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注射薬 2325401A3031 ファモチジン ２０ｍｇ２０ｍＬ１管 ファモチジン静注２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 162
注射薬 2325401A4020 ファモチジン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ファモチジン静注１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 94
注射薬 2325401A4038 ファモチジン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 局 ガスドック静注１０ｍｇ キョーリンリメディ

オ
94

注射薬 2325401D1035 ファモチジン ２０ｍｇ１管 局 ガスポート注射用２０ｍｇ 大洋薬品工業 140
注射薬 2325401D1043 ファモチジン ２０ｍｇ１管 局 ガモファー注射用２０ｍｇ 大原薬品工業 140
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 149
注射薬 2325401D1094 ファモチジン ２０ｍｇ１管 局 ファモスタジン注用２０ｍｇ 東和薬品 140
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 127
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 102
注射薬 2325401D2058 ファモチジン １０ｍｇ１管 局 ファモスタジン注用１０ｍｇ 東和薬品 102
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 97
注射薬 2325401D2074 ファモチジン １０ｍｇ１管 局 ガスポート注射用１０ｍｇ 大洋薬品工業 102
注射薬 2325401D2082 ファモチジン １０ｍｇ１管 局 ガモファー注射用１０ｍｇ 大原薬品工業 92
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 92
注射薬 2325401D3038 ファモチジン ２０ｍｇ１瓶 局 ファモチジン注射用２０ｍｇ「ＫＯＢＡ」 日医工 146
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 146
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」 大洋薬品工業 88
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」 大洋薬品工業 158
注射薬 2325402G1028 ラニチジン塩酸塩 ５０ｍｇ２ｍＬ１筒 ラニチジン注５０ｍｇシリンジ「タイヨー」 大洋薬品工業 212
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「ＮＰ」 ニプロファーマ 212
注射薬 2325402G2024 ラニチジン塩酸塩 １００ｍｇ４ｍＬ１筒 ラニチジン注１００ｍｇシリンジ「タイヨー」 大洋薬品工業 248

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「ＮＰ」 ニプロファーマ 307
注射薬 2325403D1042 ロキサチジン酢酸エステル塩

酸塩
７５ｍｇ１管 塩酸ロキサチジンアセタート注７５「タツミ」 辰巳化学 181

注射薬 2325403D1050 ロキサチジン酢酸エステル塩
酸塩

７５ｍｇ１管 ロザルタット注射用７５ｍｇ 長生堂製薬 181

注射薬 2329401A1119 スルピリド ５０ｍｇ１管 ピリカップル筋注５０ｍｇ イセイ 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」 イセイ 62

注射薬 2329402D1055 ピレンゼピン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１管（溶解液
付）

ピレンゼール静注用１０ｍｇ 大洋薬品工業 143

注射薬 2329403D1033 オメプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１瓶 オメプトロール注用２０ｍｇ 大正薬品工業 340
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」 ニプロファーマ 340
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 340
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 318
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 365
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「ＡＦＰ」 大興製薬 1,152
注射薬 2391400A3040 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＢＸ」 シオノケミカル 1,563
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 1,420
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」 アイロム製薬 1,152
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 1,563
注射薬 2391400A3091 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 1,152
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 1,563
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 1,420
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 1,152
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 1,152
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 1,420
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
1,420

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 1,420
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「ＡＦＰ」 大興製薬 1,961
注射薬 2391400A4047 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＢＸ」 シオノケミカル 2,400
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 2,400
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 3,193
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」 アイロム製薬 1,961
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 3,470
注射薬 2391400A4101 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 2,661
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 2,661
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 3,470
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 2,661
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 2,400
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 1,961
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
3,193

注射薬 2391400G1032 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「ＡＦ
Ｐ」

大興製薬 1,961

注射薬 2391400G1040 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「ＢＸ」 シオノケミカル 3,193

注射薬 2391400G1067 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「ＮＫ」 高田製薬 2,421

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 3,193

注射薬 2391400G1083 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「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 2,661

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」

アイロム製薬 1,961

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 3,470

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 3,470

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　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

2,421

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／１００ｍ
Ｌ「マイラン」

マイラン製薬 2,661

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／１００ｍ
Ｌ「ＨＫ」

光製薬 2,421

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 3,193

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 2,413

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 1,610

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 1,429

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 2,421
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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 2,661

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 2,349

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 2,987

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 2,692

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 1,627

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 2,285

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 1,627

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 4,063

注射薬 2391401G1037 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シリンジ４ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 3,667

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 3,843
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」 大洋薬品工業 3,843

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「ＥＭＥ
Ｃ」

高田製薬 2,931

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 3,343
注射薬 2391403A1050 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「マイラ

ン」
マイラン製薬 2,931

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」

大洋薬品工業 2,931

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 3,710

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 3,710

注射薬 2399401A1091 メトクロプラミド ０．５％２ｍＬ１管 ペラプリン注１０ｍｇ 大洋薬品工業 56
注射薬 2399401A1105 メトクロプラミド ０．５％２ｍＬ１管 エリーテン注１０ｍｇ／２ｍＬ 高田製薬 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 56
注射薬 2399401A1121 メトクロプラミド ０．５％２ｍＬ１管 ネオプラミール注射液１０ｍｇ ナガセ医薬品 56
注射薬 2399401G1027 メトクロプラミド １０ｍｇ２ｍＬ１筒 ペラプリン注シリンジ１０ｍｇ 大洋薬品工業 150
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 31,096

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 54,649

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

1,132

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 1,655

注射薬 2413400D3100 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

７５単位１管（溶解液
付）

ＨＭＧ「コーワ」７５注用 興和 1,585

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 1,186

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 2,448

注射薬 2413400D4085 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

１５０単位１管（溶解液
付）

ＨＭＧ「コーワ」１５０注用 興和 2,268

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 1,460

注射薬 2413400D5030 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

１００単位１管（溶解液
付）

ＨＭＧ「コーワ」１００注用 興和 1,971

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 1,501

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 1,501

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 1,809

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 1,809

注射薬 2443400B1050 ナンドロロンデカン酸エステ
ル

２５ｍｇ１管 デカ・デュラミン筋注２５ｍｇ 富士製薬工業        414

注射薬 2443400B2048 ナンドロロンデカン酸エステ
ル

５０ｍｇ１管 デカ・デュラミン筋注５０ｍｇ 富士製薬工業 656

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 166
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 興和 309

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 興和 932

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 興和 1,235

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 興和 2,475

注射薬 2452402A1087 ヒドロコルチゾンリン酸エス
テルナトリウム

１００ｍｇ２ｍＬ１管 クレイトン静注液１００ｍｇ エール薬品 211

注射薬 2452402A5104 ヒドロコルチゾンリン酸エス
テルナトリウム

５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 クレイトン静注液５００ｍｇ エール薬品 768

注射薬 2454401A2024 デキサメタゾンメタスルホ安
息香酸エステルナトリウム

２ｍｇ１管 メサドロン注２ｍｇ 小林化工 57

注射薬 2454401A3020 デキサメタゾンメタスルホ安
息香酸エステルナトリウム

３ｍｇ１管 メサドロン注３ｍｇ 小林化工 60

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 69

注射薬 2454404A1099 ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

２ｍｇ１管 ハイコート注２ｍｇ（０．４％） 富士製薬工業 56

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 101

注射薬 2454404A2095 ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

４ｍｇ１管 ハイコート注４ｍｇ（０．４％） 富士製薬工業 88

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

266

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 495

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 2,433
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注射薬 2454405H1032 デキサメタゾンリン酸エステ
ルナトリウム

１．６５ｍｇ０．５ｍＬ
１管

デキサート注射液１．６５ｍｇ 富士製薬工業 56

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 98

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 189

注射薬 2456400D1040 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）

注射用プリドール４０ エール薬品 205

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 205

注射薬 2456400D1075 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「サワイ」

沢井製薬 106

注射薬 2456400D2047 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）

注射用プリドール１２５ エール薬品 313

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 401

注射薬 2456400D2080 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）

デカコート注射用１２５ｍｇ 沢井製薬 313

注射薬 2456400D2101 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Ｎａ注射
用１２５ｍｇ「サワイ」

沢井製薬 313

注射薬 2456400D3043 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）

注射用プリドール５００ エール薬品 1,054

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 1,212

注射薬 2456400D3086 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）

デカコート注射用５００ｍｇ 沢井製薬 1,054

注射薬 2456400D3108 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「サワイ」

沢井製薬 1,054

注射薬 2456400D4040 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） 注射用プリドール１０００ エール薬品 2,116

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 2,116

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 1,942

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 イセイ 750

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 126

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 378

注射薬 2499401A2085 ジノプロスト １ｍｇ１ｍＬ１管 プロスモン注１０００μｇ 富士製薬工業 280
注射薬 2499401A3073 ジノプロスト ２ｍｇ２ｍＬ１管 プロスモン注２０００μｇ 富士製薬工業 540
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） 124
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 54

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 54

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」

イセイ 54

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 62

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 179
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 アイロム製薬 376
注射薬 2590402A1180 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 ウテメナール点滴静注液５０ｍｇ エール薬品 242
注射薬 2590402A1199 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 ウテロン点滴静注液５０ｍｇ サンド 242
注射薬 2590402A1202 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 リトドリン点滴静注５０ｍｇ「ＰＰ」 ポーラファルマ 242
注射薬 2590402A1210 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 リメトラーク点滴静注液５０ｍｇ 富士製薬工業 376
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 834
注射薬 2590402A1245 リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 ウテロトップ点滴静注液５０ｍｇ 共立製薬 242
注射薬 3121400G1023 チアミン塩化物塩酸塩 １０ｍｇ１ｍＬ１筒 塩酸Ｂ１注１０ｍｇシリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 201
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 50
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 54
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 56
注射薬 3122401A4099 フルスルチアミン塩酸塩 ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 ダイヤビタン注５０ｍｇ ニプロファーマ 56
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 56
注射薬 3122401A4110 フルスルチアミン塩酸塩 ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 フルスルチアミン注射液５０ｍｇ「ＰＨ」 キョーリンリメディ

オ
56

注射薬 3122401A4129 フルスルチアミン塩酸塩 ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 エスアリネート注５０ｍｇ 日新製薬（山形） 56
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 50
注射薬 3122402A2147 チアミンジスルフィド １０ｍｇ１管 ビーカップ注１０ｍｇ イセイ 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 54
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 宇治製薬 56
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 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 イセイ 56
注射薬 3123400D5051 コカルボキシラーゼ ２５ｍｇ１管（溶解液

付）
プロフィット注射用２５ｍｇ イセイ 56

注射薬 3123400D8140 コカルボキシラーゼ ５０ｍｇ１管（溶解液
付）

プロフィット注射用５０ｍｇ イセイ 56

注射薬 3131400A3046 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

５ｍｇ１管 ＦＡＤ注射液（５ｍｇ）″フソー″ 扶桑薬品工業 57

注射薬 3131400A3119 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

５ｍｇ１管 フラッド注－５ 大鵬薬品工業 56

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 56

注射薬 3131400A4166 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

１０ｍｇ１管 フラッド注－１０ 大鵬薬品工業 56

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 イセイ 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 56

注射薬 3131400A5120 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

２０ｍｇ１管 フラッド注－２０ 大鵬薬品工業 56

注射薬 3131400A5200 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

２０ｍｇ１管 ヒシデニン注２０ｍｇ ニプロファーマ 56

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 イセイ 56

注射薬 3131400A7025 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

３０ｍｇ１管 フラッド注－３０ 大鵬薬品工業 56
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注射薬 3133400A3024 パンテチン ２００ｍｇ１管 デルモリチン注１０％ イセイ 56
注射薬 3133400A3067 パンテチン ２００ｍｇ１管 パンテチン注１０％「小林」 アイロム製薬 56
注射薬 3133401A1050 パンテノール １００ｍｇ１管 パンテニール注１００ｍｇ アイロム製薬 56
注射薬 3133401A2049 パンテノール ２５０ｍｇ１管 パンテニール注２５０ｍｇ アイロム製薬 56
注射薬 3133401A3053 パンテノール ５００ｍｇ１管 パンテニール注５００ｍｇ アイロム製薬 56
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 アイロム製薬 56

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

50

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 56

注射薬 3136400A1066 コバマミド ０．５ｍｇ１管 コバマミド注０．５ｍｇ「イセイ」 イセイ 50
注射薬 3136400A2054 コバマミド １ｍｇ１管 コバマミド注１ｍｇ「イセイ」 イセイ 50
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」 イセイ 56

注射薬 3136403A1167 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 ハイトコバミンＭ注５００μｇ ニプロファーマ 56
注射薬 3136403A1175 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 ローミス注５００μｇ 東和薬品 56
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 56
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 56
注射薬 3136403A1213 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 イセコバミン注５００μｇ イセイ 56
注射薬 3136403G1020 メコバラミン ５００μｇ１ｍＬ１筒 ハイトコバミンＭ注５００μｇシリンジ ニプロファーマ 164
注射薬 3140401A1020 アスコルビン酸 ５００ｍｇ１管 ビタミンＣ注１０％ＰＢ 日新製薬（山形） 56
注射薬 3140401A2027 アスコルビン酸 １ｇ１管 ビタミンＣ注１０％ＰＢ 日新製薬（山形） 56
注射薬 3140401A3023 アスコルビン酸 ２ｇ１管 ビタミンＣ注１０％ＰＢ 日新製薬（山形） 56
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） 56

注射薬 3160400A1150 フィトナジオン １０ｍｇ１管 ビタミンＫ１注１０ｍｇ イセイ 54
注射薬 3160400A2106 フィトナジオン ３０ｍｇ１管 ビタミンＫ１注３０ｍｇ イセイ 56
注射薬 3160400A3080 フィトナジオン ５０ｍｇ１管 ビタミンＫ１注５０ｍｇ イセイ 56
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 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 アイロム製薬 56

注射薬 3179504A1035 チアミンジスルフィド・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 コンベルビー注 アイロム製薬 57

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

１０ｍＬ１管 ジアイナミックス注射液 鶴原製薬 56

注射薬 3179504A1086 チアミンジスルフィド・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 トライビー注 小林化工 56

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

１０ｍＬ１管 ナイロジン注 イセイ 56

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

１０ｍＬ１管 ノルニチカミン注 日新製薬（山形） 56

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

１０ｍＬ１管 ビースリミン注 シオノケミカル 56

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

１０ｍＬ１管 リメファー３Ｂ注射液 東和薬品 56

注射薬 3179504A1183 チアミンジスルフィド・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 ビタルファ注射液 大洋薬品工業 56

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 136

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 295

注射薬 3229401A1088 Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７．１２％１０ｍＬ１
管

イセパラＫ注１７．１２％ イセイ 56

注射薬 3229401A1118 Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７．１２％１０ｍＬ１
管

エルスプリー注１０ｍＥｑ 東和薬品 56

注射薬 3229401A1126 Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７．１２％１０ｍＬ１
管

アルモカリン注１０ｍＥｑ 日新製薬（山形） 56

注射薬 3229401A1134 Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７．１２％１０ｍＬ１
管

Ｌ－アスパラギン酸Ｋ点滴静注液１０ｍＥｑ「タ
イヨー」

大洋薬品工業 56

注射薬 3229401G1021 Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７．１２％１０ｍＬ１
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 192

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 124

注射薬 3229501A1060 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和
物配合剤

２ｍＬ１管 メドレニック注 大洋薬品工業 63

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 109

注射薬 3229501A1086 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和
物配合剤

２ｍＬ１管 シザナリンＮ注 日新製薬（山形） 63

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 大洋薬品工業 252

注射薬 3229501G1062 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和
物配合剤

２ｍＬ１筒 ミネリック－５注シリンジ ニプロファーマ 191

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 209

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 154

注射薬 3229502G2020 塩化第二鉄・硫酸亜鉛水和物
配合剤

２ｍＬ１筒 ミネリック－４注シリンジ ニプロファーマ 271

注射薬 3231400G3028 ブドウ糖 ５％５０ｍＬ１キット ５％糖液キットＨ ニプロファーマ 200
注射薬 3231400G4024 ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１キット ５％糖液キットＨ ニプロファーマ 205
注射薬 3231400G6035 ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１キット テルモ糖注ＴＫ テルモ 176
注射薬 3231400G9034 ブドウ糖 ５０％２０ｍＬ１筒 ブドウ糖注５０％シリンジ「テルモ」 テルモ 125
注射薬 3231400P1025 ブドウ糖 ５％２０ｍＬ１筒 ５％糖注シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 176
注射薬 3231400P2021 ブドウ糖 １０％２０ｍＬ１筒 １０％糖注シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 168
注射薬 3231400P3028 ブドウ糖 ２０％２０ｍＬ１筒 ２０％糖注シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 178
注射薬 3231400P4032 ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１キット 大塚糖液５％２ポート１００ｍＬ 大塚製薬工場 190
注射薬 3231400P6027 ブドウ糖 ５％５０ｍＬ１キット 大塚糖液５％２ポート５０ｍＬ 大塚製薬工場 190
注射薬 3231400P7023 ブドウ糖 ５％５０ｍＬ１キット テルモ糖注ＴＫ テルモ 176
注射薬 3233400A4069 マルトース水和物 １０％５００ｍＬ１袋 マルトースＭＬ輸液１０％ テルモ 199
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 208
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 208
注射薬 3234401G1021 キシリトール ２０％２０ｍＬ１筒 ２０％キシリトール注シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 197
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 280
注射薬 3239512X2047 高カロリー輸液用基本液 １．４Ｌ１袋 カロナリーＬ輸液 扶桑薬品工業 543
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 286
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注射薬 3239513X2041 高カロリー輸液用基本液 １．４Ｌ１袋 カロナリーＭ輸液 扶桑薬品工業 504
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 353
注射薬 3239514X2046 高カロリー輸液用基本液 １．４Ｌ１袋 カロナリーＨ輸液 扶桑薬品工業 686
注射薬 3253401A6034 高カロリー輸液用総合アミノ

酸製剤
（１０％）２０ｍＬ１管 ハイ・プレアミン注－１０％ 扶桑薬品工業 57

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 343
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 343
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 687
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 687
注射薬 3259513A1037 総合アミノ酸製剤（キシリ

トール加）
５００ｍＬ１瓶 バリアミンＸ輸液 マイラン製薬 299

注射薬 3259518G1059 アミノ酸・糖・電解質 ５００ｍＬ１キット ツインパル輸液 味の素製薬 444
注射薬 3259518G2055 アミノ酸・糖・電解質 １Ｌ１キット ツインパル輸液 味の素製薬 578
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 191
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 181
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 56

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

１ｍＬ１管 レバサルト注 東和薬品 62

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

１ｍＬ１管 ベマカスト注 日新製薬（山形） 57

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

１ｍＬ１管 アスルダム注１ｍＬ ニプロファーマ 57

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 84

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 56

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

２ｍＬ１管 リバレス注 日医工 81

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

２ｍＬ１管 レバサルト注 東和薬品 74

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

２ｍＬ１管 ベマカスト注 日新製薬（山形） 81

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

２ｍＬ１管 アスルダム注２ｍＬ ニプロファーマ 85

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 100

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 81

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

406

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 673
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 533
注射薬 3299505A4053 ダイズ油 １００ｍＬ１袋 イントラリピッド輸液２０％ フレゼニウスカービ

ジャパン
476

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 1,041
注射薬 3299505A5050 ダイズ油 ２５０ｍＬ１袋 イントラリピッド輸液２０％ フレゼニウスカービ

ジャパン
937

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 445
注射薬 3311402G2023 生理食塩液 １００ｍＬ１キット 生食溶解液キットＨ ニプロファーマ 175
注射薬 3311402G4026 生理食塩液 ５０ｍＬ１キット 生食溶解液キットＨ ニプロファーマ 175
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 164
注射薬 3311402G6037 生理食塩液 １００ｍＬ１キット テルモ生食ＴＫ テルモ 164
注射薬 3311402G7025 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 150
注射薬 3311402G7050 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ 大塚製薬工場 118
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 141
注射薬 3311402G7076 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「タイヨー」１０ｍＬ 大洋薬品工業 131
注射薬 3311402G7084 生理食塩液 １０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「テルモ」１０ｍＬ テルモ 118
注射薬 3311402G8021 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 162
注射薬 3311402G8056 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「オーツカ」２０ｍＬ 大塚製薬工場 123
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 153
注射薬 3311402G8072 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「タイヨー」２０ｍＬ 大洋薬品工業 133
注射薬 3311402G8080 生理食塩液 ２０ｍＬ１筒 生食注シリンジ「テルモ」２０ｍＬ テルモ 123
注射薬 3311402G9036 生理食塩液 １００ｍＬ１キット 大塚生食注２ポート１００ｍＬ 大塚製薬工場 185
注射薬 3311402P2040 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 生食注シリンジ「オーツカ」５ｍＬ 大塚製薬工場 116
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 134
注射薬 3311402P2066 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 生食注シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 127
注射薬 3311402P2074 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 生食注シリンジ「タイヨー」５ｍＬ 大洋薬品工業 127
注射薬 3311402P2082 生理食塩液 ５ｍＬ１筒 生食注シリンジ「テルモ」５ｍＬ テルモ 116
注射薬 3311402P3020 生理食塩液 ５０ｍＬ１キット 大塚生食注２ポート５０ｍＬ 大塚製薬工場 191
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 164
注射薬 3311402P5022 生理食塩液 ５０ｍＬ１キット テルモ生食ＴＫ テルモ 164
注射薬 3311403G1021 塩化ナトリウム １０％２０ｍＬ１筒 １０％食塩注シリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 165
注射薬 3311403G1030 塩化ナトリウム １０％２０ｍＬ１筒 １０％食塩注シリンジ「タイヨー」 大洋薬品工業 142
注射薬 3319400A2046 ヒドロキシエチルデンプン ６％５００ｍＬ１袋 サリンヘス輸液６％ フレゼニウスカービ

ジャパン
837

注射薬 3319401A1036 塩化アンモニウム ５モル２０ｍＬ１管 コンクライトＡ液５ｍＥｑ／ｍＬ ニプロファーマ 56
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／ｍＬ 大塚製薬工場 56
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 190
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 190
注射薬 3319403G1038 塩化ナトリウム １０％２０ｍＬ１筒 塩化ナトリウム注１０％シリンジ「テルモ」 テルモ 127
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 126
注射薬 3319406G2020 リン酸二カリウム ０．５モル２０ｍＬ１

キット
リン酸２カリウム注２０ｍＥｑキット「テルモ」 テルモ 189

注射薬 3319500A1099 開始液 ２００ｍＬ１瓶 リプラス１号輸液 扶桑薬品工業 130
注射薬 3319500A2109 開始液 ５００ｍＬ１瓶 リプラス１号輸液 扶桑薬品工業 136
注射薬 3319500A3059 開始液 ５００ｍＬ１袋 リプラス１号輸液 扶桑薬品工業 136
注射薬 3319500A3067 開始液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム１輸液 テルモ 136
注射薬 3319500A4039 開始液 １Ｌ１瓶 リプラス１号輸液 扶桑薬品工業 252
注射薬 3319500A5051 開始液 ２００ｍＬ１袋 リプラス１号輸液 扶桑薬品工業 130
注射薬 3319500A5060 開始液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム１輸液 テルモ 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 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 860
注射薬 3319506A3030 維持液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム３ＰＧ輸液 テルモ 126
注射薬 3319510A3087 維持液 ５００ｍＬ１瓶 ハルトマン－Ｇ３号輸液 アイロム製薬 126
注射薬 3319510A4075 維持液 ５００ｍＬ１袋 ヒシナルク３号輸液 ニプロファーマ 126
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注射薬 3319510A4083 維持液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム３Ａ輸液 テルモ 126
注射薬 3319510A4091 維持液 ５００ｍＬ１袋 ユエキンキープ輸液 光製薬 126
注射薬 3319510A5080 維持液 ２００ｍＬ１袋 ヒシナルク３号輸液 ニプロファーマ 123
注射薬 3319510A5098 維持液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム３Ａ輸液 テルモ 123
注射薬 3319510A5101 維持液 ２００ｍＬ１袋 ハルトマン－Ｇ３号輸液 アイロム製薬 123
注射薬 3319510A5110 維持液 ２００ｍＬ１袋 ユエキンキープ輸液 光製薬 123
注射薬 3319510A7031 維持液 １Ｌ１袋 ソルデム３Ａ輸液 テルモ 167
注射薬 3319511A4037 維持液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム３ＡＧ輸液 テルモ 128
注射薬 3319511A5033 維持液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム３ＡＧ輸液 テルモ 125
注射薬 3319513A3072 維持液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム３輸液 テルモ 137
注射薬 3319513A4079 維持液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム３輸液 テルモ 131
注射薬 3319514A4022 維持液 ２００ｍＬ１袋 フルクトラクト注 大塚製薬工場 138
注射薬 3319514A5029 維持液 ５００ｍＬ１袋 フルクトラクト注 大塚製薬工場 180
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 178
注射薬 3319523A3050 術後回復液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム６輸液 テルモ 135
注射薬 3319523A4030 術後回復液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム６輸液 テルモ 131
注射薬 3319529A2042 脱水補給液 ５００ｍＬ１袋 ソルデム２輸液 テルモ 124
注射薬 3319529A3030 脱水補給液 ２００ｍＬ１袋 ソルデム２輸液 テルモ 109
注射薬 3319534A3066 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ハルトマン液「コバヤシ」 アイロム製薬 155
注射薬 3319534A4135 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ハルトマン液－「ＨＤ」 ニプロファーマ 155
注射薬 3319534A4143 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ハルトマン液ｐＨ：８－「ＨＤ」 ニプロファーマ 155
注射薬 3319534A4160 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ソルラクト輸液 テルモ 155
注射薬 3319534A6111 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 ハルトマン液ｐＨ：８－「ＨＤ」 ニプロファーマ 273
注射薬 3319534A6120 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 ソルラクト輸液 テルモ 273
注射薬 3319534A8041 乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 ソルラクト輸液 テルモ 133
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 137
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 142
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 142
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 142
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 142
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 142
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 137
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 137
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 295
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 137
注射薬 3319537A1075 ブドウ糖加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ハルトマンＤ液「小林」 アイロム製薬 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 137
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 157
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 157
注射薬 3319550A2026 酢酸維持液 ３００ｍＬ１瓶 ペンライブ注 マイラン製薬 179
注射薬 3319550A9039 酢酸維持液 ３００ｍＬ１袋 ペンライブ注 マイラン製薬 179
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 180
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 180
注射薬 3319551A7022 ブドウ糖加酢酸リンゲル ３００ｍＬ１袋 ソリューゲンＧ注 アイロム製薬 180
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 180
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 143
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 アイロム製薬 143
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 156
注射薬 3319553A2038 維持液 ５００ｍＬ１瓶 アステマリン３号輸液 マイラン製薬 141
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 409

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 193
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 199
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 199
注射薬 3319557A1030 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 ソリューゲンＦ注 アイロム製薬 145
注射薬 3319557A2036 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ソルアセトＦ輸液 テルモ 145
注射薬 3319557A3040 酢酸リンゲル １Ｌ１袋 ソルアセトＦ輸液 テルモ 191
注射薬 3319560A1031 維持液（ブドウ糖加） ２５０ｍＬ１袋 グルアセト３５注 アイロム製薬 174
注射薬 3319560A3026 維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１瓶 グルアセト３５注 アイロム製薬 179
注射薬 3319562A1049 酢酸維持液（ブドウ糖加） ２００ｍＬ１袋 アセトキープ３Ｇ注 アイロム製薬 132
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 132
注射薬 3319562A2037 酢酸維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１瓶 アセトキープ３Ｇ注 アイロム製薬 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 173
注射薬 3321401A1085 カルバゾクロムスルホン酸ナ

トリウム水和物
０．５％２ｍＬ１管 アーツェー筋注液１０ｍｇ 日医工ファーマ 50

注射薬 3321401A1093 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％２ｍＬ１管 チチナ注１０ｍｇ 扶桑薬品工業 56

注射薬 3321401A2146 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％５ｍＬ１管 アーツェー注２５ｍｇ 日医工ファーマ 56

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 イセイ 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 56

注射薬 3321401A3150 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％１０ｍＬ１管 アーツェー注５０ｍｇ 日医工ファーマ 56

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 イセイ 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 56

注射薬 3321401A4190 カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％２０ｍＬ１管 アーツェー注１００ｍｇ 日医工ファーマ 56

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 イセイ 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） 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 56

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 56

注射薬 3327401A1135 トラネキサム酸 ５％５ｍＬ１管 局 リカバリン注２５０ｍｇ 旭化成ファーマ 58
注射薬 3327401A1151 トラネキサム酸 ５％５ｍＬ１管 ヘムロン注２５０ｍｇ／５ｍＬ 日新製薬（山形） 54
注射薬 3327401A2077 トラネキサム酸 １０％２．５ｍＬ１管 局 ラノビス注２５０ｍｇ イセイ 58
注射薬 3327401A4193 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 局 トランサボン注１ｇ ニプロファーマ 61
注射薬 3327401A4207 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 局 リカバリン注１０００ｍｇ 旭化成ファーマ 64
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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」 大洋薬品工業 68

注射薬 3327401A4240 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 局 ラノビス注１０００ｍｇ イセイ 64
注射薬 3327401A4258 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 ヘムロン注１０００ｍｇ／１０ｍＬ 日新製薬（山形） 58
注射薬 3327401G1022 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１筒 １０％トランサボン注シリンジ ニプロファーマ 166
注射薬 3331401A1022 クエン酸ナトリウム水和物 ４％２５０ｍＬ１袋 チトラミン液「フソー」－４％ 扶桑薬品工業 936
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 1,447
注射薬 3334400A3030 ヘパリンカルシウム ２０，０００単位１瓶 カプロシン皮下注２万単位／０．８ｍＬ 沢井製薬 733
注射薬 3334400A4037 ヘパリンカルシウム １０，０００単位１０ｍ

Ｌ１瓶
ヘパリンカルシウム注１万単位／１０ｍＬ「味の
素」

味の素製薬 375

注射薬 3334400A5033 ヘパリンカルシウム ２０，０００単位２０ｍ
Ｌ１瓶

カプロシン注２万単位／２０ｍＬ 沢井製薬 607

注射薬 3334400A6048 ヘパリンカルシウム ５０，０００単位５０ｍ
Ｌ１瓶

ヘパリンカルシウム注５万単位／５０ｍＬ「味の
素」

味の素製薬 1,032

注射薬 3334400A6056 ヘパリンカルシウム ５０，０００単位５０ｍ
Ｌ１瓶

カプロシン注５万単位／５０ｍＬ 沢井製薬 1,325

注射薬 3334400A7036 ヘパリンカルシウム １００，０００単位１０
０ｍＬ１瓶

カプロシン注１０万単位／１００ｍＬ 沢井製薬 1,933

注射薬 3334400G1022 ヘパリンカルシウム ５，０００単位０．２ｍ
Ｌ１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 401

注射薬 3334402A1037 ヘパリンナトリウム ５，０００単位２０ｍＬ
１管

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬ「フソー」
２０ｍＬ

扶桑薬品工業 103

注射薬 3334402A1053 ヘパリンナトリウム ５，０００単位２０ｍＬ
１管

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬ「ＮＳ」２
０ｍＬ

日新製薬（山形） 110

注射薬 3334402A2025 ヘパリンナトリウム ３，０００単位２０ｍＬ
１管

ヘパリンＮａ透析用１５０単位／ｍＬ「フソー」
２０ｍＬ

扶桑薬品工業 95

注射薬 3334402A3021 ヘパリンナトリウム ４，０００単位２０ｍＬ
１管

ヘパリンＮａ透析用２００単位／ｍＬ「フソー」
２０ｍＬ

扶桑薬品工業 101

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 121

注射薬 3334402G1072 ヘパリンナトリウム ５０単位５ｍＬ１筒 ペミロックヘパリンロック用１０単位／ｍＬシリ
ンジ５ｍＬ

大洋薬品工業 121

注射薬 3334402G1080 ヘパリンナトリウム ５０単位５ｍＬ１筒 デリバデクスヘパリンロック用１０単位／ｍＬシ
リンジ５ｍＬ

シオノケミカル 121

注射薬 3334402G2079 ヘパリンナトリウム １００単位１０ｍＬ１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 121

注射薬 3334402G2087 ヘパリンナトリウム １００単位１０ｍＬ１筒 ペミロックヘパリンロック用１０単位／ｍＬシリ
ンジ１０ｍＬ

大洋薬品工業 129

注射薬 3334402G2095 ヘパリンナトリウム １００単位１０ｍＬ１筒 デリバデクスヘパリンロック用１０単位／ｍＬシ
リンジ１０ｍＬ

シオノケミカル 121

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／ｍＬシリンジ
「オーツカ」５ｍＬ

大塚製薬工場 146

注射薬 3334402G3075 ヘパリンナトリウム ５００単位５ｍＬ１筒 ペミロックヘパリンロック用１００単位／ｍＬシ
リンジ５ｍＬ

大洋薬品工業 146

注射薬 3334402G3083 ヘパリンナトリウム ５００単位５ｍＬ１筒 デリバデクスヘパリンロック用１００単位／ｍＬ
シリンジ５ｍＬ

シオノケミカル 140

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

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ
「オーツカ」１０ｍＬ

大塚製薬工場 161

注射薬 3334402G4080 ヘパリンナトリウム １，０００単位１０ｍＬ
１筒

ペミロックヘパリンロック用１００単位／ｍＬシ
リンジ１０ｍＬ

大洋薬品工業 161

注射薬 3334402G4098 ヘパリンナトリウム １，０００単位１０ｍＬ
１筒

デリバデクスヘパリンロック用１００単位／ｍＬ
シリンジ１０ｍＬ

シオノケミカル 140

注射薬 3334402G5043 ヘパリンナトリウム ５，０００単位１０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用５００単位／ｍＬシリンジ１
０ｍＬ「ＮＰ」

ニプロファーマ 223

注射薬 3334402G6031 ヘパリンナトリウム １０，０００単位２０ｍ
Ｌ１筒

ヘパリンＮａ透析用５００単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「ＮＰ」

ニプロファーマ 335

注射薬 3334402G8026 ヘパリンナトリウム ３，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用１５０単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「ＡＴ」

大洋薬品工業 237

注射薬 3334402G8034 ヘパリンナトリウム ３，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用１５０単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「フソー」

扶桑薬品工業 250

注射薬 3334402G8042 ヘパリンナトリウム ３，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパフィルド透析用１５０単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ

大塚製薬工場 193

注射薬 3334402P1021 ヘパリンナトリウム ４，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「ＡＴ」

大洋薬品工業 262

注射薬 3334402P1030 ヘパリンナトリウム ４，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「フソー」

扶桑薬品工業 260

注射薬 3334402P1048 ヘパリンナトリウム ４，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパフィルド透析用２００単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ

大塚製薬工場 198

注射薬 3334402P2028 ヘパリンナトリウム ５，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパフィルド透析用２５０単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ

大塚製薬工場 202

注射薬 3334402P2036 ヘパリンナトリウム ５，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「ＡＴ」

大洋薬品工業 292

注射薬 3334402P2044 ヘパリンナトリウム ５，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「フソー」

扶桑薬品工業 260

注射薬 3334402P2052 ヘパリンナトリウム ５，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「ニプロ」

ニプロファーマ 223

注射薬 3334402P3024 ヘパリンナトリウム ７，０００単位２０ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用３５０単位／ｍＬシリンジ２
０ｍＬ「フソー」

扶桑薬品工業 306

注射薬 3334402P4020 ヘパリンナトリウム ３，０００単位１２ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ１
２ｍＬ「ニプロ」

ニプロファーマ 196

注射薬 3334402P5027 ヘパリンナトリウム ４，０００単位１６ｍＬ
１筒

ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ１
６ｍＬ「ニプロ」

ニプロファーマ 209

注射薬 3334403A1074 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「マ
イラン」

マイラン製薬 707

注射薬 3334403A1082 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

フレスバル静注５０００単位／５ｍＬ 日新製薬（山形） 757

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 955

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／５ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 879

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」

大洋薬品工業 707

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 707

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 674

注射薬 3334403A2178 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

ヘパグミン静注５０００単位／５ｍＬ 沢井製薬 757

注射薬 3334403A2186 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

ヘパクロン静注５０００単位／５ｍＬ エール薬品 635
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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５ｍＬ１筒

ダルテパリンＮａ静注５千単位／５ｍＬシリンジ
「ＨＫ」

光製薬 952

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１０ｍＬ１筒

ダルテパリンＮａ静注２５００単位／１０ｍＬシ
リンジ「ニプロ」

ニプロファーマ 509

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１２ｍＬ１筒

ダルテパリンＮａ静注３０００単位／１２ｍＬシ
リンジ「ニプロ」

ニプロファーマ 580

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１６ｍＬ１筒

ダルテパリンＮａ静注４０００単位／１６ｍＬシ
リンジ「ニプロ」

ニプロファーマ 700

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２０ｍＬ１筒

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／２０ｍＬシ
リンジ「ニプロ」

ニプロファーマ 818

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１０ｍ
Ｌ

ＩＬＳ 982

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２０ｍＬ１筒

ミニヘパ透析用１００単位／ｍＬシリンジ２０ｍ
Ｌ

扶桑薬品工業 549

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２０ｍＬ１筒

ミニヘパ透析用１５０単位／ｍＬシリンジ２０ｍ
Ｌ

扶桑薬品工業 739

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２０ｍＬ１筒

ミニヘパ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２０ｍ
Ｌ

扶桑薬品工業 940

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 ニプロファーマ 667
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 ニプロファーマ 1,003
注射薬 3420409A5034 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッグ

付）
ステイセーフＣＡＰＤ－２／１．５ＤＩＳＣ フレゼニウス　メ

ディカル　ケア
ジャパン

793

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

1,327

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

1,620

注射薬 3420409A8068 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 スリープセーフ　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

1,900

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

1,740

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

921

注射薬 3420410A5037 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ステイセーフＣＡＰＤ－２／２．５ＤＩＳＣ フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

744

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

1,322

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

1,575

注射薬 3420410A8060 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 スリープセーフ　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

1,967

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

1,742

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

926

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

887

注射薬 3420411A5031 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ステイセーフＣＡＰＤ－２／４．２５ＤＩＳＣ フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

937

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

1,329

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

1,608

注射薬 3420411A8030 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 スリープセーフ　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

2,649

注射薬 3420419A6034 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ステイセーフＣＡＰＤ／１．５ＤＩＳＣ フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,323

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

1,525

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

1,684

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

1,770

注射薬 3420419H1057 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 スリープセーフ　／１．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

2,492

注射薬 3420420A6037 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ステイセーフＣＡＰＤ／２．５ＤＩＳＣ フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,345

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

1,458

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

1,740

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

1,741
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注射薬 3420420H1050 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 スリープセーフ　／２．５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

2,556

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

830

注射薬 3420421A6031 腹膜透析液 １Ｌ１袋（排液用バッグ
付）

ステイセーフＣＡＰＤ／４．２５ＤＩＳＣ フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

1,357

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

1,247

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

1,436

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

1,663

注射薬 3420421A9030 腹膜透析液 ５Ｌ１袋 スリープセーフ　／４．２５　腹膜透析液 フレゼニウス　メ
ディカル　ケア
ジャパン

2,466

注射薬 3919502A1252 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Ｃ注 ニプロファーマ 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 56

注射薬 3919502A1333 グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

２０ｍＬ１管 グリベルチン静注液２０ｍＬ 大洋薬品工業 56

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 宇治製薬 56

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 191

注射薬 3919502G1042 グリチルリチン・グリシン・
システイン配合剤

２０ｍＬ１筒 グリベルチン注シリンジ２０ｍＬ 大洋薬品工業 151

注射薬 3919502G1050 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Ｃ静注２０ｍＬシリンジ ニプロファーマ 138

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 282

注射薬 3919502G2030 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Ｃ静注４０ｍＬシリンジ ニプロファーマ 239

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」 大洋薬品工業 56
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」 バイオテックベイ 1,300
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 1,121
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 967
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 1,381
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」 ニプロファーマ 1,381
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 967
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 1,451

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」 大洋薬品工業 1,121

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 1,381

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 1,451

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 1,451

注射薬 3929407D1152 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
「マイラン」

マイラン製薬 1,121

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 5,007

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 3,587

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 4,244

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 5,007

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 3,587

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」 ニプロファーマ 5,007

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 5,007

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 4,244

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 5,718

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」 バイオテックベイ 5,007

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」

大洋薬品工業 4,599

注射薬 3929407D2159 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
「マイラン」

マイラン製薬 4,244

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 3,080

注射薬 3929407D4038 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
「マイラン」

マイラン製薬 5,829

注射薬 3991400A4095 コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム

１％２０ｍＬ１管 ガイシード注射液２００ｍｇ 日医工 58

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 61

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 61

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２００ｍｇ「ハ
ラサワ」

原沢製薬工業 58

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 60

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 イセイ 60

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」 宇治製薬 56
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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 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」 イセイ 50

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 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」 イセイ 50

注射薬 3992400A2154 アデノシン三リン酸二ナトリ
ウム水和物

２０ｍｇ１管 アデノＰ注２０ｍｇ 小林化工 50

注射薬 3999401A1013 エルカトニン ４０エルカトニン単位１
ｍＬ１管

エルカトニン４０エルカトニン単位１ｍＬ注射液 256

注射薬 3999401A1030 エルカトニン ４０エルカトニン単位１
ｍＬ１管

ラスカルトン注４０ 大洋薬品工業 281

注射薬 3999401A1137 エルカトニン ４０エルカトニン単位１
ｍＬ１管

アデビロック注４０ イセイ 256

注射薬 3999401A1145 エルカトニン ４０エルカトニン単位１
ｍＬ１管

オステトニン注４０ 富士製薬工業 256

注射薬 3999401A1188 エルカトニン ４０エルカトニン単位１
ｍＬ１管

エカルトニン注４０ ニプロファーマ 281

注射薬 3999401A1196 エルカトニン ４０エルカトニン単位１
ｍＬ１管

エリンダシン注４０単位 東菱薬品工業 256

注射薬 3999401A2010 エルカトニン １０エルカトニン単位１
ｍＬ１管

エルカトニン１０エルカトニン単位１ｍＬ注射液 72

注射薬 3999401A3016 エルカトニン ２０エルカトニン単位１
ｍＬ１管

エルカトニン２０エルカトニン単位１ｍＬ注射液 114

注射薬 3999401G1024 エルカトニン １０エルカトニン単位１
ｍＬ１筒

ラスカルトン１０ディスポ 大洋薬品工業 372

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 142
注射薬 3999403D1213 ガベキサートメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 レミナロン注射用１００ｍｇ 高田製薬 257
注射薬 3999403D1248 ガベキサートメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 アガリット静注用１００ｍｇ 日医工ファーマ 184
注射薬 3999403D1264 ガベキサートメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 注射用メクロセート１００ｍｇ イセイ 184
注射薬 3999403D1272 ガベキサートメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 注射用パナベート１００ エール薬品 184
注射薬 3999403D1280 ガベキサートメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 184

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 561
注射薬 3999403D2031 ガベキサートメシル酸塩 ５００ｍｇ１瓶 レミナロン注射用５００ｍｇ 高田製薬 1,154
注射薬 3999403D2066 ガベキサートメシル酸塩 ５００ｍｇ１瓶 注射用パナベート５００ エール薬品 777
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 191
注射薬 3999407D1033 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 注射用ロナスタット１０ イセイ 310
注射薬 3999407D1050 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 注射用ナファモスタット１０「ＭＥＥＫ」 小林化工 344
注射薬 3999407D1068 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 注射用パスロン１０ ニプロファーマ 252
注射薬 3999407D1076 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 注射用ナモスタット１０ｍｇ ポーラファルマ 310
注射薬 3999407D1114 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 注射用オプサン１０ 三和化学研究所 310
注射薬 3999407D1122 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 注射用ブセロン１０ 沢井製薬 310
注射薬 3999407D1130 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 注射用サメット１０ エール薬品 252
注射薬 3999407D1149 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 注射用ベラブ１０ｍｇ 東菱薬品工業 310
注射薬 3999407D1165 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 注射用ナファタット１０ 日医工 310
注射薬 3999407D1173 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 注射用ナファストン１０ 富士製薬工業 252
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 味の素製薬 436
注射薬 3999407D1211 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注射用１０ｍｇ「Ｎ

ｉｋＰ」
日医工ファーマ 310

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 508
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「ＭＥＥＫ」 小林化工 926
注射薬 3999407D2064 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 注射用パスロン５０ ニプロファーマ 691
注射薬 3999407D2072 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 注射用ナモスタット５０ｍｇ ポーラファルマ 645
注射薬 3999407D2110 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 注射用オプサン５０ 三和化学研究所 691
注射薬 3999407D2145 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 注射用ベラブ５０ｍｇ 東菱薬品工業 691
注射薬 3999407D2188 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 注射用ストリーム５０ｍｇ 日医工ファーマ 691
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 味の素製薬 1,148
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 1,162
注射薬 3999407D3044 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 注射用ストリーム１００ｍｇ 日医工ファーマ 1,749
注射薬 3999407D3052 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 注射用サメット１００ エール薬品 865
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 大洋薬品工業 723
注射薬 3999407D3079 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 注射用ベラブ１００ｍｇ 東菱薬品工業 1,162
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 1,240
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 味の素製薬 2,081
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 味の素製薬 2,980
注射薬 3999408A1015 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 ヒアルロン酸ナトリウム１％２．５ｍＬ注射液 259

注射薬 3999408A1198 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 ホスビロン関節注２５ｍｇ 日医工ファーマ 406
注射薬 3999408A1228 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 アルヒーロ関節注２５ｍｇ 富士製薬工業 499
注射薬 3999408A1236 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 グリオロン関節注２５ｍｇ 日本臓器製薬 344
注射薬 3999408A1244 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 ハリソン関節注２５ｍｇ 沢井製薬 344
注射薬 3999408A1252 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 406
注射薬 3999408A1260 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 ルミステロン関節注２５ｍｇ 日新製薬（山形） 322
注射薬 3999408G1263 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 アスリカンディスポ関節注２５ｍｇ シオノケミカル 448
注射薬 3999408G1271 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ニコゼットディスポ関節注２５ｍｇ マイラン製薬 712
注射薬 3999408G1280 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ヒアロス関節注２５ｍｇ マルホ 631
注射薬 3999408G1298 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ヒルネート関節注シリンジ２５ｍｇ ニプロファーマ 589
注射薬 3999408G1301 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 アダントディスポ関節注２５ｍｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
403

注射薬 3999408G1310 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 アドマックディスポ関節注２５ｍｇ 大洋薬品工業 403
注射薬 3999408G1328 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ヒカミロンディスポ関節注２５ｍｇ 鶴原製薬 1,174
注射薬 3999408G1336 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 631
注射薬 3999408G1344 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 504
注射薬 3999408G1352 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ホスビロンディスポ関節注２５ｍｇ 日医工ファーマ 631
注射薬 3999408G1360 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ソルペント・ディスポ関節注２５ｍｇ 大正薬品工業 589
注射薬 3999408G1379 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ユニヒロン・ディスポ関節注２５ｍｇ 宇治製薬 504
注射薬 3999408G1387 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） 631
注射薬 3999411A1033 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２ｍＬ１管 オザペン注２０ｍｇ 富士薬品 681
注射薬 3999411A1041 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２ｍＬ１管 カタクロン静注１％ 日医工 514
注射薬 3999411A1050 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２ｍＬ１管 オザグレルＮａ点滴静注２０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 426

注射薬 3999411A2030 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ８ｍＬ１管 カタクロン静注１％ 日医工 1,584
注射薬 3999411A2048 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ８ｍＬ１管 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 1,498
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注射薬 3999411A3036 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１管 オザグロン注２０ 日本薬品工業 607
注射薬 3999411A3044 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１管 オザグレルナトリウム点滴静注液２０ｍｇ「Ｊ

Ｄ」
ジェイドルフ製薬 378

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 630
注射薬 3999411A3060 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１管 キサクロット点滴静注２０ｍｇ アイロム製薬 378
注射薬 3999411A3079 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１管 オザグレルＮａ点滴静注液２０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 607

注射薬 3999411A4032 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１管 オザグレルナトリウム点滴静注液８０ｍｇ「Ｊ
Ｄ」

ジェイドルフ製薬 1,433

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 1,616
注射薬 3999411A4059 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１管 オザグロン注８０ 日本薬品工業 1,778
注射薬 3999411A4067 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１管 キサクロット点滴静注８０ｍｇ アイロム製薬 1,355
注射薬 3999411A4075 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１管 オザグレルＮａ点滴静注液８０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 1,778

注射薬 3999411A6027 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１管 オザグロン注４０ 日本薬品工業 974
注射薬 3999411A6043 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１管 オザグレルナトリウム点滴静注液４０ｍｇ「Ｊ

Ｄ」
ジェイドルフ製薬 456

注射薬 3999411A6051 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１管 オサグレン点滴静注４０ｍｇ 東和薬品 701
注射薬 3999411A6060 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１管 キサクロット点滴静注４０ｍｇ アイロム製薬 604
注射薬 3999411A6078 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１管 オザグレルＮａ点滴静注液４０ｍｇ「ケミファ」 日本薬品工業 974

注射薬 3999411A7023 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２．５ｍＬ１管 オザペン注４０ｍｇ 富士薬品 995
注射薬 3999411A8020 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ５ｍＬ１管 オザペン注８０ｍｇ 富士薬品 1,811
注射薬 3999411A9026 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ４ｍＬ１管 カタクロン静注１％ 日医工 822
注射薬 3999411A9034 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ４ｍＬ１管 オザグレルＮａ点滴静注４０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 822

注射薬 3999411D1072 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 注射用オザマリン２０ 沢井製薬 423
注射薬 3999411D1080 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 静注用カタクロン２０ 日医工 481
注射薬 3999411D1099 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 注射用デアセロン２０ｍｇ イセイ 423
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 481
注射薬 3999411D1110 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 アトロンボン注射用２０ｍｇ 高田製薬 625
注射薬 3999411D1153 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 注射用オザグレルナトリウム２０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 328
注射薬 3999411D1161 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 オキリコン点滴静注用２０ｍｇ 大洋薬品工業 528
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 528
注射薬 3999411D1188 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 オザグレルＮａ点滴静注用２０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 423

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「ＳＷ」 沢井製薬 423
注射薬 3999411D2044 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１瓶 局 注射用オザマリン４０ 沢井製薬 677
注射薬 3999411D2052 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１瓶 局 注射用オグザロット４０ｍｇ ポーラファルマ 677
注射薬 3999411D2060 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１瓶 局 注射用オザグレルナトリウム４０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 733
注射薬 3999411D2079 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１瓶 局 オザグレルＮａ注射用４０ｍｇ「ＳＷ」 沢井製薬 677
注射薬 3999411D3024 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ１瓶 局 アトロンボン注射用８０ｍｇ 高田製薬 1,632
注射薬 3999411G1028 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ０．５ｍＬ１筒 オキリコン注シリンジ２０ｍｇ 大洋薬品工業 770
注射薬 3999411G2024 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１ｍＬ１筒 オキリコン注シリンジ４０ｍｇ 大洋薬品工業 1,113
注射薬 3999411G3020 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２ｍＬ１筒 オキリコン注シリンジ８０ｍｇ 大洋薬品工業 2,278
注射薬 3999411G4027 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１筒 キサクロット注８０ｍｇシリンジ アイロム製薬 1,886
注射薬 3999411G4035 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１筒 オザグレルＮａ注射液８０ｍｇシリンジ「サワ

イ」
沢井製薬 1,123

注射薬 3999411G5023 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 オザペンバッグ注８０ｍｇ 富士薬品 2,168
注射薬 3999411G5031 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 オザグレルＮａ注射液８０ｍｇバッグ「サワイ」 沢井製薬 1,559

注射薬 3999411G5040 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「ＤＫ」 大興製薬 1,559

注射薬 3999411G5058 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「ＳＮ」 シオノケミカル 1,559

注射薬 3999411G5066 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２００ｍＬ１袋 オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「タカ
タ」

高田製薬 1,384

注射薬 3999411G6020 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１筒 オザグレルＮａ注射液２０ｍｇシリンジ「サワ
イ」

沢井製薬 517

注射薬 3999411G7026 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１筒 オザグレルＮａ注射液４０ｍｇシリンジ「サワ
イ」

沢井製薬 784

注射薬 3999411H1023 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 アトロンボン注８０ｍｇ 高田製薬 1,267
注射薬 3999411H4022 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ０．５ｍＬ１管 オキリコン注２０ｍｇ 大洋薬品工業 141
注射薬 3999411H5029 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１ｍＬ１管 オキリコン注４０ｍｇ 大洋薬品工業 617
注射薬 3999411H6025 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ２ｍＬ１管 オキリコン注８０ｍｇ 大洋薬品工業 969
注射薬 3999411H7021 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 アトロンボン注２０ｍｇ 高田製薬 437
注射薬 3999411H8028 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 アトロンボン注４０ｍｇ 高田製薬 696
注射薬 3999414A1010 カルシトニン（サケ） １０国際単位０．５ｍＬ

１管
カルシトニン（サケ）１０国際単位０．５ｍＬ注
射液

74

注射薬 3999414A1096 カルシトニン（サケ） １０国際単位０．５ｍＬ
１管

レトン筋注１０単位 東菱薬品工業 146

注射薬 3999414G1048 カルシトニン（サケ） １０国際単位０．５ｍＬ
１筒

サモカルトン筋注１０単位ディスポ シオノケミカル 428

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 56
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１５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 6,058

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１５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 5,515

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３０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 12,767

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３０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 10,963

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０．５ｍ
Ｌ１瓶

エポエチンアルファＢＳ注７５０「ＪＣＲ」 日本ケミカルリサー
チ

1,033

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１ｍ
Ｌ１瓶

エポエチンアルファＢＳ注１５００「ＪＣＲ」 日本ケミカルリサー
チ

1,873

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２ｍ
Ｌ１瓶

エポエチンアルファＢＳ注３０００「ＪＣＲ」 日本ケミカルリサー
チ

3,071

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０．５ｍ
Ｌ１筒

エポエチンアルファＢＳ注７５０シリンジ「ＪＣ
Ｒ」

日本ケミカルリサー
チ

704

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１ｍ
Ｌ１筒

エポエチンアルファＢＳ注１５００シリンジ「Ｊ
ＣＲ」

日本ケミカルリサー
チ

1,177
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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２ｍ
Ｌ１筒

エポエチンアルファＢＳ注３０００シリンジ「Ｊ
ＣＲ」

日本ケミカルリサー
チ

2,063

注射薬 4199400A1060 イノシン ２％２０ｍＬ１管 イノシン静注４００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 56
注射薬 4223400A1114 テガフール ４％１０ｍＬ１管 イカルス静注４００ｍｇ イセイ 195
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 2,596
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 3,169

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 3,169

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 3,169
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」
ホスピーラ・ジャパ
ン

2,596

注射薬 4224403D1090 ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 3,169

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 3,169
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 12,618
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 14,815
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 14,815
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 14,815
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」 ホスピーラ・ジャパ

ン
12,618

注射薬 4224403D2096 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「興和テバ」 興和テバ 12,618
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 14,815
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 1,358

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 6,076

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 1,446

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 6,268

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「Ｎ
Ｋ」

日本化薬 3,131

注射薬 4235404A1059 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「マ
イラン」

マイラン製薬 3,131

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 3,131

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 3,131

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 14,728

注射薬 4235404A2055 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
「マイラン」

マイラン製薬 10,762

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 12,275

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 13,169

注射薬 4235404A3027 エピルビシン塩酸塩 ２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 エピルビシン塩酸塩注射液２０ｍｇ／１０ｍＬ
「マイラン」

マイラン製薬 5,521

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 3,131
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 3,131

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 14,728
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 12,275

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 3,863
注射薬 4240403A2077 エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 3,863
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」 大洋薬品工業 3,863
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４０ｍｇ「ＮＫ」 マイラン製薬 3,953

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４０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 3,696

注射薬 4240404A1075 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４０ｍｇ「サン
ド」

サンド 3,124

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４０ｍｇ「タイホ
ウ」

大鵬薬品工業 4,177

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４０ｍｇ「ホス
ピーラ」

ホスピーラ・ジャパ
ン

3,696

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４０ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 3,124

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４０ｍｇ「あす
か」

あすか製薬 3,696

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１００ｍｇ「Ｎ
Ｋ」

マイラン製薬 9,375

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１００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 8,227

注射薬 4240404A2071 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１００ｍｇ「サン
ド」

サンド 7,334

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１００ｍｇ「タイ
ホウ」

大鵬薬品工業 9,375

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１００ｍｇ「ホス
ピーラ」

ホスピーラ・ジャパ
ン

8,227

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１００ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 7,334

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１００ｍｇ「あす
か」

あすか製薬 8,227

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 7,534
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 6,477
注射薬 4240406A1066 パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 パクリタキセル注３０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 5,587
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 6,979
注射薬 4240406A2046 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７ｍＬ

１瓶
パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「Ｎ
Ｋ」

日本化薬 22,102

注射薬 4240406A2054 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７ｍＬ
１瓶

パクリタキセル注射液１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 18,009

注射薬 4240406A2062 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７ｍＬ
１瓶

パクリタキセル注１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 15,474

注射薬 4240406A2070 パクリタキセル １００ｍｇ１６．７ｍＬ
１瓶

パクリタキセル点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 サンド 20,640



区分
薬価基準収
載医薬品

成分名 規格 メーカー名 薬価品名

注射薬 4240406A3026 パクリタキセル １５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 パクリタキセル注射液１５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 30,003
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 3,995
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 14,494
注射薬 4291401A1046 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 プラトシン注１０ ファイザー 2,353
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 1,136
注射薬 4291401A1100 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 シスプラチン点滴静注液１０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 1,316
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 1,316
注射薬 4291401A2042 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 プラトシン注２５ ファイザー 5,489
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 3,749
注射薬 4291401A2107 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 シスプラチン点滴静注液２５ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 2,824
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 3,749
注射薬 4291401A3049 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶 プラトシン注５０ ファイザー 9,933
注射薬 4291401A3073 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶 シスプラチン注５０ｍｇ「日医工」 日医工 4,759
注射薬 4291401A3103 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶 シスプラチン点滴静注液５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 5,232
注射薬 4291401A3111 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶 シスプラチン点滴静注５０ｍｇ「マルコ」 日医工ファーマ 5,920
注射薬 4291403A1053 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 3,793
注射薬 4291403A1061 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「サンド」 サンド 3,093
注射薬 4291403A1070 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液５０ｍｇ「マルコ」 日医工ファーマ 3,311
注射薬 4291403A1096 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」 マイラン製薬 4,362
注射薬 4291403A1100 カルボプラチン ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「興和テバ」 興和テバ 3,311

注射薬 4291403A2050 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 8,586

注射薬 4291403A2068 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「サンド」 サンド 7,834

注射薬 4291403A2076 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「マルコ」 日医工ファーマ 7,834
注射薬 4291403A2092 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「ＮＫ」 マイラン製薬 10,572

注射薬 4291403A2106 カルボプラチン １５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「興和テ
バ」

興和テバ 7,834

注射薬 4291403A3056 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 21,218

注射薬 4291403A3064 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「サンド」 サンド 16,978

注射薬 4291403A3072 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 カルボプラチン注射液４５０ｍｇ「マルコ」 日医工ファーマ 19,646
注射薬 4291403A3099 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「ＮＫ」 マイラン製薬 25,766

注射薬 4291403A3102 カルボプラチン ４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶 カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「興和テ
バ」

興和テバ 16,978

注射薬 4300411A1024 テクネチウム大凝集人血清ア
ルブミン（９９ｍＴｃ）

１０ＭＢｑ ラングシンチＴｃ－９９ｍ注 日本メジフィジック
ス

518

注射薬 4300431A1030 塩酸Ｎ－イソプロピル－４－
ヨードアンフェタミン（１２
３Ｉ）

１０ＭＢｑ イオフェタミン（１２３Ｉ）注射液「第一」 富士フイルムＲＩ
ファーマ

2,437

注射薬 4411400A3036 ジフェンヒドラミン塩酸塩 ３％１ｍＬ１管 ベナスミン注３０ｍｇ 東和薬品 56
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） 56

注射薬 6112400A1050 リンコマイシン塩酸塩水和物 ３００ｍｇ１ｍＬ１管 局 ペランコシン注３００ｍｇ 大洋薬品工業 73
注射薬 6112400A1068 リンコマイシン塩酸塩水和物 ３００ｍｇ１ｍＬ１管 局 リンコメイス注３００ｍｇ ニプロファーマ 99
注射薬 6112400A1076 リンコマイシン塩酸塩水和物 ３００ｍｇ１ｍＬ１管 局 リズピオン注３００ｍｇ 東和薬品 72
注射薬 6112400A3060 リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１管 局 ルニアマイシン注６００ｍｇ 日医工ファーマ 78
注射薬 6112400A3079 リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１管 局 ペランコシン注６００ｍｇ 大洋薬品工業 87
注射薬 6112400A3087 リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１管 局 リンコメイス注６００ｍｇ ニプロファーマ 99
注射薬 6112400A3095 リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１管 局 リズピオン注６００ｍｇ 東和薬品 92
注射薬 6112400A5063 リンコマイシン塩酸塩水和物 １ｇ３．３４ｍＬ１瓶 局 ペランコシン注１ｇ 大洋薬品工業 92
注射薬 6112400A6019 リンコマイシン塩酸塩水和物 １．５ｇ５ｍＬ１瓶 局 リンコマイシン塩酸塩注射液 95
注射薬 6112400G1028 リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１筒 ペランコシン注シリンジ６００ｍｇ 大洋薬品工業 185
注射薬 6112401A1070 クリンダマイシンリン酸エス

テル
３００ｍｇ１管 局 ミドシン注射液３００ｍｇ 沢井製薬 188

注射薬 6112401A1097 クリンダマイシンリン酸エス
テル

３００ｍｇ１管 局 クリダマシン注３００ｍｇ ニプロファーマ 188

注射薬 6112401A1119 クリンダマイシンリン酸エス
テル

３００ｍｇ１管 局 リンタシン注射液３００ｍｇ 富士製薬工業 167

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」 大洋薬品工業 188

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３００ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 188

注射薬 6112401A1143 クリンダマイシンリン酸エス
テル

３００ｍｇ１管 局 ハンダラミン注３００ｍｇ 東和薬品 188

注射薬 6112401A2085 クリンダマイシンリン酸エス
テル

６００ｍｇ１管 局 ミドシン注射液６００ｍｇ 沢井製薬 270

注射薬 6112401A2107 クリンダマイシンリン酸エス
テル

６００ｍｇ１管 局 ハンダラミン注６００ｍｇ 東和薬品 270

注射薬 6112401A2115 クリンダマイシンリン酸エス
テル

６００ｍｇ１管 局 クリダマシン注６００ｍｇ ニプロファーマ 270

注射薬 6112401A2131 クリンダマイシンリン酸エス
テル

６００ｍｇ１管 局 リンタシン注射液６００ｍｇ 富士製薬工業 270

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」 大洋薬品工業 270

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６００ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 270

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」

大洋薬品工業 241

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」

大洋薬品工業 334

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「ＭＥＥＫ」 小林化工 1,348

注射薬 6113400A1057 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 局 バンマイシン点滴静注用０．５ｇ 日医工 1,576
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０．５ｇ「ＴＸ」 トライックス 1,348

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 1,348

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」

ホスピーラ・ジャパ
ン

1,269

注射薬 6113400A1111 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０．５ｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 1,269

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 1,106
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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」

大洋薬品工業 1,348

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 1,576
注射薬 6113400A2029 バンコマイシン塩酸塩 １ｇ１瓶 局 塩酸バンコマイシン点滴静注用１ｇ「マイラン」 マイラン製薬 1,767

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「ＭＥＥＫ」 小林化工 1,767

注射薬 6119400A1077 アルベカシン硫酸塩 ７５ｍｇ１．５ｍＬ１管 局 ブルバトシン注射液７５ｍｇ シオノケミカル 2,542
注射薬 6119400A1085 アルベカシン硫酸塩 ７５ｍｇ１．５ｍＬ１管 局 アルベカシン硫酸塩注射液７５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 2,542

注射薬 6119400A1093 アルベカシン硫酸塩 ７５ｍｇ１．５ｍＬ１管 局 アルベカシン硫酸塩注射液７５ｍｇ「ＨＫ」 大興製薬 2,224

注射薬 6119400A1107 アルベカシン硫酸塩 ７５ｍｇ１．５ｍＬ１管 局 アルベカシン硫酸塩注射液７５ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 2,542

注射薬 6119400A2065 アルベカシン硫酸塩 １００ｍｇ２ｍＬ１管 局 ブルバトシン注射液１００ｍｇ シオノケミカル 2,880
注射薬 6119400A2081 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「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 2,581

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 2,224
注射薬 6119400A2103 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「ケミ

ファ」
シオノケミカル 2,880

注射薬 6119400A3045 アルベカシン硫酸塩 ２５ｍｇ０．５ｍＬ１管 局 アルベカシン硫酸塩注射液２５ｍｇ「ＨＫ」 大興製薬 1,291
注射薬 6119400A3053 アルベカシン硫酸塩 ２５ｍｇ０．５ｍＬ１管 局 アルベカシン硫酸塩注射液２５ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 1,291

注射薬 6119400A3061 アルベカシン硫酸塩 ２５ｍｇ０．５ｍＬ１管 局 ブルバトシン注射液２５ｍｇ シオノケミカル 1,402
注射薬 6119400A3070 アルベカシン硫酸塩 ２５ｍｇ０．５ｍＬ１管 局 アルベカシン硫酸塩注射液２５ｍｇ「ケミファ」 シオノケミカル 1,402

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 3,379
注射薬 6119400A4041 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「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 3,379

注射薬 6119400A4050 アルベカシン硫酸塩 ２００ｍｇ４ｍＬ１管 局 ブルバトシン注射液２００ｍｇ シオノケミカル 3,683
注射薬 6119400A4068 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「ケミ

ファ」
シオノケミカル 3,683

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」 ニプロファーマ 3,576
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 3,895

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 3,576
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 3,576
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 3,895

注射薬 6119401D1094 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 3,576

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 3,576

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」 大正薬品工業 3,115

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 3,576

注射薬 6119401D1132 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 3,576

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 3,115

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 4,680
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
272

注射薬 6123402A1133 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 局 アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 104
注射薬 6123402A1141 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 局 ベルマトン注１００ｍｇ 日医工ファーマ 104
注射薬 6123402A1150 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 局 プルテツシン注射液１００ｍｇ 大洋薬品工業 92
注射薬 6123402A1168 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 局 カシミー注１００ｍｇ ニプロファーマ 104
注射薬 6123402A1176 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 局 ロミカシン注射液１００ｍｇ 富士製薬工業 104
注射薬 6123402A3012 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 局 アミカシン硫酸塩注射液 117
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
344

注射薬 6123402A3136 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 局 アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 143
注射薬 6123402A3160 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 局 カシミー注２００ｍｇ ニプロファーマ 262
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 523
注射薬 6123404A1060 イセパマイシン硫酸塩 ２００ｍｇ２ｍＬ１管 局 エルパシン注射液２００ 大洋薬品工業 479
注射薬 6123404A1094 イセパマイシン硫酸塩 ２００ｍｇ２ｍＬ１管 局 イセシン注射液２００ｍｇ 沢井製薬 437
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２００ｍｇ「日医

工」
日医工ファーマ 414

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 794
注射薬 6123404A2058 イセパマイシン硫酸塩 ４００ｍｇ２ｍＬ１管 局 エルパシン注射液４００ 大洋薬品工業 887
注射薬 6123404A2074 イセパマイシン硫酸塩 ４００ｍｇ２ｍＬ１管 局 イセシン注射液４００ｍｇ 沢井製薬 887
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４００ｍｇ「日医

工」
日医工ファーマ 794

注射薬 6131403D1152 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ペンマリン注射用１ｇ 沢井製薬 217
注射薬 6131403D1160 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 タイペラシリン注射用１ｇ 大洋薬品工業 194
注射薬 6131403D1179 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 プランジン注用１ｇ 東和薬品 185
注射薬 6131403D1187 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ピシリアント注射用１ｇ シオノケミカル 185
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 217
注射薬 6131403D1209 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「マルコ」 日医工ファーマ 149
注射薬 6131403D2159 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ペンマリン注射用２ｇ 沢井製薬 382
注射薬 6131403D2167 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 タイペラシリン注射用２ｇ 大洋薬品工業 297
注射薬 6131403D2175 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 プランジン注用２ｇ 東和薬品 321
注射薬 6131403D2183 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ピシリアント注射用２ｇ シオノケミカル 297
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 321
注射薬 6131403D2205 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ「マルコ」 日医工ファーマ 244

注射薬 6131403P1035 ピペラシリンナトリウム １ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍＬ付）

ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ１ｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 596

注射薬 6131403P2031 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍＬ付）

ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ２ｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 678

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 大洋薬品工業 211
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 231
注射薬 6132400F1092 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 局 セフォチアロン静注用０．２５ｇ シオノケミカル 192
注射薬 6132400F1106 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 局 セピドナリン静注用０．２５ｇ 日医工ファーマ 211
注射薬 6132400F1114 セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 局 パセトクール静注用０．２５ｇ ニプロファーマ 231
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 大洋薬品工業 326
注射薬 6132400F2129 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 局 パセトクール静注用０．５ｇ ニプロファーマ 280
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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 326
注射薬 6132400F2145 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 局 セフォチアロン静注用０．５ｇ シオノケミカル 280
注射薬 6132400F2153 セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 局 セピドナリン静注用０．５ｇ 日医工ファーマ 280
注射薬 6132400F3125 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局 セピドナリン静注用１ｇ 日医工ファーマ 356
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 大洋薬品工業 467
注射薬 6132400F3150 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局 パセトクール静注用１ｇ ニプロファーマ 356
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 397
注射薬 6132400F3176 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 局 セフォチアロン静注用１ｇ シオノケミカル 467
注射薬 6132400G1071 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１キット（生理食塩

液１００ｍＬ付）
セファピコールキット点滴静注用１ｇ 大洋薬品工業 839

注射薬 6132400G3031 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍＬ付）

パセトクール静注用１ｇバッグＳ ニプロファーマ 699

注射薬 6132400G3040 セフォチアム塩酸塩 １ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍＬ付）

局 セフォチアム静注用１ｇバッグ「日医工」 日医工 699

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」 大洋薬品工業 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０．２５ｇ「日医
工」

日医工ファーマ 92

注射薬 6132401D1070 セファゾリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 局 セフマゾン注射用０．２５ｇ ニプロファーマ 92
注射薬 6132401D2076 セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 ラセナゾリン注射用０．５ｇ 日医工ファーマ 122
注射薬 6132401D2092 セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 セフマゾン注射用０．５ｇ ニプロファーマ 99
注射薬 6132401D2106 セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 セファゾリンＮａ注射用０．５ｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 99

注射薬 6132401D3137 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 局 ラセナゾリン注射用１ｇ 日医工ファーマ 122
注射薬 6132401D3153 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 局 タイセゾリン注射用１ｇ 大洋薬品工業 174
注射薬 6132401D3161 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 局 セフマゾン注射用１ｇ ニプロファーマ 174
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 イセイ 200
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」 大洋薬品工業 174
注射薬 6132401D4133 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ラセナゾリン注射用２ｇ 日医工ファーマ 259
注射薬 6132401D4150 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 タイセゾリン注射用２ｇ 大洋薬品工業 340
注射薬 6132401D4168 セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 局 セフマゾン注射用２ｇ ニプロファーマ 340
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」 大洋薬品工業 340
注射薬 6132401G3060 セファゾリンナトリウム １ｇ１キット（生理食塩

液１００ｍＬ付）
セフマゾン点滴静注用バッグ１ｇ ニプロファーマ 575

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付）

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 659

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 220
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 373
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」 ニプロファーマ 92
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」
大洋薬品工業 103

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 92

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 103
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」 ニプロファーマ 164
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」 大洋薬品工業 202

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 148

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 195
注射薬 6132408F3113 セフメタゾールナトリウム １ｇ１瓶 局 ピレタゾール静注用１ｇ 日医工ファーマ 294
注射薬 6132408F3121 セフメタゾールナトリウム １ｇ１瓶 局 セフルトール静注用１ｇ 大洋薬品工業 390
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「ＮＰ」 ニプロファーマ 294
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 390
注射薬 6132408F3156 セフメタゾールナトリウム １ｇ１瓶 局 トキオゾール静注用１ｇ イセイ 204
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」 大洋薬品工業 390
注射薬 6132408F4101 セフメタゾールナトリウム ２ｇ１瓶 局 ピレタゾール静注用２ｇ 日医工ファーマ 588
注射薬 6132408F4110 セフメタゾールナトリウム ２ｇ１瓶 局 セフルトール静注用２ｇ 大洋薬品工業 776
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「ＮＰ」 ニプロファーマ 537
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 718
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」 大洋薬品工業 776
注射薬 6132408G1051 セフメタゾールナトリウム １ｇ１キット（生理食塩

液１００ｍＬ付）
セフメタゾールＮａ静注用キット１ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 697

注射薬 6132408G2058 セフメタゾールナトリウム ２ｇ１キット（生理食塩
液１００ｍＬ付）

セフメタゾールＮａ静注用キット２ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 1,044

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付）

セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ１ｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 688

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付）

セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ２ｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 954

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 482
注射薬 6132418F1050 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 セパダシン静注用０．５ｇ シオノケミカル 525
注射薬 6132418F1068 セフタジジム水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 セフタジジム静注用０．５ｇ「マルコ」 日医工ファーマ 482
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 419
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 393
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」 大洋薬品工業 419
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 570
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」 ニプロファーマ 570
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 614
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 大洋薬品工業 652
注射薬 6132418F2072 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 セパダシン静注用１ｇ シオノケミカル 525
注射薬 6132418F2099 セフタジジム水和物 １ｇ１瓶 局 セフタジジム静注用１ｇ「マルコ」 日医工ファーマ 652
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」 ニプロファーマ 777
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 570
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 525
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 715
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 279

注射薬 6132419F1046 セフトリアキソンナトリウム
水和物

５００ｍｇ１瓶 セフィローム静注用０．５ｇ 日医工ファーマ 206

注射薬 6132419F1054 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「タ
イヨー」

大洋薬品工業 382

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 350

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 206

注射薬 6132419F1089 セフトリアキソンナトリウム
水和物

５００ｍｇ１瓶 セロニード静注用０．５ｇ 沢井製薬 382
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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「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 206

注射薬 6132419F1100 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「マイラ
ン」

マイラン製薬 382

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 383

注射薬 6132419F2042 セフトリアキソンナトリウム
水和物

１ｇ１瓶 セロニード静注用１ｇ 沢井製薬 503

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 444

注射薬 6132419F2069 セフトリアキソンナトリウム
水和物

１ｇ１瓶 ロゼクラート静注用１ｇ 大洋薬品工業 444

注射薬 6132419F2077 セフトリアキソンナトリウム
水和物

１ｇ１瓶 セフィローム静注用１ｇ 日医工ファーマ 336

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 304

注射薬 6132419F2115 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「マイラン」 マイラン製薬 444

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１ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 336

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付）

セフトリアキソンナトリウム点滴用１ｇバッグ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 870

注射薬 6132419G1041 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付）

ロゼクラートキット点滴静注用１ｇ 大洋薬品工業 829

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付）

セフトリアキソンナトリウム点滴静注用バッグ１
ｇ「ファイザー」

ファイザー 829

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「ＣＭＸ」 ケミックス 546
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 617
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「ＣＭＸ」 ケミックス 750
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 856
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 469
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「ＣＭＸ」 ケミックス 535
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 662
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「ＣＭＸ」 ケミックス 662
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」 日医工ファーマ 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 75
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 98
注射薬 6134407A2098 ゲンタマイシン硫酸塩 ４０ｍｇ１管 ルイネシン注４０ｍｇ 日医工ファーマ 85
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 108
注射薬 6134407A3086 ゲンタマイシン硫酸塩 ６０ｍｇ１管 ルイネシン注６０ｍｇ 日医工ファーマ 108
注射薬 6135400F1060 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 ハロスミン静注用０．５ｇ 日医工ファーマ 143
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」 ニプロファーマ 103
注射薬 6135400F1086 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 ホロサイルＳ静注用０．５ｇ 高田製薬 199
注射薬 6135400F1094 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 フラゼミシン静注用０．５ｇ 大洋薬品工業 135
注射薬 6135400F1108 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 ホスカリーゼ静注用０．５ｇ シオノケミカル 143
注射薬 6135400F2155 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 局 ハロスミン静注用１ｇ 日医工ファーマ 197
注射薬 6135400F2171 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 局 ホスカリーゼ静注用１ｇ シオノケミカル 220
注射薬 6135400F2180 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 局 フラゼミシン静注用１ｇ 大洋薬品工業 220
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「ＮＰ」 ニプロファーマ 197
注射薬 6135400F2201 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 局 ホロサイルＳ静注用１ｇ 高田製薬 361
注射薬 6135400F3160 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ハロスミン静注用２ｇ 日医工ファーマ 269
注射薬 6135400F3186 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ホスカリーゼ静注用２ｇ シオノケミカル 330
注射薬 6135400F3194 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 局 フラゼミシン静注用２ｇ 大洋薬品工業 344
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「ＮＰ」 ニプロファーマ 344
注射薬 6135400F3216 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 局 ホロサイルＳ静注用２ｇ 高田製薬 567
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 大洋薬品工業 876

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」 大洋薬品工業 571
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 591
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「ＮＰ」 ニプロファーマ 497
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 571
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 591
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」 田辺三菱製薬 571
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 642
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
591

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 591
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」 大洋薬品工業 870
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 976
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「ＮＰ」 ニプロファーマ 870
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 870
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 870
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」 田辺三菱製薬 870
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 800
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　Ｓｅｉ

ｋａ　ファルマ
870

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 870
注射薬 6139400G1048 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１キット（生

理食塩液１００ｍＬ付）
メロペネム点滴静注用バッグ０．５ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 1,245

注射薬 6139400G1056 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１キット（生
理食塩液１００ｍＬ付）

局 メロペネム点滴静注用バッグ０．５ｇ「日医工」 日医工 1,245

注射薬 6139400G1064 メロペネム水和物 ５００ｍｇ１キット（生
理食塩液１００ｍＬ付）

局 メロペネム点滴静注用バッグ０．５ｇ「明治」 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

1,245

注射薬 6139500F1040 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 セフロニック静注用０．５ｇ 大洋薬品工業 362

注射薬 6139500F1059 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 スペルゾン静注用０．５ｇ ケミックス 362

注射薬 6139500F1067 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 ナスパルン静注用０．５ｇ シオノケミカル 542

注射薬 6139500F1075 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 スルタムジン静注用０．５ｇ ポーラファルマ 359

注射薬 6139500F1083 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 ワイスタール静注用０．５ｇ ニプロファーマ 362

注射薬 6139500F1091 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 セフォセフ静注用０．５ｇ 沢井製薬 328

注射薬 6139500F1105 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 セフォン静注用０．５ｇ 日医工ファーマ 362
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注射薬 6139500F1113 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 バクフォーゼ静注用０．５ｇ 東和薬品 362

注射薬 6139500F2047 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 スルペゾール静注用１ｇ 東菱薬品工業 462

注射薬 6139500F2055 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 セフォセフ静注用１ｇ 沢井製薬 362

注射薬 6139500F2063 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 セフォン静注用１ｇ 日医工ファーマ 362

注射薬 6139500F2110 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 バクフォーゼ静注用１ｇ 東和薬品 422

注射薬 6139500F2128 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 スルタムジン静注用１ｇ ポーラファルマ 362

注射薬 6139500F2136 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 セフロニック静注用１ｇ 大洋薬品工業 362

注射薬 6139500F2144 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 ナスパルン静注用１ｇ シオノケミカル 542

注射薬 6139500F2152 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 スペルゾン静注用１ｇ ケミックス 422

注射薬 6139500F2160 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 ワイスタール静注用１ｇ ニプロファーマ 422

注射薬 6139500G1054 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１キット（生理
食塩液１００ｍＬ付）

注用ワイスタール１ｇバッグＳ ニプロファーマ 721

注射薬 6139500G1062 スルバクタムナトリウム・セ
フォペラゾンナトリウム

（１ｇ）１キット（生理
食塩液１００ｍＬ付）

セフロニックキット点滴静注用１ｇ 大洋薬品工業 925

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 大洋薬品工業 879

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 826

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 879

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 715

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 大洋薬品工業 1,292

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 1,103

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 1,181

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 1,181

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 986

注射薬 6139501G1040 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１００ｍＬ付）

インダストキット点滴静注用０．５ｇ 大洋薬品工業 1,543

注射薬 6139501G1059 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１００ｍＬ付）

イミペナーム点滴用０．５ｇバッグ ニプロファーマ 1,614

注射薬 6139504F1030 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 ユナスピン静注用０．７５ｇ ケミックス 321

注射薬 6139504F1057 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 スルバクシン静注用０．７５ｇ シオノケミカル 406

注射薬 6139504F1065 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 スルバシリン静注用０．７５ｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

386

注射薬 6139504F1073 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 ピスルシン静注用０．７５ｇ 大原薬品工業 321

注射薬 6139504F1081 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 アンスルマイラン静注用０．７５ｇ マイラン製薬 386

注射薬 6139504F1090 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（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 294

注射薬 6139504F1103 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 ピシリバクタ静注用０．７５ｇ 日医工 406

注射薬 6139504F1111 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（０．７５ｇ）１瓶 ユーシオン－Ｓ静注用０．７５ｇ 沢井製薬 386

注射薬 6139504F2037 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 ピシリバクタ静注用１．５ｇ 日医工 449

注射薬 6139504F2045 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 ユーシオン－Ｓ静注用１．５ｇ 沢井製薬 449

注射薬 6139504F2053 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 ユナスピン静注用１．５ｇ ケミックス 407

注射薬 6139504F2070 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 スルバクシン静注用１．５ｇ シオノケミカル 449

注射薬 6139504F2088 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 スルバシリン静注用１．５ｇ Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

449

注射薬 6139504F2096 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 ピスルシン静注用１．５ｇ 大原薬品工業 344

注射薬 6139504F2100 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（１．５ｇ）１瓶 アンスルマイラン静注用１．５ｇ マイラン製薬 407

注射薬 6139504F2118 スルバクタムナトリウム・ア
ンピシリンナトリウム

（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 372

注射薬 6152401F1081 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 局 ミノペン点滴静注用１００ｍｇ 沢井製薬 188
注射薬 6152401F1090 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１００ｍｇ「日

医工」
日医工ファーマ 145

注射薬 6152401F1103 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 局 クーペラシン点滴静注用１００ｍｇ 高田製薬 188
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１００ｍｇ「タ

イヨー」
大洋薬品工業 188

注射薬 6152401F1120 ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 局 ナミマイシン点滴静注用１００ｍｇ 富士製薬工業 188
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　Ｓｅｉ
ｋａ　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　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

220

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　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

395

注射薬 6241400A3033 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液３００ｍｇ「Ｄ
Ｋ」

大興製薬 1,680

注射薬 6241400A3041 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液３００ｍｇ「ケミ
ファ」

シオノケミカル 1,680

注射薬 6241400A3050 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液３００ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 1,454
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注射薬 6241400A3068 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液３００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 1,454

注射薬 6241400A3076 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液３００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 1,680

注射薬 6241400A3084 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液３００ｍｇ「日医
工」

日医工 1,680

注射薬 6241400A3092 シプロフロキサシン ３００ｍｇ１５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注３００ｍｇ／１５０
ｍＬ「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

1,620

注射薬 6241400A4030 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液２００ｍｇ「Ｄ
Ｋ」

大興製薬 1,272

注射薬 6241400A4048 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液２００ｍｇ「ケミ
ファ」

シオノケミカル 1,272

注射薬 6241400A4056 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液２００ｍｇ「タイ
ヨー」

大洋薬品工業 1,446

注射薬 6241400A4064 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液２００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 1,272

注射薬 6241400A4072 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液２００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 1,446

注射薬 6241400A4080 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注液２００ｍｇ「日医
工」

日医工 1,446

注射薬 6241400A4099 シプロフロキサシン ２００ｍｇ１００ｍＬ１
袋

シプロフロキサシン点滴静注２００ｍｇ／１００
ｍＬ「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

1,446

注射薬 6241400A5028 シプロフロキサシン ３００ｍｇ２５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシンＤＵ点滴静注液３００ｍｇ／
２５０ｍＬ「ＮＰ」

ニプロファーマ 1,585

注射薬 6241400A5036 シプロフロキサシン ３００ｍｇ２５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシンＤＵ点滴静注液３００ｍｇ／
２５０ｍＬ「サワイ」

沢井製薬 1,803

注射薬 6241400A5044 シプロフロキサシン ３００ｍｇ２５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシンＤＵ点滴静注液３００ｍｇ／
２５０ｍＬ「日医工」

日医工 1,803

注射薬 6241400A5052 シプロフロキサシン ３００ｍｇ２５０ｍＬ１
袋

シプロフロキサシンＤＵ点滴静注３００ｍｇ／２
５０ｍＬ「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

1,803

注射薬 6250400D1052 ビダラビン ３００ｍｇ１瓶 ビフビン点滴静注用３００ｍｇ 富士製薬工業 5,239
注射薬 6250401A1042 アシクロビル ２５０ｍｇ１管 ベルクスロン注射液２５０ 東和薬品 872
注射薬 6250401A1050 アシクロビル ２５０ｍｇ１管 アシクロビン点滴静注２５０ｍｇ 日医工 681
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 1,512
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 923
注射薬 6250401F1015 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル２５０ｍｇ注射用 681
注射薬 6250401F1147 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシロベック点滴静注用２５０ｍｇ 沢井製薬 872
注射薬 6250401F1163 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アクチダス点滴静注用２５０ｍｇ シオノケミカル 872
注射薬 6250401F1180 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシクリル点滴静注用２５０ｍｇ アイロム製薬 872
注射薬 6250401F1201 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 ベルクスロン点滴静注用２５０ｍｇ 東和薬品 872
注射薬 6250401F1228 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 872

注射薬 6250401G1053 アシクロビル ２５０ｍｇ１キット（生
理食塩液１００ｍＬ付）

アクチオス点滴静注用２５０ｍｇキット 大洋薬品工業 1,823

注射薬 6250401G4028 アシクロビル ２５０ｍｇ１００ｍＬ１
袋

局 点滴静注用アシクリルバッグ２５０ｍｇ／１００
ｍＬ

アイロム製薬 1,123

注射薬 6290401A1030 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 ニコアゾリン注射液０．１％ イセイ 1,011
注射薬 6290401A1048 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 ミコシスト静注液０．１％ 高田製薬 1,176
注射薬 6290401A1064 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 ビスカルツ注０．１％ 扶桑薬品工業 1,176
注射薬 6290401A1102 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 1,097
注射薬 6290401A1110 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 1,011
注射薬 6290401A1129 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 1,097
注射薬 6290401A1137 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「日医工」 日医工ファーマ 1,385
注射薬 6290401A2036 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 ニコアゾリン注射液０．２％ イセイ 1,400
注射薬 6290401A2060 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 ミコシスト静注液０．２％ 高田製薬 2,141
注射薬 6290401A2117 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 ビスカルツ注０．２％ 扶桑薬品工業 1,400
注射薬 6290401A2184 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 1,959
注射薬 6290401A2192 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 1,667
注射薬 6290401A2206 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾン静注１００ｍｇ 日医工ファーマ 2,141
注射薬 6290401A2214 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 1,667

注射薬 6290401A3032 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 ニコアゾリン注射液０．２％ イセイ 1,893
注射薬 6290401A3067 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 ミコシスト静注液０．２％ 高田製薬 2,665
注射薬 6290401A3113 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 ビスカルツ注０．２％ 扶桑薬品工業 2,845
注射薬 6290401A3172 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 3,653
注射薬 6290401A3180 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 2,845
注射薬 6290401A3199 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 フルコナゾン静注２００ｍｇ 日医工ファーマ 2,845
注射薬 6290401A3202 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「マイラン」 マイラン製薬 1,893

注射薬 6290401A4039 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 フラノス点滴静注液１００ｍｇ 富山化学工業 2,258
注射薬 6290401A4047 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 フルタンゾール注０．２％ ニプロファーマ 1,475
注射薬 6290401A4055 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール静注液０．２％「Ｆ」 富士製薬工業 2,258
注射薬 6290401A4063 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 フルカード静注液１００ｍｇ 大洋薬品工業 1,390
注射薬 6290401A5035 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１袋 フラノス点滴静注液２００ｍｇ 富山化学工業 3,780
注射薬 6290401A5043 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１袋 フルタンゾール注０．２％ ニプロファーマ 4,308
注射薬 6290401A5051 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１袋 フルコナゾール静注液０．２％「Ｆ」 富士製薬工業 3,780
注射薬 6290401A5060 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１袋 フルカード静注液２００ｍｇ 大洋薬品工業 1,761
注射薬 6290401A6023 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１袋 フラノス点滴静注液５０ｍｇ 富山化学工業 1,585
注射薬 6290401A6031 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１袋 フルタンゾール注０．１％ ニプロファーマ 1,475
注射薬 6290401A6040 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１袋 フルコナゾール静注液０．１％「Ｆ」 富士製薬工業 1,215
注射薬 7219412A2041 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１

瓶
バイステージ注３００ 大洋薬品工業 2,524

注射薬 7219412A2076 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１
瓶

オイパロミン３００注５０ｍＬ 富士製薬工業 2,524

注射薬 7219412A2084 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１
瓶

モイオパミン３００注５０ｍＬ 光製薬 3,143

注射薬 7219412A3048 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ
１瓶

バイステージ注３００ 大洋薬品工業 3,980

注射薬 7219412A3080 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ
１瓶

オイパロミン３００注１００ｍＬ 富士製薬工業 4,833

注射薬 7219412A3099 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ
１瓶

モイオパミン３００注１００ｍＬ 光製薬 4,548

注射薬 7219412A5040 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１
瓶

バイステージ注３７０ 大洋薬品工業 2,841

注射薬 7219412A5075 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１
瓶

オイパロミン３７０注５０ｍＬ 富士製薬工業 2,586

注射薬 7219412A5083 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１
瓶

モイオパミン３７０注５０ｍＬ 光製薬 3,477
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注射薬 7219412A6047 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ
１瓶

バイステージ注３７０ 大洋薬品工業 3,980

注射薬 7219412A6080 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ
１瓶

オイパロミン３７０注１００ｍＬ 富士製薬工業 5,073

注射薬 7219412A6098 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ
１瓶

モイオパミン３７０注１００ｍＬ 光製薬 5,817

注射薬 7219412A7051 イオパミドール ３０．６２％５０ｍＬ１
瓶

バイステージ注１５０ 大洋薬品工業 1,393

注射薬 7219412A7060 イオパミドール ３０．６２％５０ｍＬ１
瓶

オイパロミン１５０注５０ｍＬ 富士製薬工業 1,393

注射薬 7219412A8058 イオパミドール ３０．６２％２００ｍＬ
１瓶

バイステージ注１５０ 大洋薬品工業 3,738

注射薬 7219412A8066 イオパミドール ３０．６２％２００ｍＬ
１瓶

オイパロミン１５０注２００ｍＬ 富士製薬工業 5,154

注射薬 7219412A9062 イオパミドール ６１．２４％２０ｍＬ１
瓶

バイステージ注３００ 大洋薬品工業 1,273

注射薬 7219412A9070 イオパミドール ６１．２４％２０ｍＬ１
瓶

オイパロミン３００注２０ｍＬ 富士製薬工業 1,177

注射薬 7219412A9089 イオパミドール ６１．２４％２０ｍＬ１
瓶

モイオパミン３００注２０ｍＬ 光製薬 1,761

注射薬 7219412G1048 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ
１筒

オイパロミン３００注シリンジ１００ｍＬ 富士製薬工業 5,235

注射薬 7219412G1056 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ
１筒

モイオパミン注３００シリンジ 光製薬 4,548

注射薬 7219412G2060 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１
筒

オイパロミン３００注シリンジ５０ｍＬ 富士製薬工業 3,104

注射薬 7219412G2079 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１
筒

モイオパミン注３００シリンジ 光製薬 3,375

注射薬 7219412G2087 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１
筒

バイステージ注３００シリンジ５０ｍＬ 大洋薬品工業 2,803

注射薬 7219412G3032 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ
１筒

バイステージ注３００ 大洋薬品工業 5,235

注射薬 7219412G5043 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ
１筒

バイステージ注３７０シリンジ１００ｍＬ 大洋薬品工業 5,065

注射薬 7219412G6040 イオパミドール ６１．２４％８０ｍＬ１
筒

オイパロミン３００注シリンジ８０ｍＬ 富士製薬工業 4,326

注射薬 7219412G6058 イオパミドール ６１．２４％８０ｍＬ１
筒

バイステージ注３００シリンジ８０ｍＬ 大洋薬品工業 3,996

注射薬 7219412G6066 イオパミドール ６１．２４％８０ｍＬ１
筒

モイオパミン注３００シリンジ 光製薬 4,326

注射薬 7219412G7046 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ
１筒

オイパロミン３７０注シリンジ１００ｍＬ 富士製薬工業 5,973

注射薬 7219412G7054 イオパミドール ７５．５２％１００ｍＬ
１筒

モイオパミン注３７０シリンジ 光製薬 5,973

注射薬 7219412G9057 イオパミドール ７５．５２％８０ｍＬ１
筒

オイパロミン３７０注シリンジ８０ｍＬ 富士製薬工業 4,562

注射薬 7219412G9065 イオパミドール ７５．５２％８０ｍＬ１
筒

バイステージ注３７０シリンジ８０ｍＬ 大洋薬品工業 4,244

注射薬 7219412G9073 イオパミドール ７５．５２％８０ｍＬ１
筒

モイオパミン注３７０シリンジ 光製薬 4,562

注射薬 7219412H1060 イオパミドール ７５．５２％２０ｍＬ１
瓶

バイステージ注３７０ 大洋薬品工業 1,761

注射薬 7219412H1078 イオパミドール ７５．５２％２０ｍＬ１
瓶

オイパロミン３７０注２０ｍＬ 富士製薬工業 1,224

注射薬 7219412H1086 イオパミドール ７５．５２％２０ｍＬ１
瓶

モイオパミン３７０注２０ｍＬ 光製薬 1,761

注射薬 7219412H2031 イオパミドール ６１．２４％１００ｍＬ
１袋

モイオパミン注３００ 光製薬 4,548

注射薬 7219412H3038 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１
袋

モイオパミン注３００ 光製薬 3,143

注射薬 7219412P1048 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１
筒

モイオパミン注３７０シリンジ 光製薬 3,938

注射薬 7219412P1056 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１
筒

バイステージ注３７０シリンジ５０ｍＬ 大洋薬品工業 3,005

注射薬 7219412P1064 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１
筒

オイパロミン３７０注シリンジ５０ｍＬ 富士製薬工業 3,005

注射薬 7219415A8035 イオヘキソール ６４．７１％１０ｍＬ１
瓶

イオベリン注３００ 大洋薬品工業 796

注射薬 7219415A8051 イオヘキソール ６４．７１％１０ｍＬ１
瓶

イオヘキソール３００注１０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 699

注射薬 7219415A8060 イオヘキソール ６４．７１％１０ｍＬ１
瓶

イオパーク３００注１０ｍＬ 富士製薬工業 865

注射薬 7219415A9040 イオヘキソール ６４．７１％２０ｍＬ１
瓶

イオベリン注３００ 大洋薬品工業 1,289

注射薬 7219415A9058 イオヘキソール ６４．７１％２０ｍＬ１
瓶

イオパーク３００注２０ｍＬ 富士製薬工業 1,535

注射薬 7219415A9074 イオヘキソール ６４．７１％２０ｍＬ１
瓶

イオヘキソール３００注２０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 1,289

注射薬 7219415G1041 イオヘキソール ５１．７７％１００ｍＬ
１筒

イオパーク２４０注シリンジ１００ｍＬ 富士製薬工業 5,975

注射薬 7219415G2048 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
筒

イオベリンシリンジ３００ 大洋薬品工業 3,640

注射薬 7219415G2056 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
筒

イオパーク３００注シリンジ５０ｍＬ 富士製薬工業 4,015

注射薬 7219415G2072 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
筒

イオソール注３００シリンジ５０ｍＬ 東和薬品 2,845

注射薬 7219415G2080 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
筒

イオヘキソール３００注シリンジ５０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 3,256

注射薬 7219415G3036 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ
１筒

イオベリンシリンジ３００ 大洋薬品工業 5,505

注射薬 7219415G3052 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ
１筒

モイオパーク３００シリンジ 興和 4,564

注射薬 7219415G3087 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ
１筒

イオパーク３００注シリンジ１００ｍＬ 富士製薬工業 6,814

注射薬 7219415G3095 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ
１筒

イオヘキソール注３００シリンジ「ＨＫ」 光製薬 4,564

注射薬 7219415G3109 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ
１筒

イオソール注３００シリンジ１００ｍＬ 東和薬品 5,138

注射薬 7219415G4040 イオヘキソール ６４．７１％８０ｍＬ１
筒

イオベリンシリンジ３００ 大洋薬品工業 5,246



区分
薬価基準収
載医薬品

成分名 規格 メーカー名 薬価品名

注射薬 7219415G4059 イオヘキソール ６４．７１％８０ｍＬ１
筒

イオパーク３００注シリンジ８０ｍＬ 富士製薬工業 5,933

注射薬 7219415G4075 イオヘキソール ６４．７１％８０ｍＬ１
筒

イオソール注３００シリンジ８０ｍＬ 東和薬品 4,276

注射薬 7219415G4083 イオヘキソール ６４．７１％８０ｍＬ１
筒

イオヘキソール３００注シリンジ８０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 4,276

注射薬 7219415G5039 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍＬ
１筒

イオベリンシリンジ３５０ 大洋薬品工業 5,819

注射薬 7219415G5055 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍＬ
１筒

イオパーク３５０注シリンジ１００ｍＬ 富士製薬工業 7,430

注射薬 7219415G6043 イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ
１筒

イオソール注３００シリンジ１５０ｍＬ 東和薬品 8,081

注射薬 7219415G6051 イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ
１筒

イオパーク３００注シリンジ１５０ｍＬ 富士製薬工業 10,784

注射薬 7219415G6060 イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ
１筒

イオヘキソール３００注シリンジ１５０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 5,596

注射薬 7219415G6078 イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ
１筒

イオベリン３００注シリンジ１５０ｍＬ 大洋薬品工業 7,514

注射薬 7219415G7040 イオヘキソール ６４．７１％１２５ｍＬ
１筒

イオソール注３００シリンジ１２５ｍＬ 東和薬品 6,864

注射薬 7219415G7058 イオヘキソール ６４．７１％１２５ｍＬ
１筒

イオパーク３００注シリンジ１２５ｍＬ 富士製薬工業 8,748

注射薬 7219415G7066 イオヘキソール ６４．７１％１２５ｍＬ
１筒

イオヘキソール３００注シリンジ１２５ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 5,259

注射薬 7219415G7074 イオヘキソール ６４．７１％１２５ｍＬ
１筒

イオベリン３００注シリンジ１２５ｍＬ 大洋薬品工業 6,864

注射薬 7219415G8046 イオヘキソール ７５．４９％７０ｍＬ１
筒

イオパーク３５０注シリンジ７０ｍＬ 富士製薬工業 5,453

注射薬 7219415G8054 イオヘキソール ７５．４９％７０ｍＬ１
筒

イオベリン３５０注シリンジ７０ｍＬ 大洋薬品工業 5,819

注射薬 7219415H1055 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
瓶

イオベリン注３００ 大洋薬品工業 3,483

注射薬 7219415H1063 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
瓶

イオパーク３００注５０ｍＬ 富士製薬工業 3,662

注射薬 7219415H1080 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１
瓶

イオヘキソール３００注５０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 3,105

注射薬 7219415H2043 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ
１瓶

イオベリン注３００ 大洋薬品工業 5,465

注射薬 7219415H2060 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ
１瓶

イオパーク３００注１００ｍＬ 富士製薬工業 6,695

注射薬 7219415H3040 イオヘキソール ７５．４９％２０ｍＬ１
瓶

イオベリン注３５０ 大洋薬品工業 1,795

注射薬 7219415H3058 イオヘキソール ７５．４９％２０ｍＬ１
瓶

イオパーク３５０注２０ｍＬ 富士製薬工業 1,795

注射薬 7219415H4046 イオヘキソール ７５．４９％５０ｍＬ１
瓶

イオベリン注３５０ 大洋薬品工業 4,178

注射薬 7219415H4054 イオヘキソール ７５．４９％５０ｍＬ１
瓶

イオパーク３５０注５０ｍＬ 富士製薬工業 4,178

注射薬 7219415H5034 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍＬ
１瓶

イオベリン注３５０ 大洋薬品工業 6,861

注射薬 7219415H5050 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍＬ
１瓶

イオパーク３５０注１００ｍＬ 富士製薬工業 7,430

注射薬 7219415H6049 イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ
１瓶

イオパーク３００注１５０ｍＬ 富士製薬工業 9,759

注射薬 7219415H6057 イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ
１瓶

イオヘキソール３００注１５０ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 8,620

注射薬 7219415H6065 イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍＬ
１瓶

イオベリン３００注１５０ｍＬ 大洋薬品工業 7,157

注射薬 7219415H7037 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ
１袋

イオヘキソール３００注「ＨＫ」 光製薬 5,913

注射薬 7219418A6044 イオプロミド ６２．３４％２０ｍＬ１
瓶

イオプロミド３００注２０ｍＬ「ＦＲＩ」 富士フイルムＲＩ
ファーマ

1,601

注射薬 7219418A7040 イオプロミド ６２．３４％５０ｍＬ１
瓶

イオプロミド３００注５０ｍＬ「ＦＲＩ」 富士フイルムＲＩ
ファーマ

3,741

注射薬 7219418A8047 イオプロミド ６２．３４％１００ｍＬ
１瓶

イオプロミド３００注１００ｍＬ「ＦＲＩ」 富士フイルムＲＩ
ファーマ

7,090

注射薬 7219418A9043 イオプロミド ７６．８９％２０ｍＬ１
瓶

イオプロミド３７０注２０ｍＬ「ＦＲＩ」 富士フイルムＲＩ
ファーマ

1,811

注射薬 7219418G1045 イオプロミド ６２．３４％１００ｍＬ
１筒

イオプロミド３００注シリンジ１００ｍＬ「ＦＲ
Ｉ」

富士フイルムＲＩ
ファーマ

7,388

注射薬 7219418G2033 イオプロミド ６２．３４％５０ｍＬ１
筒

イオプロミド３００注シリンジ５０ｍＬ「ＦＲ
Ｉ」

富士フイルムＲＩ
ファーマ

3,960

注射薬 7219418G3030 イオプロミド ６２．３４％８０ｍＬ１
筒

イオプロミド３００注シリンジ８０ｍＬ「ＦＲ
Ｉ」

富士フイルムＲＩ
ファーマ

5,978

注射薬 7219418G4028 イオプロミド ７６．８９％５０ｍＬ１
筒

イオプロミド３７０注シリンジ５０ｍＬ「ＦＲ
Ｉ」

富士フイルムＲＩ
ファーマ

4,525

注射薬 7219418G5024 イオプロミド ７６．８９％８０ｍＬ１
筒

イオプロミド３７０注シリンジ８０ｍＬ「ＦＲ
Ｉ」

富士フイルムＲＩ
ファーマ

7,415

注射薬 7219418G6020 イオプロミド ７６．８９％１００ｍＬ
１筒

イオプロミド３７０注シリンジ１００ｍＬ「ＦＲ
Ｉ」

富士フイルムＲＩ
ファーマ

8,866

注射薬 7219418H1040 イオプロミド ７６．８９％５０ｍＬ１
瓶

イオプロミド３７０注５０ｍＬ「ＦＲＩ」 富士フイルムＲＩ
ファーマ

4,180

注射薬 7219418H2047 イオプロミド ７６．８９％１００ｍＬ
１瓶

イオプロミド３７０注１００ｍＬ「ＦＲＩ」 富士フイルムＲＩ
ファーマ

7,870

注射薬 7223401A1031 プロチレリン酒石酸塩水和物 ０．５ｍｇ１管 ヒルロック注０．５ 沢井製薬 603
注射薬 7223401A1066 プロチレリン酒石酸塩水和物 ０．５ｍｇ１管 ヒシダリン注０．５ｍｇ ニプロファーマ 502
注射薬 7223401A1082 プロチレリン酒石酸塩水和物 ０．５ｍｇ１管 ボグニン注０．５ｍｇ 日医工ファーマ 502
注射薬 7223401A2046 プロチレリン酒石酸塩水和物 １ｍｇ１ｍＬ１管 ボグニン注１ｍｇ 日医工ファーマ 1,237
注射薬 7223401A2054 プロチレリン酒石酸塩水和物 １ｍｇ１ｍＬ１管 ヒルロック注１ 沢井製薬 1,237
注射薬 7223401A2062 プロチレリン酒石酸塩水和物 １ｍｇ１ｍＬ１管 ヒシダリン注１ｍｇ ニプロファーマ 1,020
注射薬 7223401A3034 プロチレリン酒石酸塩水和物 ２ｍｇ１ｍＬ１管 ヒルロック注２ 沢井製薬 2,559
注射薬 7223401A3050 プロチレリン酒石酸塩水和物 ２ｍｇ１ｍＬ１管 ヒシダリン注２ｍｇ ニプロファーマ 2,559
注射薬 7223401A3085 プロチレリン酒石酸塩水和物 ２ｍｇ１ｍＬ１管 ボグニン注２ｍｇ 日医工ファーマ 1,852
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 1,983

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 1,705

注射薬 7290402A2035 フルオレセイン １０％５ｍＬ１瓶 フルオレサイト静注５００ｍｇ 日本アルコン 1,190
注射薬 7290405A7030 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％１０ｍＬ１

筒
ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ１０ｍＬ「ＤＫ」

大興製薬 5,222
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注射薬 7290405A7049 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％１０ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ１０ｍＬ「ＳＮ」

シオノケミカル 5,222

注射薬 7290405A7057 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％１０ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ１０ｍＬ「タイヨー」

大洋薬品工業 5,470

注射薬 7290405A7065 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％１０ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ１０ｍＬ「Ｆ」

富士製薬工業 5,222

注射薬 7290405A7081 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％１０ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ１０ｍＬ「トーワ」

東和薬品 5,222

注射薬 7290405A8037 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％１５ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ１５ｍＬ「ＤＫ」

大興製薬 5,992

注射薬 7290405A8045 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％１５ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ１５ｍＬ「ＳＮ」

シオノケミカル 6,280

注射薬 7290405A8053 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％１５ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ１５ｍＬ「タイヨー」

大洋薬品工業 6,849

注射薬 7290405A8061 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％１５ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ１５ｍＬ「Ｆ」

富士製薬工業 5,588

注射薬 7290405A8088 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％１５ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ１５ｍＬ「トーワ」

東和薬品 5,588

注射薬 7290405A9033 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％２０ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ２０ｍＬ「ＤＫ」

大興製薬 7,015

注射薬 7290405A9041 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％２０ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ２０ｍＬ「ＳＮ」

シオノケミカル 7,605

注射薬 7290405A9050 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％２０ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ２０ｍＬ「タイヨー」

大洋薬品工業 7,605

注射薬 7290405A9068 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％２０ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ２０ｍＬ「Ｆ」

富士製薬工業 7,015

注射薬 7290405A9084 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％２０ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ２０ｍＬ「トーワ」

東和薬品 7,015

注射薬 7290405G1035 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％５ｍＬ１筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ５ｍＬ「ＤＫ」

大興製薬 3,533

注射薬 7290405G1043 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％５ｍＬ１筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ５ｍＬ「ＳＮ」

シオノケミカル 3,533

注射薬 7290405G1051 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％５ｍＬ１筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ５ｍＬ「タイヨー」

大洋薬品工業 3,533

注射薬 7290405G1060 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％５ｍＬ１筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ５ｍＬ「Ｆ」

富士製薬工業 3,533

注射薬 7290405G1086 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％５ｍＬ１筒 ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ５ｍＬ「トーワ」

東和薬品 3,328

注射薬 7290405G3020 ガドペンテト酸メグルミン ３７．１４％１３ｍＬ１
筒

ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１４％シ
リンジ１３ｍＬ「Ｆ」

富士製薬工業 5,588

注射薬 7290408G1047 ガドジアミド水和物 ３２．３％１０ｍＬ１筒 ガドジアミド静注３２％シリンジ１０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 4,455

注射薬 7290408G1055 ガドジアミド水和物 ３２．３％１０ｍＬ１筒 ガドジアミド静注３２％シリンジ１０ｍＬ「トー
ワ」

東和薬品 4,455

注射薬 7290408G1063 ガドジアミド水和物 ３２．３％１０ｍＬ１筒 ガドジアミド静注液３２％シリンジ１０ｍＬ
「Ｆ」

富士製薬工業 4,868

注射薬 7290408G2043 ガドジアミド水和物 ３２．３％１５ｍＬ１筒 ガドジアミド静注３２％シリンジ１５ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 6,231

注射薬 7290408G2051 ガドジアミド水和物 ３２．３％１５ｍＬ１筒 ガドジアミド静注３２％シリンジ１５ｍＬ「トー
ワ」

東和薬品 6,231

注射薬 7290408G2060 ガドジアミド水和物 ３２．３％１５ｍＬ１筒 ガドジアミド静注液３２％シリンジ１５ｍＬ
「Ｆ」

富士製薬工業 6,768

注射薬 7290408G3040 ガドジアミド水和物 ３２．３％２０ｍＬ１筒 ガドジアミド静注３２％シリンジ２０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 8,577

注射薬 7290408G3058 ガドジアミド水和物 ３２．３％２０ｍＬ１筒 ガドジアミド静注３２％シリンジ２０ｍＬ「トー
ワ」

東和薬品 8,577

注射薬 7290408G3066 ガドジアミド水和物 ３２．３％２０ｍＬ１筒 ガドジアミド静注液３２％シリンジ２０ｍＬ
「Ｆ」

富士製薬工業 9,220

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５ｍＬ「ＨＫ」 光製薬 2,589
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５ｍＬ「トー

ワ」
東和薬品 2,589

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５ｍＬ「Ｆ」 富士製薬工業 2,532
注射薬 7290408G5026 ガドジアミド水和物 ３２．３％１３ｍＬ１筒 ガドジアミド静注液３２％シリンジ１３ｍＬ

「Ｆ」
富士製薬工業 6,144

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 2,773
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 1,410
注射薬 8219400A1055 フェンタニルクエン酸塩 ０．００５％２ｍＬ１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 228
注射薬 8219400A2043 フェンタニルクエン酸塩 ０．００５％５ｍＬ１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 544

注射薬 8219400A3023 フェンタニルクエン酸塩 ０．００５％１０ｍＬ１
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 1,049

外用薬 1116701X1023 亜酸化窒素・酸素 ３０％１Ｌ アネソキシン－３０ 昭和電工 6.30
外用薬 1116701X1031 亜酸化窒素・酸素 ３０％１Ｌ アネックス－３０ 和歌山酸素 6.30
外用薬 1116702X1028 亜酸化窒素・酸素 ５０％１Ｌ アネソキシン－５０ 昭和電工 7.60
外用薬 1116702X1036 亜酸化窒素・酸素 ５０％１Ｌ アネックス－５０ 和歌山酸素 7.60
外用薬 1119701G1068 イソフルラン １ｍＬ 局 イソフルラン「ＡＷ」 エア・ウォーター 40.10
外用薬 1119701G1076 イソフルラン １ｍＬ 局 エスカイン吸入麻酔液 マイラン製薬 30.10
外用薬 1119702G1038 セボフルラン １ｍＬ セボネス バクスター 49.10
外用薬 1119702G1054 セボフルラン １ｍＬ 局 セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 マイラン製薬 49.10
外用薬 1141700J3064 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アフロギス坐剤２００ 日新製薬（山形） 19.30
外用薬 1141700J3072 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 パラセタ坐剤２００ シオエ製薬 20.30
外用薬 1141700J3137 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「ＴＹ

Ｋ」
大正薬品工業 19.30

外用薬 1141700J3145 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「タナ
ベ」

長生堂製薬 19.30

外用薬 1143700J5029 アスピリン ７５０ｍｇ１個 サリチゾン坐薬７５０ 昭和薬品化工 21.10
外用薬 1147700J1022 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 アデフロニックズポ１２．５ 大洋薬品工業 19.30
外用薬 1147700J1030 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 アナバン坐剤１２．５ 富士化学工業 30.80
外用薬 1147700J1081 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 ボラボミン坐剤１２．５ｍｇ 鶴原製薬 19.30
外用薬 1147700J1090 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 ボンフェナック坐剤１２．５ 京都薬品工業 19.30
外用薬 1147700J1111 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 ベギータ坐剤１２．５ シオノケミカル 19.30
外用薬 1147700J1120 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 ボナフェック坐剤１２．５ 日新製薬（山形） 19.30
外用薬 1147700J1138 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 メリカット坐剤１２．５ 日医工ファーマ 19.30
外用薬 1147700J1146 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「Ｊ

Ｇ」
日本ジェネリック 19.30

外用薬 1147700J1154 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「タ
ナベ」

長生堂製薬 19.30

外用薬 1147700J2029 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 アデフロニックズポ２５ 大洋薬品工業 19.30
外用薬 1147700J2037 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 アナバン坐剤２５ 富士化学工業 34.30
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外用薬 1147700J2045 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 ボナフェック坐剤２５ 日新製薬（山形） 19.30
外用薬 1147700J2053 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 ボラボミン坐剤２５ｍｇ 鶴原製薬 19.30
外用薬 1147700J2088 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 ボンフェナック坐剤２５ 京都薬品工業 26.40
外用薬 1147700J2169 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 ベギータ坐剤２５ シオノケミカル 19.30
外用薬 1147700J2177 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 メリカット坐剤２５ 日医工ファーマ 19.30
外用薬 1147700J2193 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 ボルマゲン坐剤２５ｍｇ 大正薬品工業 19.30
外用薬 1147700J2207 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 19.30

外用薬 1147700J2215 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「タナ
ベ」

長生堂製薬 19.30

外用薬 1147700J3033 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 アデフロニックズポ５０ 大洋薬品工業 19.30
外用薬 1147700J3041 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 アナバン坐剤５０ 富士化学工業 47.20
外用薬 1147700J3076 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 ボナフェック坐剤５０ 日新製薬（山形） 19.30
外用薬 1147700J3106 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 ボンフェナック坐剤５０ 京都薬品工業 30.80
外用薬 1147700J3181 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 ベギータ坐剤５０ シオノケミカル 19.30
外用薬 1147700J3190 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 メリカット坐剤５０ 日医工ファーマ 22.60
外用薬 1147700J3211 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 ボラボミン坐剤５０ｍｇ 鶴原製薬 20.20
外用薬 1147700J3220 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 ボルマゲン坐剤５０ｍｇ 大正薬品工業 20.20
外用薬 1147700J3238 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 19.30

外用薬 1147700J3246 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「タナ
ベ」

長生堂製薬 19.30

外用薬 1147700J4030 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１筒 レクトス注腸軟膏２５ｍｇ 日医工ファーマ 102.80
外用薬 1147700J5036 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１筒 レクトス注腸軟膏５０ｍｇ 日医工ファーマ 108.30
外用薬 1149700J1060 ケトプロフェン ５０ｍｇ１個 メジェイド坐剤５０ 日新製薬（山形） 24.70
外用薬 1149700J1086 ケトプロフェン ５０ｍｇ１個 ケトプロフェン坐剤５０ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 19.30
外用薬 1149700J1094 ケトプロフェン ５０ｍｇ１個 レイナノン坐剤５０ シオノケミカル 24.70
外用薬 1149700J2066 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 メジェイド坐剤７５ 日新製薬（山形） 27.30
外用薬 1149700J2082 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 レイナノン坐剤７５ シオノケミカル 27.30
外用薬 1149700J2090 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 ケトプロフェン坐剤７５ｍｇ「タナベ」 長生堂製薬 22.00
外用薬 1149701J1013 ピロキシカム ２０ｍｇ１個 ピロキシカム２０ｍｇ坐剤 23.70
外用薬 1214700P1046 塩酸リドカイン ２％１ｍＬ パートランゼリー２％ 日新製薬（山形） 5.50
外用薬 1214700P1062 塩酸リドカイン ２％１ｍＬ アネトカインゼリー２％ 小林化工 5.10
外用薬 1214701R1041 リドカイン １ｇ パートランポンプスプレー８％ 日新製薬（山形） 19.00
外用薬 1214701R1050 リドカイン １ｇ キシロカインポンプスプレー８％ アストラゼネカ 23.70
外用薬 1214701S1043 リドカイン （１８ｍｇ）３０．５ｍ

ｍ×５０．０ｍｍ１枚
ユーパッチテープ１８ｍｇ 祐徳薬品工業 36.00

外用薬 1214701S1060 リドカイン （１８ｍｇ）３０．５ｍ
ｍ×５０．０ｍｍ１枚

リドカインテープ１８ｍｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 36.00

外用薬 1214701S1078 リドカイン （１８ｍｇ）３０．５ｍ
ｍ×５０．０ｍｍ１枚

リドカインテープ１８ｍｇ「ニプロ」 ニプロパッチ 36.00

外用薬 1311705Q1056 トロピカミド ０．４％１ｍＬ サンドールＭＹ点眼液０．４％ 日本点眼薬研究所 17.40
外用薬 1311706M1024 アトロピン硫酸塩水和物 １％１ｇ リュウアト１％眼軟膏 参天製薬 22.40
外用薬 1311706Q2022 アトロピン硫酸塩水和物 １％５ｍＬ１瓶 日点アトロピン点眼液１％ 日本点眼薬研究所 97.00
外用薬 1312701Q2078 ピロカルピン塩酸塩 １％５ｍＬ１瓶 アドソルボカルピン点眼液１％ 日本点眼薬研究所 131.00
外用薬 1312701Q3074 ピロカルピン塩酸塩 ２％５ｍＬ１瓶 アドソルボカルピン点眼液２％ 日本点眼薬研究所 157.50
外用薬 1313700Q2089 オキシブプロカイン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ ネオベノール点眼液０．４％ 日本点眼薬研究所 8.90
外用薬 1315700M1026 デキサメタゾン ０．０５％１ｇ サンテゾーン０．０５％眼軟膏 参天製薬 68.70
外用薬 1315700M2049 デキサメタゾン ０．１％１ｇ Ｄ・Ｅ・Ｘ０．１％眼軟膏Ｔ 日東メディック 53.00
外用薬 1315701Q1073 デキサメタゾンメタスルホ安

息香酸エステルナトリウム
０．０２％１ｍＬ Ｄ・Ｅ・Ｘ０．０２％点眼液Ｔ 日東メディック 12.60

外用薬 1315701Q1090 デキサメタゾンメタスルホ安
息香酸エステルナトリウム

０．０２％１ｍＬ ビジュアリン点眼液０．０２％ 千寿製薬 12.60

外用薬 1315701Q2053 デキサメタゾンメタスルホ安
息香酸エステルナトリウム

０．０５％１ｍＬ Ｄ・Ｅ・Ｘ０．０５％点眼液Ｔ 日東メディック 18.00

外用薬 1315701Q2061 デキサメタゾンメタスルホ安
息香酸エステルナトリウム

０．０５％１ｍＬ ビジュアリン点眼液０．０５％ 千寿製薬 33.20

外用薬 1315701Q3076 デキサメタゾンメタスルホ安
息香酸エステルナトリウム

０．１％１ｍＬ Ｄ・Ｅ・Ｘ０．１％点眼液Ｔ 日東メディック 18.00

外用薬 1315701Q4048 デキサメタゾンメタスルホ安
息香酸エステルナトリウム

０．１％１ｍＬ ビジュアリン眼科耳鼻科用液０．１％ 千寿製薬 40.50

外用薬 1315702Q1060 デキサメタゾンリン酸エステ
ルナトリウム

０．１％１ｍＬ テイカゾン点眼・点耳・点鼻液０．１％ テイカ製薬 19.30

外用薬 1315704Q1034 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ ピトス点眼液０．０２％ わかもと製薬 17.10
外用薬 1315704Q1042 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ フルオメソロン０．０２％点眼液 日本点眼薬研究所 19.80
外用薬 1315704Q1093 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ フルオロメトロン０．０２％点眼液Ｔ 日東メディック 17.10
外用薬 1315704Q1123 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ オドメール点眼液０．０２％ 千寿製薬 17.10
外用薬 1315704Q2049 フルオロメトロン ０．０５％１ｍＬ フルオメソロン０．０５％点眼液 日本点眼薬研究所 21.50
外用薬 1315704Q2057 フルオロメトロン ０．０５％１ｍＬ オドメール点眼液０．０５％ 千寿製薬 21.50
外用薬 1315704Q3037 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ ピトス点眼液０．１％ わかもと製薬 21.80
外用薬 1315704Q3045 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ フルオメソロン０．１％点眼液 日本点眼薬研究所 21.80
外用薬 1315704Q3100 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ フルオロメトロン０．１％点眼液Ｔ 日東メディック 21.80
外用薬 1315704Q3134 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ オドメール点眼液０．１％ 千寿製薬 25.40
外用薬 1315705M1045 プレドニゾロン酢酸エステル ０．２５％１ｇ 酢酸プレドニゾロン０．２５％眼軟膏Ｔ 日東メディック 42.50
外用薬 1315706Q2072 ベタメタゾンリン酸エステル

ナトリウム
０．１％１ｍＬ サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％ 参天製薬 25.20

外用薬 1315706Q2080 ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

０．１％１ｍＬ リノロサール眼科耳鼻科用液０．１％ わかもと製薬 25.20

外用薬 1315706Q2099 ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

０．１％１ｍＬ ベルベゾロン眼耳鼻科用液０．１％ ニッテン 25.20

外用薬 1315706Q2110 ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

０．１％１ｍＬ リンベタＰＦ眼耳鼻科用液０．１％ 日本点眼薬研究所 25.20

外用薬 1317702Q1064 クロラムフェニコール ５ｍｇ１ｍＬ クロラムフェニコール点眼液０．５％「ニッ
トー」

日東メディック 5.20

外用薬 1317706Q1089 ゲンタマイシン硫酸塩 ３ｍｇ１ｍＬ 局 リフタマイシン点眼液０．３％ わかもと製薬 17.10
外用薬 1317706Q1097 ゲンタマイシン硫酸塩 ３ｍｇ１ｍＬ 局 ゲンタロール点眼液０．３％ 日本点眼薬研究所 18.60
外用薬 1317706Q1100 ゲンタマイシン硫酸塩 ３ｍｇ１ｍＬ 局 硫酸ゲンタマイシン点眼液０．３％「ニットー」 日東メディック 17.10

外用薬 1319701Q1030 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ カルテオロール点眼液Ｔ１％ 東亜薬品 113.20
外用薬 1319701Q1056 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ メルカトア点眼液１％ 日新製薬（山形） 113.20
外用薬 1319701Q1064 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ リエントン点眼液１％ キョーリンリメディ

オ
100.90

外用薬 1319701Q1072 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ ブロキレートＰＦ点眼液１％ 日本点眼薬研究所 133.20
外用薬 1319701Q1080 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ ブロキレート点眼液１％ ニッテン 126.40
外用薬 1319701Q1099 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩点眼液１％「わかもと」 わかもと製薬 100.90

外用薬 1319701Q2036 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ カルテオロール点眼液Ｔ２％ 東亜薬品 150.30
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外用薬 1319701Q2052 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ メルカトア点眼液２％ 日新製薬（山形） 134.70
外用薬 1319701Q2060 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ リエントン点眼液２％ キョーリンリメディ

オ
150.30

外用薬 1319701Q2079 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ ブロキレートＰＦ点眼液２％ 日本点眼薬研究所 195.00
外用薬 1319701Q2087 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ ブロキレート点眼液２％ ニッテン 195.00
外用薬 1319701Q2095 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ カルテオロール塩酸塩点眼液２％「わかもと」 わかもと製薬 150.30

外用薬 1319702Q1069 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ リズモン点眼液０．２５％ わかもと製薬 77.70
外用薬 1319702Q1077 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ ファルチモ点眼液０．２５ キョーリンリメディ

オ
64.40

外用薬 1319702Q1085 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チアブート点眼液０．２５％ 日新製薬（山形） 50.60
外用薬 1319702Q1093 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロール点眼液Ｔ０．２５％ 東亜薬品 64.40
外用薬 1319702Q1115 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモレート点眼液０．２５％ ニッテン 77.70
外用薬 1319702Q1123 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモロール点眼液０．２５％「テイカ」 テイカ製薬 64.40
外用薬 1319702Q1131 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ チモレートＰＦ点眼液０．２５％ 日本点眼薬研究所 77.70
外用薬 1319702Q2014 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロールマレイン酸塩０．５％１ｍＬ点眼液 69.60

外用薬 1319702Q2057 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ リズモン点眼液０．５％ わかもと製薬 116.70
外用薬 1319702Q2103 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロール点眼液Ｔ０．５％ 東亜薬品 106.40
外用薬 1319702Q2120 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモレート点眼液０．５％ ニッテン 116.70
外用薬 1319702Q2138 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロール点眼液０．５％「テイカ」 テイカ製薬 106.40
外用薬 1319702Q2146 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモレートＰＦ点眼液０．５％ 日本点眼薬研究所 116.70
外用薬 1319703Q2086 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 アゾテシン点眼液０．０２％ 参天製薬 84.80
外用薬 1319703Q2094 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 アズラビン点眼液０．０２％ 日本点眼薬研究所 84.80
外用薬 1319703Q2108 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 アズレン点眼液０．０２％「ニットー」 日東メディック 84.80
外用薬 1319703Q2116 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 アズレン点眼液０．０２％「わかもと」 わかもと製薬 84.80
外用薬 1319703Q2124 アズレン ０．０２％５ｍＬ１瓶 ＡＺ点眼液０．０２％ ゼリア新薬工業 93.50
外用薬 1319706Q1083 ピレノキシン ０．００５％１ｍＬ（溶

解後の液として）
ピレノキシン点眼用０．００５％「ニットー」 日東メディック 6.70

外用薬 1319706Q3035 ピレノキシン ０．００５％５ｍＬ１瓶 カリーユニ点眼液０．００５％ 参天製薬 63.70
外用薬 1319709Q3020 コンドロイチン硫酸エステル

ナトリウム
１％５ｍＬ１瓶 アイドロイチン１％点眼液 参天製薬 84.80

外用薬 1319709Q3047 コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム

１％５ｍＬ１瓶 ムコロイド点眼液１％ 日本点眼薬研究所 84.80

外用薬 1319709Q4027 コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム

３％５ｍＬ１瓶 アイドロイチン３％点眼液 参天製薬 87.70

外用薬 1319709Q4060 コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム

３％５ｍＬ１瓶 ムコロイド点眼液３％ 日本点眼薬研究所 84.80

外用薬 1319710Q2051 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 ファルコバ点眼液０．０２％ キョーリンリメディ
オ

84.80

外用薬 1319710Q2060 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 ビタコバール点眼液０．０２％ 東亜薬品 84.80
外用薬 1319710Q2086 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 コバラム点眼液０．０２％ 日本点眼薬研究所 84.80
外用薬 1319710Q2094 シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶 ソフティア点眼液０．０２％ 千寿製薬 84.80
外用薬 1319714Q3099 フラビンアデニンジヌクレオ

チド
０．０５％５ｍＬ１瓶 ＦＡＤ点眼液０．０５％「サンテン」 参天製薬 84.80

外用薬 1319714Q3110 フラビンアデニンジヌクレオ
チド

０．０５％５ｍＬ１瓶 ＦＡＤ点眼液０．０５％「ニットー」 日東メディック 84.80

外用薬 1319716Q3055 硫酸亜鉛水和物 ０．０６％５ｍＬ１瓶 オフサリンＰ点眼液０．０６％ 日本点眼薬研究所 84.80
外用薬 1319716Q4035 硫酸亜鉛水和物 ０．２％５ｍＬ１瓶 サンチンク点眼液０．２％ 参天製薬 84.80
外用薬 1319717Q1170 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クモロールＰＦ点眼液２％ 日本点眼薬研究所 404.00
外用薬 1319717Q1189 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 メインター点眼液２％ マイラン製薬 382.90
外用薬 1319717Q1197 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ミタヤク点眼液２％ キョーリンリメディ

オ
190.10

外用薬 1319717Q1200 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ルゲオン点眼液２％ わかもと製薬 404.00
外用薬 1319717Q1219 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 アルギノン点眼液２％ 東亜薬品 281.20
外用薬 1319717Q1227 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クモロール点眼液２％ ニッテン 382.90
外用薬 1319717Q1235 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クールウェイ点眼液２％ 高田製薬 657.10
外用薬 1319717Q1243 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クロモリーク点眼液２％ テイカ製薬 238.50
外用薬 1319717Q1251 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ノスラン点眼液２％ 科研製薬 541.70
外用薬 1319717Q1260 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 オフタルギー点眼液２％ 日新製薬（山形） 190.10
外用薬 1319717Q1278 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 クロモフェロン点眼液２％ 千寿製薬 281.20
外用薬 1319717Q1286 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 シズレミン点眼液２％ イセイ 161.50
外用薬 1319717Q1294 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 トーワタール点眼液２％ 東和薬品 190.10
外用薬 1319718Q1060 リゾチーム塩酸塩 ０．５％１ｍＬ リゾティア点眼液０．５％ 千寿製薬 20.70
外用薬 1319718Q1078 リゾチーム塩酸塩 ０．５％１ｍＬ ムコゾーム点眼液０．５％ 参天製薬 20.70
外用薬 1319719M1054 アシクロビル ３％１ｇ ビルレクス眼軟膏３％ 日本点眼薬研究所 508.50
外用薬 1319720Q1083 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 プロビスク０．４眼粘弾剤１％ 日本アルコン 3,696.50
外用薬 1319720Q1113 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 オペリードＨＶ０．４眼粘弾剤１％ 資生堂 6,185.50
外用薬 1319720Q1121 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 ヒアガード０．４眼粘弾剤１％ 日本点眼薬研究所 3,227.50
外用薬 1319720Q1130 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ０．４眼粘弾剤１％「コーワ」 興和 3,227.50

外用薬 1319720Q1148 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 ピオネス０．４眼粘弾剤１％ 大洋薬品工業 3,536.90
外用薬 1319720Q2063 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．５ｍＬ１筒 オペリード０．５眼粘弾剤１％ 資生堂 6,185.50
外用薬 1319720Q3060 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアール点眼液０．１ キョーリンリメディ

オ
200.20

外用薬 1319720Q3086 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 アイケア点眼液０．１％ 科研製薬 300.80
外用薬 1319720Q3094 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアロンサン点眼液０．１％ 東亜薬品 300.80
外用薬 1319720Q3108 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ティアバランス点眼液０．１％ 千寿製薬 327.10
外用薬 1319720Q3116 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「日新」 日新製薬（山形） 186.50
外用薬 1319720Q3124 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「ニッテ

ン」
ニッテン 200.20

外用薬 1319720Q3132 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウムＰＦ点眼液０．１％「日
点」

日本点眼薬研究所 204.90

外用薬 1319720Q3140 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「ファイザー」 ファイザー 200.20

外用薬 1319720Q3159 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルムファー
マ

200.20

外用薬 1319720Q3167 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「ＴＳ」 テイカ製薬 200.20

外用薬 1319720Q5046 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個 アイケアミニ点眼液０．３％ 科研製薬 16.70
外用薬 1319720Q5054 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個 ヒアールミニ点眼液０．３％ キョーリンリメディ

オ
10.90

外用薬 1319720Q5062 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個 ヒアルロン酸Ｎａミニ点眼液０．３％「日新」 日新製薬（山形） 10.90

外用薬 1319720Q5070 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個 ヒアロンサンミニ点眼液０．３％ 東亜薬品 16.70
外用薬 1319720Q5089 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個 ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液０．３％

「ニッテン」
ニッテン 10.90
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外用薬 1319720Q5097 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個 ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液０．３％「日
点」

日本点眼薬研究所 10.90

外用薬 1319720Q5100 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％０．４ｍＬ１個 ティアバランスミニムス点眼液０．３％ 千寿製薬 16.70
外用薬 1319720Q6077 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．７ｍＬ１筒 オペガンハイ０．７眼粘弾剤１％ 生化学工業 7,714.10
外用薬 1319720Q6085 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．７ｍＬ１筒 プロビスク０．７眼粘弾剤１％ 日本アルコン 3,696.50
外用薬 1319720Q7120 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 オペリード０．６眼粘弾剤１％ 資生堂 6,342.80
外用薬 1319720Q7162 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 オペリードＨＶ０．６眼粘弾剤１％ 資生堂 6,342.80
外用薬 1319720Q7170 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 ヒアガード０．６眼粘弾剤１％ 日本点眼薬研究所 3,227.50
外用薬 1319720Q7189 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ０．６眼粘弾剤１％「コーワ」 興和 3,227.50

外用薬 1319720Q7197 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 ピオネス０．６眼粘弾剤１％ 大洋薬品工業 3,536.90
外用薬 1319720Q8142 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 オペリードＨＶ０．８５眼粘弾剤１％ 資生堂 6,342.80
外用薬 1319720Q8150 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 ピオネス０．８５眼粘弾剤１％ 大洋薬品工業 3,536.90
外用薬 1319720Q8169 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 ヒアガード０．８５眼粘弾剤１％ 日本点眼薬研究所 3,227.50
外用薬 1319720Q8177 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 プロビスク０．８５眼粘弾剤１％ 日本アルコン 3,696.50
外用薬 1319720Q8193 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％「コー

ワ」
興和 3,227.50

外用薬 1319720Q9050 ヒアルロン酸ナトリウム １％１．１ｍＬ１筒 オペリード１．１眼粘弾剤１％ 資生堂 6,480.00
外用薬 1319720Y2039 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「ファイザー」 ファイザー 286.20

外用薬 1319720Y2047 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．３％「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルムファー
マ

286.20

外用薬 1319720Y2055 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．３％「ＴＳ」 テイカ製薬 286.20

外用薬 1319722M1048 オフロキサシン ０．３％１ｇ オフロキシン眼軟膏０．３％ 東亜薬品 81.10
外用薬 1319722Q1031 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オーハラキシン点眼液０．３％ 大原薬品工業 46.30
外用薬 1319722Q1040 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ キサトロン点眼液０．３％ 昭和薬品化工 53.10
外用薬 1319722Q1058 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オプール点眼液０．３％ 沢井製薬 57.00
外用薬 1319722Q1066 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オルカビット点眼液０．３％ シオノケミカル 46.30
外用薬 1319722Q1074 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ タリフロン点眼液０．３％ 東和薬品 46.30
外用薬 1319722Q1082 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ ファルキサシン点眼液０．３％ キョーリンリメディ

オ
37.90

外用薬 1319722Q1090 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキシン点眼液０．３％ 東亜薬品 67.20
外用薬 1319722Q1112 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサット点眼液０．３％ 日医工 53.10
外用薬 1319722Q1120 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ タリキサシン点眼液０．３％ 日新製薬（山形） 43.00
外用薬 1319722Q1139 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ タリザート点眼液０．３％ 大正薬品工業 43.00
外用薬 1319722Q1147 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ マロメール点眼液０．３％ 大興製薬 57.00
外用薬 1319722Q1155 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフテクター点眼液０．３％ 富士薬品 67.20
外用薬 1319722Q1171 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「ＣＨＯＳ」 シー・エイチ・オー

新薬
43.00

外用薬 1319722Q1180 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシン点眼液０．３％「タナベ」 長生堂製薬 43.00
外用薬 1319722Q2020 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ オフロキサシンゲル化点眼液０．３％「わかも

と」
わかもと製薬 81.00

外用薬 1319724Q1103 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ プラノプロフェン点眼液０．１％「わかもと」 わかもと製薬 23.30

外用薬 1319724Q1111 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ ルポック点眼液０．１％ キョーリンリメディ
オ

25.20

外用薬 1319724Q1138 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ ハオプラ点眼液０．１％ 日本点眼薬研究所 25.20
外用薬 1319724Q1146 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ ムルキナ点眼液０．１％ 日東メディック 25.20
外用薬 1319724Q1154 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ プロラノン点眼液０．１％ 参天製薬 30.50
外用薬 1319724Q1162 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ バルライザー点眼液０．１％ 日新製薬（山形） 23.30
外用薬 1319726Q1099 ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ ジクロスターＰＦ点眼液０．１％ 日本点眼薬研究所 51.00
外用薬 1319726Q1110 ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ ジクロスター点眼液０．１％ ニッテン 44.60
外用薬 1319726Q1129 ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ ジクロフェナック点眼液０．１％ 東亜薬品 51.00
外用薬 1319726Q1137 ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ ベギータ点眼液０．１％ シオノケミカル 44.60
外用薬 1319726Q1145 ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ スタフルミン点眼液０．１％ 昭和薬品化工 44.60
外用薬 1319726Q1153 ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ ボナフェック点眼液０．１％ 日新製薬（山形） 33.90
外用薬 1319727Q1131 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ フロバール点眼液０．３％ マイラン製薬 71.00
外用薬 1319727Q1140 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ ノキサシン点眼液０．３％ わかもと製薬 71.00
外用薬 1319727Q1166 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ ミタトニン点眼液０．３％ キョーリンリメディ

オ
61.80

外用薬 1319727Q1182 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ ノフロキサン点眼液０．３％ 日医工ファーマ 40.80
外用薬 1319727Q1190 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ バクファミル点眼液０．３％ 日新製薬（山形） 49.40
外用薬 1319727Q1204 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ ビスコレット点眼液０．３％ 富士薬品 49.40
外用薬 1319727Q1212 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ マリオットン点眼液０．３％ 鶴原製薬 36.90
外用薬 1319730Q1010 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェンフマル酸塩３．４５ｍｇ５ｍＬ点眼

液
155.40

外用薬 1319730Q1206 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 セキトン点眼液０．０５％ キョーリンリメディ
オ

204.20

外用薬 1319730Q1214 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 フサコール点眼液０．０５％ メディサ新薬 421.60
外用薬 1319730Q1222 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェンＰＦ点眼液０．０５％「日点」 日本点眼薬研究所 445.00
外用薬 1319730Q1230 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェン点眼液０．０５％「ＴＯＡ」 東亜薬品 242.30
外用薬 1319730Q1257 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 フマルトン点眼液０．０５％ ニッテン 392.20
外用薬 1319730Q1265 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 フマルフェン点眼液０．０５％ 日医工 242.30
外用薬 1319730Q1273 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェン点眼液０．０５％「ＴＹＫ」 大正薬品工業 204.20
外用薬 1319730Q1281 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトテン点眼液０．０５％ 沢井製薬 296.90
外用薬 1319730Q1290 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 スプデル点眼液０．０５％ 東和薬品 204.20
外用薬 1319730Q1303 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ニチカード点眼液０．０５％ 日新製薬（山形） 179.60
外用薬 1319730Q1311 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ケトチフェン点眼液０．０５％「ＣＨ」 長生堂製薬 242.30
外用薬 1319730Q1320 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 マゴチフェン点眼液０．０５％ 鶴原製薬 204.20
外用薬 1319731Q4030 オキシグルタチオン ５００ｍＬ１キット オペガードネオキット眼灌流液０．０１８４％ 千寿製薬 4,323.80

外用薬 1319732Q1043 イソプロピルウノプロストン ０．１２％１ｍＬ イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％
「ＴＳ」

テイカ製薬 254.80

外用薬 1319732Q1051 イソプロピルウノプロストン ０．１２％１ｍＬ イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％
「サワイ」

沢井製薬 254.80

外用薬 1319732Q1060 イソプロピルウノプロストン ０．１２％１ｍＬ イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％
「タイヨー」

大洋薬品工業 276.40

外用薬 1319732Q1078 イソプロピルウノプロストン ０．１２％１ｍＬ イソプロピルウノプロストンＰＦ点眼液０．１
２％「日点」

日本点眼薬研究所 276.40

外用薬 1319732Q1086 イソプロピルウノプロストン ０．１２％１ｍＬ イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％
「ニッテン」

ニッテン 254.80

外用薬 1319733Q1048 ベタキソロール塩酸塩 ０．５％１ｍＬ ベタキール０．５％点眼液 沢井製薬 253.50
外用薬 1319733Q1080 ベタキソロール塩酸塩 ０．５％１ｍＬ ベタキソン点眼液０．５％ 日本点眼薬研究所 253.50
外用薬 1319735Q1047 ペミロラストカリウム ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 アラジオフ点眼液０．１％ キョーリンリメディ

オ
501.80

外用薬 1319735Q1055 ペミロラストカリウム ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ペミリドン点眼液０．１％ テイカ製薬 442.50
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外用薬 1319736Q1050 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ガレシロール点眼液０．５％ シオノケミカル 530.30
外用薬 1319736Q1092 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 トラニラスト点眼液０．５％「ＴＳ」 テイカ製薬 530.30
外用薬 1319736Q1106 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 トラニラスト点眼液０．５％「サワイ」 沢井製薬 530.30
外用薬 1319736Q1114 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 トラニラスト点眼液０．５％「ＪＧ」 日本ジェネリック 530.30
外用薬 1319736Q1122 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 トラニラスト点眼液０．５％「ＦＦＰ」 富士フイルムファー

マ
530.30

外用薬 1319739Q1045 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＡＡ」 バイオテックベイ 570.80
外用薬 1319739Q1053 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＫＲＭ」 キョーリンリメディ

オ
437.60

外用薬 1319739Q1061 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＮＳ」 日新製薬（山形） 545.90
外用薬 1319739Q1070 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＴＯＡ」 東亜薬品 545.90
外用薬 1319739Q1088 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＴＳ」 テイカ製薬 437.60
外用薬 1319739Q1096 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「アメル」 共和薬品工業 570.80
外用薬 1319739Q1100 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「イセイ」 イセイ 512.00
外用薬 1319739Q1118 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「科研」 科研製薬 512.00
外用薬 1319739Q1126 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「キッセイ」 キッセイ薬品工業 476.70

外用薬 1319739Q1134 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ケミファ」 日本ケミファ 570.80

外用薬 1319739Q1142 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「コーワ」 興和 512.00
外用薬 1319739Q1150 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「サワイ」 沢井製薬 437.60
外用薬 1319739Q1169 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「三和」 三和化学研究所 374.40
外用薬 1319739Q1177 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「センジュ」 千寿製薬 570.80

外用薬 1319739Q1185 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「タカタ」 高田製薬 476.70
外用薬 1319739Q1193 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「トーワ」 東和薬品 512.00
外用薬 1319739Q1207 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「日医工」 日医工 374.40
外用薬 1319739Q1215 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ニッテン」 ニッテン 545.90

外用薬 1319739Q1223 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ニットー」 日東メディック 570.80

外用薬 1319739Q1231 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「マイラン」 マイラン製薬 476.70

外用薬 1319739Q1240 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「わかもと」 わかもと製薬 512.00

外用薬 1319739Q1258 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロストＰＦ点眼液０．００５％「日点」 日本点眼薬研究所 570.80

外用薬 1319739Q1266 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＮＰ」 ニプロファーマ 512.00
外用薬 1319739Q1274 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＣＨ」 長生堂製薬 437.60
外用薬 1319740Q1064 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラジロール点眼液０．２５％「ＴＯＡ」 東亜薬品 292.60
外用薬 1319740Q1072 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラジロール点眼液０．２５％「サワイ」 沢井製薬 240.60
外用薬 1319740Q1080 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラジロール点眼液０．２５％「ニッテン」 ニッテン 271.20
外用薬 1319740Q1099 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラジロールＰＦ点眼液０．２５％「日点」 日本点眼薬研究所 292.60
外用薬 1319740Q1102 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ ニプラジロール点眼液０．２５％「わかもと」 わかもと製薬 292.60
外用薬 1319742Q1047 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＣＨ」 長生堂製薬 84.60
外用薬 1319742Q1055 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＦＦＰ」 興和 84.60
外用薬 1319742Q1063 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＪＧ」 日本ジェネリック 84.60
外用薬 1319742Q1071 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＮＰ」 日東メディック 84.60
外用薬 1319742Q1080 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＴＯＡ」 東亜薬品 84.60
外用薬 1319742Q1098 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＴＳ」 テイカ製薬 84.60
外用薬 1319742Q1101 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「ＹＤ」 陽進堂 84.60
外用薬 1319742Q1110 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「アメル」 共和薬品工業 84.60
外用薬 1319742Q1128 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「オーハラ」 大原薬品工業 84.60
外用薬 1319742Q1136 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「科研」 ダイト 84.60
外用薬 1319742Q1144 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「キッセイ」 キッセイ薬品工業 84.60
外用薬 1319742Q1152 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「杏林」 キョーリンリメディ

オ
84.60

外用薬 1319742Q1160 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「興和テバ」 大正薬品工業 84.60
外用薬 1319742Q1179 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「タカタ」 高田製薬 84.60
外用薬 1319742Q1187 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「トーワ」 東和薬品 84.60
外用薬 1319742Q1195 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「日医工」 日医工 84.60
外用薬 1319742Q1209 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「日新」 日新製薬（山形） 84.60
外用薬 1319742Q1217 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「日点」 日本点眼薬研究所 84.60
外用薬 1319742Q1225 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「マイラン」 マイラン製薬 84.60
外用薬 1319742Q1233 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ レボフロキサシン点眼液０．５％「わかもと」 わかもと製薬 84.60
外用薬 1319744Q1038 レボブノロール塩酸塩 ０．５％１ｍＬ レボブノロール塩酸塩点眼液０．５％「ニッテ

ン」
ニッテン 317.60

外用薬 1319744Q1046 レボブノロール塩酸塩 ０．５％１ｍＬ レボブノロール塩酸塩ＰＦ点眼液０．５％「日
点」

日本点眼薬研究所 334.00

外用薬 1319746Q1037 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「ＴＳ」 テイカ製薬 110.50
外用薬 1319746Q1045 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「サワイ」 沢井製薬 104.60
外用薬 1319746Q1053 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２５％「ＴＯ

Ａ」
東亜薬品 110.50

外用薬 1319746Q1061 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２５％「三
和」

三和化学研究所 96.30

外用薬 1319746Q1070 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２５％「わか
もと」

わかもと製薬 110.50

外用薬 1319746Q1088 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「イセイ」 イセイ 96.30
外用薬 1319746Q1096 レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ レボカバスチン点眼液０．０２５％「ＦＦＰ」 富士フイルムファー

マ
104.60

外用薬 1319800M1040 エリスロマイシンラクトビオ
ン酸塩・コリスチンメタンス
ルホン酸ナトリウム

１ｇ エリコリ眼軟膏Ｔ 日東メディック 31.30

外用薬 1319801Q1062 エリスロマイシンラクトビオ
ン酸塩・コリスチンメタンス
ルホン酸ナトリウム

１ｍＬ 点眼用エリコリＴ 日東メディック 13.70

外用薬 1319802Q2020 クロラムフェニコール・コリ
スチンメタンスルホン酸ナト
リウム

５ｍＬ１瓶 オフサロン点眼液 わかもと製薬 84.80

外用薬 1319802Q2039 クロラムフェニコール・コリ
スチンメタンスルホン酸ナト
リウム

５ｍＬ１瓶 コリナコール点眼液 日本点眼薬研究所 84.80

外用薬 1319809X2051 ネオスチグミン・無機塩類配
合剤

５ｍＬ１瓶 マイピリン点眼液 日本点眼薬研究所 84.80

外用薬 1319810Q1029 トロピカミド・フェニレフリ
ン塩酸塩

１ｍＬ オフミック点眼液 わかもと製薬 22.00

外用薬 1319810Q1061 トロピカミド・フェニレフリ
ン塩酸塩

１ｍＬ サンドールＰ点眼液 日本点眼薬研究所 26.60
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