
区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
注射薬 6250402F1036 ガンシクロビル ５００ｍｇ１瓶 デノシン点滴静注用５００ｍｇ 田辺三菱製薬 13347
注射薬 6250403A1033 ホスカルネットナトリウ

ム水和物
６ｇ２５０ｍＬ１瓶 点滴静注用ホスカビル注２４ｍｇ／ｍＬ アストラゼネカ 7790

注射薬 6250404E1021 パリビズマブ（遺伝子組
換え）

５０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

シナジス筋注用５０ｍｇ アボットジャパ
ン

76987

注射薬 6250404E2028 パリビズマブ（遺伝子組
換え）

１００ｍｇ１瓶（溶解
液付）

シナジス筋注用１００ｍｇ アボットジャパ
ン

152755

注射薬 6290400A1027 ミコナゾール １％２０ｍＬ１管 フロリードＦ注 持田製薬 2235
注射薬 6290400A1035 ミコナゾール １％２０ｍＬ１管 コランゾール注 東和薬品 626 後発品
注射薬 6290400A1060 ミコナゾール １％２０ｍＬ１管 フロリードＦ注２００ｍｇ 持田製薬 2235
注射薬 6290400A4026 ミコナゾール ０．２６７％７５ｍＬ

１瓶
フロリードＦ点滴静注用０．２６７％ 持田製薬 2297

注射薬 6290400A5022 ミコナゾール ０．２６７％１５０ｍ
Ｌ１瓶

フロリードＦ点滴静注用０．２６７％ 持田製薬 3984

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 1501 後発品
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 1710 後発品
注射薬 6290401A1056 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 フルカジール静注液０．１％ 長生堂製薬 1304 後発品
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 1304 後発品
注射薬 6290401A1072 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 フルコナメルク静注液０．１％ マイラン製薬 1304 後発品
注射薬 6290401A1080 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 フルラビン静注液０．１％ 富士薬品 1235 後発品
注射薬 6290401A1099 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 ジフルカン静注液５０ｍｇ ファイザー 2683
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 1974 後発品
注射薬 6290401A2044 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルゾナール静注液０．２ｗ／ｖ％ サンド 1830 後発品
注射薬 6290401A2052 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナール静注液０．２％ 沢井製薬 2294 後発品
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 2996 後発品
注射薬 6290401A2079 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルカジール静注液０．２％ 長生堂製薬 1402 後発品
注射薬 6290401A2095 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注液０．２％「ＮＭ」 ナガセ医薬品 2364 後発品
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 1780 後発品
注射薬 6290401A2125 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナメルク静注液０．２％ マイラン製薬 2141 後発品
注射薬 6290401A2133 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルラビン静注液０．２％ 富士薬品 2102 後発品
注射薬 6290401A2141 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾン注０．２％ マルコ製薬 2628 後発品
注射薬 6290401A2150 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルゾール静注液０．２％ 東和薬品 2405 後発品
注射薬 6290401A2168 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 ジフルカン静注液１００ｍｇ ファイザー 4661
注射薬 6290401A2176 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 フルコナゾール静注０．２％「ホスピーラ」 ホスピーラ・

ジャパン
1402 後発品

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 2660 後発品

注射薬 6290401A3040 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１
瓶

フルゾナール静注液０．２ｗ／ｖ％ サンド 3378 後発品

注射薬 6290401A3059 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１
瓶

フルコナール静注液０．２％ 沢井製薬 3855 後発品

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 3586 後発品

注射薬 6290401A3075 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１
瓶

フルカジール静注液０．２％ 長生堂製薬 2582 後発品

注射薬 6290401A3091 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１
瓶

フルコナゾール静注液０．２％「ＮＭ」 ナガセ医薬品 2808 後発品

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 3906 後発品

注射薬 6290401A3121 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１
瓶

フルコナメルク静注液０．２％ マイラン製薬 2664 後発品

注射薬 6290401A3130 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１
瓶

フルラビン静注液０．２％ 富士薬品 5217 後発品

注射薬 6290401A3148 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１
瓶

フルコナゾン注０．２％ マルコ製薬 4217 後発品

注射薬 6290401A3156 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１
瓶

フルゾール静注液０．２％ 東和薬品 4451 後発品

注射薬 6290401A3164 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１
瓶

ジフルカン静注液２００ｍｇ ファイザー 8864

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 2755 後発品
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 2008 後発品
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 2755 後発品
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 1879 後発品
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 4907 後発品

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 4907 後発品

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 5455 後発品

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 2041 後発品

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 1767 後発品
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 1767 後発品
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 1425 後発品
注射薬 6290401G1024 フルコナゾール １００ｍｇ５０ｍＬ１

キット
アルナゾール静注液キット１００ｍｇ マルコ製薬 1917 後発品

注射薬 6290401G2020 フルコナゾール ２００ｍｇ１００ｍＬ
１キット

アルナゾール静注液キット２００ｍｇ マルコ製薬 4331 後発品

注射薬 6290402A1026 ホスフルコナゾール ８％１．２５ｍＬ１瓶 プロジフ静注液１００ ファイザー 5285
注射薬 6290402A2022 ホスフルコナゾール ８％２．５ｍＬ１瓶 プロジフ静注液２００ ファイザー 9986
注射薬 6290402A3029 ホスフルコナゾール ８％５ｍＬ１瓶 プロジフ静注液４００ ファイザー 18934
注射薬 6290403A1020 イトラコナゾール １％２０ｍＬ１管（溶

解液付）
イトリゾール注１％ ヤンセンファー

マ
14136

注射薬 6311400A1010 肺炎球菌ワクチン ０．５ｍＬ１瓶 肺炎球菌ワクチン 4835
注射薬 6313400A1015 乾燥組織培養不活化狂犬

病ワクチン
１瓶（溶解液付） 局　乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン 9491

注射薬 6313402A1014 組換え沈降Ｂ型肝炎ワク
チン（酵母由来）

０．２５ｍＬ１瓶 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） 2198

注射薬 6313402A2010 組換え沈降Ｂ型肝炎ワク
チン（酵母由来）

０．５ｍＬ１瓶 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来） 2566

注射薬 6313403A1019 組換え沈降Ｂ型肝炎ワク
チン（チャイニーズ・ハ
ムスター卵巣細胞由来）

０．２５ｍＬ１瓶 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（チャイニー
ズ・ハムスタ

2280

注射薬 6313403A2015 組換え沈降Ｂ型肝炎ワク
チン（チャイニーズ・ハ
ムスター卵巣細胞由来）

０．５ｍＬ１瓶 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（チャイニー
ズ・ハムスタ

2703
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注射薬 6322400X1017 沈降破傷風トキソイド １０ｍＬ１瓶 局 沈降破傷風トキソイド 1198
注射薬 6322400X2013 沈降破傷風トキソイド ０．５ｍＬ１瓶 局 沈降破傷風トキソイド 404
注射薬 6322400X2030 沈降破傷風トキソイド ０．５ｍＬ１瓶 局　沈降破傷風トキソイド“化血研” 化学及血清療法

研究所
426

注射薬 6322400X2048 沈降破傷風トキソイド ０．５ｍＬ１瓶 局 沈降破傷風トキソイド「生研」 デンカ生研 426
注射薬 6322401G1020 沈降破傷風トキソイド ０．５ｍＬ１筒 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 武田薬品工業 602
注射薬 6322401G1038 沈降破傷風トキソイド ０．５ｍＬ１筒 沈降破傷風トキソイド「Ｓ北研」シリンジ 北里研究所 515
注射薬 6331406D1017 乾燥ガスえそウマ抗毒素 各５，０００単位入１

瓶（溶解液付）
乾燥ガスえそウマ抗毒素 183067

注射薬 6331406X1013 ガスえそウマ抗毒素 各５，０００単位入１
０ｍＬ

局　ガスえそウマ抗毒素 35975

注射薬 6331408X1012 乾燥ジフテリアウマ抗毒
素

５，０００単位１瓶
（溶解液付）

局　乾燥ジフテリアウマ抗毒素 37990

注射薬 6331409X1017 乾燥破傷風ウマ抗毒素 １２，０００単位１瓶
（溶解液付）

局　乾燥破傷風ウマ抗毒素 13360

注射薬 6331410X1010 乾燥はぶウマ抗毒素 各６，０００単位入１
瓶（溶解液付）

局　乾燥はぶウマ抗毒素 73909

注射薬 6331411X1014 乾燥ボツリヌスウマ抗毒
素

（Ａ．Ｂ．Ｅ型各１万
単位Ｆ型４千単位）１
瓶（溶解液付）

局　乾燥ボツリヌスウマ抗毒素 640661

注射薬 6331411X2010 乾燥ボツリヌスウマ抗毒
素

Ｅ型１０，０００単位
１瓶（溶解液付）

局　乾燥ボツリヌスウマ抗毒素 159982

注射薬 6331412X1019 乾燥まむしウマ抗毒素 各６，０００単位入１
瓶（溶解液付）

局　乾燥まむしウマ抗毒素 27170

注射薬 6341403X3019 人全血液 ２００ｍＬ献血由来 局 人全血液 5800
注射薬 6341403X4015 人全血液 ４００ｍＬ献血由来 局 人全血液 11602
注射薬 6341403X5020 人全血液 血液２００ｍＬに由来

する血液量１袋
局　人全血液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 7933

注射薬 6341403X6026 人全血液 血液４００ｍＬに由来
する血液量１袋

局　人全血液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 15867

注射薬 6341404X3021 人全血液 血液２００ｍＬに由来
する血液量１袋

局　照射人全血液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 8634

注射薬 6341404X4028 人全血液 血液４００ｍＬに由来
する血液量１袋

局　照射人全血液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 17264

注射薬 6342401X1022 人血小板濃厚液 １単位約２０ｍＬ１袋 濃厚血小板「日赤」 日本赤十字社 7546
注射薬 6342401X2029 人血小板濃厚液 ２単位約４０ｍＬ１袋 濃厚血小板「日赤」 日本赤十字社 15092
注射薬 6342401X3025 人血小板濃厚液 ５単位約１００ｍＬ１

袋
濃厚血小板「日赤」 日本赤十字社 38563

注射薬 6342401X4021 人血小板濃厚液 １０単位約２００ｍＬ
１袋

濃厚血小板「日赤」 日本赤十字社 76812

注射薬 6342401X5028 人血小板濃厚液 １５単位約２５０ｍＬ
１袋

濃厚血小板「日赤」 日本赤十字社 115207

注射薬 6342401X6024 人血小板濃厚液 ２０単位約２５０ｍＬ
１袋

濃厚血小板「日赤」 日本赤十字社 153610

注射薬 6342402X3020 合成血 血液２００ｍＬ相当に
由来する血液量１袋

合成血－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 13124

注射薬 6342402X4026 合成血 血液４００ｍＬ相当に
由来する血液量１袋

合成血－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 26247

注射薬 6342403X1013 解凍人赤血球濃厚液 血液４００ｍＬに由来
する赤血球１袋

解凍人赤血球濃厚液 26139

注射薬 6342403X2010 解凍人赤血球濃厚液 血液２００ｍＬに由来
する赤血球１袋

解凍人赤血球濃厚液 13069

注射薬 6342403X3024 解凍人赤血球濃厚液 血液２００ｍＬに由来
する赤血球１袋

解凍赤血球－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 15202

注射薬 6342403X4020 解凍人赤血球濃厚液 血液４００ｍＬに由来
する赤血球１袋

解凍赤血球－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 30404

注射薬 6342405X1012 人赤血球濃厚液 血液２００ｍＬに由来
する赤血球１袋

人赤血球濃厚液 6036

注射薬 6342405X2019 人赤血球濃厚液 血液４００ｍＬに由来
する赤血球１袋

人赤血球濃厚液 12073

注射薬 6342405X3023 人赤血球濃厚液 血液２００ｍＬに由来
する赤血球１袋

赤血球濃厚液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 8169

注射薬 6342405X4020 人赤血球濃厚液 血液４００ｍＬに由来
する赤血球１袋

赤血球濃厚液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 16338

注射薬 6342406X4016 新鮮凍結人血漿 ８０ｍＬ１袋 新鮮凍結人血漿 5791
注射薬 6342406X5012 新鮮凍結人血漿 １６０ｍＬ１袋 新鮮凍結人血漿 11583
注射薬 6342406X6019 新鮮凍結人血漿 ４５０ｍＬ１袋 新鮮凍結人血漿 22961
注射薬 6342406X7023 新鮮凍結人血漿 血液２００ｍＬ相当に

由来する血漿１袋
新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 8706

注射薬 6342406X8020 新鮮凍結人血漿 血液４００ｍＬ相当に
由来する血漿１袋

新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 17414

注射薬 6342407X1011 白血球除去人赤血球浮遊 ２００ｍＬ１袋 白血球除去人赤血球浮遊液 8002
注射薬 6342407X2018 白血球除去人赤血球浮遊 ４００ｍＬ１袋 白血球除去人赤血球浮遊液 16005
注射薬 6342408X1016 洗浄人赤血球浮遊液 ２００ｍＬ１袋 洗浄人赤血球浮遊液 7074
注射薬 6342408X2012 洗浄人赤血球浮遊液 ４００ｍＬ１袋 洗浄人赤血球浮遊液 14149
注射薬 6342408X3027 洗浄人赤血球浮遊液 ２００ｍＬ１袋 洗浄赤血球－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 9207
注射薬 6342408X4023 洗浄人赤血球浮遊液 ４００ｍＬ１袋 洗浄赤血球－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 18414
注射薬 6342409X1029 人血小板濃厚液ＨＬＡ １０単位約２００ｍＬ

１袋
濃厚血小板ＨＬＡ「日赤」 日本赤十字社 92175

注射薬 6342409X2025 人血小板濃厚液ＨＬＡ １５単位約２５０ｍＬ
１袋

濃厚血小板ＨＬＡ「日赤」 日本赤十字社 138264

注射薬 6342409X3021 人血小板濃厚液ＨＬＡ ２０単位約２５０ｍＬ
１袋

濃厚血小板ＨＬＡ「日赤」 日本赤十字社 184351

注射薬 6342410X3024 人赤血球濃厚液 血液２００ｍＬに由来
する赤血球１袋

照射赤血球濃厚液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 8618

注射薬 6342410X4020 人赤血球濃厚液 血液４００ｍＬに由来
する赤血球１袋

照射赤血球濃厚液－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 17234

注射薬 6342411X1026 人血小板濃厚液 １単位約２０ｍＬ１袋 照射濃厚血小板「日赤」 日本赤十字社 7618
注射薬 6342411X2022 人血小板濃厚液 ２単位約４０ｍＬ１袋 照射濃厚血小板「日赤」 日本赤十字社 15236
注射薬 6342411X3029 人血小板濃厚液 ５単位約１００ｍＬ１

袋
照射濃厚血小板「日赤」 日本赤十字社 38792

注射薬 6342411X4025 人血小板濃厚液 １０単位約２００ｍＬ
１袋

照射濃厚血小板「日赤」 日本赤十字社 77270

注射薬 6342411X5021 人血小板濃厚液 １５単位約２５０ｍＬ
１袋

照射濃厚血小板「日赤」 日本赤十字社 115893



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
注射薬 6342411X6028 人血小板濃厚液 ２０単位約２５０ｍＬ

１袋
照射濃厚血小板「日赤」 日本赤十字社 154523

注射薬 6342412X1020 人血小板濃厚液ＨＬＡ １０単位約２００ｍＬ
１袋

照射濃厚血小板ＨＬＡ「日赤」 日本赤十字社 92893

注射薬 6342412X2027 人血小板濃厚液ＨＬＡ １５単位約２５０ｍＬ
１袋

照射濃厚血小板ＨＬＡ「日赤」 日本赤十字社 139162

注射薬 6342412X3023 人血小板濃厚液ＨＬＡ ２０単位約２５０ｍＬ
１袋

照射濃厚血小板ＨＬＡ「日赤」 日本赤十字社 185250

注射薬 6342413X1025 解凍人赤血球濃厚液 血液２００ｍＬに由来
する赤血球１袋

照射解凍赤血球濃厚液「日赤」 日本赤十字社 13464

注射薬 6342413X2021 解凍人赤血球濃厚液 血液４００ｍＬに由来
する赤血球１袋

照射解凍赤血球濃厚液「日赤」 日本赤十字社 26929

注射薬 6342413X3028 解凍人赤血球濃厚液 血液２００ｍＬに由来
する赤血球１袋

照射解凍赤血球－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 15597

注射薬 6342413X4024 解凍人赤血球濃厚液 血液４００ｍＬに由来
する赤血球１袋

照射解凍赤血球－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 31194

注射薬 6342414X3022 合成血 血液２００ｍＬ相当に
由来する血液量１袋

照射合成血－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 13674

注射薬 6342414X4029 合成血 血液４００ｍＬ相当に
由来する血液量１袋

照射合成血－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 27347

注射薬 6342415X3027 洗浄人赤血球浮遊液 ２００ｍＬ１袋 照射洗浄赤血球－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 9757
注射薬 6342415X4023 洗浄人赤血球浮遊液 ４００ｍＬ１袋 照射洗浄赤血球－ＬＲ「日赤」 日本赤十字社 19514
注射薬 6343400X1033 乾燥スルホ化人免疫グロ

ブリン
５００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶（溶解液付）

献血ベニロン－Ｉ 化学及血清療法
研究所

5834

注射薬 6343400X2030 乾燥スルホ化人免疫グロ
ブリン

１ｇ２０ｍＬ１瓶（溶
解液付）

献血ベニロン－Ｉ 化学及血清療法
研究所

12001

注射薬 6343400X3036 乾燥スルホ化人免疫グロ
ブリン

２．５ｇ５０ｍＬ１瓶
（溶解液付）

献血ベニロン－Ｉ 化学及血清療法
研究所

27546

注射薬 6343400X4024 乾燥スルホ化人免疫グロ
ブリン

５ｇ１瓶（溶解液付） 献血ベニロン－Ｉ 化学及血清療法
研究所

53483

注射薬 6343401X2026 乾燥ペプシン処理人免疫
グロブリン

５００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶（溶解液付）

ガンマーＦ「日赤」 日本赤十字社 4826

注射薬 6343401X4029 乾燥ペプシン処理人免疫
グロブリン

２．５ｇ５０ｍＬ１瓶
（溶解液付）

ガンマーＦ「日赤」 日本赤十字社 17916

注射薬 6343401X4088 乾燥ペプシン処理人免疫
グロブリン

２．５ｇ５０ｍＬ１瓶
（溶解液付）

献血静注グロブリン“化血研” 化学及血清療法
研究所

17916

注射薬 6343402X1067 乾燥ポリエチレングリ
コール処理人免疫グロブ

５００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶（溶解液付）

献血グロベニン－Ｉ－ニチヤク 日本製薬 6091

注射薬 6343402X2063 乾燥ポリエチレングリ
コール処理人免疫グロブ

２．５ｇ５０ｍＬ１瓶
（溶解液付）

献血グロベニン－Ｉ－ニチヤク 日本製薬 27312

注射薬 6343402X3027 乾燥ポリエチレングリ
コール処理人免疫グロブ

５ｇ１００ｍＬ１瓶
（溶解液付）

献血グロベニン－Ｉ－ニチヤク 日本製薬 53907

注射薬 6343404X1015 抗ＨＢｓ人免疫グロブリ
ン

１，０００単位５ｍＬ
１瓶

抗ＨＢｓ人免疫グロブリン 36710

注射薬 6343404X2011 抗ＨＢｓ人免疫グロブリ ２００単位１ｍＬ１瓶 抗ＨＢｓ人免疫グロブリン 9027
注射薬 6343406X5010 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ

因子
２５０単位１瓶（溶解
液付）

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 20362

注射薬 6343406X6016 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ
因子

５００単位１瓶（溶解
液付）

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 37235

注射薬 6343406X7012 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ
因子

７５０単位１瓶（溶解
液付）

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 51845

注射薬 6343406X8019 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ
因子

１，０００単位１瓶
（溶解液付）

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 68215

注射薬 6343407X2015 乾燥抗Ｄ（Ｒｈｏ）人免
疫グロブリン

１，０００倍１瓶（溶
解液付）

乾燥抗Ｄ（Ｒｈｏ）人免疫グロブリン 19932

注射薬 6343408X1013 乾燥抗破傷風人免疫グロ
ブリン

２５０国際単位１瓶 乾燥抗破傷風人免疫グロブリン 3354

注射薬 6343409X5013 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子
複合体

２００単位１瓶（溶解
液付）

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 14742

注射薬 6343409X6010 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子
複合体

４００単位１瓶（溶解
液付）

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 32120

注射薬 6343409X7016 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子
複合体

５００単位１瓶（溶解
液付）

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 34109

注射薬 6343409X8012 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子
複合体

１，０００単位１瓶
（溶解液付）

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 58478

注射薬 6343410X1037 人血清アルブミン ５％１００ｍＬ１瓶 ブミネート５％ バクスター 3041
注射薬 6343410X1061 人血清アルブミン ５％１００ｍＬ１瓶 献血アルブミン（５％）－Ｗｆ ベネシス 3971
注射薬 6343410X2041 人血清アルブミン ５％２５０ｍＬ１瓶 ブミネート５％ バクスター 5734
注射薬 6343410X2050 人血清アルブミン ５％２５０ｍＬ１瓶 アルブミナー５％ ＣＳＬベーリン

グ
5734

注射薬 6343410X2068 人血清アルブミン ５％２５０ｍＬ１瓶 献血アルブミン（５％）－Ｗｆ ベネシス 7407
注射薬 6343410X2076 人血清アルブミン ５％２５０ｍＬ１瓶 献血アルブミン５－ニチヤク 日本製薬 7103
注射薬 6343410X3064 人血清アルブミン ２０％２０ｍＬ１瓶 献血アルブミン２０“化血研” 化学及血清療法

研究所
3043

注射薬 6343410X3080 人血清アルブミン ２０％２０ｍＬ１瓶 赤十字アルブミン２０ 日本赤十字社 2852
注射薬 6343410X3099 人血清アルブミン ２０％２０ｍＬ１瓶 献血アルブミン２０－ニチヤク 日本製薬 2931
注射薬 6343410X4044 人血清アルブミン ２５％２０ｍＬ１瓶 ブミネート２５％ バクスター 3103
注射薬 6343410X4079 人血清アルブミン ２５％２０ｍＬ１瓶 献血アルブミン－Ｗｆ ベネシス 3625
注射薬 6343410X5024 人血清アルブミン ２５％５０ｍＬ１瓶 アルブミナー２５％ ＣＳＬベーリン

グ
5782

注射薬 6343410X5083 人血清アルブミン ２５％５０ｍＬ１瓶 ブミネート２５％ バクスター 5619
注射薬 6343410X5091 人血清アルブミン ２５％５０ｍＬ１瓶 献血アルブミン２５“化血研” 化学及血清療法

研究所
7343

注射薬 6343410X5156 人血清アルブミン ２５％５０ｍＬ１瓶 献血アルブミン－Ｗｆ ベネシス 7421
注射薬 6343410X5164 人血清アルブミン ２５％５０ｍＬ１瓶 赤十字アルブミン２５ 日本赤十字社 8039
注射薬 6343410X5172 人血清アルブミン ２５％５０ｍＬ１瓶 献血アルブミン２５－ニチヤク 日本製薬 7008
注射薬 6343410X6047 人血清アルブミン ２０％５０ｍＬ１瓶 アルブミン－ベーリング ＣＳＬベーリン

グ
4836

注射薬 6343410X6098 人血清アルブミン ２０％５０ｍＬ１瓶 献血アルブミン２０“化血研” 化学及血清療法
研究所

5857

注射薬 6343410X6128 人血清アルブミン ２０％５０ｍＬ１瓶 赤十字アルブミン２０ 日本赤十字社 6465
注射薬 6343410X6136 人血清アルブミン ２０％５０ｍＬ１瓶 献血アルブミン２０－ニチヤク 日本製薬 5940
注射薬 6343411X1015 乾燥人フィブリノゲン １ｇ１瓶（溶解液付） 乾燥人フィブリノゲン 5793
注射薬 6343412X1010 人免疫グロブリン １５０ｍｇ１ｍＬ 局 人免疫グロブリン 513
注射薬 6343414X1035 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）

ファイバ バクスター 102050
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注射薬 6343414X2031 乾燥人血液凝固因子抗体

迂回活性複合体
１，０００単位２０ｍ
Ｌ１瓶（溶解液付）

ファイバ バクスター 202896

注射薬 6343415X1013 抗破傷風人免疫グロブリ ２５０国際単位１管 抗破傷風人免疫グロブリン 3648
注射薬 6343417X2027 乾燥ｐＨ４処理人免疫グ

ロブリン
２．５ｇ５０ｍＬ１瓶
（溶解液付）

サングロポール ＣＳＬベーリン
グ

19788

注射薬 6343419X1011 人ハプトグロビン ２，０００単位１００
ｍＬ１瓶

人ハプトグロビン 49547

注射薬 6343420X1030 乾燥イオン交換樹脂処理
人免疫グロブリン

２．５ｇ５０ｍＬ１瓶
（溶解液付）

ガンマガード バクスター 14855

注射薬 6343422X1056 加熱人血漿たん白 １００ｍＬ１瓶 献血アルブミネート－ニチヤク 日本製薬 3128
注射薬 6343422X2036 加熱人血漿たん白 ２５０ｍＬ１瓶 プラズマプロテインフラクション バクスター 6308
注射薬 6343422X2044 加熱人血漿たん白 ２５０ｍＬ１瓶 献血アルブミネート－ニチヤク 日本製薬 6308
注射薬 6343423X1018 乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロ

ブリン
２００単位１ｍＬ１瓶
（溶解液付）

乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン 8804

注射薬 6343423X2014 乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロ
ブリン

１，０００単位５ｍＬ
１瓶（溶解液付）

乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン 36497

注射薬 6343424D2012 乾燥濃縮人アンチトロン
ビンⅢ

５００単位１瓶（溶解
液付）

乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ 33439

注射薬 6343424D2020 乾燥濃縮人アンチトロン
ビンⅢ

５００単位１瓶（溶解
液付）

アンスロビンＰ 化学及血清療法
研究所

34012

注射薬 6343424D2039 乾燥濃縮人アンチトロン
ビンⅢ

５００単位１瓶（溶解
液付）

ノイアート ベネシス 34424

注射薬 6343424D2047 乾燥濃縮人アンチトロン
ビンⅢ

５００単位１瓶（溶解
液付）

アンスロビンＰ－ベーリング ＣＳＬベーリン
グ

33829

注射薬 6343424D3019 乾燥濃縮人アンチトロン
ビンⅢ

１，５００単位１瓶
（溶解液付）

乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ 89882

注射薬 6343424D3027 乾燥濃縮人アンチトロン
ビンⅢ

１，５００単位１瓶
（溶解液付）

献血ノンスロン１５００注射用 日本製薬 91111

注射薬 6343424D3043 乾燥濃縮人アンチトロン
ビンⅢ

１，５００単位１瓶
（溶解液付）

アンスロビンＰ１５００注射用 化学及血清療法
研究所

90859

注射薬 6343426F1024 乾燥濃縮人Ｃ１－インア
クチベーター

正常人血漿１ｍＬ中含
有量の５００倍１瓶
（溶解液付）

ベリナートＰ ＣＳＬベーリン
グ

108191

注射薬 6343427A1030 ｐＨ４処理酸性人免疫グ
ロブリン

５００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

日赤ポリグロビンＮ注５％ 日本赤十字社 5305

注射薬 6343427A2036 ｐＨ４処理酸性人免疫グ
ロブリン

２．５ｇ５０ｍＬ１瓶 日赤ポリグロビンＮ注５％ 日本赤十字社 23728

注射薬 6343427A3024 ｐＨ４処理酸性人免疫グ
ロブリン

５ｇ１００ｍＬ１瓶 日赤ポリグロビンＮ注５％ 日本赤十字社 44880

注射薬 6343428A1042 ポリエチレングリコール
処理人免疫グロブリン

５００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

献血ヴェノグロブリン－ＩＨヨシトミ ベネシス 6207

注射薬 6343428A2049 ポリエチレングリコール
処理人免疫グロブリン

２．５ｇ５０ｍＬ１瓶 献血ヴェノグロブリン－ＩＨヨシトミ ベネシス 28365

注射薬 6343428A3045 ポリエチレングリコール
処理人免疫グロブリン

１ｇ２０ｍＬ１瓶 献血ヴェノグロブリン－ＩＨヨシトミ ベネシス 12060

注射薬 6343428A4025 ポリエチレングリコール
処理人免疫グロブリン

５ｇ１００ｍＬ１瓶 献血ヴェノグロブリン－ＩＨヨシトミ ベネシス 54437

注射薬 6343429D5014 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ
因子

２５０単位１瓶（溶解
液付）

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 19631

注射薬 6343429D6010 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ
因子

４００単位１瓶（溶解
液付）

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 29218

注射薬 6343429D7017 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ
因子

５００単位１瓶（溶解
液付）

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 34965

注射薬 6343429D8013 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ
因子

１，０００単位１瓶
（溶解液付）

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 61659

注射薬 6343430G1026 オクトコグアルファ（遺
伝子組換え）

２５０国際単位１キッ
ト（溶解液付）

コージネイトＦＳバイオセット注２５０ バイエル薬品 22087

注射薬 6343430G2022 オクトコグアルファ（遺
伝子組換え）

５００国際単位１キッ
ト（溶解液付）

コージネイトＦＳバイオセット注５００ バイエル薬品 39206

注射薬 6343430G3029 オクトコグアルファ（遺
伝子組換え）

１，０００国際単位１
キット（溶解液付）

コージネイトＦＳバイオセット注１０００ バイエル薬品 72843

注射薬 6343431D1024 ヒト血漿由来乾燥血液凝
固第ⅩⅢ因子

正常人血漿４ｍＬ中含
有量の６０倍１瓶（溶
解液付）

フィブロガミンＰ ＣＳＬベーリン
グ

9091

注射薬 6343432D1029 ルリオクトコグアルファ
（遺伝子組換え）

２５０単位１瓶（溶解
液付）

リコネイト２５０ バクスター 20362

注射薬 6343432D2025 ルリオクトコグアルファ
（遺伝子組換え）

５００単位１瓶（溶解
液付）

リコネイト５００ バクスター 37235

注射薬 6343432D3021 ルリオクトコグアルファ
（遺伝子組換え）

１，０００単位１瓶
（溶解液付）

リコネイト１０００ バクスター 68215

注射薬 6343432D4028 ルリオクトコグアルファ
（遺伝子組換え）

２５０単位１瓶（溶解
液付）

アドベイト注射用２５０ バクスター 21385

注射薬 6343432D5024 ルリオクトコグアルファ
（遺伝子組換え）

５００単位１瓶（溶解
液付）

アドベイト注射用５００ バクスター 39832

注射薬 6343432D6020 ルリオクトコグアルファ
（遺伝子組換え）

１，０００単位１瓶
（溶解液付）

アドベイト注射用１０００ バクスター 73867

注射薬 6343433A1019 ポリエチレングリコール
処理抗破傷風人免疫グロ
ブリン

２５０国際単位１瓶 ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫
グロブリン

4125

注射薬 6343433A2015 ポリエチレングリコール
処理抗破傷風人免疫グロ
ブリン

１，５００国際単位１
瓶

ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫
グロブリン

22789

注射薬 6343434D1028 エプタコグアルファ（活
性型）（遺伝子組換え）

１．２ｍｇ２．２ｍＬ
１瓶（溶解液付）

注射用ノボセブン１．２ｍｇ ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

81197

注射薬 6343434D2024 エプタコグアルファ（活
性型）（遺伝子組換え）

４．８ｍｇ８．５ｍＬ
１瓶（溶解液付）

注射用ノボセブン４．８ｍｇ ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

301858

注射薬 6343435D1022 乾燥濃縮人活性化プロテ
インＣ

２，５００単位１瓶
（溶解液付）

注射用アナクトＣ２，５００単位 化学及血清療法
研究所

320903

注射薬 6343436A1012 ポリエチレングリコール
処理抗ＨＢｓ人免疫グロ
ブリン

１，０００単位５ｍＬ
１瓶

ポリエチレングリコール処理抗ＨＢｓ人免疫
グロブリン

40277

注射薬 6393400X1019 精製ツベルクリン １μｇ１瓶（溶解液
付）

精製ツベルクリン 1052



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
注射薬 6393401X2010 精製ツベルクリン （一般診断用・１人

用）０．２５μｇ１瓶
（溶解液付）

精製ツベルクリン 860

注射薬 6393402X1018 精製ツベルクリン （確認診断用）１０μ
ｇ１瓶（溶解液付）

精製ツベルクリン 733

注射薬 6393404X1017 精製ツベルクリン （強反応者用）０．２
μｇ１瓶（溶解液付）

精製ツベルクリン 679

注射薬 6393405X1011 精製ツベルクリン （確認診断用・１人
用）２．５μｇ１瓶
（溶解液付）

精製ツベルクリン 527

注射薬 6399402D1031 インターフェロンベータ １００万国際単位１瓶
（溶解液付）

フエロン 東レ 9257

注射薬 6399402D1040 インターフェロンベータ １００万国際単位１瓶
（溶解液付）

ＩＦＮβモチダ注射用１００万単位 持田製薬 6209

注射薬 6399402D2038 インターフェロンベータ ３００万国際単位１瓶
（溶解液付）

フエロン 東レ 25459

注射薬 6399402D2046 インターフェロンベータ ３００万国際単位１瓶
（溶解液付）

ＩＦＮβモチダ注射用３００万単位 持田製薬 17079

注射薬 6399402D3026 インターフェロンベータ ６００万国際単位１瓶
（溶解液付）

フエロン 東レ 48047

注射薬 6399402D3042 インターフェロンベータ ６００万国際単位１瓶
（溶解液付）

ＩＦＮβモチダ注射用６００万単位 持田製薬 32118

注射薬 6399404A3029 インターフェロンアル
ファ（ＮＡＭＡＬＷＡ）

３００万国際単位１瓶 スミフェロン３００ 大日本住友製薬 7486

注射薬 6399404A4025 インターフェロンアル
ファ（ＮＡＭＡＬＷＡ）

６００万国際単位１瓶 スミフェロン６００ 大日本住友製薬 14541

注射薬 6399404A5021 インターフェロンアル
ファ（ＮＡＭＡＬＷＡ）

３００万国際単位１筒 スミフェロンＤＳ３００ 大日本住友製薬 7486

注射薬 6399404A6028 インターフェロンアル
ファ（ＮＡＭＡＬＷＡ）

６００万国際単位１筒 スミフェロンＤＳ６００ 大日本住友製薬 14541

注射薬 6399406D1021 インターフェロンアル
ファ－２ｂ（組換え型）

３００万国際単位１瓶
（溶解液付）

イントロンＡ注射用３００ シェリング・プ
ラウ

4933

注射薬 6399406D2028 インターフェロンアル
ファ－２ｂ（組換え型）

１，０００万国際単位
１瓶（溶解液付）

イントロンＡ注射用１，０００ シェリング・プ
ラウ

15400

注射薬 6399406D3024 インターフェロンアル
ファ－２ｂ（組換え型）

６００万国際単位１瓶
（溶解液付）

イントロンＡ注射用６００ シェリング・プ
ラウ

9569

注射薬 6399407D1034 インターフェロンアル
ファ（ＢＡＬＬ－１）

５００万国際単位１瓶
（溶解液付）

オーアイエフ５００万ＩＵ 大塚製薬 14163

注射薬 6399407D2022 インターフェロンアル
ファ（ＢＡＬＬ－１）

２５０万国際単位１瓶
（溶解液付）

オーアイエフ２５０万ＩＵ 大塚製薬 7250

注射薬 6399407D3029 インターフェロンアル
ファ（ＢＡＬＬ－１）

１，０００万国際単位
１瓶（溶解液付）

オーアイエフ１０００万ＩＵ 大塚製薬 25924

注射薬 6399408F4020 インターフェロンガンマ
－１ａ（組換え型）

１００万国内標準単位
１瓶（溶解液付）

イムノマックス－γ注１００ 塩野義製薬 6916

注射薬 6399408F6023 インターフェロンガンマ
－１ａ（組換え型）

３００万国内標準単位
１瓶（溶解液付）

イムノマックス－γ注３００ 塩野義製薬 17722

注射薬 6399408F7020 インターフェロンガンマ
－１ａ（組換え型）

５０万国内標準単位１
瓶（溶解液付）

イムノマックス－γ注５０ 塩野義製薬 3758

注射薬 6399409A1029 ムロモナブ－ＣＤ３ ５ｍｇ５ｍＬ１管 オルソクローンＯＫＴ３注 ヤンセンファー
マ

114123

注射薬 6399410D1036 セルモロイキン（遺伝子
組換え）

４０万国内標準単位１
瓶（溶解液付）

セロイク注射用４０ 武田薬品工業 116104

注射薬 6399411D1022 テセロイキン（遺伝子組
換え）

３５万国内標準単位１
瓶（溶解液付）

局　イムネース注３５ 塩野義製薬 57115

注射薬 6399413A1025 抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫
グロブリン

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 リンフォグロブリン注射液１００ｍｇ ジェンザイム・
ジャパン

21256

注射薬 6399414A1020 抗ヒトＴリンパ球ウサギ
免疫グロブリン

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゼットブリン注 日本臓器製薬 63224

注射薬 6399415F1021 インターフェロンガンマ
－ｎ１

１００万国際単位１瓶
（溶解液付）

オーガンマ１００ 大塚製薬 14054

注射薬 6399416D1025 インターフェロンベータ
－１ｂ（遺伝子組換え）

９６０万国際単位１瓶
（溶解液付）

ベタフェロン皮下注 バイエル薬品 10995

注射薬 6399417A1031 インターフェロンアル
ファコン－１（遺伝子組

１，２００万国際単位
１瓶

アドバフェロン皮下注１２００ アステラス製薬 11445

注射薬 6399417A2038 インターフェロンアル
ファコン－１（遺伝子組

１，８００万国際単位
１瓶

アドバフェロン皮下注１８００ アステラス製薬 16876

注射薬 6399417A3026 インターフェロンアル
ファコン－１（遺伝子組

９００万国際単位１瓶 アドバフェロン皮下注９００ アステラス製薬 8926

注射薬 6399418D1024 バシリキシマブ（遺伝子
組換え）

２０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

シムレクト注射用２０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

349545

注射薬 6399419A1022 ペグインターフェロンア
ルファ－２ａ（組換え

９０μｇ１ｍＬ１瓶 ペガシス皮下注９０μｇ 中外製薬 14033

注射薬 6399419A2029 ペグインターフェロンア
ルファ－２ａ（組換え

１８０μｇ１ｍＬ１瓶 ペガシス皮下注１８０μｇ 中外製薬 27317

注射薬 6399420D1021 ペグインターフェロンア
ルファ－２ｂ（遺伝子組
換え）

５０μｇ１瓶（溶解液
付）

ペグイントロン皮下注用５０μｇ／０．５ｍ
Ｌ用

シェリング・プ
ラウ

15261

注射薬 6399420D2028 ペグインターフェロンア
ルファ－２ｂ（遺伝子組
換え）

１００μｇ１瓶（溶解
液付）

ペグイントロン皮下注用１００μｇ／０．５
ｍＬ用

シェリング・プ
ラウ

29740

注射薬 6399420D3024 ペグインターフェロンア
ルファ－２ｂ（遺伝子組
換え）

１５０μｇ１瓶（溶解
液付）

ペグイントロン皮下注用１５０μｇ／０．５
ｍＬ用

シェリング・プ
ラウ

44338

注射薬 6399421A1020 トシリズマブ（遺伝子組
換え）

２００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

アクテムラ点滴静注用２００ｍｇ 中外製薬 59380

注射薬 6399421F1027 トシリズマブ（遺伝子組
換え）

２００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

アクテムラ点滴静注用２００ 中外製薬 59380

注射薬 6399422G1027 インターフェロンベータ
－１ａ（遺伝子組換え）

３０μｇ０．５ｍＬ１
筒

アボネックス筋注用シリンジ３０μｇ バイオジェン・
アイデック・
ジャパン

39096

注射薬 6399500D2029 ヒスタミン加人免疫グロ
ブリン（乾燥）

（人免疫グロブリン１
２ｍｇヒスタミン二塩
酸塩０．１５μｇ）１
瓶（溶解液付）

ヒスタグロビン 化学及血清療法
研究所

721



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
注射薬 6419400D1029 イセチオン酸ペンタミジ

ン
３００ｍｇ１瓶 ベナンバックス３００ サノフィ・アベ

ンティス
8330

注射薬 6419500A1020 スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

５ｍＬ１管 バクトラミン注 中外製薬 639

注射薬 7131400A1017 注射用水 ５ｍＬ１管 局 注射用水 61
注射薬 7131400A2013 注射用水 ２０ｍＬ１管 局 注射用水 64
注射薬 7131400A4016 注射用水 １００ｍＬ１瓶 局 注射用水 98
注射薬 7131400A5012 注射用水 ５００ｍＬ１瓶 局 注射用水 122
注射薬 7131400A5020 注射用水 ５００ｍＬ１瓶 局 大塚蒸留水 大塚製薬工場 128
注射薬 7131400A5047 注射用水 ５００ｍＬ１瓶 局※ 注射用水（光） 光製薬 128
注射薬 7131400A5063 注射用水 ５００ｍＬ１瓶 局 ワッサー「フソー」－ＰＬ 扶桑薬品工業 128
注射薬 7131400A6019 注射用水 １Ｌ１瓶 局 注射用水 175
注射薬 7131400A6027 注射用水 １Ｌ１瓶 局 大塚蒸留水 大塚製薬工場 196
注射薬 7131400A6035 注射用水 １Ｌ１瓶 局※ 注射用水（光） 光製薬 196
注射薬 7131400A6043 注射用水 １Ｌ１瓶 局 ワッサー「フソー」－ＰＬ 扶桑薬品工業 196
注射薬 7131400A8011 注射用水 ５０ｍＬ１瓶 局 注射用水 81
注射薬 7131400A9018 注射用水 １ｍＬ１管 局 注射用水 61
注射薬 7131400H1015 注射用水 ２ｍＬ１管 局 注射用水 61
注射薬 7131400H2011 注射用水 ５００ｍＬ１袋 局 注射用水 128
注射薬 7131401G1022 注射用水 ５０ｍＬ１キット 注射用水キットＨ ニプロファーマ 226 後発品
注射薬 7211400A1010 アミドトリゾ酸メグルミ ２０ｍＬ１管 局 アミドトリゾ酸メグルミン注射液 716
注射薬 7211400A2016 アミドトリゾ酸メグルミ ５０ｍＬ１瓶 局 アミドトリゾ酸メグルミン注射液 1650
注射薬 7211400A3012 アミドトリゾ酸メグルミ １００ｍＬ１瓶 局 アミドトリゾ酸メグルミン注射液 3209
注射薬 7211401A1014 イオタラム酸ナトリウム ６６．８％２０ｍＬ１

管
局　イオタラム酸ナトリウム注射液 740

注射薬 7211401A2010 イオタラム酸ナトリウム ８０％２０ｍＬ１管 局 イオタラム酸ナトリウム注射液 934
注射薬 7211402A1019 イオタラム酸メグルミン ３０％２２０ｍＬ１瓶 局 イオタラム酸メグルミン注射液 2573
注射薬 7211402A2015 イオタラム酸メグルミン ６０％２０ｍＬ１管 局 イオタラム酸メグルミン注射液 486
注射薬 7211402A3011 イオタラム酸メグルミン ６０％５０ｍＬ１瓶 局 イオタラム酸メグルミン注射液 1111
注射薬 7211402A4018 イオタラム酸メグルミン ６０％１００ｍＬ１瓶 局 イオタラム酸メグルミン注射液 1997
注射薬 7211404X1029 ヨード化ケシ油脂肪酸エ

チルエステル
１０ｍＬ１管 リピオドールウルトラフルイド ゲルベ・ジャパ

ン
978

注射薬 7214400A1011 アミドトリゾ酸ナトリウ
ムメグルミン

５８％２５ｍＬ１管 局　アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注
射液

831

注射薬 7214400A2018 アミドトリゾ酸ナトリウ
ムメグルミン

６０％２０ｍＬ１管 局　アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注
射液

570

注射薬 7214400A5017 アミドトリゾ酸ナトリウ
ムメグルミン

６０％１００ｍＬ１瓶 局　アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注
射液

2765

注射薬 7214400A6013 アミドトリゾ酸ナトリウ
ムメグルミン

７６％２０ｍＬ１管 局　アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注
射液

741

注射薬 7214400A9012 アミドトリゾ酸ナトリウ
ムメグルミン

７６％１００ｍＬ１瓶 局　アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注
射液

3797

注射薬 7219403A1020 イオトロクス酸メグルミ
ン

１０．５５％１００ｍ
Ｌ１瓶

ビリスコピンＤＩＣ５０ バイエル薬品 2738

注射薬 7219412A2033 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ
１瓶

オイパロミン３００ 富士製薬工業 3005 後発品

注射薬 7219412A2041 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ
１瓶

バイステージ注３００ 大洋薬品工業 2801 後発品

注射薬 7219412A2050 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ
１瓶

オバニロン３００ 東和薬品 3005 後発品

注射薬 7219412A2068 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ
１瓶

イオパミロン注３００ バイエル薬品 5601

注射薬 7219412A3030 イオパミドール ６１．２４％１００ｍ
Ｌ１瓶

オイパロミン３００ 富士製薬工業 5613 後発品

注射薬 7219412A3048 イオパミドール ６１．２４％１００ｍ
Ｌ１瓶

バイステージ注３００ 大洋薬品工業 4870 後発品

注射薬 7219412A3056 イオパミドール ６１．２４％１００ｍ
Ｌ１瓶

オバニロン３００ 東和薬品 5613 後発品

注射薬 7219412A3064 イオパミドール ６１．２４％１００ｍ
Ｌ１瓶

ヒシドール注３００ 日医工 3754 後発品

注射薬 7219412A3072 イオパミドール ６１．２４％１００ｍ
Ｌ１瓶

イオパミロン注３００ バイエル薬品 10648

注射薬 7219412A5032 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ
１瓶

オイパロミン３７０ 富士製薬工業 3165 後発品

注射薬 7219412A5040 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ
１瓶

バイステージ注３７０ 大洋薬品工業 3429 後発品

注射薬 7219412A5067 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ
１瓶

イオパミロン注３７０ バイエル薬品 6652

注射薬 7219412A6039 イオパミドール ７５．５２％１００ｍ
Ｌ１瓶

オイパロミン３７０ 富士製薬工業 6227 後発品

注射薬 7219412A6047 イオパミドール ７５．５２％１００ｍ
Ｌ１瓶

バイステージ注３７０ 大洋薬品工業 4429 後発品

注射薬 7219412A6063 イオパミドール ７５．５２％１００ｍ
Ｌ１瓶

ヒシドール注３７０ 日医工 4114 後発品

注射薬 7219412A6071 イオパミドール ７５．５２％１００ｍ
Ｌ１瓶

イオパミロン注３７０ バイエル薬品 12254

注射薬 7219412A7035 イオパミドール ３０．６２％５０ｍＬ
１瓶

オイパロミン１５０ 富士製薬工業 1603 後発品

注射薬 7219412A7043 イオパミドール ３０．６２％５０ｍＬ
１瓶

イオパミロン注１５０ バイエル薬品 3258

注射薬 7219412A7051 イオパミドール ３０．６２％５０ｍＬ
１瓶

バイステージ注１５０ 大洋薬品工業 1687 後発品

注射薬 7219412A8031 イオパミドール ３０．６２％２００ｍ
Ｌ１瓶

オイパロミン１５０ 富士製薬工業 6001 後発品

注射薬 7219412A8040 イオパミドール ３０．６２％２００ｍ
Ｌ１瓶

イオパミロン注１５０ バイエル薬品 11408

注射薬 7219412A8058 イオパミドール ３０．６２％２００ｍ
Ｌ１瓶

バイステージ注１５０ 大洋薬品工業 4766 後発品

注射薬 7219412A9038 イオパミドール ６１．２４％２０ｍＬ
１瓶

オイパロミン３００ 富士製薬工業 1368 後発品

注射薬 7219412A9054 イオパミドール ６１．２４％２０ｍＬ
１瓶

イオパミロン注３００ バイエル薬品 2575

注射薬 7219412A9062 イオパミドール ６１．２４％２０ｍＬ
１瓶

バイステージ注３００ 大洋薬品工業 1451 後発品

注射薬 7219412G1030 イオパミドール ６１．２４％１００ｍ
Ｌ１筒

イオパミロン注３００シリンジ バイエル薬品 11267



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
注射薬 7219412G2028 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ

１筒
モイオパミン３００シリンジ 光製薬 3617 後発品

注射薬 7219412G2036 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ
１筒

オイパロミン３００シリンジ 富士製薬工業 3617 後発品

注射薬 7219412G2052 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ
１筒

イオパミロン注３００シリンジ バイエル薬品 6053

注射薬 7219412G3024 イオパミドール ６１．２４％１００ｍ
Ｌ１筒

モイオパミン３００シリンジ 光製薬 5145 後発品

注射薬 7219412G3032 イオパミドール ６１．２４％１００ｍ
Ｌ１筒

バイステージ注３００ 大洋薬品工業 6259 後発品

注射薬 7219412G3040 イオパミドール ６１．２４％１００ｍ
Ｌ１筒

オイパロミン３００シリンジ 富士製薬工業 6259 後発品

注射薬 7219412G4020 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ
１筒

モイオパミン３７０シリンジ 光製薬 4111 後発品

注射薬 7219412G5027 イオパミドール ７５．５２％１００ｍ
Ｌ１筒

モイオパミン３７０シリンジ 光製薬 7306 後発品

注射薬 7219412G5035 イオパミドール ７５．５２％１００ｍ
Ｌ１筒

オイパロミン３７０シリンジ 富士製薬工業 7242 後発品

注射薬 7219412G5043 イオパミドール ７５．５２％１００ｍ
Ｌ１筒

バイステージ注３７０シリンジ１００ｍＬ 大洋薬品工業 5328 後発品

注射薬 7219412G6031 イオパミドール ６１．２４％８０ｍＬ
１筒

イオパミロン注３００シリンジ バイエル薬品 9225

注射薬 7219412G7038 イオパミドール ７５．５２％１００ｍ
Ｌ１筒

イオパミロン注３７０シリンジ バイエル薬品 13065

注射薬 7219412G8026 イオパミドール ６１．２４％８０ｍＬ
１筒

オイパロミン３００シリンジ 富士製薬工業 5128 後発品

注射薬 7219412G9030 イオパミドール ７５．５２％８０ｍＬ
１筒

イオパミロン注３７０シリンジ バイエル薬品 10445

注射薬 7219412G9049 イオパミドール ７５．５２％８０ｍＬ
１筒

オイパロミン３７０シリンジ 富士製薬工業 5515 後発品

注射薬 7219412H1035 イオパミドール ７５．５２％２０ｍＬ
１瓶

オイパロミン３７０ 富士製薬工業 1445 後発品

注射薬 7219412H1051 イオパミドール ７５．５２％２０ｍＬ
１瓶

イオパミロン注３７０ バイエル薬品 3066

注射薬 7219412H1060 イオパミドール ７５．５２％２０ｍＬ
１瓶

バイステージ注３７０ 大洋薬品工業 2166 後発品

注射薬 7219412H2023 イオパミドール ６１．２４％１００ｍ
Ｌ１袋

モイオパミン３００ 光製薬 5381 後発品

注射薬 7219412H3020 イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ
１袋

モイオパミン３００ 光製薬 3377 後発品

注射薬 7219412P1030 イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ
１筒

イオパミロン注３７０シリンジ バイエル薬品 7116

注射薬 7219413A1023 イオキサグル酸 ５３．３３％２０ｍＬ
１瓶

ヘキサブリックス３２０ ゲルベ・ジャパ
ン

3084

注射薬 7219413A2020 イオキサグル酸 ５３．３３％５０ｍＬ
１瓶

ヘキサブリックス３２０ ゲルベ・ジャパ
ン

7535

注射薬 7219413A3026 イオキサグル酸 ５３．３３％１００ｍ
Ｌ１瓶

ヘキサブリックス３２０ ゲルベ・ジャパ
ン

13637

注射薬 7219414A2032 イオトロラン ６４．０８％１０ｍＬ
１瓶

イソビスト注３００ バイエル薬品 9001

注射薬 7219414A3039 イオトロラン ５１．２６％１０ｍＬ
１瓶

イソビスト注２４０ バイエル薬品 6895

注射薬 7219415A1022 イオヘキソール ３０．２０％５０ｍＬ
１瓶

オムニパーク１４０ 第一三共 3063

注射薬 7219415A2029 イオヘキソール ３０．２０％２２０ｍ
Ｌ１瓶

オムニパーク１４０ 第一三共 12001

注射薬 7219415A3025 イオヘキソール ３８．８２％１０ｍＬ
１瓶

オムニパーク１８０ 第一三共 928

注射薬 7219415A4021 イオヘキソール ５１．７７％１０ｍＬ
１瓶

オムニパーク２４０ 第一三共 1238

注射薬 7219415A5028 イオヘキソール ５１．７７％２０ｍＬ
１瓶

オムニパーク２４０ 第一三共 2240

注射薬 7219415A6024 イオヘキソール ５１．７７％５０ｍＬ
１瓶

オムニパーク２４０ 第一三共 4794

注射薬 7219415A7020 イオヘキソール ５１．７７％１００ｍ
Ｌ１瓶

オムニパーク２４０ 第一三共 9054

注射薬 7219415A8027 イオヘキソール ６４．７１％１０ｍＬ
１瓶

オムニパーク３００ 第一三共 1507

注射薬 7219415A8035 イオヘキソール ６４．７１％１０ｍＬ
１瓶

イオベリン注３００ 大洋薬品工業 858 後発品

注射薬 7219415A9023 イオヘキソール ６４．７１％２０ｍＬ
１瓶

オムニパーク３００ 第一三共 2606

注射薬 7219415A9031 イオヘキソール ６４．７１％２０ｍＬ
１瓶

イオパーク３００ 富士製薬工業 1848 後発品

注射薬 7219415A9040 イオヘキソール ６４．７１％２０ｍＬ
１瓶

イオベリン注３００ 大洋薬品工業 1501 後発品

注射薬 7219415G1025 イオヘキソール ５１．７７％１００ｍ
Ｌ１筒

オムニパーク２４０シリンジ 第一三共 9415

注射薬 7219415G1033 イオヘキソール ５１．７７％１００ｍ
Ｌ１筒

イオパーク２４０シリンジ 富士製薬工業 6902 後発品

注射薬 7219415G2021 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ
１筒

オムニパーク３００シリンジ 第一三共 6192

注射薬 7219415G2030 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ
１筒

イオパーク３００シリンジ 富士製薬工業 4660 後発品

注射薬 7219415G2048 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ
１筒

イオベリンシリンジ３００ 大洋薬品工業 4044 後発品

注射薬 7219415G3028 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍ
Ｌ１筒

オムニパーク３００シリンジ 第一三共 11530

注射薬 7219415G3036 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍ
Ｌ１筒

イオベリンシリンジ３００ 大洋薬品工業 6339 後発品

注射薬 7219415G3044 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍ
Ｌ１筒

イオパーク３００シリンジ 富士製薬工業 8652 後発品

注射薬 7219415G3052 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍ
Ｌ１筒

モイオパーク３００シリンジ 興和 5622 後発品



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
注射薬 7219415G3060 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍ

Ｌ１筒
イオソール注３００シリンジ 東和薬品 6566 後発品

注射薬 7219415G3079 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍ
Ｌ１筒

イオヘキソール３００シリンジ「ＨＫ」 光製薬 5481 後発品

注射薬 7219415G4024 イオヘキソール ６４．７１％８０ｍＬ
１筒

オムニパーク３００シリンジ 第一三共 9455

注射薬 7219415G4032 イオヘキソール ６４．７１％８０ｍＬ
１筒

イオパーク３００シリンジ 富士製薬工業 7247 後発品

注射薬 7219415G4040 イオヘキソール ６４．７１％８０ｍＬ
１筒

イオベリンシリンジ３００ 大洋薬品工業 6056 後発品

注射薬 7219415G5020 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍ
Ｌ１筒

オムニパーク３５０シリンジ 第一三共 13782

注射薬 7219415G5039 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍ
Ｌ１筒

イオベリンシリンジ３５０ 大洋薬品工業 6831 後発品

注射薬 7219415G5047 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍ
Ｌ１筒

イオパーク３５０シリンジ 富士製薬工業 9617 後発品

注射薬 7219415G6027 イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍ
Ｌ１筒

オムニパーク３００シリンジ 第一三共 18351

注射薬 7219415G7023 イオヘキソール ６４．７１％１２５ｍ
Ｌ１筒

オムニパーク３００シリンジ 第一三共 14845

注射薬 7219415G8020 イオヘキソール ７５．４９％７０ｍＬ
１筒

オムニパーク３５０シリンジ 第一三共 9464

注射薬 7219415H1020 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ
１瓶

オムニパーク３００ 第一三共 5926

注射薬 7219415H1039 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ
１瓶

イオソール注３００ 東和薬品 3940 後発品

注射薬 7219415H1047 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ
１瓶

イオパーク３００ 富士製薬工業 4348 後発品

注射薬 7219415H1055 イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ
１瓶

イオベリン注３００ 大洋薬品工業 3940 後発品

注射薬 7219415H2027 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍ
Ｌ１瓶

オムニパーク３００ 第一三共 11321

注射薬 7219415H2035 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍ
Ｌ１瓶

イオソール注３００ 東和薬品 6930 後発品

注射薬 7219415H2043 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍ
Ｌ１瓶

イオベリン注３００ 大洋薬品工業 6411 後発品

注射薬 7219415H2051 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍ
Ｌ１瓶

イオパーク３００ 富士製薬工業 8443 後発品

注射薬 7219415H3023 イオヘキソール ７５．４９％２０ｍＬ
１瓶

オムニパーク３５０ 第一三共 2957

注射薬 7219415H3031 イオヘキソール ７５．４９％２０ｍＬ
１瓶

イオパーク３５０ 富士製薬工業 2144 後発品

注射薬 7219415H3040 イオヘキソール ７５．４９％２０ｍＬ
１瓶

イオベリン注３５０ 大洋薬品工業 2144 後発品

注射薬 7219415H4020 イオヘキソール ７５．４９％５０ｍＬ
１瓶

オムニパーク３５０ 第一三共 6512

注射薬 7219415H4038 イオヘキソール ７５．４９％５０ｍＬ
１瓶

イオパーク３５０ 富士製薬工業 5040 後発品

注射薬 7219415H4046 イオヘキソール ７５．４９％５０ｍＬ
１瓶

イオベリン注３５０ 大洋薬品工業 5040 後発品

注射薬 7219415H5026 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍ
Ｌ１瓶

オムニパーク３５０ 第一三共 12117

注射薬 7219415H5034 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍ
Ｌ１瓶

イオベリン注３５０ 大洋薬品工業 9634 後発品

注射薬 7219415H5042 イオヘキソール ７５．４９％１００ｍ
Ｌ１瓶

イオパーク３５０ 富士製薬工業 9634 後発品

注射薬 7219415H6022 イオヘキソール ６４．７１％１５０ｍ
Ｌ１瓶

オムニパーク３００ 第一三共 17474

注射薬 7219415H7029 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍ
Ｌ１袋

モイオパーク３００注バッグ 興和 5781 後発品

注射薬 7219415H7037 イオヘキソール ６４．７１％１００ｍ
Ｌ１袋

イオヘキソール３００注「ＨＫ」 光製薬 6610 後発品

注射薬 7219416A2023 イオベルソール ３３．９％５０ｍＬ１
瓶

オプチレイ１６０ タイコ　ヘルス
ケア　ジャパン

3781

注射薬 7219416A3020 イオベルソール ３３．９％１００ｍＬ
１瓶

オプチレイ１６０ タイコ　ヘルス
ケア　ジャパン

6972

注射薬 7219416A4026 イオベルソール ５０．９％２０ｍＬ１
瓶

オプチレイ２４０ タイコ　ヘルス
ケア　ジャパン

2290

注射薬 7219416A5022 イオベルソール ５０．９％５０ｍＬ１
瓶

オプチレイ２４０ タイコ　ヘルス
ケア　ジャパン

4700

注射薬 7219416A6029 イオベルソール ５０．９％１００ｍＬ
１瓶

オプチレイ２４０ タイコ　ヘルス
ケア　ジャパン

8359

注射薬 7219416A7025 イオベルソール ５０．９％１５０ｍＬ
１瓶

オプチレイ２４０ タイコ　ヘルス
ケア　ジャパン

15033

注射薬 7219416A8021 イオベルソール ６７．８％２０ｍＬ１
瓶

オプチレイ３２０ タイコ　ヘルス
ケア　ジャパン

2946

注射薬 7219416A9028 イオベルソール ６７．８％５０ｍＬ１
瓶

オプチレイ３２０ タイコ　ヘルス
ケア　ジャパン

6791

注射薬 7219416G1020 イオベルソール ５０．９％１００ｍＬ
１筒

オプチレイ２４０シリンジ タイコ　ヘルス
ケア　ジャパン

10618

注射薬 7219416G3022 イオベルソール ６７．８％７５ｍＬ１
筒

オプチレイ３２０シリンジ タイコ　ヘルス
ケア　ジャパン

10214

注射薬 7219416G4029 イオベルソール ６７．８％１００ｍＬ
１筒

オプチレイ３２０シリンジ タイコ　ヘルス
ケア　ジャパン

12741

注射薬 7219416H1025 イオベルソール ６７．８％１００ｍＬ
１瓶

オプチレイ３２０ タイコ　ヘルス
ケア　ジャパン

12567

注射薬 7219416H2021 イオベルソール ７４．１％２０ｍＬ１
瓶

オプチレイ３５０ タイコ　ヘルス
ケア　ジャパン

3116

注射薬 7219416H3028 イオベルソール ７４．１％５０ｍＬ１
瓶

オプチレイ３５０ タイコ　ヘルス
ケア　ジャパン

6680

注射薬 7219416H4024 イオベルソール ７４．１％１００ｍＬ
１瓶

オプチレイ３５０ タイコ　ヘルス
ケア　ジャパン

12873

注射薬 7219416H5020 イオベルソール ６７．８％７５ｍＬ１
瓶

オプチレイ３２０ タイコ　ヘルス
ケア　ジャパン

9505



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
注射薬 7219417A1021 イオメプロール ６１．２４％２０ｍＬ

１瓶
イオメロン３００ ブラッコ・エー

ザイ
2720

注射薬 7219417A2028 イオメプロール ６１．２４％５０ｍＬ
１瓶

イオメロン３００ ブラッコ・エー
ザイ

6065

注射薬 7219417A3024 イオメプロール ６１．２４％１００ｍ
Ｌ１瓶

イオメロン３００ ブラッコ・エー
ザイ

11261

注射薬 7219417A4020 イオメプロール ７１．４４％２０ｍＬ
１瓶

イオメロン３５０ ブラッコ・エー
ザイ

3083

注射薬 7219417A5027 イオメプロール ７１．４４％５０ｍＬ
１瓶

イオメロン３５０ ブラッコ・エー
ザイ

7228

注射薬 7219417A6023 イオメプロール ７１．４４％１００ｍ
Ｌ１瓶

イオメロン３５０ ブラッコ・エー
ザイ

13427

注射薬 7219417A7020 イオメプロール ８１．６５％２０ｍＬ
１瓶

イオメロン４００ ブラッコ・エー
ザイ

3408

注射薬 7219417A8026 イオメプロール ８１．６５％５０ｍＬ
１瓶

イオメロン４００ ブラッコ・エー
ザイ

8880

注射薬 7219417A9022 イオメプロール ８１．６５％１００ｍ
Ｌ１瓶

イオメロン４００ ブラッコ・エー
ザイ

14872

注射薬 7219417G1024 イオメプロール ６１．２４％５０ｍＬ
１筒

イオメロン３００シリンジ ブラッコ・エー
ザイ

6198

注射薬 7219417G2020 イオメプロール ６１．２４％１００ｍ
Ｌ１筒

イオメロン３００シリンジ ブラッコ・エー
ザイ

12448

注射薬 7219417G3027 イオメプロール ７１．４４％５０ｍＬ
１筒

イオメロン３５０シリンジ ブラッコ・エー
ザイ

7386

注射薬 7219417G4023 イオメプロール ７１．４４％１００ｍ
Ｌ１筒

イオメロン３５０シリンジ ブラッコ・エー
ザイ

14401

注射薬 7219417G5020 イオメプロール ６１．２４％７５ｍＬ
１筒

イオメロン３００シリンジ ブラッコ・エー
ザイ

9491

注射薬 7219417G6026 イオメプロール ７１．４４％７５ｍＬ
１筒

イオメロン３５０シリンジ ブラッコ・エー
ザイ

10506

注射薬 7219418A2030 イオプロミド ３１．１７％２００ｍ
Ｌ１瓶

プロスコープ１５０注２００ｍＬ 田辺三菱製薬 12326

注射薬 7219418A4033 イオプロミド ４９．８７％５０ｍＬ
１瓶

プロスコープ２４０注５０ｍＬ 田辺三菱製薬 5236

注射薬 7219418A5030 イオプロミド ４９．８７％１００ｍ
Ｌ１瓶

プロスコープ２４０注１００ｍＬ 田辺三菱製薬 11361

注射薬 7219418A6036 イオプロミド ６２．３４％２０ｍＬ
１瓶

プロスコープ３００注２０ｍＬ 田辺三菱製薬 2433

注射薬 7219418A7032 イオプロミド ６２．３４％５０ｍＬ
１瓶

プロスコープ３００注５０ｍＬ 田辺三菱製薬 6311

注射薬 7219418A8039 イオプロミド ６２．３４％１００ｍ
Ｌ１瓶

プロスコープ３００注１００ｍＬ 田辺三菱製薬 11968

注射薬 7219418A9035 イオプロミド ７６．８９％２０ｍＬ
１瓶

プロスコープ３７０注２０ｍＬ 田辺三菱製薬 3141

注射薬 7219418G1037 イオプロミド ６２．３４％１００ｍ
Ｌ１筒

プロスコープ３００注シリンジ１００ｍＬ 田辺三菱製薬 12876

注射薬 7219418G2025 イオプロミド ６２．３４％５０ｍＬ
１筒

プロスコープ３００注シリンジ５０ｍＬ 田辺三菱製薬 7258

注射薬 7219418G3021 イオプロミド ６２．３４％８０ｍＬ
１筒

プロスコープ３００注シリンジ８０ｍＬ 田辺三菱製薬 10826

注射薬 7219418H1032 イオプロミド ７６．８９％５０ｍＬ
１瓶

プロスコープ３７０注５０ｍＬ 田辺三菱製薬 7584

注射薬 7219418H2039 イオプロミド ７６．８９％１００ｍ
Ｌ１瓶

プロスコープ３７０注１００ｍＬ 田辺三菱製薬 14278

注射薬 7219419A1020 イオキシラン ６２．３４％２０ｍＬ
１瓶

イマジニール３００ ゲルベ・ジャパ
ン

2278

注射薬 7219419A2027 イオキシラン ６２．３４％５０ｍＬ
１瓶

イマジニール３００ ゲルベ・ジャパ
ン

5157

注射薬 7219419A3023 イオキシラン ６２．３４％１００ｍ
Ｌ１瓶

イマジニール３００ ゲルベ・ジャパ
ン

10119

注射薬 7219419A4020 イオキシラン ７２．７３％２０ｍＬ
１瓶

イマジニール３５０ ゲルベ・ジャパ
ン

2278

注射薬 7219419A5026 イオキシラン ７２．７３％５０ｍＬ
１瓶

イマジニール３５０ ゲルベ・ジャパ
ン

5281

注射薬 7219419A6022 イオキシラン ７２．７３％１００ｍ
Ｌ１瓶

イマジニール３５０ ゲルベ・ジャパ
ン

10219

注射薬 7219420A1023 イオジキサノール ５４．９７％２０ｍＬ
１瓶

ビジパーク２７０ 第一三共 2266

注射薬 7219420A2020 イオジキサノール ５４．９７％５０ｍＬ
１瓶

ビジパーク２７０ 第一三共 5383

注射薬 7219420A3026 イオジキサノール ５４．９７％１００ｍ
Ｌ１瓶

ビジパーク２７０ 第一三共 10737

注射薬 7219420A4022 イオジキサノール ６５．１５％５０ｍＬ
１瓶

ビジパーク３２０ 第一三共 6559

注射薬 7219420A5029 イオジキサノール ６５．１５％１００ｍ
Ｌ１瓶

ビジパーク３２０ 第一三共 12800

注射薬 7223400A1037 酢酸ゴナドレリン ０．１ｍｇ１管 ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 4030
注射薬 7223401A1031 酒石酸プロチレリン ０．５ｍｇ１管 ヒルロック注０．５ 沢井製薬 737 後発品
注射薬 7223401A1040 酒石酸プロチレリン ０．５ｍｇ１管 アルヒルト注射液 富士製薬工業 818 後発品
注射薬 7223401A1066 酒石酸プロチレリン ０．５ｍｇ１管 ヒシダリン注０．５ｍｇ ニプロファーマ 583 後発品
注射薬 7223401A1082 酒石酸プロチレリン ０．５ｍｇ１管 ボグニン注０．５ｍｇ マルコ製薬 635 後発品
注射薬 7223401A1090 酒石酸プロチレリン ０．５ｍｇ１管 オリストン注０．５ｍｇ 東和薬品 525 後発品
注射薬 7223401A1104 酒石酸プロチレリン ０．５ｍｇ１管 ヒルトニン０．５ｍｇ注射液 武田薬品工業 2532
注射薬 7223401A2020 酒石酸プロチレリン １ｍｇ１ｍＬ１管 ヒルトニン１ｍｇ注射液 武田薬品工業 5375
注射薬 7223401A2046 酒石酸プロチレリン １ｍｇ１ｍＬ１管 ボグニン注１ｍｇ マルコ製薬 1492 後発品
注射薬 7223401A3026 酒石酸プロチレリン ２ｍｇ１ｍＬ１管 ヒルトニン２ｍｇ注射液 武田薬品工業 10179
注射薬 7223401A3034 酒石酸プロチレリン ２ｍｇ１ｍＬ１管 ヒルロック注２ 沢井製薬 2997 後発品
注射薬 7223401A3050 酒石酸プロチレリン ２ｍｇ１ｍＬ１管 ヒシダリン注２ｍｇ ニプロファーマ 2764 後発品
注射薬 7223401A3077 酒石酸プロチレリン ２ｍｇ１ｍＬ１管 オリストン注２ｍｇ 東和薬品 2079 後発品
注射薬 7223401A3085 酒石酸プロチレリン ２ｍｇ１ｍＬ１管 ボグニン注２ｍｇ マルコ製薬 2350 後発品
注射薬 7223402A1036 プロチレリン ０．５ｍｇ１管 ＴＲＨ注０．５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 4087
注射薬 7223403D1037 酢酸テリパラチド １００酢酸テリパラチ

ド単位１瓶
ヒトＰＴＨ注（旭化成） 旭化成ファーマ 21267

注射薬 7223404A1035 塩酸Ｌ－アルギニン １０％３００ｍＬ１瓶 局 アルギニン注「味の素」 味の素 2185
注射薬 7223405D1028 酢酸ソマトレリン ５０μｇ１瓶（溶解液

付）
注射用ＧＲＦ住友５０ 大日本住友製薬 4271



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
注射薬 7223405D2024 酢酸ソマトレリン １００μｇ１瓶（溶解

液付）
注射用ＧＲＦ住友１００ 大日本住友製薬 8114

注射薬 7223406D1022 コルチコレリン（ヒト） １００μｇ１瓶（溶解
液付）

ヒトＣＲＨ注「ミツビシ」 田辺三菱製薬 21820

注射薬 7223407D1027 塩酸プラルモレリン １００μｇ１瓶（溶解
液付）

注射用ＧＨＲＰ科研１００ 科研製薬 8190

注射薬 7224400A1026 インドシアニングリーン ２５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

ジアグノグリーン注 第一三共 644

注射薬 7224401A1012 スルホブロモフタレイン
ナトリウム

５％３ｍＬ１管 局　スルホブロモフタレインナトリウム注射
液

344

注射薬 7225400A1015 インジゴカルミン ０．４％５ｍＬ１管 局 インジゴカルミン注射液 257
注射薬 7225401A1028 パラアミノ馬尿酸ナトリ

ウム
１０％２０ｍＬ１管 ※　パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液１０％

（第一製薬）
第一三共 942

注射薬 7225402A1014 フェノールスルホンフタ
レイン

０．６％１．３ｍＬ１
管

局　フェノールスルホンフタレイン注射液 97

注射薬 7225403A1027 イヌリン ４ｇ４０ｍＬ１瓶（溶
解液付）

イヌリード注 富士薬品 8831

注射薬 7229400D1053 グルカゴン １Ｕ．Ｓ．Ｐ．単位１
瓶（溶解液付）

注射用グルカゴン「イトウ」 伊藤ライフサイ
エンス

2191 後発品

注射薬 7229400D1061 グルカゴン １Ｕ．Ｓ．Ｐ．単位１
瓶（溶解液付）

注射用グルカゴンＳ アステラス製薬 2354 後発品

注射薬 7229400D1070 グルカゴン １Ｕ．Ｓ．Ｐ．単位１
瓶（溶解液付）

注射用グルカゴンＦＳ 富士製薬工業 1835 後発品

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」 伊藤ライフサイ
エンス

2191 後発品

注射薬 7229401A1027 塩化エドロホニウム １％１ｍＬ１管 局 アンチレクス 杏林製薬 122
注射薬 7229402D1028 グルカゴン（遺伝子組換

え）
１ｍｇ１瓶（溶解液
付）

注射用グルカゴンＧ・ノボ ノボ　ノルディ
スク　ファーマ

2667

注射薬 7290400A1021 診断用アレルゲンエキス ２ｍＬ１瓶 診断用アレルゲンエキス「トリヰ」 鳥居薬品 2626
注射薬 7290401A1026 診断用アレルゲンエキス １ｍＬ１瓶 診断用アレルゲンスクラッチエキス「トリ 鳥居薬品 5272
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 1232 後発品
注射薬 7290404A1038 メシル酸フェントラミン １％１ｍＬ１管 レギチーン注射液１０ｍｇ ノバルティス

ファーマ
98

注射薬 7290405A4023 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％１０ｍＬ
１瓶

マグネビスト バイエル薬品 8594

注射薬 7290405A5020 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％１５ｍＬ
１瓶

マグネビスト バイエル薬品 10656

注射薬 7290405A6026 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％２０ｍＬ
１瓶

マグネビスト バイエル薬品 13974

注射薬 7290405A7022 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％１０ｍＬ
１筒

マグネビストシリンジ バイエル薬品 8642

注射薬 7290405A8029 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％１５ｍＬ
１筒

マグネビストシリンジ バイエル薬品 11866

注射薬 7290405A9025 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％２０ｍＬ
１筒

マグネビストシリンジ バイエル薬品 15517

注射薬 7290405G1027 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％５ｍＬ１
筒

マグネビストシリンジ バイエル薬品 4775

注射薬 7290405G2023 ガドペンテト酸メグルミ
ン

３７．１４％３０ｍＬ
１瓶

マグネビスト バイエル薬品 16407

注射薬 7290407A1023 ガドテリドール ５ｍＬ１瓶 プロハンス注 ブラッコ・エー
ザイ

4342

注射薬 7290407A2020 ガドテリドール １５ｍＬ１瓶 プロハンス注 ブラッコ・エー
ザイ

10882

注射薬 7290407A3026 ガドテリドール ２０ｍＬ１瓶 プロハンス注 ブラッコ・エー
ザイ

15393

注射薬 7290407A4022 ガドテリドール １０ｍＬ１瓶 プロハンス注 ブラッコ・エー
ザイ

7949

注射薬 7290407G1026 ガドテリドール １３ｍＬ１筒 プロハンスシリンジ ブラッコ・エー
ザイ

10190

注射薬 7290407G2022 ガドテリドール １７ｍＬ１筒 プロハンスシリンジ ブラッコ・エー
ザイ

13057

注射薬 7290408A1028 ガドジアミド水和物 ３２．３％２０ｍＬ１
瓶

オムニスキャン 第一三共 14201

注射薬 7290408G1020 ガドジアミド水和物 ３２．３％１０ｍＬ１
筒

オムニスキャンシリンジ 第一三共 8392

注射薬 7290408G2027 ガドジアミド水和物 ３２．３％１５ｍＬ１
筒

オムニスキャンシリンジ 第一三共 11894

注射薬 7290408G3023 ガドジアミド水和物 ３２．３％２０ｍＬ１
筒

オムニスキャンシリンジ 第一三共 15001

注射薬 7290408G4020 ガドジアミド水和物 ３２．３％５ｍＬ１筒 オムニスキャンシリンジ 第一三共 6532
注射薬 7290410D1030 ガラクトース・パルミチ

ン酸混合物
２．５ｇ１瓶（溶解液
付）

レボビスト注射用 バイエル薬品 11153

注射薬 7290411G1022 ガドテル酸メグルミン ３７．６９５％１０ｍ
Ｌ１筒

マグネスコープシリンジ ゲルベ・ジャパ
ン

6739

注射薬 7290411G2029 ガドテル酸メグルミン ３７．６９５％１５ｍ
Ｌ１筒

マグネスコープシリンジ ゲルベ・ジャパ
ン

9189

注射薬 7290411G3025 ガドテル酸メグルミン ３７．６９５％２０ｍ
Ｌ１筒

マグネスコープシリンジ ゲルベ・ジャパ
ン

12164

注射薬 7290412F1021 インドシアニングリーン ２５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

オフサグリーン静注用２５ｍｇ 参天製薬 1646

注射薬 7290413A1029 フェルカルボトラン ４４．６ｍｇ１．６ｍ
Ｌ１瓶

リゾビスト注 バイエル薬品 18798

注射薬 7290414D1020 ペルフルブタン １瓶（溶解液付） ソナゾイド注射用 第一三共 13001
注射薬 7290415G1020 ガドキセト酸ナトリウム １８．１４３％５ｍＬ

１筒
ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ バイエル薬品 13652

注射薬 7290415G2027 ガドキセト酸ナトリウム １８．１４３％１０ｍ
Ｌ１筒

ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ バイエル薬品 20336

注射薬 7990401A1032 ヨード化ケシ油脂肪酸エ
チルエステル

４ｍＬ１管 スマンクス肝動注用懸濁用液４ｍＬ アステラス製薬 361

注射薬 7990401A2039 ヨード化ケシ油脂肪酸エ
チルエステル

６ｍＬ１管 スマンクス肝動注用懸濁用液６ｍＬ アステラス製薬 506

注射薬 7990402A1029 アデノシン ６０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 アデノスキャン注６０ｍｇ アスビオファー
マ

13363

注射薬 7990500A1028 塩化ナトリウム・塩化カ
リウム配合剤

１瓶１管１組 ミオテクター アイロム製薬 2120

注射薬 8114400A1010 塩酸アヘンアルカロイド ２％１ｍＬ１管 局麻 塩酸アヘンアルカロイド注射液 301



区分 医薬品コード 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 診療報酬に
おける後発

医薬品
注射薬 8114401A1015 塩酸モルヒネ １％１ｍＬ１管 局麻 塩酸モルヒネ注射液 315
注射薬 8114401A2011 塩酸モルヒネ １％５ｍＬ１管 局麻 塩酸モルヒネ注射液 1422
注射薬 8114401A3018 塩酸モルヒネ ４％５ｍＬ１管 局麻 塩酸モルヒネ注射液 5193
注射薬 8114402G1039 塩酸モルヒネ １％１０ｍＬ１筒 麻 プレペノン注１００ｍｇシリンジ テルモ 2918 後発品
注射薬 8114402G2035 塩酸モルヒネ １％５ｍＬ１筒 麻 プレペノン注５０ｍｇシリンジ テルモ 1524 後発品
注射薬 8119500A1015 複方オキシコドン １ｍＬ１管 局麻 複方オキシコドン注射液 386
注射薬 8119501A1010 アヘンアルカロイド・ア

トロピン
１ｍＬ１管 局麻　アヘンアルカロイド・アトロピン注射

液
317

注射薬 8119502A1014 アヘンアルカロイド・ス
コポラミン

１ｍＬ１管 局麻　アヘンアルカロイド・スコポラミン注
射液

359

注射薬 8119503A1019 弱アヘンアルカロイド・
スコポラミン

１ｍＬ１管 局麻　弱アヘンアルカロイド・スコポラミン
注射液

331

注射薬 8119504A1013 複方オキシコドン・アト
ロピン

１ｍＬ１管 局麻　複方オキシコドン・アトロピン注射液 355

注射薬 8119505A1018 モルヒネ・アトロピン １ｍＬ１管 局麻 モルヒネ・アトロピン注射液 327
注射薬 8211400A1014 塩酸ペチジン ３．５％１ｍＬ１管 局麻 塩酸ペチジン注射液 344
注射薬 8211400A2010 塩酸ペチジン ５％１ｍＬ１管 局麻 塩酸ペチジン注射液 361
注射薬 8219400A1047 クエン酸フェンタニル ０．００５％２ｍＬ１

管
麻　フェンタニル注射液０．１ｍｇ「三共」 第一三共プロ

ファーマ
350

注射薬 8219400A2035 クエン酸フェンタニル ０．００５％５ｍＬ１
管

麻　フェンタニル注射液０．２５ｍｇ「三
共」

第一三共プロ
ファーマ

834

注射薬 8219401D1021 レミフェンタニル塩酸塩 ２ｍｇ１瓶 麻　アルチバ静注用２ｍｇ ヤンセンファー
マ

2495

注射薬 8219401D2028 レミフェンタニル塩酸塩 ５ｍｇ１瓶 麻　アルチバ静注用５ｍｇ ヤンセンファー
マ

6011

注射薬 8219500A1029 ドロペリドール・クエン
酸フェンタニル

２ｍＬ１管 麻　タラモナール 第一三共プロ
ファーマ

526

注射薬 8219501A1023 塩酸ペチジン・酒石酸レ
バロルファン

１ｍＬ１管 麻　ペチロルファン注射液 武田薬品工業 355

注射薬 8219502A1028 塩酸ペチジン・酒石酸レ
バロルファン

１ｍＬ１管 麻　弱ペチロルファン注射液 武田薬品工業 363


