
基礎的医薬品対象品一覧 別添５

No 区分 品名 成分 規格単位 会社名

1 不採算 フェノバール錠３０ｍｇ フェノバルビタール ３０ｍｇ１錠 藤永製薬

2 不採算 フェニトイン散 フェニトイン １０％１ｇ （統一名収載）
不採算 フェニトイン錠 フェニトイン ２５ｍｇ１錠 （統一名収載）

不採算 フェニトイン錠 フェニトイン １００ｍｇ１錠 （統一名収載）

3 不採算 アスピリン アスピリン １０ｇ （統一名収載）

4 不採算 スルモンチール散１０％ トリミプラミンマレイン酸塩 １０％１ｇ 塩野義製薬
不採算 スルモンチール錠１０ｍｇ トリミプラミンマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 塩野義製薬

不採算 スルモンチール錠２５ｍｇ トリミプラミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 塩野義製薬

5 不採算 硫酸アトロピン「ホエイ」 アトロピン硫酸塩水和物 １ｇ マイラン製薬

6 不採算 トリテレン・カプセル５０ｍｇ トリアムテレン ５０ｍｇ１カプセル 京都薬品工業

7 不採算 クエストラン粉末４４．４％ コレスチラミン ４４．４％１ｇ サノフィ

8 不採算 チラーヂンＳ散０．０１％ レボチロキシンナトリウム水和物 ０．０１％１ｇ あすか製薬
不採算 チラーヂンＳ錠５０μｇ レボチロキシンナトリウム水和物 ５０μｇ１錠 あすか製薬

不採算 チラーヂンＳ錠２５μｇ レボチロキシンナトリウム水和物 ２５μｇ１錠 あすか製薬

不採算 レボチロキシンナトリウム錠 レボチロキシンナトリウム水和物 １００μｇ１錠 （統一名収載）
不採算 レボチロキシンナトリウム錠 レボチロキシンナトリウム水和物 １２．５μｇ１錠 （統一名収載）

不採算 レボチロキシンナトリウム錠 レボチロキシンナトリウム水和物 ７５μｇ１錠 （統一名収載）

9 不採算 コートリル錠１０ｍｇ ヒドロコルチゾン １０ｍｇ１錠 ファイザー

10 不採算 プレマリン錠０．６２５ｍｇ 結合型エストロゲン ０．６２５ｍｇ１錠 ファイザー

11 不採算 オクソラレン錠１０ｍｇ メトキサレン １０ｍｇ１錠 大正製薬

12 病原生物 レクチゾール錠２５ｍｇ ジアフェニルスルホン ２５ｍｇ１錠 田辺三菱製薬

13 不採算 ソリタ－Ｔ配合顆粒２号 ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤 ４ｇ１包 エイワイファーマ

14 不採算 ソリタ－Ｔ配合顆粒３号 ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤 ４ｇ１包 エイワイファーマ

15 不採算 アミユー配合顆粒 総合アミノ酸製剤 ２．５ｇ１包 ＥＡファーマ

16 不採算 ＥＳポリタミン配合顆粒 総合アミノ酸製剤 １ｇ ＥＡファーマ

17 不採算 エレンタール配合内用剤 経腸成分栄養剤 １０ｇ ＥＡファーマ

18 不採算 ツインラインＮＦ配合経腸用液 経腸成分栄養剤
１０ｍＬ（混合調製後の内用
液として）

イーエヌ大塚製薬

19 不採算 ノックビン原末 ジスルフィラム １ｇ 田辺三菱製薬

20 不採算 経口用エンドキサン原末１００ｍｇ シクロホスファミド水和物 １００ｍｇ１瓶 塩野義製薬

21 不採算 塩酸プロカルバジンカプセル５０ｍｇ「中外」 プロカルバジン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル 太陽ファルマ

不採算 塩酸プロカルバジンカプセル５０ｍｇ「ＴＹＰ」 プロカルバジン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル 太陽ファルマ

22 生薬 オウゴン末 オウゴン １０ｇ （統一名収載）

生薬 オウゴン オウゴン １０ｇ （統一名収載）

23 生薬 オウバク末 オウバク １０ｇ （統一名収載）

生薬 オウバク オウバク １０ｇ （統一名収載）

24 生薬 オウレン オウレン １０ｇ （統一名収載）

25 生薬 カッコン カッコン １０ｇ （統一名収載）

26 生薬 カッセキ カッセキ １０ｇ （統一名収載）

27 生薬 カロコン カロコン １０ｇ （統一名収載）

28 生薬 カンキョウ カンキョウ １０ｇ （統一名収載）

29 不採算 カンゾウ カンゾウ １０ｇ （統一名収載）

30 不採算 キキョウ キキョウ １０ｇ （統一名収載）

31 生薬 キョウカツ キョウカツ １０ｇ （統一名収載）

32 生薬 キョウニン キョウニン １０ｇ （統一名収載）

33 生薬 クジン クジン １０ｇ （統一名収載）

34 生薬 ケイガイ ケイガイ １０ｇ （統一名収載）

35 生薬 ケイヒ ケイヒ １０ｇ （統一名収載）

36 不採算 コウカ コウカ １０ｇ （統一名収載）

37 生薬 コウブシ末 コウブシ １０ｇ （統一名収載）

生薬 コウブシ コウブシ １０ｇ （統一名収載）

38 生薬 コウベイ コウベイ １０ｇ （統一名収載）

39 生薬 コウボク コウボク １０ｇ （統一名収載）

40 生薬 ゴシツ ゴシツ １０ｇ （統一名収載）

41 生薬 ゴシュユ ゴシュユ １０ｇ （統一名収載）

42 不採算 ゴミシ ゴミシ １０ｇ （統一名収載）

43 生薬 サイコ サイコ １０ｇ （統一名収載）

44 生薬 サイシン サイシン １０ｇ （統一名収載）

45 生薬 サンシシ末 サンシシ １０ｇ （統一名収載）

生薬 サンシシ サンシシ １０ｇ （統一名収載）

46 不採算 サンショウ サンショウ １０ｇ （統一名収載）

47 不採算 ジオウ ジオウ １０ｇ （統一名収載）

48 生薬 シャクヤク シャクヤク １０ｇ （統一名収載）

49 生薬 シャゼンシ シャゼンシ １０ｇ （統一名収載）

50 生薬 ショウキョウ ショウキョウ １０ｇ （統一名収載）

51 生薬 ショウマ ショウマ １０ｇ （統一名収載）

52 生薬 セッコウ セッコウ １０ｇ （統一名収載）

53 生薬 センキュウ末 センキュウ １０ｇ （統一名収載）

生薬 センキュウ センキュウ １０ｇ （統一名収載）

54 生薬 センタイ センタイ １０ｇ （統一名収載）

55 不採算 ソウジュツ末 ソウジュツ １０ｇ （統一名収載）

不採算 ソウジュツ ソウジュツ １０ｇ （統一名収載）

56 生薬 ソウハクヒ ソウハクヒ １０ｇ （統一名収載）

57 生薬 ソボク ソボク １０ｇ （統一名収載）

58 生薬 ソヨウ ソヨウ １０ｇ （統一名収載）

59 生薬 ダイオウ末 ダイオウ １０ｇ （統一名収載）

生薬 ダイオウ ダイオウ １０ｇ （統一名収載）

60 不採算 タイソウ タイソウ １０ｇ （統一名収載）

61 不採算 タクシャ末 タクシャ １０ｇ （統一名収載）

不採算 タクシャ タクシャ １０ｇ （統一名収載）

62 生薬 チョウジ末 チョウジ １０ｇ （統一名収載）

63 不採算 チョウトウコウ チョウトウコウ １０ｇ （統一名収載）

64 不採算 チョレイ チョレイ １０ｇ （統一名収載）

65 生薬 チンピ チンピ １０ｇ （統一名収載）

66 生薬 テンモンドウ テンモンドウ １０ｇ （統一名収載）

67 不採算 トウニン トウニン １０ｇ （統一名収載）

68 生薬 ニンジン ニンジン １０ｇ （統一名収載）

69 不採算 バクモンドウ バクモンドウ １０ｇ （統一名収載）

70 生薬 ハッカ ハッカ １０ｇ （統一名収載）

71 生薬 ハンゲ ハンゲ １０ｇ （統一名収載）

72 生薬 ビャクシ ビャクシ １０ｇ （統一名収載）

73 生薬 ビンロウジ ビンロウジ １０ｇ （統一名収載）
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74 生薬 ブクリョウ末 ブクリョウ １０ｇ （統一名収載）

不採算 ブクリョウ ブクリョウ １０ｇ （統一名収載）

75 不採算 ボウフウ ボウフウ １０ｇ （統一名収載）

76 生薬 ボタンピ末 ボタンピ １０ｇ （統一名収載）

不採算 ボタンピ ボタンピ １０ｇ （統一名収載）

77 生薬 ボレイ末 ボレイ １０ｇ （統一名収載）

生薬 ボレイ ボレイ １０ｇ （統一名収載）

78 生薬 マオウ マオウ １０ｇ （統一名収載）

79 生薬 モクツウ モクツウ １０ｇ （統一名収載）

80 生薬 モッコウ モッコウ １０ｇ （統一名収載）

81 生薬 ヨクイニン ヨクイニン １０ｇ （統一名収載）

82 生薬 リュウコツ リュウコツ １０ｇ （統一名収載）

83 生薬 レンギョウ レンギョウ １０ｇ （統一名収載）

84 病原生物 ダラシンカプセル７５ｍｇ クリンダマイシン塩酸塩 ７５ｍｇ１カプセル ファイザー

病原生物 ダラシンカプセル１５０ｍｇ クリンダマイシン塩酸塩 １５０ｍｇ１カプセル ファイザー

85 病原生物 カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 カナマイシン一硫酸塩 ２５０ｍｇ１カプセル
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

86 病原生物 硫酸ポリミキシンＢ錠２５万単位「ファイザー」 ポリミキシンＢ硫酸塩 ２５万単位１錠 ファイザー

病原生物 硫酸ポリミキシンＢ錠１００万単位「ファイザー」 ポリミキシンＢ硫酸塩 １００万単位１錠 ファイザー

87 病原生物 ビクシリンカプセル２５０ｍｇ アンピシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

88 病原生物 ペングッド錠２５０ｍｇ バカンピシリン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 日医工

89 病原生物 Ｌ－ケフレックス小児用顆粒 セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ 共和薬品工業

病原生物 Ｌ－ケフレックス顆粒 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ 共和薬品工業
病原生物 セファレキシン顆粒５００ｍｇ「ＪＧ」 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ 長生堂製薬
病原生物 セファレキシン複合顆粒５００ｍｇ「トーワ」 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ 東和薬品

病原生物 ラリキシン錠２５０ｍｇ セファレキシン ２５０ｍｇ１錠 富士フイルム富山化学

病原生物 セファレキシン錠２５０「日医工」 セファレキシン ２５０ｍｇ１錠 日医工
病原生物 セファレキシンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル 東和薬品
病原生物 ケフレックスカプセル２５０ｍｇ セファレキシン ２５０ｍｇ１カプセル 共和薬品工業
病原生物 ケフレックスシロップ用細粒１００ セファレキシン １００ｍｇ１ｇ 共和薬品工業
病原生物 ラリキシンドライシロップ小児用１０％ セファレキシン １００ｍｇ１ｇ 富士フイルム富山化学
病原生物 ケフレックスシロップ用細粒２００ セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ 共和薬品工業
病原生物 ラリキシンドライシロップ小児用２０％ セファレキシン ２００ｍｇ１ｇ 富士フイルム富山化学

病原生物 セファレキシンドライシロップ小児用５０％「日医工」 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ 日医工

90 病原生物 セファクロル１００ｍｇ細粒 セファクロル １００ｍｇ１ｇ （統一名収載）
病原生物 セファクロル２００ｍｇ細粒 セファクロル ２００ｍｇ１ｇ （統一名収載）
病原生物 Ｌ－ケフラール顆粒 セファクロル ３７５ｍｇ１包 共和薬品工業
病原生物 ケフラールカプセル２５０ｍｇ セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 共和薬品工業
病原生物 セファクロルカプセル２５０ｍｇ「ＴＣＫ」 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 辰巳化学
病原生物 セファクロルカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 東和薬品
病原生物 セファクロルカプセル２５０ｍｇ「日医工」 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 日医工
病原生物 セファクロルカプセル２５０ｍｇ「ＪＧ」 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 長生堂製薬

病原生物 セファクロルカプセル２５０ｍｇ「サワイ」 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル 沢井製薬

91 病原生物 オラスポア小児用ドライシロップ１０％ セフロキサジン水和物 １００ｍｇ１ｇ アルフレッサファーマ

92 病原生物 セフスパンカプセル５０ｍｇ セフィキシム ５０ｍｇ１カプセル 長生堂製薬

病原生物 セフスパンカプセル１００ｍｇ セフィキシム １００ｍｇ１カプセル 長生堂製薬

93 病原生物 トミロン細粒小児用２０％ セフテラム　ピボキシル ２００ｍｇ１ｇ 富士フイルム富山化学

病原生物 トミロン錠５０ セフテラム　ピボキシル ５０ｍｇ１錠 富士フイルム富山化学

病原生物 トミロン錠１００ セフテラム　ピボキシル １００ｍｇ１錠 富士フイルム富山化学

94 病原生物 オラセフ錠２５０ｍｇ セフロキシム　アキセチル ２５０ｍｇ１錠
グラクソ・スミスクラ
イン

95 病原生物 セフゾンカプセル５０ｍｇ セフジニル ５０ｍｇ１カプセル ＬＴＬファーマ

病原生物 セフジニルカプセル５０ｍｇ「日医工」 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 日医工

病原生物 セフジニルカプセル５０ｍｇ「ＪＧ」 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル 長生堂製薬
病原生物 セフゾンカプセル１００ｍｇ セフジニル １００ｍｇ１カプセル ＬＴＬファーマ
病原生物 セフジニルカプセル１００ｍｇ「日医工」 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 日医工

病原生物 セフジニルカプセル１００ｍｇ「ＪＧ」 セフジニル １００ｍｇ１カプセル 長生堂製薬

96 病原生物 セフジトレンピボキシル小児用細粒１０％「ＣＨ」 セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ 長生堂製薬

病原生物 メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

病原生物 セフジトレンピボキシル小児用細粒１０％「ＯＫ」 セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ 大蔵製薬

病原生物 メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１錠
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

病原生物 セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「ＣＨ」 セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１錠 長生堂製薬

97 病原生物 ホスミシン錠２５０ ホスホマイシンカルシウム水和物 ２５０ｍｇ１錠
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

病原生物 ホスミシン錠５００ ホスホマイシンカルシウム水和物 ５００ｍｇ１錠
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

病原生物 ホスホマイシンカルシウムカプセル２５０ｍｇ「日医工」 ホスホマイシンカルシウム水和物 ２５０ｍｇ１カプセル 日医工
病原生物 ホスホマイシンカルシウムカプセル５００ｍｇ「日医工」 ホスホマイシンカルシウム水和物 ５００ｍｇ１カプセル 日医工

病原生物 ホスミシンドライシロップ２００ ホスホマイシンカルシウム水和物 ２００ｍｇ１ｇ
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

病原生物 ホスミシンドライシロップ４００ ホスホマイシンカルシウム水和物 ４００ｍｇ１ｇ
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

病原生物 ホスホマイシンカルシウムドライシロップ４０％「日医工」 ホスホマイシンカルシウム水和物 ４００ｍｇ１ｇ 日医工

98 病原生物 オーグメンチン配合錠１２５ＳＳ アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム （１８７．５ｍｇ）１錠
グラクソ・スミスクラ
イン

病原生物 オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム （３７５ｍｇ）１錠
グラクソ・スミスクラ
イン

99 病原生物 エリスロシンＷ顆粒２０％ エリスロマイシンエチルコハク酸エステル ２００ｍｇ１ｇ マイランＥＰＤ
病原生物 エリスロシンドライシロップ１０％ エリスロマイシンエチルコハク酸エステル １００ｍｇ１ｇ マイランＥＰＤ

病原生物 エリスロシンドライシロップＷ２０％ エリスロマイシンエチルコハク酸エステル ２００ｍｇ１ｇ マイランＥＰＤ

100 病原生物 クロロマイセチン錠５０ クロラムフェニコール ５０ｍｇ１錠 アルフレッサファーマ

病原生物 クロロマイセチン錠２５０ クロラムフェニコール ２５０ｍｇ１錠 アルフレッサファーマ

101 病原生物 ビブラマイシン錠５０ｍｇ ドキシサイクリン塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 ファイザー

病原生物 ビブラマイシン錠１００ｍｇ ドキシサイクリン塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 ファイザー

102 病原生物 ミノマイシン顆粒２％ ミノサイクリン塩酸塩 ２０ｍｇ１ｇ ファイザー

病原生物 ミノサイクリン塩酸塩顆粒２％「サワイ」 ミノサイクリン塩酸塩 ２０ｍｇ１ｇ 沢井製薬

103 病原生物 サイクロセリンカプセル２５０ｍｇ「明治」 サイクロセリン ２５０ｍｇ１カプセル
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

104 不採算 ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ アムホテリシンＢ １００ｍｇ１ｍＬ
ブリストル・マイヤー
ズ　スクイブ

不採算 ハリゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ アムホテリシンＢ １００ｍｇ１ｍＬ 富士製薬工業

105 不採算 アルミノニッパスカルシウム顆粒９９％ アルミノパラアミノサリチル酸カルシウム水和物 １ｇ 田辺三菱製薬

106 不採算 パラアミノサリチル酸カルシウム顆粒 パラアミノサリチル酸カルシウム水和物 １ｇ （統一名収載）
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107 病原生物 イソニアジド錠 イソニアジド １００ｍｇ１錠 （統一名収載）

病原生物 イソニアジド イソニアジド １ｇ （統一名収載）

108 不採算 ピラジナミド ピラジナミド １ｇ （統一名収載）

109 病原生物 バクシダール錠１００ｍｇ ノルフロキサシン １００ｍｇ１錠 杏林製薬

病原生物 ノルフロキサシン錠１００ｍｇ「サワイ」 ノルフロキサシン １００ｍｇ１錠 沢井製薬

病原生物 バクシダール錠２００ｍｇ ノルフロキサシン ２００ｍｇ１錠 杏林製薬
病原生物 ノルフロキサシン錠２００ｍｇ「サワイ」 ノルフロキサシン ２００ｍｇ１錠 沢井製薬

病原生物 小児用バクシダール錠５０ｍｇ ノルフロキサシン ５０ｍｇ１錠 杏林製薬

110 病原生物 オフロキサシン錠１００ｍｇ「サワイ」 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 沢井製薬
病原生物 タリビッド錠１００ｍｇ オフロキサシン １００ｍｇ１錠 アルフレッサファーマ

病原生物 オフロキサシン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 長生堂製薬

111 病原生物 レトロビルカプセル１００ｍｇ ジドブジン １００ｍｇ１カプセル ヴィーブヘルスケア

112 病原生物 アンコチル錠５００ｍｇ フルシトシン ５００ｍｇ１錠 共和薬品工業

113 病原生物 フロリードゲル経口用２％ ミコナゾール ２％１ｇ 持田製薬

114 病原生物 バクタ配合顆粒 スルファメトキサゾール・トリメトプリム １ｇ シオノギファーマ
病原生物 バクトラミン配合顆粒 スルファメトキサゾール・トリメトプリム １ｇ 太陽ファルマ

病原生物 バクタ配合錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム １錠 シオノギファーマ

115 病原生物 チニダゾール錠２００ｍｇ「Ｆ」 チニダゾール ２００ｍｇ１錠 富士製薬工業

病原生物 チニダゾール錠５００ｍｇ「Ｆ」 チニダゾール ５００ｍｇ１錠 富士製薬工業

116 病原生物 フラジール内服錠２５０ｍｇ メトロニダゾール ２５０ｍｇ１錠 シオノギファーマ

117 病原生物 ジエチルカルバマジンクエン酸塩錠 ジエチルカルバマジンクエン酸塩 ５０ｍｇ１錠 （統一名収載）

118 病原生物 コンバントリン錠１００ｍｇ ピランテルパモ酸塩 １００ｍｇ１錠 佐藤製薬

病原生物 コンバントリンドライシロップ１００ｍｇ ピランテルパモ酸塩 １０％１ｇ 佐藤製薬

119 病原生物 メベンダゾール錠１００（ヤンセンファーマ） メベンダゾール １００ｍｇ１錠 ヤンセンファーマ

120 病原生物 ビルトリシド錠６００ｍｇ プラジカンテル ６００ｍｇ１錠 バイエル薬品

121 麻薬 アヘン末 アヘン １ｇ （統一名収載）

麻薬 アヘン散 アヘン １０％１ｇ （統一名収載）

122 麻薬 アヘンチンキ アヘンチンキ １０％１ｍＬ （統一名収載）

123 不採算 モルヒネ塩酸塩錠 モルヒネ塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 （統一名収載）

麻薬 モルヒネ塩酸塩水和物 モルヒネ塩酸塩水和物 １ｇ （統一名収載）

124 麻薬 ＭＳコンチン錠１０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 シオノギファーマ
麻薬 ＭＳコンチン錠３０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 ３０ｍｇ１錠 シオノギファーマ
麻薬 ＭＳコンチン錠６０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 ６０ｍｇ１錠 シオノギファーマ
麻薬 ＭＳツワイスロンカプセル１０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 １０ｍｇ１カプセル 帝國製薬
麻薬 ＭＳツワイスロンカプセル３０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 ３０ｍｇ１カプセル 帝國製薬

麻薬 ＭＳツワイスロンカプセル６０ｍｇ モルヒネ硫酸塩水和物 ６０ｍｇ１カプセル 帝國製薬

125 麻薬 コデインリン酸塩錠 コデインリン酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 （統一名収載）

麻薬 コデインリン酸塩水和物 コデインリン酸塩水和物 １ｇ （統一名収載）

126 麻薬 コデインリン酸塩散１０％ コデインリン酸塩水和物 １０％１ｇ （統一名収載）

127 麻薬 ケタラール静注用２００ｍｇ ケタミン塩酸塩 ２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶 第一三共プロファーマ
麻薬 ケタラール筋注用５００ｍｇ ケタミン塩酸塩 ５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 第一三共プロファーマ

麻薬 ケタラール静注用５０ｍｇ ケタミン塩酸塩 ５０ｍｇ５ｍＬ１管 第一三共プロファーマ

128 不採算 トラマール注１００ トラマドール塩酸塩 １００ｍｇ１管 日本新薬

129 不採算 スキサメトニウム塩化物注射液 スキサメトニウム塩化物水和物 ２％２ｍＬ１管 （統一名収載）

不採算 スキサメトニウム塩化物注射液 スキサメトニウム塩化物水和物 ２％５ｍＬ１管 （統一名収載）

130 不採算 注射用アセチルコリン塩化物 アセチルコリン塩化物 １００ｍｇ１管（溶解液付） （統一名収載）

131 不採算 静注用マグネゾール２０ｍＬ 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖 ２０ｍＬ１管 東亜薬品工業

132 不採算 ドプラム注射液４００ｍｇ ドキサプラム塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１ｍＬバイアル キッセイ薬品工業

133 不採算 コートロシン注射用０．２５ｍｇ テトラコサクチド酢酸塩 ０．２５ｍｇ１管 第一三共

134 不採算 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン １，０００単位１管 （統一名収載）
不採算 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン ３，０００単位１管 （統一名収載）
不採算 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン ５，０００単位１管 （統一名収載）

不採算 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン １０，０００単位１管 （統一名収載）

135 不採算 メルカゾール注１０ｍｇ チアマゾール １０ｍｇ１管 あすか製薬

136 不採算 Ｋ．Ｃ．Ｌ．点滴液１５％ 塩化カリウム １５％２０ｍＬ１管 丸石製薬

137 不採算 ブドウ糖５％２０ｍＬ注射液 ブドウ糖 ５％２０ｍＬ１管 （統一名収載）
不採算 ブドウ糖注射液 ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１瓶 （統一名収載）
不採算 ブドウ糖注射液 ブドウ糖 ５％２００ｍＬ１瓶 （統一名収載）
不採算 ブドウ糖注射液 ブドウ糖 ５％２５０ｍＬ１瓶 （統一名収載）
不採算 ブドウ糖注射液 ブドウ糖 ５％５００ｍＬ１瓶 （統一名収載）
不採算 ブドウ糖注射液 ブドウ糖 ５％１Ｌ１瓶 （統一名収載）
不採算 ブドウ糖注１０％ＰＬ「フソー」 ブドウ糖 １０％５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業
不採算 ブドウ糖２０％２０ｍＬ注射液 ブドウ糖 ２０％２０ｍＬ１管 （統一名収載）
不採算 ブドウ糖４０％２０ｍＬ注射液 ブドウ糖 ４０％２０ｍＬ１管 （統一名収載）

不採算 ブドウ糖５０％２０ｍＬ注射液 ブドウ糖 ５０％２０ｍＬ１管 （統一名収載）

不採算 ブドウ糖注射液 ブドウ糖 ５０％３００ｍＬ１瓶 （統一名収載）
不採算 ブドウ糖注射液 ブドウ糖 ５％１００ｍＬ１袋 （統一名収載）
不採算 ブドウ糖注射液 ブドウ糖 ５０％２００ｍＬ１袋 （統一名収載）

不採算 ブドウ糖注射液 ブドウ糖 ５０％５００ｍＬ１袋 （統一名収載）

不採算 ブドウ糖注射液 ブドウ糖 ７０％３５０ｍＬ１袋 （統一名収載）
不採算 ブドウ糖注射液 ブドウ糖 ５％２５０ｍＬ１袋 （統一名収載）

不採算 ブドウ糖注射液 ブドウ糖 １０％２０ｍＬ１管 （統一名収載）

不採算 ブドウ糖注射液 ブドウ糖 ５０％５００ｍＬ１瓶 （統一名収載）
不採算 ブドウ糖注射液 ブドウ糖 ５％５００ｍＬ１袋 （統一名収載）
不採算 ブドウ糖注射液 ブドウ糖 ５０％１００ｍＬ１瓶 （統一名収載）
不採算 ブドウ糖注射液 ブドウ糖 １０％５００ｍＬ１袋 （統一名収載）
不採算 ブドウ糖注射液 ブドウ糖 ５％５０ｍＬ１瓶 （統一名収載）
不採算 光糖液２０％ ブドウ糖 ２０％５００ｍＬ１袋 光製薬

不採算 光糖液３０％ ブドウ糖 ３０％５００ｍＬ１袋 光製薬

138 不採算 マルトス輸液１０％ マルトース水和物 １０％５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場

不採算 マルトス輸液１０％ マルトース水和物 １０％２５０ｍＬ１袋 大塚製薬工場

139 不採算 キシリトール注射液 キシリトール ５％３００ｍＬ１瓶 （統一名収載）
不採算 キシリトール注射液 キシリトール ５％５００ｍＬ１瓶 （統一名収載）
不採算 キシリトール注射液 キシリトール １０％２０ｍＬ１管 （統一名収載）

不採算 キシリトール注２０％（大塚製薬工場） キシリトール ２０％２０ｍＬ１管 大塚製薬工場

不採算 キシリトール注２０％「フソー」 キシリトール ２０％２０ｍＬ１管 扶桑薬品工業
不採算 キシリトール注２０％「ＮＰ」 キシリトール ２０％２０ｍＬ１管 ニプロ
不採算 キシリトール注射液 キシリトール ５％２００ｍＬ１袋 （統一名収載）
不採算 キシリトール注射液 キシリトール ５％５００ｍＬ１袋 （統一名収載）

不採算 キシリトール注射液 キシリトール ５％３００ｍＬ１袋 （統一名収載）

140 不採算 リハビックス－Ｋ１号輸液 高カロリー輸液用基本液 ５００ｍＬ１瓶又は１袋 エイワイファーマ

141 不採算 リハビックス－Ｋ２号輸液 高カロリー輸液用基本液 ５００ｍＬ１瓶又は１袋 エイワイファーマ

142 不採算 プロテアミン１２注射液 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 （１２％）２００ｍＬ１袋 テルモ

不採算 モリアミンＳ注 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 （１０％）２００ｍＬ１袋 エイワイファーマ
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143 不採算 モリプロンＦ輸液 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 ２００ｍＬ１袋 エイワイファーマ

144 不採算 アミパレン輸液 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 ２００ｍＬ１袋 大塚製薬工場
不採算 アミパレン輸液 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 ３００ｍＬ１袋 大塚製薬工場

不採算 アミパレン輸液 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 ４００ｍＬ１袋 大塚製薬工場

145 不採算 アミニック輸液 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 ２００ｍＬ１袋 エイワイファーマ

146 不採算 アミゼットＢ輸液 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 ２００ｍＬ１袋 テルモ

147 不採算 プラスアミノ輸液 総合アミノ酸製剤（ブドウ糖加） ２００ｍＬ１袋 大塚製薬工場

不採算 プラスアミノ輸液 総合アミノ酸製剤（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場

148 不採算 イントラリポス輸液１０％ ダイズ油 ２５０ｍＬ１袋 大塚製薬工場

不採算 イントラリポス輸液２０％ ダイズ油 ２０％１００ｍＬ１袋 大塚製薬工場
不採算 イントラリポス輸液２０％ ダイズ油 ２０％２５０ｍＬ１袋 大塚製薬工場

不採算 イントラリポス輸液２０％ ダイズ油 ２０％５０ｍＬ１袋 大塚製薬工場

149 不採算 塩化ナトリウム１０％２０ｍＬ注射液 塩化ナトリウム １０％２０ｍＬ１管 （統一名収載）

150 不採算 生理食塩液５ｍＬ注射液 生理食塩液 ５ｍＬ１管 （統一名収載）
不採算 生理食塩液２０ｍＬ注射液 生理食塩液 ２０ｍＬ１管 （統一名収載）
不採算 生理食塩液１００ｍＬ注射液 生理食塩液 １００ｍＬ１瓶 （統一名収載）
不採算 生理食塩液 生理食塩液 ２００ｍＬ１瓶 （統一名収載）
不採算 生理食塩液 生理食塩液 ２５０ｍＬ１瓶 （統一名収載）
不採算 生理食塩液 生理食塩液 ５００ｍＬ１瓶 （統一名収載）
不採算 生理食塩液 生理食塩液 １Ｌ１瓶 （統一名収載）
不採算 生理食塩液 生理食塩液 ５００ｍＬ１袋 （統一名収載）
不採算 生理食塩液 生理食塩液 １Ｌ１袋 （統一名収載）
不採算 生理食塩液 生理食塩液 ５０ｍＬ１瓶 （統一名収載）
不採算 生理食塩液１００ｍＬ注射液 生理食塩液 １００ｍＬ１袋 （統一名収載）

不採算 生理食塩液 生理食塩液 ２５０ｍＬ１袋 （統一名収載）

不採算 生理食塩液 生理食塩液 １．３Ｌ１袋 （統一名収載）
不採算 生理食塩液 生理食塩液 １．５Ｌ１袋 （統一名収載）

不採算 生理食塩液 生理食塩液 ２Ｌ１袋 （統一名収載）

151 不採算 ＫＣＬ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ 塩化カリウム １モル２０ｍＬ１管 大塚製薬工場

152 不採算 塩化Ｎａ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ 塩化ナトリウム １モル２０ｍＬ１管 大塚製薬工場

不採算 塩化Ｎａ補正液２．５ｍＥｑ／ｍＬ 塩化ナトリウム ２．５モル２０ｍＬ１管 大塚製薬工場

153 不採算 リプラス１号輸液 開始液 ２００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業
不採算 リプラス１号輸液 開始液 ５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業

不採算 リプラス１号輸液 開始液 ５００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業

不採算 ソルデム１輸液 開始液 ５００ｍＬ１袋 テルモ
不採算 ソリタ－Ｔ１号輸液 開始液 ５００ｍＬ１袋 エイワイファーマ

不採算 ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 開始液 ５００ｍＬ１袋 陽進堂

不採算 リプラス１号輸液 開始液 ２００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業

不採算 ソルデム１輸液 開始液 ２００ｍＬ１袋 テルモ

不採算 ソリタ－Ｔ１号輸液 開始液 ２００ｍＬ１袋 エイワイファーマ

不採算 ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 開始液 ２００ｍＬ１袋 陽進堂

154 不採算 ＫＮ１号輸液 開始液 ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場
不採算 デノサリン１輸液 開始液 ５００ｍＬ１袋 テルモ
不採算 ＫＮ１号輸液 開始液 ２００ｍＬ１袋 大塚製薬工場

不採算 デノサリン１輸液 開始液 ２００ｍＬ１袋 テルモ

155 不採算 １０％ＥＬ－３号輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 エイワイファーマ
不採算 ソルデム３ＰＧ輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 テルモ

不採算 ソルデム３ＰＧ輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 テルモ

156 不採算 ハルトマン－Ｇ３号輸液 維持液 ５００ｍＬ１瓶 共和クリティケア
不採算 ヒシナルク３号輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 ニプロ
不採算 ソルデム３Ａ輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 テルモ
不採算 ユエキンキープ輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 光製薬

不採算 ソリタ－Ｔ３号輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 エイワイファーマ

不採算 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 陽進堂

不採算 ヒシナルク３号輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 ニプロ
不採算 ソルデム３Ａ輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 テルモ
不採算 ハルトマン－Ｇ３号輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 共和クリティケア
不採算 ユエキンキープ輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 光製薬
不採算 ソリタ－Ｔ３号輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 エイワイファーマ
不採算 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 陽進堂

不採算 ソルデム３Ａ輸液 維持液 １Ｌ１袋 テルモ

157 不採算 ソルデム３ＡＧ輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 テルモ
不採算 ソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 エイワイファーマ
不採算 ＹＤソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 陽進堂
不採算 ソルデム３ＡＧ輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 テルモ
不採算 ソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 エイワイファーマ

不採算 ＹＤソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 陽進堂

158 不採算 リプラス３号輸液 維持液 ２００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業
不採算 リプラス３号輸液 維持液 ５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業
不採算 リプラス３号輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業

不採算 リプラス３号輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業

159 不採算 ＫＮ３号輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場
不採算 ソルデム３輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 テルモ

不採算 ＫＮ３号輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 大塚製薬工場

不採算 ソルデム３輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 テルモ

160 不採算 フルクトラクト注 維持液 ２００ｍＬ１袋 大塚製薬工場

不採算 フルクトラクト注 維持液 ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場

161 不採算 アステマリン３号ＭＧ輸液 維持液 ５００ｍＬ１瓶 マイラン製薬

不採算 フィジオゾール３号輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場

162 不採算 ＥＬ－３号輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 エイワイファーマ

163 不採算 ＫＮＭＧ３号輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場

164 不採算 ＫＮ４号輸液 術後回復液 ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場
不採算 ソルデム６輸液 術後回復液 ５００ｍＬ１袋 テルモ

不採算 ソルデム６輸液 術後回復液 ２００ｍＬ１袋 テルモ

165 不採算 ソリタ－Ｔ４号輸液 術後回復液 ２００ｍＬ１袋 エイワイファーマ

不採算 ソリタ－Ｔ４号輸液 術後回復液 ５００ｍＬ１袋 エイワイファーマ

166 不採算 ソルデム２輸液 脱水補給液 ５００ｍＬ１袋 テルモ

不採算 ソルデム２輸液 脱水補給液 ２００ｍＬ１袋 テルモ

167 不採算 ＫＮ２号輸液 脱水補給液 ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場

168 不採算 ソリタ－Ｔ２号輸液 脱水補給液 ２００ｍＬ１袋 エイワイファーマ

不採算 ソリタ－Ｔ２号輸液 脱水補給液 ５００ｍＬ１袋 エイワイファーマ

169 不採算 ハルトマン液「コバヤシ」 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 共和クリティケア

不採算 ラクトリンゲル液″フソー″ 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業
不採算 ニソリ輸液 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 マイラン製薬
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不採算 ラクテック注 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場
不採算 ラクトリンゲル液″フソー″ 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業
不採算 ソルラクト輸液 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 テルモ
不採算 ハルトマン輸液「ＮＰ」 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ニプロ
不採算 ハルトマン輸液ｐＨ８「ＮＰ」 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ニプロ
不採算 ラクテック注 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 大塚製薬工場
不採算 ラクトリンゲル液″フソー″ 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 扶桑薬品工業
不採算 ソルラクト輸液 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 テルモ
不採算 ハルトマン輸液ｐＨ８「ＮＰ」 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 ニプロ
不採算 ラクトリンゲル液″フソー″ 乳酸リンゲル ２００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業
不採算 ラクテック注 乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 大塚製薬工場
不採算 ソルラクト輸液 乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 テルモ

不採算 ラクトリンゲル液″フソー″ 乳酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業

170 不採算 ラクトリンゲルＳ注「フソー」 ソルビトール加乳酸リンゲル ２００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業

不採算 ニソリ・Ｓ注 ソルビトール加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 マイラン製薬

不採算 ラクトリンゲルＳ注「フソー」 ソルビトール加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業
不採算 ラクトリンゲルＳ注「フソー」 ソルビトール加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業
不採算 ソルラクトＳ輸液 ソルビトール加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 テルモ
不採算 ラクテックＧ輸液 ソルビトール加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場
不採算 ソルラクトＳ輸液 ソルビトール加乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 テルモ
不採算 ラクテックＧ輸液 ソルビトール加乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 大塚製薬工場
不採算 ラクテックＧ輸液 ソルビトール加乳酸リンゲル １Ｌ１袋 大塚製薬工場

不採算 ラクトリンゲルＳ注「フソー」 ソルビトール加乳酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業

171 不採算 ハルトマンＤ液「小林」 ブドウ糖加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 共和クリティケア

不採算 ソルラクトＤ輸液 ブドウ糖加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 テルモ

不採算 ラクテックＤ輸液 ブドウ糖加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場

不採算 ソルラクトＤ輸液 ブドウ糖加乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 テルモ

172 不採算 ニソリＭ注 マルトース加乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１瓶 マイラン製薬

不採算 ニソリＭ注 マルトース加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 マイラン製薬
不採算 ラクトリンゲルＭ注「フソー」 マルトース加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業
不採算 ラクトリンゲルＭ注「フソー」 マルトース加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業

不採算 ニソリＭ注 マルトース加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 マイラン製薬

不採算 ソルラクトＴＭＲ輸液 マルトース加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 テルモ

不採算 ポタコールＲ輸液 マルトース加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 大塚製薬工場

不採算 ニソリＭ注 マルトース加乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 マイラン製薬

不採算 ソルラクトＴＭＲ輸液 マルトース加乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 テルモ

不採算 ポタコールＲ輸液 マルトース加乳酸リンゲル ２５０ｍＬ１袋 大塚製薬工場

不採算 ラクトリンゲルＭ注「フソー」 マルトース加乳酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業

不採算 ラクトリンゲルＭ注「フソー」 マルトース加乳酸リンゲル ２００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業

173 不採算 リンゲル液 リンゲル ５００ｍＬ１瓶 （統一名収載）

不採算 リンゲル液 リンゲル ５００ｍＬ１袋 （統一名収載）

174 不採算 ペンライブ注 酢酸維持液 ２００ｍＬ１瓶 マイラン製薬
不採算 アクチット輸液 酢酸維持液 ２００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業
不採算 ペンライブ注 酢酸維持液 ３００ｍＬ１瓶 マイラン製薬
不採算 エスロンＢ注 酢酸維持液 ５００ｍＬ１瓶 共和クリティケア

不採算 ペンライブ注 酢酸維持液 ５００ｍＬ１瓶 マイラン製薬

不採算 アクチット輸液 酢酸維持液 ５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業

不採算 ペンライブ注 酢酸維持液 ５００ｍＬ１袋 マイラン製薬

不採算 ソルマルト輸液 酢酸維持液 ５００ｍＬ１袋 テルモ
不採算 アクマルト輸液 酢酸維持液 ５００ｍＬ１袋 光製薬

不採算 アクチット輸液 酢酸維持液 ５００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業

不採算 エスロンＢ注 酢酸維持液 ２００ｍＬ１袋 共和クリティケア
不採算 ペンライブ注 酢酸維持液 ２００ｍＬ１袋 マイラン製薬
不採算 ソルマルト輸液 酢酸維持液 ２００ｍＬ１袋 テルモ

不採算 アクマルト輸液 酢酸維持液 ２００ｍＬ１袋 光製薬

不採算 アクチット輸液 酢酸維持液 ２００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業

不採算 ペンライブ注 酢酸維持液 ３００ｍＬ１袋 マイラン製薬

175 不採算 ペロール注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ３００ｍＬ１瓶 マイラン製薬
不採算 ソリューゲンＧ注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 共和クリティケア

不採算 ペロール注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 マイラン製薬

不採算 ヴィーンＤ輸液 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業
不採算 ペロール注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 マイラン製薬

不採算 ヴィーンＤ輸液 ブドウ糖加酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業

不採算 ソリューゲンＧ注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ３００ｍＬ１袋 共和クリティケア

不採算 ペロール注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ３００ｍＬ１袋 マイラン製薬

不採算 ソリューゲンＧ注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 共和クリティケア
不採算 ヴィーンＤ輸液 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業

不採算 ヴィーンＤ輸液 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業

176 不採算 アルトフェッド注射液 酢酸維持液 ２００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業

不採算 アルトフェッド注射液 酢酸維持液 ５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業
不採算 アルトフェッド注射液 酢酸維持液 ５００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業

不採算 アルトフェッド注射液 酢酸維持液 ２００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業

177 不採算 ソリューゲンＦ注 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 共和クリティケア
不採算 ヴィーンＦ輸液 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶 扶桑薬品工業
不採算 ソルアセトＦ輸液 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 テルモ
不採算 ヴィーンＦ輸液 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 扶桑薬品工業
不採算 リナセートＦ輸液 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 エイワイファーマ

不採算 ソルアセトＦ輸液 酢酸リンゲル １Ｌ１袋 テルモ

178 不採算 トリフリード輸液 維持液（複合糖加） ５００ｍＬ１瓶又は１袋 大塚製薬工場

不採算 トリフリード輸液 維持液（複合糖加） １Ｌ１袋 大塚製薬工場

179 不採算 プロタミン硫酸塩注射液 プロタミン硫酸塩 １％１０ｍＬバイアル （統一名収載）

180 不採算 キンダリー透析剤ＡＦ１号 人工透析液
９Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウ
ム液付）

扶桑薬品工業

181 不採算 キンダリー透析剤ＡＦ１Ｐ号 人工透析液
１０Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリ
ウム付）

扶桑薬品工業

182 不採算 キンダリー透析剤ＡＦ２号 人工透析液
６Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウ
ム液付）

扶桑薬品工業

不採算 キンダリー透析剤ＡＦ２号 人工透析液
９Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウ
ム液付）

扶桑薬品工業

183 不採算 キンダリー透析剤ＡＦ２Ｐ号 人工透析液
１０Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリ
ウム付）

扶桑薬品工業

184 不採算 ＡＫ－ソリタ透析剤・ＤＰ 人工透析液
９Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウ
ム付）

エイワイファーマ
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185 不採算 ＡＫ－ソリタ透析剤・ＦＰ 人工透析液
９Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウ
ム付）

エイワイファーマ

186 不採算 ＡＫ－ソリタ透析剤・ＤＬ 人工透析液
９Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウ
ム液付）

エイワイファーマ

187 不採算 ＡＫ－ソリタ透析剤・ＦＬ 人工透析液
９Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウ
ム液付）

エイワイファーマ

188 不採算 キンダリー透析剤ＡＦ３号 人工透析液
６Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウ
ム液付）

扶桑薬品工業

不採算 キンダリー透析剤ＡＦ３号 人工透析液
９Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウ
ム液付）

扶桑薬品工業

189 不採算 キンダリー透析剤ＡＦ３Ｐ号 人工透析液
１０Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリ
ウム付）

扶桑薬品工業

190 不採算 ブライアン点滴静注１ｇ エデト酸カルシウム二ナトリウム水和物 ２０％５ｍＬ１管 日新製薬（山形）

191 不採算 ジメルカプロール注射液 ジメルカプロール １０％１ｍＬ１管 （統一名収載）

192 不採算 パム静注５００ｍｇ プラリドキシムヨウ化物 ２．５％２０ｍＬ１管 大日本住友製薬

193 不採算 注射用エンドキサン１００ｍｇ シクロホスファミド水和物 １００ｍｇ１瓶 塩野義製薬

不採算 注射用エンドキサン５００ｍｇ シクロホスファミド水和物 ５００ｍｇ１瓶 塩野義製薬

194 不採算 注射用ペニシリンＧカリウム２０万単位 ベンジルペニシリンカリウム ２０万単位１瓶
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

不採算 注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位 ベンジルペニシリンカリウム １００万単位１瓶
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

195 病原生物 リンコシン注射液３００ｍｇ リンコマイシン塩酸塩水和物 ３００ｍｇ１ｍＬ１瓶 ファイザー
病原生物 リンコシン注射液６００ｍｇ リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１瓶 ファイザー
病原生物 リンコシン注射液１．５ｇ リンコマイシン塩酸塩水和物 １．５ｇ５ｍＬ１瓶 ファイザー

病原生物 リンコシン注射液１ｇ リンコマイシン塩酸塩水和物 １ｇ３．３３ｍＬ１瓶 ファイザー

196 病原生物 ダラシンＳ注射液３００ｍｇ クリンダマイシンリン酸エステル ３００ｍｇ１管 ファイザー
病原生物 クリンダマイシンリン酸エステル注射液３００ｍｇ「ＮＰ」 クリンダマイシンリン酸エステル ３００ｍｇ１管 ニプロ
病原生物 ダラシンＳ注射液６００ｍｇ クリンダマイシンリン酸エステル ６００ｍｇ１管 ファイザー

病原生物 クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ「ＮＰ」 クリンダマイシンリン酸エステル ６００ｍｇ１管 ニプロ

197 病原生物 ハベカシン注射液７５ｍｇ アルベカシン硫酸塩 ７５ｍｇ１．５ｍＬ１管
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

病原生物 ハベカシン注射液１００ｍｇ アルベカシン硫酸塩 １００ｍｇ２ｍＬ１管
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

病原生物 ハベカシン注射液２５ｍｇ アルベカシン硫酸塩 ２５ｍｇ０．５ｍＬ１管
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

病原生物 ハベカシン注射液２００ｍｇ アルベカシン硫酸塩 ２００ｍｇ４ｍＬ１管
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

198 病原生物 トブラシン注小児用１０ｍｇ トブラマイシン １０ｍｇ１管 東和薬品
病原生物 トブラシン注６０ｍｇ トブラマイシン ６０ｍｇ１管 東和薬品

病原生物 トブラシン注９０ｍｇ トブラマイシン ９０ｍｇ１管 東和薬品

199 病原生物 アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「日医工」 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 日医工
病原生物 アミカシン硫酸塩注１００ｍｇ「ＮＰ」 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 ニプロ
病原生物 アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「ＮｉｋＰ」 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 日医工ファーマ
病原生物 アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「Ｆ」 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 富士製薬工業

病原生物 アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「明治」 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

病原生物 アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「日医工」 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 日医工
病原生物 アミカシン硫酸塩注２００ｍｇ「ＮＰ」 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 ニプロ
病原生物 アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「ＮｉｋＰ」 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 日医工ファーマ
病原生物 アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「Ｆ」 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 富士製薬工業

病原生物 アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「明治」 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

病原生物 アミカシン硫酸塩注射用１００ｍｇ「日医工」 アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１瓶 日医工

病原生物 アミカシン硫酸塩注射用２００ｍｇ「日医工」 アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１瓶 日医工

200 病原生物 エクサシン注射液２００ イセパマイシン硫酸塩 ２００ｍｇ２ｍＬ１管 旭化成ファーマ

病原生物 エクサシン注射液４００ イセパマイシン硫酸塩 ４００ｍｇ２ｍＬ１管 旭化成ファーマ

201 病原生物 トロビシン筋注用２ｇ スペクチノマイシン塩酸塩水和物 ２ｇ１瓶 ファイザー

202 病原生物 ビクシリン注射用０．２５ｇ アンピシリンナトリウム ２５０ｍｇ１瓶
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

病原生物 ビクシリン注射用０．５ｇ アンピシリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

病原生物 ビクシリン注射用１ｇ アンピシリンナトリウム １ｇ１瓶
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

病原生物 ビクシリン注射用２ｇ アンピシリンナトリウム ２ｇ１瓶
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

203 病原生物 ピペラシリンナトリウム１ｇキット ピペラシリンナトリウム
１ｇ１キット
（生理食塩液１００ｍＬ付）

（統一名収載）

病原生物 ピペラシリンナトリウム２ｇキット ピペラシリンナトリウム
２ｇ１キット
（生理食塩液１００ｍＬ付）

（統一名収載）

204 病原生物 フルマリン静注用０．５ｇ フロモキセフナトリウム ５００ｍｇ１瓶 塩野義製薬
病原生物 フルマリン静注用１ｇ フロモキセフナトリウム １ｇ１瓶 塩野義製薬

病原生物 フルマリンキット静注用１ｇ フロモキセフナトリウム
１ｇ１キット
（生理食塩液１００ｍＬ付）

塩野義製薬

205 病原生物 ゲンタシン注１０ ゲンタマイシン硫酸塩 １０ｍｇ１管 高田製薬
病原生物 ゲンタマイシン硫酸塩注射液１０ｍｇ「日医工」 ゲンタマイシン硫酸塩 １０ｍｇ１管 日医工
病原生物 ゲンタマイシン硫酸塩注射液１０ｍｇ「Ｆ」 ゲンタマイシン硫酸塩 １０ｍｇ１管 富士製薬工業
病原生物 ゲンタシン注４０ ゲンタマイシン硫酸塩 ４０ｍｇ１管 高田製薬
病原生物 ゲンタマイシン硫酸塩注射液４０ｍｇ「日医工」 ゲンタマイシン硫酸塩 ４０ｍｇ１管 日医工
病原生物 ゲンタマイシン硫酸塩注射液４０ｍｇ「Ｆ」 ゲンタマイシン硫酸塩 ４０ｍｇ１管 富士製薬工業
病原生物 ゲンタシン注６０ ゲンタマイシン硫酸塩 ６０ｍｇ１管 高田製薬
病原生物 ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０ｍｇ「日医工」 ゲンタマイシン硫酸塩 ６０ｍｇ１管 日医工

病原生物 ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０ｍｇ「Ｆ」 ゲンタマイシン硫酸塩 ６０ｍｇ１管 富士製薬工業

206 病原生物 ホスミシンＳ静注用０．５ｇ ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

病原生物 ホスホマイシンＮａ静注用０．５ｇ「ＮＰ」 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 ニプロ
病原生物 ホスホマイシンナトリウム静注用０．５ｇ「日医工」 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 日医工
病原生物 ホスホマイシンＮａ静注用０．５ｇ「タカタ」 ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 高田製薬

病原生物 ホスミシンＳ静注用１ｇ ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

病原生物 ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 ニプロ
病原生物 ホスホマイシンナトリウム静注用１ｇ「日医工」 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 日医工
病原生物 ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「タカタ」 ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 高田製薬

病原生物 ホスミシンＳ静注用２ｇ ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

病原生物 ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「ＮＰ」 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 ニプロ
病原生物 ホスホマイシンナトリウム静注用２ｇ「日医工」 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 日医工

病原生物 ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「タカタ」 ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 高田製薬

207 病原生物 エリスロシン点滴静注用５００ｍｇ エリスロマイシンラクトビオン酸塩 ５００ｍｇ１瓶 マイランＥＰＤ

208 病原生物 クロロマイセチンサクシネート静注用１ｇ クロラムフェニコールコハク酸エステルナトリウム １ｇ１瓶（溶解液付） アルフレッサファーマ
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209 不採算 硫酸ストレプトマイシン注射用１ｇ「明治」 ストレプトマイシン硫酸塩 １ｇ１瓶
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

210 不採算 ツベラクチン筋注用１ｇ エンビオマイシン硫酸塩 １ｇ１瓶 旭化成ファーマ

211 不採算 硫酸カナマイシン注射液１０００ｍｇ「明治」 カナマイシン硫酸塩 １ｇ１管
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

212 病原生物 ファンギゾン注射用５０ｍｇ アムホテリシンＢ ５０ｍｇ１瓶
ブリストル・マイヤー
ズ　スクイブ

213 病原生物 注射用ビクシリンＳ１００
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
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

病原生物 注射用ビクシリンＳ５００
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
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

病原生物 注射用ビクシリンＳ１０００
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
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋ
ａ　ファルマ

214 病原生物 イソニアジド注射液 イソニアジド １００ｍｇ１管 （統一名収載）

215 病原生物 アラセナ－Ａ点滴静注用３００ｍｇ ビダラビン ３００ｍｇ１瓶 持田製薬

病原生物 ビダラビン点滴静注用３００ｍｇ「Ｆ」 ビダラビン ３００ｍｇ１瓶 富士製薬工業

216 病原生物 デノシン点滴静注用５００ｍｇ ガンシクロビル ５００ｍｇ１瓶 田辺三菱製薬

217 病原生物 フロリードＦ注２００ｍｇ ミコナゾール １％２０ｍＬ１管 持田製薬

218 病原生物 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） ０．２５ｍＬ１瓶 （統一名収載）

病原生物 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） ０．５ｍＬ１瓶 （統一名収載）

219 病原生物 沈降破傷風トキソイド 沈降破傷風トキソイド １０ｍＬ１瓶 （統一名収載）

病原生物 沈降破傷風トキソイド 沈降破傷風トキソイド ０．５ｍＬ１瓶 （統一名収載）

220 不採算 乾燥はぶウマ抗毒素 乾燥はぶウマ抗毒素
各６，０００単位入１瓶（溶
解液付）

（統一名収載）

221 不採算 乾燥まむしウマ抗毒素 乾燥まむしウマ抗毒素
各６，０００単位入１瓶（溶
解液付）

（統一名収載）

222 不採算 人全血液－ＬＲ「日赤」 人全血液
血液２００ｍＬに由来する血
液量１袋

日本赤十字社

不採算 人全血液－ＬＲ「日赤」 人全血液
血液４００ｍＬに由来する血
液量１袋

日本赤十字社

223 不採算 照射人全血液－ＬＲ「日赤」 人全血液
血液２００ｍＬに由来する血
液量１袋

日本赤十字社

不採算 照射人全血液－ＬＲ「日赤」 人全血液
血液４００ｍＬに由来する血
液量１袋

日本赤十字社

224 不採算 濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 人血小板濃厚液 １単位約２０ｍＬ１袋 日本赤十字社
不採算 濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 人血小板濃厚液 ２単位約４０ｍＬ１袋 日本赤十字社
不採算 濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 人血小板濃厚液 ５単位約１００ｍＬ１袋 日本赤十字社
不採算 濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 人血小板濃厚液 １０単位約２００ｍＬ１袋 日本赤十字社
不採算 濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 人血小板濃厚液 １５単位約２５０ｍＬ１袋 日本赤十字社

不採算 濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 人血小板濃厚液 ２０単位約２５０ｍＬ１袋 日本赤十字社

225 不採算 赤血球液－ＬＲ「日赤」 人赤血球液
血液２００ｍＬに由来する赤
血球１袋

日本赤十字社

不採算 赤血球液－ＬＲ「日赤」 人赤血球液
血液４００ｍＬに由来する赤
血球１袋

日本赤十字社

226 不採算 新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」１２０ 新鮮凍結人血漿
血液２００ｍＬ相当に由来す
る血漿１袋

日本赤十字社

不採算 新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」２４０ 新鮮凍結人血漿
血液４００ｍＬ相当に由来す
る血漿１袋

日本赤十字社

不採算 新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」４８０ 新鮮凍結人血漿 ４８０ｍＬ１袋 日本赤十字社

227 不採算 照射赤血球液－ＬＲ「日赤」 人赤血球液
血液２００ｍＬに由来する赤
血球１袋

日本赤十字社

不採算 照射赤血球液－ＬＲ「日赤」 人赤血球液
血液４００ｍＬに由来する赤
血球１袋

日本赤十字社

228 不採算 照射濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 人血小板濃厚液 １単位約２０ｍＬ１袋 日本赤十字社
不採算 照射濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 人血小板濃厚液 ２単位約４０ｍＬ１袋 日本赤十字社
不採算 照射濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 人血小板濃厚液 ５単位約１００ｍＬ１袋 日本赤十字社
不採算 照射濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 人血小板濃厚液 １０単位約２００ｍＬ１袋 日本赤十字社
不採算 照射濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 人血小板濃厚液 １５単位約２５０ｍＬ１袋 日本赤十字社
不採算 照射濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 人血小板濃厚液 ２０単位約２５０ｍＬ１袋 日本赤十字社

不採算 照射洗浄血小板－ＬＲ「日赤」 人血小板濃厚液 １０単位約２００ｍＬ１袋 日本赤十字社

229 不採算 抗ＨＢｓ人免疫グロブリン 抗ＨＢｓ人免疫グロブリン １，０００単位５ｍＬ１瓶 （統一名収載）

不採算 抗ＨＢｓ人免疫グロブリン 抗ＨＢｓ人免疫グロブリン ２００単位１ｍＬ１瓶 （統一名収載）

230 病原生物 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 ２５０単位１瓶（溶解液付） （統一名収載）
病原生物 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 ５００単位１瓶（溶解液付） （統一名収載）
病原生物 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 ７５０単位１瓶（溶解液付） （統一名収載）

病原生物 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子
１，０００単位１瓶（溶解液
付）

（統一名収載）

病原生物 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子
２，０００単位１瓶（溶解液
付）

（統一名収載）

231 病原生物 乾燥抗Ｄ（Ｒｈｏ）人免疫グロブリン 乾燥抗Ｄ（Ｒｈｏ）人免疫グロブリン １，０００倍１瓶（溶解液付） （統一名収載）

232 不採算 乾燥抗破傷風人免疫グロブリン 乾燥抗破傷風人免疫グロブリン ２５０国際単位１瓶 （統一名収載）

233 病原生物 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体
２００国際単位１瓶（溶解液
付）

（統一名収載）

病原生物 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体
４００国際単位１瓶（溶解液
付）

（統一名収載）

病原生物 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体
５００国際単位１瓶（溶解液
付）

（統一名収載）

病原生物 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体
１，０００国際単位１瓶（溶
解液付）

（統一名収載）

234 不採算 乾燥人フィブリノゲン 乾燥人フィブリノゲン １ｇ１瓶（溶解液付） （統一名収載）

235 病原生物 人免疫グロブリン 人免疫グロブリン １５０ｍｇ１ｍＬ （統一名収載）

236 病原生物 ファイバ静注用５００ 乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体
５００単位１０ｍＬ１瓶（溶
解液付）

シャイアー・ジャパン

病原生物 ファイバ静注用１０００ 乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体
１，０００単位２０ｍＬ１瓶
（溶解液付）

シャイアー・ジャパン

237 病原生物 テタガムＰ筋注シリンジ２５０ 抗破傷風人免疫グロブリン ２５０国際単位１ｍＬ１筒 ＣＳＬベーリング

238 不採算 人ハプトグロビン 人ハプトグロビン ２，０００単位１００ｍＬ１瓶 （統一名収載）

239 病原生物 献血アルブミネート４．４％静注４．４ｇ／１００ｍＬ 加熱人血漿たん白 １００ｍＬ１瓶 日本製薬

病原生物 献血アルブミネート４．４％静注１１ｇ／２５０ｍＬ 加熱人血漿たん白 ２５０ｍＬ１瓶 日本製薬

240 病原生物 乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン 乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン
２００単位１ｍＬ１瓶（溶解
液付）

（統一名収載）

病原生物 乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン 乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン
１，０００単位５ｍＬ１瓶
（溶解液付）

（統一名収載）

241 病原生物 ベリナートＰ静注用５００ 乾燥濃縮人Ｃ１－インアクチベーター
５００国際単位１瓶（溶解液
付）

ＣＳＬベーリング

242 病原生物 献血ポリグロビンＮ５％静注０．５ｇ／１０ｍＬ ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン ５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 日本血液製剤機構
病原生物 献血ポリグロビンＮ５％静注２．５ｇ／５０ｍＬ ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン ２．５ｇ５０ｍＬ１瓶 日本血液製剤機構
病原生物 献血ポリグロビンＮ５％静注５ｇ／１００ｍＬ ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン ５ｇ１００ｍＬ１瓶 日本血液製剤機構
病原生物 献血ポリグロビンＮ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン ５ｇ５０ｍＬ１瓶 日本血液製剤機構
病原生物 献血ポリグロビンＮ１０％静注１０ｇ／１００ｍＬ ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン １０ｇ１００ｍＬ１瓶 日本血液製剤機構
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No 区分 品名 成分 規格単位 会社名

病原生物 献血ポリグロビンＮ１０％静注２．５ｇ／２５ｍＬ ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン ２．５ｇ２５ｍＬ１瓶 日本血液製剤機構

243 病原生物 献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注０．５ｇ／１０ｍＬ ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン ５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 日本血液製剤機構
病原生物 献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注２．５ｇ／５０ｍＬ ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン ２．５ｇ５０ｍＬ１瓶 日本血液製剤機構
病原生物 献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注１ｇ／２０ｍＬ ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン １ｇ２０ｍＬ１瓶 日本血液製剤機構
病原生物 献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注５ｇ／１００ｍＬ ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン ５ｇ１００ｍＬ１瓶 日本血液製剤機構
病原生物 献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注１０ｇ／２００ｍＬ ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン １０ｇ２００ｍＬ１瓶 日本血液製剤機構
病原生物 献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注０．５ｇ／５ｍＬ ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン ５００ｍｇ５ｍＬ１瓶 日本血液製剤機構
病原生物 献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注２．５ｇ／２５ｍＬ ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン ２．５ｇ２５ｍＬ１瓶 日本血液製剤機構
病原生物 献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン ５ｇ５０ｍＬ１瓶 日本血液製剤機構
病原生物 献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注１０ｇ／１００ｍＬ ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン １０ｇ１００ｍＬ１瓶 日本血液製剤機構

病原生物 献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注２０ｇ／２００ｍＬ ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン ２０ｇ２００ｍＬ１瓶 日本血液製剤機構

244 病原生物 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 ４００単位１瓶（溶解液付） （統一名収載）
病原生物 ノバクトＭ静注用５００単位 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 ５００単位１瓶（溶解液付） ＫＭバイオロジクス

病原生物 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子
１，０００単位１瓶（溶解液
付）

（統一名収載）

病原生物 ノバクトＭ静注用２０００単位 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子
２，０００単位１瓶（溶解液
付）

ＫＭバイオロジクス

245 不採算 フィブロガミンＰ静注用 ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ⅩⅢ因子
２４０国際単位１瓶（溶解液
付）

ＣＳＬベーリング

246 不採算 ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブ
リン

２５０国際単位１瓶 （統一名収載）

不採算 ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブ
リン

１，５００国際単位１瓶 （統一名収載）

247 不採算 ポリエチレングリコール処理抗ＨＢｓ人免疫グロブリン
ポリエチレングリコール処理抗ＨＢｓ人免疫グロブ
リン

１，０００単位５ｍＬ１瓶 （統一名収載）

248 不採算 精製ツベルクリン 精製ツベルクリン １μｇ１瓶（溶解液付） （統一名収載）

249 不採算 精製ツベルクリン 精製ツベルクリン
（一般診断用・１人用）
０．２５μｇ１瓶（溶解液
付）

（統一名収載）

250 病原生物 スミフェロン注ＤＳ３００万ＩＵ インターフェロンアルファ（ＮＡＭＡＬＷＡ） ３００万国際単位１筒 大日本住友製薬

病原生物 スミフェロン注ＤＳ６００万ＩＵ インターフェロンアルファ（ＮＡＭＡＬＷＡ） ６００万国際単位１筒 大日本住友製薬

251 不採算 イムノマックス－γ注１００ インターフェロンガンマ－１ａ（遺伝子組換え）
１００万国内標準単位１瓶
（溶解液付）

塩野義製薬

不採算 イムノマックス－γ注５０ インターフェロンガンマ－１ａ（遺伝子組換え）
５０万国内標準単位１瓶（溶
解液付）

塩野義製薬

252 病原生物 イムネース注３５ テセロイキン（遺伝子組換え） ３５万単位１瓶（溶解液付） 塩野義製薬

253 不採算 ヒスタグロビン皮下注用 ヒスタミン加人免疫グロブリン（乾燥）
（人免疫グロブリン１２ｍｇ
ヒスタミン二塩酸塩０．１５
μｇ）１瓶（溶解液付）

ＫＭバイオロジクス

254 病原生物 ベナンバックス注用３００ｍｇ ペンタミジンイセチオン酸塩 ３００ｍｇ１瓶 サノフィ

255 不採算 注射用水 注射用水 ５ｍＬ１管 （統一名収載）
不採算 注射用水２０ｍＬ 注射用水 ２０ｍＬ１管 （統一名収載）
不採算 注射用水 注射用水 １００ｍＬ１瓶 （統一名収載）
不採算 注射用水５００ｍＬ 注射用水 ５００ｍＬ１瓶 （統一名収載）
不採算 注射用水 注射用水 １Ｌ１瓶 （統一名収載）
不採算 注射用水１ｍＬ 注射用水 １ｍＬ１管 （統一名収載）
不採算 注射用水２ｍＬ 注射用水 ２ｍＬ１管 （統一名収載）
不採算 注射用水 注射用水 ５００ｍＬ１袋 （統一名収載）

不採算 注射用水 注射用水 １Ｌ１袋 （統一名収載）

256 不採算 インジゴカルミン注射液 インジゴカルミン ０．４％５ｍＬ１管 （統一名収載）

257 不採算 パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液１０％（ＡＦＰ） パラアミノ馬尿酸ナトリウム １０％２０ｍＬ１管 アルフレッサファーマ

258 麻薬 モルヒネ塩酸塩注射液 モルヒネ塩酸塩水和物 １％１ｍＬ１管 （統一名収載）
麻薬 モルヒネ塩酸塩注射液 モルヒネ塩酸塩水和物 １％５ｍＬ１管 （統一名収載）

麻薬 モルヒネ塩酸塩注射液 モルヒネ塩酸塩水和物 ４％５ｍＬ１管 （統一名収載）

259 麻薬 ペチジン塩酸塩注射液 ペチジン塩酸塩 ３．５％１ｍＬ１管 （統一名収載）

麻薬 ペチジン塩酸塩注射液 ペチジン塩酸塩 ５％１ｍＬ１管 （統一名収載）

260 不採算 リュウアト１％眼軟膏 アトロピン硫酸塩水和物 １％１ｇ 参天製薬

不採算 日点アトロピン点眼液１％ アトロピン硫酸塩水和物 １％５ｍＬ１瓶 日本点眼薬研究所

261 不採算 ベノキシール点眼液０．４％ オキシブプロカイン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ 参天製薬

不採算 ネオベノール点眼液０．４％ オキシブプロカイン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ 日本点眼薬研究所

262 不採算 クロラムフェニコール点眼液０．５％「ニットー」 クロラムフェニコール ５ｍｇ１ｍＬ 日東メディック

263 病原生物 トブラシン点眼液０．３％ トブラマイシン ３ｍｇ１ｍＬ 日東メディック

264 病原生物 ピマリシン眼軟膏１％「センジュ」 ピマリシン １０ｍｇ１ｇ 千寿製薬

病原生物 ピマリシン点眼液５％「センジュ」 ピマリシン ５０ｍｇ１ｍＬ 千寿製薬

265 病原生物 ベストロン点眼用０．５％ セフメノキシム塩酸塩
５ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液と
して）

千寿製薬

266 不採算 ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 ポリビニルアルコールヨウ素 ０．２％１ｍＬ 日本点眼薬研究所

267 病原生物 ゾビラックス眼軟膏３％ アシクロビル ３％１ｇ 日東メディック

268 病原生物 タリビッド眼軟膏０．３％ オフロキサシン ０．３％１ｇ 参天製薬
病原生物 タリビッド点眼液０．３％ オフロキサシン ０．３％１ｍＬ 参天製薬
病原生物 オフロキサシン点眼液０．３％「ＪＧ」 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ 長生堂製薬
病原生物 オフロキサシン点眼液０．３％「日医工」 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ 日医工

病原生物 オフロキサシン点眼液０．３％「サワイ」 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ 沢井製薬

269 病原生物 ノフロ点眼液０．３％ ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ 日医工
病原生物 バクシダール点眼液０．３％ ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ 杏林製薬
病原生物 ノルフロキサシン点眼液０．３％「ＮｉｋＰ」 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ 日医工ファーマ
病原生物 ノルフロキサシン点眼液０．３％「日新」 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ 日新製薬（山形）

病原生物 ノルフロキサシン点眼液０．３％「わかもと」 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ わかもと製薬

270 病原生物 ロメフロン点眼液０．３％ 塩酸ロメフロキサシン ０．３％１ｍＬ 千寿製薬

病原生物 ロメフロンミニムス眼科耳科用液０．３％ 塩酸ロメフロキサシン ０．３％０．５ｍＬ１個 千寿製薬

271 病原生物 オフサロン点眼液
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 わかもと製薬

病原生物 コリナコール点眼液
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 日本点眼薬研究所

272 病原生物 ネオメドロールＥＥ軟膏 フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン １ｇ ファイザー

273 病原生物 眼・耳科用リンデロンＡ軟膏
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオ
マイシン硫酸塩

１ｇ シオノギファーマ

274 病原生物 点眼・点鼻用リンデロンＡ液
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオ
マイシン硫酸塩

１ｍＬ シオノギファーマ

病原生物 ベルベゾロンＦ点眼・点鼻液
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオ
マイシン硫酸塩

１ｍＬ 日本点眼薬研究所

275 病原生物 ベストロン耳鼻科用１％ セフメノキシム塩酸塩
１０ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液
として）

千寿製薬

276 病原生物 タリビッド耳科用液０．３％ オフロキサシン ３ｍｇ１ｍＬ 第一三共

277 病原生物 ロメフロン耳科用液０．３％ 塩酸ロメフロキサシン ０．３％１ｍＬ 千寿製薬

278 不採算 亜硝酸アミル 亜硝酸アミル ０．２５ｍＬ１管 （統一名収載）

279 不採算 グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０ グリセリン ５０％３０ｍＬ１個 帝國製薬
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不採算 グリセリン浣腸「ヤマゼン」 グリセリン ５０％３０ｍＬ１個 山善製薬
不採算 ケンエーＧ浣腸液５０％ グリセリン ５０％３０ｍＬ１個 健栄製薬
不採算 グリセリン浣腸液５０％「ムネ」３０ｍＬ グリセリン ５０％３０ｍＬ１個 ムネ製薬
不採算 グリセリン浣腸液５０％「マイラン」 グリセリン ５０％４０ｍＬ１個 明治薬品
不採算 ケンエーＧ浣腸液５０％ グリセリン ５０％４０ｍＬ１個 健栄製薬
不採算 ケンエーＧ浣腸液５０％ グリセリン ５０％５０ｍＬ１個 健栄製薬
不採算 グリセリン浣腸「オヲタ」６０ グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 帝國製薬
不採算 グリセリン浣腸「ヤマゼン」 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 山善製薬
不採算 グリセリン浣腸液５０％「マイラン」 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 明治薬品
不採算 ケンエーＧ浣腸液５０％ グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 健栄製薬
不採算 グリセリン浣腸液５０％「ムネ」６０ｍＬ グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 ムネ製薬
不採算 グリセリン浣腸「オヲタ」１２０ グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 帝國製薬
不採算 グリセリン浣腸「ヤマゼン」 グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 山善製薬
不採算 グリセリン浣腸液５０％「マイラン」 グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 明治薬品
不採算 ケンエーＧ浣腸液５０％ グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 健栄製薬
不採算 グリセリン浣腸液５０％「ムネ」１２０ｍＬ グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 ムネ製薬
不採算 グリセリン浣腸「オヲタ」１５０ グリセリン ５０％１５０ｍＬ１個 帝國製薬
不採算 グリセリン浣腸液５０％「マイラン」 グリセリン ５０％１５０ｍＬ１個 明治薬品
不採算 ケンエーＧ浣腸液５０％ グリセリン ５０％１５０ｍＬ１個 健栄製薬
不採算 グリセリン浣腸液５０％「ムネ」１５０ｍＬ グリセリン ５０％１５０ｍＬ１個 ムネ製薬

不採算 ケンエーＧ浣腸液５０％ グリセリン ５０％９０ｍＬ１個 健栄製薬

280 不採算 新レシカルボン坐剤 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム １個 京都薬品工業

281 不採算 アドレナリン液 アドレナリン ０．１％１ｍＬ （統一名収載）

282 病原生物 クロマイ腟錠１００ｍｇ クロラムフェニコール １００ｍｇ１錠 アルフレッサファーマ

病原生物 クロラムフェニコール腟錠１００ｍｇ「Ｆ」 クロラムフェニコール １００ｍｇ１錠 富士製薬工業

283 病原生物 産婦人科用イソジンクリーム５％ ポビドンヨード ５％１０ｇ ムンディファーマ

284 病原生物 プレポダインスクラブ０．７５％ ヨウ素 １０ｍＬ 丸石製薬
病原生物 プレポダインソリューション１％ ヨウ素 １０ｍＬ 丸石製薬

病原生物 プレポダインフィールド１％ ヨウ素 １０ｍＬ 丸石製薬

285 病原生物 イソプロパノール「タイセイ」 イソプロパノール １０ｍＬ 大成薬品工業

病原生物 イソプロパノール「マルイシ」 イソプロパノール １０ｍＬ 丸石製薬

286 病原生物 ５０％イソプロピルアルコール（丸石） イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 丸石製薬
病原生物 ５０％消毒用イソプロパノール「ニッコー」 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 日興製薬
病原生物 イソプロパノール消毒液５０％「タイセイ」 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 大成薬品工業
病原生物 イソプロパノール消毒液５０％「ヨシダ」 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 吉田製薬
病原生物 イソプロ消毒液５０％「ＮＰ」 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ニプロ
病原生物 イソプロパノール消毒液５０％「ニプロ」 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ ニプロ
病原生物 ７０％消毒用イソプロパノール「ニッコー」 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ 日興製薬
病原生物 ７０％イソプロピルアルコール（丸石） イソプロパノール ７０％１０ｍＬ 丸石製薬
病原生物 イソプロパノール消毒液７０％「タイセイ」 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ 大成薬品工業
病原生物 イソプロパノール消毒液７０％「ヨシダ」 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ 吉田製薬
病原生物 イソプロ消毒液７０％「ＮＰ」 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ ニプロ

病原生物 イソプロパノール消毒液７０％「ニプロ」 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ ニプロ

287 不採算 エタノール エタノール １０ｍＬ （統一名収載）

288 不採算 消毒用エタノール 消毒用エタノール １０ｍＬ （統一名収載）

289 不採算 無水エタノール 無水エタノール １０ｍＬ （統一名収載）

290 病原生物 クロルヘキシジングルコン酸塩液 クロルヘキシジングルコン酸塩 ２０％１０ｍＬ （統一名収載）

291 病原生物 消毒用アルコール配合液「ＮＰ」 エタノール １０ｍＬ ニプロ

292 病原生物 ゲーベンクリーム１％ スルファジアジン銀 １％１ｇ 田辺三菱製薬

293 病原生物 フシジンレオ軟膏２％ フシジン酸ナトリウム ２０ｍｇ１ｇ 第一三共

294 病原生物 ゲンタシン軟膏０．１％ ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ 高田製薬
病原生物 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「Ｆ」 ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ 富士製薬工業

病原生物 ゲンタシンクリーム０．１％ ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ 高田製薬

295 病原生物 ポリミキシンＢ硫酸塩 ポリミキシンＢ硫酸塩 ５０万単位１瓶 （統一名収載）

病原生物 ポリミキシンＢ硫酸塩 ポリミキシンＢ硫酸塩 ３００万単位１瓶 （統一名収載）

296 病原生物 デルモゾールＧ軟膏 ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 １ｇ 岩城製薬
病原生物 リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 １ｇ シオノギファーマ
病原生物 デキサンＶＧ軟膏０．１２％ ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 １ｇ 富士製薬工業
病原生物 ベトノバールＧ軟膏０．１２％ ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 １ｇ 佐藤製薬
病原生物 ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩クリーム ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 １ｇ （統一名収載）
病原生物 デルモゾールＧローション ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍＬ 岩城製薬

病原生物 リンデロン－ＶＧローション ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍＬ シオノギファーマ

297 病原生物 エポセリン坐剤１２５ セフチゾキシムナトリウム １２５ｍｇ１個 長生堂製薬

病原生物 エポセリン坐剤２５０ セフチゾキシムナトリウム ２５０ｍｇ１個 長生堂製薬

298 病原生物 サラゾピリン坐剤５００ｍｇ サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１個 ファイザー

299 病原生物 ベリプラストＰ　コンビセット　組織接着用 フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 ０．５ｍＬ２キット１組 ＣＳＬベーリング
病原生物 ベリプラストＰ　コンビセット　組織接着用 フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 １ｍＬ２キット１組 ＣＳＬベーリング
病原生物 ベリプラストＰ　コンビセット　組織接着用 フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 ３ｍＬ２キット１組 ＣＳＬベーリング

病原生物 ベリプラストＰ　コンビセット　組織接着用 フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 ５ｍＬ２キット１組 ＣＳＬベーリング

300 不採算 白色ワセリン「ケンエー」 白色ワセリン １０ｇ 健栄製薬
不採算 白色ワセリン 白色ワセリン １０ｇ 三恵薬品
不採算 白色ワセリン（シオエ） 白色ワセリン １０ｇ シオエ製薬
不採算 白色ワセリン（東洋製化） 白色ワセリン １０ｇ 東洋製薬化成
不採算 白色ワセリン（山善） 白色ワセリン １０ｇ 山善製薬
不採算 プロペト 白色ワセリン １０ｇ 丸石製薬
不採算 白色ワセリン（マイラン） 白色ワセリン １０ｇ マイラン製薬
不採算 白色ワセリン「ヨシダ」 白色ワセリン １０ｇ 吉田製薬

不採算 白色ワセリン「日医工」 白色ワセリン １０ｇ 日医工

301 軟膏基剤 マクロゴール軟膏 マクロゴール １０ｇ 日興製薬
軟膏基剤 ソルバノン マクロゴール １０ｇ マイラン製薬
軟膏基剤 ソルベース マクロゴール １０ｇ 陽進堂

軟膏基剤 マクロゴール軟膏「ヨシダ」 マクロゴール １０ｇ 吉田製薬

302 軟膏基剤 マクロゴール４００ マクロゴール４００ １０ｍＬ （統一名収載）

303 軟膏基剤 マクロゴール４０００ マクロゴール４０００ １０ｇ （統一名収載）

304 不採算 プラスチベース ポリエチレン樹脂・流動パラフィン １０ｇ 大正製薬

305 麻薬 アンペック坐剤１０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 １０ｍｇ１個 大日本住友製薬
麻薬 アンペック坐剤２０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１個 大日本住友製薬

麻薬 アンペック坐剤３０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 ３０ｍｇ１個 大日本住友製薬

306 歯科用局所麻酔剤 歯科用キシロカインカートリッジ リドカイン塩酸塩・アドレナリン １．８ｍＬ１管 デンツプライシロナ

歯科用局所麻酔剤 キシレステシンＡ注射液（カートリッジ） リドカイン塩酸塩・アドレナリン １．８ｍＬ１管 スリーエム　ジャパン


