアミン塩酸塩 ５０ｍｇ２０ｍＬ１

管
ビタファント注５０ 東和薬品 後発品 56 H30.3.31まで



注射薬 3122401A4102 フルスルチアミン塩酸塩 ５０ｍｇ２０ｍＬ１
管

フルメチ静注５０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 56 H30.3.31まで
注射薬 3122401A4137 フルスルチアミン塩酸塩 ５０ｍｇ２０ｍＬ１

管
フルスルチアミン注５０ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
後発品 56

注射薬 3122401A4145 フルスルチアミン塩酸塩 ５０ｍｇ２０ｍＬ１
管

フルスルチアミン静注液５０ｍｇ「日
医工」

日医工ファーマ 後発品 56 H29.6.16収載

注射薬 3122401A4153 フルスルチアミン塩酸塩 ５０ｍｇ２０ｍＬ１
管

フルスルチアミン静注５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 56 H29.12.8収載

注射薬 3122401A5028 フルスルチアミン塩酸塩 １００ｍｇ２０ｍＬ
１管

アリナミンＦ１００注 武田テバ薬品 126

注射薬 3122402A2120 チアミンジスルフィド １０ｍｇ１管 チアデラ注１０ｍｇ 東和薬品 後発品 50 H30.3.31まで
注射薬 3122402A2147 チアミンジスルフィド １０ｍｇ１管 ビーカップ注１０ｍｇ コーアイセイ 後発品 50
注射薬 3122402A3070 チアミンジスルフィド ２５ｍｇ１０ｍＬ１

管
チアデラ静注２５ｍｇ 東和薬品 後発品 54 H30.3.31まで

注射薬 3122402A4026 チアミンジスルフィド ５０ｍｇ１管 プラチアミン５０注射液 共和薬品工業 後発品 56 H30.3.31まで
注射薬 3122402A5154 チアミンジスルフィド ５０ｍｇ２０ｍＬ１

管
チアデラ静注５０ｍｇ 東和薬品 後発品 56 H30.3.31まで

注射薬 3122402A5162 チアミンジスルフィド ５０ｍｇ２０ｍＬ１
管

バイオゲン静注５０ｍｇ 扶桑薬品工業 56
注射薬 3122402A5170 チアミンジスルフィド ５０ｍｇ２０ｍＬ１

管
ビーカップ静注５０ｍｇ コーアイセイ 後発品 56

注射薬 3122404A1034 プロスルチアミン １０ｍｇ１管 アリナミン注射液１０ｍｇ 武田テバ薬品 63
注射薬 3123400D5060 コカルボキシラーゼ ２５ｍｇ１管（溶解

液付）
コカルボキシラーゼ注射用２５ｍｇ
「イセイ」

コーアイセイ 後発品 56

注射薬 3123400D8158 コカルボキシラーゼ ５０ｍｇ１管（溶解
液付）

コカルボキシラーゼ注射用５０ｍｇ
「イセイ」

コーアイセイ 後発品 56

注射薬 3131400A3127 フラビンアデニンジヌク
レオチド

５ｍｇ１管 フラビタン注５ｍｇ トーアエイヨー 58

注射薬 3131400A4085 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１管 ＦＡＤ注１０ｍｇ（ツルハラ） 鶴原製薬 後発品 56

注射薬 3131400A4182 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１管 フラビタン注射液１０ｍｇ トーアエイヨー 58

注射薬 3131400A4255 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１管 フラジレン注１０ｍｇ コーアイセイ 後発品 56

注射薬 3131400A4263 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１管 アデフラビン注１０ｍｇ 東和薬品 後発品 56

注射薬 3131400A4271 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１管 ワカデニン注射液１０ｍｇ わかもと製薬 後発品 56

注射薬 3131400A5065 フラビンアデニンジヌク
レオチド

２０ｍｇ１管 ＦＡＤ注２０ｍｇ（ツルハラ） 鶴原製薬 後発品 56

注射薬 3131400A5146 フラビンアデニンジヌク
レオチド

２０ｍｇ１管 フラビタン注射液２０ｍｇ トーアエイヨー 64

注射薬 3131400A5219 フラビンアデニンジヌク
レオチド

２０ｍｇ１管 フラジレン注２０ｍｇ コーアイセイ 後発品 56

注射薬 3131400A5235 フラビンアデニンジヌク
レオチド

２０ｍｇ１管 ワカデニン注射液２０ｍｇ わかもと製薬 後発品 56

注射薬 3131400A7041 フラビンアデニンジヌク
レオチド

３０ｍｇ１管 ワカデニン注射液３０ｍｇ わかもと製薬 後発品 56

注射薬 3131401A1013 リボフラビンリン酸エス
テルナトリウム

１ｍｇ１管 局 リボフラビンリン酸エステルナトリウ
ム注射液

86

注射薬 3131401A2010 リボフラビンリン酸エス
テルナトリウム

５ｍｇ１管 局 リボフラビンリン酸エステルナトリウ
ム注射液

86

注射薬 3131401A3016 リボフラビンリン酸エス
テルナトリウム

１０ｍｇ１管 局 リボフラビンリン酸エステルナトリウ
ム注射液

86

注射薬 3131401A4012 リボフラビンリン酸エス
テルナトリウム

２０ｍｇ１管 局 リボフラビンリン酸エステルナトリウ
ム注射液

93

注射薬 3132400A1016 ニコチン酸 ２０ｍｇ１管 局 ニコチン酸注射液 93
注射薬 3132400A2012 ニコチン酸 ５０ｍｇ１管 局 ニコチン酸注射液 93
注射薬 3133400A2052 パンテチン １００ｍｇ１管 パントシン注５％ 第一三共エス

ファ
58

注射薬 3133400A3024 パンテチン ２００ｍｇ１管 デルモリチン注１０％ コーアイセイ 後発品 56
注射薬 3133400A3067 パンテチン ２００ｍｇ１管 パンテチン注１０％「小林」 共和クリティケ

ア
後発品 56

注射薬 3133400A3075 パンテチン ２００ｍｇ１管 パントシン注１０％ 第一三共エス
ファ

58

注射薬 3133401A1042 パンテノール １００ｍｇ１管 パントール注射液１００ｍｇ トーアエイヨー 56
注射薬 3133401A1050 パンテノール １００ｍｇ１管 パンテニール注１００ｍｇ 共和クリティケ

ア
後発品 56

注射薬 3133401A2030 パンテノール ２５０ｍｇ１管 パントール注射液２５０ｍｇ トーアエイヨー 56
注射薬 3133401A2049 パンテノール ２５０ｍｇ１管 パンテニール注２５０ｍｇ 共和クリティケ

ア
後発品 56

注射薬 3133401A3045 パンテノール ５００ｍｇ１管 パントール注射液５００ｍｇ トーアエイヨー 56
注射薬 3133401A3053 パンテノール ５００ｍｇ１管 パンテニール注５００ｍｇ 共和クリティケ

ア
後発品 56

注射薬 3134400A1010 ピリドキシン塩酸塩 １０ｍｇ１管 局 ピリドキシン塩酸塩注射液 82
注射薬 3134400A1061 ピリドキシン塩酸塩 １０ｍｇ１管 局 ビーシックス注「フソー」－１０ｍｇ 扶桑薬品工業 86
注射薬 3134400A3013 ピリドキシン塩酸塩 ３０ｍｇ１管 局 ピリドキシン塩酸塩注射液 86

注射薬 3134402A1176 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

１０ｍｇ１管 ピドキサール注１０ｍｇ 中外製薬 56

注射薬 3134402A1184 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

１０ｍｇ１管 ピリドキサール注１０ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 50

注射薬 3134402A1206 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

１０ｍｇ１管 ハイピリドキシン注１０ｍｇ 共和クリティケ
ア

後発品 56 H30.3.31まで

注射薬 3134402A2059 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

３０ｍｇ１管 ハイミタン注３０ キョーリンリメ
ディオ

後発品 56

注射薬 3134402A2180 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

３０ｍｇ１管 ピドキサール注３０ｍｇ 中外製薬 57

注射薬 3134402A2199 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

３０ｍｇ１管 ハイピリドキシン注３０ｍｇ 共和クリティケ
ア

後発品 56 H30.3.31まで

注射薬 3134402A2202 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

３０ｍｇ１管 ビタゼックス注３０ｍｇ 東和薬品 後発品 56

注射薬 3134402A4051 ピリドキサールリン酸エ
ステル水和物

６０ｍｇ１管 ハイピリドキシン注６０ｍｇ 共和クリティケ
ア

後発品 56 H30.3.31まで

注射薬 3135400A1018 葉酸 １５ｍｇ１管 局 葉酸注射液 94
注射薬 3136400A1066 コバマミド ０．５ｍｇ１管 コバマミド注０．５ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 50 H29.3.31まで
注射薬 3136400A2054 コバマミド １ｍｇ１管 コバマミド注１ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 50
注射薬 3136401A1184 ヒドロキソコバラミン酢

酸塩
１ｍｇ１管 マスブロン注１ｍｇ 扶桑薬品工業 57

注射薬 3136401A1192 ヒドロキソコバラミン酢
酸塩

１ｍｇ１管 フレスミンＳ注射液１０００μｇ エイワイファー
マ

101

注射薬 3136401A1206 ヒドロキソコバラミン酢
酸塩

１ｍｇ１管 ヒドロキソコバラミン注１０００μｇ
「イセイ」

コーアイセイ 後発品 56

注射薬 3136402A1014 シアノコバラミン １００μｇ１管 局 シアノコバラミン注射液 82
注射薬 3136402A3017 シアノコバラミン １ｍｇ１管 局 シアノコバラミン注射液 82
注射薬 3136403A1140 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 メチコバール注射液５００μｇ エーザイ 先発品 ○ 112
注射薬 3136403A1183 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 コメスゲン注射液５００μｇ 辰巳化学 後発品 56 H30.3.31まで
注射薬 3136403A1205 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 ビーコバＭ注５００μｇ 原沢製薬工業 後発品 56

注射薬 3136403A1213 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 イセコバミン注５００μｇ コーアイセイ 後発品 56
注射薬 3136403A1221 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 メコバラミン注５００μｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 56
注射薬 3136403A1230 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 メコバラミン注射液５００μｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 56

注射薬 3136403G1038 メコバラミン ５００μｇ１ｍＬ１
筒

メコバラミン注５００μｇシリンジ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 158

注射薬 3140400A2014 アスコルビン酸 １００ｍｇ１管 局 アスコルビン酸注射液 82
注射薬 3140400A2103 アスコルビン酸 １００ｍｇ１管 局 ビタシミン注射液１００ｍｇ 武田テバ薬品 86
注射薬 3140400A3010 アスコルビン酸 ２００ｍｇ１管 局 アスコルビン酸注射液 82
注射薬 3140400A4017 アスコルビン酸 ５００ｍｇ１管 局 アスコルビン酸注射液 82
注射薬 3140400A4106 アスコルビン酸 ５００ｍｇ１管 局 ビタシミン注射液５００ｍｇ 武田テバ薬品 86
注射薬 3140400A5013 アスコルビン酸 １ｇ１管 局 アスコルビン酸注射液 82
注射薬 3140400A6010 アスコルビン酸 ２ｇ１管 局 アスコルビン酸注射液 82
注射薬 3140401A1039 アスコルビン酸 ５００ｍｇ１管 局 アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ「日

新」
日新製薬（山
形）

後発品 56 H29.10.1局方
品

注射薬 3140500A2020 アスコルビン酸・Ｌ－シ
ステイン

２０ｍＬ１管 クリストファン注 日新製薬（山
形）

後発品 57

注射薬 3160400A1150 フィトナジオン １０ｍｇ１管 ビタミンＫ１注１０ｍｇ コーアイセイ 後発品 54
注射薬 3160400A2106 フィトナジオン ３０ｍｇ１管 ビタミンＫ１注３０ｍｇ コーアイセイ 後発品 56 H30.3.31まで
注射薬 3160400A3080 フィトナジオン ５０ｍｇ１管 ビタミンＫ１注５０ｍｇ コーアイセイ 後発品 56 H30.3.31まで
注射薬 3160401A6041 メナテトレノン １０ｍｇ１管 ケイツーＮ静注１０ｍｇ エーザイ 先発品 80
注射薬 3172400A1046 チアミン・アスコルビン

酸配合剤
５ｍＬ１管 プレビタＳ注射液 扶桑薬品工業 後発品 58

注射薬 3172400A1062 チアミン・アスコルビン
酸配合剤

５ｍＬ１管 サブビタン静注 共和クリティケ
ア

後発品 58

注射薬 3179502A1087 フラビンアデニンジヌク
レオチドナトリウム・ピ
リドキサールリン酸エス
テル水和物

１ｍＬ１管 ライボミンＳ注射液 トーアエイヨー 62



注射薬 3179503A1022 チアミン塩化物塩酸塩・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

２ｍＬ１管 ダイビタミックス注 原沢製薬工業 56

注射薬 3179504A1051 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 ジアイナミックス注射液 鶴原製薬 後発品 57

注射薬 3179504A1094 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 ナイロジン注 コーアイセイ 後発品 57

注射薬 3179504A1116 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 ネオラミン・スリービー液（静注用） 日本化薬 119

注射薬 3179504A1124 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 ノルニチカミン注 日新製薬（山
形）

後発品 57

注射薬 3179504A1132 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 ビースリミン注 シオノケミカル 後発品 57

注射薬 3179504A1175 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 リメファー３Ｂ注射液 東和薬品 後発品 57

注射薬 3179506F1023 チアミンモノホスフェイ
トジスルフィド・Ｂ６・
Ｂ１２配合剤

１瓶 ビタメジン静注用 第一三共 123

注射薬 3179507A1020 チアミン・ニコチン酸ア
ミド配合剤

２ｍＬ１管 シーパラ注 高田製薬 56

注射薬 3179513A1026 高カロリー輸液用総合ビ
タミン剤

１瓶１管１組 オーツカＭＶ注 大塚製薬工場 先発品 186

注射薬 3179514F1028 高カロリー輸液用総合ビ
タミン剤

１瓶 マルタミン注射用 エイワイファー
マ

先発品 203

注射薬 3179515F1030 高カロリー輸液用総合ビ
タミン剤

１瓶 ダイメジン・マルチ注 日医工ファーマ 後発品 132

注射薬 3179515F1057 高カロリー輸液用総合ビ
タミン剤

１瓶 ネオラミン・マルチＶ注射用 日本化薬 先発品 ○ 177

注射薬 3179517G1035 高カロリー輸液用総合ビ
タミン剤

２筒１キット ビタジェクト注キット テルモ 後発品 283

注射薬 3190400A1036 ビオチン １ｍｇ１管 ビオチン注１ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 61
注射薬 3213400A2047 グルコン酸カルシウム水

和物
８．５％５ｍＬ１管 カルチコール注射液８．５％５ｍＬ 日医工 62

注射薬 3213400A3043 グルコン酸カルシウム水
和物

８．５％１０ｍＬ１
管

カルチコール注射液８．５％１０ｍＬ 日医工 75

注射薬 3215400A1010 塩化カルシウム水和物 ０．５モル２０ｍＬ
１管

局 塩化カルシウム注射液 94

注射薬 3215400A2017 塩化カルシウム水和物 ２％２０ｍＬ１管 局 塩化カルシウム注射液 88
注射薬 3215400A2076 塩化カルシウム水和物 ２％２０ｍＬ１管 局 大塚塩カル注２％ 大塚製薬工場 92
注射薬 3222400A1058 含糖酸化鉄 ４０ｍｇ２ｍＬ１管 フェジン静注４０ｍｇ 日医工 61
注射薬 3229400A1032 塩化カリウム １５％２０ｍＬ１管 Ｋ．Ｃ．Ｌ．点滴液１５％ 丸石製薬 95
注射薬 3229401A1096 Ｌ－アスパラギン酸カリ

ウム
１７．１２％１０ｍ
Ｌ１管

アスパラカリウム注１０ｍＥｑ ニプロＥＳ
ファーマ

62

注射薬 3229401A1134 Ｌ－アスパラギン酸カリ
ウム

１７．１２％１０ｍ
Ｌ１管

Ｌ－アスパラギン酸Ｋ点滴静注液１０
ｍＥｑ「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 56

注射薬 3229401A1142 Ｌ－アスパラギン酸カリ
ウム

１７．１２％１０ｍ
Ｌ１管

Ｌ－アスパラギン酸カリウム点滴静注
液１０ｍＥｑ「日新」

日新製薬（山
形）

後発品 56

注射薬 3229401A1150 Ｌ－アスパラギン酸カリ
ウム

１７．１２％１０ｍ
Ｌ１管

Ｌ－アスパラギン酸カリウム点滴静注
液１０ｍＥｑ「トーワ」

東和薬品 後発品 56

注射薬 3229401G1021 Ｌ－アスパラギン酸カリ
ウム

１７．１２％１０ｍ
Ｌ１キット

アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑ
キット「テルモ」

テルモ 後発品 183

注射薬 3229500A1022 アスパラギン酸カリウ
ム・マグネシウム

（１０％）１０ｍＬ
１管

アスパラ注射液 田辺三菱製薬 61

注射薬 3229501A1019 塩化マンガン・硫酸亜鉛
水和物配合剤

２ｍＬ１管 塩化マンガン・硫酸亜鉛配合２ｍＬ注
射液

後発品 58

注射薬 3229501A1027 塩化マンガン・硫酸亜鉛
水和物配合剤

２ｍＬ１管 エレメンミック注 エイワイファー
マ

先発品 ○ 231

注射薬 3229501A1035 塩化マンガン・硫酸亜鉛
水和物配合剤

２ｍＬ１管 ミネラリン注 日本製薬 先発品 ○ 237

注射薬 3229501A1043 塩化マンガン・硫酸亜鉛
水和物配合剤

２ｍＬ１管 ボルビックス注 富士薬品 後発品 107

注射薬 3229501A1078 塩化マンガン・硫酸亜鉛
水和物配合剤

２ｍＬ１管 ミネラミック注 東和薬品 後発品 107

注射薬 3229501G1020 塩化マンガン・硫酸亜鉛
水和物配合剤

２ｍＬ１筒 エレメンミック注キット エイワイファー
マ

先発品 ○ 297

注射薬 3229501G1046 塩化マンガン・硫酸亜鉛
水和物配合剤

２ｍＬ１筒 メドレニック注シリンジ 武田テバファー
マ

後発品 193

注射薬 3229501G1070 塩化マンガン・硫酸亜鉛
水和物配合剤

２ｍＬ１筒 エレジェクト注シリンジ テルモ 後発品 193

注射薬 3229501G1089 塩化マンガン・硫酸亜鉛
水和物配合剤

２ｍＬ１筒 ミネリック－５配合点滴静注シリンジ ニプロ 後発品 193

注射薬 3229502A1056 塩化第二鉄・硫酸亜鉛水
和物配合剤

２ｍＬ１管 ボルビサール注 富士薬品 後発品 148

注射薬 3231400G1025 ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１
キット

局 大塚糖液５％ＴＮ 大塚製薬工場 174 H29.10.1局方
品

注射薬 3231400G2021 ブドウ糖 ５％５０ｍＬ１キッ
ト

局 大塚糖液５％ＴＮ 大塚製薬工場 173 H29.10.1局方
品注射薬 3231400G3028 ブドウ糖 ５％５０ｍＬ１キッ

ト
５％糖液キットＨ ニプロ 後発品 171

注射薬 3231400G4024 ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１
キット

５％糖液キットＨ ニプロ 後発品 175

注射薬 3231400G6035 ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１
キット

局 テルモ糖注ＴＫ テルモ 後発品 175 H29.10.1局方
品

注射薬 3231400G9034 ブドウ糖 ５０％２０ｍＬ１筒 局 ブドウ糖注５０％シリンジ「テルモ」 テルモ 後発品 119 H29.10.1局方
品注射薬 3231400P1033 ブドウ糖 ５％２０ｍＬ１筒 ブドウ糖注５％シリンジ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 172

注射薬 3231400P3036 ブドウ糖 ２０％２０ｍＬ１筒 ブドウ糖注２０％シリンジ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 175
注射薬 3231400P4032 ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１

キット
局 大塚糖液５％２ポート１００ｍＬ 大塚製薬工場 後発品 175 H29.10.1局方

品
注射薬 3231400P6027 ブドウ糖 ５％５０ｍＬ１キッ

ト
局 大塚糖液５％２ポート５０ｍＬ 大塚製薬工場 後発品 171 H29.10.1局方

品注射薬 3231400P7023 ブドウ糖 ５％５０ｍＬ１キッ
ト

局 テルモ糖注ＴＫ テルモ 後発品 171 H29.10.1局方
品注射薬 3231401A1019 ブドウ糖 ５％２０ｍＬ１管 ブドウ糖５％２０ｍＬ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 65
注射薬 3231401A1140 ブドウ糖 ５％２０ｍＬ１管 局 糖液注５％「第一三共」 第一三共 65
注射薬 3231401A2015 ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１瓶 局 ブドウ糖注射液 113
注射薬 3231401A3011 ブドウ糖 ５％２００ｍＬ１瓶 局 ブドウ糖注射液 139
注射薬 3231401A4018 ブドウ糖 ５％２５０ｍＬ１瓶 局 ブドウ糖注射液 139
注射薬 3231401A6010 ブドウ糖 ５％５００ｍＬ１瓶 局 ブドウ糖注射液 174
注射薬 3231401A7017 ブドウ糖 ５％１Ｌ１瓶 局 ブドウ糖注射液 216
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 174

注射薬 3231401H1017 ブドウ糖 ２０％２０ｍＬ１管 ブドウ糖２０％２０ｍＬ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 66
注射薬 3231401H1262 ブドウ糖 ２０％２０ｍＬ１管 局 糖液注２０％「第一三共」 第一三共 66
注射薬 3231401H1289 ブドウ糖 ２０％２０ｍＬ１管 局 ブドウ糖注２０％「ＮＰ」 ニプロ 66
注射薬 3231401H6019 ブドウ糖 ４０％２０ｍＬ１管 局 ブドウ糖注射液 97
注射薬 3231401H7015 ブドウ糖 ５０％２０ｍＬ１管 局 ブドウ糖注射液 97

注射薬 3231401H9018 ブドウ糖 ５０％３００ｍＬ１
瓶

局 ブドウ糖注射液 251
注射薬 3231401J1019 ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１袋 局 ブドウ糖注射液 113
注射薬 3231401J3011 ブドウ糖 ５０％２００ｍＬ１

袋
局 ブドウ糖注射液 251

注射薬 3231401J4018 ブドウ糖 ５０％５００ｍＬ１
袋

局 ブドウ糖注射液 303
注射薬 3231401J5014 ブドウ糖 ７０％３５０ｍＬ１

袋
局 ブドウ糖注射液 322

注射薬 3231401J6010 ブドウ糖 ５％２５０ｍＬ１袋 局 ブドウ糖注射液 139
注射薬 3231401J7017 ブドウ糖 １０％２０ｍＬ１管 局 ブドウ糖注射液 65
注射薬 3231401Q2013 ブドウ糖 ５０％５００ｍＬ１

瓶
局 ブドウ糖注射液 306

注射薬 3231401Q3010 ブドウ糖 ５％５００ｍＬ１袋 局 ブドウ糖注射液 174
注射薬 3231401Q4016 ブドウ糖 ５０％１００ｍＬ１

瓶
局 ブドウ糖注射液 154

注射薬 3231401Q5012 ブドウ糖 １０％５００ｍＬ１
袋

局 ブドウ糖注射液 174
注射薬 3231401Q6019 ブドウ糖 ５％５０ｍＬ１瓶 局 ブドウ糖注射液 95
注射薬 3231401T1028 ブドウ糖 ２０％５００ｍＬ１

袋
局 光糖液２０％ 光製薬 224

注射薬 3231401T2024 ブドウ糖 ３０％５００ｍＬ１
袋

局 光糖液３０％ 光製薬 239

注射薬 3232400A2018 果糖 ５％５００ｍＬ１瓶 局 果糖注射液 146
注射薬 3232400A3014 果糖 ５％１Ｌ１瓶 局 果糖注射液 326
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 96
注射薬 3232400A8016 果糖 ５％２００ｍＬ１袋 局 果糖注射液 119
注射薬 3232400A9012 果糖 ５％５００ｍＬ１袋 局 果糖注射液 146
注射薬 3233400A4050 マルトース水和物 １０％５００ｍＬ１

袋
マドロス輸液１０％ 扶桑薬品工業 ★ 211

注射薬 3233400A4077 マルトース水和物 １０％５００ｍＬ１
袋

マルトス輸液１０％ 大塚製薬工場 先発品 207
注射薬 3233400A5030 マルトース水和物 １０％２００ｍＬ１

瓶
マドロス輸液１０％ 扶桑薬品工業 後発品 209

注射薬 3233400A6053 マルトース水和物 １０％２５０ｍＬ１
袋

マルトス輸液１０％ 大塚製薬工場 先発品 203
注射薬 3233400A7033 マルトース水和物 １０％２００ｍＬ１

袋
マドロス輸液１０％ 扶桑薬品工業 後発品 209

注射薬 3234400A2012 キシリトール ５％３００ｍＬ１瓶 局 キシリトール注射液 224
注射薬 3234400A3019 キシリトール ５％５００ｍＬ１瓶 局 キシリトール注射液 224
注射薬 3234400A4015 キシリトール １０％２０ｍＬ１管 局 キシリトール注射液 87



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％ 共和クリティケ

ア
88

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 88

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 88
注射薬 3234400H1014 キシリトール ５％２００ｍＬ１袋 局 キシリトール注射液 222
注射薬 3234400H2010 キシリトール ５％５００ｍＬ１袋 局 キシリトール注射液 224
注射薬 3234400H3017 キシリトール ５％３００ｍＬ１袋 局 キシリトール注射液 224
注射薬 3234401G1030 キシリトール ２０％２０ｍＬ１筒 キシリトール注２０％シリンジ「Ｎ

Ｐ」
ニプロ 後発品 191

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 499

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 576 H29.3.31まで

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 先発品 350
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 先発品 350
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 先発品 394
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 先発品 384
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 先発品 419
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 278
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 先発品 ○ 358
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 285
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 先発品 ○ 385
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 344
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 先発品 ○ 404

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 エイワイファー
マ

先発品 525

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 エイワイファー
マ

先発品 548

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 先発品 233
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 先発品 428
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 先発品 853
注射薬 3253401A6034 高カロリー輸液用総合ア

ミノ酸製剤
（１０％）２０ｍＬ
１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％）２００ｍ
Ｌ１袋

プロテアミン１２注射液 テルモ 339

注射薬 3253401H5036 高カロリー輸液用総合ア
ミノ酸製剤

（１０％）２００ｍ
Ｌ１袋

モリアミンＳ注 エイワイファー
マ

356

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 エイワイファー
マ

先発品 303

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 336
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 先発品 ○ 382
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 336
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 661
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 先発品 ○ 748
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 661
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 先発品 342

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 先発品 414

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 先発品 517

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 エイワイファー
マ

先発品 300

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 エイワイファー
マ

先発品 424

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 エイワイファー
マ

先発品 612

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 エイワイファー
マ

先発品 866

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 先発品 289

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 先発品 403

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 先発品 467
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 先発品 655
注射薬 3253415A1034 腎不全用アミノ酸製剤 ２００ｍＬ１袋 ネオアミユー輸液 エイワイファー

マ
先発品 485

注射薬 3259508A5031 総合アミノ酸製剤（ソル
ビトール加）

（１０％）２０ｍＬ
１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 先発品 243

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 先発品 341

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 先発品 562
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 先発品 413
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 エイワイファー

マ
先発品 770

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 エイワイファー
マ

先発品 873

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 エイワイファー
マ

先発品 993

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 先発品 899
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 先発品 932
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 先発品 ○ 463

注射薬 3259518G1059 アミノ酸・糖・電解質 ５００ｍＬ１キット ツインパル輸液 エイワイファー
マ

後発品 413

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 先発品 ○ 643
注射薬 3259518G2055 アミノ酸・糖・電解質 １Ｌ１キット ツインパル輸液 エイワイファー

マ
後発品 516

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 先発品 1,429

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 先発品 1,525

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 先発品 953

注射薬 3259523G3028 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

１３５４．５ｍＬ１
キット

フルカリック１号輸液 テルモ 先発品 1,220

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 先発品 1,007

注射薬 3259524G3022 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

１５０４．５ｍＬ１
キット

フルカリック２号輸液 テルモ 先発品 1,306

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 先発品 1,144

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 先発品 1,061

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 先発品 1,419

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 先発品 1,676

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 先発品 1,145

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 先発品 1,524

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 先発品 1,911

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 エイワイファー
マ

先発品 561

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 先発品 577

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 先発品 436

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 先発品 594

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 先発品 1,387

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 先発品 1,757

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 先発品 2,134

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 先発品 1,492



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 先発品 1,899

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 先発品 2,317

注射薬 3259532G1024 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

５００ｍＬ１キット パレプラス輸液 エイワイファー
マ

先発品 500

注射薬 3259532G2020 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

１０００ｍＬ１キッ
ト

パレプラス輸液 エイワイファー
マ

先発品 688

注射薬 3259533G1029 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

１０００ｍＬ１キッ
ト

エルネオパＮＦ１号輸液 大塚製薬工場 先発品 1,387 H28.11.18収載

注射薬 3259533G2025 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

１５００ｍＬ１キッ
ト

エルネオパＮＦ１号輸液 大塚製薬工場 先発品 1,757 H28.11.18収載

注射薬 3259533G3021 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

２０００ｍＬ１キッ
ト

エルネオパＮＦ１号輸液 大塚製薬工場 先発品 2,134 H28.11.18収載

注射薬 3259534G1023 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

１０００ｍＬ１キッ
ト

エルネオパＮＦ２号輸液 大塚製薬工場 先発品 1,492 H28.11.18収載

注射薬 3259534G2020 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

１５００ｍＬ１キッ
ト

エルネオパＮＦ２号輸液 大塚製薬工場 先発品 1,899 H28.11.18収載

注射薬 3259534G3026 アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

２０００ｍＬ１キッ
ト

エルネオパＮＦ２号輸液 大塚製薬工場 先発品 2,317 H28.11.18収載

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 196
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 186
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 58

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 後発品 58 H28.9.30まで

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 マイラン製薬 154

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 80

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 58

注射薬 3262400A1207 肝臓エキス・フラビンア
デニンジヌクレオチド

１ｍＬ１管 アスルダム配合注１ｍＬ ニプロ 後発品 58

注射薬 3262400A2017 肝臓エキス・フラビンア
デニンジヌクレオチド

２ｍＬ１管 肝臓エキス・フラビンアデニンジヌク
レオチド２ｍＬ注射液

後発品 75

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 後発品 92 H28.9.30まで

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 マイラン製薬 257

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 92

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 92

注射薬 3262400A2190 肝臓エキス・フラビンア
デニンジヌクレオチド

２ｍＬ１管 アスルダム配合注２ｍＬ ニプロ 後発品 92

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 633
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 484

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 953
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 415
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 95
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 生理食塩液２０ｍＬ注射液 61
注射薬 3311401A3014 生理食塩液 １００ｍＬ１瓶 局 生理食塩液 113
注射薬 3311401A4010 生理食塩液 ２００ｍＬ１瓶 局 生理食塩液 131
注射薬 3311401A5017 生理食塩液 ２５０ｍＬ１瓶 局 生理食塩液 130
注射薬 3311401A7010 生理食塩液 ５００ｍＬ１瓶 局 生理食塩液 149

注射薬 3311401A8016 生理食塩液 １Ｌ１瓶 局 生理食塩液 233
注射薬 3311401A9012 生理食塩液 ５００ｍＬ１袋 局 生理食塩液 149
注射薬 3311401H1010 生理食塩液 １Ｌ１袋 局 生理食塩液 233
注射薬 3311401H2016 生理食塩液 ５０ｍＬ１瓶 局 生理食塩液 110
注射薬 3311401H4019 生理食塩液 １００ｍＬ１袋 局 生理食塩液 113
注射薬 3311401H6011 生理食塩液 ２５０ｍＬ１袋 局 生理食塩液 130
注射薬 3311401H7018 生理食塩液 １．３Ｌ１袋 局 生理食塩液 311
注射薬 3311401H8014 生理食塩液 １．５Ｌ１袋 局 生理食塩液 348
注射薬 3311401H9010 生理食塩液 ２Ｌ１袋 局 生理食塩液 408
注射薬 3311402G1027 生理食塩液 １００ｍＬ１キット 局 大塚生食注ＴＮ 大塚製薬工場 162 H29.10.1局方

品注射薬 3311402G2023 生理食塩液 １００ｍＬ１キット 生食溶解液キットＨ ニプロ 後発品 158
注射薬 3311402G3020 生理食塩液 ５０ｍＬ１キット 局 大塚生食注ＴＮ 大塚製薬工場 162 H29.10.1局方

品注射薬 3311402G4026 生理食塩液 ５０ｍＬ１キット 生食溶解液キットＨ ニプロ 後発品 158
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 158

注射薬 3311402G6037 生理食塩液 １００ｍＬ１キット 局 テルモ生食ＴＫ テルモ 後発品 158 H29.10.1局方
品注射薬 3311402G7025 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 104

注射薬 3311402G7050 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 局 生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ 大塚製薬工場 後発品 104 H29.10.1局方
品注射薬 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 104

注射薬 3311402G7084 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 局 生食注シリンジ「テルモ」１０ｍＬ テルモ 後発品 104 H29.10.1局方
品注射薬 3311402G7092 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 局 生食注シリンジ「テバ」１０ｍＬ 武田テバファー

マ
後発品 104 H29.10.1局方

品
注射薬 3311402G8021 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 125
注射薬 3311402G8056 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 局 生食注シリンジ「オーツカ」２０ｍＬ 大塚製薬工場 後発品 125 H29.10.1局方

品注射薬 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 125
注射薬 3311402G8080 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 局 生食注シリンジ「テルモ」２０ｍＬ テルモ 後発品 125 H29.10.1局方

品注射薬 3311402G8099 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 局 生食注シリンジ「テバ」２０ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 125 H29.10.1局方
品

注射薬 3311402G9036 生理食塩液 １００ｍＬ１キット 局 大塚生食注２ポート１００ｍＬ 大塚製薬工場 後発品 158 H29.10.1局方
品注射薬 3311402P2040 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 局 生食注シリンジ「オーツカ」５ｍＬ 大塚製薬工場 後発品 102 H29.10.1局方
品注射薬 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 102

注射薬 3311402P2066 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 生食注シリンジ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 102
注射薬 3311402P2082 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 局 生食注シリンジ「テルモ」５ｍＬ テルモ 後発品 102 H29.10.1局方

品注射薬 3311402P2090 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 局 生食注シリンジ「テバ」５ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 102 H29.10.1局方
品

注射薬 3311402P3020 生理食塩液 ５０ｍＬ１キット 局 大塚生食注２ポート５０ｍＬ 大塚製薬工場 後発品 158 H29.10.1局方
品注射薬 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 158

注射薬 3311402P5022 生理食塩液 ５０ｍＬ１キット 局 テルモ生食ＴＫ テルモ 後発品 158 H29.10.1局方
品注射薬 3311402P6029 生理食塩液 ５０ｍＬ１筒 生食注シリンジ５０ｍＬ「ニプロ」 ニプロ 後発品 301 H28.6.17収載

注射薬 3311403G1030 塩化ナトリウム １０％２０ｍＬ１筒 局 １０％食塩注シリンジ「タイヨー」 武田テバファー
マ

後発品 140 H29.10.1局方
品

注射薬 3319400A2046 ヒドロキシエチルデンプ
ン７００００

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 789

注射薬 3319401A1044 塩化アンモニウム ５モル２０ｍＬ１管 塩化アンモニウム補正液５ｍＥｑ／ｍ
Ｌ

大塚製薬工場 後発品 56

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 75
注射薬 3319402G2030 塩化カリウム ０．４モル５０ｍＬ

１キット
ＫＣＬ補正液キット２０ｍＥｑ 大塚製薬工場 172

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 178

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 179

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 74
注射薬 3319403A2040 塩化ナトリウム ２．５モル２０ｍＬ

１管
塩化Ｎａ補正液２．５ｍＥｑ／ｍＬ 大塚製薬工場 81

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

テルモ 後発品 121 H29.10.1局方
品

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 120

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 57
注射薬 3319406G2020 リン酸二カリウム ０．５モル２０ｍＬ

１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 182

注射薬 3319407A1025 リン酸水素ナトリウム水
和物・リン酸二水素ナト
リウム水和物

０．５モル２０ｍＬ
１管

リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍ
Ｌ

大塚製薬工場 先発品 130

注射薬 3319408A1020 ヒドロキシエチルデンプ
ン１３００００

６％５００ｍＬ１袋 ボルベン輸液６％ フレゼニウス
カービジャパン

先発品 970

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 128
注射薬 3319500A1102 開始液 ２００ｍＬ１瓶 ソリタ－Ｔ１号輸液 エイワイファー

マ
136 H29.3.31まで

注射薬 3319500A1110 開始液 ２００ｍＬ１瓶 ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 陽進堂 後発品 128 H29.3.31まで
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 131
注射薬 3319500A2117 開始液 ５００ｍＬ１瓶 ソリタ－Ｔ１号輸液 エイワイファー

マ
156 H29.3.31まで



注射薬 3319500A2125 開始液 ５００ｍＬ１瓶 ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 陽進堂 後発品 131 H29.3.31まで
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 131
注射薬 3319500A3067 開始液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム１輸液 テルモ 後発品 131
注射薬 3319500A3075 開始液 ５００ｍＬ１袋 ソリタ－Ｔ１号輸液 エイワイファー

マ
156

注射薬 3319500A3083 開始液 ５００ｍＬ１袋 ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 陽進堂 後発品 131
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 128
注射薬 3319500A5060 開始液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム１輸液 テルモ 後発品 128
注射薬 3319500A5078 開始液 ２００ｍＬ１袋 ソリタ－Ｔ１号輸液 エイワイファー

マ
136

注射薬 3319500A5086 開始液 ２００ｍＬ１袋 ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 陽進堂 後発品 128

注射薬 3319501A3045 開始液 ５００ｍＬ１袋 ＫＮ１号輸液 大塚製薬工場 130
注射薬 3319501A3053 開始液 ５００ｍＬ１袋 デノサリン１輸液 テルモ 130
注射薬 3319501A4041 開始液 ２００ｍＬ１袋 ＫＮ１号輸液 大塚製薬工場 130
注射薬 3319501A4050 開始液 ２００ｍＬ１袋 デノサリン１輸液 テルモ 130
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 809

注射薬 3319506A2041 維持液 ５００ｍＬ１袋 １０％ＥＬ－３号輸液 エイワイファー
マ

先発品 165

注射薬 3319506A2050 維持液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム３ＰＧ輸液 テルモ 165
注射薬 3319506A3030 維持液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム３ＰＧ輸液 テルモ 128
注射薬 3319510A1068 維持液 ２００ｍＬ１瓶 ソリタ－Ｔ３号輸液 エイワイファー

マ
134 H29.3.31まで

注射薬 3319510A1076 維持液 ２００ｍＬ１瓶 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 陽進堂 後発品 123 H29.3.31まで
注射薬 3319510A3079 維持液 ５００ｍＬ１瓶 ソリタ－Ｔ３号輸液 エイワイファー

マ
141 H29.3.31まで

注射薬 3319510A3087 維持液 ５００ｍＬ１瓶 ハルトマン－Ｇ３号輸液 共和クリティケ
ア

後発品 121

注射薬 3319510A3095 維持液 ５００ｍＬ１瓶 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 陽進堂 後発品 121 H29.3.31まで
注射薬 3319510A4075 維持液 ５００ｍＬ１袋 ヒシナルク３号輸液 ニプロ 後発品 121
注射薬 3319510A4083 維持液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム３Ａ輸液 テルモ 後発品 121
注射薬 3319510A4091 維持液 ５００ｍＬ１袋 ユエキンキープ輸液 光製薬 後発品 121
注射薬 3319510A4105 維持液 ５００ｍＬ１袋 ソリタ－Ｔ３号輸液 エイワイファー

マ
141

注射薬 3319510A4113 維持液 ５００ｍＬ１袋 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 陽進堂 後発品 121
注射薬 3319510A5080 維持液 ２００ｍＬ１袋 ヒシナルク３号輸液 ニプロ 後発品 123
注射薬 3319510A5098 維持液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム３Ａ輸液 テルモ 後発品 123
注射薬 3319510A5101 維持液 ２００ｍＬ１袋 ハルトマン－Ｇ３号輸液 共和クリティケ

ア
後発品 123

注射薬 3319510A5110 維持液 ２００ｍＬ１袋 ユエキンキープ輸液 光製薬 後発品 123
注射薬 3319510A5128 維持液 ２００ｍＬ１袋 ソリタ－Ｔ３号輸液 エイワイファー

マ
134

注射薬 3319510A5136 維持液 ２００ｍＬ１袋 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 陽進堂 後発品 123
注射薬 3319510A7031 維持液 １Ｌ１袋 ソルデム３Ａ輸液 テルモ 後発品 161
注射薬 3319511A1046 維持液 ２００ｍＬ１瓶 ソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 エイワイファー

マ
143 H29.3.31まで

注射薬 3319511A1054 維持液 ２００ｍＬ１瓶 ＹＤソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 陽進堂 後発品 126 H29.3.31まで
注射薬 3319511A2050 維持液 ５００ｍＬ１瓶 ソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 エイワイファー

マ
141 H29.3.31まで

注射薬 3319511A2069 維持液 ５００ｍＬ１瓶 ＹＤソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 陽進堂 後発品 125 H29.3.31まで
注射薬 3319511A4037 維持液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム３ＡＧ輸液 テルモ 後発品 125
注射薬 3319511A4045 維持液 ５００ｍＬ１袋 ソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 エイワイファー

マ
141

注射薬 3319511A4053 維持液 ５００ｍＬ１袋 ＹＤソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 陽進堂 後発品 125
注射薬 3319511A5033 維持液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム３ＡＧ輸液 テルモ 後発品 126

注射薬 3319511A5041 維持液 ２００ｍＬ１袋 ソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 エイワイファー
マ

143

注射薬 3319511A5050 維持液 ２００ｍＬ１袋 ＹＤソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 陽進堂 後発品 126
注射薬 3319512A1032 維持液 ２００ｍＬ１瓶 リプラス３号輸液 扶桑薬品工業 138
注射薬 3319512A2039 維持液 ５００ｍＬ１瓶 リプラス３号輸液 扶桑薬品工業 138
注射薬 3319512A3035 維持液 ２００ｍＬ１袋 リプラス３号輸液 扶桑薬品工業 138
注射薬 3319512A4031 維持液 ５００ｍＬ１袋 リプラス３号輸液 扶桑薬品工業 138
注射薬 3319513A3064 維持液 ５００ｍＬ１袋 ＫＮ３号輸液 大塚製薬工場 137
注射薬 3319513A3072 維持液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム３輸液 テルモ 137
注射薬 3319513A4060 維持液 ２００ｍＬ１袋 ＫＮ３号輸液 大塚製薬工場 133
注射薬 3319513A4079 維持液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム３輸液 テルモ 133
注射薬 3319514A4022 維持液 ２００ｍＬ１袋 フルクトラクト注 大塚製薬工場 141
注射薬 3319514A5029 維持液 ５００ｍＬ１袋 フルクトラクト注 大塚製薬工場 182
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 180

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 180
注射薬 3319518A2036 維持液 ５００ｍＬ１袋 ＥＬ－３号輸液 エイワイファー

マ
196

注射薬 3319522A4035 維持液 ５００ｍＬ１袋 ＫＮＭＧ３号輸液 大塚製薬工場 143
注射薬 3319523A3041 術後回復液 ５００ｍＬ１袋 ＫＮ４号輸液 大塚製薬工場 134
注射薬 3319523A3050 術後回復液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム６輸液 テルモ 134
注射薬 3319523A4030 術後回復液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム６輸液 テルモ 133
注射薬 3319524A1060 術後回復液 ２００ｍＬ１瓶 ソリタ－Ｔ４号輸液 エイワイファー

マ
128 H29.3.31まで

注射薬 3319524A2074 術後回復液 ５００ｍＬ１瓶 ソリタ－Ｔ４号輸液 エイワイファー
マ

156 H29.3.31まで

注射薬 3319524A3020 術後回復液 ２００ｍＬ１袋 ソリタ－Ｔ４号輸液 エイワイファー
マ

128

注射薬 3319524A4026 術後回復液 ５００ｍＬ１袋 ソリタ－Ｔ４号輸液 エイワイファー
マ

156

注射薬 3319529A2042 脱水補給液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム２輸液 テルモ 後発品 123
注射薬 3319529A3030 脱水補給液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム２輸液 テルモ 後発品 111
注射薬 3319530A2037 脱水補給液 ５００ｍＬ１袋 ＫＮ２号輸液 大塚製薬工場 160
注射薬 3319531A1051 脱水補給液 ２００ｍＬ１瓶 ソリタ－Ｔ２号輸液 エイワイファー

マ
154 H29.3.31まで

注射薬 3319531A2058 脱水補給液 ５００ｍＬ１瓶 ソリタ－Ｔ２号輸液 エイワイファー
マ

166 H29.3.31まで

注射薬 3319531A3020 脱水補給液 ２００ｍＬ１袋 ソリタ－Ｔ２号輸液 エイワイファー
マ

154

注射薬 3319531A4026 脱水補給液 ５００ｍＬ１袋 ソリタ－Ｔ２号輸液 エイワイファー
マ

166

注射薬 3319534A3066 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ハルトマン液「コバヤシ」 共和クリティケ
ア

後発品 200

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 200
注射薬 3319534A3147 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ニソリ輸液 マイラン製薬 200

注射薬 3319534A4046 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 局 ラクテック注 大塚製薬工場 200 H29.10.1局方
品注射薬 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 200

注射薬 3319534A4160 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 局 ソルラクト輸液 テルモ 後発品 200 H29.10.1局方
品注射薬 3319534A4178 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ハルトマン輸液「ＮＰ」 ニプロ 後発品 200

注射薬 3319534A4186 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ハルトマン輸液ｐＨ８「ＮＰ」 ニプロ 後発品 200
注射薬 3319534A6049 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 局 ラクテック注 大塚製薬工場 259 H29.10.1局方

品注射薬 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 269
注射薬 3319534A6120 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 局 ソルラクト輸液 テルモ 後発品 266 H29.10.1局方

品注射薬 3319534A6138 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 ハルトマン輸液ｐＨ８「ＮＰ」 ニプロ 後発品 266
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 136
注射薬 3319534A8033 乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 局 ラクテック注 大塚製薬工場 136 H29.10.1局方

品注射薬 3319534A8041 乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 局 ソルラクト輸液 テルモ 後発品 136 H29.10.1局方
品注射薬 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 141

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 143

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 143

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 143

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 143

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 143

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 140

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 140

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 296



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 141

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 先発品 820

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 先発品 464

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」 共和クリティケ
ア

157

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 157
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 157
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 140
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 ★ 161

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 ★ 183

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 ★ 183

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 ★ 183

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 ★ 183

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 ★ 183

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 先発品 180

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 ★ 161

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 ★ 161

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 先発品 159

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 161

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 161

注射薬 3319539A1015 リンゲル ５００ｍＬ１瓶 局 リンゲル液 215
注射薬 3319539A2011 リンゲル ５００ｍＬ１袋 局 リンゲル液 215
注射薬 3319542A2056 維持液（キシリトール

加）
５００ｍＬ１瓶 クリニザルツ輸液 共和クリティケ

ア
先発品 276

注射薬 3319542A3044 維持液（キシリトール
加）

２００ｍＬ１袋 クリニザルツ輸液 共和クリティケ
ア

先発品 256

注射薬 3319547A4035 ヒドロキシエチルデンプ
ン７００００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

先発品 757

注射薬 3319550A1046 酢酸維持液 ２００ｍＬ１瓶 ペンライブ注 マイラン製薬 ★ 168
注射薬 3319550A1062 酢酸維持液 ２００ｍＬ１瓶 アクチット輸液 扶桑薬品工業 先発品 163
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 183
注射薬 3319550A3057 酢酸維持液 ５００ｍＬ１瓶 エスロンＢ注 共和クリティケ

ア
★ 201

注射薬 3319550A3065 酢酸維持液 ５００ｍＬ１瓶 ペンライブ注 マイラン製薬 ★ 201
注射薬 3319550A3073 酢酸維持液 ５００ｍＬ１瓶 アクチット輸液 扶桑薬品工業 先発品 199
注射薬 3319550A5068 酢酸維持液 ５００ｍＬ１袋 ペンライブ注 マイラン製薬 ★ 201
注射薬 3319550A5076 酢酸維持液 ５００ｍＬ１袋 ソルマルト輸液 テルモ ★ 201
注射薬 3319550A5084 酢酸維持液 ５００ｍＬ１袋 アクマルト輸液 光製薬 ★ 201
注射薬 3319550A5092 酢酸維持液 ５００ｍＬ１袋 アクチット輸液 扶桑薬品工業 先発品 199 H29.6.16収載
注射薬 3319550A6048 酢酸維持液 ２００ｍＬ１袋 エスロンＢ注 共和クリティケ

ア
★ 168

注射薬 3319550A6064 酢酸維持液 ２００ｍＬ１袋 ペンライブ注 マイラン製薬 ★ 168

注射薬 3319550A6072 酢酸維持液 ２００ｍＬ１袋 ソルマルト輸液 テルモ ★ 168
注射薬 3319550A6080 酢酸維持液 ２００ｍＬ１袋 アクマルト輸液 光製薬 ★ 168
注射薬 3319550A6099 酢酸維持液 ２００ｍＬ１袋 アクチット輸液 扶桑薬品工業 先発品 163 H29.6.16収載
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 183
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 185
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 193
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 共和クリティケ

ア
193

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 193
注射薬 3319551A2063 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ヴィーンＤ輸液 扶桑薬品工業 先発品 193
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 193
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 193
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 193
注射薬 3319551A4082 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 リナセート輸液 エイワイファー

マ
193 H30.3.31まで

注射薬 3319551A4090 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ヴィーンＤ輸液 扶桑薬品工業 先発品 193 H29.6.16収載
注射薬 3319551A4104 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 リナセートＤ輸液 エイワイファー

マ
193 H29.12.8収載

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 183
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 共和クリティケ

ア
185

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 185
注射薬 3319551A8037 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 アクメイン注 光製薬 163
注射薬 3319551A8045 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 ソリューゲンＧ注 共和クリティケ

ア
163

注射薬 3319551A8053 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 ソルアセトＤ輸液 テルモ 163
注射薬 3319551A8061 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 リナセート輸液 エイワイファー

マ
163 H30.3.31まで

注射薬 3319551A8070 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 ヴィーンＤ輸液 扶桑薬品工業 先発品 163 H29.6.16収載

注射薬 3319551A8088 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 リナセートＤ輸液 エイワイファー
マ

163 H29.12.8収載

注射薬 3319551A9033 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１瓶 リナセート輸液 エイワイファー
マ

163 H29.3.31まで

注射薬 3319551A9041 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１瓶 ヴィーンＤ輸液 扶桑薬品工業 先発品 163
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 396

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 196
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 200
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 200
注射薬 3319556A1035 維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１瓶 ソリタックス－Ｈ輸液 エイワイファー

マ
先発品 227 H29.3.31まで

注射薬 3319556A2023 維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１袋 ソリタックス－Ｈ輸液 エイワイファー
マ

先発品 227

注射薬 3319557A1030 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ソリューゲンＦ注 共和クリティケ
ア

後発品 136

注射薬 3319557A1048 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ヴィーンＦ輸液 扶桑薬品工業 先発品 ○ 145
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 136
注射薬 3319557A2044 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ヴィーンＦ輸液 扶桑薬品工業 先発品 ○ 145 H29.6.16収載
注射薬 3319557A2052 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 リナセートＦ輸液 エイワイファー

マ
後発品 136 H29.12.8収載

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 185
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 先発品 197

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 先発品 291
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 先発品 204
注射薬 3319560A1031 維持液（ブドウ糖加） ２５０ｍＬ１袋 グルアセト３５注 共和クリティケ

ア
後発品 177

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 先発品 ○ 183
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 先発品 ○ 183

注射薬 3319560A3026 維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１瓶 グルアセト３５注 共和クリティケ
ア

後発品 174

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 先発品 175
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 先発品 175
注射薬 3319562A1049 酢酸維持液（ブドウ糖

加）
２００ｍＬ１袋 アセトキープ３Ｇ注 共和クリティケ

ア
後発品 130

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 130

注射薬 3319562A1065 酢酸維持液（ブドウ糖
加）

２００ｍＬ１袋 ヴィーン３Ｇ輸液 扶桑薬品工業 先発品 ○ 138 H29.6.16収載

注射薬 3319562A2037 酢酸維持液（ブドウ糖
加）

５００ｍＬ１瓶 アセトキープ３Ｇ注 共和クリティケ
ア

後発品 164

注射薬 3319562A2045 酢酸維持液（ブドウ糖
加）

５００ｍＬ１瓶 ヴィーン３Ｇ輸液 扶桑薬品工業 先発品 ○ 173



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 164

注射薬 3319562A3041 酢酸維持液（ブドウ糖
加）

５００ｍＬ１袋 ヴィーン３Ｇ輸液 扶桑薬品工業 先発品 ○ 173 H29.6.16収載

注射薬 3319562A4030 酢酸維持液（ブドウ糖
加）

２００ｍＬ１瓶 ヴィーン３Ｇ輸液 扶桑薬品工業 先発品 ○ 138

注射薬 3319563A2031 重炭酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ビカーボン輸液 エイワイファー
マ

先発品 219

注射薬 3319564A1021 重炭酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ビカネイト輸液 大塚製薬工場 先発品 224
注射薬 3319564A2028 重炭酸リンゲル １Ｌ１袋 ビカネイト輸液 大塚製薬工場 先発品 432
注射薬 3321401A1077 カルバゾクロムスルホン

酸ナトリウム水和物
０．５％２ｍＬ１管 アドナ注１０ｍｇ ニプロＥＳ

ファーマ
63

注射薬 3321401A2138 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

０．５％５ｍＬ１管 アドナ注（静脈用）２５ｍｇ ニプロＥＳ
ファーマ

58

注射薬 3321401A2154 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

０．５％５ｍＬ１管 ラノビ静注２５ｍｇ コーアイセイ 後発品 56

注射薬 3321401A2162 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

０．５％５ｍＬ１管 チチナ静注２５ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 56

注射薬 3321401A2170 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

０．５％５ｍＬ１管 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
静注液２５ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 56

注射薬 3321401A3142 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

０．５％１０ｍＬ１
管

アドナ注（静脈用）５０ｍｇ ニプロＥＳ
ファーマ

59

注射薬 3321401A3169 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

０．５％１０ｍＬ１
管

ラノビ静注５０ｍｇ コーアイセイ 後発品 56

注射薬 3321401A3177 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

０．５％１０ｍＬ１
管

チチナ静注５０ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 56

注射薬 3321401A3185 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

０．５％１０ｍＬ１
管

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
静注液５０ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 56

注射薬 3321401A4181 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

０．５％２０ｍＬ１
管

アドナ注（静脈用）１００ｍｇ ニプロＥＳ
ファーマ

100

注射薬 3321401A4203 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

０．５％２０ｍＬ１
管

ラノビ静注１００ｍｇ コーアイセイ 後発品 56

注射薬 3321401A4211 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

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
酸ナトリウム水和物

０．５％２０ｍＬ１
管

アドナミン静注１００ｍｇ 東和薬品 後発品 56 H30.3.31まで

注射薬 3321401A4238 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

０．５％２０ｍＬ１
管

チチナ静注１００ｍｇ 扶桑薬品工業 後発品 56

注射薬 3321401A4246 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

０．５％２０ｍＬ１
管

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
静注液１００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 56

注射薬 3321401A4254 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

０．５％２０ｍＬ１
管

カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ静注１
００ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 56 H29.6.16収載

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 3327401A1160 トラネキサム酸 ５％５ｍＬ１管 局 トラネキサム酸注２５０ｍｇ／５ｍＬ
「日新」

日新製薬（山
形）

後発品 58 H29.10.1局方
品

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 コーアイセイ 後発品 58

注射薬 3327401A4185 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 局 トランサミン注１０％ 第一三共 123
注射薬 3327401A4231 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 局 トラネキサム酸注射液１０００ｍｇ

「タイヨー」
武田テバファー
マ

後発品 68 H28.9.30まで

注射薬 3327401A4240 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 局 ラノビス注１０００ｍｇ コーアイセイ 後発品 68
注射薬 3327401A4266 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 局 トラネキサム酸注１ｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 68
注射薬 3327401A4274 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 局 トラネキサム酸注１０００ｍｇ／１０

ｍＬ「日新」
日新製薬（山
形）

後発品 68 H29.10.1局方
品

注射薬 3327401A4282 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 局 トラネキサム酸注射液１０００ｍｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 68

注射薬 3327401G1030 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１筒 トラネキサム酸注１ｇシリンジ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 160

注射薬 3329402A1037 ヘモコアグラーゼ １単位１ｍＬ１管 レプチラーゼ注１単位 東菱薬品工業 118
注射薬 3329402A2033 ヘモコアグラーゼ ２単位２ｍＬ１管 レプチラーゼ注２単位 東菱薬品工業 208
注射薬 3329403A1015 プロタミン硫酸塩 １％１０ｍＬバイア

ル
局 プロタミン硫酸塩注射液 671

注射薬 3329404D1032 モノエタノールアミンオ
レイン酸塩

１０％１０ｇ１瓶 オルダミン注射用１ｇ 富士化学工業 先発品 18,732

注射薬 3329405A1022 ポリドカノール １％３０ｍＬ１瓶 エトキシスクレロール１％注射液 カイゲンファー
マ

先発品 18,582

注射薬 3329405A2029 ポリドカノール ０．５％２ｍＬ１管 ポリドカスクレロール０．５％注２ｍ
Ｌ

カイゲンファー
マ

先発品 711

注射薬 3329405A3025 ポリドカノール １％２ｍＬ１管 ポリドカスクレロール１％注２ｍＬ カイゲンファー
マ

先発品 795

注射薬 3329405A4021 ポリドカノール ３％２ｍＬ１管 ポリドカスクレロール３％注２ｍＬ カイゲンファー
マ

先発品 964

注射薬 3331400A1010 クエン酸ナトリウム水和
物

１０％５ｍＬ１管 局 輸血用クエン酸ナトリウム注射液 96

注射薬 3331401A2029 クエン酸ナトリウム水和
物

４％５００ｍＬ１袋 チトラミン液「フソー」－４％ 扶桑薬品工業 後発品 1,251

注射薬 3334400A3049 ヘパリンカルシウム ２０，０００単位１
瓶

ヘパリンＣａ皮下注２万単位／０．８
ｍＬ「サワイ」

沢井製薬 後発品 646

注射薬 3334400A4045 ヘパリンカルシウム １０，０００単位１
０ｍＬ１瓶

ヘパリンカルシウム注１万単位／１０
ｍＬ「ＡＹ」

エイワイファー
マ

後発品 366

注射薬 3334400A5041 ヘパリンカルシウム ２０，０００単位２
０ｍＬ１瓶

ヘパリンＣａ注射液２万単位／２０ｍ
Ｌ「サワイ」

沢井製薬 後発品 646

注射薬 3334400A6064 ヘパリンカルシウム ５０，０００単位５
０ｍＬ１瓶

ヘパリンカルシウム注５万単位／５０
ｍＬ「ＡＹ」

エイワイファー
マ

後発品 982

注射薬 3334400A6072 ヘパリンカルシウム ５０，０００単位５
０ｍＬ１瓶

ヘパリンＣａ注射液５万単位／５０ｍ
Ｌ「サワイ」

沢井製薬 後発品 982

注射薬 3334400A7044 ヘパリンカルシウム １００，０００単位
１００ｍＬ１瓶

ヘパリンＣａ注射液１０万単位／１０
０ｍＬ「サワイ」

沢井製薬 後発品 1,503

注射薬 3334400A8024 ヘパリンカルシウム １０，０００単位１
瓶

ヘパリンＣａ皮下注１万単位／０．４
ｍＬ「サワイ」

沢井製薬 後発品 438

注射薬 3334400G1022 ヘパリンカルシウム ５，０００単位０．
２ｍＬ１筒

ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／
０．２ｍＬシリンジ「モチダ」

持田製薬 後発品 359

注射薬 3334401A3019 ヘパリンナトリウム ５，０００単位５ｍ
Ｌ１管

局 ヘパリンナトリウム注射液 153

注射薬 3334401A5011 ヘパリンナトリウム ５，０００単位５ｍ
Ｌ１瓶

局 ヘパリンナトリウム注射液 144

注射薬 3334401A5062 ヘパリンナトリウム ５，０００単位５ｍ
Ｌ１瓶

局 ヘパリンＮａ注５千単位／５ｍＬ「モ
チダ」

持田製薬 190

注射薬 3334401A6018 ヘパリンナトリウム １０，０００単位１
０ｍＬ１瓶

局 ヘパリンナトリウム注射液 284

注射薬 3334401A6123 ヘパリンナトリウム １０，０００単位１
０ｍＬ１瓶

局 ヘパリンナトリウム注１万単位／１０
ｍＬ「ＡＹ」

エイワイファー
マ

374

注射薬 3334401A6131 ヘパリンナトリウム １０，０００単位１
０ｍＬ１瓶

局 ヘパリンナトリウム注Ｎ１万単位／１
０ｍＬ「ＡＹ」

エイワイファー
マ

374

注射薬 3334401A6140 ヘパリンナトリウム １０，０００単位１
０ｍＬ１瓶

局 ヘパリンナトリウム注１万単位／１０
ｍＬ「ニプロ」

ニプロ 397

注射薬 3334401A6158 ヘパリンナトリウム １０，０００単位１
０ｍＬ１瓶

局 ヘパリンＮａ注１万単位／１０ｍＬ
「モチダ」

持田製薬 323

注射薬 3334401A7014 ヘパリンナトリウム ５０，０００単位５
０ｍＬ１瓶

局 ヘパリンナトリウム注射液 724

注射薬 3334401A7103 ヘパリンナトリウム ５０，０００単位５
０ｍＬ１瓶

局 ヘパリンナトリウム注５万単位／５０
ｍＬ「ＡＹ」

エイワイファー
マ

1,019

注射薬 3334401A7111 ヘパリンナトリウム ５０，０００単位５
０ｍＬ１瓶

局 ヘパリンナトリウム注５万単位／５０
ｍＬ「ニプロ」

ニプロ 1,526

注射薬 3334401A8010 ヘパリンナトリウム １００，０００単位
１００ｍＬ１瓶

局 ヘパリンナトリウム注射液 1,263

注射薬 3334401A8088 ヘパリンナトリウム １００，０００単位
１００ｍＬ１瓶

局 ヘパリンナトリウム注１０万単位／１
００ｍＬ「ＡＹ」

エイワイファー
マ

2,103

注射薬 3334402A1037 ヘパリンナトリウム ５，０００単位２０
ｍＬ１管

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬ
「フソー」２０ｍＬ

扶桑薬品工業 後発品 96

注射薬 3334402A1053 ヘパリンナトリウム ５，０００単位２０
ｍＬ１管

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬ
「ＮＳ」２０ｍＬ

日新製薬（山
形）

後発品 96

注射薬 3334402A2025 ヘパリンナトリウム ３，０００単位２０
ｍＬ１管

ヘパリンＮａ透析用１５０単位／ｍＬ
「フソー」２０ｍＬ

扶桑薬品工業 後発品 92

注射薬 3334402A3021 ヘパリンナトリウム ４，０００単位２０
ｍＬ１管

ヘパリンＮａ透析用２００単位／ｍＬ
「フソー」２０ｍＬ

扶桑薬品工業 後発品 97

注射薬 3334402G1048 ヘパリンナトリウム ５０単位５ｍＬ１筒 ヘパフラッシュ１０単位／ｍＬシリン
ジ５ｍＬ

テルモ 95

注射薬 3334402G1064 ヘパリンナトリウム ５０単位５ｍＬ１筒 ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬ
シリンジ「オーツカ」５ｍＬ

大塚製薬工場 後発品 106

注射薬 3334402G1102 ヘパリンナトリウム ５０単位５ｍＬ１筒 ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬ
シリンジ５ｍＬ「ニプロ」

ニプロ 127

注射薬 3334402G1110 ヘパリンナトリウム ５０単位５ｍＬ１筒 ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬ
シリンジ「ＳＮ」５ｍＬ

シオノケミカル 後発品 106

注射薬 3334402G1129 ヘパリンナトリウム ５０単位５ｍＬ１筒 ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬ
シリンジ５ｍＬ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 106



注射薬 3334402G2052 ヘパリンナトリウム １００単位１０ｍＬ
１筒

ヘパフラッシュ１０単位／ｍＬシリン
ジ１０ｍＬ

テルモ 96

注射薬 3334402G2079 ヘパリンナトリウム １００単位１０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬ
シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ

大塚製薬工場 後発品 104

注射薬 3334402G2117 ヘパリンナトリウム １００単位１０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬ
シリンジ１０ｍＬ「ニプロ」

ニプロ 127

注射薬 3334402G2125 ヘパリンナトリウム １００単位１０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬ
シリンジ「ＳＮ」１０ｍＬ

シオノケミカル 後発品 104

注射薬 3334402G2133 ヘパリンナトリウム １００単位１０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬ
シリンジ１０ｍＬ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 104

注射薬 3334402G3040 ヘパリンナトリウム ５００単位５ｍＬ１
筒

ヘパフラッシュ１００単位／ｍＬシリ
ンジ５ｍＬ

テルモ 127

注射薬 3334402G3067 ヘパリンナトリウム ５００単位５ｍＬ１
筒

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍ
Ｌシリンジ「オーツカ」５ｍＬ

大塚製薬工場 後発品 130

注射薬 3334402G3105 ヘパリンナトリウム ５００単位５ｍＬ１
筒

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍ
Ｌシリンジ５ｍＬ「ニプロ」

ニプロ 152

注射薬 3334402G3113 ヘパリンナトリウム ５００単位５ｍＬ１
筒

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍ
Ｌシリンジ「ＳＮ」５ｍＬ

シオノケミカル 後発品 130

注射薬 3334402G3121 ヘパリンナトリウム ５００単位５ｍＬ１
筒

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍ
Ｌシリンジ５ｍＬ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 130

注射薬 3334402G4055 ヘパリンナトリウム １，０００単位１０
ｍＬ１筒

ヘパフラッシュ１００単位／ｍＬシリ
ンジ１０ｍＬ

テルモ 138

注射薬 3334402G4071 ヘパリンナトリウム １，０００単位１０
ｍＬ１筒

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍ
Ｌシリンジ「オーツカ」１０ｍＬ

大塚製薬工場 後発品 140

注射薬 3334402G4110 ヘパリンナトリウム １，０００単位１０
ｍＬ１筒

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍ
Ｌシリンジ１０ｍＬ「ニプロ」

ニプロ 155

注射薬 3334402G4128 ヘパリンナトリウム １，０００単位１０
ｍＬ１筒

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍ
Ｌシリンジ「ＳＮ」１０ｍＬ

シオノケミカル 後発品 140

注射薬 3334402G4136 ヘパリンナトリウム １，０００単位１０
ｍＬ１筒

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍ
Ｌシリンジ１０ｍＬ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 140

注射薬 3334402G5043 ヘパリンナトリウム ５，０００単位１０
ｍＬ１筒

ヘパリンＮａ透析用５００単位／ｍＬ
シリンジ１０ｍＬ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 195

注射薬 3334402G6031 ヘパリンナトリウム １０，０００単位２
０ｍＬ１筒

ヘパリンＮａ透析用５００単位／ｍＬ
シリンジ２０ｍＬ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 283

注射薬 3334402G8026 ヘパリンナトリウム ３，０００単位２０
ｍＬ１筒

ヘパリンＮａ透析用１５０単位／ｍＬ
シリンジ２０ｍＬ「ＡＴ」

武田テバファー
マ

後発品 180

注射薬 3334402G8034 ヘパリンナトリウム ３，０００単位２０
ｍＬ１筒

ヘパリンＮａ透析用１５０単位／ｍＬ
シリンジ２０ｍＬ「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 180

注射薬 3334402G8042 ヘパリンナトリウム ３，０００単位２０
ｍＬ１筒

ヘパフィルド透析用１５０単位／ｍＬ
シリンジ２０ｍＬ

大塚製薬工場 後発品 180

注射薬 3334402P1021 ヘパリンナトリウム ４，０００単位２０
ｍＬ１筒

ヘパリンＮａ透析用２００単位／ｍＬ
シリンジ２０ｍＬ「ＡＴ」

武田テバファー
マ

後発品 200

注射薬 3334402P1030 ヘパリンナトリウム ４，０００単位２０
ｍＬ１筒

ヘパリンＮａ透析用２００単位／ｍＬ
シリンジ２０ｍＬ「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 200

注射薬 3334402P1048 ヘパリンナトリウム ４，０００単位２０
ｍＬ１筒

ヘパフィルド透析用２００単位／ｍＬ
シリンジ２０ｍＬ

大塚製薬工場 後発品 200

注射薬 3334402P2028 ヘパリンナトリウム ５，０００単位２０
ｍＬ１筒

ヘパフィルド透析用２５０単位／ｍＬ
シリンジ２０ｍＬ

大塚製薬工場 後発品 195

注射薬 3334402P2036 ヘパリンナトリウム ５，０００単位２０
ｍＬ１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬ
シリンジ２０ｍＬ「ＡＴ」

武田テバファー
マ

後発品 195

注射薬 3334402P2044 ヘパリンナトリウム ５，０００単位２０
ｍＬ１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬ
シリンジ２０ｍＬ「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 195

注射薬 3334402P2052 ヘパリンナトリウム ５，０００単位２０
ｍＬ１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬ
シリンジ２０ｍＬ「ニプロ」

ニプロ 後発品 195

注射薬 3334402P3024 ヘパリンナトリウム ７，０００単位２０
ｍＬ１筒

ヘパリンＮａ透析用３５０単位／ｍＬ
シリンジ２０ｍＬ「フソー」

扶桑薬品工業 後発品 299

注射薬 3334402P4020 ヘパリンナトリウム ３，０００単位１２
ｍＬ１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬ
シリンジ１２ｍＬ「ニプロ」

ニプロ 後発品 180

注射薬 3334402P5027 ヘパリンナトリウム ４，０００単位１６
ｍＬ１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬ
シリンジ１６ｍＬ「ニプロ」

ニプロ 後発品 200

注射薬 3334403A1090 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘ
パリン国際単位１管

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／
５ｍＬ「日新」

日新製薬（山
形）

後発品 606

注射薬 3334403A1104 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘ
パリン国際単位１管

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／
５ｍＬ「ＫＣＣ」

共和クリティケ
ア

後発品 606

注射薬 3334403A2119 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘ
パリン国際単位１瓶

リザルミン静注５０００単位／５ｍＬ ＩＬＳ 後発品 606

注射薬 3334403A2127 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘ
パリン国際単位１瓶

ダルテパリンＮａ静注５千単位／５ｍ
Ｌ「ＨＫ」

光製薬 後発品 606

注射薬 3334403A2135 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘ
パリン国際単位１瓶

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／
５ｍＬ「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 606

注射薬 3334403A2143 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘ
パリン国際単位１瓶

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／
５ｍＬ「日医工」

日医工 後発品 606

注射薬 3334403A2151 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘ
パリン国際単位１瓶

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／
５ｍＬ「日本臓器」

日本臓器製薬 後発品 606

注射薬 3334403A2160 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘ
パリン国際単位１瓶

フラグミン静注５０００単位／５ｍＬ ファイザー 先発品 ○ 1,089

注射薬 3334403A2194 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘ
パリン国際単位１瓶

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／
５ｍＬ「サワイ」

沢井製薬 後発品 606

注射薬 3334403A2208 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘ
パリン国際単位１瓶

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／
５ｍＬ「ＡＦＰ」

共創未来ファー
マ

後発品 606

注射薬 3334403G1034 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘ
パリン国際単位５ｍ
Ｌ１筒

ダルテパリンＮａ静注５千単位／５ｍ
Ｌシリンジ「ＨＫ」

光製薬 後発品 731

注射薬 3334403G2022 ダルテパリンナトリウム ２，５００低分子ヘ
パリン国際単位１０
ｍＬ１筒

ダルテパリンＮａ静注２５００単位／
１０ｍＬシリンジ「ニプロ」

ニプロ 後発品 458

注射薬 3334403G3029 ダルテパリンナトリウム ３，０００低分子ヘ
パリン国際単位１２
ｍＬ１筒

ダルテパリンＮａ静注３０００単位／
１２ｍＬシリンジ「ニプロ」

ニプロ 後発品 514

注射薬 3334403G4025 ダルテパリンナトリウム ４，０００低分子ヘ
パリン国際単位１６
ｍＬ１筒

ダルテパリンＮａ静注４０００単位／
１６ｍＬシリンジ「ニプロ」

ニプロ 後発品 646

注射薬 3334403G5021 ダルテパリンナトリウム ５，０００低分子ヘ
パリン国際単位２０
ｍＬ１筒

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／
２０ｍＬシリンジ「ニプロ」

ニプロ 後発品 731

注射薬 3334404A1052 パルナパリンナトリウム ５，０００低分子量
ヘパリン単位１瓶

ミニヘパ透析用５００単位／ｍＬバイ
アル１０ｍＬ

ＩＬＳ ★ 920

注射薬 3334404A1060 パルナパリンナトリウム ５，０００低分子量
ヘパリン単位１瓶

ローヘパ透析用５００単位／ｍＬバイ
アル１０ｍＬ

エイワイファー
マ

先発品 888

注射薬 3334404G1039 パルナパリンナトリウム ２，０００低分子量
ヘパリン単位２０ｍ
Ｌ１筒

ローヘパ透析用１００単位／ｍＬシリ
ンジ２０ｍＬ

エイワイファー
マ

先発品 453

注射薬 3334404G2035 パルナパリンナトリウム ３，０００低分子量
ヘパリン単位２０ｍ
Ｌ１筒

ローヘパ透析用１５０単位／ｍＬシリ
ンジ２０ｍＬ

エイワイファー
マ

先発品 626

注射薬 3334404G3031 パルナパリンナトリウム ４，０００低分子量
ヘパリン単位２０ｍ
Ｌ１筒

ローヘパ透析用２００単位／ｍＬシリ
ンジ２０ｍＬ

エイワイファー
マ

先発品 818

注射薬 3334404G4020 パルナパリンナトリウム ２，０００低分子量
ヘパリン単位２０ｍ
Ｌ１筒

ミニヘパ透析用１００単位／ｍＬシリ
ンジ２０ｍＬ

扶桑薬品工業 ★ 507

注射薬 3334404G5026 パルナパリンナトリウム ３，０００低分子量
ヘパリン単位２０ｍ
Ｌ１筒

ミニヘパ透析用１５０単位／ｍＬシリ
ンジ２０ｍＬ

扶桑薬品工業 ★ 680

注射薬 3334404G6022 パルナパリンナトリウム ４，０００低分子量
ヘパリン単位２０ｍ
Ｌ１筒

ミニヘパ透析用２００単位／ｍＬシリ
ンジ２０ｍＬ

扶桑薬品工業 ★ 856

注射薬 3334405A2045 レビパリンナトリウム ５，０００低分子ヘ
パリン国際単位１瓶

クリバリン透析用１０００単位／ｍＬ
バイアル５ｍＬ

マイランＥＰＤ 先発品 929

注射薬 3334406G1020 エノキサパリンナトリウ
ム

２，０００低分子ヘ
パリン国際単位０．
２ｍＬ１筒

クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ サノフィ 先発品 1,066

注射薬 3339400G1029 フォンダパリヌクスナト
リウム

１．５ｍｇ０．３ｍ
Ｌ１筒

アリクストラ皮下注１．５ｍｇ アスペンジャパ
ン

先発品 1,589

注射薬 3339400G2025 フォンダパリヌクスナト
リウム

２．５ｍｇ０．５ｍ
Ｌ１筒

アリクストラ皮下注２．５ｍｇ アスペンジャパ
ン

先発品 2,207

注射薬 3339400G3021 フォンダパリヌクスナト
リウム

５ｍｇ０．４ｍＬ１
筒

アリクストラ皮下注５ｍｇ アスペンジャパ
ン

先発品 3,477

注射薬 3339400G4028 フォンダパリヌクスナト
リウム

７．５ｍｇ０．６ｍ
Ｌ１筒

アリクストラ皮下注７．５ｍｇ アスペンジャパ
ン

先発品 4,546

注射薬 3339401D1027 トロンボモデュリンアル
ファ（遺伝子組換え）

１２，８００単位１
瓶

リコモジュリン点滴静注用１２８００ 旭化成ファーマ 先発品 39,448

注射薬 3339600A1030 ダナパロイドナトリウム １，２５０抗第Ｘａ
因子活性単位１ｍＬ

オルガラン静注１２５０単位 共和クリティケ
ア

先発品 1,253

注射薬 3399400X1035 トロメタモール ３６．３％５０ｍＬ
１管（希釈液・補正
液付）

サム点滴静注セット 大塚製薬工場 先発品 764



注射薬 3399402D2034 ミリモスチム ８００万単位１瓶 ロイコプロール点滴静注用８００万単
位

ＪＣＲファーマ 先発品 20,434

注射薬 3399403A1036 結核菌熱水抽出物 ２０μｇ１ｍＬ１管
（Ｄ－アラビノース
換算量として）

アンサー皮下注２０μｇ ゼリア新薬工業 先発品 2,982

注射薬 3399405A1027 フィルグラスチム（遺伝
子組換え）

７５μｇ０．３ｍＬ
１管

局 グラン注射液７５ 協和発酵キリン 先発品 8,635

注射薬 3399405A2023 フィルグラスチム（遺伝
子組換え）

１５０μｇ０．６ｍ
Ｌ１管

局 グラン注射液１５０ 協和発酵キリン 先発品 17,624

注射薬 3399405A4026 フィルグラスチム（遺伝
子組換え）

３００μｇ０．７ｍ
Ｌ１管

局 グラン注射液Ｍ３００ 協和発酵キリン 先発品 21,117

注射薬 3399405G1020 フィルグラスチム（遺伝
子組換え）

７５μｇ０．３ｍＬ
１筒

局 グランシリンジ７５ 協和発酵キリン 先発品 ○ 8,477

注射薬 3399405G2026 フィルグラスチム（遺伝
子組換え）

１５０μｇ０．６ｍ
Ｌ１筒

局 グランシリンジ１５０ 協和発酵キリン 先発品 ○ 16,961

注射薬 3399405G3022 フィルグラスチム（遺伝
子組換え）

３００μｇ０．７ｍ
Ｌ１筒

局 グランシリンジＭ３００ 協和発酵キリン 先発品 ○ 20,969

注射薬 3399406D1028 レノグラスチム（遺伝子
組換え）

５０μｇ１瓶（溶解
液付）

ノイトロジン注５０μｇ 中外製薬 先発品 4,749

注射薬 3399406D2024 レノグラスチム（遺伝子
組換え）

１００μｇ１瓶（溶
解液付）

ノイトロジン注１００μｇ 中外製薬 先発品 8,542

注射薬 3399406D3020 レノグラスチム（遺伝子
組換え）

２５０μｇ１瓶（溶
解液付）

ノイトロジン注２５０μｇ 中外製薬 先発品 21,098

注射薬 3399407D1022 ナルトグラスチム（遺伝
子組換え）

５０μｇ１瓶（溶解
液付）

局 ノイアップ注５０ ヤクルト本社 先発品 7,252

注射薬 3399407D2029 ナルトグラスチム（遺伝
子組換え）

１００μｇ１瓶（溶
解液付）

局 ノイアップ注１００ ヤクルト本社 先発品 14,396

注射薬 3399407D3025 ナルトグラスチム（遺伝
子組換え）

２５０μｇ１瓶（溶
解液付）

局 ノイアップ注２５０ ヤクルト本社 先発品 23,800

注射薬 3399407D4021 ナルトグラスチム（遺伝
子組換え）

２５μｇ１瓶（溶解
液付）

局 ノイアップ注２５ ヤクルト本社 先発品 3,937

注射薬 3399408G1023 フィルグラスチム（遺伝
子組換え）［フィルグラ
スチム後続１］

７５μｇ０．３ｍＬ
１筒

フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリ
ンジ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 5,071

注射薬 3399408G1031 フィルグラスチム（遺伝
子組換え）［フィルグラ
スチム後続１］

７５μｇ０．３ｍＬ
１筒

フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリ
ンジ「モチダ」

持田製薬販売 後発品 5,071

注射薬 3399408G2020 フィルグラスチム（遺伝
子組換え）［フィルグラ
スチム後続１］

１５０μｇ０．６ｍ
Ｌ１筒

フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシ
リンジ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 8,238

注射薬 3399408G2038 フィルグラスチム（遺伝
子組換え）［フィルグラ
スチム後続１］

１５０μｇ０．６ｍ
Ｌ１筒

フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシ
リンジ「モチダ」

持田製薬販売 後発品 8,238

注射薬 3399408G3026 フィルグラスチム（遺伝
子組換え）［フィルグラ
スチム後続１］

３００μｇ０．７ｍ
Ｌ１筒

フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシ
リンジ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 12,525

注射薬 3399408G3034 フィルグラスチム（遺伝
子組換え）［フィルグラ
スチム後続１］

３００μｇ０．７ｍ
Ｌ１筒

フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシ
リンジ「モチダ」

持田製薬販売 後発品 12,525

注射薬 3399409G1028 フィルグラスチム（遺伝
子組換え）［フィルグラ
スチム後続２］

７５μｇ０．３ｍＬ
１筒

フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリ
ンジ「ＮＫ」

日本化薬 後発品 5,071

注射薬 3399409G1036 フィルグラスチム（遺伝
子組換え）［フィルグラ
スチム後続２］

７５μｇ０．３ｍＬ
１筒

フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリ
ンジ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 5,071

注射薬 3399409G2024 フィルグラスチム（遺伝
子組換え）［フィルグラ
スチム後続２］

１５０μｇ０．６ｍ
Ｌ１筒

フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシ
リンジ「ＮＫ」

日本化薬 後発品 8,238

注射薬 3399409G2032 フィルグラスチム（遺伝
子組換え）［フィルグラ
スチム後続２］

１５０μｇ０．６ｍ
Ｌ１筒

フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシ
リンジ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 8,238

注射薬 3399409G3020 フィルグラスチム（遺伝
子組換え）［フィルグラ
スチム後続２］

３００μｇ０．７ｍ
Ｌ１筒

フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシ
リンジ「ＮＫ」

日本化薬 後発品 12,525

注射薬 3399409G3039 フィルグラスチム（遺伝
子組換え）［フィルグラ
スチム後続２］

３００μｇ０．７ｍ
Ｌ１筒

フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシ
リンジ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 12,525

注射薬 3399410G1020 ペグフィルグラスチム
（遺伝子組換え）

３．６ｍｇ０．３６
ｍＬ１筒

ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ 協和発酵キリン 先発品 106,660

注射薬 3399411G1025 フィルグラスチム（遺伝
子組換え）［フィルグラ
スチム後続３］

７５μｇ０．２５ｍ
Ｌ１筒

フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリ
ンジ「サンド」

サンド 後発品 3,971

注射薬 3399411G2021 フィルグラスチム（遺伝
子組換え）［フィルグラ
スチム後続３］

１５０μｇ０．５ｍ
Ｌ１筒

フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシ
リンジ「サンド」

サンド 後発品 8,238

注射薬 3399411G3028 フィルグラスチム（遺伝
子組換え）［フィルグラ
スチム後続３］

３００μｇ０．５ｍ
Ｌ１筒

フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシ
リンジ「サンド」

サンド 後発品 9,757

注射薬 3399412A1027 イダルシズマブ（遺伝子
組換え）

２．５ｇ５０ｍＬ１
瓶

プリズバインド静注液２．５ｇ 日本ベーリン
ガーインゲルハ
イム

先発品 199,924 H28.11.18収載

注射薬 3399413A1021 プレリキサホル ２４ｍｇ１．２ｍＬ
１瓶

モゾビル皮下注２４ｍｇ サノフィ 先発品 581,972 H29.2.15収載

注射薬 3399500G1025 ブドウ糖・無機塩類配合
剤

５００ｍＬ１キット アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 大塚製薬工場 先発品 1,931

注射薬 3410507A1031 人工透析液 ９Ｌ１瓶（炭酸水素
ナトリウム液付）

キンダリー透析剤ＡＦ１号 扶桑薬品工業 先発品 3,280

注射薬 3410508A1036 人工透析液 １０Ｌ１瓶（炭酸水
素ナトリウム付）

キンダリー透析剤ＡＦ１Ｐ号 扶桑薬品工業 先発品 1,714

注射薬 3410520A1037 人工透析液 ９Ｌ１瓶（炭酸水素
ナトリウム液付）

キンダリー透析剤ＡＦ２号 扶桑薬品工業 先発品 2,914

注射薬 3410520A2033 人工透析液 １０Ｌ１瓶（炭酸水
素ナトリウム付）

キンダリー透析剤ＡＦ２Ｐ号 扶桑薬品工業 先発品 1,456

注射薬 3410520A5032 人工透析液 ６Ｌ１瓶（炭酸水素
ナトリウム液付）

キンダリー透析剤ＡＦ２号 扶桑薬品工業 先発品 2,210

注射薬 3410520D2048 人工透析液 ２袋１組 キンダリー透析剤２Ｅ 扶桑薬品工業 先発品 1,513
注射薬 3410520D2056 人工透析液 ２袋１組 キドライム　透析剤　Ｔ－３０ 富田製薬 先発品 1,509
注射薬 3410521A1031 人工透析液 ９Ｌ１瓶（炭酸水素

ナトリウム付）
ＡＫ－ソリタ透析剤・ＤＰ エイワイファー

マ
先発品 1,303

注射薬 3410521A2038 人工透析液 ９Ｌ１瓶（炭酸水素
ナトリウム付）

ＡＫ－ソリタ透析剤・ＦＰ エイワイファー
マ

先発品 1,483

注射薬 3410522A1036 人工透析液 ９Ｌ１瓶（炭酸水素
ナトリウム液付）

ＡＫ－ソリタ透析剤・ＤＬ エイワイファー
マ

先発品 2,784

注射薬 3410522A2032 人工透析液 ９Ｌ１瓶（炭酸水素
ナトリウム液付）

ＡＫ－ソリタ透析剤・ＦＬ エイワイファー
マ

先発品 2,740

注射薬 3410523A1030 人工透析液 ９Ｌ１瓶（炭酸水素
ナトリウム液付）

キンダリー透析剤ＡＦ３号 扶桑薬品工業 先発品 3,049

注射薬 3410523A2037 人工透析液 １０Ｌ１瓶（炭酸水
素ナトリウム付）

キンダリー透析剤ＡＦ３Ｐ号 扶桑薬品工業 先発品 1,576

注射薬 3410523A4030 人工透析液 ６Ｌ１瓶（炭酸水素
ナトリウム液付）

キンダリー透析剤ＡＦ３号 扶桑薬品工業 先発品 2,238

注射薬 3410523D1037 人工透析液 ３袋１組 キンダリー透析剤３Ｄ 扶桑薬品工業 先発品 1,583
注射薬 3410523D2033 人工透析液 ２袋１組 キンダリー透析剤３Ｅ 扶桑薬品工業 先発品 1,566
注射薬 3410525D3039 人工透析液 ２袋１組 リンパック透析剤ＴＡ１ ニプロ 先発品 1,316
注射薬 3410526D2037 人工透析液 ２瓶１組 Ｄドライ透析剤２．５Ｓ 日機装 先発品 1,250
注射薬 3410527D2031 人工透析液 ２瓶１組 Ｄドライ透析剤３．０Ｓ 日機装 先発品 1,179
注射薬 3410530D2033 人工透析液 ２袋１組 リンパック透析剤ＴＡ３ ニプロ 先発品 1,327
注射薬 3410531A1035 人工透析液 ６Ｌ１瓶 バイフィル透析剤 エイワイファー

マ
先発品 2,044

注射薬 3410532A1030 人工透析液 １Ｌ１袋 バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補
充液１．３９％

エイワイファー
マ

先発品 586

注射薬 3410532A2036 人工透析液 ２Ｌ１袋 バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補
充液１．３９％

エイワイファー
マ

先発品 1,128

注射薬 3410534G1031 人工透析液 １０１０ｍＬ１キッ
ト

サブパック血液ろ過用補充液－Ｂｉ ニプロ 後発品 627
注射薬 3410534G2038 人工透析液 ２０２０ｍＬ１キッ

ト
サブパック血液ろ過用補充液－Ｂｉ ニプロ 後発品 897

注射薬 3410535A1025 人工透析液 ６Ｌ１瓶（炭酸水素
ナトリウム液付）

カーボスター透析剤・Ｌ エイワイファー
マ

先発品 2,286

注射薬 3410535A2021 人工透析液 ９Ｌ１瓶（炭酸水素
ナトリウム液付）

カーボスター透析剤・Ｌ エイワイファー
マ

先発品 2,997

注射薬 3410536A1020 人工透析液 １０Ｌ１瓶（炭酸水
素ナトリウム付）

カーボスター透析剤・Ｍ エイワイファー
マ

先発品 1,547

注射薬 3410537D1020 人工透析液 ２袋１組 カーボスター透析剤・Ｐ エイワイファー
マ

先発品 1,537

注射薬 3410538G1021 人工透析液 １０１０ｍＬ１キッ
ト

サブラッド血液ろ過用補充液ＢＳＧ 扶桑薬品工業 先発品 822
注射薬 3410538G2028 人工透析液 ２０２０ｍＬ１キッ

ト
サブラッド血液ろ過用補充液ＢＳＧ 扶桑薬品工業 先発品 1,157



注射薬 3410539A1023 人工透析液 １０Ｌ１瓶（炭酸水
素ナトリウム付）

キンダリー透析剤ＡＦ４Ｐ号 扶桑薬品工業 先発品 1,528

注射薬 3410539D1020 人工透析液 ３袋１組 キンダリー透析剤４Ｄ 扶桑薬品工業 先発品 1,568
注射薬 3410539D2026 人工透析液 ２袋１組 キンダリー透析剤４Ｅ 扶桑薬品工業 先発品 1,541
注射薬 3410540A1026 人工透析液 ６Ｌ１瓶（炭酸水素

ナトリウム液付）
キンダリー透析剤ＡＦ４号 扶桑薬品工業 先発品 2,233

注射薬 3410540A2022 人工透析液 ９Ｌ１瓶（炭酸水素
ナトリウム液付）

キンダリー透析剤ＡＦ４号 扶桑薬品工業 先発品 3,013

注射薬 3410541D1027 人工透析液 ２瓶１組 Ｄドライ透析剤２．７５Ｓ 日機装 先発品 1,215 H29.5.31収載
注射薬 3420409A2051 腹膜透析液 １Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５

腹膜透析液
バクスター 先発品 545

注射薬 3420409A3066 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 630

注射薬 3420409A4062 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 865

注射薬 3420409A5050 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 1,308

注射薬 3420409A6081 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ステイセーフバランス　２／１．５
腹膜透析液

フレゼニウス
メディカル　ケ
ア　ジャパン

後発品 1,126

注射薬 3420409A6090 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 ○ 1,374

注射薬 3420409A7088 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　２／１．５
腹膜透析液

フレゼニウス
メディカル　ケ
ア　ジャパン

★ 1,614

注射薬 3420409A7096 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 1,575

注射薬 3420409A8076 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 2,010

注射薬 3420409A9064 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ステイセーフバランス　２／１．５
腹膜透析液

フレゼニウス
メディカル　ケ
ア　ジャパン

★ 1,734

注射薬 3420409A9072 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 1,722

注射薬 3420409H1053 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ステイセーフバランス　２／１．５
腹膜透析液

フレゼニウス
メディカル　ケ
ア　ジャパン

後発品 835

注射薬 3420409H1061 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　１．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 ○ 1,140

注射薬 3420410A2054 腹膜透析液 １Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 537

注射薬 3420410A3069 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 609

注射薬 3420410A4065 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 901

注射薬 3420410A5053 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 1,281

注射薬 3420410A6084 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ステイセーフバランス　２／２．５
腹膜透析液

フレゼニウス
メディカル　ケ
ア　ジャパン

後発品 1,094

注射薬 3420410A6092 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 ○ 1,325

注射薬 3420410A7080 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　２／２．５
腹膜透析液

フレゼニウス
メディカル　ケ
ア　ジャパン

後発品 1,444

注射薬 3420410A7099 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 ○ 1,577

注射薬 3420410A8079 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 2,011

注射薬 3420410A9067 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ステイセーフバランス　２／２．５
腹膜透析液

フレゼニウス
メディカル　ケ
ア　ジャパン

後発品 1,690

注射薬 3420410A9075 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 ○ 1,776

注射薬 3420410H1056 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ステイセーフバランス　２／２．５
腹膜透析液

フレゼニウス
メディカル　ケ
ア　ジャパン

後発品 710

注射薬 3420410H1064 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２　２．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 ○ 1,135

注射薬 3420411A4051 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ダイアニールＰＤ－２　４．２５腹膜
透析液

バクスター 先発品 ○ 1,050

注射薬 3420411A4060 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ステイセーフバランス　２／４．２５
腹膜透析液

フレゼニウス
メディカル　ケ
ア　ジャパン

後発品 860

注射薬 3420411A6070 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ステイセーフバランス　２／４．２５
腹膜透析液

フレゼニウス
メディカル　ケ
ア　ジャパン

後発品 1,289

注射薬 3420411A6089 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ダイアニールＰＤ－２　４．２５腹膜
透析液

バクスター 先発品 ○ 1,650

注射薬 3420411A7077 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　２／４．２５
腹膜透析液

フレゼニウス
メディカル　ケ
ア　ジャパン

後発品 1,560

注射薬 3420411A7085 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ダイアニールＰＤ－２　４．２５腹膜
透析液

バクスター 先発品 ○ 1,817

注射薬 3420412A1049 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 ミッドペリック１３５腹膜透析液 テルモ 先発品 883
注射薬 3420412A2045 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ミッドペリック１３５腹膜透析液 テルモ 先発品 1,058
注射薬 3420412A4048 腹膜透析液 １Ｌ１袋 ミッドペリック１３５腹膜透析液 テルモ 先発品 580
注射薬 3420412A5044 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用

バッグ付）
ミッドペリック１３５腹膜透析液 テルモ 先発品 1,418

注射薬 3420412A6040 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ミッドペリック１３５腹膜透析液 テルモ 先発品 1,599

注射薬 3420412A7047 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ミッドペリック１３５腹膜透析液 テルモ 先発品 1,813

注射薬 3420413A1043 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 ミッドペリック２５０腹膜透析液 テルモ 先発品 868
注射薬 3420413A2040 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ミッドペリック２５０腹膜透析液 テルモ 先発品 1,020
注射薬 3420413A4042 腹膜透析液 １Ｌ１袋 ミッドペリック２５０腹膜透析液 テルモ 先発品 674
注射薬 3420413A5049 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用

バッグ付）
ミッドペリック２５０腹膜透析液 テルモ 先発品 1,528

注射薬 3420413A6045 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ミッドペリック２５０腹膜透析液 テルモ 先発品 1,558

注射薬 3420413A7041 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ミッドペリック２５０腹膜透析液 テルモ 先発品 1,846

注射薬 3420414A2044 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ミッドペリック４００腹膜透析液 テルモ 先発品 1,076
注射薬 3420414A5043 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用

バッグ付）
ミッドペリック４００腹膜透析液 テルモ 先発品 1,649

注射薬 3420414A6040 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ミッドペリック４００腹膜透析液 テルモ 先発品 1,663

注射薬 3420414A7046 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ミッドペリック４００腹膜透析液 テルモ 先発品 2,266

注射薬 3420415A2049 腹膜透析液 １Ｌ１袋 ペリセート３６０Ｎ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 568

注射薬 3420415A3045 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 ペリセート３６０Ｎ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 837

注射薬 3420415A4041 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ペリセート３６０Ｎ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 1,048

注射薬 3420415A6044 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ペリセート３６０Ｎ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 1,368

注射薬 3420415A7040 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ペリセート３６０Ｎ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 1,720

注射薬 3420415A8047 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ペリセート３６０Ｎ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 1,873

注射薬 3420415H1040 腹膜透析液 ３Ｌ１袋 ペリセート３６０Ｎ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 1,476

注射薬 3420415H6034 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ペリセート３６０Ｎ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 2,091

注射薬 3420416A2043 腹膜透析液 １Ｌ１袋 ペリセート４００Ｎ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 507

注射薬 3420416A3040 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 ペリセート４００Ｎ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 738

注射薬 3420416A4046 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ペリセート４００Ｎ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 1,141

注射薬 3420416A6049 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ペリセート４００Ｎ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 1,349

注射薬 3420416A7045 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ペリセート４００Ｎ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 1,586



注射薬 3420416A8041 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ペリセート４００Ｎ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 1,760

注射薬 3420416H1045 腹膜透析液 ３Ｌ１袋 ペリセート４００Ｎ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 1,602

注射薬 3420416H3030 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ペリセート４００Ｎ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 1,900

注射薬 3420419A2047 腹膜透析液 １Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 534

注射薬 3420419A3043 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 718

注射薬 3420419A4040 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 921

注射薬 3420419A5054 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ステイセーフバランス　１／１．５
腹膜透析液

フレゼニウス
メディカル　ケ
ア　ジャパン

★ 1,223

注射薬 3420419A5062 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 1,203

注射薬 3420419A6050 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 1,436

注射薬 3420419A7065 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ステイセーフバランス　１／１．５
腹膜透析液

フレゼニウス
メディカル　ケ
ア　ジャパン

後発品 1,458

注射薬 3420419A7073 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 ○ 1,580

注射薬 3420419A8061 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　１／１．５
腹膜透析液

フレゼニウス
メディカル　ケ
ア　ジャパン

後発品 1,469

注射薬 3420419A8070 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 ○ 1,651

注射薬 3420419A9050 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ステイセーフバランス　１／１．５
腹膜透析液

フレゼニウス
メディカル　ケ
ア　ジャパン

後発品 1,748

注射薬 3420419A9068 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 ○ 2,005

注射薬 3420419H1065 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　１．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 2,346

注射薬 3420420A2040 腹膜透析液 １Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 583

注射薬 3420420A3046 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 723

注射薬 3420420A4042 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 890

注射薬 3420420A5057 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ステイセーフバランス　１／２．５
腹膜透析液

フレゼニウス
メディカル　ケ
ア　ジャパン

★ 1,284

注射薬 3420420A5065 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 1,226

注射薬 3420420A6053 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 1,445

注射薬 3420420A7068 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ステイセーフバランス　１／２．５
腹膜透析液

フレゼニウス
メディカル　ケ
ア　ジャパン

後発品 1,424

注射薬 3420420A7076 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 ○ 1,548

注射薬 3420420A8064 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　１／２．５
腹膜透析液

フレゼニウス
メディカル　ケ
ア　ジャパン

★ 1,688

注射薬 3420420A8072 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 1,667

注射薬 3420420A9052 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ステイセーフバランス　１／２．５
腹膜透析液

フレゼニウス
メディカル　ケ
ア　ジャパン

後発品 1,707

注射薬 3420420A9060 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 ○ 1,897

注射薬 3420420H1068 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－４　２．５
腹膜透析液

バクスター 先発品 2,313

注射薬 3420421A4039 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ダイアニールＰＤ－４　４．２５腹膜
透析液

バクスター 先発品 ○ 1,168

注射薬 3420421A4047 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ステイセーフバランス　１／４．２５
腹膜透析液

フレゼニウス
メディカル　ケ
ア　ジャパン

後発品 823

注射薬 3420421A6040 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ダイアニールＰＤ－４　４．２５腹膜
透析液

バクスター 先発品 ○ 1,496

注射薬 3420421A6058 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　１／４．２５
腹膜透析液

フレゼニウス
メディカル　ケ
ア　ジャパン

後発品 1,236

注射薬 3420421A7054 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ステイセーフバランス　１／４．２５
腹膜透析液

フレゼニウス
メディカル　ケ
ア　ジャパン

後発品 1,423

注射薬 3420421A8050 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ステイセーフバランス　１／４．２５
腹膜透析液

フレゼニウス
メディカル　ケ
ア　ジャパン

後発品 1,648

注射薬 3420421A8069 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ダイアニールＰＤ－４　４．２５腹膜
透析液

バクスター 先発品 ○ 1,763

注射薬 3420426A2047 腹膜透析液 １Ｌ１袋 ペリセート３６０ＮＬ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 634

注射薬 3420426A3043 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ペリセート３６０ＮＬ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 1,504

注射薬 3420426A4040 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 ペリセート３６０ＮＬ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 940

注射薬 3420426A5046 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ペリセート３６０ＮＬ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 1,682

注射薬 3420426A6042 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ペリセート３６０ＮＬ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 1,045

注射薬 3420426A7049 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ペリセート３６０ＮＬ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 1,860

注射薬 3420426A8045 腹膜透析液 ３Ｌ１袋 ペリセート３６０ＮＬ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 1,582

注射薬 3420426H1030 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ペリセート３６０ＮＬ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 2,123

注射薬 3420427A2041 腹膜透析液 １Ｌ１袋 ペリセート４００ＮＬ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 538

注射薬 3420427A3048 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ペリセート４００ＮＬ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 1,132

注射薬 3420427A4044 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 ペリセート４００ＮＬ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 943

注射薬 3420427A5040 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ペリセート４００ＮＬ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 1,690

注射薬 3420427A6047 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ペリセート４００ＮＬ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 965

注射薬 3420427A7043 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ペリセート４００ＮＬ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 1,887

注射薬 3420427A8040 腹膜透析液 ３Ｌ１袋 ペリセート４００ＮＬ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 1,551

注射薬 3420427H1035 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ペリセート４００ＮＬ腹膜透析液 ジェイ・エム・
エス

先発品 1,887

注射薬 3420429A1044 腹膜透析液 １Ｌ１袋 ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 テルモ 先発品 650
注射薬 3420429A2040 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用

バッグ付）
ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 テルモ 先発品 1,326

注射薬 3420429A3047 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 テルモ 先発品 793
注射薬 3420429A4043 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液

用バッグ付）
ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 テルモ 先発品 1,635

注射薬 3420429A5040 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 テルモ 先発品 1,047
注射薬 3420429A6046 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用

バッグ付）
ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 テルモ 先発品 1,786

注射薬 3420429A7042 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 テルモ 先発品 2,242

注射薬 3420429H1034 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液 テルモ 先発品 1,247
注射薬 3420430A1047 腹膜透析液 １Ｌ１袋 ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液 テルモ 先発品 604
注射薬 3420430A2043 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用

バッグ付）
ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液 テルモ 先発品 1,442

注射薬 3420430A3040 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液 テルモ 先発品 894
注射薬 3420430A4046 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液

用バッグ付）
ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液 テルモ 先発品 1,526

注射薬 3420430A5042 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液 テルモ 先発品 1,042



注射薬 3420430A6049 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液 テルモ 先発品 1,708

注射薬 3420430A7045 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液 テルモ 先発品 2,335

注射薬 3420430H1037 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液 テルモ 先発品 1,242
注射薬 3420431A2048 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用

バッグ付）
ミッドペリックＬ４００腹膜透析液 テルモ 先発品 1,712

注射薬 3420431A4040 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ミッドペリックＬ４００腹膜透析液 テルモ 先発品 1,796

注射薬 3420431A5047 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ミッドペリックＬ４００腹膜透析液 テルモ 先発品 1,146
注射薬 3420431A6043 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用

バッグ付）
ミッドペリックＬ４００腹膜透析液 テルモ 先発品 1,796

注射薬 3420432A1038 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 エクストラニール腹膜透析液 バクスター 先発品 ○ 789
注射薬 3420432A1046 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋 ニコペリック腹膜透析液 テルモ 後発品 698
注射薬 3420432A2034 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液

用バッグ付）
エクストラニール腹膜透析液 バクスター 先発品 ○ 1,770

注射薬 3420432A2042 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

ニコペリック腹膜透析液 テルモ 後発品 1,255

注射薬 3420432A3030 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 エクストラニール腹膜透析液 バクスター 先発品 ○ 1,126
注射薬 3420432A3049 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 ニコペリック腹膜透析液 テルモ 後発品 859
注射薬 3420432A4037 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用

バッグ付）
エクストラニール腹膜透析液 バクスター 先発品 ○ 2,027

注射薬 3420432A4045 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

ニコペリック腹膜透析液 テルモ 後発品 1,427

注射薬 3420433A1024 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

レギュニール　ＨＣａ　１．５腹膜透
析液

バクスター 先発品 1,231

注射薬 3420433A2020 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

レギュニール　ＨＣａ　１．５腹膜透
析液

バクスター 先発品 1,516

注射薬 3420433A3027 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

レギュニール　ＨＣａ　１．５腹膜透
析液

バクスター 先発品 1,736

注射薬 3420433A4023 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 レギュニール　ＨＣａ　１．５腹膜透
析液

バクスター 先発品 1,163

注射薬 3420433A5020 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 レギュニール　ＨＣａ　１．５腹膜透
析液

バクスター 先発品 2,326

注射薬 3420434A1029 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

レギュニール　ＨＣａ　２．５腹膜透
析液

バクスター 先発品 1,165

注射薬 3420434A2025 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

レギュニール　ＨＣａ　２．５腹膜透
析液

バクスター 先発品 1,496

注射薬 3420434A3021 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

レギュニール　ＨＣａ　２．５腹膜透
析液

バクスター 先発品 1,699

注射薬 3420434A4028 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 レギュニール　ＨＣａ　２．５腹膜透
析液

バクスター 先発品 1,156

注射薬 3420434A5024 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 レギュニール　ＨＣａ　２．５腹膜透
析液

バクスター 先発品 2,201

注射薬 3420435A1023 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 レギュニール　ＨＣａ　４．２５腹膜
透析液

バクスター 先発品 1,103

注射薬 3420436A1028 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

レギュニール　ＬＣａ　１．５腹膜透
析液

バクスター 先発品 1,288

注射薬 3420436A2024 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

レギュニール　ＬＣａ　１．５腹膜透
析液

バクスター 先発品 1,531

注射薬 3420436A3020 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

レギュニール　ＬＣａ　１．５腹膜透
析液

バクスター 先発品 1,785

注射薬 3420436A4027 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 レギュニール　ＬＣａ　１．５腹膜透
析液

バクスター 先発品 1,207

注射薬 3420436A5023 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 レギュニール　ＬＣａ　１．５腹膜透
析液

バクスター 先発品 2,415

注射薬 3420437A1022 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

レギュニール　ＬＣａ　２．５腹膜透
析液

バクスター 先発品 1,345

注射薬 3420437A2029 腹膜透析液 １．５Ｌ１袋（排液
用バッグ付）

レギュニール　ＬＣａ　２．５腹膜透
析液

バクスター 先発品 1,553

注射薬 3420437A3025 腹膜透析液 ２Ｌ１袋（排液用
バッグ付）

レギュニール　ＬＣａ　２．５腹膜透
析液

バクスター 先発品 1,808

注射薬 3420437A4021 腹膜透析液 ２．５Ｌ１袋 レギュニール　ＬＣａ　２．５腹膜透
析液

バクスター 先発品 1,264

注射薬 3420437A5028 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 レギュニール　ＬＣａ　２．５腹膜透
析液

バクスター 先発品 2,528

注射薬 3420438A1027 腹膜透析液 ２Ｌ１袋 レギュニール　ＬＣａ　４．２５腹膜
透析液

バクスター 先発品 1,201

注射薬 3919502A1120 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 ケベラＳ注 マイラン製薬 後発品 56

注射薬 3919502A1155 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 ニチファーゲン注 日新製薬（山
形）

後発品 56

注射薬 3919502A1309 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 アミファーゲンＰ注２０ｍＬ ケミックス 後発品 56

注射薬 3919502A1341 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 強力ネオミノファーゲンシー静注２０
ｍＬ

ミノファーゲン
製薬

125

注射薬 3919502A1350 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 キョウミノチン静注２０ｍＬ 原沢製薬工業 後発品 56

注射薬 3919502A1376 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 ネオファーゲン静注２０ｍＬ 大塚製薬工場 後発品 56

注射薬 3919502A1384 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 強力ネオミノファーゲンシーＰ静注２
０ｍＬ

ミノファーゲン
製薬

125

注射薬 3919502A1392 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 アスファーゲン静注２０ｍＬ 共和薬品工業 後発品 56

注射薬 3919502A1406 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 グリファーゲン静注２０ｍＬ 日医工ファーマ 後発品 56

注射薬 3919502A1414 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 レミゲン静注２０ｍＬ 東和薬品 後発品 56

注射薬 3919502A1422 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 キョウミノチン静注ＰＬ 原沢製薬工業 後発品 56

注射薬 3919502A1430 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 グルコリン配合静注 扶桑薬品工業 後発品 56

注射薬 3919502A1449 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１管 ヒシファーゲン配合静注 ニプロ 後発品 56

注射薬 3919502A2100 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

５ｍＬ１管 ニチファーゲン注 日新製薬（山
形）

後発品 56

注射薬 3919502A2186 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

５ｍＬ１管 強力ネオミノファーゲンシー静注５ｍ
Ｌ

ミノファーゲン
製薬

65

注射薬 3919502A2194 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

５ｍＬ１管 キョウミノチン静注５ｍＬ 原沢製薬工業 後発品 56

注射薬 3919502A4030 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

１００ｍＬ１袋 ネオファーゲン静注１００ｍＬ 大塚製薬工場 後発品 137

注射薬 3919502G1034 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１筒 ミノフィット注２０ｍＬシリンジ テルモ 後発品 169 H30.3.31まで

注射薬 3919502G1077 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１筒 強力ネオミノファーゲンシー静注シリ
ンジ２０ｍＬ

ミノファーゲン
製薬

209

注射薬 3919502G1085 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

２０ｍＬ１筒 ヒシファーゲン配合静注シリンジ２０
ｍＬ

ニプロ 後発品 169

注射薬 3919502G2022 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

４０ｍＬ１筒 ミノフィット注４０ｍＬシリンジ テルモ 後発品 267 H30.3.31まで

注射薬 3919502G2049 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

４０ｍＬ１筒 強力ネオミノファーゲンシー静注シリ
ンジ４０ｍＬ

ミノファーゲン
製薬

340

注射薬 3919502G2057 グリチルリチン・グリシ
ン・システイン配合剤

４０ｍＬ１筒 ヒシファーゲン配合静注シリンジ４０
ｍＬ

ニプロ 後発品 267

注射薬 3921400A1032 エデト酸カルシウム二ナ
トリウム水和物

２０％５ｍＬ１管 ブライアン点滴静注１ｇ 日新製薬（山
形）

436

注射薬 3922400D1060 グルタチオン １００ｍｇ１管 タチオン注射用１００ｍｇ 長生堂製薬 74
注射薬 3922400D3110 グルタチオン ２００ｍｇ１管 グルタチオン注射用２００ｍｇ「タイ

ヨー」
武田テバファー
マ

後発品 56

注射薬 3922400D3128 グルタチオン ２００ｍｇ１管 タチオン注射用２００ｍｇ 長生堂製薬 98

注射薬 3923400A1010 ジメルカプロール １０％１ｍＬ１管 局 ジメルカプロール注射液 1,615
注射薬 3925400A1015 チオ硫酸ナトリウム水和

物
１０％２０ｍＬ１管 局 チオ硫酸ナトリウム注射液 464

注射薬 3925400A2011 チオ硫酸ナトリウム水和
物

１０％２０ｍＬ１瓶 局 チオ硫酸ナトリウム注射液 464

注射薬 3929400A3017 炭酸水素ナトリウム ７％２０ｍＬ１管 局 炭酸水素ナトリウム注射液 87
注射薬 3929400A3220 炭酸水素ナトリウム ７％２０ｍＬ１管 局 炭酸水素Ｎａ静注７％ＰＬ「フソー」 扶桑薬品工業 94
注射薬 3929400A3238 炭酸水素ナトリウム ７％２０ｍＬ１管 局 メイロン静注７％ 大塚製薬工場 94
注射薬 3929400A7012 炭酸水素ナトリウム ８．４％２０ｍＬ１

管
局 炭酸水素ナトリウム注射液 94

注射薬 3929400H1012 炭酸水素ナトリウム １．２６％１Ｌ１袋 局 炭酸水素ナトリウム注射液 475
注射薬 3929400H2019 炭酸水素ナトリウム ７％２５０ｍＬ１袋 局 炭酸水素ナトリウム注射液 234
注射薬 3929400H3015 炭酸水素ナトリウム ８．４％２５０ｍＬ

１袋
局 炭酸水素ナトリウム注射液 234

注射薬 3929401A1035 プラリドキシムヨウ化物 ２．５％２０ｍＬ１
管

パム静注５００ｍｇ 大日本住友製薬 617



注射薬 3929402D1036 デフェロキサミンメシル
酸塩

５００ｍｇ１瓶 デスフェラール注射用５００ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 1,552

注射薬 3929403A1034 ホリナートカルシウム ０．３％１ｍＬ１管 ロイコボリン注３ｍｇ ファイザー 436
注射薬 3929404A1039 Ｌ－メチオニン ５％２ｍＬ１管 Ｌ－メチオニン注射液１００ｍｇ「日

本臓器」
日本臓器製薬 58

注射薬 3929406A1020 メスナ １００ｍｇ１ｍＬ１
管

ウロミテキサン注１００ｍｇ 塩野義製薬 先発品 400
注射薬 3929406A2026 メスナ ４００ｍｇ４ｍＬ１

管
ウロミテキサン注４００ｍｇ 塩野義製薬 先発品 942

注射薬 3929407D1039 レボホリナートカルシウ
ム

２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ
「ＢＴ」

コーアバイオ
テックベイ

後発品 926

注射薬 3929407D1047 レボホリナートカルシウ
ム

２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 926

注射薬 3929407D1055 レボホリナートカルシウ
ム

２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 926

注射薬 3929407D1063 レボホリナートカルシウ
ム

２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ
「ＮＫ」

高田製薬 後発品 1,060

注射薬 3929407D1071 レボホリナートカルシウ
ム

２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 926

注射薬 3929407D1080 レボホリナートカルシウ
ム

２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５「オー
ハラ」

大原薬品工業 後発品 926

注射薬 3929407D1098 レボホリナートカルシウ
ム

２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 926

注射薬 3929407D1101 レボホリナートカルシウ
ム

２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ
「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 926

注射薬 3929407D1110 レボホリナートカルシウ
ム

２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 926

注射薬 3929407D1128 レボホリナートカルシウ
ム

２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 926

注射薬 3929407D1136 レボホリナートカルシウ
ム

２５ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ
「ヤクルト」

ヤクルト本社 後発品 926

注射薬 3929407D1160 レボホリナートカルシウ
ム

２５ｍｇ１瓶 アイソボリン点滴静注用２５ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 2,109

注射薬 3929407D1179 レボホリナートカルシウ
ム

２５ｍｇ１瓶 レボホリナートカルシウム点滴静注用
２５ｍｇ「サンド」

サンド 後発品 926

注射薬 3929407D2035 レボホリナートカルシウ
ム

１００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ
「ＮＫ」

高田製薬 後発品 3,735

注射薬 3929407D2043 レボホリナートカルシウ
ム

１００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００
「オーハラ」

大原薬品工業 後発品 3,186

注射薬 3929407D2051 レボホリナートカルシウ
ム

１００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 3,186

注射薬 3929407D2060 レボホリナートカルシウ
ム

１００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ
「ヤクルト」

ヤクルト本社 後発品 3,186

注射薬 3929407D2078 レボホリナートカルシウ
ム

１００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 3,186

注射薬 3929407D2086 レボホリナートカルシウ
ム

１００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 3,186

注射薬 3929407D2094 レボホリナートカルシウ
ム

１００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 3,186

注射薬 3929407D2108 レボホリナートカルシウ
ム

１００ｍｇ１瓶 アイソボリン点滴静注用１００ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 7,343

注射薬 3929407D2116 レボホリナートカルシウ
ム

１００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 3,186

注射薬 3929407D2124 レボホリナートカルシウ
ム

１００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 3,186

注射薬 3929407D2132 レボホリナートカルシウ
ム

１００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ
「ＢＴ」

コーアバイオ
テックベイ

後発品 3,735

注射薬 3929407D2140 レボホリナートカルシウ
ム

１００ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ
「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 3,186

注射薬 3929407D2167 レボホリナートカルシウ
ム

１００ｍｇ１瓶 レボホリナートカルシウム点滴静注用
１００ｍｇ「サンド」

サンド 後発品 3,186

注射薬 3929407D3023 レボホリナートカルシウ
ム

５０ｍｇ１瓶 レボホリナート点滴静注用５０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 2,560

注射薬 3929407D4046 レボホリナートカルシウ
ム

１２５ｍｇ１瓶 レボホリナートカルシウム点滴静注用
１２５ｍｇ「サンド」

サンド 後発品 4,814

注射薬 3929408D2021 ヒドロキソコバラミン ５ｇ１瓶（溶解液
付）

シアノキット注射用５ｇセット メルクセローノ 先発品 91,161
注射薬 3929409A1023 スガマデクスナトリウム ２００ｍｇ２ｍＬ１

瓶
ブリディオン静注２００ｍｇ ＭＳＤ 先発品 10,193

注射薬 3929409A2020 スガマデクスナトリウム ５００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

ブリディオン静注５００ｍｇ ＭＳＤ 先発品 24,328
注射薬 3929410D1022 デクスラゾキサン ５００ｍｇ１瓶 サビーン点滴静注用５００ｍｇ キッセイ薬品工

業
先発品 45,593

注射薬 3929411A1020 ホメピゾール １．５ｇ１瓶 ホメピゾール点滴静注１．５ｇ「タケ
ダ」

武田薬品工業 先発品 137,893

注射薬 3929412A1025 メチルチオニニウム塩化
物水和物

５０ｍｇ１０ｍＬ１
管

メチレンブルー静注５０ｍｇ「第一三
共」

第一三共 先発品 120,382

注射薬 3954400D4071 ウロキナーゼ ６０，０００単位１
瓶

ウロキナーゼ注「フジ」６０，０００ わかもと製薬 先発品 1,094
注射薬 3954400D4080 ウロキナーゼ ６０，０００単位１

瓶
ウロナーゼ静注用６万単位 持田製薬 先発品 2,934

注射薬 3954400D5043 ウロキナーゼ １２０，０００単位
１瓶

ウロナーゼ冠動注用１２万単位 持田製薬 先発品 6,032

注射薬 3954400D6040 ウロキナーゼ ２４０，０００単位
１瓶

ウロキナーゼ注「フジ」２４万 わかもと製薬 先発品 3,859 H30.3.31まで

注射薬 3954400D6058 ウロキナーゼ ２４０，０００単位
１瓶

ウロナーゼ静注用２４万単位 持田製薬 先発品 8,560

注射薬 3959400A1030 バトロキソビン １０単位１管 デフィブラーゼ点滴静注液１０単位 東菱薬品工業 先発品 8,158
注射薬 3959402D1027 アルテプラーゼ（遺伝子

組換え）
６００万国際単位１
瓶（溶解液付）

アクチバシン注６００万 協和発酵キリン 先発品 49,117

注射薬 3959402D1035 アルテプラーゼ（遺伝子
組換え）

６００万国際単位１
瓶（溶解液付）

グルトパ注６００万 田辺三菱製薬 先発品 48,269

注射薬 3959402D2023 アルテプラーゼ（遺伝子
組換え）

１，２００万国際単
位１瓶（溶解液付）

アクチバシン注１２００万 協和発酵キリン 先発品 99,132

注射薬 3959402D2031 アルテプラーゼ（遺伝子
組換え）

１，２００万国際単
位１瓶（溶解液付）

グルトパ注１２００万 田辺三菱製薬 先発品 103,080

注射薬 3959402D3020 アルテプラーゼ（遺伝子
組換え）

２，４００万国際単
位１瓶（溶解液付）

アクチバシン注２４００万 協和発酵キリン 先発品 199,236

注射薬 3959402D3038 アルテプラーゼ（遺伝子
組換え）

２，４００万国際単
位１瓶（溶解液付）

グルトパ注２４００万 田辺三菱製薬 先発品 197,903

注射薬 3959406D2021 イミグルセラーゼ（遺伝
子組換え）

４００単位１瓶 セレザイム静注用４００単位 サノフィ 先発品 297,459

注射薬 3959407D1038 モンテプラーゼ（遺伝子
組換え）

４０万国際単位１瓶 クリアクター静注用４０万 エーザイ 先発品 46,281

注射薬 3959407D2034 モンテプラーゼ（遺伝子
組換え）

８０万国際単位１瓶 クリアクター静注用８０万 エーザイ 先発品 85,140

注射薬 3959407D3030 モンテプラーゼ（遺伝子
組換え）

１６０万国際単位１
瓶

クリアクター静注用１６０万 エーザイ 先発品 167,635

注射薬 3959409D1029 アガルシダーゼベータ
（遺伝子組換え）

５ｍｇ１瓶 ファブラザイム点滴静注用５ｍｇ サノフィ 先発品 129,964

注射薬 3959409D2025 アガルシダーゼベータ
（遺伝子組換え）

３５ｍｇ１瓶 ファブラザイム点滴静注用３５ｍｇ サノフィ 先発品 726,768

注射薬 3959410A1025 アガルシダーゼアルファ
（遺伝子組換え）

３．５ｍｇ３．５ｍ
Ｌ１瓶

リプレガル点滴静注用３．５ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 365,889

注射薬 3959411A1020 ラロニダーゼ（遺伝子組
換え）

２．９ｍｇ５ｍＬ１
瓶

アウドラザイム点滴静注液２．９ｍｇ サノフィ 先発品 114,554

注射薬 3959412F1021 アルグルコシダーゼアル
ファ（遺伝子組換え）

５０ｍｇ１瓶 マイオザイム点滴静注用５０ｍｇ サノフィ 先発品 96,680

注射薬 3959413A1029 イデュルスルファーゼ
（遺伝子組換え）

６ｍｇ３ｍＬ１瓶 エラプレース点滴静注液６ｍｇ サノフィ 先発品 394,344

注射薬 3959414A1023 ガルスルファーゼ（遺伝
子組換え）

５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ナグラザイム点滴静注液５ｍｇ アンジェス 先発品 264,111

注射薬 3959415F1025 ラスブリカーゼ（遺伝子
組換え）

１．５ｍｇ１瓶（溶
解液付）

ラスリテック点滴静注用１．５ｍｇ サノフィ 先発品 12,894

注射薬 3959415F2021 ラスブリカーゼ（遺伝子
組換え）

７．５ｍｇ１瓶（溶
解液付）

ラスリテック点滴静注用７．５ｍｇ サノフィ 先発品 51,365

注射薬 3959416F1020 ベラグルセラーゼ　アル
ファ（遺伝子組換え）

４００単位１瓶 ビプリブ点滴静注用４００単位 シャイアー・
ジャパン

先発品 300,146

注射薬 3959417A1027 エロスルファーゼ　アル
ファ（遺伝子組換え）

５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ビミジム点滴静注液５ｍｇ ＢｉｏＭａｒｉ
ｎ　Ｐｈａｒｍ
ａｃｅｕｔｉｃ
ａｌ　Ｊａｐａ
ｎ

先発品 129,908

注射薬 3959418A1021 アスホターゼ　アルファ
（遺伝子組換え）

１２ｍｇ０．３ｍＬ
１瓶

ストレンジック皮下注１２ｍｇ／０．
３ｍＬ

アレクシオン
ファーマ

先発品 131,859

注射薬 3959418A2028 アスホターゼ　アルファ
（遺伝子組換え）

１８ｍｇ０．４５ｍ
Ｌ１瓶

ストレンジック皮下注１８ｍｇ／０．
４５ｍＬ

アレクシオン
ファーマ

先発品 197,788

注射薬 3959418A3024 アスホターゼ　アルファ
（遺伝子組換え）

２８ｍｇ０．７ｍＬ
１瓶

ストレンジック皮下注２８ｍｇ／０．
７ｍＬ

アレクシオン
ファーマ

先発品 307,671

注射薬 3959418A4020 アスホターゼ　アルファ
（遺伝子組換え）

４０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ストレンジック皮下注４０ｍｇ／１ｍ
Ｌ

アレクシオン
ファーマ

先発品 439,530

注射薬 3959418A5027 アスホターゼ　アルファ
（遺伝子組換え）

８０ｍｇ０．８ｍＬ
１瓶

ストレンジック皮下注８０ｍｇ／０．
８ｍＬ

アレクシオン
ファーマ

先発品 879,061



注射薬 3959419A1026 セベリパーゼ　アルファ
（遺伝子組換え）

２０ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

カヌマ点滴静注液２０ｍｇ アレクシオン
ファーマ

先発品 1,277,853 H28.5.25収載

注射薬 3991400A4109 コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム

１％２０ｍＬ１管 コンドナール注２００ｍｇ 東和薬品 後発品 59

注射薬 3991400A4117 コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム

１％２０ｍＬ１管 コンドロイチン注１％「マイラン」 マイラン製薬 後発品 59 H30.3.31まで

注射薬 3991400A4125 コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム

１％２０ｍＬ１管 コンドロイチン硫酸ナトリウム注２０
０ｍｇ「ハラサワ」

原沢製薬工業 後発品 59

注射薬 3991400A4133 コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム

１％２０ｍＬ１管 コンドロイチン硫酸ナトリウム注射液
２００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 59

注射薬 3991400A6071 コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム

２％１０ｍＬ１管 コンドロイチン注２％「マイラン」 マイラン製薬 後発品 58 H30.3.31まで

注射薬 3991400A6080 コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム

２％１０ｍＬ１管 ホモック注２００ｍｇ コーアイセイ 後発品 58

注射薬 3991400A6098 コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム

２％１０ｍＬ１管 コンドロイチン注２００ｍｇ「ウジ」 共和薬品工業 後発品 58

注射薬 3992400A1034 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム水和物

１０ｍｇ１管 アデシノンＰ注射液１０ｍｇ わかもと製薬 後発品 50

注射薬 3992400A1085 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム水和物

１０ｍｇ１管 ＡＴＰ注１０ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 50

注射薬 3992400A1107 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム水和物

１０ｍｇ１管 トリノシンＳ注射液１０ｍｇ トーアエイヨー 59

注射薬 3992400A1123 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム水和物

１０ｍｇ１管 アデホス－Ｌコーワ注１０ｍｇ 興和 60

注射薬 3992400A2022 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム水和物

２０ｍｇ１管 アデシノンＰ注射液２０ｍｇ わかもと製薬 後発品 50

注射薬 3992400A2090 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム水和物

２０ｍｇ１管 ＡＴＰ注２０ｍｇ「イセイ」 コーアイセイ 後発品 50

注射薬 3992400A2111 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム水和物

２０ｍｇ１管 トリノシンＳ注射液２０ｍｇ トーアエイヨー 59

注射薬 3992400A2138 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム水和物

２０ｍｇ１管 アデホス－Ｌコーワ注２０ｍｇ 興和 60

注射薬 3992400A3045 アデノシン三リン酸二ナ
トリウム水和物

４０ｍｇ１管 アデホス－Ｌコーワ注４０ｍｇ 興和 61

注射薬 3999401A1013 エルカトニン ４０エルカトニン単
位１ｍＬ１管

エルカトニン４０エルカトニン単位１
ｍＬ注射液

後発品 251

注射薬 3999401A1200 エルカトニン ４０エルカトニン単
位１ｍＬ１管

エルシトニン注４０単位 旭化成ファーマ 先発品 ○ 1,086

注射薬 3999401A2010 エルカトニン １０エルカトニン単
位１ｍＬ１管

エルカトニン１０エルカトニン単位１
ｍＬ注射液

後発品 67

注射薬 3999401A2028 エルカトニン １０エルカトニン単
位１ｍＬ１管

エルシトニン注１０単位 旭化成ファーマ 先発品 ○ 514

注射薬 3999401A3016 エルカトニン ２０エルカトニン単
位１ｍＬ１管

エルカトニン２０エルカトニン単位１
ｍＬ注射液

後発品 99

注射薬 3999401A3024 エルカトニン ２０エルカトニン単
位１ｍＬ１管

エルシトニン注２０Ｓ 旭化成ファーマ 先発品 ○ 955

注射薬 3999401G1024 エルカトニン １０エルカトニン単
位１ｍＬ１筒

ラスカルトン１０ディスポ 武田テバファー
マ

後発品 326

注射薬 3999401G2020 エルカトニン ２０エルカトニン単
位１ｍＬ１筒

エルシトニン注２０Ｓディスポ 旭化成ファーマ 先発品 1,005

注射薬 3999403D1019 ガベキサートメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 ガベキサートメシル酸塩１００ｍｇ注
射用

後発品 165

注射薬 3999403D1221 ガベキサートメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 注射用エフオーワイ１００ 小野薬品工業 先発品 ○ 775
注射薬 3999403D2015 ガベキサートメシル酸塩 ５００ｍｇ１瓶 ガベキサートメシル酸塩５００ｍｇ注

射用
後発品 699

注射薬 3999403D2023 ガベキサートメシル酸塩 ５００ｍｇ１瓶 注射用エフオーワイ５００ 小野薬品工業 先発品 ○ 3,223
注射薬 3999405A1038 ウリナスタチン ２５，０００単位

０．５ｍＬ１管
ミラクリッド注射液２万５千単位 持田製薬 先発品 942

注射薬 3999405A2077 ウリナスタチン ５０，０００単位１
ｍＬ１管

ミラクリッド注射液５万単位 持田製薬 先発品 1,214

注射薬 3999405A3073 ウリナスタチン １００，０００単位
２ｍＬ１管

ミラクリッド注射液１０万単位 持田製薬 先発品 2,177

注射薬 3999405D1026 ウリナスタチン ２５，０００単位１
瓶

ミラクリッド 持田製薬 先発品 942
注射薬 3999405D2022 ウリナスタチン ５０，０００単位１

瓶
ミラクリッド 持田製薬 先発品 1,214

注射薬 3999405D3029 ウリナスタチン １００，０００単位
１瓶

ミラクリッド 持田製薬 先発品 2,177

注射薬 3999406A1032 シクロスポリン ５％５ｍＬ１管 サンディミュン点滴静注用２５０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 3,727

注射薬 3999407D1017 ナファモスタットメシル
酸塩

１０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩１０ｍｇ
注射用

後発品 236

注射薬 3999407D1181 ナファモスタットメシル
酸塩

１０ｍｇ１瓶 注射用フサン１０ 鳥居薬品 先発品 ○ 941

注射薬 3999407D1190 ナファモスタットメシル
酸塩

１０ｍｇ１瓶 コアヒビター注射用１０ｍｇ エイワイファー
マ

後発品 338

注射薬 3999407D2013 ナファモスタットメシル
酸塩

５０ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩５０ｍｇ
注射用

後発品 451

注射薬 3999407D2021 ナファモスタットメシル
酸塩

５０ｍｇ１瓶 注射用フサン５０ 鳥居薬品 先発品 ○ 2,445

注射薬 3999407D2056 ナファモスタットメシル
酸塩

５０ｍｇ１瓶 注射用ナファモスタット５０「ＭＥＥ
Ｋ」

小林化工 後発品 794

注射薬 3999407D2200 ナファモスタットメシル
酸塩

５０ｍｇ１瓶 コアヒビター注射用５０ｍｇ エイワイファー
マ

後発品 794

注射薬 3999407D3028 ナファモスタットメシル
酸塩

１００ｍｇ１瓶 注射用ナオタミン１００ 旭化成ファーマ 後発品 1,064

注射薬 3999407D3060 ナファモスタットメシル
酸塩

１００ｍｇ１瓶 注射用ブイペル１００ 武田テバファー
マ

後発品 1,064

注射薬 3999407D3087 ナファモスタットメシル
酸塩

１００ｍｇ１瓶 注射用ナファタット１００ 日医工 後発品 1,064 H30.3.31まで

注射薬 3999407D3095 ナファモスタットメシル
酸塩

１００ｍｇ１瓶 コアヒビター注射用１００ｍｇ エイワイファー
マ

後発品 1,064

注射薬 3999407D3109 ナファモスタットメシル
酸塩

１００ｍｇ１瓶 注射用ナファモスタット１００「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 後発品 1,064

注射薬 3999407D3117 ナファモスタットメシル
酸塩

１００ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用１
００ｍｇ「ＡＦＰ」

共創未来ファー
マ

後発品 1,064

注射薬 3999407D3125 ナファモスタットメシル
酸塩

１００ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用１
００ｍｇ「ＮｉｋＰ」

日医工ファーマ 後発品 1,064 H30.3.31まで

注射薬 3999407D3133 ナファモスタットメシル
酸塩

１００ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用１
００ｍｇ「フソー」

東菱薬品工業 後発品 1,064

注射薬 3999407D3141 ナファモスタットメシル
酸塩

１００ｍｇ１瓶 ナファモスタットメシル酸塩注射用１
００ｍｇ「日医工」

日医工 後発品 1,064 H29.6.16収載

注射薬 3999407D4024 ナファモスタットメシル
酸塩

１５０ｍｇ１瓶 コアヒビター注射用１５０ｍｇ エイワイファー
マ

後発品 2,211

注射薬 3999408A1015 精製ヒアルロン酸ナトリ
ウム

１％２．５ｍＬ１管 精製ヒアルロン酸ナトリウム１％２．
５ｍＬ注射液

後発品 272 H29.10.1品名
変更

注射薬 3999408A1171 精製ヒアルロン酸ナトリ
ウム

１％２．５ｍＬ１管 局 アルツ関節注２５ｍｇ 生化学工業 先発品 ○ 1,180 H29.10.1局方
品

注射薬 3999408A1252 精製ヒアルロン酸ナトリ
ウム

１％２．５ｍＬ１管 ヒアルトーワ関節注２５ｍｇ 東和薬品 後発品 401 H30.3.31まで

注射薬 3999408A1295 精製ヒアルロン酸ナトリ
ウム

１％２．５ｍＬ１管 局 ヒアルロン酸ナトリウム関節注２５ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 401 H29.10.1局方
品

注射薬 3999408A1317 精製ヒアルロン酸ナトリ
ウム

１％２．５ｍＬ１管 局 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 401 H29.6.16収載

注射薬 3999408A2038 精製ヒアルロン酸ナトリ
ウム

１％２．５ｍＬ１瓶 局 スベニールバイアル関節注２５ｍｇ 中外製薬 先発品 ○ 1,076 H29.10.1局方
品

注射薬 3999408G1018 精製ヒアルロン酸ナトリ
ウム

１％２．５ｍＬ１筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム１％２．
５ｍＬキット

後発品 354 H29.10.1品名
変更

注射薬 3999408G1247 精製ヒアルロン酸ナトリ
ウム

１％２．５ｍＬ１筒 局 アルツディスポ関節注２５ｍｇ 生化学工業 先発品 ○ 1,348 H29.10.1局方
品

注射薬 3999408G1255 精製ヒアルロン酸ナトリ
ウム

１％２．５ｍＬ１筒 局 スベニールディスポ関節注２５ｍｇ 中外製薬 先発品 ○ 1,201 H29.10.1局方
品

注射薬 3999408G1280 精製ヒアルロン酸ナトリ
ウム

１％２．５ｍＬ１筒 局 ヒアロス関節注２５ｍｇ あゆみ製薬 後発品 571 H29.10.1局方
品

注射薬 3999408G1328 精製ヒアルロン酸ナトリ
ウム

１％２．５ｍＬ１筒 局 ヒカミロンディスポ関節注２５ｍｇ 鶴原製薬 後発品 1,067 H29.10.1局方
品

注射薬 3999408G1336 精製ヒアルロン酸ナトリ
ウム

１％２．５ｍＬ１筒 ヒュースレン関節注ディスポ２５ｍｇ 東和薬品 後発品 571 H30.3.31まで

注射薬 3999408G1344 精製ヒアルロン酸ナトリ
ウム

１％２．５ｍＬ１筒 プリーラディスポ関節注２５ｍｇ 高田製薬 後発品 571 H29.3.31まで

注射薬 3999408G1387 精製ヒアルロン酸ナトリ
ウム

１％２．５ｍＬ１筒 ルミステロンディスポ関節注２５ｍｇ 日新製薬（山
形）

後発品 571 H30.3.31まで

注射薬 3999408G1395 精製ヒアルロン酸ナトリ
ウム

１％２．５ｍＬ１筒 局 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリ
ンジ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 571 H29.10.1局方
品

注射薬 3999408G1417 精製ヒアルロン酸ナトリ
ウム

１％２．５ｍＬ１筒 局 ヒアルロン酸ナトリウム関節注２５ｍ
ｇシリンジ「日医工」

日医工 後発品 571 H29.10.1局方
品

注射薬 3999408G1433 精製ヒアルロン酸ナトリ
ウム

１％２．５ｍＬ１筒 局 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリ
ンジ「トーワ」

東和薬品 後発品 571 H29.6.16収載



注射薬 3999409A2032 Ｌ－グルタミン酸Ｌ－ア
ルギニン

１０％２００ｍＬ１
袋

アルギメート点滴静注１０％ エイワイファー
マ

597

注射薬 3999411A1017 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２ｍＬ１管 オザグレルナトリウム２０ｍｇ２ｍＬ
注射液

後発品 289

注射薬 3999411A1033 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２ｍＬ１管 局 オザペン注２０ｍｇ 富士薬品 後発品 566 H29.10.1局方
品注射薬 3999411A1068 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２ｍＬ１管 局 オザグレルＮａ静注液２０ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 399 H29.10.1局方

品
注射薬 3999411A2048 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ８ｍＬ１管 局 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「Ｍ

ＥＥＫ」
小林化工 後発品 1,042 H29.10.1局方

品
注射薬 3999411A2056 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ８ｍＬ１管 局 オザグレルＮａ静注液８０ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 1,042 H29.10.1局方

品
注射薬 3999411A3010 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１管 オザグレルナトリウム２０ｍｇ１ｍＬ

注射液
後発品 289

注射薬 3999411A3052 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１管 オサグレン点滴静注２０ｍｇ 東和薬品 後発品 399 H30.3.31まで
注射薬 3999411A3079 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１管 局 オザグレルＮａ点滴静注液２０ｍｇ

「ケミファ」
日本薬品工業 後発品 399 H29.10.1局方

品
注射薬 3999411A3095 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１管 局 オザグレルＮａ点滴静注液２０ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 399 H29.6.16収載

注射薬 3999411A4032 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１管 局 オザグレルナトリウム点滴静注液８０
ｍｇ「ＪＤ」

ジェイドルフ製
薬

後発品 1,042 H29.10.1局方
品

注射薬 3999411A4040 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１管 オサグレン点滴静注８０ｍｇ 東和薬品 後発品 1,042 H30.3.31まで
注射薬 3999411A4075 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１管 局 オザグレルＮａ点滴静注液８０ｍｇ

「ケミファ」
日本薬品工業 後発品 1,042 H29.10.1局方

品
注射薬 3999411A4083 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１管 局 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「Ｉ

Ｐ」
共和クリティケ
ア

後発品 1,042 H29.10.1局方
品

注射薬 3999411A4091 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１管 局 オザグレルＮａ点滴静注液８０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 1,042 H29.6.16収載

注射薬 3999411A6019 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１管 オザグレルナトリウム４０ｍｇ２ｍＬ
注射液

後発品 493

注射薬 3999411A6078 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１管 局 オザグレルＮａ点滴静注液４０ｍｇ
「ケミファ」

日本薬品工業 後発品 707 H29.10.1局方
品

注射薬 3999411A7023 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２．５ｍＬ
１管

局 オザペン注４０ｍｇ 富士薬品 後発品 707 H29.10.1局方
品

注射薬 3999411A8020 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ５ｍＬ１管 局 オザペン注８０ｍｇ 富士薬品 後発品 1,042 H29.10.1局方
品注射薬 3999411A9034 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ４ｍＬ１管 局 オザグレルＮａ点滴静注４０ｍｇ「Ｍ

ＥＥＫ」
小林化工 後発品 707 H29.10.1局方

品
注射薬 3999411A9042 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ４ｍＬ１管 局 オザグレルＮａ静注液４０ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 707 H29.10.1局方

品
注射薬 3999411D1013 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オザグレルナトリウム２０ｍｇ注射用 後発品 289
注射薬 3999411D1056 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 注射用カタクロット２０ｍｇ 小野薬品工業 先発品 ○ 1,124
注射薬 3999411D1064 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 キサンボン注射用２０ｍｇ キッセイ薬品工

業
先発品 ○ 809

注射薬 3999411D1102 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 注射用オグザロット２０ｍｇ ポーラファルマ 後発品 399 H29.3.31まで

注射薬 3999411D1170 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 オサグレン点滴静注用２０ｍｇ 東和薬品 後発品 399
注射薬 3999411D1196 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 オザグレルＮａ注射用２０ｍｇ「Ｓ

Ｗ」
沢井製薬 後発品 399

注射薬 3999411D1200 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 オザグレルＮａ静注用２０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 399

注射薬 3999411D2010 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１瓶 オザグレルナトリウム４０ｍｇ注射用 後発品 493
注射薬 3999411D2028 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１瓶 局 注射用カタクロット４０ｍｇ 小野薬品工業 先発品 ○ 2,079
注射薬 3999411D2036 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１瓶 局 キサンボン注射用４０ｍｇ キッセイ薬品工

業
先発品 ○ 1,498

注射薬 3999411G1028 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ０．５ｍＬ
１筒

局 オキリコン注シリンジ２０ｍｇ 武田テバファー
マ

後発品 418 H29.10.1局方
品

注射薬 3999411G2024 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１ｍＬ１筒 局 オキリコン注シリンジ４０ｍｇ 武田テバファー
マ

後発品 856 H29.10.1局方
品

注射薬 3999411G3020 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２ｍＬ１筒 局 オキリコン注シリンジ８０ｍｇ 武田テバファー
マ

後発品 1,741 H29.10.1局方
品

注射薬 3999411G4035 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１筒 局 オザグレルＮａ注射液８０ｍｇシリン
ジ「サワイ」

沢井製薬 後発品 867 H29.10.1局方
品

注射薬 3999411G4043 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１筒 局 オザグレルＮａ注８０ｍｇシリンジ
「ＩＰ」

共和クリティケ
ア

後発品 1,741 H29.10.1局方
品

注射薬 3999411G5023 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ
１袋

局 オザペンバッグ注８０ｍｇ 富士薬品 後発品 1,356 H29.10.1局方
品

注射薬 3999411G5031 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ
１袋

局 オザグレルＮａ注射液８０ｍｇバッグ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 1,356 H29.10.1局方
品

注射薬 3999411G5040 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ
１袋

局 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッ
グ「ＤＫ」

大興製薬 後発品 1,356 H29.10.1局方
品

注射薬 3999411G5058 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ
１袋

局 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッ
グ「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 1,356 H29.10.1局方
品

注射薬 3999411G5066 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ
１袋

局 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッ
グ「タカタ」

高田製薬 後発品 1,356 H29.10.1局方
品

注射薬 3999411G5074 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ
１袋

局 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッ
グ「テルモ」

テルモ 後発品 1,356 H29.10.1局方
品

注射薬 3999411G6020 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１筒 局 オザグレルＮａ注射液２０ｍｇシリン
ジ「サワイ」

沢井製薬 後発品 418 H29.10.1局方
品

注射薬 3999411G7026 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１筒 局 オザグレルＮａ注射液４０ｍｇシリン
ジ「サワイ」

沢井製薬 後発品 856 H29.10.1局方
品

注射薬 3999411G8022 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ１００ｍＬ
１袋

局 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ／１
００ｍＬバッグ「ＩＰ」

共和クリティケ
ア

後発品 1,425 H29.10.1局方
品

注射薬 3999411H1031 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 局 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「タ
カタ」

高田製薬 後発品 1,042 H29.10.1局方
品

注射薬 3999411H2020 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２．５ｍＬ
１管

局 カタクロット注射液２０ｍｇ 小野薬品工業 先発品 1,124 H29.10.1局方
品

注射薬 3999411H2038 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２．５ｍＬ
１管

局 キサンボンＳ注射液２０ｍｇ キッセイ薬品工
業

先発品 809 H29.10.1局方
品

注射薬 3999411H3026 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ５ｍＬ１管 局 カタクロット注射液４０ｍｇ 小野薬品工業 先発品 2,079 H29.10.1局方
品注射薬 3999411H3034 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ５ｍＬ１管 局 キサンボンＳ注射液４０ｍｇ キッセイ薬品工

業
先発品 1,498 H29.10.1局方

品
注射薬 3999411H7030 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 局 オザグレルＮａ点滴静注２０ｍｇ「タ

カタ」
高田製薬 後発品 399 H29.10.1局方

品
注射薬 3999411H8010 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 オザグレルナトリウム４０ｍｇ２ｍＬ

注射液
後発品 493

注射薬 3999412A1020 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

１，５００国際単位
２ｍＬ１瓶

エスポー注射液１５００ 協和発酵キリン 先発品 1,725 H29.3.31まで

注射薬 3999412A2026 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

３，０００国際単位
２ｍＬ１瓶

エスポー注射液３０００ 協和発酵キリン 先発品 ○ 2,978 H29.3.31まで

注射薬 3999412A3022 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

６，０００国際単位
０．５ｍＬ１管

エスポー皮下用６０００ 協和発酵キリン 先発品 8,163 H29.3.31まで

注射薬 3999412A4029 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

９，０００国際単位
０．５ｍＬ１管

エスポー皮下用９０００ 協和発酵キリン 先発品 12,761 H29.3.31まで

注射薬 3999412A5025 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

１２，０００国際単
位０．５ｍＬ１管

エスポー皮下用１２０００ 協和発酵キリン 先発品 13,823 H29.3.31まで

注射薬 3999412A6021 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

２４，０００国際単
位０．５ｍＬ１管

エスポー皮下用２４０００ 協和発酵キリン 先発品 21,040 H29.3.31まで

注射薬 3999412A7028 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

７５０国際単位０．
５ｍＬ１管

エスポー注射液７５０ 協和発酵キリン 先発品 796

注射薬 3999412G1022 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

７５０国際単位０．
５ｍＬ１筒

エスポー注射液７５０シリンジ 協和発酵キリン 先発品 ○ 638

注射薬 3999412G2029 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

１，５００国際単位
２ｍＬ１筒

エスポー注射液１５００シリンジ 協和発酵キリン 先発品 1,039

注射薬 3999412G3025 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

３，０００国際単位
２ｍＬ１筒

エスポー注射液３０００シリンジ 協和発酵キリン 先発品 ○ 1,800

注射薬 3999412G4021 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

６，０００国際単位
０．５ｍＬ１筒

エスポー皮下用６０００シリンジ 協和発酵キリン 先発品 7,984

注射薬 3999412G5028 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

９，０００国際単位
０．５ｍＬ１筒

エスポー皮下用９０００シリンジ 協和発酵キリン 先発品 10,867

注射薬 3999412G6024 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

１２，０００国際単
位０．５ｍＬ１筒

エスポー皮下用１２０００シリンジ 協和発酵キリン 先発品 13,643

注射薬 3999412G7020 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

２４，０００国際単
位０．５ｍＬ１筒

エスポー皮下用２４０００シリンジ 協和発酵キリン 先発品 20,911

注射薬 3999413A1032 エポエチンベータ（遺伝
子組換え）

７５０国際単位０．
５ｍＬ１管

エポジン注アンプル７５０ 中外製薬 先発品 1,141 H30.3.31まで

注射薬 3999413A2039 エポエチンベータ（遺伝
子組換え）

１，５００国際単位
０．５ｍＬ１管

エポジン注アンプル１５００ 中外製薬 先発品 1,660 H30.3.31まで

注射薬 3999413A3035 エポエチンベータ（遺伝
子組換え）

３，０００国際単位
０．５ｍＬ１管

エポジン注アンプル３０００ 中外製薬 先発品 2,851 H30.3.31まで

注射薬 3999413A4031 エポエチンベータ（遺伝
子組換え）

６，０００国際単位
０．５ｍＬ１管

エポジン注アンプル６０００ 中外製薬 先発品 8,280 H30.3.31まで

注射薬 3999413A5046 エポエチンベータ（遺伝
子組換え）

９，０００国際単位
０．５ｍＬ１管

エポジン皮下注アンプル９０００ 中外製薬 先発品 11,367 H29.3.31まで

注射薬 3999413A6042 エポエチンベータ（遺伝
子組換え）

１２，０００国際単
位０．５ｍＬ１管

エポジン皮下注アンプル１２０００ 中外製薬 先発品 14,841 H29.3.31まで

注射薬 3999413G1035 エポエチンベータ（遺伝
子組換え）

７５０国際単位０．
５ｍＬ１筒

エポジン注シリンジ７５０ 中外製薬 先発品 572



注射薬 3999413G2031 エポエチンベータ（遺伝
子組換え）

１，５００国際単位
０．５ｍＬ１筒

エポジン注シリンジ１５００ 中外製薬 先発品 917

注射薬 3999413G3038 エポエチンベータ（遺伝
子組換え）

３，０００国際単位
０．５ｍＬ１筒

エポジン注シリンジ３０００ 中外製薬 先発品 1,662

注射薬 3999413G4034 エポエチンベータ（遺伝
子組換え）

６，０００国際単位
０．５ｍＬ１筒

エポジン注シリンジ６０００ 中外製薬 先発品 8,148

注射薬 3999413G5049 エポエチンベータ（遺伝
子組換え）

９，０００国際単位
０．５ｍＬ１筒

エポジン皮下注シリンジ９０００ 中外製薬 先発品 11,375

注射薬 3999413G6045 エポエチンベータ（遺伝
子組換え）

１２，０００国際単
位０．５ｍＬ１筒

エポジン皮下注シリンジ１２０００ 中外製薬 先発品 13,448

注射薬 3999413G7025 エポエチンベータ（遺伝
子組換え）

２４，０００国際単
位０．５ｍＬ１筒

エポジン皮下注シリンジ２４０００ 中外製薬 先発品 21,283

注射薬 3999414A1010 カルシトニン（サケ） １０国際単位０．５
ｍＬ１管

カルシトニン（サケ）１０国際単位
０．５ｍＬ注射液

後発品 73

注射薬 3999414A2025 カルシトニン（サケ） １０国際単位１ｍＬ
１管

カルシトラン注１０ あすか製薬 先発品 395

注射薬 3999415A2089 チオクト酸 ０．５％５ｍＬ１管 リポアラン静注２５ｍｇ 小林化工 後発品 56
注射薬 3999415A2100 チオクト酸 ０．５％５ｍＬ１管 チオクト酸注２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山

形）
56

注射薬 3999416A1028 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１ｍＬ１管 プログラフ注射液５ｍｇ アステラス製薬 先発品 5,550
注射薬 3999416A2024 タクロリムス水和物 ２ｍｇ０．４ｍＬ１

管
プログラフ注射液２ｍｇ アステラス製薬 先発品 2,630

注射薬 3999417D1037 グスペリムス塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 スパニジン点滴静注用１００ｍｇ 日本化薬 先発品 47,140
注射薬 3999418D1031 パミドロン酸二ナトリウ

ム水和物
１５ｍｇ１瓶 パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用１５ｍ

ｇ「Ｆ」
富士製薬工業 後発品 5,021

注射薬 3999418D1040 パミドロン酸二ナトリウ
ム水和物

１５ｍｇ１瓶 パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用１５ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 5,021

注射薬 3999418D1058 パミドロン酸二ナトリウ
ム水和物

１５ｍｇ１瓶 アレディア点滴静注用１５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 ○ 7,949 H29.3.31まで

注射薬 3999418D2038 パミドロン酸二ナトリウ
ム水和物

３０ｍｇ１瓶 パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用３０ｍ
ｇ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 8,986

注射薬 3999418D2046 パミドロン酸二ナトリウ
ム水和物

３０ｍｇ１瓶 パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用３０ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 8,986

注射薬 3999418D2054 パミドロン酸二ナトリウ
ム水和物

３０ｍｇ１瓶 アレディア点滴静注用３０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 ○ 16,486 H29.3.31まで

注射薬 3999419A1048 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ２ｍＬ１管 局 テイロック注射液５ｍｇ 帝人ファーマ 先発品 15,079 H29.3.31まで

注射薬 3999419A2044 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

１０ｍｇ４ｍＬ１管 局 テイロック注射液１０ｍｇ 帝人ファーマ 先発品 31,684 H29.3.31まで

注射薬 3999419G1024 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

９００μｇ１００ｍ
Ｌ１袋

ボナロン点滴静注バッグ９００μｇ 帝人ファーマ 先発品 ○ 4,627

注射薬 3999419G1032 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

９００μｇ１００ｍ
Ｌ１袋

アレンドロン酸点滴静注バッグ９００
μｇ「ＤＫ」

大興製薬 後発品 2,131 H29.6.16収載

注射薬 3999419G1040 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

９００μｇ１００ｍ
Ｌ１袋

アレンドロン酸点滴静注バッグ９００
μｇ「ＨＫ」

光製薬 後発品 2,131 H29.6.16収載

注射薬 3999421A1037 Ｌ－アルギニン塩酸塩 １０％２００ｍＬ１
袋

アルギＵ点滴静注２０ｇ エイワイファー
マ

先発品 2,616

注射薬 3999422D1020 シベレスタットナトリウ
ム水和物

１００ｍｇ１瓶 局 注射用エラスポール１００ 小野薬品工業 先発品 ○ 4,517

注射薬 3999422D1038 シベレスタットナトリウ
ム水和物

１００ｍｇ１瓶 局 シベレスタットＮａ点滴静注用１００
ｍｇ「サンド」

富士薬品 後発品 2,072

注射薬 3999422D1046 シベレスタットナトリウ
ム水和物

１００ｍｇ１瓶 局 シベレスタットＮａ点滴静注用１００
ｍｇ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 2,072

注射薬 3999422D1054 シベレスタットナトリウ
ム水和物

１００ｍｇ１瓶 局 シベレスタットＮａ点滴静注用１００
ｍｇ「ニプロ」

ニプロ 後発品 2,072

注射薬 3999422D1062 シベレスタットナトリウ
ム水和物

１００ｍｇ１瓶 局 シベレスタットＮａ点滴静注用１００
ｍｇ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 2,545

注射薬 3999422D1070 シベレスタットナトリウ
ム水和物

１００ｍｇ１瓶 局 シベレスタットナトリウム点滴静注用
１００ｍｇ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 2,072

注射薬 3999423A1044 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾメタ点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ ノバルティス
ファーマ

先発品 ○ 28,075

注射薬 3999423A1052 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 13,206

注射薬 3999423A1060 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ
「ＮＫ」

高田製薬 後発品 15,057

注射薬 3999423A1079 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／５ｍ
Ｌ「サワイ」

沢井製薬 後発品 13,206

注射薬 3999423A1087 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ
「サンド」

サンド 後発品 13,206

注射薬 3999423A1095 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ
「日医工」

コーアイセイ 後発品 15,057

注射薬 3999423A1109 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ
「ニプロ」

ニプロ 後発品 13,206

注射薬 3999423A1117 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／５ｍ
Ｌ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 15,057

注射薬 3999423A1125 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ
「ヤクルト」

コーアバイオ
テックベイ

後発品 15,057

注射薬 3999423A1133 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ
「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 13,206

注射薬 3999423A1141 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／５ｍ
Ｌ「アクタビス」

アクタビス 後発品 13,206 H30.3.31まで

注射薬 3999423A1150 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ
「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 13,206

注射薬 3999423A2024 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ１００ｍＬ１
瓶

ゾメタ点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬ ノバルティス
ファーマ

先発品 ○ 28,075

注射薬 3999423A3020 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ１００ｍＬ１
袋

ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００
ｍＬバッグ「ＮＫ」

高田製薬 後発品 14,890

注射薬 3999423A3039 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ１００ｍＬ１
袋

ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００
ｍＬバッグ「サノフィ」

共和クリティケ
ア

後発品 14,890

注射薬 3999423A3047 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ１００ｍＬ１
袋

ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００
ｍＬバッグ「トーワ」

東和薬品 後発品 12,183

注射薬 3999423A3055 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ１００ｍＬ１
袋

ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／１０
０ｍＬバッグ「日医工」

日医工 後発品 12,183

注射薬 3999423A3063 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ１００ｍＬ１
袋

ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００
ｍＬバッグ「ニプロ」

ニプロ 後発品 14,890

注射薬 3999423A3071 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ１００ｍＬ１
袋

ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／１０
０ｍＬバッグ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 12,183

注射薬 3999423A3080 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ１００ｍＬ１
袋

ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００
ｍＬバッグ「ヤクルト」

コーアバイオ
テックベイ

後発品 14,890

注射薬 3999423A3098 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ１００ｍＬ１
袋

ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／１０
０ｍＬバッグ「サワイ」

沢井製薬 後発品 14,890

注射薬 3999423A3101 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ１００ｍＬ１
袋

ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００
ｍＬバッグ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 12,183

注射薬 3999423A4027 ゾレドロン酸水和物 ５ｍｇ１００ｍＬ１
瓶

リクラスト点滴静注液５ｍｇ 旭化成ファーマ 先発品 39,485 H28.11.18収載
注射薬 3999424D1029 エタネルセプト（遺伝子

組換え）
２５ｍｇ１瓶 エンブレル皮下注用２５ｍｇ ファイザー 先発品 15,944

注射薬 3999424D2025 エタネルセプト（遺伝子
組換え）

１０ｍｇ１瓶 エンブレル皮下注用１０ｍｇ ファイザー 先発品 6,472

注射薬 3999424G1025 エタネルセプト（遺伝子
組換え）

２５ｍｇ０．５ｍＬ
１筒

エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ
０．５ｍＬ

ファイザー 先発品 15,746

注射薬 3999424G2021 エタネルセプト（遺伝子
組換え）

５０ｍｇ１ｍＬ１筒 エンブレル皮下注５０ｍｇシリンジ
１．０ｍＬ

ファイザー 先発品 31,069

注射薬 3999424G3028 エタネルセプト（遺伝子
組換え）

５０ｍｇ１ｍＬ１
キット

エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０
ｍＬ

ファイザー 先発品 31,252

注射薬 3999425S5028 ダルベポエチンアルファ
（遺伝子組換え）

１０μｇ０．５ｍＬ
１筒

ネスプ注射液１０μｇプラシリンジ 協和発酵キリン 先発品 2,451

注射薬 3999425S6024 ダルベポエチンアルファ
（遺伝子組換え）

１５μｇ０．５ｍＬ
１筒

ネスプ注射液１５μｇプラシリンジ 協和発酵キリン 先発品 3,480

注射薬 3999425S7020 ダルベポエチンアルファ
（遺伝子組換え）

２０μｇ０．５ｍＬ
１筒

ネスプ注射液２０μｇプラシリンジ 協和発酵キリン 先発品 4,422

注射薬 3999425S8027 ダルベポエチンアルファ
（遺伝子組換え）

３０μｇ０．５ｍＬ
１筒

ネスプ注射液３０μｇプラシリンジ 協和発酵キリン 先発品 6,349

注射薬 3999425S9023 ダルベポエチンアルファ
（遺伝子組換え）

４０μｇ０．５ｍＬ
１筒

ネスプ注射液４０μｇプラシリンジ 協和発酵キリン 先発品 7,873

注射薬 3999425U1023 ダルベポエチンアルファ
（遺伝子組換え）

６０μｇ０．５ｍＬ
１筒

ネスプ注射液６０μｇプラシリンジ 協和発酵キリン 先発品 11,278

注射薬 3999425U2020 ダルベポエチンアルファ
（遺伝子組換え）

１２０μｇ０．５ｍ
Ｌ１筒

ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ 協和発酵キリン 先発品 20,007

注射薬 3999425U3026 ダルベポエチンアルファ
（遺伝子組換え）

１８０μｇ０．５ｍ
Ｌ１筒

ネスプ注射液１８０μｇプラシリンジ 協和発酵キリン 先発品 28,140

注射薬 3999425U4022 ダルベポエチンアルファ
（遺伝子組換え）

５μｇ０．５ｍＬ１
筒

ネスプ注射液５μｇプラシリンジ 協和発酵キリン 先発品 1,343

注射薬 3999426G1024 アダリムマブ（遺伝子組
換え）

４０ｍｇ０．８ｍＬ
１筒

ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．
８ｍＬ

アッヴィ 先発品 65,144 H30.3.31まで

注射薬 3999426G2020 アダリムマブ（遺伝子組
換え）

２０ｍｇ０．４ｍＬ
１筒

ヒュミラ皮下注２０ｍｇシリンジ０．
４ｍＬ

アッヴィ 先発品 33,608



注射薬 3999426G3027 アダリムマブ（遺伝子組
換え）

４０ｍｇ０．４ｍＬ
１筒

ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．
４ｍＬ

アッヴィ 先発品 65,144 H28.11.18収載

注射薬 3999426G4023 アダリムマブ（遺伝子組
換え）

８０ｍｇ０．８ｍＬ
１筒

ヒュミラ皮下注８０ｍｇシリンジ０．
８ｍＬ

アッヴィ 先発品 126,272 H28.11.18収載

注射薬 3999427A1026 エポエチンカッパ（遺伝
子組換え）［エポエチン
アルファ後続１］

７５０国際単位０．
５ｍＬ１瓶

エポエチンアルファＢＳ注７５０「Ｊ
ＣＲ」

ＪＣＲファーマ ★ 810

注射薬 3999427A2022 エポエチンカッパ（遺伝
子組換え）［エポエチン
アルファ後続１］

１，５００国際単位
１ｍＬ１瓶

エポエチンアルファＢＳ注１５００
「ＪＣＲ」

ＪＣＲファーマ 後発品 1,514 H30.3.31まで

注射薬 3999427A3029 エポエチンカッパ（遺伝
子組換え）［エポエチン
アルファ後続１］

３，０００国際単位
２ｍＬ１瓶

エポエチンアルファＢＳ注３０００
「ＪＣＲ」

ＪＣＲファーマ 後発品 2,761 H30.3.31まで

注射薬 3999427G1029 エポエチンカッパ（遺伝
子組換え）［エポエチン
アルファ後続１］

７５０国際単位０．
５ｍＬ１筒

エポエチンアルファＢＳ注７５０シリ
ンジ「ＪＣＲ」

ＪＣＲファーマ 後発品 486

注射薬 3999427G2025 エポエチンカッパ（遺伝
子組換え）［エポエチン
アルファ後続１］

１，５００国際単位
１ｍＬ１筒

エポエチンアルファＢＳ注１５００シ
リンジ「ＪＣＲ」

ＪＣＲファーマ 後発品 781

注射薬 3999427G3021 エポエチンカッパ（遺伝
子組換え）［エポエチン
アルファ後続１］

３，０００国際単位
２ｍＬ１筒

エポエチンアルファＢＳ注３０００シ
リンジ「ＪＣＲ」

ＪＣＲファーマ 後発品 1,371

注射薬 3999428G1023 ヒアルロン酸ナトリウム
架橋処理ポリマー・ヒア
ルロン酸ナトリウム架橋
処理ポリマービニルスル
ホン架橋体

１６ｍｇ２ｍＬ１筒 サイビスクディスポ関節注２ｍＬ サノフィ 先発品 9,924

注射薬 3999429D1021 アバタセプト（遺伝子組
換え）

２５０ｍｇ１瓶 オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ ブリストル・マ
イヤーズ　スク
イブ

先発品 54,995

注射薬 3999429G1028 アバタセプト（遺伝子組
換え）

１２５ｍｇ１ｍＬ１
筒

オレンシア皮下注１２５ｍｇシリンジ
１ｍＬ

ブリストル・マ
イヤーズ　スク
イブ

先発品 27,947

注射薬 3999429G2024 アバタセプト（遺伝子組
換え）

１２５ｍｇ１ｍＬ１
キット

オレンシア皮下注１２５ｍｇオートイ
ンジェクター１ｍＬ

ブリストル・マ
イヤーズ　スク
イブ

先発品 28,233 H28.5.25収載

注射薬 3999430D1024 ロミプロスチム（遺伝子
組換え）

２５０μｇ１瓶 ロミプレート皮下注２５０μｇ調製用 協和発酵キリン 先発品 69,914

注射薬 3999431A1022 ウステキヌマブ（遺伝子
組換え）

１３０ｍｇ２６ｍＬ
１瓶

ステラーラ点滴静注１３０ｍｇ ヤンセンファー
マ

先発品 189,612 H29.5.24収載

注射薬 3999431G1025 ウステキヌマブ（遺伝子
組換え）

４５ｍｇ０．５ｍＬ
１筒

ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ ヤンセンファー
マ

先発品 438,739

注射薬 3999432G1020 エポエチン　ベータ　ペ
ゴル（遺伝子組換え）

２５μｇ０．３ｍＬ
１筒

ミルセラ注シリンジ２５μｇ 中外製薬 先発品 6,663

注射薬 3999432G2026 エポエチン　ベータ　ペ
ゴル（遺伝子組換え）

５０μｇ０．３ｍＬ
１筒

ミルセラ注シリンジ５０μｇ 中外製薬 先発品 11,881

注射薬 3999432G3022 エポエチン　ベータ　ペ
ゴル（遺伝子組換え）

７５μｇ０．３ｍＬ
１筒

ミルセラ注シリンジ７５μｇ 中外製薬 先発品 16,674

注射薬 3999432G4029 エポエチン　ベータ　ペ
ゴル（遺伝子組換え）

１００μｇ０．３ｍ
Ｌ１筒

ミルセラ注シリンジ１００μｇ 中外製薬 先発品 21,138

注射薬 3999432G5025 エポエチン　ベータ　ペ
ゴル（遺伝子組換え）

１５０μｇ０．３ｍ
Ｌ１筒

ミルセラ注シリンジ１５０μｇ 中外製薬 先発品 29,536

注射薬 3999432G6021 エポエチン　ベータ　ペ
ゴル（遺伝子組換え）

２００μｇ０．３ｍ
Ｌ１筒

ミルセラ注シリンジ２００μｇ 中外製薬 先発品 37,624

注射薬 3999432G7028 エポエチン　ベータ　ペ
ゴル（遺伝子組換え）

２５０μｇ０．３ｍ
Ｌ１筒

ミルセラ注シリンジ２５０μｇ 中外製薬 先発品 45,210

注射薬 3999433G1024 ゴリムマブ（遺伝子組換
え）

５０ｍｇ０．５ｍＬ
１筒

シンポニー皮下注５０ｍｇシリンジ ヤンセンファー
マ

先発品 126,622

注射薬 3999434D1022 カナキヌマブ（遺伝子組
換え）

１５０ｍｇ１瓶 イラリス皮下注用１５０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 1,420,162

注射薬 3999435A1020 デノスマブ（遺伝子組換
え）

１２０ｍｇ１．７ｍ
Ｌ１瓶

ランマーク皮下注１２０ｍｇ 第一三共 先発品 46,685

注射薬 3999435G1023 デノスマブ（遺伝子組換
え）

６０ｍｇ１ｍＬ１筒 プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ 第一三共 先発品 29,296

注射薬 3999436A1025 レボカルニチン １，０００ｍｇ５ｍ
Ｌ１管

エルカルチンＦＦ静注１０００ｍｇ 大塚製薬 先発品 961

注射薬 3999436G1028 レボカルニチン １，０００ｍｇ５ｍ
Ｌ１筒

エルカルチンＦＦ静注１０００ｍｇシ
リンジ

大塚製薬 先発品 1,035 H29.11.29収載

注射薬 3999437G1022 セルトリズマブ　ペゴル
（遺伝子組換え）

２００ｍｇ１ｍＬ１
筒

シムジア皮下注２００ｍｇシリンジ ユーシービー
ジャパン

先発品 63,494

注射薬 3999438G1027 イバンドロン酸ナトリウ
ム水和物

１ｍｇ１ｍＬ１筒 ボンビバ静注１ｍｇシリンジ 中外製薬 先発品 5,059

注射薬 3999439D1025 セクキヌマブ（遺伝子組
換え）

１５０ｍｇ１瓶 コセンティクス皮下注用１５０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 73,123 H29.3.31まで

注射薬 3999439G1021 セクキヌマブ（遺伝子組
換え）

１５０ｍｇ１ｍＬ１
筒

コセンティクス皮下注１５０ｍｇシリ
ンジ

ノバルティス
ファーマ

先発品 73,132

注射薬 3999439G2028 セクキヌマブ（遺伝子組
換え）

１５０ｍｇ１ｍＬ１
キット

コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン ノバルティス
ファーマ

先発品 73,132 H28.11.18収載

注射薬 3999440G1024 グラチラマー酢酸塩 ２０ｍｇ１ｍＬ１筒 コパキソン皮下注２０ｍｇシリンジ 武田薬品工業 先発品 5,501
注射薬 3999441G1029 ブロダルマブ（遺伝子組

換え）
２１０ｍｇ１．５ｍ
Ｌ１筒

ルミセフ皮下注２１０ｍｇシリンジ 協和発酵キリン 先発品 73,158 H28.8.31収載

注射薬 3999442G1023 イキセキズマブ（遺伝子
組換え）

８０ｍｇ１ｍＬ１筒 トルツ皮下注８０ｍｇシリンジ 日本イーライリ
リー

先発品 146,244 H28.11.18収載

注射薬 3999442G2020 イキセキズマブ（遺伝子
組換え）

８０ｍｇ１ｍＬ１
キット

トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェ
クター

日本イーライリ
リー

先発品 146,244 H28.11.18収載

注射薬 3999443A1025 エテルカルセチド塩酸塩 ２．５ｍｇ２ｍＬ１
瓶

パーサビブ静注透析用２．５ｍｇ 小野薬品工業 先発品 873 H29.2.15収載
注射薬 3999443A2021 エテルカルセチド塩酸塩 ５ｍｇ２ｍＬ１瓶 パーサビブ静注透析用５ｍｇ 小野薬品工業 先発品 1,283 H29.2.15収載
注射薬 3999443A3028 エテルカルセチド塩酸塩 １０ｍｇ２ｍＬ１瓶 パーサビブ静注透析用１０ｍｇ 小野薬品工業 先発品 1,885 H29.2.15収載
注射薬 3999444G1022 サリルマブ（遺伝子組換

え）
１５０ｍｇ１．１４
ｍＬ１筒

ケブザラ皮下注１５０ｍｇシリンジ サノフィ 先発品 45,467 H29.11.22収載

注射薬 3999444G2029 サリルマブ（遺伝子組換
え）

２００ｍｇ１．１４
ｍＬ１筒

ケブザラ皮下注２００ｍｇシリンジ サノフィ 先発品 60,329 H29.11.22収載

注射薬 3999445D1020 ベリムマブ（遺伝子組換
え）

１２０ｍｇ１瓶 ベンリスタ点滴静注用１２０ｍｇ グラクソ・スミ
スクライン

先発品 15,404 H29.11.22収載

注射薬 3999445D2027 ベリムマブ（遺伝子組換
え）

４００ｍｇ１瓶 ベンリスタ点滴静注用４００ｍｇ グラクソ・スミ
スクライン

先発品 50,245 H29.11.22収載

注射薬 3999445G1027 ベリムマブ（遺伝子組換
え）

２００ｍｇ１ｍＬ１
筒

ベンリスタ皮下注２００ｍｇシリンジ グラクソ・スミ
スクライン

先発品 24,540 H29.11.22収載

注射薬 3999445G2023 ベリムマブ（遺伝子組換
え）

２００ｍｇ１ｍＬ１
キット

ベンリスタ皮下注２００ｍｇオートイ
ンジェクター

グラクソ・スミ
スクライン

先発品 24,547 H29.11.22収載

注射薬 4191400A1020 アデニン １％２ｍＬ１管 ロイコン注射液２０ｍｇ 大原薬品工業 56
注射薬 4211401D1033 シクロホスファミド水和

物
１００ｍｇ１瓶 注射用エンドキサン１００ｍｇ 塩野義製薬 320

注射薬 4211401D2021 シクロホスファミド水和
物

５００ｍｇ１瓶 注射用エンドキサン５００ｍｇ 塩野義製薬 1,254

注射薬 4211402D1020 イホスファミド １ｇ１瓶 注射用イホマイド１ｇ 塩野義製薬 先発品 3,217
注射薬 4213400A2025 ブスルファン ６０ｍｇ１瓶 ブスルフェクス点滴静注用６０ｍｇ 大塚製薬 先発品 40,672
注射薬 4219400D1029 ニムスチン塩酸塩 ２５ｍｇ１瓶 ニドラン注射用２５ｍｇ 第一三共 先発品 4,363
注射薬 4219400D2025 ニムスチン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ニドラン注射用５０ｍｇ 第一三共 先発品 7,463
注射薬 4219401D1031 ダカルバジン １００ｍｇ１瓶 ダカルバジン注用１００ 協和発酵キリン 先発品 3,794
注射薬 4219402D1028 ラニムスチン ５０ｍｇ１瓶 注射用サイメリン５０ｍｇ ニプロＥＳ

ファーマ
先発品 11,405

注射薬 4219402D2024 ラニムスチン １００ｍｇ１瓶 注射用サイメリン１００ｍｇ ニプロＥＳ
ファーマ

先発品 22,905

注射薬 4219403F1023 メルファラン ５０ｍｇ１瓶（溶解
液付）

アルケラン静注用５０ｍｇ アスペンジャパ
ン

先発品 10,243

注射薬 4219404D1027 テモゾロミド １００ｍｇ１瓶 テモダール点滴静注用１００ｍｇ ＭＳＤ 先発品 37,845
注射薬 4219405D1021 ベンダムスチン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 トレアキシン点滴静注用１００ｍｇ シンバイオ製薬 先発品 94,995
注射薬 4219405D2028 ベンダムスチン塩酸塩 ２５ｍｇ１瓶 トレアキシン点滴静注用２５ｍｇ シンバイオ製薬 先発品 29,295 H28.11.18収載
注射薬 4219406D1026 ストレプトゾシン １ｇ１瓶 ザノサー点滴静注用１ｇ ノーベルファー

マ
先発品 42,531

注射薬 4222400A1036 メトトレキサート ２００ｍｇ８ｍＬ１
瓶

メソトレキセート点滴静注液２００ｍ
ｇ

ファイザー 先発品 9,323

注射薬 4222400A2024 メトトレキサート １，０００ｍｇ４０
ｍＬ１瓶

メソトレキセート点滴静注液１０００
ｍｇ

ファイザー 先発品 41,081

注射薬 4222400D1024 メトトレキサート ５ｍｇ１瓶 注射用メソトレキセート５ｍｇ ファイザー 先発品 813
注射薬 4222400D2020 メトトレキサート ５０ｍｇ１瓶 注射用メソトレキセート５０ｍｇ ファイザー 先発品 2,704
注射薬 4223400A1106 テガフール ４％１０ｍＬ１管 フトラフール注４００ｍｇ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 504
注射薬 4223400A1114 テガフール ４％１０ｍＬ１管 イカルス静注４００ｍｇ コーアイセイ 後発品 168
注射薬 4223400D1021 テガフール ４００ｍｇ１瓶 注射用フトラフール４００ 大鵬薬品工業 先発品 507
注射薬 4223401A3022 フルオロウラシル １，０００ｍｇ１瓶 ５－ＦＵ注１０００ｍｇ 協和発酵キリン 先発品 ○ 1,267
注射薬 4223401A3030 フルオロウラシル １，０００ｍｇ１瓶 フルオロウラシル注１０００ｍｇ

「トーワ」
東和薬品 後発品 725

注射薬 4223401A4029 フルオロウラシル ２５０ｍｇ１瓶 ５－ＦＵ注２５０ｍｇ 協和発酵キリン 先発品 ○ 337



注射薬 4223401A4037 フルオロウラシル ２５０ｍｇ１瓶 フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 194

注射薬 4224401A1035 シタラビン ２０ｍｇ１管 キロサイド注２０ｍｇ 日本新薬 先発品 385
注射薬 4224401A2031 シタラビン ４０ｍｇ１管 キロサイド注４０ｍｇ 日本新薬 先発品 731
注射薬 4224401A3038 シタラビン ６０ｍｇ１管 キロサイド注６０ｍｇ 日本新薬 先発品 1,073
注射薬 4224401A4034 シタラビン １００ｍｇ１管 キロサイド注１００ｍｇ 日本新薬 先発品 1,898
注射薬 4224401A5030 シタラビン ２００ｍｇ１管 キロサイド注２００ｍｇ 日本新薬 先発品 2,879
注射薬 4224401A6037 シタラビン ４００ｍｇ１管 キロサイドＮ注４００ｍｇ 日本新薬 先発品 ○ 4,949
注射薬 4224401A7025 シタラビン １ｇ１瓶 キロサイドＮ注１ｇ 日本新薬 先発品 ○ 10,701
注射薬 4224401A7033 シタラビン １ｇ１瓶 シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」 武田テバファー

マ
後発品 6,286

注射薬 4224401A8021 シタラビン ４００ｍｇ１瓶 シタラビン点滴静注液４００ｍｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 2,879

注射薬 4224402D1036 エノシタビン １５０ｍｇ１瓶 サンラビン点滴静注用１５０ｍｇ 旭化成ファーマ 先発品 2,978
注射薬 4224402D2032 エノシタビン ２００ｍｇ１瓶 サンラビン点滴静注用２００ｍｇ 旭化成ファーマ 先発品 3,692
注射薬 4224402D3039 エノシタビン ２５０ｍｇ１瓶 サンラビン点滴静注用２５０ｍｇ 旭化成ファーマ 先発品 4,898
注射薬 4224403A1026 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ５ｍＬ１

瓶
ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／
５ｍＬ「サンド」

サンド 後発品 2,213

注射薬 4224403A1034 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／
５ｍＬ「ＮＫ」

日本化薬 後発品 1,335 H28.6.17収載

注射薬 4224403A2022 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ２５ｍＬ１瓶 ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２５ｍ
Ｌ「サンド」

サンド 後発品 10,298

注射薬 4224403A2030 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ２５ｍＬ１瓶 ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２５ｍ
Ｌ「ＮＫ」

日本化薬 後発品 5,378 H28.6.17収載

注射薬 4224403A3029 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ５．３ｍ
Ｌ１瓶

ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／
５．３ｍＬ「ホスピーラ」

ファイザー 後発品 1,442

注射薬 4224403A4025 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ２６．３ｍＬ１
瓶

ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２６．
３ｍＬ「ホスピーラ」

ファイザー 後発品 9,995

注射薬 4224403D1030 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ジェムザール注射用２００ｍｇ 日本イーライリ
リー

先発品 ○ 3,284

注射薬 4224403D1049 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 2,213 H29.3.31まで

注射薬 4224403D1057 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ
「タイホウ」

大鵬薬品工業 後発品 2,213

注射薬 4224403D1065 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ
「ヤクルト」

高田製薬 後発品 2,213

注射薬 4224403D1073 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ
「ＮＫ」

日本化薬 後発品 2,213

注射薬 4224403D1081 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ
「ホスピーラ」

ファイザー 後発品 1,335

注射薬 4224403D1103 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 2,213

注射薬 4224403D1111 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ
「ＴＹＫ」

武田テバ薬品 後発品 1,335

注射薬 4224403D1120 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 1,335 H30.3.31まで

注射薬 4224403D1138 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ
「日医工」

日医工ファーマ 後発品 1,335

注射薬 4224403D2037 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ジェムザール注射用１ｇ 日本イーライリ
リー

先発品 ○ 15,416

注射薬 4224403D2045 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「サン
ド」

サンド 後発品 10,298 H29.3.31まで

注射薬 4224403D2053 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「タイホ
ウ」

大鵬薬品工業 後発品 10,298

注射薬 4224403D2061 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクル
ト」

高田製薬 後発品 10,298

注射薬 4224403D2070 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ＮＫ」 日本化薬 後発品 10,298

注射薬 4224403D2088 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ホス
ピーラ」

ファイザー 後発品 10,298

注射薬 4224403D2100 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 10,298

注射薬 4224403D2118 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ＴＹ
Ｋ」

武田テバ薬品 後発品 5,378

注射薬 4224403D2126 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 後発品 5,378 H30.3.31まで

注射薬 4224403D2134 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「日医
工」

日医工ファーマ 後発品 5,378

注射薬 4229400D1033 フルダラビンリン酸エス
テル

５０ｍｇ１瓶 フルダラ静注用５０ｍｇ サノフィ 先発品 34,252

注射薬 4229401D1020 ペメトレキセドナトリウ
ム水和物

５００ｍｇ１瓶 アリムタ注射用５００ｍｇ 日本イーライリ
リー

先発品 185,374

注射薬 4229401D2026 ペメトレキセドナトリウ
ム水和物

１００ｍｇ１瓶 アリムタ注射用１００ｍｇ 日本イーライリ
リー

先発品 44,248

注射薬 4229402A1028 ネララビン ２５０ｍｇ５０ｍＬ
１瓶

アラノンジー静注用２５０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 53,926

注射薬 4229403A1022 クロファラビン ２０ｍｇ２０ｍＬ１
瓶

エボルトラ点滴静注２０ｍｇ サノフィ 先発品 144,255
注射薬 4229404A1027 プララトレキサート ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ジフォルタ注射液２０ｍｇ ムンディファー

マ
先発品 89,632 H29.8.30収載

注射薬 4231400D1031 マイトマイシンＣ ２ｍｇ１瓶 局 マイトマイシン注用２ｍｇ 協和発酵キリン 先発品 440
注射薬 4231400D2038 マイトマイシンＣ １０ｍｇ１瓶 局 マイトマイシン注用１０ｍｇ 協和発酵キリン 先発品 2,042
注射薬 4233400D1036 アクチノマイシンＤ ０．５ｍｇ１瓶 コスメゲン静注用０．５ｍｇ ノーベルファー

マ
先発品 2,226

注射薬 4234400D4032 ブレオマイシン塩酸塩 ５ｍｇ１瓶 ブレオ注射用５ｍｇ 日本化薬 先発品 1,778
注射薬 4234400D5039 ブレオマイシン塩酸塩 １５ｍｇ１瓶 ブレオ注射用１５ｍｇ 日本化薬 先発品 5,158
注射薬 4234402D1032 ペプロマイシン硫酸塩 ５ｍｇ１瓶 局 ペプレオ注射用５ｍｇ 日本化薬 先発品 3,916
注射薬 4234402D2039 ペプロマイシン硫酸塩 １０ｍｇ１瓶 局 ペプレオ注射用１０ｍｇ 日本化薬 先発品 6,823
注射薬 4235400D1030 アクラルビシン塩酸塩 ２０ｍｇ１瓶 アクラシノン注射用２０ｍｇ 日本マイクロバ

イオファーマ
先発品 3,315

注射薬 4235401D1035 ダウノルビシン塩酸塩 ２０ｍｇ１瓶 ダウノマイシン静注用２０ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 1,631

注射薬 4235402A1025 ドキソルビシン塩酸塩 ２０ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

ドキシル注２０ｍｇ ヤンセンファー
マ

先発品 99,301

注射薬 4235402A2021 ドキソルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ドキソルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 1,130

注射薬 4235402A3028 ドキソルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍＬ１
瓶

ドキソルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 4,968

注射薬 4235402D1030 ドキソルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶 局 アドリアシン注用１０ アスペンジャパ
ン

先発品 ○ 1,856

注射薬 4235402D1048 ドキソルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶 局 ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ
「ＮＫ」

日本化薬 後発品 1,130

注射薬 4235402D2028 ドキソルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 局 ドキソルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ
「ＮＫ」

日本化薬 後発品 4,968

注射薬 4235402D2036 ドキソルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 局 アドリアシン注用５０ アスペンジャパ
ン

先発品 ○ 8,322

注射薬 4235403D1042 塩酸ピラルビシン １０ｍｇ１瓶 テラルビシン注射用１０ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 6,070

注射薬 4235403D1050 塩酸ピラルビシン １０ｍｇ１瓶 ピノルビン注射用１０ｍｇ 日本マイクロバ
イオファーマ

先発品 6,101

注射薬 4235403D2049 塩酸ピラルビシン ２０ｍｇ１瓶 テラルビシン注射用２０ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 11,845

注射薬 4235403D2057 塩酸ピラルビシン ２０ｍｇ１瓶 ピノルビン注射用２０ｍｇ 日本マイクロバ
イオファーマ

先発品 11,841

注射薬 4235403D3029 塩酸ピラルビシン ３０ｍｇ１瓶 ピノルビン注射用３０ｍｇ 日本マイクロバ
イオファーマ

先発品 17,452 H28.12.9収載

注射薬 4235404A1032 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ファルモルビシンＲＴＵ注射液１０ｍ
ｇ

ファイザー 先発品 ○ 4,329

注射薬 4235404A1040 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／
５ｍＬ「ＮＫ」

日本化薬 後発品 2,471

注射薬 4235404A1067 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／
５ｍＬ「サワイ」

沢井製薬 後発品 2,471

注射薬 4235404A1075 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／
５ｍＬ「サンド」

サンド 後発品 2,471

注射薬 4235404A1083 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／
５ｍＬ「ホスピーラ」

ファイザー 後発品 2,471 H29.3.31まで

注射薬 4235404A2039 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍＬ１
瓶

ファルモルビシンＲＴＵ注射液５０ｍ
ｇ

ファイザー 先発品 ○ 19,153

注射薬 4235404A2047 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍＬ１
瓶

エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／
２５ｍＬ「ＮＫ」

日本化薬 後発品 11,687

注射薬 4235404A2063 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍＬ１
瓶

エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／
２５ｍＬ「サワイ」

沢井製薬 後発品 11,687

注射薬 4235404A2071 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍＬ１
瓶

エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／
２５ｍＬ「サンド」

サンド 後発品 11,687



注射薬 4235404A2080 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍＬ１
瓶

エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／
２５ｍＬ「ホスピーラ」

ファイザー 後発品 7,125 H29.3.31まで

注射薬 4235404D1047 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶 ファルモルビシン注射用１０ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 4,329
注射薬 4235404D1063 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ

「ＮＫ」
マイラン製薬 後発品 2,471

注射薬 4235404D1071 エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 2,471

注射薬 4235404D2043 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ファルモルビシン注射用５０ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 19,153
注射薬 4235404D2060 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ

「ＮＫ」
マイラン製薬 後発品 11,687

注射薬 4235404D2078 エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 7,125

注射薬 4235405D1033 イダルビシン塩酸塩 ５ｍｇ１瓶 局 イダマイシン静注用５ｍｇ ファイザー 先発品 12,753
注射薬 4235406D1020 アムルビシン塩酸塩 ２０ｍｇ１瓶 カルセド注射用２０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 7,904
注射薬 4235406D2026 アムルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ１瓶 カルセド注射用５０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 17,673
注射薬 4239400D1030 ゲムツズマブオゾガマイ

シン（遺伝子組換え）
５ｍｇ１瓶 マイロターグ点滴静注用５ｍｇ ファイザー 先発品 247,984

注射薬 4240400D1030 ビンクリスチン硫酸塩 １ｍｇ１瓶 オンコビン注射用１ｍｇ 日本化薬 先発品 2,826
注射薬 4240401D2015 ビンブラスチン硫酸塩 １０ｍｇ１瓶 局 注射用ビンブラスチン硫酸塩 2,921
注射薬 4240402D1021 ビンデシン硫酸塩 １ｍｇ１瓶 注射用フィルデシン１ｍｇ 塩野義製薬 先発品 4,623
注射薬 4240402D2028 ビンデシン硫酸塩 ３ｍｇ１瓶 注射用フィルデシン３ｍｇ 塩野義製薬 先発品 12,192
注射薬 4240403A2042 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１

瓶
ラステット注１００ｍｇ／５ｍＬ 日本化薬 先発品 ○ 4,845

注射薬 4240403A2050 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

ベプシド注１００ｍｇ ブリストル・マ
イヤーズ　スク
イブ

先発品 ○ 4,777

注射薬 4240403A2069 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サ
ンド」

サンド 後発品 3,100

注射薬 4240403A2077 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「Ｄ
Ｋ」

大興製薬 後発品 3,100 H30.3.31まで

注射薬 4240403A2085 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

エトポシド点滴静注１００ｍｇ「タイ
ヨー」

武田テバファー
マ

後発品 3,100

注射薬 4240403A2093 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 後発品 3,100

注射薬 4240404A1040 イリノテカン塩酸塩水和
物

４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 カンプト点滴静注４０ｍｇ ヤクルト本社 先発品 ○ 4,102

注射薬 4240404A1059 イリノテカン塩酸塩水和
物

４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍ
ｇ「ＮＫ」

マイラン製薬 後発品 2,890

注射薬 4240404A1067 イリノテカン塩酸塩水和
物

４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 2,890

注射薬 4240404A1083 イリノテカン塩酸塩水和
物

４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍ
ｇ「タイホウ」

大鵬薬品工業 後発品 2,890

注射薬 4240404A1091 イリノテカン塩酸塩水和
物

４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 トポテシン点滴静注４０ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 4,576

注射薬 4240404A1105 イリノテカン塩酸塩水和
物

４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍ
ｇ「ホスピーラ」

ファイザー 後発品 2,890

注射薬 4240404A1113 イリノテカン塩酸塩水和
物

４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍ
ｇ「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 1,826

注射薬 4240404A1121 イリノテカン塩酸塩水和
物

４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍ
ｇ「あすか」

あすか製薬 後発品 2,890 H30.3.31まで

注射薬 4240404A1130 イリノテカン塩酸塩水和
物

４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍ
ｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 2,890

注射薬 4240404A1148 イリノテカン塩酸塩水和
物

４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 1,826

注射薬 4240404A1156 イリノテカン塩酸塩水和
物

４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍ
ｇ「日医工」

日医工ファーマ 後発品 1,826

注射薬 4240404A1164 イリノテカン塩酸塩水和
物

４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍ
ｇ「ハンルイ」

ハンルイ医薬 後発品 1,826

注射薬 4240404A2047 イリノテカン塩酸塩水和
物

１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

カンプト点滴静注１００ｍｇ ヤクルト本社 先発品 ○ 9,247

注射薬 4240404A2055 イリノテカン塩酸塩水和
物

１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００
ｍｇ「ＮＫ」

マイラン製薬 後発品 6,473

注射薬 4240404A2063 イリノテカン塩酸塩水和
物

１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００
ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 6,473

注射薬 4240404A2080 イリノテカン塩酸塩水和
物

１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００
ｍｇ「タイホウ」

大鵬薬品工業 後発品 6,473

注射薬 4240404A2098 イリノテカン塩酸塩水和
物

１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

トポテシン点滴静注１００ｍｇ 第一三共 先発品 ○ 10,415

注射薬 4240404A2101 イリノテカン塩酸塩水和
物

１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００
ｍｇ「ホスピーラ」

ファイザー 後発品 6,473

注射薬 4240404A2110 イリノテカン塩酸塩水和
物

１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００
ｍｇ「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 6,473

注射薬 4240404A2128 イリノテカン塩酸塩水和
物

１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００
ｍｇ「あすか」

あすか製薬 後発品 6,473 H30.3.31まで

注射薬 4240404A2136 イリノテカン塩酸塩水和
物

１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００
ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 6,473

注射薬 4240404A2144 イリノテカン塩酸塩水和
物

１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００
ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 4,171

注射薬 4240404A2152 イリノテカン塩酸塩水和
物

１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００
ｍｇ「日医工」

日医工ファーマ 後発品 6,473

注射薬 4240404A2160 イリノテカン塩酸塩水和
物

１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００
ｍｇ「ハンルイ」

ハンルイ医薬 後発品 4,171

注射薬 4240405A1037 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ０．５ｍＬ
１瓶（溶解液付）

局 タキソテール点滴静注用２０ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 15,471

注射薬 4240405A1045 ドセタキセル ２０ｍｇ０．５ｍＬ
１瓶（溶解液付）

ドセタキセル点滴静注用２０ｍｇ「あ
すか」

あすか製薬 後発品 8,527 H30.3.31まで

注射薬 4240405A1053 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ０．５ｍＬ
１瓶（溶解液付）

局 ドセタキセル点滴静注用２０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 8,527

注射薬 4240405A2033 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ２ｍＬ１瓶
（溶解液付）

局 タキソテール点滴静注用８０ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 52,835

注射薬 4240405A2041 ドセタキセル ８０ｍｇ２ｍＬ１瓶
（溶解液付）

ドセタキセル点滴静注用８０ｍｇ「あ
すか」

あすか製薬 後発品 29,802 H30.3.31まで

注射薬 4240405A2050 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ２ｍＬ１瓶
（溶解液付）

局 ドセタキセル点滴静注用８０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 29,802

注射薬 4240405A3021 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 局 ワンタキソテール点滴静注２０ｍｇ／
１ｍＬ

サノフィ 先発品 ○ 15,471

注射薬 4240405A3030 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍ
Ｌ「ＨＫ」

大興製薬 後発品 8,527

注射薬 4240405A3048 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍ
Ｌ「ケミファ」

ナガセ医薬品 後発品 8,527

注射薬 4240405A3056 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍ
Ｌ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 8,527

注射薬 4240405A3064 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍ
Ｌ「トーワ」

東和薬品 後発品 6,585

注射薬 4240405A3072 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／１
ｍＬ「ＮＫ」

日本化薬 後発品 8,527

注射薬 4240405A3080 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 局 ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／１
ｍＬ「サワイ」

沢井製薬 後発品 6,585

注射薬 4240405A3099 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍ
Ｌ「ＥＥ」

エルメッド
エーザイ

後発品 8,527

注射薬 4240405A3102 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍ
Ｌ「ニプロ」

ニプロ 後発品 8,527

注射薬 4240405A3110 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／１
ｍＬ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 6,585 H30.3.31まで

注射薬 4240405A3129 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍ
Ｌ「ヤクルト」

ヤクルト本社 後発品 8,527

注射薬 4240405A4028 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 局 ワンタキソテール点滴静注８０ｍｇ／
４ｍＬ

サノフィ 先発品 ○ 52,835

注射薬 4240405A4036 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍ
Ｌ「ＨＫ」

大興製薬 後発品 29,802

注射薬 4240405A4044 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍ
Ｌ「ケミファ」

ナガセ医薬品 後発品 29,802

注射薬 4240405A4052 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍ
Ｌ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 24,225

注射薬 4240405A4060 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍ
Ｌ「トーワ」

東和薬品 後発品 24,225

注射薬 4240405A4079 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／４
ｍＬ「ＮＫ」

日本化薬 後発品 29,802

注射薬 4240405A4087 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 局 ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／４
ｍＬ「サワイ」

沢井製薬 後発品 24,225

注射薬 4240405A4095 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍ
Ｌ「ＥＥ」

エルメッド
エーザイ

後発品 29,802

注射薬 4240405A4109 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍ
Ｌ「ニプロ」

ニプロ 後発品 29,802

注射薬 4240405A4117 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／４
ｍＬ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 24,225 H30.3.31まで



注射薬 4240405A4125 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍ
Ｌ「ヤクルト」

ヤクルト本社 後発品 29,802

注射薬 4240405A5024 ドセタキセル ２０ｍｇ２ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／２
ｍＬ「サンド」

サンド 後発品 8,527

注射薬 4240405A5032 ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ２ｍＬ１瓶 局 ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／２
ｍＬ「ホスピーラ」

ファイザー 後発品 8,527

注射薬 4240405A6020 ドセタキセル ８０ｍｇ８ｍＬ１瓶 ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／８
ｍＬ「サンド」

サンド 後発品 29,802

注射薬 4240405A6039 ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ８ｍＬ１瓶 局 ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／８
ｍＬ「ホスピーラ」

ファイザー 後発品 29,802

注射薬 4240405A7027 ドセタキセル水和物 １２０ｍｇ１２ｍＬ
１瓶

局 ドセタキセル点滴静注液１２０ｍｇ／
１２ｍＬ「ホスピーラ」

ファイザー 後発品 41,139

注射薬 4240406A1031 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 タキソール注射液３０ｍｇ ブリストル・マ
イヤーズ　スク
イブ

先発品 ○ 7,310

注射薬 4240406A1040 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ
「ＮＫ」

日本化薬 後発品 5,391

注射薬 4240406A1058 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パクリタキセル注射液３０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 5,391

注射薬 4240406A1074 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パクリタキセル点滴静注液３０ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 5,391

注射薬 4240406A1082 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パクリタキセル注射液３０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 5,391

注射薬 4240406A1090 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パクリタキセル点滴静注液３０ｍｇ／
５ｍＬ「ホスピーラ」

ファイザー 後発品 3,583

注射薬 4240406A1104 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パクリタキセル注射液３０ｍｇ「ファ
イザー」

マイラン製薬 後発品 3,583 H30.3.31まで

注射薬 4240406A2038 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７
ｍＬ１瓶

タキソール注射液１００ｍｇ ブリストル・マ
イヤーズ　スク
イブ

先発品 ○ 22,071

注射薬 4240406A2046 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７
ｍＬ１瓶

パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．
７ｍＬ「ＮＫ」

日本化薬 後発品 15,534

注射薬 4240406A2054 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７
ｍＬ１瓶

パクリタキセル注射液１００ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 15,534

注射薬 4240406A2070 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７
ｍＬ１瓶

パクリタキセル点滴静注液１００ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 15,534

注射薬 4240406A2089 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７
ｍＬ１瓶

パクリタキセル注射液１００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 15,534

注射薬 4240406A2097 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７
ｍＬ１瓶

パクリタキセル点滴静注液１００ｍｇ
／１６．７ｍＬ「ホスピーラ」

ファイザー 後発品 10,379

注射薬 4240406A2100 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７
ｍＬ１瓶

パクリタキセル注射液１００ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 15,534 H30.3.31まで

注射薬 4240406A3026 パクリタキセル １５０ｍｇ２５ｍＬ
１瓶

パクリタキセル注射液１５０ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 19,067

注射薬 4240407A1028 ビノレルビン酒石酸塩 １０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ナベルビン注１０ 協和発酵キリン 先発品 ○ 4,954
注射薬 4240407A1036 ビノレルビン酒石酸塩 １０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ロゼウス静注液１０ｍｇ 日本化薬 後発品 3,358
注射薬 4240407A2024 ビノレルビン酒石酸塩 ４０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ナベルビン注４０ 協和発酵キリン 先発品 ○ 17,662
注射薬 4240407A2032 ビノレルビン酒石酸塩 ４０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ロゼウス静注液４０ｍｇ 日本化薬 後発品 12,159
注射薬 4240408D1037 ノギテカン塩酸塩 １．１ｍｇ１瓶 ハイカムチン注射用１．１ｍｇ 日本化薬 先発品 8,610
注射薬 4240409D1023 パクリタキセル １００ｍｇ１瓶 アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ 大鵬薬品工業 先発品 49,103
注射薬 4240410A1020 カバジタキセル　アセト

ン付加物
６０ｍｇ１．５ｍＬ
１瓶（溶解液付）

ジェブタナ点滴静注６０ｍｇ サノフィ 先発品 593,069

注射薬 4291400A1033 Ｌ－アスパラギナーゼ ５，０００Ｋ単位１
瓶

ロイナーゼ注用５０００ 協和発酵キリン 先発品 2,200
注射薬 4291400A2030 Ｌ－アスパラギナーゼ １０，０００Ｋ単位

１瓶
ロイナーゼ注用１００００ 協和発酵キリン 先発品 4,525

注射薬 4291401A1070 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１
瓶

シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 1,054
注射薬 4291401A1089 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１

瓶
ブリプラチン注１０ｍｇ ブリストル・マ

イヤーズ　スク
イブ

先発品 ○ 2,493

注射薬 4291401A1097 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１
瓶

ランダ注１０ｍｇ／２０ｍＬ 日本化薬 先発品 ○ 2,563
注射薬 4291401A1119 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１

瓶
シスプラチン点滴静注１０ｍｇ「マル
コ」

日医工ファーマ 後発品 1,054

注射薬 4291401A1127 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１
瓶

シスプラチン点滴静注液１０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 1,924

注射薬 4291401A2069 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１
瓶

シスプラチン注２５ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 3,419
注射薬 4291401A2077 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１

瓶
ブリプラチン注２５ｍｇ ブリストル・マ

イヤーズ　スク
イブ

先発品 ○ 6,078

注射薬 4291401A2093 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１
瓶

ランダ注２５ｍｇ／５０ｍＬ 日本化薬 先発品 ○ 6,210
注射薬 4291401A2115 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１

瓶
シスプラチン点滴静注２５ｍｇ「マル
コ」

日医工ファーマ 後発品 3,419

注射薬 4291401A2123 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１
瓶

シスプラチン点滴静注液２５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 3,419

注射薬 4291401A3073 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍＬ
１瓶

シスプラチン注５０ｍｇ「日医工」 日医工 後発品 4,603

注射薬 4291401A3081 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍＬ
１瓶

ブリプラチン注５０ｍｇ ブリストル・マ
イヤーズ　スク
イブ

先発品 ○ 10,586

注射薬 4291401A3090 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍＬ
１瓶

ランダ注５０ｍｇ／１００ｍＬ 日本化薬 先発品 ○ 10,939

注射薬 4291401A3111 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍＬ
１瓶

シスプラチン点滴静注５０ｍｇ「マル
コ」

日医工ファーマ 後発品 4,603

注射薬 4291401A3120 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍＬ
１瓶

シスプラチン点滴静注液５０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 8,167

注射薬 4291401D1026 シスプラチン １００ｍｇ１瓶 動注用アイエーコール１００ｍｇ 日本化薬 先発品 86,540
注射薬 4291401D2022 シスプラチン ５０ｍｇ１瓶 動注用アイエーコール５０ｍｇ 日本化薬 先発品 47,328
注射薬 4291402A1032 ミトキサントロン塩酸塩 ２０ｍｇ１０ｍＬ１

瓶
ノバントロン注２０ｍｇ あすか製薬 先発品 38,526

注射薬 4291402A2020 ミトキサントロン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ノバントロン注１０ｍｇ あすか製薬 先発品 21,125

注射薬 4291403A1053 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 局 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 3,213

注射薬 4291403A1061 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 局 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 3,213

注射薬 4291403A1088 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 局 パラプラチン注射液５０ｍｇ ブリストル・マ
イヤーズ　スク
イブ

先発品 ○ 4,135

注射薬 4291403A1096 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 局 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ
「ＮＫ」

マイラン製薬 後発品 3,213

注射薬 4291403A1118 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 局 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ
「ＴＹＫ」

武田テバ薬品 後発品 3,213

注射薬 4291403A1126 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 局 カルボプラチン注射液５０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 3,213

注射薬 4291403A2050 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ
１瓶

局 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 7,786

注射薬 4291403A2068 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ
１瓶

局 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 5,467

注射薬 4291403A2084 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ
１瓶

局 パラプラチン注射液１５０ｍｇ ブリストル・マ
イヤーズ　スク
イブ

先発品 ○ 11,756

注射薬 4291403A2092 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ
１瓶

局 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ
「ＮＫ」

マイラン製薬 後発品 7,786

注射薬 4291403A2114 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ
１瓶

局 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ
「ＴＹＫ」

武田テバ薬品 後発品 7,786

注射薬 4291403A2122 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ
１瓶

局 カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 7,786

注射薬 4291403A3056 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ
１瓶

局 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 19,316

注射薬 4291403A3064 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ
１瓶

局 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 13,725

注射薬 4291403A3080 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ
１瓶

局 パラプラチン注射液４５０ｍｇ ブリストル・マ
イヤーズ　スク
イブ

先発品 ○ 29,483

注射薬 4291403A3099 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ
１瓶

局 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ
「ＮＫ」

マイラン製薬 後発品 19,316

注射薬 4291403A3110 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ
１瓶

局 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ
「ＴＹＫ」

武田テバ薬品 後発品 13,725

注射薬 4291403A3129 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ
１瓶

局 カルボプラチン注射液４５０ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 13,725

注射薬 4291404D1038 ペントスタチン ７．５ｍｇ１瓶（溶
解液付）

コホリン静注用７．５ｍｇ 化学及血清療法
研究所

先発品 102,476

注射薬 4291405F1025 ネダプラチン １０ｍｇ１瓶 アクプラ静注用１０ｍｇ 日医工 先発品 5,152
注射薬 4291405F2021 ネダプラチン ５０ｍｇ１瓶 アクプラ静注用５０ｍｇ 日医工 先発品 24,072
注射薬 4291405F3028 ネダプラチン １００ｍｇ１瓶 アクプラ静注用１００ｍｇ 日医工 先発品 44,936
注射薬 4291406D3021 トラスツズマブ（遺伝子

組換え）
６０ｍｇ１瓶（溶解
液付）

ハーセプチン注射用６０ 中外製薬 先発品 24,469



注射薬 4291406D4028 トラスツズマブ（遺伝子
組換え）

１５０ｍｇ１瓶（溶
解液付）

ハーセプチン注射用１５０ 中外製薬 先発品 57,289

注射薬 4291407A1027 リツキシマブ（遺伝子組
換え）

１００ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

リツキサン注１０ｍｇ／ｍＬ 全薬工業 先発品 ○ 43,641

注射薬 4291407A2023 リツキシマブ（遺伝子組
換え）

５００ｍｇ５０ｍＬ
１瓶

リツキサン注１０ｍｇ／ｍＬ 全薬工業 先発品 ○ 213,815

注射薬 4291408A1021 クラドリビン ８ｍｇ８ｍＬ１瓶 ロイスタチン注８ｍｇ ヤンセンファー
マ

先発品 86,505

注射薬 4291409A1026 三酸化ヒ素 １０ｍｇ１管 トリセノックス注１０ｍｇ 日本新薬 先発品 34,268
注射薬 4291410A1029 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１

瓶
エルプラット点滴静注液５０ｍｇ ヤクルト本社 先発品 ○ 27,923

注射薬 4291410A1037 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ
／１０ｍＬ「ケミファ」

ナガセ医薬品 後発品 12,276

注射薬 4291410A1045 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ
／１０ｍＬ「サンド」

サンド 後発品 12,276

注射薬 4291410A1053 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ
／１０ｍＬ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 14,862 H30.3.31まで

注射薬 4291410A1061 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ
／１０ｍＬ「ホスピーラ」

ファイザー 後発品 12,276

注射薬 4291410A1070 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

第一三共エス
ファ

後発品 14,862

注射薬 4291410A1088 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ
「ＦＦＰ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 12,276

注射薬 4291410A1096 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ
「ＮＫ」

日本化薬 後発品 12,276

注射薬 4291410A1100 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 12,276

注射薬 4291410A1118 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 12,276

注射薬 4291410A1126 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

オキサリプラチン点滴静注５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 12,276

注射薬 4291410A1134 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 12,276

注射薬 4291410A1142 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ
「ニプロ」

ニプロ 後発品 12,276

注射薬 4291410A1150 オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ
／１０ｍＬ「ＫＣＣ」

共和クリティケ
ア

後発品 12,276

注射薬 4291410A2017 オキサリプラチン １００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン１００ｍｇ２０ｍＬ
注射液

後発品 15,309

注射薬 4291410A2025 オキサリプラチン １００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

エルプラット点滴静注液１００ｍｇ ヤクルト本社 先発品 ○ 51,378

注射薬 4291410A2033 オキサリプラチン １００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液１００ｍ
ｇ／２０ｍＬ「ケミファ」

ナガセ医薬品 後発品 23,125

注射薬 4291410A2041 オキサリプラチン １００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液１００ｍ
ｇ／２０ｍＬ「サンド」

サンド 後発品 23,125

注射薬 4291410A2050 オキサリプラチン １００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液１００ｍ
ｇ／２０ｍＬ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 28,774 H30.3.31まで

注射薬 4291410A2068 オキサリプラチン １００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液１００ｍ
ｇ／２０ｍＬ「ホスピーラ」

ファイザー 後発品 23,125

注射薬 4291410A2076 オキサリプラチン １００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液１００ｍ
ｇ「ＤＳＥＰ」

第一三共エス
ファ

後発品 28,774

注射薬 4291410A2092 オキサリプラチン １００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液１００ｍ
ｇ「ＮＫ」

日本化薬 後発品 23,125

注射薬 4291410A2106 オキサリプラチン １００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液１００ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 23,125

注射薬 4291410A2114 オキサリプラチン １００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液１００ｍ
ｇ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 23,125

注射薬 4291410A2122 オキサリプラチン １００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 23,125

注射薬 4291410A2130 オキサリプラチン １００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液１００ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 23,125

注射薬 4291410A2157 オキサリプラチン １００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液１００ｍ
ｇ／２０ｍＬ「ＫＣＣ」

共和クリティケ
ア

後発品 23,125

注射薬 4291410A3021 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ
１瓶

エルプラット点滴静注液２００ｍｇ ヤクルト本社 先発品 ○ 93,955

注射薬 4291410A3030 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍ
ｇ／４０ｍＬ「ＫＣＣ」

共和クリティケ
ア

後発品 40,613

注射薬 4291410A3048 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍ
ｇ／４０ｍＬ「ケミファ」

ナガセ医薬品 後発品 50,047

注射薬 4291410A3056 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍ
ｇ／４０ｍＬ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 50,047 H30.3.31まで

注射薬 4291410A3064 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍ
ｇ「ＤＳＥＰ」

第一三共エス
ファ

後発品 40,613

注射薬 4291410A3072 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍ
ｇ「ＦＦＰ」

富士フイルム
ファーマ

後発品 50,047

注射薬 4291410A3080 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍ
ｇ「ＮＫ」

日本化薬 後発品 40,613

注射薬 4291410A3099 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 40,613

注射薬 4291410A3102 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍ
ｇ「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 40,613

注射薬 4291410A3110 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注２００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 40,613

注射薬 4291410A3129 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍ
ｇ「日医工」

日医工 後発品 40,613

注射薬 4291410A3137 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍ
ｇ「ニプロ」

ニプロ 後発品 50,047

注射薬 4291410A3145 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍ
ｇ／４０ｍＬ「サンド」

サンド 後発品 40,613

注射薬 4291410A3153 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍ
ｇ／４０ｍＬ「ホスピーラ」

ファイザー 後発品 40,613

注射薬 4291412D1024 ボルテゾミブ ３ｍｇ１瓶 ベルケイド注射用３ｍｇ ヤンセンファー
マ

先発品 137,409

注射薬 4291413A1022 ベバシズマブ（遺伝子組
換え）

１００ｍｇ４ｍＬ１
瓶

アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４
ｍＬ

中外製薬 先発品 41,738

注射薬 4291413A2029 ベバシズマブ（遺伝子組
換え）

４００ｍｇ１６ｍＬ
１瓶

アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１
６ｍＬ

中外製薬 先発品 158,942

注射薬 4291414G1020 イブリツモマブ　チウキ
セタン（遺伝子組換
え）・塩化イットリウム
（９０Ｙ）

１セット ゼヴァリン　イットリウム（９０Ｙ）
静注用セット

ムンディファー
マ

先発品 2,604,870

注射薬 4291415A1021 セツキシマブ（遺伝子組
換え）

１００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

アービタックス注射液１００ｍｇ メルクセローノ 先発品 36,920

注射薬 4291416D1022 ミリプラチン水和物 ７０ｍｇ１瓶 ミリプラ動注用７０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 47,955
注射薬 4291417A1020 パニツムマブ（遺伝子組

換え）
１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ 武田薬品工業 先発品 77,726

注射薬 4291417A2027 パニツムマブ（遺伝子組
換え）

４００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

ベクティビックス点滴静注４００ｍｇ 武田薬品工業 先発品 295,995

注射薬 4291418A1025 テムシロリムス ２５ｍｇ１ｍＬ１瓶
（希釈液付）

トーリセル点滴静注液２５ｍｇ ファイザー 先発品 136,713

注射薬 4291419D1026 アザシチジン １００ｍｇ１瓶 ビダーザ注射用１００ｍｇ 日本新薬 先発品 51,421
注射薬 4291420A1022 エリブリンメシル酸塩 １ｍｇ２ｍＬ１瓶 ハラヴェン静注１ｍｇ エーザイ 先発品 65,901
注射薬 4291421G1020 フルベストラント ２５０ｍｇ５ｍＬ１

筒
フェソロデックス筋注２５０ｍｇ アストラゼネカ 先発品 50,792

注射薬 4291422A1021 モガムリズマブ（遺伝子
組換え）

２０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ポテリジオ点滴静注２０ｍｇ 協和発酵キリン 先発品 168,106

注射薬 4291423A1026 オファツムマブ（遺伝子
組換え）

１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

アーゼラ点滴静注液１００ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 28,378

注射薬 4291423A2022 オファツムマブ（遺伝子
組換え）

１，０００ｍｇ５０
ｍＬ１瓶

アーゼラ点滴静注液１０００ｍｇ ノバルティス
ファーマ

先発品 275,145

注射薬 4291424A1020 ペルツズマブ（遺伝子組
換え）

４２０ｍｇ１４ｍＬ
１瓶

パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４
ｍＬ

中外製薬 先発品 238,491

注射薬 4291425D1021 ブレンツキシマブ　ベド
チン（遺伝子組換え）

５０ｍｇ１瓶 アドセトリス点滴静注用５０ｍｇ 武田薬品工業 先発品 465,701

注射薬 4291426D1026 トラスツズマブ　エムタ
ンシン（遺伝子組換え）

１００ｍｇ１瓶 カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ 中外製薬 先発品 235,108

注射薬 4291426D2022 トラスツズマブ　エムタ
ンシン（遺伝子組換え）

１６０ｍｇ１瓶 カドサイラ点滴静注用１６０ｍｇ 中外製薬 先発品 373,945

注射薬 4291427A1024 ニボルマブ（遺伝子組換
え）

２０ｍｇ２ｍＬ１瓶 オプジーボ点滴静注２０ｍｇ 小野薬品工業 先発品 75,100 H29.2.1適用

注射薬 4291427A2020 ニボルマブ（遺伝子組換
え）

１００ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

オプジーボ点滴静注１００ｍｇ 小野薬品工業 先発品 364,925 H29.2.1適用

注射薬 4291428A1029 アレムツズマブ（遺伝子
組換え）

３０ｍｇ１ｍＬ１瓶 マブキャンパス点滴静注３０ｍｇ サノフィ 先発品 89,254

注射薬 4291429A1023 ラムシルマブ（遺伝子組
換え）

１００ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ 日本イーライリ
リー

先発品 75,265

注射薬 4291429A2020 ラムシルマブ（遺伝子組
換え）

５００ｍｇ５０ｍＬ
１瓶

サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ 日本イーライリ
リー

先発品 355,450



注射薬 4291430A1026 イピリムマブ（遺伝子組
換え）

５０ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ ブリストル・マ
イヤーズ　スク
イブ

先発品 485,342

注射薬 4291431D1027 トラベクテジン ０．２５ｍｇ１瓶 ヨンデリス点滴静注用０．２５ｍｇ 大鵬薬品工業 先発品 48,688
注射薬 4291431D2023 トラベクテジン １ｍｇ１瓶 ヨンデリス点滴静注用１ｍｇ 大鵬薬品工業 先発品 195,216
注射薬 4291432A1025 塩化ラジウム（２２３Ｒ

ａ）
１回分 ゾーフィゴ静注 バイエル薬品 先発品 684,930 H28.5.25収載

注射薬 4291433D1026 カルフィルゾミブ １０ｍｇ１瓶 カイプロリス点滴静注用１０ｍｇ 小野薬品工業 先発品 23,982 H28.8.31収載
注射薬 4291433D2022 カルフィルゾミブ ４０ｍｇ１瓶 カイプロリス点滴静注用４０ｍｇ 小野薬品工業 先発品 86,255 H28.8.31収載
注射薬 4291434D1020 エロツズマブ（遺伝子組

換え）
３００ｍｇ１瓶 エムプリシティ点滴静注用３００ｍｇ ブリストル・マ

イヤーズ　スク
イブ

先発品 160,696 H28.11.18収載

注射薬 4291434D2027 エロツズマブ（遺伝子組
換え）

４００ｍｇ１瓶 エムプリシティ点滴静注用４００ｍｇ ブリストル・マ
イヤーズ　スク
イブ

先発品 209,587 H28.11.18収載

注射薬 4291435A1029 ペムブロリズマブ（遺伝
子組換え）

２０ｍｇ０．８ｍＬ
１瓶

キイトルーダ点滴静注２０ｍｇ ＭＳＤ 先発品 84,488 H29.2.15収載

注射薬 4291435A2025 ペムブロリズマブ（遺伝
子組換え）

１００ｍｇ４ｍＬ１
瓶

キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ ＭＳＤ 先発品 410,541 H29.2.15収載

注射薬 4291436A1023 アフリベルセプト　ベー
タ（遺伝子組換え）

１００ｍｇ４ｍＬ１
瓶

ザルトラップ点滴静注１００ｍｇ サノフィ 先発品 78,614 H29.5.24収載

注射薬 4291436A2020 アフリベルセプト　ベー
タ（遺伝子組換え）

２００ｍｇ８ｍＬ１
瓶

ザルトラップ点滴静注２００ｍｇ サノフィ 先発品 153,409 H29.5.24収載

注射薬 4291437A1028 ダラツムマブ（遺伝子組
換え）

１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

ダラザレックス点滴静注１００ｍｇ ヤンセンファー
マ

先発品 51,312 H29.11.22収載

注射薬 4291437A2024 ダラツムマブ（遺伝子組
換え）

４００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

ダラザレックス点滴静注４００ｍｇ ヤンセンファー
マ

先発品 184,552 H29.11.22収載

注射薬 4291438A1022 アベルマブ（遺伝子組換
え）

２００ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

バベンチオ点滴静注２００ｍｇ メルクセローノ 先発品 218,955 H29.11.22収載

注射薬 4291439A1027 リツキシマブ（遺伝子組
換え）［リツキシマブ後
続１］

１００ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ
「ＫＨＫ」

サンド 後発品 24,930 H29.11.29収載

注射薬 4291439A2023 リツキシマブ（遺伝子組
換え）［リツキシマブ後
続１］

５００ｍｇ５０ｍＬ
１瓶

リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ
「ＫＨＫ」

サンド 後発品 122,143 H29.11.29収載

注射薬 4299400D1038 溶連菌抽出物 ０．２ＫＥ１瓶（溶
解液付）

ピシバニール注射用０．２ＫＥ 中外製薬 先発品 791

注射薬 4299400D2034 溶連菌抽出物 ０．５ＫＥ１瓶（溶
解液付）

ピシバニール注射用０．５ＫＥ 中外製薬 先発品 1,689

注射薬 4299400D3030 溶連菌抽出物 １ＫＥ１瓶（溶解液
付）

ピシバニール注射用１ＫＥ 中外製薬 先発品 3,132

注射薬 4299400D4037 溶連菌抽出物 ５ＫＥ１瓶（溶解液
付）

ピシバニール注射用５ＫＥ 中外製薬 先発品 6,961

注射薬 4299401D1083 レンチナン １ｍｇ１瓶 レンチナン静注用１ｍｇ「味の素」 ＥＡファーマ 先発品 5,170
注射薬 4299403D1031 ポルフィマーナトリウム ７５ｍｇ１瓶 フォトフリン静注用７５ｍｇ ファイザー 先発品 178,162
注射薬 4299404D1028 タラポルフィンナトリウ

ム
１００ｍｇ１瓶 注射用レザフィリン１００ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 387,208

注射薬 4299405D1022 滅菌調整タルク ４ｇ１瓶 ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ ノーベルファー
マ

先発品 7,105

注射薬 4300400X1029 過テクネチウム酸ナトリ
ウム（９９ｍＴｃ）

１０ＭＢｑ ウルトラテクネカウ 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 261

注射薬 4300400X1053 過テクネチウム酸ナトリ
ウム（９９ｍＴｃ）

１０ＭＢｑ メジテック 日本メジフィ
ジックス

★ 273

注射薬 4300401A1020 ジメルカプトコハク酸テ
クネチウム（９９ｍＴ
ｃ）

１０ＭＢｑ キドニーシンチＴｃ－９９ｍ注 日本メジフィ
ジックス

先発品 660

注射薬 4300401D1027 ジメルカプトコハク酸テ
クネチウム（９９ｍＴ
ｃ）

１回分 テクネＤＭＳＡキット 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 3,116

注射薬 4300402A1025 テクネチウムスズコロイ
ド（９９ｍＴｃ）

１０ＭＢｑ スズコロイドＴｃ－９９ｍ注 日本メジフィ
ジックス

先発品 731 H30.3.31まで

注射薬 4300404A1024 テクネチウムスズコロイ
ド（９９ｍＴｃ）

１回分 スズコロイドＴｃ－９９ｍ注調製用
キット

日本メジフィ
ジックス

先発品 2,643

注射薬 4300405A1029 テクネチウム人血清アル
ブミン（９９ｍＴｃ）

１回分 テクネアルブミンキット 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 4,269

注射薬 4300406X1026 ジエチレントリアミン五
酢酸テクネチウム（９９
ｍＴｃ）

１回分 テクネＤＴＰＡキット 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 3,110

注射薬 4300408D1029 ピロリン酸テクネチウム
（９９ｍＴｃ）

１回分 テクネピロリン酸キット 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 3,110

注射薬 4300410A1020 メチレンジホスホン酸テ
クネチウム（９９ｍＴ
ｃ）

７４０ＭＢｑ１筒 テクネＭＤＰ注射液 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 28,495

注射薬 4300410A2026 メチレンジホスホン酸テ
クネチウム（９９ｍＴ
ｃ）

３７０ＭＢｑ１筒 テクネＭＤＰ注射液 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 21,659

注射薬 4300410A3022 メチレンジホスホン酸テ
クネチウム（９９ｍＴ
ｃ）

５５５ＭＢｑ１筒 テクネＭＤＰ注射液 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 21,659

注射薬 4300410A4029 メチレンジホスホン酸テ
クネチウム（９９ｍＴ
ｃ）

９２５ＭＢｑ１筒 テクネＭＤＰ注射液 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 36,762

注射薬 4300410D1026 メチレンジホスホン酸テ
クネチウム（９９ｍＴ
ｃ）

１回分 テクネＭＤＰキット 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 3,086

注射薬 4300411A1024 テクネチウム大凝集人血
清アルブミン（９９ｍＴ
ｃ）

１０ＭＢｑ ラングシンチＴｃ－９９ｍ注 日本メジフィ
ジックス

後発品 531

注射薬 4300411A2020 テクネチウム大凝集人血
清アルブミン（９９ｍＴ
ｃ）

１回分 テクネＭＡＡキット 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 4,237

注射薬 4300412A1010 過テクネチウム酸ナトリ
ウム（９９ｍＴｃ）

１０ＭＢｑ 局 過テクネチウム酸ナトリウム（９９ｍ
Ｔｃ）注射液

280

注射薬 4300412A1029 過テクネチウム酸ナトリ
ウム（９９ｍＴｃ）

１０ＭＢｑ 局 テクネシンチ注－１０Ｍ 日本メジフィ
ジックス

284

注射薬 4300413A1023 ヒドロキシメチレンジホ
スホン酸テクネチウム
（９９ｍＴｃ）

１０ＭＢｑ クリアボーン注 日本メジフィ
ジックス

先発品 397

注射薬 4300415A1022 Ｎ－ピリドキシル－５－
メチルトリプトファンテ
クネチウム（９９ｍＴ
ｃ）

１０ＭＢｑ ヘパティメージ注 日本メジフィ
ジックス

先発品 796

注射薬 4300415X1025 ヒドロキシメチレンジホ
スホン酸テクネチウム
（９９ｍＴｃ）

１回分 クリアボーンキット 日本メジフィ
ジックス

先発品 3,304

注射薬 4300416A1027 ジメルカプトコハク酸テ
クネチウム（９９ｍＴ
ｃ）

１回分 キドニーシンチキット 日本メジフィ
ジックス

先発品 3,127

注射薬 4300417A1021 フィチン酸テクネチウム
ナトリウム（９９ｍＴ
ｃ）

１回分 テクネフチン酸キット 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 2,545

注射薬 4300418D1030 エキサメタジムテクネチ
ウム（９９ｍＴｃ）

１回分 セレブロテックキット 日本メジフィ
ジックス

先発品 20,939

注射薬 4300419A1020 人血清アルブミンジエチ
レントリアミン五酢酸テ
クネチウム（９９ｍＴ
ｃ）

１０ＭＢｑ プールシンチ注 日本メジフィ
ジックス

先発品 570

注射薬 4300420A1023 ジエチレントリアミン五
酢酸インジウム（１１１
Ｉｎ）

１０ＭＢｑ インジウムＤＴＰＡ（１１１Ｉｎ）注 日本メジフィ
ジックス

先発品 5,518

注射薬 4300422A1014 クロム酸ナトリウム（５
１Ｃｒ）

１ＭＢｑ 局 クロム酸ナトリウム（５１Ｃｒ）注射
液

1,150

注射薬 4300423A1027 クリプトン（８１ｍＫ
ｒ）

１患者当り クリプトン（８１ｍＫｒ）ジェネレー
タ

日本メジフィ
ジックス

先発品 41,983

注射薬 4300424A1013 ヨウ化人血清アルブミン
（１３１Ｉ）

１ＭＢｑ 局 ヨウ化人血清アルブミン（１３１Ｉ）
注射液

3,251

注射薬 4300426A1020 ヨウ化メチルノルコレス
テノール（１３１Ｉ）

１ＭＢｑ アドステロール－Ｉ１３１注射液 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 1,040

注射薬 4300428A1011 クエン酸ガリウム（６７
Ｇａ）

１０ＭＢｑ 局 クエン酸ガリウム（６７Ｇａ）注射液 2,966

注射薬 4300430A1027 塩化インジウム（１１１
Ｉｎ）

１患者当たり 局 ※ 塩化インジウム（１１１Ｉｎ）注（日
本メジフィジックス）

日本メジフィ
ジックス

先発品 29,495

注射薬 4300431A1021 塩酸Ｎ－イソプロピル－
４－ヨードアンフェタミ
ン（１２３Ｉ）

１０ＭＢｑ パーヒューザミン注 日本メジフィ
ジックス

先発品 ○ 2,704



注射薬 4300431A1030 塩酸Ｎ－イソプロピル－
４－ヨードアンフェタミ
ン（１２３Ｉ）

１０ＭＢｑ イオフェタミン（１２３Ｉ）注射液
「第一」

富士フイルムＲ
Ｉファーマ

後発品 2,455

注射薬 4300432A1018 塩化タリウム（２０１Ｔ
ｌ）

１０ＭＢｑ 局 塩化タリウム（２０１Ｔｌ）注射液 4,444

注射薬 4300435A1020 ガラクトシル人血清アル
ブミンジエチレントリア
ミン五酢酸テクネチウム
（９９ｍＴｃ）

１０ＭＢｑ アシアロシンチ注 日本メジフィ
ジックス

先発品 826

注射薬 4300437A1029 メタヨードベンジルグア
ニジン（１２３Ｉ）

１０ＭＢｑ ミオＭＩＢＧ－Ｉ１２３注射液 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 3,969

注射薬 4300438A1023 ヨードフェニルメチルペ
ンタデカン酸（１２３
Ｉ）

１０ＭＢｑ カルディオダイン注 日本メジフィ
ジックス

先発品 3,122

注射薬 4300439D1024 テトラキスメトキシイソ
ブチルイソニトリル銅
（Ｉ）四フッ化ホウ酸

１回分 カーディオライト　第一 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 29,764

注射薬 4300440D1027 ヘキサキスメトキシイソ
ブチルイソニトリルテク
ネチウム（９９ｍＴｃ）

６００ＭＢｑ１筒 カーディオライト注射液　第一 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 48,683

注射薬 4300440D2023 ヘキサキスメトキシイソ
ブチルイソニトリルテク
ネチウム（９９ｍＴｃ）

３７０ＭＢｑ１筒 カーディオライト注射液　第一 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 25,333

注射薬 4300440D3020 ヘキサキスメトキシイソ
ブチルイソニトリルテク
ネチウム（９９ｍＴｃ）

７４０ＭＢｑ１筒 カーディオライト注射液　第一 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 50,115

注射薬 4300440D4026 ヘキサキスメトキシイソ
ブチルイソニトリルテク
ネチウム（９９ｍＴｃ）

２５９ＭＢｑ１筒 カーディオライト注射液　第一 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 17,833 H28.12.9収載

注射薬 4300442G1022 エチレンジシスティネー
トオキソテクネチウム
（９９ｍＴｃ）

１回分 ニューロライト第一 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 18,389

注射薬 4300443A1024 エチレンジシスティネー
トオキソテクネチウム
（９９ｍＴｃ）

６００ＭＢｑ１筒 ニューロライト注射液第一 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 43,506

注射薬 4300443A2020 エチレンジシスティネー
トオキソテクネチウム
（９９ｍＴｃ）

４００ＭＢｑ１筒 ニューロライト注射液第一 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 28,697

注射薬 4300444G1021 ベンゾイルメルカプトア
セチルグリシルグリシル
グリシン

１回分 テクネＭＡＧ３キット 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 25,443

注射薬 4300445A1023 メルカプトアセチルグリ
シルグリシルグリシンテ
クネチウム（９９ｍＴ
ｃ）

２００ＭＢｑ１筒 テクネＭＡＧ３注射液 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 23,564

注射薬 4300445A2020 メルカプトアセチルグリ
シルグリシルグリシンテ
クネチウム（９９ｍＴ
ｃ）

３００ＭＢｑ１筒 テクネＭＡＧ３注射液 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 34,652

注射薬 4300445A3026 メルカプトアセチルグリ
シルグリシルグリシンテ
クネチウム（９９ｍＴ
ｃ）

４００ＭＢｑ１筒 テクネＭＡＧ３注射液 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 45,674

注射薬 4300445A4022 メルカプトアセチルグリ
シルグリシルグリシンテ
クネチウム（９９ｍＴ
ｃ）

２２２ＭＢｑ１筒 ＭＡＧシンチ注 日本メジフィ
ジックス

先発品 23,514

注射薬 4300445A5029 メルカプトアセチルグリ
シルグリシルグリシンテ
クネチウム（９９ｍＴ
ｃ）

３３３ＭＢｑ１筒 ＭＡＧシンチ注 日本メジフィ
ジックス

先発品 34,534

注射薬 4300445A6025 メルカプトアセチルグリ
シルグリシルグリシンテ
クネチウム（９９ｍＴ
ｃ）

５５５ＭＢｑ１筒 ＭＡＧシンチ注 日本メジフィ
ジックス

先発品 56,655

注射薬 4300446D1024 テトロホスミンテクネチ
ウム（９９ｍＴｃ）

１回分 マイオビュー「注射用」 日本メジフィ
ジックス

先発品 29,556

注射薬 4300446G1020 テトロホスミンテクネチ
ウム（９９ｍＴｃ）

２９６ＭＢｑ１筒 マイオビュー注シリンジ 日本メジフィ
ジックス

先発品 23,795

注射薬 4300446G2027 テトロホスミンテクネチ
ウム（９９ｍＴｃ）

５９２ＭＢｑ１筒 マイオビュー注シリンジ 日本メジフィ
ジックス

先発品 43,401

注射薬 4300446G3023 テトロホスミンテクネチ
ウム（９９ｍＴｃ）

７４０ＭＢｑ１筒 マイオビュー注シリンジ 日本メジフィ
ジックス

先発品 48,247

注射薬 4300447A1022 イオマゼニル（１２３
Ｉ）

１０ＭＢｑ ベンゾダイン注 日本メジフィ
ジックス

先発品 3,459

注射薬 4300449A1021 塩化ストロンチウム（８
９Ｓｒ）

１０ＭＢｑ メタストロン注 ジーイー　ヘル
スケア　リミ
テッド

先発品 23,327

注射薬 4300450G1027 イブリツモマブ　チウキ
セタン（遺伝子組換
え）・塩化インジウム
（１１１Ｉｎ）

１セット ゼヴァリン　インジウム（１１１Ｉ
ｎ）静注用セット

ムンディファー
マ

先発品 1,838,270

注射薬 4300451G1021 イオフルパン（１２３
Ｉ）

１６７ＭＢｑ１筒 ダットスキャン静注 日本メジフィ
ジックス

先発品 56,636

注射薬 4300452G1026 ペンテトレオチド・塩化
インジウム（１１１Ｉ
ｎ）

１セット オクトレオスキャン静注用セット 富士フイルムＲ
Ｉファーマ

先発品 115,464

注射薬 4411400A1033 ジフェンヒドラミン塩酸
塩

１％１ｍＬ１管 ジフェンヒドラミン塩酸塩注１０ｍｇ
「日新」

日新製薬（山
形）

56

注射薬 4411400A2030 ジフェンヒドラミン塩酸
塩

１．５％２ｍＬ１管 ジフェンヒドラミン塩酸塩注３０ｍｇ
「日新」

日新製薬（山
形）

56

注射薬 4413400A1046 プロメタジン塩酸塩 ２．５％１ｍＬ１管 ヒベルナ注２５ｍｇ 田辺三菱製薬 60
注射薬 4415400A1040 ジフェニルピラリン塩酸

塩
０．２％１ｍＬ１管 ハイスタミン注２ｍｇ エーザイ 64 H30.3.31まで

注射薬 4419400A1023 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

０．５％１ｍＬ１管 ポララミン注５ｍｇ 高田製薬 58

注射薬 4419401A1010 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

０．２％１ｍＬ１管 局 クロルフェニラミンマレイン酸塩注射
液

82

注射薬 4419401A2016 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

０．５％１ｍＬ１管 局 クロルフェニラミンマレイン酸塩注射
液

82

注射薬 4419401A2083 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

０．５％１ｍＬ１管 局 ビスミラー注５ｍｇ 扶桑薬品工業 86

注射薬 4419401A3012 クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

１％１ｍＬ１管 局 クロルフェニラミンマレイン酸塩注射
液

92

注射薬 4419500A1030 ジフェンヒドラミン塩酸
塩・臭化カルシウム

５ｍＬ１管 レスカルミン注 日新製薬（山
形）

後発品 57

注射薬 4420402A1031 金チオリンゴ酸ナトリウ
ム

１０ｍｇ１ｍＬ１管 シオゾール注１０ｍｇ 高田製薬 先発品 370

注射薬 4420402A2038 金チオリンゴ酸ナトリウ
ム

２５ｍｇ１ｍＬ１管 シオゾール注２５ｍｇ 高田製薬 先発品 377

注射薬 4490400A1037 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」アカマツ花粉１：１００

鳥居薬品 先発品 4,320

注射薬 4490400A1045 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」アカマツ花粉１：１，０００

鳥居薬品 先発品 4,320

注射薬 4490400A1053 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」アカマツ花粉１：１０，０００

鳥居薬品 先発品 4,320

注射薬 4490400A1061 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」アスペルギルス１：１，０００

鳥居薬品 先発品 4,320

注射薬 4490400A1070 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」アルテルナリア１：１，０００

鳥居薬品 先発品 4,320

注射薬 4490400A1088 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」カンジダ１：１，０００

鳥居薬品 先発品 4,320

注射薬 4490400A1096 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」カンジダ１：１０，０００

鳥居薬品 先発品 4,320

注射薬 4490400A1100 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」カンジダ１：１００，０００

鳥居薬品 先発品 4,320

注射薬 4490400A1118 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」カンジダ１：１，０００，０００

鳥居薬品 先発品 4,320

注射薬 4490400A1126 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」キヌ１：１０

鳥居薬品 先発品 4,320

注射薬 4490400A1134 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」クラドスポリウム１：１，０００

鳥居薬品 先発品 4,320

注射薬 4490400A1142 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」ソバ粉１：１０

鳥居薬品 先発品 4,320

注射薬 4490400A1150 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」ソバ粉１：１００

鳥居薬品 先発品 4,320



注射薬 4490400A1169 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」ブタクサ花粉１：１００

鳥居薬品 先発品 4,320

注射薬 4490400A1177 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」ブタクサ花粉１：１，０００

鳥居薬品 先発品 4,320

注射薬 4490400A1185 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」ブタクサ花粉１：１０，０００

鳥居薬品 先発品 4,320

注射薬 4490400A1193 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」ペニシリウム１：１，０００

鳥居薬品 先発品 4,320

注射薬 4490400A1207 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」ホウレン草花粉１：１００

鳥居薬品 先発品 4,320

注射薬 4490400A1215 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」綿１：１０

鳥居薬品 先発品 4,320

注射薬 4490400A1223 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」綿１：１００

鳥居薬品 先発品 4,320

注射薬 4490400A1231 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」綿１：１，０００

鳥居薬品 先発品 4,320

注射薬 4490401A1031 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス治療用ア
レルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウ
スダスト１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 4490401A1040 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」ハウスダスト１：１０

鳥居薬品 4,320

注射薬 4490401A1058 各種抽出物 ２ｍＬ１瓶 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」ハウスダスト１：１００

鳥居薬品 4,320

注射薬 4490403A1030 標準化スギ花粉エキス ２ｍＬ１瓶 治療用標準化アレルゲンエキス皮下注
「トリイ」スギ花粉２００ＪＡＵ／ｍ
Ｌ

鳥居薬品 先発品 4,320

注射薬 4490403A1049 標準化スギ花粉エキス ２ｍＬ１瓶 治療用標準化アレルゲンエキス皮下注
「トリイ」スギ花粉２，０００ＪＡＵ
／ｍＬ

鳥居薬品 先発品 4,320

注射薬 4490404A1027 ダニアレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 治療用ダニアレルゲンエキス皮下注
「トリイ」１０，０００ＪＡＵ／ｍＬ

鳥居薬品 先発品 4,320

注射薬 4490404A1035 ダニアレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 治療用ダニアレルゲンエキス皮下注
「トリイ」１００，０００ＪＡＵ／ｍ
Ｌ

鳥居薬品 先発品 4,320

注射薬 4900400X1021 ヒト（同種）骨髄由来間
葉系幹細胞

１０．８ｍＬ１袋 テムセルＨＳ注 ＪＣＲファーマ 先発品 868,680

注射薬 6111400D2039 ベンジルペニシリンカリ
ウム

２０万単位１瓶 局 注射用ペニシリンＧカリウム２０万単
位

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

230

注射薬 6111400D3051 ベンジルペニシリンカリ
ウム

１００万単位１瓶 局 注射用ペニシリンＧカリウム１００万
単位

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

317

注射薬 6112400A1017 リンコマイシン塩酸塩水
和物

３００ｍｇ１ｍＬ１
管

リンコマイシン塩酸塩３００ｍｇ１ｍ
Ｌ注射液

後発品 73

注射薬 6112400A1084 リンコマイシン塩酸塩水
和物

３００ｍｇ１ｍＬ１
管

局 リンコマイシン塩酸塩注３００ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 102 H29.3.31まで

注射薬 6112400A2030 リンコマイシン塩酸塩水
和物

３００ｍｇ１ｍＬ１
瓶

局 リンコシン注射液３００ｍｇ ファイザー 256

注射薬 6112400A3010 リンコマイシン塩酸塩水
和物

６００ｍｇ２ｍＬ１
管

リンコマイシン塩酸塩６００ｍｇ２ｍ
Ｌ注射液

後発品 95

注射薬 6112400A4075 リンコマイシン塩酸塩水
和物

６００ｍｇ２ｍＬ１
瓶

局 リンコシン注射液６００ｍｇ ファイザー 344

注射薬 6112400A5012 リンコマイシン塩酸塩水
和物

１ｇ３．３４ｍＬ１
瓶

リンコマイシン塩酸塩１ｇ３．３４ｍ
Ｌ注射液

後発品 95 H29.3.31まで

注射薬 6112400A6019 リンコマイシン塩酸塩水
和物

１．５ｇ５ｍＬ１瓶 リンコマイシン塩酸塩１．５ｇ５ｍＬ
注射液

後発品 98 H29.3.31まで

注射薬 6112400A6086 リンコマイシン塩酸塩水
和物

１．５ｇ５ｍＬ１瓶 局 リンコシン注射液１．５ｇ ファイザー 498

注射薬 6112400A7031 リンコマイシン塩酸塩水
和物

１ｇ３．３３ｍＬ１
瓶

局 リンコシン注射液１ｇ ファイザー 371

注射薬 6112401A1100 クリンダマイシンリン酸
エステル

３００ｍｇ１管 局 ダラシンＳ注射液３００ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 393

注射薬 6112401A1127 クリンダマイシンリン酸
エステル

３００ｍｇ１管 局 クリンダマイシン注射液３００ｍｇ
「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 166

注射薬 6112401A1135 クリンダマイシンリン酸
エステル

３００ｍｇ１管 局 クリンダマイシンリン酸エステル注射
液３００ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 166

注射薬 6112401A1151 クリンダマイシンリン酸
エステル

３００ｍｇ１管 局 クリンダマイシンリン酸エステル注３
００ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 166

注射薬 6112401A1160 クリンダマイシンリン酸
エステル

３００ｍｇ１管 局 クリンダマイシンリン酸エステル注３
００ｍｇ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 166

注射薬 6112401A1178 クリンダマイシンリン酸
エステル

３００ｍｇ１管 局 クリンダマイシンリン酸エステル注射
液３００ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 166

注射薬 6112401A2123 クリンダマイシンリン酸
エステル

６００ｍｇ１管 局 ダラシンＳ注射液６００ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 571

注射薬 6112401A2140 クリンダマイシンリン酸
エステル

６００ｍｇ１管 局 クリンダマイシン注射液６００ｍｇ
「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 238

注射薬 6112401A2158 クリンダマイシンリン酸
エステル

６００ｍｇ１管 局 クリンダマイシンリン酸エステル注射
液６００ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 238

注射薬 6112401A2166 クリンダマイシンリン酸
エステル

６００ｍｇ１管 局 クリンダマイシンリン酸エステル注６
００ｍｇ「トーワ」

東和薬品 後発品 238

注射薬 6112401A2174 クリンダマイシンリン酸
エステル

６００ｍｇ１管 局 クリンダマイシンリン酸エステル注６
００ｍｇ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 238

注射薬 6112401A2182 クリンダマイシンリン酸
エステル

６００ｍｇ１管 局 クリンダマイシンリン酸エステル注射
液６００ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 238

注射薬 6112401G1022 クリンダマイシンリン酸
エステル

３００ｍｇ２ｍＬ１
筒

クリンダマイシン注３００ｍｇシリン
ジ「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 175

注射薬 6112401G2029 クリンダマイシンリン酸
エステル

６００ｍｇ４ｍＬ１
筒

クリンダマイシン注６００ｍｇシリン
ジ「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 280

注射薬 6113400A1030 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局 点滴静注用バンコマイシン０．５「Ｍ
ＥＥＫ」

小林化工 後発品 971 H28.9.30まで

注射薬 6113400A1081 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局 塩酸バンコマイシン点滴静注用０．５
ｇ「ＴＸ」

トライックス 後発品 971 H30.3.31まで

注射薬 6113400A1090 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．
５ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 971

注射薬 6113400A1103 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．
５ｇ「ホスピーラ」

ファイザー 後発品 971 H29.3.31まで

注射薬 6113400A1120 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局 ※ 塩酸バンコマイシン点滴静注用０．５
ｇ（シオノギ）

塩野義製薬 先発品 ○ 2,561

注射薬 6113400A1138 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．
５ｇ「サンド」

サンド 後発品 971

注射薬 6113400A1146 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．
５ｇ「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 971

注射薬 6113400A1154 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局 バンコマイシン点滴静注用０．５ｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 971

注射薬 6113400A1162 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．
５ｇ「日医工」

日医工 後発品 1,316

注射薬 6113400A1170 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．
５ｇ「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 971

注射薬 6113400A1189 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．
５ｇ「ＭＥＥＫ」

小林化工 後発品 971

注射薬 6113400A1197 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局 塩酸バンコマイシン点滴静注用０．５
ｇ「ＨＫ」

光製薬 後発品 971 H29.5.24収載

注射薬 6113400A2037 バンコマイシン塩酸塩 １ｇ１瓶 局 点滴静注用バンコマイシン１．０「Ｍ
ＥＥＫ」

小林化工 後発品 1,318 H28.9.30まで

注射薬 6113400A2045 バンコマイシン塩酸塩 １ｇ１瓶 局 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用１ｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 1,318

注射薬 6113400A2053 バンコマイシン塩酸塩 １ｇ１瓶 局 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用１．
０ｇ「ＭＥＥＫ」

小林化工 後発品 1,318

注射薬 6119400A1018 アルベカシン硫酸塩 ７５ｍｇ１．５ｍＬ
１管

アルベカシン硫酸塩７５ｍｇ１．５ｍ
Ｌ注射液

2,284

注射薬 6119400A1069 アルベカシン硫酸塩 ７５ｍｇ１．５ｍＬ
１管

局 ハベカシン注射液７５ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 4,296

注射薬 6119400A1093 アルベカシン硫酸塩 ７５ｍｇ１．５ｍＬ
１管

局 アルベカシン硫酸塩注射液７５ｍｇ
「ＨＫ」

大興製薬 4,296

注射薬 6119400A1115 アルベカシン硫酸塩 ７５ｍｇ１．５ｍＬ
１管

局 アルベカシン硫酸塩注射液７５ｍｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

4,296

注射薬 6119400A2014 アルベカシン硫酸塩 １００ｍｇ２ｍＬ１
管

アルベカシン硫酸塩１００ｍｇ２ｍＬ
注射液

2,426

注射薬 6119400A2073 アルベカシン硫酸塩 １００ｍｇ２ｍＬ１
管

局 ハベカシン注射液１００ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 4,543

注射薬 6119400A2090 アルベカシン硫酸塩 １００ｍｇ２ｍＬ１
管

局 アルベカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ
「ＨＫ」

大興製薬 4,543

注射薬 6119400A2111 アルベカシン硫酸塩 １００ｍｇ２ｍＬ１
管

局 アルベカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

4,543



注射薬 6119400A3010 アルベカシン硫酸塩 ２５ｍｇ０．５ｍＬ
１管

アルベカシン硫酸塩２５ｍｇ０．５ｍ
Ｌ注射液

1,215

注射薬 6119400A3037 アルベカシン硫酸塩 ２５ｍｇ０．５ｍＬ
１管

局 ハベカシン注射液２５ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 2,215

注射薬 6119400A3045 アルベカシン硫酸塩 ２５ｍｇ０．５ｍＬ
１管

局 アルベカシン硫酸塩注射液２５ｍｇ
「ＨＫ」

大興製薬 2,215

注射薬 6119400A3088 アルベカシン硫酸塩 ２５ｍｇ０．５ｍＬ
１管

局 アルベカシン硫酸塩注射液２５ｍｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

2,215

注射薬 6119400A4017 アルベカシン硫酸塩 ２００ｍｇ４ｍＬ１
管

アルベカシン硫酸塩２００ｍｇ４ｍＬ
注射液

2,991

注射薬 6119400A4025 アルベカシン硫酸塩 ２００ｍｇ４ｍＬ１
管

局 ハベカシン注射液２００ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 5,645

注射薬 6119400A4033 アルベカシン硫酸塩 ２００ｍｇ４ｍＬ１
管

局 アルベカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ
「ＨＫ」

大興製薬 5,645

注射薬 6119400A4076 アルベカシン硫酸塩 ２００ｍｇ４ｍＬ１
管

局 アルベカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

5,645

注射薬 6119401D1035 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 注射用タゴシッド２００ｍｇ サノフィ 先発品 ○ 5,146
注射薬 6119401D1043 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ

「ＮＰ」
ニプロ 後発品 2,397

注射薬 6119401D1051 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 2,686

注射薬 6119401D1060 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 2,686

注射薬 6119401D1078 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ
「ＨＫ」

大興製薬 後発品 2,686

注射薬 6119401D1086 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ
「ケミファ」

シオノケミカル 後発品 2,686

注射薬 6119401D1108 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 2,397

注射薬 6119401D1116 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ
「ＴＹＫ」

武田テバ薬品 後発品 2,397 H29.3.31まで

注射薬 6119401D1124 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 2,686

注射薬 6119401D1140 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ
「サンド」

サンド 後発品 2,686 H29.3.31まで

注射薬 6119401D1159 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 2,686

注射薬 6119401D1167 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 2,686

注射薬 6119401D1175 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 2,686

注射薬 6119401D2023 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 3,741

注射薬 6119401D2031 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 3,741

注射薬 6119401D2040 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ
「日医工」

日医工 後発品 3,741

注射薬 6119401D2058 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 3,741

注射薬 6119401D2066 テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 3,741

注射薬 6119402D1021 ダプトマイシン ３５０ｍｇ１瓶 キュビシン静注用３５０ｍｇ ＭＳＤ 先発品 13,530
注射薬 6119500D1020 キヌプリスチン・ダルホ

プリスチン
５００ｍｇ１瓶 注射用シナシッド ファイザー 先発品 14,629

注射薬 6122400D1028 アズトレオナム ５００ｍｇ１瓶 局 アザクタム注射用０．５ｇ エーザイ 先発品 907

注射薬 6122400D2024 アズトレオナム １ｇ１瓶 局 アザクタム注射用１ｇ エーザイ 先発品 1,374
注射薬 6123401A1031 トブラマイシン １０ｍｇ１管 局 トブラシン注小児用１０ｍｇ 東和薬品 先発品 95
注射薬 6123401A2038 トブラマイシン ６０ｍｇ１管 局 トブラシン注６０ｍｇ 東和薬品 先発品 413
注射薬 6123401A3026 トブラマイシン ９０ｍｇ１管 局 トブラシン注９０ｍｇ 東和薬品 先発品 596
注射薬 6123402A1010 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 アミカシン硫酸塩１００ｍｇ注射液 後発品 95
注射薬 6123402A1125 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 局 アミカマイシン注射液１００ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 262

注射薬 6123402A1184 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 局 アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ
「日医工」

日医工 先発品 ○ 341

注射薬 6123402A1192 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 局 アミカシン硫酸塩注１００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 105

注射薬 6123402A3012 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 アミカシン硫酸塩２００ｍｇ注射液 後発品 116
注射薬 6123402A3128 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 局 アミカマイシン注射液２００ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 330

注射薬 6123402A3187 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 局 アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ
「日医工」

日医工 先発品 ○ 599

注射薬 6123402A3195 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 局 アミカシン硫酸塩注２００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 251

注射薬 6123402D1067 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１瓶 局 アミカシン硫酸塩注射用１００ｍｇ
「日医工」

日医工 先発品 ○ 341

注射薬 6123402D2063 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１瓶 局 アミカシン硫酸塩注射用２００ｍｇ
「日医工」

日医工 先発品 ○ 599

注射薬 6123404A1051 イセパマイシン硫酸塩 ２００ｍｇ２ｍＬ１
管

局 シオセシン注射液２００ シオノケミカル 後発品 398 H30.3.31まで
注射薬 6123404A1078 イセパマイシン硫酸塩 ２００ｍｇ２ｍＬ１

管
局 エクサシン注射液２００ 旭化成ファーマ 先発品 ○ 535

注射薬 6123404A1086 イセパマイシン硫酸塩 ２００ｍｇ２ｍＬ１
管

局 イセパシン注射液２００ ＭＳＤ 先発品 ○ 535 H30.3.31まで
注射薬 6123404A1108 イセパマイシン硫酸塩 ２００ｍｇ２ｍＬ１

管
局 イセパマイシン硫酸塩注射液２００ｍ

ｇ「日医工」
日医工 後発品 398

注射薬 6123404A1116 イセパマイシン硫酸塩 ２００ｍｇ２ｍＬ１
管

局 イセパマイシン硫酸塩注射液２００ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 398 H30.3.31まで

注射薬 6123404A2023 イセパマイシン硫酸塩 ４００ｍｇ２ｍＬ１
管

局 イセパシン注射液４００ ＭＳＤ 先発品 ○ 1,048 H30.3.31まで
注射薬 6123404A2031 イセパマイシン硫酸塩 ４００ｍｇ２ｍＬ１

管
局 エクサシン注射液４００ 旭化成ファーマ 先発品 ○ 1,051

注射薬 6123404A2040 イセパマイシン硫酸塩 ４００ｍｇ２ｍＬ１
管

局 シオセシン注射液４００ シオノケミカル 後発品 767 H30.3.31まで
注射薬 6123404A2082 イセパマイシン硫酸塩 ４００ｍｇ２ｍＬ１

管
局 イセパマイシン硫酸塩注射液４００ｍ

ｇ「日医工」
日医工 後発品 767

注射薬 6123404A2090 イセパマイシン硫酸塩 ４００ｍｇ２ｍＬ１
管

局 イセパマイシン硫酸塩注射液４００ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 767 H30.3.31まで

注射薬 6124400D1030 スペクチノマイシン塩酸
塩水和物

２ｇ１瓶 局 トロビシン筋注用２ｇ ファイザー 先発品 2,407 H29.10.1局方
品

注射薬 6125400D4029 コリスチンメタンスルホ
ン酸ナトリウム

１５０ｍｇ１瓶 オルドレブ点滴静注用１５０ｍｇ グラクソ・スミ
スクライン

先発品 8,261

注射薬 6129400F1020 チゲサイクリン ５０ｍｇ１瓶 タイガシル点滴静注用５０ｍｇ ファイザー 先発品 12,536
注射薬 6131400D1078 アンピシリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 局 ビクシリン注射用０．２５ｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

151

注射薬 6131400D2074 アンピシリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 ビクシリン注射用０．５ｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

219

注射薬 6131400D3100 アンピシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ビクシリン注射用１ｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

353

注射薬 6131400D4077 アンピシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ビクシリン注射用２ｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

666

注射薬 6131403D1012 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム１ｇ注射用 148
注射薬 6131403D1047 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ペントシリン注射用１ｇ 富山化学工業 先発品 406
注射薬 6131403D1195 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ピペユンシン注射用１ｇ ケミックス 406
注射薬 6131403D1225 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「サワ

イ」
沢井製薬 406

注射薬 6131403D1233 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「テバ」 武田テバファー
マ

406

注射薬 6131403D1241 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ピペラシリンＮａ注用１ｇ「トーワ」 東和薬品 406
注射薬 6131403D1250 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 406 H30.3.31まで
注射薬 6131403D2019 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ピペラシリンナトリウム２ｇ注射用 237
注射薬 6131403D2043 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ペントシリン注射用２ｇ 富山化学工業 先発品 688
注射薬 6131403D2191 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ピペユンシン注射用２ｇ ケミックス 688
注射薬 6131403D2221 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「サワ

イ」
沢井製薬 688

注射薬 6131403D2230 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「テバ」 武田テバファー
マ

688

注射薬 6131403D2248 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ピペラシリンＮａ注用２ｇ「トーワ」 東和薬品 688
注射薬 6131403D2256 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 688 H30.3.31まで
注射薬 6131403P1019 ピペラシリンナトリウム １ｇ１キット（生理

食塩液１００ｍＬ
ピペラシリンナトリウム１ｇキット 541



注射薬 6131403P1027 ピペラシリンナトリウム １ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ

局 ペントシリン静注用１ｇバッグ 富山化学工業 先発品 816

注射薬 6131403P2015 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ

ピペラシリンナトリウム２ｇキット 603

注射薬 6131403P2023 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ

局 ペントシリン静注用２ｇバッグ 富山化学工業 先発品 1,089

注射薬 6132400E1038 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶（溶
解液付）

局 パンスポリン筋注用０．２５ｇ 武田テバ薬品 先発品 434

注射薬 6132400F1025 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 局 ハロスポア静注用０．２５ｇ 富山化学工業 先発品 ○ 282
注射薬 6132400F1033 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 局 パンスポリン静注用０．２５ｇ 武田テバ薬品 先発品 ○ 355
注射薬 6132400F1076 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 局 セファピコール静注用０．２５ｇ 武田テバファー

マ
後発品 212

注射薬 6132400F1084 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 局 ケミスポリン静注用０．２５ｇ ケミックス 後発品 212 H29.3.31まで
注射薬 6132400F1122 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 局 セフォチアム塩酸塩静注用０．２５ｇ

「日医工」
日医工ファーマ 後発品 212

注射薬 6132400F1130 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 局 セフォチアム塩酸塩静注用０．２５ｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 212

注射薬 6132400F1149 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 局 セフォチアム塩酸塩静注用０．２５ｇ
「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 176

注射薬 6132400F2021 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 局 ハロスポア静注用０．５ｇ 富山化学工業 先発品 ○ 458
注射薬 6132400F2030 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 局 パンスポリン静注用０．５ｇ 武田テバ薬品 先発品 ○ 514
注射薬 6132400F2110 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 局 セファピコール静注用０．５ｇ 武田テバファー

マ
後発品 272

注射薬 6132400F2137 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 局 ケミスポリン静注用０．５ｇ ケミックス 後発品 272 H29.3.31まで
注射薬 6132400F2161 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 局 セフォチアム塩酸塩静注用０．５ｇ

「日医工」
日医工ファーマ 後発品 272

注射薬 6132400F2170 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 局 セフォチアム塩酸塩静注用０．５ｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 251

注射薬 6132400F2188 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 局 セフォチアム塩酸塩静注用０．５ｇ
「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 251

注射薬 6132400F3028 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局 ハロスポア静注用１ｇ 富山化学工業 先発品 ○ 671
注射薬 6132400F3036 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局 パンスポリン静注用１ｇ 武田テバ薬品 先発品 ○ 753
注射薬 6132400F3141 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局 セファピコール静注用１ｇ 武田テバファー

マ
後発品 415

注射薬 6132400F3168 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局 ケミスポリン静注用１ｇ ケミックス 後発品 316 H29.3.31まで
注射薬 6132400F3184 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局 セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「日医

工」
日医工ファーマ 後発品 316

注射薬 6132400F3192 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局 セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 316

注射薬 6132400F3206 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局 セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 後発品 415

注射薬 6132400G3023 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ

局 パンスポリン静注用１ｇバッグＳ 武田テバ薬品 先発品 ○ 1,100

注射薬 6132400G3040 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ

局 セフォチアム静注用１ｇバッグ「日医
工」

日医工ファーマ 後発品 605

注射薬 6132400G3058 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ

セフォチアム塩酸塩点滴静注用１ｇ
バッグ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 605

注射薬 6132400G4020 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１キット（５％
ブドウ糖注射液１０
０ｍＬ付）

局 パンスポリン静注用１ｇバッグＧ 武田テバ薬品 先発品 1,189

注射薬 6132401D1045 セファゾリンナトリウム
水和物

２５０ｍｇ１瓶 セファメジンα注射用０．２５ｇ アステラス製薬 先発品 ○ 202

注射薬 6132401D1053 セファゾリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 局 セファゾリンＮａ注射用０．２５ｇ
「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 92

注射薬 6132401D1061 セファゾリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 局 セファゾリンナトリウム注射用０．２
５ｇ「日医工」

日医工 後発品 92

注射薬 6132401D1088 セファゾリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 局 トキオ注射用０．２５ｇ コーアイセイ 後発品 92
注射薬 6132401D1096 セファゾリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 局 セファゾリンＮａ注射用０．２５ｇ

「ＮＰ」
ニプロ 後発品 92

注射薬 6132401D2017 セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 セファゾリンナトリウム５００ｍｇ注
射用

後発品 95

注射薬 6132401D2084 セファゾリンナトリウム
水和物

５００ｍｇ１瓶 セファメジンα注射用０．５ｇ アステラス製薬 先発品 ○ 319

注射薬 6132401D2122 セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 セファゾリンナトリウム注射用０．５
ｇ「日医工」

日医工 後発品 110

注射薬 6132401D3145 セファゾリンナトリウム
水和物

１ｇ１瓶 セファメジンα注射用１ｇ アステラス製薬 先発品 ○ 352

注射薬 6132401D3170 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 局 トキオ注射用１ｇ コーアイセイ 後発品 203
注射薬 6132401D3188 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 局 セファゾリンＮａ注射用１ｇ「タイ

ヨー」
武田テバファー
マ

後発品 119

注射薬 6132401D3196 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 局 セファゾリンナトリウム注射用１ｇ
「日医工」

日医工 後発品 119

注射薬 6132401D3200 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 局 セファゾリンＮａ注射用１ｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 119

注射薬 6132401D4141 セファゾリンナトリウム
水和物

２ｇ１瓶 セファメジンα注射用２ｇ アステラス製薬 先発品 ○ 752

注射薬 6132401D4176 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 セファゾリンＮａ注射用２ｇ「タイ
ヨー」

武田テバファー
マ

後発品 263

注射薬 6132401D4184 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 トキオ注射用２ｇ コーアイセイ 後発品 263
注射薬 6132401D4192 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 セファゾリンナトリウム注射用２ｇ

「日医工」
日医工 後発品 263

注射薬 6132401D4206 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 セファゾリンＮａ注射用２ｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 263
注射薬 6132401E1040 セファゾリンナトリウム

水和物
２５０ｍｇ１瓶（溶
解液付）

セファメジンα筋注用０．２５ｇ アステラス製薬 先発品 251

注射薬 6132401E2063 セファゾリンナトリウム
水和物

５００ｍｇ１瓶（溶
解液付）

セファメジンα筋注用０．５ｇ アステラス製薬 先発品 396

注射薬 6132401G1041 セファゾリンナトリウム
水和物

２ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ

セファメジンα点滴用キット２ｇ アステラス製薬 先発品 1,070

注射薬 6132401G3052 セファゾリンナトリウム
水和物

１ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ

セファメジンα点滴用キット１ｇ アステラス製薬 先発品 ○ 649

注射薬 6132401G3079 セファゾリンナトリウム １ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ

局 セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッ
グ「オーツカ」

大塚製薬工場 後発品 555

注射薬 6132401G3087 セファゾリンナトリウム １ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ

セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッ
グ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 555

注射薬 6132403D2121 セファロチンナトリウム １ｇ１瓶 コアキシン注射用１ｇ ケミックス 後発品 190
注射薬 6132403D3128 セファロチンナトリウム ２ｇ１瓶 コアキシン注射用２ｇ ケミックス 後発品 376
注射薬 6132408E1034 セフメタゾールナトリウ

ム
５００ｍｇ１瓶（溶
解液付）

局 セフメタゾン筋注用０．５ｇ 第一三共 先発品 470

注射薬 6132408F1021 セフメタゾールナトリウ
ム

２５０ｍｇ１瓶 局 セフメタゾン静注用０．２５ｇ 第一三共 先発品 ○ 223

注射薬 6132408F1030 セフメタゾールナトリウ
ム

２５０ｍｇ１瓶 局 セフメタゾールＮａ静注用０．２５ｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 95

注射薬 6132408F1048 セフメタゾールナトリウ
ム

２５０ｍｇ１瓶 局 セフメタゾールＮａ静注用０．２５ｇ
「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 95 H28.9.30まで

注射薬 6132408F1056 セフメタゾールナトリウ
ム

２５０ｍｇ１瓶 局 セフメタゾールナトリウム静注用０．
２５ｇ「日医工」

日医工ファーマ 後発品 95

注射薬 6132408F1064 セフメタゾールナトリウ
ム

２５０ｍｇ１瓶 局 リリアジン静注用０．２５ｇ 東和薬品 後発品 95

注射薬 6132408F1072 セフメタゾールナトリウ
ム

２５０ｍｇ１瓶 局 セフメタゾールＮａ静注用０．２５ｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 95

注射薬 6132408F2028 セフメタゾールナトリウ
ム

５００ｍｇ１瓶 局 セフメタゾン静注用０．５ｇ 第一三共 先発品 ○ 383

注射薬 6132408F2036 セフメタゾールナトリウ
ム

５００ｍｇ１瓶 局 セフメタゾールＮａ静注用０．５ｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 153

注射薬 6132408F2044 セフメタゾールナトリウ
ム

５００ｍｇ１瓶 局 セフメタゾールＮａ静注用０．５ｇ
「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 153 H28.9.30まで

注射薬 6132408F2052 セフメタゾールナトリウ
ム

５００ｍｇ１瓶 局 セフメタゾールナトリウム静注用０．
５ｇ「日医工」

日医工ファーマ 後発品 153

注射薬 6132408F2060 セフメタゾールナトリウ
ム

５００ｍｇ１瓶 局 リリアジン静注用０．５ｇ 東和薬品 後発品 153

注射薬 6132408F2079 セフメタゾールナトリウ
ム

５００ｍｇ１瓶 局 セフメタゾールＮａ静注用０．５ｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 153

注射薬 6132408F3059 セフメタゾールナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局 セフメタゾン静注用１ｇ 第一三共 先発品 ○ 478

注射薬 6132408F3130 セフメタゾールナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局 セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 266

注射薬 6132408F3148 セフメタゾールナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局 リリアジン静注用１ｇ 東和薬品 後発品 266

注射薬 6132408F3164 セフメタゾールナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局 セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「タイ
ヨー」

武田テバファー
マ

後発品 266 H28.9.30まで

注射薬 6132408F3172 セフメタゾールナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局 セフメタゾールナトリウム静注用１ｇ
「日医工」

日医工ファーマ 後発品 266

注射薬 6132408F3180 セフメタゾールナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局 セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 266

注射薬 6132408F4055 セフメタゾールナトリウ
ム

２ｇ１瓶 局 セフメタゾン静注用２ｇ 第一三共 先発品 ○ 873



注射薬 6132408F4128 セフメタゾールナトリウ
ム

２ｇ１瓶 局 セフメタゾールＮａ静注用２ｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 556

注射薬 6132408F4136 セフメタゾールナトリウ
ム

２ｇ１瓶 局 リリアジン静注用２ｇ 東和薬品 後発品 556

注射薬 6132408F4144 セフメタゾールナトリウ
ム

２ｇ１瓶 局 セフメタゾールＮａ静注用２ｇ「タイ
ヨー」

武田テバファー
マ

後発品 556 H28.9.30まで

注射薬 6132408F4152 セフメタゾールナトリウ
ム

２ｇ１瓶 局 セフメタゾールナトリウム静注用２ｇ
「日医工」

日医工ファーマ 後発品 556

注射薬 6132408F4160 セフメタゾールナトリウ
ム

２ｇ１瓶 局 セフメタゾールＮａ静注用２ｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 556

注射薬 6132408G3020 セフメタゾールナトリウ
ム

１ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ

局 セフメタゾンキット点滴静注用１ｇ 第一三共 先発品 ○ 854

注射薬 6132408G3038 セフメタゾールナトリウ
ム

１ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ

セフメタゾールナトリウム点滴静注用
バッグ１ｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 571

注射薬 6132408G4026 セフメタゾールナトリウ
ム

２ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ

セフメタゾールナトリウム点滴静注用
バッグ２ｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 890

注射薬 6132409D1041 セフォタキシムナトリウ
ム

５００ｍｇ１瓶 セフォタックス注射用０．５ｇ 日医工サノフィ 先発品 510

注射薬 6132409D1050 セフォタキシムナトリウ
ム

５００ｍｇ１瓶 クラフォラン注射用０．５ｇ サノフィ 先発品 510

注射薬 6132409D2048 セフォタキシムナトリウ
ム

１ｇ１瓶 セフォタックス注射用１ｇ 日医工サノフィ 先発品 745

注射薬 6132409D2056 セフォタキシムナトリウ
ム

１ｇ１瓶 クラフォラン注射用１ｇ サノフィ 先発品 745

注射薬 6132410D2024 セフォペラゾンナトリウ
ム

１ｇ１瓶 セフォビッド注射用１ｇ 富士フイルム
ファーマ

先発品 643 H30.3.31まで

注射薬 6132410D2032 セフォペラゾンナトリウ
ム

１ｇ１瓶 セフォペラジン注射用１ｇ 富山化学工業 先発品 347 H30.3.31まで

注射薬 6132413E1027 セフメノキシム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶（溶
解液付）

ベストコール筋注用０．５ｇ 武田テバ薬品 先発品 758

注射薬 6132413F1022 セフメノキシム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 ベストコール静注用０．５ｇ 武田テバ薬品 先発品 776
注射薬 6132413F2029 セフメノキシム塩酸塩 １ｇ１瓶 ベストコール静注用１ｇ 武田テバ薬品 先発品 1,190
注射薬 6132418F1033 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 モダケミン静注用０．５ｇ ケミックス 後発品 375
注射薬 6132418F1041 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 モダシン静注用０．５ｇ グラクソ・スミ

スクライン
先発品 ○ 686

注射薬 6132418F1084 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 セフタジジム静注用０．５ｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 375

注射薬 6132418F1092 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 セフタジジム静注用０．５ｇ「サン
ド」

サンド 後発品 333 H29.3.31まで

注射薬 6132418F1106 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 セフタジジム静注用０．５ｇ「タイ
ヨー」

武田テバファー
マ

後発品 333

注射薬 6132418F1114 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 セフタジジム静注用０．５ｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 375

注射薬 6132418F1122 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 セフタジジム静注用０．５ｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 375
注射薬 6132418F1130 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 セフタジジム静注用０．５ｇ「日医

工」
日医工 後発品 375

注射薬 6132418F1149 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 セフタジジム静注用０．５ｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 375
注射薬 6132418F2048 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 モダケミン静注用１ｇ ケミックス 後発品 547
注射薬 6132418F2056 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 モベンゾシン静注用１ｇ 武田テバファー

マ
後発品 547

注射薬 6132418F2064 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 モダシン静注用１ｇ グラクソ・スミ
スクライン

先発品 ○ 1,013

注射薬 6132418F2110 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 セフタジジム静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 547
注射薬 6132418F2129 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 431
注射薬 6132418F2137 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 セフタジジム静注用１ｇ「サンド」 サンド 後発品 431 H29.3.31まで
注射薬 6132418F2145 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 セフタジジム静注用１ｇ「サワイ」 沢井製薬 後発品 547
注射薬 6132418F2153 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 セフタジジム静注用１ｇ「日医工」 日医工 後発品 547

注射薬 6132418F2161 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 セフタジジム静注用１ｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 431
注射薬 6132419F1020 セフトリアキソンナトリ

ウム水和物
５００ｍｇ１瓶 ロセフィン静注用０．５ｇ 中外製薬 先発品 ○ 498

注射薬 6132419F1038 セフトリアキソンナトリ
ウム水和物

５００ｍｇ１瓶 リアソフィン静注用０．５ｇ ケミックス 後発品 188

注射薬 6132419F1062 セフトリアキソンナトリ
ウム水和物

５００ｍｇ１瓶 セフキソン静注用０．５ｇ シオノケミカル 後発品 303

注射薬 6132419F1070 セフトリアキソンナトリ
ウム水和物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ
「サンド」

サンド 後発品 188 H29.3.31まで

注射薬 6132419F1097 セフトリアキソンナトリ
ウム水和物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム静注用
０．５ｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 188

注射薬 6132419F1119 セフトリアキソンナトリ
ウム水和物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ
「サワイ」

沢井製薬 後発品 303

注射薬 6132419F1127 セフトリアキソンナトリ
ウム水和物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム静注用
０．５ｇ「日医工」

日医工 後発品 188

注射薬 6132419F1135 セフトリアキソンナトリ
ウム水和物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 303

注射薬 6132419F1143 セフトリアキソンナトリ
ウム水和物

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ
「テバ」

武田テバファー
マ

後発品 303

注射薬 6132419F2026 セフトリアキソンナトリ
ウム水和物

１ｇ１瓶 ロセフィン静注用１ｇ 中外製薬 先発品 ○ 750

注射薬 6132419F2034 セフトリアキソンナトリ
ウム水和物

１ｇ１瓶 リアソフィン静注用１ｇ ケミックス 後発品 289

注射薬 6132419F2050 セフトリアキソンナトリ
ウム水和物

１ｇ１瓶 セフキソン静注用１ｇ シオノケミカル 後発品 381

注射薬 6132419F2107 セフトリアキソンナトリ
ウム水和物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「サ
ンド」

サンド 後発品 289 H29.3.31まで

注射薬 6132419F2123 セフトリアキソンナトリ
ウム水和物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム静注用１
ｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 289

注射薬 6132419F2131 セフトリアキソンナトリ
ウム水和物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 289

注射薬 6132419F2140 セフトリアキソンナトリ
ウム水和物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム静注用１
ｇ「日医工」

日医工 後発品 289

注射薬 6132419F2158 セフトリアキソンナトリ
ウム水和物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 381

注射薬 6132419F2166 セフトリアキソンナトリ
ウム水和物

１ｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「テ
バ」

武田テバファー
マ

後発品 381

注射薬 6132419G1025 セフトリアキソンナトリ
ウム水和物

１ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ

ロセフィン点滴静注用１ｇバッグ 中外製薬 先発品 ○ 1,145

注射薬 6132419G1033 セフトリアキソンナトリ
ウム水和物

１ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ

セフトリアキソンナトリウム点滴用１
ｇバッグ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 723

注射薬 6132419G1050 セフトリアキソンナトリ
ウム水和物

１ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ

セフトリアキソンナトリウム点滴静注
用バッグ１ｇ「ファイザー」

ファイザー 後発品 723

注射薬 6132422D2035 セフミノクスナトリウム
水和物

１ｇ１瓶 メイセリン静注用１ｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 655

注射薬 6132424F1055 セフピロム硫酸塩 ０．５ｇ１瓶 セフピロム硫酸塩静注用０．５ｇ「Ｃ
ＭＸ」

ケミックス 後発品 522

注射薬 6132424F1071 セフピロム硫酸塩 ０．５ｇ１瓶 硫酸セフピロム静注用０．５ｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 522 H30.3.31まで

注射薬 6132424F2051 セフピロム硫酸塩 １ｇ１瓶 セフピロム硫酸塩静注用１ｇ「ＣＭ
Ｘ」

ケミックス 後発品 739

注射薬 6132424F2078 セフピロム硫酸塩 １ｇ１瓶 硫酸セフピロム静注用１ｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 739 H30.3.31まで

注射薬 6132425D1024 セフェピム塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 注射用マキシピーム０．５ｇ ブリストル・マ
イヤーズ　スク
イブ

先発品 ○ 628

注射薬 6132425D1032 セフェピム塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 セフェピム塩酸塩静注用０．５ｇ「サ
ンド」

サンド 後発品 412

注射薬 6132425D1040 セフェピム塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 セフェピム塩酸塩静注用０．５ｇ「Ｃ
ＭＸ」

ケミックス 後発品 412

注射薬 6132425D2020 セフェピム塩酸塩水和物 １ｇ１瓶 局 注射用マキシピーム１ｇ ブリストル・マ
イヤーズ　スク
イブ

先発品 ○ 804

注射薬 6132425D2039 セフェピム塩酸塩水和物 １ｇ１瓶 局 セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サン
ド」

サンド 後発品 536

注射薬 6132425D2047 セフェピム塩酸塩水和物 １ｇ１瓶 局 セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「ＣＭ
Ｘ」

ケミックス 後発品 536

注射薬 6132426F1020 セフォゾプラン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 局 ファーストシン静注用０．５ｇ 武田テバ薬品 先発品 909
注射薬 6132426F2026 セフォゾプラン塩酸塩 １ｇ１瓶 局 ファーストシン静注用１ｇ 武田テバ薬品 先発品 1,332
注射薬 6132426G3028 セフォゾプラン塩酸塩 １ｇ１キット（生理

食塩液１００ｍＬ
局 ファーストシン静注用１ｇバッグＳ 武田テバ薬品 先発品 1,697

注射薬 6132426G4024 セフォゾプラン塩酸塩 １ｇ１キット（５％
ブドウ糖注射液１０
０ｍＬ付）

局 ファーストシン静注用１ｇバッグＧ 武田テバ薬品 先発品 1,893

注射薬 6133400F3025 ラタモキセフナトリウム １ｇ１瓶 シオマリン静注用１ｇ 塩野義製薬 先発品 1,260
注射薬 6133401F1027 フロモキセフナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 フルマリン静注用０．５ｇ 塩野義製薬 先発品 905
注射薬 6133401F2023 フロモキセフナトリウム １ｇ１瓶 局 フルマリン静注用１ｇ 塩野義製薬 先発品 1,263



注射薬 6133401G1022 フロモキセフナトリウム １ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ

局 フルマリンキット静注用１ｇ 塩野義製薬 先発品 1,587

注射薬 6134400A1057 ジベカシン硫酸塩 ５０ｍｇ１管 パニマイシン注射液５０ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 463

注射薬 6134400A2053 ジベカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 パニマイシン注射液１００ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 708

注射薬 6134400D2033 ジベカシン硫酸塩 １００ｍｇ１瓶 注射用パニマイシン１００ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 681

注射薬 6134401A1035 リボスタマイシン硫酸塩 ５００ｍｇ１管 ビスタマイシン筋注５００ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 284 H29.3.31まで

注射薬 6134401A2031 リボスタマイシン硫酸塩 １ｇ１管 ビスタマイシン筋注１０００ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 446 H29.3.31まで

注射薬 6134407A1024 ゲンタマイシン硫酸塩 １０ｍｇ１管 ゲンタシン注１０ 高田製薬 先発品 ○ 114
注射薬 6134407A1040 ゲンタマイシン硫酸塩 １０ｍｇ１管 ゲンタマイシン硫酸塩注射液１０ｍｇ

「日医工」
日医工 後発品 56

注射薬 6134407A1059 ゲンタマイシン硫酸塩 １０ｍｇ１管 エルタシン注１０ｍｇ 富士製薬工業 後発品 69 H29.9.30まで
注射薬 6134407A1067 ゲンタマイシン硫酸塩 １０ｍｇ１管 ゲンタマイシン硫酸塩注射液１０ｍｇ

「Ｆ」
富士製薬工業 後発品 69 H28.12.9収載

注射薬 6134407A2012 ゲンタマイシン硫酸塩 ４０ｍｇ１管 ゲンタマイシン硫酸塩４０ｍｇ注射液 後発品 79
注射薬 6134407A2071 ゲンタマイシン硫酸塩 ４０ｍｇ１管 ゲンタシン注４０ 高田製薬 先発品 ○ 286
注射薬 6134407A2080 ゲンタマイシン硫酸塩 ４０ｍｇ１管 エルタシン注４０ｍｇ 富士製薬工業 後発品 93 H29.9.30まで
注射薬 6134407A2110 ゲンタマイシン硫酸塩 ４０ｍｇ１管 ゲンタマイシン硫酸塩注射液４０ｍｇ

「Ｆ」
富士製薬工業 後発品 93 H28.12.9収載

注射薬 6134407A3043 ゲンタマイシン硫酸塩 ６０ｍｇ１管 ゲンタシン注６０ 高田製薬 先発品 ○ 301
注射薬 6134407A3078 ゲンタマイシン硫酸塩 ６０ｍｇ１管 エルタシン注６０ｍｇ 富士製薬工業 後発品 106 H29.9.30まで
注射薬 6134407A3094 ゲンタマイシン硫酸塩 ６０ｍｇ１管 ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０ｍｇ

「日医工」
日医工 後発品 106

注射薬 6134407A3108 ゲンタマイシン硫酸塩 ６０ｍｇ１管 ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 106 H28.12.9収載

注射薬 6135400F1019 ホスホマイシンナトリウ
ム

５００ｍｇ１瓶 ホスホマイシンナトリウム５００ｍｇ
静注用

140

注射薬 6135400F1051 ホスホマイシンナトリウ
ム

５００ｍｇ１瓶 局 ホスミシンＳ静注用０．５ｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 355

注射薬 6135400F1078 ホスホマイシンナトリウ
ム

５００ｍｇ１瓶 局 ホスホマイシンＮａ静注用０．５ｇ
「ＮＰ」

ニプロ 355

注射薬 6135400F1124 ホスホマイシンナトリウ
ム

５００ｍｇ１瓶 局 ホスホマイシンＮａ静注用０．５ｇ
「タカタ」

高田製薬 355

注射薬 6135400F2015 ホスホマイシンナトリウ
ム

１ｇ１瓶 ホスホマイシンナトリウム１ｇ静注用 192

注射薬 6135400F2163 ホスホマイシンナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局 ホスミシンＳ静注用１ｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 576

注射薬 6135400F2198 ホスホマイシンナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局 ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 576

注射薬 6135400F2228 ホスホマイシンナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局 ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「タカ
タ」

高田製薬 576

注射薬 6135400F3011 ホスホマイシンナトリウ
ム

２ｇ１瓶 ホスホマイシンナトリウム２ｇ静注用 276

注射薬 6135400F3178 ホスホマイシンナトリウ
ム

２ｇ１瓶 局 ホスミシンＳ静注用２ｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 847

注射薬 6135400F3208 ホスホマイシンナトリウ
ム

２ｇ１瓶 局 ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 847

注射薬 6135400F3232 ホスホマイシンナトリウ
ム

２ｇ１瓶 局 ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「タカ
タ」

高田製薬 847

注射薬 6135400G2045 ホスホマイシンナトリウ
ム

２ｇ１キット（注射
用水１００ｍＬ付）

フラゼミシン点滴静注用２ｇキット 武田テバファー
マ

後発品 653

注射薬 6135400G3025 ホスホマイシンナトリウ
ム

１ｇ１キット（５％
ブドウ糖注射液１０
０ｍＬ付）

局 ホスミシンＳバッグ１ｇ点滴静注用 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 932

注射薬 6135400G4021 ホスホマイシンナトリウ
ム

２ｇ１キット（５％
ブドウ糖注射液１０
０ｍＬ付）

局 ホスミシンＳバッグ２ｇ点滴静注用 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 1,159

注射薬 6139400D1033 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペン点滴用バイアル０．２５ｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 794
注射薬 6139400D1041 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「タ

イヨー」
武田テバファー
マ

後発品 477

注射薬 6139400D1050 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「日
医工」

日医工ファーマ 後発品 477

注射薬 6139400D1068 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 477

注射薬 6139400D1076 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「ケ
ミファ」

日本ケミファ 後発品 477

注射薬 6139400D1084 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 477

注射薬 6139400D1092 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「タ
ナベ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 477

注射薬 6139400D1106 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 477

注射薬 6139400D1114 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 477

注射薬 6139400D1122 メロペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ
「ファイザー」

ファイザー 後発品 477

注射薬 6139400D2030 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペン点滴用バイアル０．５ｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 1,044
注射薬 6139400D2048 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「タイ

ヨー」
武田テバファー
マ

後発品 685

注射薬 6139400D2056 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「日医
工」

日医工ファーマ 後発品 685

注射薬 6139400D2064 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 685

注射薬 6139400D2072 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 後発品 685

注射薬 6139400D2080 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 685

注射薬 6139400D2099 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「タナ
ベ」

ニプロＥＳ
ファーマ

後発品 685

注射薬 6139400D2102 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 685

注射薬 6139400D2110 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 685

注射薬 6139400D2129 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ファ
イザー」

ファイザー 後発品 685

注射薬 6139400D3028 メロペネム水和物 １ｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 1,037
注射薬 6139400D3036 メロペネム水和物 １ｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用１ｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ

ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 1,037

注射薬 6139400G1030 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１キット
（生理食塩液１００
ｍＬ付）

局 メロペン点滴用キット０．５ｇ 大日本住友製薬 先発品 ○ 1,465

注射薬 6139400G1048 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１キット
（生理食塩液１００
ｍＬ付）

メロペネム点滴静注用バッグ０．５ｇ
「ＮＰ」

ニプロ 後発品 1,018

注射薬 6139400G1056 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１キット
（生理食塩液１００
ｍＬ付）

局 メロペネム点滴静注用バッグ０．５ｇ
「日医工」

日医工ファーマ 後発品 1,018

注射薬 6139400G1064 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１キット
（生理食塩液１００
ｍＬ付）

局 メロペネム点滴静注用バッグ０．５ｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 1,018

注射薬 6139400G2028 メロペネム水和物 １ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ

メロペネム点滴静注用バッグ１ｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 1,589

注射薬 6139400G2036 メロペネム水和物 １ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ
付）

局 メロペネム点滴静注用バッグ１ｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 1,589

注射薬 6139401D1020 ビアペネム ３００ｍｇ１瓶 オメガシン点滴用０．３ｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 1,821

注射薬 6139401G1026 ビアペネム ３００ｍｇ１キット
（生理食塩液１００
ｍＬ付）

オメガシン点滴用０．３ｇバッグ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

先発品 2,270



注射薬 6139402D1032 ドリペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 フィニバックス点滴静注用０．２５ｇ 塩野義製薬 先発品 1,165
注射薬 6139402D2020 ドリペネム水和物 ５００ｍｇ１瓶 フィニバックス点滴静注用０．５ｇ 塩野義製薬 先発品 1,625
注射薬 6139402G1039 ドリペネム水和物 ２５０ｍｇ１キット

（生理食塩液１００
ｍＬ付）

フィニバックスキット点滴静注用０．
２５ｇ

塩野義製薬 先発品 1,708

注射薬 6139500F1024 セフォペラゾンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（５００ｍｇ）１瓶 局 スルペラゾン静注用０．５ｇ ファイザー 先発品 ○ 657 H29.10.1局方
品

注射薬 6139500F1040 セフォペラゾンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（５００ｍｇ）１瓶 局 セフロニック静注用０．５ｇ 武田テバファー
マ

後発品 341 H29.10.1局方
品

注射薬 6139500F1059 セフォペラゾンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（５００ｍｇ）１瓶 スペルゾン静注用０．５ｇ ケミックス 後発品 301 H29.3.31まで

注射薬 6139500F1067 セフォペラゾンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（５００ｍｇ）１瓶 ナスパルン静注用０．５ｇ シオノケミカル 後発品 301 H30.3.31まで

注射薬 6139500F1075 セフォペラゾンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（５００ｍｇ）１瓶 局 スルタムジン静注用０．５ｇ ポーラファルマ 後発品 341 H29.10.1局方
品

注射薬 6139500F1091 セフォペラゾンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（５００ｍｇ）１瓶 局 セフォセフ静注用０．５ｇ 沢井製薬 後発品 301 H29.10.1局方
品

注射薬 6139500F1105 セフォペラゾンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（５００ｍｇ）１瓶 局 セフォン静注用０．５ｇ 日医工 後発品 341 H29.10.1局方
品

注射薬 6139500F1113 セフォペラゾンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（５００ｍｇ）１瓶 局 バクフォーゼ静注用０．５ｇ 東和薬品 後発品 301 H29.10.1局方
品

注射薬 6139500F1121 セフォペラゾンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（５００ｍｇ）１瓶 局 ワイスタール配合静注用０．５ｇ ニプロ 後発品 301 H29.10.1局方
品

注射薬 6139500F2020 セフォペラゾンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（１ｇ）１瓶 局 スルペラゾン静注用１ｇ ファイザー 先発品 ○ 939 H29.10.1局方
品

注射薬 6139500F2055 セフォペラゾンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（１ｇ）１瓶 局 セフォセフ静注用１ｇ 沢井製薬 後発品 331 H29.10.1局方
品

注射薬 6139500F2063 セフォペラゾンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（１ｇ）１瓶 局 セフォン静注用１ｇ 日医工 後発品 331 H29.10.1局方
品

注射薬 6139500F2110 セフォペラゾンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（１ｇ）１瓶 局 バクフォーゼ静注用１ｇ 東和薬品 後発品 331 H29.10.1局方
品

注射薬 6139500F2128 セフォペラゾンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（１ｇ）１瓶 局 スルタムジン静注用１ｇ ポーラファルマ 後発品 331 H29.10.1局方
品

注射薬 6139500F2136 セフォペラゾンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（１ｇ）１瓶 局 セフロニック静注用１ｇ 武田テバファー
マ

後発品 331 H29.10.1局方
品

注射薬 6139500F2144 セフォペラゾンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（１ｇ）１瓶 ナスパルン静注用１ｇ シオノケミカル 後発品 331 H30.3.31まで

注射薬 6139500F2152 セフォペラゾンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（１ｇ）１瓶 スペルゾン静注用１ｇ ケミックス 後発品 331 H29.3.31まで

注射薬 6139500F2179 セフォペラゾンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（１ｇ）１瓶 局 ワイスタール配合静注用１ｇ ニプロ 後発品 331 H29.10.1局方
品

注射薬 6139500G1070 セフォペラゾンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（１ｇ）１キット
（生理食塩液１００
ｍＬ付）

局 スルペラゾンキット静注用１ｇ ファイザー 先発品 ○ 1,243 H29.10.1局方
品

注射薬 6139500G1089 セフォペラゾンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（１ｇ）１キット
（生理食塩液１００
ｍＬ付）

ワイスタール配合点滴静注用１ｇバッ
グ

ニプロ 後発品 616

注射薬 6139501D1036 イミペネム水和物・シラ
スタチンナトリウム

２５０ｍｇ１瓶 局 インダスト点滴静注用０．２５ｇ 武田テバファー
マ

後発品 739

注射薬 6139501D1044 イミペネム水和物・シラ
スタチンナトリウム

２５０ｍｇ１瓶 局 チエナム点滴静注用０．２５ｇ ＭＳＤ 先発品 ○ 905

注射薬 6139501D1052 イミペネム水和物・シラ
スタチンナトリウム

２５０ｍｇ１瓶 局 チエペネム点滴静注用０．２５ｇ シオノケミカル 後発品 739

注射薬 6139501D1060 イミペネム水和物・シラ
スタチンナトリウム

２５０ｍｇ１瓶 局 チエクール点滴用０．２５ｇ 沢井製薬 後発品 739

注射薬 6139501D1079 イミペネム水和物・シラ
スタチンナトリウム

２５０ｍｇ１瓶 局 イミペネム・シラスタチン点滴用０．
２５ｇ「サンド」

サンド 後発品 739

注射薬 6139501D1087 イミペネム水和物・シラ
スタチンナトリウム

２５０ｍｇ１瓶 局 イミスタン点滴静注用０．２５ｇ 日医工 後発品 739

注射薬 6139501D2059 イミペネム水和物・シラ
スタチンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 局 インダスト点滴静注用０．５ｇ 武田テバファー
マ

後発品 953

注射薬 6139501D2067 イミペネム水和物・シラ
スタチンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 局 イミスタン点滴静注用０．５ｇ 日医工 後発品 953

注射薬 6139501D2075 イミペネム水和物・シラ
スタチンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 局 チエクール点滴用０．５ｇ 沢井製薬 後発品 953

注射薬 6139501D2083 イミペネム水和物・シラ
スタチンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 局 チエペネム点滴静注用０．５ｇ シオノケミカル 後発品 953

注射薬 6139501D2091 イミペネム水和物・シラ
スタチンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 局 イミペネム・シラスタチン点滴用０．
５ｇ「サンド」

サンド 後発品 953

注射薬 6139501D2105 イミペネム水和物・シラ
スタチンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 局 チエナム点滴静注用０．５ｇ ＭＳＤ 先発品 ○ 1,347

注射薬 6139501E2038 イミペネム水和物・シラ
スタチンナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶
解液付）

局 チエナム筋注用０．５ｇ ＭＳＤ 先発品 1,409

注射薬 6139501G1067 イミペネム水和物・シラ
スタチンナトリウム

５００ｍｇ１キット
（生理食塩液１００
ｍＬ付）

局 チエナム点滴静注用キット０．５ｇ ＭＳＤ 先発品 1,588

注射薬 6139503D1027 パニペネム・ベタミプロ
ン

２５０ｍｇ１瓶 局 カルベニン点滴用０．２５ｇ 第一三共 先発品 982 H29.10.1局方
品

注射薬 6139503D2023 パニペネム・ベタミプロ
ン

５００ｍｇ１瓶 局 カルベニン点滴用０．５ｇ 第一三共 先発品 1,421 H29.10.1局方
品

注射薬 6139504F1022 アンピシリンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（０．７５ｇ）１瓶 局 ユナシン－Ｓ静注用０．７５ｇ ファイザー 先発品 ○ 506 H29.10.1局方
品

注射薬 6139504F1030 アンピシリンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（０．７５ｇ）１瓶 局 ユナスピン静注用０．７５ｇ ケミックス 後発品 291 H29.10.1局方
品

注射薬 6139504F1057 アンピシリンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（０．７５ｇ）１瓶 局 スルバクシン静注用０．７５ｇ シオノケミカル 後発品 291 H29.10.1局方
品

注射薬 6139504F1065 アンピシリンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（０．７５ｇ）１瓶 局 スルバシリン静注用０．７５ｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 291 H29.10.1局方
品

注射薬 6139504F1073 アンピシリンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（０．７５ｇ）１瓶 局 ピスルシン静注用０．７５ｇ 大原薬品工業 後発品 291 H29.10.1局方
品

注射薬 6139504F1090 アンピシリンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（０．７５ｇ）１瓶 スルバクタム・アンピシリン静注用
０．７５ｇ「サンド」

サンド 後発品 291 H29.3.31まで

注射薬 6139504F1103 アンピシリンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（０．７５ｇ）１瓶 局 ピシリバクタ静注用０．７５ｇ 日医工 後発品 291 H29.10.1局方
品

注射薬 6139504F1111 アンピシリンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（０．７５ｇ）１瓶 局 ユーシオン－Ｓ静注用０．７５ｇ 沢井製薬 後発品 291 H29.10.1局方
品

注射薬 6139504F2029 アンピシリンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（１．５ｇ）１瓶 局 ユナシン－Ｓ静注用１．５ｇ ファイザー 先発品 ○ 769 H29.10.1局方
品

注射薬 6139504F2037 アンピシリンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（１．５ｇ）１瓶 局 ピシリバクタ静注用１．５ｇ 日医工 後発品 335 H29.10.1局方
品

注射薬 6139504F2045 アンピシリンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（１．５ｇ）１瓶 局 ユーシオン－Ｓ静注用１．５ｇ 沢井製薬 後発品 335 H29.10.1局方
品

注射薬 6139504F2053 アンピシリンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（１．５ｇ）１瓶 局 ユナスピン静注用１．５ｇ ケミックス 後発品 335 H29.10.1局方
品

注射薬 6139504F2070 アンピシリンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（１．５ｇ）１瓶 局 スルバクシン静注用１．５ｇ シオノケミカル 後発品 335 H29.10.1局方
品



注射薬 6139504F2088 アンピシリンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（１．５ｇ）１瓶 局 スルバシリン静注用１．５ｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 335 H29.10.1局方
品

注射薬 6139504F2096 アンピシリンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（１．５ｇ）１瓶 局 ピスルシン静注用１．５ｇ 大原薬品工業 後発品 335 H29.10.1局方
品

注射薬 6139504F2118 アンピシリンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（１．５ｇ）１瓶 スルバクタム・アンピシリン静注用
１．５ｇ「サンド」

サンド 後発品 335 H29.3.31まで

注射薬 6139504F3025 アンピシリンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（３ｇ）１瓶 局 ユナシン－Ｓ静注用３ｇ ファイザー 先発品 ○ 1,104 H29.10.1局方
品

注射薬 6139504F3033 アンピシリンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（３ｇ）１瓶 局 スルバシリン静注用３ｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 391 H29.10.1局方
品

注射薬 6139504F3041 アンピシリンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（３ｇ）１瓶 局 ピスルシン静注用３ｇ 大原薬品工業 後発品 391 H29.10.1局方
品

注射薬 6139504F3050 アンピシリンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（３ｇ）１瓶 局 スルバクシン静注用３ｇ シオノケミカル 後発品 391 H29.10.1局方
品

注射薬 6139504F3068 アンピシリンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（３ｇ）１瓶 局 ピシリバクタ静注用３ｇ 日医工 後発品 391 H29.10.1局方
品

注射薬 6139504F3076 アンピシリンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（３ｇ）１瓶 局 ユーシオン－Ｓ静注用３ｇ 沢井製薬 後発品 391 H29.10.1局方
品

注射薬 6139504F3084 アンピシリンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（３ｇ）１瓶 局 ユナスピン静注用３ｇ ケミックス 後発品 391 H29.10.1局方
品

注射薬 6139504G1028 アンピシリンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（１．５ｇ）１キッ
ト（生理食塩液１０
０ｍＬ付）

局 ユナシン－Ｓキット静注用１．５ｇ ファイザー 先発品 1,189 H29.10.1局方
品

注射薬 6139504G2024 アンピシリンナトリウ
ム・スルバクタムナトリ
ウム

（３ｇ）１キット
（生理食塩液１００
ｍＬ付）

局 ユナシン－Ｓキット静注用３ｇ ファイザー 先発品 1,581 H29.10.1局方
品

注射薬 6139505F3020 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１瓶 局 ゾシン静注用２．２５ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 1,446

注射薬 6139505F3038 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用２．２５「ＣＨ
Ｍ」

ケミックス 後発品 827

注射薬 6139505F3046 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用２．２５「ＤＫ」 大興製薬 後発品 827

注射薬 6139505F3054 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用２．２５「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エス
ファ

後発品 827

注射薬 6139505F3062 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用２．２５「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 827

注射薬 6139505F3070 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用２．２５「サン
ド」

サンド 後発品 827

注射薬 6139505F3089 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用２．２５「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 827

注射薬 6139505F3097 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用２．２５「日医
工」

日医工 後発品 827

注射薬 6139505F3100 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用２．２５「ニプ
ロ」

ニプロ 後発品 827

注射薬 6139505F3119 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用２．２５「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 827

注射薬 6139505F3127 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用２．２５「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 827

注射薬 6139505F4026 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１瓶 局 ゾシン静注用４．５ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 2,145

注射薬 6139505F4034 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用４．５「ＣＨＭ」 ケミックス 後発品 1,231

注射薬 6139505F4042 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用４．５「ＤＫ」 大興製薬 後発品 1,231

注射薬 6139505F4050 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用４．５「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エス
ファ

後発品 1,231

注射薬 6139505F4069 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用４．５「ＳＮ」 シオノケミカル 後発品 1,231

注射薬 6139505F4077 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用４．５「サンド」 サンド 後発品 1,231

注射薬 6139505F4085 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用４．５「テバ」 武田テバファー
マ

後発品 1,231

注射薬 6139505F4093 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用４．５「日医工」 日医工 後発品 1,231

注射薬 6139505F4107 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」 ニプロ 後発品 1,231

注射薬 6139505F4115 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用４．５「ファイ
ザー」

マイラン製薬 後発品 1,231

注射薬 6139505F4123 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１瓶 局 タゾピペ配合静注用４．５「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 1,231

注射薬 6139505G1022 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１キッ
ト（生理食塩液１０
０ｍＬ付）

ゾシン配合点滴静注用バッグ４．５ 大鵬薬品工業 先発品 ○ 2,789

注射薬 6139505G1030 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１キッ
ト（生理食塩液１０
０ｍＬ付）

タゾピペ配合点滴静注用バッグ４．５
「ＤＳＥＰ」

第一三共エス
ファ

後発品 1,692

注射薬 6139505G1049 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１キッ
ト（生理食塩液１０
０ｍＬ付）

タゾピペ配合点滴静注用バッグ４．５
「ニプロ」

ニプロ 後発品 1,692

注射薬 6139505G1057 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１キッ
ト（生理食塩液１０
０ｍＬ付）

タゾピペ配合点滴静注用バッグ４．５
「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 1,692

注射薬 6139505G1065 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１キッ
ト（生理食塩液１０
０ｍＬ付）

タゾピペ配合点滴静注用４．５バッグ
「サンド」

サンド 後発品 1,692

注射薬 6139505G2029 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１
キット（生理食塩液
１００ｍＬ付）

タゾピペ配合点滴静注用バッグ２．２
５「ＤＳＥＰ」

第一三共エス
ファ

後発品 1,288

注射薬 6139505G2037 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１
キット（生理食塩液
１００ｍＬ付）

タゾピペ配合点滴静注用バッグ２．２
５「ニプロ」

ニプロ 後発品 1,288

注射薬 6139505G2045 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１
キット（生理食塩液
１００ｍＬ付）

タゾピペ配合点滴静注用バッグ２．２
５「ファイザー」

マイラン製薬 後発品 1,288

注射薬 6139505G2053 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１
キット（生理食塩液
１００ｍＬ付）

タゾピペ配合点滴静注用２．２５バッ
グ「サンド」

サンド 後発品 1,288

注射薬 6141400D1031 エリスロマイシンラクト
ビオン酸塩

５００ｍｇ１瓶 エリスロシン点滴静注用５００ｍｇ マイランＥＰＤ 813

注射薬 6149400D1021 アジスロマイシン水和物 ５００ｍｇ１瓶 ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ ファイザー 先発品 2,535
注射薬 6151401F1033 クロラムフェニコールコ

ハク酸エステルナトリウ
ム

１ｇ１瓶（溶解液
付）

クロロマイセチンサクシネート静注用
１ｇ

第一三共 607

注射薬 6152401F1014 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 ミノサイクリン塩酸塩１００ｍｇ静注
用

後発品 139



注射薬 6152401F1111 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 局 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１０
０ｍｇ「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 172

注射薬 6152401F1138 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 局 ミノマイシン点滴静注用１００ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 499
注射薬 6152401F1146 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 局 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１０

０ｍｇ「サワイ」
沢井製薬 後発品 172

注射薬 6152401F1154 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 局 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１０
０ｍｇ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 172

注射薬 6161400D1034 ストレプトマイシン硫酸
塩

１ｇ１瓶 局 硫酸ストレプトマイシン注射用１ｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

389

注射薬 6165400D1033 エンビオマイシン硫酸塩 １ｇ１瓶 ツベラクチン筋注用１ｇ 旭化成ファーマ 先発品 713
注射薬 6169400A1036 カナマイシン硫酸塩 １ｇ１管 硫酸カナマイシン注射液１０００ｍｇ

「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

314

注射薬 6173400D1035 アムホテリシンＢ ５０ｍｇ１瓶 局 ファンギゾン注射用５０ｍｇ ブリストル・マ
イヤーズ　スク
イブ

1,004

注射薬 6173400D2023 アムホテリシンＢ ５０ｍｇ１瓶 アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ 大日本住友製薬 先発品 9,811
注射薬 6179400D1020 ミカファンギンナトリウ

ム
５０ｍｇ１瓶 ファンガード点滴用５０ｍｇ アステラス製薬 先発品 6,711

注射薬 6179400D2027 ミカファンギンナトリウ
ム

７５ｍｇ１瓶 ファンガード点滴用７５ｍｇ アステラス製薬 先発品 9,652

注射薬 6179400D3023 ミカファンギンナトリウ
ム

２５ｍｇ１瓶 ファンガード点滴用２５ｍｇ アステラス製薬 先発品 3,941

注射薬 6179401F1026 ボリコナゾール ２００ｍｇ１瓶 ブイフェンド２００ｍｇ静注用 ファイザー 先発品 11,987
注射薬 6179402D1020 カスポファンギン酢酸塩 ５０ｍｇ１瓶 カンサイダス点滴静注用５０ｍｇ ＭＳＤ 先発品 16,941
注射薬 6179402D2026 カスポファンギン酢酸塩 ７０ｍｇ１瓶 カンサイダス点滴静注用７０ｍｇ ＭＳＤ 先発品 22,961

注射薬 6191401D1046 アンピシリンナトリウ
ム・クロキサシリンナト
リウム水和物

（１００ｍｇ）１瓶 注射用ビクシリンＳ１００ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

64

注射薬 6191401D2034 アンピシリンナトリウ
ム・クロキサシリンナト
リウム水和物

（５００ｍｇ）１瓶 注射用ビクシリンＳ５００ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

215

注射薬 6191401D3049 アンピシリンナトリウ
ム・クロキサシリンナト
リウム水和物

（１ｇ）１瓶 注射用ビクシリンＳ１０００ Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

389

注射薬 6222400A1019 イソニアジド １００ｍｇ１管 局 イソニアジド注射液 92
注射薬 6241400A3025 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍ

Ｌ１袋
シプロキサン注３００ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 2,247 H30.3.31まで

注射薬 6241400A3033 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍ
Ｌ１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 1,286 H30.3.31まで

注射薬 6241400A3041 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍ
Ｌ１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 1,286 H30.3.31まで

注射薬 6241400A3050 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍ
Ｌ１袋

シプロフロキサシン点滴静注液３００
ｍｇ「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 1,286

注射薬 6241400A3068 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍ
Ｌ１袋

シプロフロキサシン点滴静注液３００
ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 1,286

注射薬 6241400A3076 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍ
Ｌ１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 1,286 H30.3.31まで

注射薬 6241400A3084 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍ
Ｌ１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 1,286 H30.3.31まで

注射薬 6241400A3092 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍ
Ｌ１袋

シプロフロキサシン点滴静注３００ｍ
ｇ／１５０ｍＬ「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 1,286

注射薬 6241400A4021 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍ
Ｌ１袋

シプロキサン注２００ｍｇ バイエル薬品 先発品 1,902

注射薬 6241400A4030 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍ
Ｌ１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 1,168 H30.3.31まで

注射薬 6241400A4048 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍ
Ｌ１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 1,168 H30.3.31まで

注射薬 6241400A4056 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍ
Ｌ１袋

シプロフロキサシン点滴静注液２００
ｍｇ「タイヨー」

武田テバファー
マ

後発品 1,168

注射薬 6241400A4064 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍ
Ｌ１袋

シプロフロキサシン点滴静注液２００
ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 1,168

注射薬 6241400A4072 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍ
Ｌ１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 1,168 H30.3.31まで

注射薬 6241400A4080 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍ
Ｌ１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 1,168 H30.3.31まで

注射薬 6241400A4099 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍ
Ｌ１袋

シプロフロキサシン点滴静注２００ｍ
ｇ／１００ｍＬ「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 1,168

注射薬 6241400A5028 シプロフロキサシン ３００ｍｇ２５０ｍ
Ｌ１袋

シプロフロキサシンＤＵ点滴静注液３
００ｍｇ／２５０ｍＬ「ＮＰ」

ニプロ 後発品 1,286

注射薬 6241400A5036 シプロフロキサシン ３００ｍｇ２５０ｍ
Ｌ１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 1,286 H30.3.31まで

注射薬 6241400A5044 シプロフロキサシン ３００ｍｇ２５０ｍ
Ｌ１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 1,286 H30.3.31まで

注射薬 6241400A5052 シプロフロキサシン ３００ｍｇ２５０ｍ
Ｌ１袋

シプロフロキサシンＤＵ点滴静注３０
０ｍｇ／２５０ｍＬ「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 1,286

注射薬 6241400A6024 シプロフロキサシン ４００ｍｇ２００ｍ
Ｌ１袋

シプロキサン注４００ｍｇ バイエル薬品 先発品 ○ 2,314

注射薬 6241400A6032 シプロフロキサシン ４００ｍｇ２００ｍ
Ｌ１袋

シプロフロキサシン点滴静注液４００
ｍｇ「ニプロ」

ニプロ 後発品 1,286 H29.12.8収載

注射薬 6241400A6040 シプロフロキサシン ４００ｍｇ２００ｍ
Ｌ１袋

シプロフロキサシン点滴静注４００ｍ
ｇ／２００ｍＬ「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 1,286 H29.12.8収載

注射薬 6241401G1020 パズフロキサシンメシル
酸塩

３００ｍｇ１００ｍ
Ｌ１キット

パシル点滴静注液３００ｍｇ 富山化学工業 先発品 1,407

注射薬 6241401G1046 パズフロキサシンメシル
酸塩

３００ｍｇ１００ｍ
Ｌ１キット

パズクロス点滴静注液３００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 1,407

注射薬 6241401G2026 パズフロキサシンメシル
酸塩

５００ｍｇ１００ｍ
Ｌ１キット

パシル点滴静注液５００ｍｇ 富山化学工業 先発品 1,891

注射薬 6241401G2042 パズフロキサシンメシル
酸塩

５００ｍｇ１００ｍ
Ｌ１キット

パズクロス点滴静注液５００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 1,891

注射薬 6241401G3022 パズフロキサシンメシル
酸塩

１，０００ｍｇ２０
０ｍＬ１キット

パシル点滴静注液１０００ｍｇ 富山化学工業 先発品 2,825

注射薬 6241401G3030 パズフロキサシンメシル
酸塩

１，０００ｍｇ２０
０ｍＬ１キット

パズクロス点滴静注液１０００ｍｇ 田辺三菱製薬 先発品 2,811

注射薬 6241402A1021 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

局 クラビット点滴静注５００ｍｇ／２０
ｍＬ

第一三共 先発品 5,325 H29.10.1局方
品

注射薬 6241402G1024 レボフロキサシン水和物 ５００ｍｇ１００ｍ
Ｌ１キット

局 クラビット点滴静注バッグ５００ｍｇ
／１００ｍＬ

第一三共 先発品 5,417 H29.10.1局方
品

注射薬 6249401A1025 リネゾリド ６００ｍｇ３００ｍ
Ｌ１袋

ザイボックス注射液６００ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 14,997

注射薬 6249401A1033 リネゾリド ６００ｍｇ３００ｍ
Ｌ１袋

リネゾリド点滴静注液６００ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓ
ｅｉｋａ　ファ
ルマ

後発品 9,260

注射薬 6249401A1041 リネゾリド ６００ｍｇ３００ｍ
Ｌ１袋

リネゾリド注射液６００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 9,260 H29.6.16収載

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 先発品 5,887
注射薬 6250400D1060 ビダラビン ３００ｍｇ１瓶 ビダラビン点滴静注用３００ｍｇ

「Ｆ」
富士製薬工業 5,887

注射薬 6250401A1018 アシクロビル ２５０ｍｇ１管 アシクロビル２５０ｍｇ注射液 後発品 600
注射薬 6250401A1069 アシクロビル ２５０ｍｇ１管 局 ビクロックス点滴静注２５０ｍｇ 小林化工 後発品 1,183
注射薬 6250401A2030 アシクロビル １２５ｍｇ１管 局 ビクロックス点滴静注１２５ｍｇ 小林化工 後発品 697
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 600
注射薬 6250401F1155 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 局 ゾビラックス点滴静注用２５０ グラクソ・スミ

スクライン
先発品 ○ 3,696

注射薬 6250401G4036 アシクロビル ２５０ｍｇ１００ｍ
Ｌ１袋

局 アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ
バッグ１００ｍＬ「アイロム」

共和クリティケ
ア

後発品 1,010

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 先発品 12,079
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
クリニジェン 先発品 7,023

注射薬 6250404A1020 パリビズマブ（遺伝子組
換え）

５０ｍｇ０．５ｍＬ
１瓶

シナジス筋注液５０ｍｇ アッヴィ 先発品 79,014

注射薬 6250404A2026 パリビズマブ（遺伝子組
換え）

１００ｍｇ１ｍＬ１
瓶

シナジス筋注液１００ｍｇ アッヴィ 先発品 156,417

注射薬 6250405A1032 ペラミビル水和物 １５０ｍｇ１５ｍＬ
１瓶

ラピアクタ点滴静注液バイアル１５０
ｍｇ

塩野義製薬 先発品 3,338

注射薬 6250405A2039 ペラミビル水和物 ３００ｍｇ６０ｍＬ
１袋

ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍ
ｇ

塩野義製薬 先発品 6,216

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 先発品 1,758
注射薬 6290401A1099 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１

瓶
局 ジフルカン静注液５０ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 2,315 H29.10.1局方

品



注射薬 6290401A1110 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１
瓶

局 フルコナゾール静注５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 1,041 H29.10.1局方
品

注射薬 6290401A1129 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１
瓶

局 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 1,041 H29.10.1局方
品

注射薬 6290401A1137 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１
瓶

局 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「日医
工」

日医工 後発品 1,389 H29.10.1局方
品

注射薬 6290401A1145 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１
瓶

局 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「イセ
イ」

コーアイセイ 後発品 1,041 H29.10.1局方
品

注射薬 6290401A1153 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１
瓶

局 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 後発品 1,041 H29.10.1局方
品

注射薬 6290401A2168 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１
瓶

局 ジフルカン静注液１００ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 3,793 H29.10.1局方
品注射薬 6290401A2184 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１

瓶
局 フルコナゾール静注１００ｍｇ「トー

ワ」
東和薬品 後発品 1,397 H29.10.1局方

品
注射薬 6290401A2192 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１

瓶
局 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「サ

ワイ」
沢井製薬 後発品 1,397 H29.10.1局方

品
注射薬 6290401A2222 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１

瓶
局 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「日

医工」
日医工 後発品 1,397 H29.10.1局方

品
注射薬 6290401A2230 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１

瓶
局 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「イ

セイ」
コーアイセイ 後発品 1,397 H29.10.1局方

品
注射薬 6290401A2249 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１

瓶
局 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「タ

カタ」
高田製薬 後発品 1,397 H29.10.1局方

品
注射薬 6290401A3016 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ

１瓶
フルコナゾール０．２％１００ｍＬ注
射液

後発品 1,513

注射薬 6290401A3164 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ
１瓶

局 ジフルカン静注液２００ｍｇ ファイザー 先発品 ○ 7,156 H29.10.1局方
品

注射薬 6290401A3172 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ
１瓶

局 フルコナゾール静注２００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 2,419 H29.10.1局方
品

注射薬 6290401A3180 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ
１瓶

局 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 2,419 H29.10.1局方
品

注射薬 6290401A3210 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ
１瓶

局 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「日
医工」

日医工 後発品 2,419 H29.10.1局方
品

注射薬 6290401A3237 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ
１瓶

局 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「タ
カタ」

高田製薬 後発品 2,419 H29.10.1局方
品

注射薬 6290401A4055 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１
袋

局 フルコナゾール静注液０．２％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 1,941 H29.10.1局方
品注射薬 6290401A4071 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１

袋
局 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「テ

バ」
武田テバファー
マ

後発品 1,397 H29.10.1局方
品

注射薬 6290401A4080 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１
袋

局 フルコナゾール静注１００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 1,397 H29.10.1局方
品

注射薬 6290401A5019 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ
１袋

フルコナゾール０．２％１００ｍＬ注
射液

後発品 1,513

注射薬 6290401A5051 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ
１袋

局 フルコナゾール静注液０．２％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 2,419 H29.10.1局方
品

注射薬 6290401A5086 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ
１袋

局 フルコナゾール静注２００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 後発品 3,963 H29.10.1局方
品

注射薬 6290401A6040 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１
袋

局 フルコナゾール静注液０．１％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 1,041 H29.10.1局方
品注射薬 6290401A6058 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１

袋
局 フルコナゾール静注５０ｍｇ「ＮＰ」 ニプロ 後発品 1,389 H29.10.1局方

品注射薬 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 先発品 5,405
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 先発品 10,063
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 先発品 18,958
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
先発品 14,443

注射薬 6311400A1010 肺炎球菌ワクチン ０．５ｍＬ１瓶 肺炎球菌ワクチン 4,666
注射薬 6311401A1023 ４価髄膜炎菌ワクチン

（ジフテリアトキソイド
結合体）

０．５ｍＬ１瓶 メナクトラ筋注 サノフィ 先発品 19,827

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 11,316

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）

2,154

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）

2,390

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 416
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
419

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 419
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 615

注射薬 6322401G1046 沈降破傷風トキソイド ０．５ｍＬ１筒 沈降破傷風トキソイド「北里第一三
共」シリンジ

北里第一三共ワ
クチン

491

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 217,310

注射薬 6331406X1013 ガスえそウマ抗毒素 各５，０００単位入
１０ｍＬ

局 ガスえそウマ抗毒素 35,975 H29.3.31まで

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 45,588

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 88,691

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

局 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素 684,694

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 180,920

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 32,981

注射薬 6341403X3019 人全血液 ２００ｍＬ献血由来 局 人全血液 5,800 H29.3.31まで
注射薬 6341403X4015 人全血液 ４００ｍＬ献血由来 局 人全血液 11,602 H29.3.31まで
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 8,160

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 16,320

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 8,881

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 17,757

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 7,801

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 15,601
注射薬 6342401X3033 人血小板濃厚液 ５単位約１００ｍＬ

１袋
濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 39,863

注射薬 6342401X4030 人血小板濃厚液 １０単位約２００ｍ
Ｌ１袋

濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 79,402

注射薬 6342401X5036 人血小板濃厚液 １５単位約２５０ｍ
Ｌ１袋

濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 119,091

注射薬 6342401X6032 人血小板濃厚液 ２０単位約２５０ｍ
Ｌ１袋

濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 158,789

注射薬 6342402X5022 合成血 血液２００ｍＬに由
来する赤血球に血漿
約６０ｍＬを混和し
た血液１袋

合成血液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 13,499

注射薬 6342402X6029 合成血 血液４００ｍＬに由
来する赤血球に血漿
約１２０ｍＬを混和
した血液１袋

合成血液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 26,997

注射薬 6342403X1013 解凍人赤血球液 血液４００ｍＬに由
来する赤血球１袋

解凍人赤血球液 26,886 H29.3.31まで

注射薬 6342403X2010 解凍人赤血球液 血液２００ｍＬに由
来する赤血球１袋

解凍人赤血球液 13,442 H29.3.31まで

注射薬 6342403X5027 解凍人赤血球液 血液２００ｍＬに由
来する赤血球１袋

解凍赤血球液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 15,636

注射薬 6342403X6023 解凍人赤血球液 血液４００ｍＬに由
来する赤血球１袋

解凍赤血球液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 31,273

注射薬 6342405X1012 人赤血球液 血液２００ｍＬに由
来する赤血球１袋

人赤血球液 6,036 H29.3.31まで

注射薬 6342405X2019 人赤血球液 血液４００ｍＬに由
来する赤血球１袋

人赤血球液 12,073 H29.3.31まで

注射薬 6342405X3031 人赤血球液 血液２００ｍＬに由
来する赤血球１袋

赤血球液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 8,402



注射薬 6342405X4038 人赤血球液 血液４００ｍＬに由
来する赤血球１袋

赤血球液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 16,805

注射薬 6342406X4016 新鮮凍結人血漿 ８０ｍＬ１袋 新鮮凍結人血漿 5,956 H29.3.31まで
注射薬 6342406X5012 新鮮凍結人血漿 １６０ｍＬ１袋 新鮮凍結人血漿 11,914 H29.3.31まで
注射薬 6342406X6019 新鮮凍結人血漿 ４５０ｍＬ１袋 新鮮凍結人血漿 23,617 H29.3.31まで
注射薬 6342406X7031 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」１２０ 日本赤十字社 8,955

注射薬 6342406X8038 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」２４０ 日本赤十字社 17,912

注射薬 6342406X9026 新鮮凍結人血漿 ４８０ｍＬ１袋 新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」４８０ 日本赤十字社 23,617
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 8,231 H29.3.31まで

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 16,462 H29.3.31まで

注射薬 6342408X1016 洗浄人赤血球液 ２００ｍＬ１袋 洗浄人赤血球液 7,276 H29.3.31まで
注射薬 6342408X2012 洗浄人赤血球液 ４００ｍＬ１袋 洗浄人赤血球液 14,553 H29.3.31まで
注射薬 6342408X5020 洗浄人赤血球液 血液２００ｍＬに由

来する赤血球１袋
洗浄赤血球液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 9,470

注射薬 6342408X6026 洗浄人赤血球液 血液４００ｍＬに由
来する赤血球１袋

洗浄赤血球液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 18,940

注射薬 6342409X1037 人血小板濃厚液ＨＬＡ １０単位約２００ｍ
Ｌ１袋

濃厚血小板ＨＬＡ－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 95,283

注射薬 6342409X2033 人血小板濃厚液ＨＬＡ １５単位約２５０ｍ
Ｌ１袋

濃厚血小板ＨＬＡ－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 142,925

注射薬 6342409X3030 人血小板濃厚液ＨＬＡ ２０単位約２５０ｍ
Ｌ１袋

濃厚血小板ＨＬＡ－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 190,566

注射薬 6342410X3032 人赤血球液 血液２００ｍＬに由
来する赤血球１袋

照射赤血球液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 8,864

注射薬 6342410X4039 人赤血球液 血液４００ｍＬに由
来する赤血球１袋

照射赤血球液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 17,726

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 7,875
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 15,749

注射薬 6342411X3037 人血小板濃厚液 ５単位約１００ｍＬ
１袋

照射濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 40,100

注射薬 6342411X4033 人血小板濃厚液 １０単位約２００ｍ
Ｌ１袋

照射濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 79,875

注射薬 6342411X5030 人血小板濃厚液 １５単位約２５０ｍ
Ｌ１袋

照射濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 119,800

注射薬 6342411X6036 人血小板濃厚液 ２０単位約２５０ｍ
Ｌ１袋

照射濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 159,733

注射薬 6342412X1039 人血小板濃厚液ＨＬＡ １０単位約２００ｍ
Ｌ１袋

照射濃厚血小板ＨＬＡ－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 96,025

注射薬 6342412X2035 人血小板濃厚液ＨＬＡ １５単位約２５０ｍ
Ｌ１袋

照射濃厚血小板ＨＬＡ－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 143,854

注射薬 6342412X3031 人血小板濃厚液ＨＬＡ ２０単位約２５０ｍ
Ｌ１袋

照射濃厚血小板ＨＬＡ－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 191,496

注射薬 6342413X5020 解凍人赤血球液 血液２００ｍＬに由
来する赤血球１袋

照射解凍赤血球液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 16,043

注射薬 6342413X6027 解凍人赤血球液 血液４００ｍＬに由
来する赤血球１袋

照射解凍赤血球液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 32,085

注射薬 6342414X5025 合成血 血液２００ｍＬに由
来する赤血球に血漿
約６０ｍＬを混和し
た血液１袋

照射合成血液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 14,065

注射薬 6342414X6021 合成血 血液４００ｍＬに由
来する赤血球に血漿
約１２０ｍＬを混和
した血液１袋

照射合成血液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 28,128

注射薬 6342415X5020 洗浄人赤血球液 血液２００ｍＬに由
来する赤血球１袋

照射洗浄赤血球液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 10,036

注射薬 6342415X6026 洗浄人赤血球液 血液４００ｍＬに由
来する赤血球１袋

照射洗浄赤血球液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 20,072

注射薬 6342417X1023 人血小板濃厚液 １０単位約２００ｍ
Ｌ１袋

照射洗浄血小板－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 79,875 H28.6.17収載

注射薬 6342418X1028 人血小板濃厚液ＨＬＡ １０単位約２００ｍ
Ｌ１袋

照射洗浄血小板ＨＬＡ－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 96,025 H28.6.17収載

注射薬 6343400X1041 乾燥スルホ化人免疫グロ
ブリン

５００ｍｇ１０ｍＬ
１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

4,889

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

10,933

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

22,377

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

43,414

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

15,892

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
リン

５００ｍｇ１０ｍＬ
１瓶（溶解液付）

献血グロベニン－Ｉ静注用５００ｍｇ 日本製薬 5,027

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
リン

２．５ｇ５０ｍＬ１
瓶（溶解液付）

献血グロベニン－Ｉ静注用２５００ｍ
ｇ

日本製薬 21,500

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
リン

５ｇ１００ｍＬ１瓶
（溶解液付）

献血グロベニン－Ｉ静注用５０００ｍ
ｇ

日本製薬 42,374

注射薬 6343404X1015 抗ＨＢｓ人免疫グロブリ
ン

１，０００単位５ｍ
Ｌ１瓶

抗ＨＢｓ人免疫グロブリン 35,872

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 8,996

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 18,951

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 34,303

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 48,578

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 64,042

注射薬 6343406X9015 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ
因子

２，０００単位１瓶
（溶解液付）

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 118,475

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 19,789

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 3,354

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 13,977

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 29,620

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 31,822

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 53,927

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」

日本血液製剤機
構

3,104 H29.9.30まで

注射薬 6343410X1088 人血清アルブミン ５％１００ｍＬ１瓶 献血アルブミン５％静注５ｇ／１００
ｍＬ「ＪＢ」

日本血液製剤機
構

3,104

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」

日本血液製剤機
構

5,463 H29.9.30まで

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

4,268

注射薬 6343410X2114 人血清アルブミン ５％２５０ｍＬ１瓶 赤十字アルブミン５％静注１２．５ｇ
／２５０ｍＬ

日本血液製剤機
構

5,463 H30.3.31まで

注射薬 6343410X2122 人血清アルブミン ５％２５０ｍＬ１瓶 献血アルブミン５％静注１２．５ｇ／
２５０ｍＬ「ニチヤク」

日本製薬 5,136

注射薬 6343410X2130 人血清アルブミン ５％２５０ｍＬ１瓶 献血アルブミン５％静注１２．５ｇ／
２５０ｍＬ「ＪＢ」

日本血液製剤機
構

5,463

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

2,514

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

日本血液製剤機
構

2,146 H28.9.30まで

注射薬 6343410X3110 人血清アルブミン ２０％２０ｍＬ１瓶 献血アルブミン２０％静注４ｇ／２０
ｍＬ「ニチヤク」

日本製薬 2,514

注射薬 6343410X3129 人血清アルブミン ２０％２０ｍＬ１瓶 献血アルブミン２０％静注４ｇ／２０
ｍＬ「ＪＢ」

日本血液製剤機
構

2,146

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」

日本血液製剤機
構

2,803



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

5,709

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」

日本血液製剤機
構

5,709

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

4,506

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

日本血液製剤機
構

5,709

注射薬 6343410X5229 人血清アルブミン ２５％５０ｍＬ１瓶 献血アルブミン２５％静注１２．５ｇ
／５０ｍＬ「ニチヤク」

日本製薬 5,437

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

4,613

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

3,680

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

日本血液製剤機
構

4,613 H29.9.30まで

注射薬 6343410X6160 人血清アルブミン ２０％５０ｍＬ１瓶 献血アルブミン２０％静注１０ｇ／５
０ｍＬ「ニチヤク」

日本製薬 4,613

注射薬 6343410X6179 人血清アルブミン ２０％５０ｍＬ１瓶 献血アルブミン２０％静注１０ｇ／５
０ｍＬ「ＪＢ」

日本血液製剤機
構

4,613

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 25,214
注射薬 6343412X1010 人免疫グロブリン １５０ｍｇ１ｍＬ 局 人免疫グロブリン 517
注射薬 6343414X1051 乾燥人血液凝固因子抗体

迂回活性複合体
５００単位１０ｍＬ
１瓶（溶解液付）

ファイバ静注用５００ バクスアルタ 90,399

注射薬 6343414X2058 乾燥人血液凝固因子抗体
迂回活性複合体

１，０００単位２０
ｍＬ１瓶（溶解液

ファイバ静注用１０００ バクスアルタ 186,685

注射薬 6343415G1021 抗破傷風人免疫グロブリ
ン

２５０国際単位１ｍ
Ｌ１筒

テタガムＰ筋注シリンジ２５０ ＣＳＬベーリン
グ

3,627

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 3,562

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　Ｂｅｈ
ｒｉｎｇ　ＡＧ

14,512

注射薬 6343419X1011 人ハプトグロビン ２，０００単位１０
０ｍＬ１瓶

人ハプトグロビン 43,569

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 バクスアルタ 12,963

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 2,780

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 4,945

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 8,694

注射薬 6343423X2014 乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロ
ブリン

１，０００単位５ｍ
Ｌ１瓶（溶解液付）

乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン 36,267

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 25,264

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 日本血液製剤機
構

26,311

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 65,433

注射薬 6343424D3035 乾燥濃縮人アンチトロン
ビンⅢ

１，５００単位１瓶
（溶解液付）

ノイアート静注用１５００単位 日本血液製剤機
構

67,456

注射薬 6343426F1032 乾燥濃縮人Ｃ１－インア
クチベーター

５００国際単位１瓶
（溶解液付）

ベリナートＰ静注用５００ ＣＳＬベーリン
グ

99,483

注射薬 6343427A1048 ｐＨ４処理酸性人免疫グ
ロブリン

５００ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

日赤ポリグロビンＮ５％静注０．５ｇ
／１０ｍＬ

日本血液製剤機
構

4,877 H29.3.31まで

注射薬 6343427A1056 ｐＨ４処理酸性人免疫グ
ロブリン

５００ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

献血ポリグロビンＮ５％静注０．５ｇ
／１０ｍＬ

日本血液製剤機
構

4,877

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

日本血液製剤機
構

21,441 H29.9.30まで

注射薬 6343427A2052 ｐＨ４処理酸性人免疫グ
ロブリン

２．５ｇ５０ｍＬ１
瓶

献血ポリグロビンＮ５％静注２．５ｇ
／５０ｍＬ

日本血液製剤機
構

21,441

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

日本血液製剤機
構

40,438 H30.3.31まで

注射薬 6343427A3040 ｐＨ４処理酸性人免疫グ
ロブリン

５ｇ１００ｍＬ１瓶 献血ポリグロビンＮ５％静注５ｇ／１
００ｍＬ

日本血液製剤機
構

40,438

注射薬 6343427A4020 ｐＨ４処理酸性人免疫グ
ロブリン

５ｇ５０ｍＬ１瓶 日赤ポリグロビンＮ１０％静注５ｇ／
５０ｍＬ

日本血液製剤機
構

40,438 H29.9.30まで

注射薬 6343427A4039 ｐＨ４処理酸性人免疫グ
ロブリン

５ｇ５０ｍＬ１瓶 献血ポリグロビンＮ１０％静注５ｇ／
５０ｍＬ

日本血液製剤機
構

40,438

注射薬 6343427A5027 ｐＨ４処理酸性人免疫グ
ロブリン

１０ｇ１００ｍＬ１
瓶

日赤ポリグロビンＮ１０％静注１０ｇ
／１００ｍＬ

日本血液製剤機
構

77,660 H29.3.31まで

注射薬 6343427A5035 ｐＨ４処理酸性人免疫グ
ロブリン

１０ｇ１００ｍＬ１
瓶

献血ポリグロビンＮ１０％静注１０ｇ
／１００ｍＬ

日本血液製剤機
構

77,660

注射薬 6343427A6023 ｐＨ４処理酸性人免疫グ
ロブリン

２．５ｇ２５ｍＬ１
瓶

献血ポリグロビンＮ１０％静注２．５
ｇ／２５ｍＬ

日本血液製剤機
構

21,441 H28.12.9収載

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

５００ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注
０．５ｇ／１０ｍＬ

日本血液製剤機
構

4,879

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

日本血液製剤機
構

22,295

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

日本血液製剤機
構

10,410

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

日本血液製剤機
構

41,843

注射薬 6343428A5021 ポリエチレングリコール
処理人免疫グロブリン

１０ｇ２００ｍＬ１
瓶

献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注１
０ｇ／２００ｍＬ

日本血液製剤機
構

83,243

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 25,904

注射薬 6343429D6045 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ
因子

４００単位１瓶（溶
解液付）

ノバクトＭ静注用４００単位 化学及血清療法
研究所

17,300 H29.3.31まで

注射薬 6343429D7041 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ
因子

５００単位１瓶（溶
解液付）

ノバクトＭ静注用５００単位 化学及血清療法
研究所

21,276

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 54,144

注射薬 6343429D8064 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ
因子

１，０００単位１瓶
（溶解液付）

ノバクトＭ静注用１０００単位 化学及血清療法
研究所

37,122

注射薬 6343429D9010 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ
因子

８００単位１瓶（溶
解液付）

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 31,032

注射薬 6343429L1013 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ
因子

１，６００単位１瓶
（溶解液付）

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 53,883

注射薬 6343429L2028 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ
因子

２，０００単位１瓶
（溶解液付）

ノバクトＭ静注用２０００単位 化学及血清療法
研究所

64,457

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 先発品 20,077

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 先発品 35,440

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

コージネイトＦＳバイオセット注１０
００

バイエル薬品 先発品 64,616

注射薬 6343430G4025 オクトコグアルファ（遺
伝子組換え）

２，０００国際単位
１キット（溶解液

コージネイトＦＳバイオセット注２０
００

バイエル薬品 先発品 126,650

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

8,173

注射薬 6343432D4036 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）

アドベイト静注用２５０ バクスアルタ 先発品 21,996

注射薬 6343432D5032 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）

アドベイト静注用５００ バクスアルタ 先発品 40,970

注射薬 6343432D6039 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）

アドベイト静注用１０００ バクスアルタ 先発品 75,977

注射薬 6343432D7035 ルリオクトコグアルファ
（遺伝子組換え）

２，０００単位１瓶
（溶解液付）

アドベイト静注用２０００ バクスアルタ 先発品 140,897

注射薬 6343432D8023 ルリオクトコグアルファ
（遺伝子組換え）

１，５００単位１瓶
（溶解液付）

アドベイト静注用１５００ バクスアルタ 先発品 109,039

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

3,899

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

20,859

注射薬 6343434D3020 エプタコグアルファ（活
性型）（遺伝子組換え）

１ｍｇ１ｍＬ１瓶
（溶解液付）

ノボセブンＨＩ静注用１ｍｇ ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 89,757 H29.3.31まで

注射薬 6343434D4027 エプタコグアルファ（活
性型）（遺伝子組換え）

２ｍｇ２ｍＬ１瓶
（溶解液付）

ノボセブンＨＩ静注用２ｍｇ ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 171,622 H29.3.31まで

注射薬 6343434D5023 エプタコグアルファ（活
性型）（遺伝子組換え）

５ｍｇ５ｍＬ１瓶
（溶解液付）

ノボセブンＨＩ静注用５ｍｇ ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 426,490 H29.3.31まで

注射薬 6343434D6020 エプタコグアルファ（活
性型）（遺伝子組換え）

１ｍｇ１ｍＬ１瓶
（溶解液付）

ノボセブンＨＩ静注用１ｍｇ　シリン
ジ

ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 89,757



注射薬 6343434D7026 エプタコグアルファ（活
性型）（遺伝子組換え）

２ｍｇ２ｍＬ１瓶
（溶解液付）

ノボセブンＨＩ静注用２ｍｇ　シリン
ジ

ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 171,622

注射薬 6343434D8022 エプタコグアルファ（活
性型）（遺伝子組換え）

５ｍｇ５ｍＬ１瓶
（溶解液付）

ノボセブンＨＩ静注用５ｍｇ　シリン
ジ

ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 426,490

注射薬 6343434D9029 エプタコグアルファ（活
性型）（遺伝子組換え）

８ｍｇ８ｍＬ１瓶
（溶解液付）

ノボセブンＨＩ静注用８ｍｇ　シリン
ジ

ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 672,741

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

先発品 306,203

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５ｍ
Ｌ１瓶

ポリエチレングリコール処理抗ＨＢｓ
人免疫グロブリン

35,322

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 先発品 7,398

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 ファイザー 先発品 54,690

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 ファイザー 先発品 107,135

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 ファイザー 先発品 212,026

注射薬 6343438D4025 ノナコグアルファ（遺伝
子組換え）

３，０００国際単位
１瓶（溶解液付）

ベネフィクス静注用３０００ ファイザー 先発品 316,085

注射薬 6343439A1024 ｐＨ４処理酸性人免疫グ
ロブリン（皮下注射）

１ｇ５ｍＬ１瓶 ハイゼントラ２０％皮下注１ｇ／５ｍ
Ｌ

ＣＳＬベーリン
グ

先発品 9,426

注射薬 6343439A2020 ｐＨ４処理酸性人免疫グ
ロブリン（皮下注射）

２ｇ１０ｍＬ１瓶 ハイゼントラ２０％皮下注２ｇ／１０
ｍＬ

ＣＳＬベーリン
グ

先発品 17,790

注射薬 6343439A3027 ｐＨ４処理酸性人免疫グ
ロブリン（皮下注射）

４ｇ２０ｍＬ１瓶 ハイゼントラ２０％皮下注４ｇ／２０
ｍＬ

ＣＳＬベーリン
グ

先発品 33,575

注射薬 6343440D1023 ツロクトコグ　アルファ
（遺伝子組換え）

２５０国際単位１瓶
（溶解液付）

ノボエイト静注用２５０ ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 22,089

注射薬 6343440D2020 ツロクトコグ　アルファ
（遺伝子組換え）

５００国際単位１瓶
（溶解液付）

ノボエイト静注用５００ ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 43,018

注射薬 6343440D3026 ツロクトコグ　アルファ
（遺伝子組換え）

１，０００国際単位
１瓶（溶解液付）

ノボエイト静注用１０００ ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 79,776

注射薬 6343440D4022 ツロクトコグ　アルファ
（遺伝子組換え）

１，５００国際単位
１瓶（溶解液付）

ノボエイト静注用１５００ ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 114,491

注射薬 6343440D5029 ツロクトコグ　アルファ
（遺伝子組換え）

２，０００国際単位
１瓶（溶解液付）

ノボエイト静注用２０００ ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 147,942

注射薬 6343440D6025 ツロクトコグ　アルファ
（遺伝子組換え）

３，０００国際単位
１瓶（溶解液付）

ノボエイト静注用３０００ ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 212,319

注射薬 6343441D1028 エフトレノナコグ　アル
ファ（遺伝子組換え）

５００国際単位１瓶
（溶解液付）

オルプロリクス静注用５００ バイオベラティ
ブ・ジャパン

先発品 106,104

注射薬 6343441D2024 エフトレノナコグ　アル
ファ（遺伝子組換え）

１，０００国際単位
１瓶（溶解液付）

オルプロリクス静注用１０００ バイオベラティ
ブ・ジャパン

先発品 209,985

注射薬 6343441D3020 エフトレノナコグ　アル
ファ（遺伝子組換え）

２，０００国際単位
１瓶（溶解液付）

オルプロリクス静注用２０００ バイオベラティ
ブ・ジャパン

先発品 415,572

注射薬 6343441D4027 エフトレノナコグ　アル
ファ（遺伝子組換え）

３，０００国際単位
１瓶（溶解液付）

オルプロリクス静注用３０００ バイオベラティ
ブ・ジャパン

先発品 619,531

注射薬 6343441D5023 エフトレノナコグ　アル
ファ（遺伝子組換え）

２５０国際単位１瓶
（溶解液付）

オルプロリクス静注用２５０ バイオベラティ
ブ・ジャパン

先発品 53,613

注射薬 6343442D1022 エフラロクトコグ　アル
ファ（遺伝子組換え）

２５０国際単位１瓶
（溶解液付）

イロクテイト静注用２５０ バイオベラティ
ブ・ジャパン

先発品 26,766

注射薬 6343442D2029 エフラロクトコグ　アル
ファ（遺伝子組換え）

５００国際単位１瓶
（溶解液付）

イロクテイト静注用５００ バイオベラティ
ブ・ジャパン

先発品 48,538

注射薬 6343442D3025 エフラロクトコグ　アル
ファ（遺伝子組換え）

７５０国際単位１瓶
（溶解液付）

イロクテイト静注用７５０ バイオベラティ
ブ・ジャパン

先発品 71,236

注射薬 6343442D4021 エフラロクトコグ　アル
ファ（遺伝子組換え）

１，０００国際単位
１瓶（溶解液付）

イロクテイト静注用１０００ バイオベラティ
ブ・ジャパン

先発品 92,050

注射薬 6343442D5028 エフラロクトコグ　アル
ファ（遺伝子組換え）

１，５００国際単位
１瓶（溶解液付）

イロクテイト静注用１５００ バイオベラティ
ブ・ジャパン

先発品 132,105

注射薬 6343442D6024 エフラロクトコグ　アル
ファ（遺伝子組換え）

２，０００国際単位
１瓶（溶解液付）

イロクテイト静注用２０００ バイオベラティ
ブ・ジャパン

先発品 170,702

注射薬 6343442D7020 エフラロクトコグ　アル
ファ（遺伝子組換え）

３，０００国際単位
１瓶（溶解液付）

イロクテイト静注用３０００ バイオベラティ
ブ・ジャパン

先発品 244,983

注射薬 6343443D1027 カトリデカコグ（遺伝子
組換え）

２，５００国際単位
１瓶（溶解液付）

ノボサーティーン静注用２５００ ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 3,648,446

注射薬 6343444D1021 アンチトロンビン　ガン
マ（遺伝子組換え）

６００国際単位１瓶
（溶解液付）

アコアラン静注用６００ 協和発酵キリン 先発品 32,878

注射薬 6343444D2028 アンチトロンビン　ガン
マ（遺伝子組換え）

１，８００国際単位
１瓶（溶解液付）

アコアラン静注用１８００ 協和発酵キリン 先発品 84,861 H29.11.29収載

注射薬 6343445D1026 ノナコグ　ガンマ（遺伝
子組換え）

５００国際単位１瓶
（溶解液付）

リクスビス静注用５００ バクスアルタ 先発品 57,744 H28.4.20収載

注射薬 6343445D2022 ノナコグ　ガンマ（遺伝
子組換え）

１，０００国際単位
１瓶（溶解液付）

リクスビス静注用１０００ バクスアルタ 先発品 114,279 H28.4.20収載

注射薬 6343445D3029 ノナコグ　ガンマ（遺伝
子組換え）

２，０００国際単位
１瓶（溶解液付）

リクスビス静注用２０００ バクスアルタ 先発品 226,162 H28.4.20収載

注射薬 6343445D4025 ノナコグ　ガンマ（遺伝
子組換え）

３，０００国際単位
１瓶（溶解液付）

リクスビス静注用３０００ バクスアルタ 先発品 337,159 H28.4.20収載

注射薬 6343446D1020 ルリオクトコグ　アル
ファ　ペゴル（遺伝子組
換え）

５００国際単位１瓶
（溶解液付）

アディノベイト静注用５００ バクスアルタ 先発品 59,372 H28.5.25収載

注射薬 6343446D2027 ルリオクトコグ　アル
ファ　ペゴル（遺伝子組
換え）

１，０００国際単位
１瓶（溶解液付）

アディノベイト静注用１０００ バクスアルタ 先発品 110,104 H28.5.25収載

注射薬 6343446D3023 ルリオクトコグ　アル
ファ　ペゴル（遺伝子組
換え）

２，０００国際単位
１瓶（溶解液付）

アディノベイト静注用２０００ バクスアルタ 先発品 204,184 H28.5.25収載

注射薬 6343447D1025 オクトコグ　ベータ（遺
伝子組換え）

２５０国際単位１瓶
（溶解液付）

コバールトリイ静注用２５０ バイエル薬品 先発品 26,680 H28.5.25収載

注射薬 6343447D2021 オクトコグ　ベータ（遺
伝子組換え）

５００国際単位１瓶
（溶解液付）

コバールトリイ静注用５００ バイエル薬品 先発品 49,477 H28.5.25収載

注射薬 6343447D3028 オクトコグ　ベータ（遺
伝子組換え）

１，０００国際単位
１瓶（溶解液付）

コバールトリイ静注用１０００ バイエル薬品 先発品 91,753 H28.5.25収載

注射薬 6343447D4024 オクトコグ　ベータ（遺
伝子組換え）

２，０００国際単位
１瓶（溶解液付）

コバールトリイ静注用２０００ バイエル薬品 先発品 170,154 H28.5.25収載

注射薬 6343447D5020 オクトコグ　ベータ（遺
伝子組換え）

３，０００国際単位
１瓶（溶解液付）

コバールトリイ静注用３０００ バイエル薬品 先発品 244,197 H28.5.25収載

注射薬 6343448D1020 アルブトレペノナコグ
アルファ（遺伝子組換
え）

２５０国際単位１瓶
（溶解液付）

イデルビオン静注用２５０ ＣＳＬベーリン
グ

先発品 87,532 H28.11.18収載

注射薬 6343448D2026 アルブトレペノナコグ
アルファ（遺伝子組換
え）

５００国際単位１瓶
（溶解液付）

イデルビオン静注用５００ ＣＳＬベーリン
グ

先発品 173,231 H28.11.18収載

注射薬 6343448D3022 アルブトレペノナコグ
アルファ（遺伝子組換
え）

１，０００国際単位
１瓶（溶解液付）

イデルビオン静注用１０００ ＣＳＬベーリン
グ

先発品 342,833 H28.11.18収載

注射薬 6343448D4029 アルブトレペノナコグ
アルファ（遺伝子組換
え）

２，０００国際単位
１瓶（溶解液付）

イデルビオン静注用２０００ ＣＳＬベーリン
グ

先発品 678,486 H28.11.18収載

注射薬 6343449D1024 乾燥濃縮人プロトロンビ
ン複合体

５００国際単位１瓶
（溶解液付）

ケイセントラ静注用５００ ＣＳＬベーリン
グ

先発品 35,004 H29.8.30収載

注射薬 6343449D2020 乾燥濃縮人プロトロンビ
ン複合体

１，０００国際単位
１瓶（溶解液付）

ケイセントラ静注用１０００ ＣＳＬベーリン
グ

先発品 65,225 H29.8.30収載

注射薬 6343450D1027 ロノクトコグ　アルファ
（遺伝子組換え）

２５０国際単位１瓶
（溶解液付）

エイフスチラ静注用２５０ ＣＳＬベーリン
グ

先発品 22,308 H29.11.22収載

注射薬 6343450D2023 ロノクトコグ　アルファ
（遺伝子組換え）

５００国際単位１瓶
（溶解液付）

エイフスチラ静注用５００ ＣＳＬベーリン
グ

先発品 41,370 H29.11.22収載

注射薬 6343450D3020 ロノクトコグ　アルファ
（遺伝子組換え）

１，０００国際単位
１瓶（溶解液付）

エイフスチラ静注用１０００ ＣＳＬベーリン
グ

先発品 76,719 H29.11.22収載

注射薬 6343450D4026 ロノクトコグ　アルファ
（遺伝子組換え）

１，５００国際単位
１瓶（溶解液付）

エイフスチラ静注用１５００ ＣＳＬベーリン
グ

先発品 110,104 H29.11.22収載

注射薬 6343450D5022 ロノクトコグ　アルファ
（遺伝子組換え）

２，０００国際単位
１瓶（溶解液付）

エイフスチラ静注用２０００ ＣＳＬベーリン
グ

先発品 142,273 H29.11.22収載

注射薬 6343450D6029 ロノクトコグ　アルファ
（遺伝子組換え）

２，５００国際単位
１瓶（溶解液付）

エイフスチラ静注用２５００ ＣＳＬベーリン
グ

先発品 173,568 H29.11.22収載

注射薬 6343450D7025 ロノクトコグ　アルファ
（遺伝子組換え）

３，０００国際単位
１瓶（溶解液付）

エイフスチラ静注用３０００ ＣＳＬベーリン
グ

先発品 204,184 H29.11.22収載

注射薬 6343500D1027 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ
因子加活性化第Ⅶ因子

（第Ⅶａ因子１．５
ｍｇ第Ｘ因子１５ｍ
ｇ）１瓶（溶解液

バイクロット配合静注用 化学及血清療法
研究所

先発品 263,394

注射薬 6349400A1026 ヘミン ２５０ｍｇ１０ｍＬ
１管

ノーモサング点滴静注２５０ｍｇ オーファンパシ
フィック

先発品 101,273

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 1,019

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 795



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 先発品 7,681

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 先発品 20,130

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 先発品 39,643 H30.3.31まで

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

局 スミフェロン注バイアル３００万ＩＵ 大日本住友製薬 先発品 6,549 H29.10.1局方
品

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

局 スミフェロン注ＤＳ３００万ＩＵ 大日本住友製薬 先発品 6,549 H29.10.1局方
品

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

局 スミフェロン注ＤＳ６００万ＩＵ 大日本住友製薬 先発品 12,424 H29.10.1局方
品

注射薬 6399406D1021 インターフェロンアル
ファ－２ｂ（遺伝子組換
え）

３００万国際単位１
瓶（溶解液付）

イントロンＡ注射用３００ ＭＳＤ 先発品 4,221 H30.3.31まで

注射薬 6399406D2028 インターフェロンアル
ファ－２ｂ（遺伝子組換
え）

１，０００万国際単
位１瓶（溶解液付）

イントロンＡ注射用１，０００ ＭＳＤ 先発品 12,579 H30.3.31まで

注射薬 6399406D3024 インターフェロンアル
ファ－２ｂ（遺伝子組換
え）

６００万国際単位１
瓶（溶解液付）

イントロンＡ注射用６００ ＭＳＤ 先発品 8,005 H30.3.31まで

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

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 先発品 8,541

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

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 先発品 4,454

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 先発品 92,274 H30.3.31まで

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 先発品 45,914

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 先発品 54,756 H30.3.31まで

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 先発品 10,079

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

先発品 358,709

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

先発品 193,254

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

９０μｇ１ｍＬ１瓶 ペガシス皮下注９０μｇ 中外製薬 先発品 14,376

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

１８０μｇ１ｍＬ１
瓶

ペガシス皮下注１８０μｇ 中外製薬 先発品 27,920

注射薬 6399419A3025 ペグインターフェロンア
ルファ－２ａ（遺伝子組
換え）

４５μｇ０．５ｍＬ
１瓶

ペガシス皮下注４５μｇ 中外製薬 先発品 7,403

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

ＭＳＤ 先発品 15,924

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

ＭＳＤ 先発品 30,607

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

ＭＳＤ 先発品 46,131

注射薬 6399421A1020 トシリズマブ（遺伝子組
換え）

２００ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

アクテムラ点滴静注用２００ｍｇ 中外製薬 先発品 45,807

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 先発品 18,592

注射薬 6399421A3022 トシリズマブ（遺伝子組
換え）

４００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

アクテムラ点滴静注用４００ｍｇ 中外製薬 先発品 90,611

注射薬 6399421G1022 トシリズマブ（遺伝子組
換え）

１６２ｍｇ０．９ｍ
Ｌ１筒

アクテムラ皮下注１６２ｍｇシリンジ 中外製薬 先発品 39,143

注射薬 6399421G2029 トシリズマブ（遺伝子組
換え）

１６２ｍｇ０．９ｍ
Ｌ１キット

アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートイ
ンジェクター

中外製薬 先発品 39,291

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

３０μｇ０．５ｍＬ
１筒

アボネックス筋注用シリンジ３０μｇ バイオジェン・
ジャパン

先発品 40,213

注射薬 6399422G2023 インターフェロンベータ
－１ａ（遺伝子組換え）

３０μｇ０．５ｍＬ
１キット

アボネックス筋注３０μｇペン バイオジェン・
ジャパン

先発品 39,266

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 サノフィ 先発品 40,545

注射薬 6399424A1023 エクリズマブ（遺伝子組
換え）

３００ｍｇ３０ｍＬ
１瓶

ソリリス点滴静注３００ｍｇ アレクシオン
ファーマ

先発品 593,721

注射薬 6399426A1022 ベズロトクスマブ（遺伝
子組換え）

６２５ｍｇ２５ｍＬ
１瓶

ジーンプラバ点滴静注６２５ｍｇ ＭＳＤ 先発品 330,500 H29.11.22収載

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
１２ｍｇヒスタミン
二塩酸塩０．１５μ
ｇ）１瓶（溶解液

ヒスタグロビン皮下注用 化学及血清療法
研究所

718

注射薬 6419400D1037 ペンタミジンイセチオン
酸塩

３００ｍｇ１瓶 ベナンバックス注用３００ｍｇ サノフィ 先発品 7,618

注射薬 6419401A1027 メトロニダゾール ５００ｍｇ１００ｍ
Ｌ１瓶

アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ ファイザー 先発品 1,252

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 先発品 530

注射薬 7131400A1017 注射用水 ５ｍＬ１管 局 注射用水 61
注射薬 7131400A1041 注射用水 ５ｍＬ１管 局 ※ 注射用水（ニプロ） ニプロ 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 114

注射薬 7131400A5012 注射用水 ５００ｍＬ１瓶 局 注射用水 163
注射薬 7131400A6019 注射用水 １Ｌ１瓶 局 注射用水 216
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 163
注射薬 7131400H3026 注射用水 １Ｌ１袋 局 注射用水バッグ「フソー」 扶桑薬品工業 216
注射薬 7211401A1014 イオタラム酸ナトリウム ６６．８％２０ｍＬ

１管
局 イオタラム酸ナトリウム注射液 694

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 2,191
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 425
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 852
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 1,715

注射薬 7211404X1037 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４８０注１０ｍＬ ゲルベ・ジャパ
ン

7,421

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

479

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

2,396

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

648

注射薬 7219403A1038 イオトロクス酸メグルミ
ン

１０．５５％１００
ｍＬ１瓶

ビリスコピン点滴静注５０ バイエル薬品 先発品 2,386

注射薬 7219412A2068 イオパミドール ６１．２４％５０ｍ
Ｌ１瓶

局 イオパミロン注３００ バイエル薬品 先発品 ○ 3,484

注射薬 7219412A2076 イオパミドール ６１．２４％５０ｍ
Ｌ１瓶

局 オイパロミン３００注５０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 2,122

注射薬 7219412A2092 イオパミドール ６１．２４％５０ｍ
Ｌ１瓶

局 イオパミドール３００注５０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 2,122

注射薬 7219412A2106 イオパミドール ６１．２４％５０ｍ
Ｌ１瓶

局 バイステージ３００注５０ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 2,122

注射薬 7219412A3072 イオパミドール ６１．２４％１００
ｍＬ１瓶

局 イオパミロン注３００ バイエル薬品 先発品 ○ 6,615

注射薬 7219412A3080 イオパミドール ６１．２４％１００
ｍＬ１瓶

局 オイパロミン３００注１００ｍＬ 富士製薬工業 後発品 4,085

注射薬 7219412A3102 イオパミドール ６１．２４％１００
ｍＬ１瓶

局 イオパミドール３００注１００ｍＬ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 4,085

注射薬 7219412A3110 イオパミドール ６１．２４％１００
ｍＬ１瓶

局 バイステージ３００注１００ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 4,085

注射薬 7219412A5067 イオパミドール ７５．５２％５０ｍ
Ｌ１瓶

局 イオパミロン注３７０ バイエル薬品 先発品 ○ 3,593

注射薬 7219412A5075 イオパミドール ７５．５２％５０ｍ
Ｌ１瓶

局 オイパロミン３７０注５０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 2,185

注射薬 7219412A5091 イオパミドール ７５．５２％５０ｍ
Ｌ１瓶

局 イオパミドール３７０注５０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 2,185



注射薬 7219412A5105 イオパミドール ７５．５２％５０ｍ
Ｌ１瓶

局 バイステージ３７０注５０ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 2,185

注射薬 7219412A6071 イオパミドール ７５．５２％１００
ｍＬ１瓶

局 イオパミロン注３７０ バイエル薬品 先発品 ○ 6,633

注射薬 7219412A6080 イオパミドール ７５．５２％１００
ｍＬ１瓶

局 オイパロミン３７０注１００ｍＬ 富士製薬工業 後発品 4,096

注射薬 7219412A6101 イオパミドール ７５．５２％１００
ｍＬ１瓶

局 イオパミドール３７０注１００ｍＬ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 4,096

注射薬 7219412A6110 イオパミドール ７５．５２％１００
ｍＬ１瓶

局 バイステージ３７０注１００ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 4,096

注射薬 7219412A7043 イオパミドール ３０．６２％５０ｍ
Ｌ１瓶

局 イオパミロン注１５０ バイエル薬品 先発品 ○ 2,109

注射薬 7219412A7060 イオパミドール ３０．６２％５０ｍ
Ｌ１瓶

局 オイパロミン１５０注５０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 1,189

注射薬 7219412A7078 イオパミドール ３０．６２％５０ｍ
Ｌ１瓶

局 バイステージ１５０注５０ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 1,189

注射薬 7219412A8040 イオパミドール ３０．６２％２００
ｍＬ１瓶

局 イオパミロン注１５０ バイエル薬品 先発品 ○ 7,120

注射薬 7219412A8066 イオパミドール ３０．６２％２００
ｍＬ１瓶

局 オイパロミン１５０注２００ｍＬ 富士製薬工業 後発品 4,509

注射薬 7219412A8074 イオパミドール ３０．６２％２００
ｍＬ１瓶

局 バイステージ１５０注２００ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 3,240

注射薬 7219412A9054 イオパミドール ６１．２４％２０ｍ
Ｌ１瓶

局 イオパミロン注３００ バイエル薬品 先発品 ○ 1,668

注射薬 7219412A9070 イオパミドール ６１．２４％２０ｍ
Ｌ１瓶

局 オイパロミン３００注２０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 1,025

注射薬 7219412A9097 イオパミドール ６１．２４％２０ｍ
Ｌ１瓶

局 イオパミドール３００注２０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 1,025

注射薬 7219412A9100 イオパミドール ６１．２４％２０ｍ
Ｌ１瓶

局 バイステージ３００注２０ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 1,025

注射薬 7219412G1030 イオパミドール ６１．２４％１００
ｍＬ１筒

局 イオパミロン注３００シリンジ バイエル薬品 先発品 ○ 6,754

注射薬 7219412G1048 イオパミドール ６１．２４％１００
ｍＬ１筒

局 オイパロミン３００注シリンジ１００
ｍＬ

富士製薬工業 後発品 4,341

注射薬 7219412G1064 イオパミドール ６１．２４％１００
ｍＬ１筒

局 イオパミドール３００注シリンジ１０
０ｍＬ「ＨＫ」

光製薬 後発品 4,341

注射薬 7219412G1072 イオパミドール ６１．２４％１００
ｍＬ１筒

局 バイステージ注３００シリンジ１００
ｍＬ

武田テバファー
マ

後発品 4,341

注射薬 7219412G2052 イオパミドール ６１．２４％５０ｍ
Ｌ１筒

局 イオパミロン注３００シリンジ バイエル薬品 先発品 ○ 3,805

注射薬 7219412G2060 イオパミドール ６１．２４％５０ｍ
Ｌ１筒

局 オイパロミン３００注シリンジ５０ｍ
Ｌ

富士製薬工業 後発品 2,792

注射薬 7219412G2087 イオパミドール ６１．２４％５０ｍ
Ｌ１筒

局 バイステージ注３００シリンジ５０ｍ
Ｌ

武田テバファー
マ

後発品 2,792

注射薬 7219412G2095 イオパミドール ６１．２４％５０ｍ
Ｌ１筒

局 イオパミドール３００注シリンジ５０
ｍＬ「ＨＫ」

光製薬 後発品 2,792

注射薬 7219412G5043 イオパミドール ７５．５２％１００
ｍＬ１筒

局 バイステージ注３７０シリンジ１００
ｍＬ

武田テバファー
マ

後発品 4,913

注射薬 7219412G6031 イオパミドール ６１．２４％８０ｍ
Ｌ１筒

局 イオパミロン注３００シリンジ バイエル薬品 先発品 ○ 5,495

注射薬 7219412G6040 イオパミドール ６１．２４％８０ｍ
Ｌ１筒

局 オイパロミン３００注シリンジ８０ｍ
Ｌ

富士製薬工業 後発品 3,615

注射薬 7219412G6058 イオパミドール ６１．２４％８０ｍ
Ｌ１筒

局 バイステージ注３００シリンジ８０ｍ
Ｌ

武田テバファー
マ

後発品 3,615

注射薬 7219412G6074 イオパミドール ６１．２４％８０ｍ
Ｌ１筒

局 イオパミドール３００注シリンジ８０
ｍＬ「ＨＫ」

光製薬 後発品 3,615

注射薬 7219412G7038 イオパミドール ７５．５２％１００
ｍＬ１筒

局 イオパミロン注３７０シリンジ バイエル薬品 先発品 ○ 7,765

注射薬 7219412G7046 イオパミドール ７５．５２％１００
ｍＬ１筒

局 オイパロミン３７０注シリンジ１００
ｍＬ

富士製薬工業 後発品 4,913

注射薬 7219412G7062 イオパミドール ７５．５２％１００
ｍＬ１筒

局 イオパミドール３７０注シリンジ１０
０ｍＬ「ＨＫ」

光製薬 後発品 4,913

注射薬 7219412G9030 イオパミドール ７５．５２％８０ｍ
Ｌ１筒

局 イオパミロン注３７０シリンジ バイエル薬品 先発品 ○ 5,932

注射薬 7219412G9057 イオパミドール ７５．５２％８０ｍ
Ｌ１筒

局 オイパロミン３７０注シリンジ８０ｍ
Ｌ

富士製薬工業 後発品 3,842

注射薬 7219412G9065 イオパミドール ７５．５２％８０ｍ
Ｌ１筒

局 バイステージ注３７０シリンジ８０ｍ
Ｌ

武田テバファー
マ

後発品 3,842

注射薬 7219412G9081 イオパミドール ７５．５２％８０ｍ
Ｌ１筒

局 イオパミドール３７０注シリンジ８０
ｍＬ「ＨＫ」

光製薬 後発品 3,842

注射薬 7219412H1051 イオパミドール ７５．５２％２０ｍ
Ｌ１瓶

局 イオパミロン注３７０ バイエル薬品 先発品 ○ 1,862

注射薬 7219412H1078 イオパミドール ７５．５２％２０ｍ
Ｌ１瓶

局 オイパロミン３７０注２０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 1,114

注射薬 7219412H1094 イオパミドール ７５．５２％２０ｍ
Ｌ１瓶

局 イオパミドール３７０注２０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 1,114

注射薬 7219412H1108 イオパミドール ７５．５２％２０ｍ
Ｌ１瓶

局 バイステージ３７０注２０ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 1,114

注射薬 7219412P1030 イオパミドール ７５．５２％５０ｍ
Ｌ１筒

局 イオパミロン注３７０シリンジ バイエル薬品 先発品 ○ 4,077

注射薬 7219412P1056 イオパミドール ７５．５２％５０ｍ
Ｌ１筒

局 バイステージ注３７０シリンジ５０ｍ
Ｌ

武田テバファー
マ

後発品 2,775

注射薬 7219412P1064 イオパミドール ７５．５２％５０ｍ
Ｌ１筒

局 オイパロミン３７０注シリンジ５０ｍ
Ｌ

富士製薬工業 後発品 2,775

注射薬 7219412P1072 イオパミドール ７５．５２％５０ｍ
Ｌ１筒

局 イオパミドール３７０注シリンジ５０
ｍＬ「ＨＫ」

光製薬 後発品 2,775

注射薬 7219412P2028 イオパミドール ６１．２４％１５０
ｍＬ１筒

局 オイパロミン３００注シリンジ１５０
ｍＬ

富士製薬工業 後発品 6,061

注射薬 7219412P3024 イオパミドール ７５．５２％６５ｍ
Ｌ１筒

局 イオパミロン注３７０シリンジ バイエル薬品 先発品 ○ 5,077

注射薬 7219412P3032 イオパミドール ７５．５２％６５ｍ
Ｌ１筒

局 オイパロミン３７０注シリンジ６５ｍ
Ｌ

富士製薬工業 後発品 3,115

注射薬 7219412P3040 イオパミドール ７５．５２％６５ｍ
Ｌ１筒

局 バイステージ注３７０シリンジ６５ｍ
Ｌ

武田テバファー
マ

後発品 3,115

注射薬 7219412P3059 イオパミドール ７５．５２％６５ｍ
Ｌ１筒

局 イオパミドール３７０注シリンジ６５
ｍＬ「ＨＫ」

光製薬 後発品 3,115

注射薬 7219413A1040 イオキサグル酸 ５３．３３％２０ｍ
Ｌ１瓶

ヘキサブリックス３２０注２０ｍＬ ゲルベ・ジャパ
ン

先発品 2,724

注射薬 7219413A2046 イオキサグル酸 ５３．３３％５０ｍ
Ｌ１瓶

ヘキサブリックス３２０注５０ｍＬ ゲルベ・ジャパ
ン

先発品 6,719

注射薬 7219413A3042 イオキサグル酸 ５３．３３％１００
ｍＬ１瓶

ヘキサブリックス３２０注１００ｍＬ ゲルベ・ジャパ
ン

先発品 11,068

注射薬 7219414A2032 イオトロラン ６４．０８％１０ｍ
Ｌ１瓶

イソビスト注３００ バイエル薬品 先発品 8,323

注射薬 7219414A3039 イオトロラン ５１．２６％１０ｍ
Ｌ１瓶

イソビスト注２４０ バイエル薬品 先発品 6,139

注射薬 7219415A1030 イオヘキソール ３０．２０％５０ｍ
Ｌ１瓶

オムニパーク１４０注５０ｍＬ 第一三共 先発品 ○ 2,071

注射薬 7219415A1049 イオヘキソール ３０．２０％５０ｍ
Ｌ１瓶

局 イオベリン１４０注５０ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 1,152

注射薬 7219415A2037 イオヘキソール ３０．２０％２２０
ｍＬ１瓶

オムニパーク１４０注２２０ｍＬ 第一三共 先発品 ○ 7,379

注射薬 7219415A2045 イオヘキソール ３０．２０％２２０
ｍＬ１瓶

局 イオベリン１４０注２２０ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 5,071

注射薬 7219415A3033 イオヘキソール ３８．８２％１０ｍ
Ｌ１瓶

局 オムニパーク１８０注１０ｍＬ 第一三共 先発品 ○ 651 H29.10.1局方
品

注射薬 7219415A3041 イオヘキソール ３８．８２％１０ｍ
Ｌ１瓶

イオベリン１８０注１０ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 327

注射薬 7219415A4030 イオヘキソール ５１．７７％１０ｍ
Ｌ１瓶

局 オムニパーク２４０注１０ｍＬ 第一三共 先発品 ○ 807 H29.10.1局方
品

注射薬 7219415A4048 イオヘキソール ５１．７７％１０ｍ
Ｌ１瓶

イオベリン２４０注１０ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 468

注射薬 7219415A5036 イオヘキソール ５１．７７％２０ｍ
Ｌ１瓶

局 オムニパーク２４０注２０ｍＬ 第一三共 先発品 ○ 1,424 H29.10.1局方
品

注射薬 7219415A5044 イオヘキソール ５１．７７％２０ｍ
Ｌ１瓶

イオベリン２４０注２０ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 810

注射薬 7219415A6032 イオヘキソール ５１．７７％５０ｍ
Ｌ１瓶

オムニパーク２４０注５０ｍＬ 第一三共 先発品 ○ 3,089

注射薬 7219415A6040 イオヘキソール ５１．７７％５０ｍ
Ｌ１瓶

局 イオベリン２４０注５０ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 2,173

注射薬 7219415A7039 イオヘキソール ５１．７７％１００
ｍＬ１瓶

オムニパーク２４０注１００ｍＬ 第一三共 先発品 ○ 6,015

注射薬 7219415A7047 イオヘキソール ５１．７７％１００
ｍＬ１瓶

局 イオベリン２４０注１００ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 3,952

注射薬 7219415A8043 イオヘキソール ６４．７１％１０ｍ
Ｌ１瓶

局 オムニパーク３００注１０ｍＬ 第一三共 先発品 ○ 1,029 H29.10.1局方
品



注射薬 7219415A8051 イオヘキソール ６４．７１％１０ｍ
Ｌ１瓶

局 イオヘキソール３００注１０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 766 H29.10.1局方
品

注射薬 7219415A8060 イオヘキソール ６４．７１％１０ｍ
Ｌ１瓶

イオパーク３００注１０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 766

注射薬 7219415A8078 イオヘキソール ６４．７１％１０ｍ
Ｌ１瓶

イオベリン３００注１０ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 766

注射薬 7219415A9058 イオヘキソール ６４．７１％２０ｍ
Ｌ１瓶

イオパーク３００注２０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 1,239

注射薬 7219415A9066 イオヘキソール ６４．７１％２０ｍ
Ｌ１瓶

局 オムニパーク３００注２０ｍＬ 第一三共 先発品 ○ 1,672 H29.10.1局方
品

注射薬 7219415A9074 イオヘキソール ６４．７１％２０ｍ
Ｌ１瓶

局 イオヘキソール３００注２０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 1,239 H29.10.1局方
品

注射薬 7219415A9082 イオヘキソール ６４．７１％２０ｍ
Ｌ１瓶

イオベリン３００注２０ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 1,239

注射薬 7219415G1041 イオヘキソール ５１．７７％１００
ｍＬ１筒

局 イオパーク２４０注シリンジ１００ｍ
Ｌ

富士製薬工業 後発品 5,030

注射薬 7219415G1050 イオヘキソール ５１．７７％１００
ｍＬ１筒

局 オムニパーク２４０注シリンジ１００
ｍＬ

第一三共 先発品 ○ 5,667

注射薬 7219415G1068 イオヘキソール ５１．７７％１００
ｍＬ１筒

局 イオベリン２４０注シリンジ１００ｍ
Ｌ

武田テバファー
マ

後発品 5,030

注射薬 7219415G2048 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍ
Ｌ１筒

局 イオベリンシリンジ３００ 武田テバファー
マ

後発品 3,267 H28.9.30まで

注射薬 7219415G2056 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍ
Ｌ１筒

局 イオパーク３００注シリンジ５０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 3,267

注射薬 7219415G2064 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍ
Ｌ１筒

局 オムニパーク３００注シリンジ５０ｍ
Ｌ

第一三共 先発品 ○ 3,879

注射薬 7219415G2072 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍ
Ｌ１筒

局 イオソール注３００シリンジ５０ｍＬ 東和薬品 後発品 3,267

注射薬 7219415G2080 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍ
Ｌ１筒

局 イオヘキソール３００注シリンジ５０
ｍＬ「ＨＫ」

光製薬 後発品 3,267

注射薬 7219415G2099 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍ
Ｌ１筒

局 イオベリン３００注シリンジ５０ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 3,267

注射薬 7219415G3036 イオヘキソール ６４．７１％１００
ｍＬ１筒

局 イオベリンシリンジ３００ 武田テバファー
マ

後発品 4,884 H28.9.30まで

注射薬 7219415G3087 イオヘキソール ６４．７１％１００
ｍＬ１筒

局 イオパーク３００注シリンジ１００ｍ
Ｌ

富士製薬工業 後発品 4,884

注射薬 7219415G3109 イオヘキソール ６４．７１％１００
ｍＬ１筒

局 イオソール注３００シリンジ１００ｍ
Ｌ

東和薬品 後発品 4,884

注射薬 7219415G3117 イオヘキソール ６４．７１％１００
ｍＬ１筒

局 オムニパーク３００注シリンジ１００
ｍＬ

第一三共 先発品 ○ 6,787

注射薬 7219415G3125 イオヘキソール ６４．７１％１００
ｍＬ１筒

局 イオヘキソール３００注シリンジ１０
０ｍＬ「ＨＫ」

光製薬 後発品 4,884

注射薬 7219415G3133 イオヘキソール ６４．７１％１００
ｍＬ１筒

局 イオベリン３００注シリンジ１００ｍ
Ｌ

武田テバファー
マ

後発品 4,884

注射薬 7219415G4040 イオヘキソール ６４．７１％８０ｍ
Ｌ１筒

局 イオベリンシリンジ３００ 武田テバファー
マ

後発品 4,501 H28.9.30まで

注射薬 7219415G4059 イオヘキソール ６４．７１％８０ｍ
Ｌ１筒

局 イオパーク３００注シリンジ８０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 4,501

注射薬 7219415G4067 イオヘキソール ６４．７１％８０ｍ
Ｌ１筒

局 オムニパーク３００注シリンジ８０ｍ
Ｌ

第一三共 先発品 ○ 5,714

注射薬 7219415G4075 イオヘキソール ６４．７１％８０ｍ
Ｌ１筒

局 イオソール注３００シリンジ８０ｍＬ 東和薬品 後発品 4,501

注射薬 7219415G4083 イオヘキソール ６４．７１％８０ｍ
Ｌ１筒

局 イオヘキソール３００注シリンジ８０
ｍＬ「ＨＫ」

光製薬 後発品 4,501

注射薬 7219415G4091 イオヘキソール ６４．７１％８０ｍ
Ｌ１筒

局 イオベリン３００注シリンジ８０ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 4,501

注射薬 7219415G5055 イオヘキソール ７５．４９％１００
ｍＬ１筒

局 イオパーク３５０注シリンジ１００ｍ
Ｌ

富士製薬工業 後発品 5,486

注射薬 7219415G5063 イオヘキソール ７５．４９％１００
ｍＬ１筒

局 オムニパーク３５０注シリンジ１００
ｍＬ

第一三共 先発品 ○ 7,865

注射薬 7219415G5071 イオヘキソール ７５．４９％１００
ｍＬ１筒

局 イオヘキソール３５０注シリンジ１０
０ｍＬ「ＨＫ」

光製薬 後発品 5,486

注射薬 7219415G5080 イオヘキソール ７５．４９％１００
ｍＬ１筒

局 イオベリン３５０注シリンジ１００ｍ
Ｌ

武田テバファー
マ

後発品 5,486

注射薬 7219415G6035 イオヘキソール ６４．７１％１５０
ｍＬ１筒

局 オムニパーク３００注シリンジ１５０
ｍＬ

第一三共 先発品 ○ 10,755

注射薬 7219415G6043 イオヘキソール ６４．７１％１５０
ｍＬ１筒

局 イオソール注３００シリンジ１５０ｍ
Ｌ

東和薬品 後発品 7,897

注射薬 7219415G6051 イオヘキソール ６４．７１％１５０
ｍＬ１筒

局 イオパーク３００注シリンジ１５０ｍ
Ｌ

富士製薬工業 後発品 7,897

注射薬 7219415G6060 イオヘキソール ６４．７１％１５０
ｍＬ１筒

局 イオヘキソール３００注シリンジ１５
０ｍＬ「ＨＫ」

光製薬 後発品 7,897

注射薬 7219415G6078 イオヘキソール ６４．７１％１５０
ｍＬ１筒

局 イオベリン３００注シリンジ１５０ｍ
Ｌ

武田テバファー
マ

後発品 7,897

注射薬 7219415G7031 イオヘキソール ６４．７１％１２５
ｍＬ１筒

局 オムニパーク３００注シリンジ１２５
ｍＬ

第一三共 先発品 ○ 8,876

注射薬 7219415G7040 イオヘキソール ６４．７１％１２５
ｍＬ１筒

局 イオソール注３００シリンジ１２５ｍ
Ｌ

東和薬品 後発品 5,632

注射薬 7219415G7058 イオヘキソール ６４．７１％１２５
ｍＬ１筒

局 イオパーク３００注シリンジ１２５ｍ
Ｌ

富士製薬工業 後発品 5,632

注射薬 7219415G7066 イオヘキソール ６４．７１％１２５
ｍＬ１筒

局 イオヘキソール３００注シリンジ１２
５ｍＬ「ＨＫ」

光製薬 後発品 5,632

注射薬 7219415G7074 イオヘキソール ６４．７１％１２５
ｍＬ１筒

局 イオベリン３００注シリンジ１２５ｍ
Ｌ

武田テバファー
マ

後発品 5,632

注射薬 7219415G8038 イオヘキソール ７５．４９％７０ｍ
Ｌ１筒

局 オムニパーク３５０注シリンジ７０ｍ
Ｌ

第一三共 先発品 ○ 5,507

注射薬 7219415G8046 イオヘキソール ７５．４９％７０ｍ
Ｌ１筒

局 イオパーク３５０注シリンジ７０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 4,084

注射薬 7219415G8054 イオヘキソール ７５．４９％７０ｍ
Ｌ１筒

局 イオベリン３５０注シリンジ７０ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 4,084

注射薬 7219415G8062 イオヘキソール ７５．４９％７０ｍ
Ｌ１筒

局 イオヘキソール３５０注シリンジ７０
ｍＬ「ＨＫ」

光製薬 後発品 4,084

注射薬 7219415G9026 イオヘキソール ６４．７１％１１０
ｍＬ１筒

局 オムニパーク３００注シリンジ１１０
ｍＬ

第一三共 先発品 ○ 8,010

注射薬 7219415G9034 イオヘキソール ６４．７１％１１０
ｍＬ１筒

局 イオパーク３００注シリンジ１１０ｍ
Ｌ

富士製薬工業 後発品 5,960

注射薬 7219415G9042 イオヘキソール ６４．７１％１１０
ｍＬ１筒

局 イオソール注３００シリンジ１１０ｍ
Ｌ

東和薬品 後発品 5,960

注射薬 7219415G9050 イオヘキソール ６４．７１％１１０
ｍＬ１筒

局 イオヘキソール３００注シリンジ１１
０ｍＬ「ＨＫ」

光製薬 後発品 5,960

注射薬 7219415G9069 イオヘキソール ６４．７１％１１０
ｍＬ１筒

局 イオベリン３００注シリンジ１１０ｍ
Ｌ

武田テバファー
マ

後発品 5,960

注射薬 7219415H1063 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍ
Ｌ１瓶

局 イオパーク３００注５０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 3,087

注射薬 7219415H1071 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍ
Ｌ１瓶

オムニパーク３００注５０ｍＬ 第一三共 先発品 ○ 3,802

注射薬 7219415H1080 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍ
Ｌ１瓶

局 イオヘキソール３００注５０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 3,087

注射薬 7219415H1098 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍ
Ｌ１瓶

局 イオベリン３００注５０ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 3,087

注射薬 7219415H2060 イオヘキソール ６４．７１％１００
ｍＬ１瓶

局 イオパーク３００注１００ｍＬ 富士製薬工業 後発品 4,859

注射薬 7219415H2078 イオヘキソール ６４．７１％１００
ｍＬ１瓶

オムニパーク３００注１００ｍＬ 第一三共 先発品 ○ 6,933

注射薬 7219415H2086 イオヘキソール ６４．７１％１００
ｍＬ１瓶

局 イオヘキソール３００注１００ｍＬ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 4,859

注射薬 7219415H2094 イオヘキソール ６４．７１％１００
ｍＬ１瓶

局 イオベリン３００注１００ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 4,859

注射薬 7219415H3058 イオヘキソール ７５．４９％２０ｍ
Ｌ１瓶

イオパーク３５０注２０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 1,540

注射薬 7219415H3066 イオヘキソール ７５．４９％２０ｍ
Ｌ１瓶

局 オムニパーク３５０注２０ｍＬ 第一三共 先発品 ○ 1,827 H29.10.1局方
品

注射薬 7219415H3074 イオヘキソール ７５．４９％２０ｍ
Ｌ１瓶

イオベリン３５０注２０ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 1,540

注射薬 7219415H4054 イオヘキソール ７５．４９％５０ｍ
Ｌ１瓶

局 イオパーク３５０注５０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 3,347

注射薬 7219415H4062 イオヘキソール ７５．４９％５０ｍ
Ｌ１瓶

オムニパーク３５０注５０ｍＬ 第一三共 先発品 ○ 3,844

注射薬 7219415H4070 イオヘキソール ７５．４９％５０ｍ
Ｌ１瓶

局 イオベリン３５０注５０ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 3,347

注射薬 7219415H5050 イオヘキソール ７５．４９％１００
ｍＬ１瓶

局 イオパーク３５０注１００ｍＬ 富士製薬工業 後発品 5,558

注射薬 7219415H5069 イオヘキソール ７５．４９％１００
ｍＬ１瓶

オムニパーク３５０注１００ｍＬ 第一三共 先発品 ○ 6,783

注射薬 7219415H5077 イオヘキソール ７５．４９％１００
ｍＬ１瓶

局 イオベリン３５０注１００ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 5,558



注射薬 7219415H6030 イオヘキソール ６４．７１％１５０
ｍＬ１瓶

オムニパーク３００注１５０ｍＬ 第一三共 先発品 ○ 10,974

注射薬 7219415H6049 イオヘキソール ６４．７１％１５０
ｍＬ１瓶

局 イオパーク３００注１５０ｍＬ 富士製薬工業 後発品 6,809 H30.3.31まで

注射薬 7219415H6057 イオヘキソール ６４．７１％１５０
ｍＬ１瓶

局 イオヘキソール３００注１５０ｍＬ
「ＨＫ」

光製薬 後発品 6,809 H30.3.31まで

注射薬 7219415H6065 イオヘキソール ６４．７１％１５０
ｍＬ１瓶

局 イオベリン３００注１５０ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 6,809

注射薬 7219415H7053 イオヘキソール ６４．７１％１００
ｍＬ１袋

局 イオヘキソール３００注バッグ１００
ｍＬ「ＨＫ」

光製薬 後発品 4,859

注射薬 7219415H8025 イオヘキソール ７５．４９％４５ｍ
Ｌ１筒

局 オムニパーク３５０注シリンジ４５ｍ
Ｌ

第一三共 先発品 ○ 3,626

注射薬 7219415H8033 イオヘキソール ７５．４９％４５ｍ
Ｌ１筒

局 イオベリン３５０注シリンジ４５ｍＬ 武田テバファー
マ

後発品 3,234

注射薬 7219416A6037 イオベルソール ５０．９％１００ｍ
Ｌ１瓶

オプチレイ２４０注１００ｍＬ 富士製薬工業 先発品 6,206

注射薬 7219416A8030 イオベルソール ６７．８％２０ｍＬ
１瓶

オプチレイ３２０注２０ｍＬ 富士製薬工業 先発品 2,273

注射薬 7219416A9036 イオベルソール ６７．８％５０ｍＬ
１瓶

オプチレイ３２０注５０ｍＬ 富士製薬工業 先発品 4,806

注射薬 7219416G1038 イオベルソール ５０．９％１００ｍ
Ｌ１筒

オプチレイ２４０注シリンジ１００ｍ
Ｌ

富士製薬工業 先発品 7,517

注射薬 7219416G3030 イオベルソール ６７．８％７５ｍＬ
１筒

オプチレイ３２０注シリンジ７５ｍＬ 富士製薬工業 先発品 6,309

注射薬 7219416G4037 イオベルソール ６７．８％１００ｍ
Ｌ１筒

オプチレイ３２０注シリンジ１００ｍ
Ｌ

富士製薬工業 先発品 8,576

注射薬 7219416G5041 イオベルソール ６７．８％４０ｍＬ
１筒

オプチレイ３２０注シリンジ４０ｍＬ 富士製薬工業 先発品 4,402

注射薬 7219416G7036 イオベルソール ６７．８％５０ｍＬ
１筒

オプチレイ３２０注シリンジ５０ｍＬ 富士製薬工業 先発品 5,741

注射薬 7219416G8032 イオベルソール ７４．１％５０ｍＬ
１筒

オプチレイ３５０注シリンジ５０ｍＬ 富士製薬工業 先発品 5,741

注射薬 7219416G9039 イオベルソール ７４．１％１００ｍ
Ｌ１筒

オプチレイ３５０注シリンジ１００ｍ
Ｌ

富士製薬工業 先発品 9,538

注射薬 7219416H1033 イオベルソール ６７．８％１００ｍ
Ｌ１瓶

オプチレイ３２０注１００ｍＬ 富士製薬工業 先発品 7,975

注射薬 7219416H2030 イオベルソール ７４．１％２０ｍＬ
１瓶

オプチレイ３５０注２０ｍＬ 富士製薬工業 先発品 2,273

注射薬 7219416H3036 イオベルソール ７４．１％５０ｍＬ
１瓶

オプチレイ３５０注５０ｍＬ 富士製薬工業 先発品 4,806

注射薬 7219416H4032 イオベルソール ７４．１％１００ｍ
Ｌ１瓶

オプチレイ３５０注１００ｍＬ 富士製薬工業 先発品 7,975

注射薬 7219416H5039 イオベルソール ６７．８％７５ｍＬ
１瓶

オプチレイ３２０注７５ｍＬ 富士製薬工業 先発品 6,713

注射薬 7219416P1020 イオベルソール ７４．１％１３５ｍ
Ｌ１筒

オプチレイ３５０注シリンジ１３５ｍ
Ｌ

富士製薬工業 先発品 10,192 H29.5.31収載

注射薬 7219417A1030 イオメプロール ６１．２４％２０ｍ
Ｌ１瓶

イオメロン３００注２０ｍＬ ブラッコ・エー
ザイ

先発品 1,999

注射薬 7219417A2036 イオメプロール ６１．２４％５０ｍ
Ｌ１瓶

イオメロン３００注５０ｍＬ ブラッコ・エー
ザイ

先発品 4,090

注射薬 7219417A3032 イオメプロール ６１．２４％１００
ｍＬ１瓶

イオメロン３００注１００ｍＬ ブラッコ・エー
ザイ

先発品 7,566

注射薬 7219417A4039 イオメプロール ７１．４４％２０ｍ
Ｌ１瓶

イオメロン３５０注２０ｍＬ ブラッコ・エー
ザイ

先発品 2,204

注射薬 7219417A5035 イオメプロール ７１．４４％５０ｍ
Ｌ１瓶

イオメロン３５０注５０ｍＬ ブラッコ・エー
ザイ

先発品 4,867

注射薬 7219417A6031 イオメプロール ７１．４４％１００
ｍＬ１瓶

イオメロン３５０注１００ｍＬ ブラッコ・エー
ザイ

先発品 8,594

注射薬 7219417A7038 イオメプロール ８１．６５％２０ｍ
Ｌ１瓶

イオメロン４００注２０ｍＬ ブラッコ・エー
ザイ

先発品 2,518

注射薬 7219417A8034 イオメプロール ８１．６５％５０ｍ
Ｌ１瓶

イオメロン４００注５０ｍＬ ブラッコ・エー
ザイ

先発品 6,361

注射薬 7219417A9030 イオメプロール ８１．６５％１００
ｍＬ１瓶

イオメロン４００注１００ｍＬ ブラッコ・エー
ザイ

先発品 10,349

注射薬 7219417G1032 イオメプロール ６１．２４％５０ｍ
Ｌ１筒

イオメロン３００注シリンジ５０ｍＬ ブラッコ・エー
ザイ

先発品 4,446

注射薬 7219417G2039 イオメプロール ６１．２４％１００
ｍＬ１筒

イオメロン３００注シリンジ１００ｍ
Ｌ

ブラッコ・エー
ザイ

先発品 8,461

注射薬 7219417G3035 イオメプロール ７１．４４％５０ｍ
Ｌ１筒

イオメロン３５０注シリンジ５０ｍＬ ブラッコ・エー
ザイ

先発品 4,944

注射薬 7219417G4031 イオメプロール ７１．４４％１００
ｍＬ１筒

イオメロン３５０注シリンジ１００ｍ
Ｌ

ブラッコ・エー
ザイ

先発品 9,604

注射薬 7219417G5038 イオメプロール ６１．２４％７５ｍ
Ｌ１筒

イオメロン３００注シリンジ７５ｍＬ ブラッコ・エー
ザイ

先発品 6,349

注射薬 7219417G6034 イオメプロール ７１．４４％７５ｍ
Ｌ１筒

イオメロン３５０注シリンジ７５ｍＬ ブラッコ・エー
ザイ

先発品 6,955

注射薬 7219417G7030 イオメプロール ７１．４４％１３５
ｍＬ１筒

イオメロン３５０注シリンジ１３５ｍ
Ｌ

ブラッコ・エー
ザイ

先発品 12,516

注射薬 7219418A6036 イオプロミド ６２．３４％２０ｍ
Ｌ１瓶

プロスコープ３００注２０ｍＬ アルフレッサ
ファーマ

先発品 ○ 1,700

注射薬 7219418A6044 イオプロミド ６２．３４％２０ｍ
Ｌ１瓶

イオプロミド３００注２０ｍＬ「ＦＲ
Ｉ」

富士フイルムＲ
Ｉファーマ

後発品 1,290

注射薬 7219418A7032 イオプロミド ６２．３４％５０ｍ
Ｌ１瓶

プロスコープ３００注５０ｍＬ アルフレッサ
ファーマ

先発品 ○ 4,196

注射薬 7219418A7040 イオプロミド ６２．３４％５０ｍ
Ｌ１瓶

イオプロミド３００注５０ｍＬ「ＦＲ
Ｉ」

富士フイルムＲ
Ｉファーマ

後発品 3,166

注射薬 7219418A8039 イオプロミド ６２．３４％１００
ｍＬ１瓶

プロスコープ３００注１００ｍＬ アルフレッサ
ファーマ

先発品 ○ 8,128

注射薬 7219418A8047 イオプロミド ６２．３４％１００
ｍＬ１瓶

イオプロミド３００注１００ｍＬ「Ｆ
ＲＩ」

富士フイルムＲ
Ｉファーマ

後発品 5,230

注射薬 7219418A9035 イオプロミド ７６．８９％２０ｍ
Ｌ１瓶

プロスコープ３７０注２０ｍＬ アルフレッサ
ファーマ

先発品 ○ 2,078

注射薬 7219418A9043 イオプロミド ７６．８９％２０ｍ
Ｌ１瓶

イオプロミド３７０注２０ｍＬ「ＦＲ
Ｉ」

富士フイルムＲ
Ｉファーマ

後発品 1,509

注射薬 7219418G1037 イオプロミド ６２．３４％１００
ｍＬ１筒

プロスコープ３００注シリンジ１００
ｍＬ

アルフレッサ
ファーマ

先発品 ○ 8,389

注射薬 7219418G1045 イオプロミド ６２．３４％１００
ｍＬ１筒

イオプロミド３００注シリンジ１００
ｍＬ「ＦＲＩ」

富士フイルムＲ
Ｉファーマ

後発品 6,299

注射薬 7219418G2025 イオプロミド ６２．３４％５０ｍ
Ｌ１筒

プロスコープ３００注シリンジ５０ｍ
Ｌ

アルフレッサ
ファーマ

先発品 ○ 3,854

注射薬 7219418G2033 イオプロミド ６２．３４％５０ｍ
Ｌ１筒

イオプロミド３００注シリンジ５０ｍ
Ｌ「ＦＲＩ」

富士フイルムＲ
Ｉファーマ

後発品 2,890

注射薬 7219418G3021 イオプロミド ６２．３４％８０ｍ
Ｌ１筒

プロスコープ３００注シリンジ８０ｍ
Ｌ

アルフレッサ
ファーマ

先発品 ○ 7,455

注射薬 7219418G3030 イオプロミド ６２．３４％８０ｍ
Ｌ１筒

イオプロミド３００注シリンジ８０ｍ
Ｌ「ＦＲＩ」

富士フイルムＲ
Ｉファーマ

後発品 4,896

注射薬 7219418G4028 イオプロミド ７６．８９％５０ｍ
Ｌ１筒

イオプロミド３７０注シリンジ５０ｍ
Ｌ「ＦＲＩ」

富士フイルムＲ
Ｉファーマ

後発品 3,777

注射薬 7219418G4036 イオプロミド ７６．８９％５０ｍ
Ｌ１筒

プロスコープ３７０注シリンジ５０ｍ
Ｌ

アルフレッサ
ファーマ

先発品 ○ 4,519

注射薬 7219418G5024 イオプロミド ７６．８９％８０ｍ
Ｌ１筒

イオプロミド３７０注シリンジ８０ｍ
Ｌ「ＦＲＩ」

富士フイルムＲ
Ｉファーマ

後発品 6,230

注射薬 7219418G5032 イオプロミド ７６．８９％８０ｍ
Ｌ１筒

プロスコープ３７０注シリンジ８０ｍ
Ｌ

アルフレッサ
ファーマ

先発品 ○ 7,872

注射薬 7219418G6020 イオプロミド ７６．８９％１００
ｍＬ１筒

イオプロミド３７０注シリンジ１００
ｍＬ「ＦＲＩ」

富士フイルムＲ
Ｉファーマ

後発品 7,251

注射薬 7219418G6039 イオプロミド ７６．８９％１００
ｍＬ１筒

プロスコープ３７０注シリンジ１００
ｍＬ

アルフレッサ
ファーマ

先発品 ○ 8,205

注射薬 7219418H1032 イオプロミド ７６．８９％５０ｍ
Ｌ１瓶

プロスコープ３７０注５０ｍＬ アルフレッサ
ファーマ

先発品 ○ 4,869

注射薬 7219418H1040 イオプロミド ７６．８９％５０ｍ
Ｌ１瓶

イオプロミド３７０注５０ｍＬ「ＦＲ
Ｉ」

富士フイルムＲ
Ｉファーマ

後発品 3,676

注射薬 7219418H2039 イオプロミド ７６．８９％１００
ｍＬ１瓶

プロスコープ３７０注１００ｍＬ アルフレッサ
ファーマ

先発品 ○ 9,231

注射薬 7219418H2047 イオプロミド ７６．８９％１００
ｍＬ１瓶

イオプロミド３７０注１００ｍＬ「Ｆ
ＲＩ」

富士フイルムＲ
Ｉファーマ

後発品 6,895

注射薬 7219420A1031 イオジキサノール ５４．９７％２０ｍ
Ｌ１瓶

ビジパーク２７０注２０ｍＬ 第一三共 先発品 1,944

注射薬 7219420A2038 イオジキサノール ５４．９７％５０ｍ
Ｌ１瓶

ビジパーク２７０注５０ｍＬ 第一三共 先発品 4,632

注射薬 7219420A3034 イオジキサノール ５４．９７％１００
ｍＬ１瓶

ビジパーク２７０注１００ｍＬ 第一三共 先発品 8,814

注射薬 7219420A4030 イオジキサノール ６５．１５％５０ｍ
Ｌ１瓶

ビジパーク３２０注５０ｍＬ 第一三共 先発品 5,784

注射薬 7219420A5037 イオジキサノール ６５．１５％１００
ｍＬ１瓶

ビジパーク３２０注１００ｍＬ 第一三共 先発品 11,186



注射薬 7223400A1037 ゴナドレリン酢酸塩 ０．１ｍｇ１管 ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ
ファーマ

先発品 3,840

注射薬 7223401A1015 プロチレリン酒石酸塩水
和物

０．５ｍｇ１管 プロチレリン酒石酸塩０．５ｍｇ注射
液

後発品 484

注射薬 7223401A1104 プロチレリン酒石酸塩水
和物

０．５ｍｇ１管 ヒルトニン０．５ｍｇ注射液 武田テバ薬品 先発品 ○ 1,995

注射薬 7223401A2011 プロチレリン酒石酸塩水
和物

１ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩１ｍｇ１ｍＬ注
射液

後発品 977

注射薬 7223401A2020 プロチレリン酒石酸塩水
和物

１ｍｇ１ｍＬ１管 ヒルトニン１ｍｇ注射液 武田テバ薬品 先発品 ○ 4,576

注射薬 7223401A3018 プロチレリン酒石酸塩水
和物

２ｍｇ１ｍＬ１管 プロチレリン酒石酸塩２ｍｇ１ｍＬ注
射液

後発品 2,121

注射薬 7223401A3026 プロチレリン酒石酸塩水
和物

２ｍｇ１ｍＬ１管 ヒルトニン２ｍｇ注射液 武田テバ薬品 先発品 ○ 8,380

注射薬 7223402A1036 プロチレリン ０．５ｍｇ１管 ＴＲＨ注０．５ｍｇ「タナベ」 ニプロＥＳ
ファーマ

先発品 3,947

注射薬 7223403D1045 テリパラチド酢酸塩 １００酢酸テリパラ
チド単位１瓶

テリパラチド酢酸塩静注用１００「旭
化成」

旭化成ファーマ 先発品 19,910

注射薬 7223404A2031 Ｌ－アルギニン塩酸塩 １０％３００ｍＬ１
袋

アルギニン点滴静注３０ｇ「ＡＹ」 エイワイファー
マ

先発品 2,136

注射薬 7223405D1028 ソマトレリン酢酸塩 ５０μｇ１瓶（溶解
液付）

注射用ＧＲＦ住友５０ 大日本住友製薬 先発品 3,433

注射薬 7223405D2024 ソマトレリン酢酸塩 １００μｇ１瓶（溶
解液付）

注射用ＧＲＦ住友１００ 大日本住友製薬 先発品 6,625

注射薬 7223406D1030 コルチコレリン（ヒト） １００μｇ１瓶（溶
解液付）

ヒトＣＲＨ静注用１００μｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 先発品 19,631

注射薬 7223407D1027 プラルモレリン塩酸塩 １００μｇ１瓶（溶
解液付）

注射用ＧＨＲＰ科研１００ 科研製薬 先発品 8,392

注射薬 7224400A1034 インドシアニングリーン ２５ｍｇ１瓶（溶解
液付）

ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ 第一三共 先発品 588

注射薬 7225400A1015 インジゴカルミン ０．４％５ｍＬ１管 局 インジゴカルミン注射液 241
注射薬 7225401A1028 パラアミノ馬尿酸ナトリ

ウム
１０％２０ｍＬ１管 ※ パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液１０％

（第一三共）
第一三共 1,284

注射薬 7225402A1014 フェノールスルホンフタ
レイン

０．６％１．３ｍＬ
１管

局 フェノールスルホンフタレイン注射液 95

注射薬 7225403A2023 イヌリン ４ｇ４０ｍＬ１瓶 イヌリード注 富士薬品 先発品 8,320
注射薬 7229400D1088 グルカゴン １Ｕ．Ｓ．Ｐ．単位

１瓶（溶解液付）
グルカゴン注射用１単位「イトウ」 ＩＬＳ 後発品 1,753

注射薬 7229400D1096 グルカゴン １Ｕ．Ｓ．Ｐ．単位
１瓶（溶解液付）

グルカゴン注射用１単位「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 1,753

注射薬 7229401A1035 エドロホニウム塩化物 １％１ｍＬ１管 局 アンチレクス静注１０ｍｇ 杏林製薬 115
注射薬 7229402D1036 グルカゴン（遺伝子組換

え）
１ｍｇ１瓶（溶解液
付）

グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

先発品 2,143

注射薬 7290400A1030 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」アサ布１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1048 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」アジ１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1056 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」アスペルギルス１：１０，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1064 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」アルテルナリア１：１０，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1072 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」イカ１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1080 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」イースト（パン種）１：１，００
０

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1099 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」イネワラ１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1102 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」イワシ１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1110 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」エダマメ１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1129 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」エビ１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1137 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」大麦１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1145 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」カツオ１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1153 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」カナムグラ花粉１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1161 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」カニ１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1170 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」カポック１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1188 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」カモガヤ花粉１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1196 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」カンジダ１：１０，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1200 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」キヌ１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1218 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」クラドスポリウム１：１０，００
０

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1226 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」クリ１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1234 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」小麦粉１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1242 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」米１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1250 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」サバ１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1269 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」スギ花粉１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1277 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」ススキ花粉１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1285 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」ソバガラ１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1293 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」ソバ粉１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1307 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」タタミ１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1315 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」トウフ１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1323 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」トウモロコシ１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1331 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」ナイロン１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1340 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」ナシ１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1358 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」バナナ１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1366 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」ヒメガマ花粉１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1374 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」ビール１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1382 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」ブタクサ花粉１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1390 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」ペニシリウム１：１０，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1404 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」マグロ１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1412 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」マユ１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1420 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」綿１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1439 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」綿布１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1447 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」モミガラ１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290400A1455 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ
イ」リンゴ１：１，０００

鳥居薬品 4,320

注射薬 7290401A1026 診断用アレルゲンエキス １ｍＬ１瓶 診断用アレルゲンスクラッチエキス
「トリイ」

鳥居薬品 7,966

注射薬 7290401A1034 診断用ダニアレルゲンエ
キス

１ｍＬ１瓶 スクラッチダニアレルゲンエキス「ト
リイ」１００，０００ＪＡＵ／ｍＬ

鳥居薬品 先発品 7,966

注射薬 7290402A2035 フルオレセイン １０％５ｍＬ１瓶 フルオレサイト静注５００ｍｇ ノバルティス
ファーマ

後発品 1,174



注射薬 7290404A1038 フェントラミンメシル酸
塩

１％１ｍＬ１管 レギチーン注射液１０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

86

注射薬 7290405A4031 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％１０ｍ
Ｌ１瓶

マグネビスト静注 バイエル薬品 先発品 5,361

注射薬 7290405A5038 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％１５ｍ
Ｌ１瓶

マグネビスト静注 バイエル薬品 先発品 6,203

注射薬 7290405A6034 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％２０ｍ
Ｌ１瓶

マグネビスト静注 バイエル薬品 先発品 7,707

注射薬 7290405A7030 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％１０ｍ
Ｌ１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３
７．１４％シリンジ１０ｍＬ「ＤＫ」

大興製薬 後発品 4,358

注射薬 7290405A7049 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％１０ｍ
Ｌ１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３
７．１４％シリンジ１０ｍＬ「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 4,358

注射薬 7290405A7057 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％１０ｍ
Ｌ１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３
７．１４％シリンジ１０ｍＬ「タイ
ヨー」

武田テバファー
マ

後発品 4,358

注射薬 7290405A7065 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％１０ｍ
Ｌ１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３
７．１４％シリンジ１０ｍＬ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 4,358

注射薬 7290405A7073 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％１０ｍ
Ｌ１筒

マグネビスト静注シリンジ バイエル薬品 先発品 ○ 5,589

注射薬 7290405A7081 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％１０ｍ
Ｌ１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３
７．１４％シリンジ１０ｍＬ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 4,358

注射薬 7290405A8037 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％１５ｍ
Ｌ１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３
７．１４％シリンジ１５ｍＬ「ＤＫ」

大興製薬 後発品 4,853

注射薬 7290405A8045 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％１５ｍ
Ｌ１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３
７．１４％シリンジ１５ｍＬ「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 4,853

注射薬 7290405A8053 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％１５ｍ
Ｌ１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３
７．１４％シリンジ１５ｍＬ「タイ
ヨー」

武田テバファー
マ

後発品 4,853

注射薬 7290405A8061 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％１５ｍ
Ｌ１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３
７．１４％シリンジ１５ｍＬ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 4,853

注射薬 7290405A8070 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％１５ｍ
Ｌ１筒

マグネビスト静注シリンジ バイエル薬品 先発品 ○ 7,531

注射薬 7290405A8088 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％１５ｍ
Ｌ１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３
７．１４％シリンジ１５ｍＬ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 4,853

注射薬 7290405A9033 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％２０ｍ
Ｌ１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３
７．１４％シリンジ２０ｍＬ「ＤＫ」

大興製薬 後発品 5,546

注射薬 7290405A9041 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％２０ｍ
Ｌ１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３
７．１４％シリンジ２０ｍＬ「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 5,546

注射薬 7290405A9050 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％２０ｍ
Ｌ１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３
７．１４％シリンジ２０ｍＬ「タイ
ヨー」

武田テバファー
マ

後発品 5,546

注射薬 7290405A9068 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％２０ｍ
Ｌ１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３
７．１４％シリンジ２０ｍＬ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 5,546

注射薬 7290405A9076 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％２０ｍ
Ｌ１筒

マグネビスト静注シリンジ バイエル薬品 先発品 ○ 9,667

注射薬 7290405A9084 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％２０ｍ
Ｌ１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３
７．１４％シリンジ２０ｍＬ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 5,546

注射薬 7290405G1035 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％５ｍＬ
１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３
７．１４％シリンジ５ｍＬ「ＤＫ」

大興製薬 後発品 3,043

注射薬 7290405G1043 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％５ｍＬ
１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３
７．１４％シリンジ５ｍＬ「ＳＮ」

シオノケミカル 後発品 3,043

注射薬 7290405G1051 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％５ｍＬ
１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３
７．１４％シリンジ５ｍＬ「タイ
ヨー」

武田テバファー
マ

後発品 3,043

注射薬 7290405G1060 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％５ｍＬ
１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３
７．１４％シリンジ５ｍＬ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 3,043

注射薬 7290405G1078 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％５ｍＬ
１筒

マグネビスト静注シリンジ バイエル薬品 先発品 ○ 3,104

注射薬 7290405G1086 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％５ｍＬ
１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３
７．１４％シリンジ５ｍＬ「トーワ」

東和薬品 後発品 3,043

注射薬 7290405G2031 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％３０ｍ
Ｌ１瓶

マグネビスト静注 バイエル薬品 先発品 11,489

注射薬 7290405G3020 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％１３ｍ
Ｌ１筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３
７．１４％シリンジ１３ｍＬ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 4,658

注射薬 7290407A1031 ガドテリドール ５ｍＬ１瓶 プロハンス静注５ｍＬ ブラッコ・エー
ザイ

先発品 3,385

注射薬 7290407A2038 ガドテリドール １５ｍＬ１瓶 プロハンス静注１５ｍＬ ブラッコ・エー
ザイ

先発品 8,385

注射薬 7290407A3034 ガドテリドール ２０ｍＬ１瓶 プロハンス静注２０ｍＬ ブラッコ・エー
ザイ

先発品 12,192

注射薬 7290407A4030 ガドテリドール １０ｍＬ１瓶 プロハンス静注１０ｍＬ ブラッコ・エー
ザイ

先発品 6,275

注射薬 7290407G1034 ガドテリドール １３ｍＬ１筒 プロハンス静注シリンジ１３ｍＬ ブラッコ・エー
ザイ

先発品 7,363

注射薬 7290407G2030 ガドテリドール １７ｍＬ１筒 プロハンス静注シリンジ１７ｍＬ ブラッコ・エー
ザイ

先発品 9,500

注射薬 7290408A1036 ガドジアミド水和物 ３２．３％２０ｍＬ
１瓶

オムニスキャン静注３２％ 第一三共 先発品 9,606

注射薬 7290408G1039 ガドジアミド水和物 ３２．３％１０ｍＬ
１筒

オムニスキャン静注３２％シリンジ１
０ｍＬ

第一三共 先発品 ○ 5,352

注射薬 7290408G1047 ガドジアミド水和物 ３２．３％１０ｍＬ
１筒

ガドジアミド静注３２％シリンジ１０
ｍＬ「ＨＫ」

光製薬 後発品 4,208

注射薬 7290408G1055 ガドジアミド水和物 ３２．３％１０ｍＬ
１筒

ガドジアミド静注３２％シリンジ１０
ｍＬ「トーワ」

東和薬品 後発品 4,208

注射薬 7290408G1063 ガドジアミド水和物 ３２．３％１０ｍＬ
１筒

ガドジアミド静注液３２％シリンジ１
０ｍＬ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 4,208

注射薬 7290408G2035 ガドジアミド水和物 ３２．３％１５ｍＬ
１筒

オムニスキャン静注３２％シリンジ１
５ｍＬ

第一三共 先発品 ○ 7,614

注射薬 7290408G2043 ガドジアミド水和物 ３２．３％１５ｍＬ
１筒

ガドジアミド静注３２％シリンジ１５
ｍＬ「ＨＫ」

光製薬 後発品 5,611

注射薬 7290408G2051 ガドジアミド水和物 ３２．３％１５ｍＬ
１筒

ガドジアミド静注３２％シリンジ１５
ｍＬ「トーワ」

東和薬品 後発品 5,611

注射薬 7290408G2060 ガドジアミド水和物 ３２．３％１５ｍＬ
１筒

ガドジアミド静注液３２％シリンジ１
５ｍＬ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 5,611

注射薬 7290408G3031 ガドジアミド水和物 ３２．３％２０ｍＬ
１筒

オムニスキャン静注３２％シリンジ２
０ｍＬ

第一三共 先発品 ○ 9,429

注射薬 7290408G3040 ガドジアミド水和物 ３２．３％２０ｍＬ
１筒

ガドジアミド静注３２％シリンジ２０
ｍＬ「ＨＫ」

光製薬 後発品 7,630

注射薬 7290408G3058 ガドジアミド水和物 ３２．３％２０ｍＬ
１筒

ガドジアミド静注３２％シリンジ２０
ｍＬ「トーワ」

東和薬品 後発品 7,630

注射薬 7290408G3066 ガドジアミド水和物 ３２．３％２０ｍＬ
１筒

ガドジアミド静注液３２％シリンジ２
０ｍＬ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 7,630

注射薬 7290408G4038 ガドジアミド水和物 ３２．３％５ｍＬ１
筒

オムニスキャン静注３２％シリンジ５
ｍＬ

第一三共 先発品 ○ 4,300

注射薬 7290408G4046 ガドジアミド水和物 ３２．３％５ｍＬ１
筒

ガドジアミド静注３２％シリンジ５ｍ
Ｌ「ＨＫ」

光製薬 後発品 2,187

注射薬 7290408G4054 ガドジアミド水和物 ３２．３％５ｍＬ１
筒

ガドジアミド静注３２％シリンジ５ｍ
Ｌ「トーワ」

東和薬品 後発品 2,187

注射薬 7290408G4062 ガドジアミド水和物 ３２．３％５ｍＬ１
筒

ガドジアミド静注液３２％シリンジ５
ｍＬ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 2,187

注射薬 7290408G5026 ガドジアミド水和物 ３２．３％１３ｍＬ
１筒

ガドジアミド静注液３２％シリンジ１
３ｍＬ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 5,518

注射薬 7290410D1030 ガラクトース・パルミチ
ン酸混合物

２．５ｇ１瓶（溶解
液付）

レボビスト注射用 バイエル薬品 先発品 9,564

注射薬 7290411G1030 ガドテル酸メグルミン ３７．６９５％１０
ｍＬ１筒

マグネスコープ静注３８％シリンジ１
０ｍＬ

ゲルベ・ジャパ
ン

先発品 5,271

注射薬 7290411G2037 ガドテル酸メグルミン ３７．６９５％１５
ｍＬ１筒

マグネスコープ静注３８％シリンジ１
５ｍＬ

ゲルベ・ジャパ
ン

先発品 7,007

注射薬 7290411G3033 ガドテル酸メグルミン ３７．６９５％２０
ｍＬ１筒

マグネスコープ静注３８％シリンジ２
０ｍＬ

ゲルベ・ジャパ
ン

先発品 9,206

注射薬 7290411G4021 ガドテル酸メグルミン ３７．６９５％１１
ｍＬ１筒

マグネスコープ静注３８％シリンジ１
１ｍＬ

ゲルベ・ジャパ
ン

先発品 5,533

注射薬 7290411G5028 ガドテル酸メグルミン ３７．６９５％１３
ｍＬ１筒

マグネスコープ静注３８％シリンジ１
３ｍＬ

ゲルベ・ジャパ
ン

先発品 6,299

注射薬 7290412F1021 インドシアニングリーン ２５ｍｇ１瓶（溶解
液付）

オフサグリーン静注用２５ｍｇ 参天製薬 先発品 1,693

注射薬 7290413A1029 フェルカルボトラン ４４．６ｍｇ１．６
ｍＬ１瓶

リゾビスト注 共和クリティケ
ア

先発品 16,753

注射薬 7290414D1038 ペルフルブタン １瓶（溶解液付） ソナゾイド注射用１６μＬ 第一三共 先発品 13,372
注射薬 7290415G1020 ガドキセト酸ナトリウム １８．１４３％５ｍ

Ｌ１筒
ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ バイエル薬品 先発品 14,042

注射薬 7290415G2027 ガドキセト酸ナトリウム １８．１４３％１０
ｍＬ１筒

ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ バイエル薬品 先発品 20,917



注射薬 7290416G1025 ガドブトロール ６０．４７％５ｍＬ
１筒

ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリ
ンジ５ｍＬ

バイエル薬品 先発品 5,114

注射薬 7290416G2021 ガドブトロール ６０．４７％７．５
ｍＬ１筒

ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリ
ンジ７．５ｍＬ

バイエル薬品 先発品 7,457

注射薬 7290416G3028 ガドブトロール ６０．４７％１０ｍ
Ｌ１筒

ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリ
ンジ１０ｍＬ

バイエル薬品 先発品 9,745

注射薬 7290417A1027 ヒスタミン二塩酸塩 ２ｍＬ１瓶 アレルゲンスクラッチエキス陽性対照
液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩

日本たばこ産業 先発品 7,774

注射薬 7990401A1040 ヨード化ケシ油脂肪酸エ
チルエステル

４ｍＬ１管 ミリプラ用懸濁用液４ｍＬ 大日本住友製薬 先発品 333

注射薬 7990402A1029 アデノシン ６０ｍｇ２０ｍＬ１
瓶

アデノスキャン注６０ｍｇ 第一三共 先発品 11,016
注射薬 7990402G1021 アデノシン ６０ｍｇ２０ｍＬ１

筒
アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリン
ジ「ＦＲＩ」

富士フイルムＲ
Ｉファーマ

後発品 6,810

注射薬 7990403E1025 ヒトチロトロピンアル
ファ（遺伝子組換え）

０．９ｍｇ１瓶 タイロゲン筋注用０．９ｍｇ サノフィ 先発品 105,788

注射薬 7990500A1036 塩化ナトリウム・塩化カ
リウム配合剤

１瓶１管１組 ミオテクター冠血管注 共和クリティケ
ア

先発品 1,804

注射薬 8114400A1010 アヘンアルカロイド塩酸
塩

２％１ｍＬ１管 局 麻 アヘンアルカロイド塩酸塩注射液 309

注射薬 8114401A1015 モルヒネ塩酸塩水和物 １％１ｍＬ１管 局 麻 モルヒネ塩酸塩注射液 299
注射薬 8114401A2011 モルヒネ塩酸塩水和物 １％５ｍＬ１管 局 麻 モルヒネ塩酸塩注射液 1,346
注射薬 8114401A3018 モルヒネ塩酸塩水和物 ４％５ｍＬ１管 局 麻 モルヒネ塩酸塩注射液 4,973
注射薬 8114402G1039 モルヒネ塩酸塩水和物 １％１０ｍＬ１筒 麻 プレペノン注１００ｍｇシリンジ テルモ 後発品 2,712
注射薬 8114402G2035 モルヒネ塩酸塩水和物 １％５ｍＬ１筒 麻 プレペノン注５０ｍｇシリンジ テルモ 後発品 1,395
注射薬 8119400A1025 オキシコドン塩酸塩水和

物
１％１ｍＬ１管 麻 オキファスト注１０ｍｇ 塩野義製薬 先発品 362

注射薬 8119400A2021 オキシコドン塩酸塩水和
物

１％５ｍＬ１管 麻 オキファスト注５０ｍｇ 塩野義製薬 先発品 1,655

注射薬 8119500A1015 複方オキシコドン １ｍＬ１管 局 麻 複方オキシコドン注射液 343
注射薬 8119501A1010 アヘンアルカロイド・ア

トロピン
１ｍＬ１管 局 麻 アヘンアルカロイド・アトロピン注射

液
304

注射薬 8119502A1014 アヘンアルカロイド・ス
コポラミン

１ｍＬ１管 局 麻 アヘンアルカロイド・スコポラミン注
射液

348

注射薬 8119503A1019 弱アヘンアルカロイド・
スコポラミン

１ｍＬ１管 局 麻 弱アヘンアルカロイド・スコポラミン
注射液

321

注射薬 8119504A1013 複方オキシコドン・アト
ロピン

１ｍＬ１管 局 麻 複方オキシコドン・アトロピン注射液 365

注射薬 8119505A1018 モルヒネ・アトロピン １ｍＬ１管 局 麻 モルヒネ・アトロピン注射液 332
注射薬 8211400A1014 ペチジン塩酸塩 ３．５％１ｍＬ１管 局 麻 ペチジン塩酸塩注射液 335
注射薬 8211400A2010 ペチジン塩酸塩 ５％１ｍＬ１管 局 麻 ペチジン塩酸塩注射液 354
注射薬 8219400A1055 フェンタニルクエン酸塩 ０．００５％２ｍＬ

１管
麻 フェンタニル注射液０．１ｍｇ「ヤン

セン」
ヤンセンファー
マ

後発品 214

注射薬 8219400A1063 フェンタニルクエン酸塩 ０．００５％２ｍＬ
１管

麻 フェンタニル注射液０．１ｍｇ「第一
三共」

第一三共プロ
ファーマ

先発品 ○ 289

注射薬 8219400A2043 フェンタニルクエン酸塩 ０．００５％５ｍＬ
１管

麻 フェンタニル注射液０．２５ｍｇ「ヤ
ンセン」

ヤンセンファー
マ

後発品 510

注射薬 8219400A2051 フェンタニルクエン酸塩 ０．００５％５ｍＬ
１管

麻 フェンタニル注射液０．２５ｍｇ「第
一三共」

第一三共プロ
ファーマ

先発品 ○ 697

注射薬 8219400A3023 フェンタニルクエン酸塩 ０．００５％１０ｍ
Ｌ１管

麻 フェンタニル注射液０．５ｍｇ「ヤン
セン」

ヤンセンファー
マ

後発品 993

注射薬 8219401D1021 レミフェンタニル塩酸塩 ２ｍｇ１瓶 麻 アルチバ静注用２ｍｇ ヤンセンファー
マ

先発品 ○ 2,566

注射薬 8219401D1030 レミフェンタニル塩酸塩 ２ｍｇ１瓶 麻 レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一
三共」

丸石製薬 後発品 1,114 H28.12.9収載

注射薬 8219401D2028 レミフェンタニル塩酸塩 ５ｍｇ１瓶 麻 アルチバ静注用５ｍｇ ヤンセンファー
マ

先発品 ○ 6,183

注射薬 8219401D2036 レミフェンタニル塩酸塩 ５ｍｇ１瓶 麻 レミフェンタニル静注用５ｍｇ「第一
三共」

丸石製薬 後発品 2,684 H28.12.9収載

注射薬 8219500A1037 ドロペリドール・フェン
タニルクエン酸塩

２ｍＬ１管 麻 タラモナール静注 第一三共プロ
ファーマ

先発品 521

注射薬 8219501A1023 ペチジン塩酸塩・レバロ
ルファン酒石酸塩

１ｍＬ１管 麻 ペチロルファン注射液 武田薬品工業 353

注射薬 8219502A1028 ペチジン塩酸塩・レバロ
ルファン酒石酸塩

１ｍＬ１管 麻 弱ペチロルファン注射液 武田薬品工業 365


