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注射薬 1115400X1019 チオペンタールナトリウ
ム

３００ｍｇ１管 局 注射用チオペンタールナトリウム 900
注射薬 1115400X2015 チオペンタールナトリウ

ム
５００ｍｇ１管 局 注射用チオペンタールナトリウム 1,122

注射薬 1115402D1011 チアミラールナトリウム ５００ｍｇ１管 局 注射用チアミラールナトリウム 506
注射薬 1115403D1016 チアミラールナトリウム ３００ｍｇ１管（溶解

液付）
局 注射用チアミラールナトリウム 462

注射薬 1115403D2012 チアミラールナトリウム ５００ｍｇ１管（溶解
液付）

局 注射用チアミラールナトリウム 506

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

局 注射用チアミラールナトリウム 506

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

局 注射用チアミラールナトリウム 462

注射薬 1119400A1031 塩酸ケタミン ２００ｍｇ２０ｍＬ１
瓶

麻ケタラール静注用２００ｍｇ 第一三共プロ
ファーマ

722

注射薬 1119400A2038 塩酸ケタミン ５００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

麻ケタラール筋注用５００ｍｇ 第一三共プロ
ファーマ

1,514

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

ドロレプタン注射液２５ｍｇ 第一三共 131

注射薬 1119402A1022 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１
管

１％ディプリバン注 アストラゼネカ 1,340
注射薬 1119402A1030 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１

管
１％プロポフォール注「マルイシ」 丸石製薬 後発品 1,030

注射薬 1119402A1049 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１
管

フレゾフォール１％注 フレゼニウス　カ
ビ　アーゲー

後発品 912

注射薬 1119402A1065 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１
管

プロポフォール注１％「マイラン」 マイラン製薬 後発品 912
注射薬 1119402A1073 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１

管
プロポフォール１％静注２０ｍＬ「日
医工」

日医工 後発品 912

注射薬 1119402A1081 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１
管

プロポフォール静注１％「ＫＡＢＩ」 フレゼニウス　カ
ビ　アーゲー

後発品 912

注射薬 1119402A2029 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１
瓶

１％ディプリバン注 アストラゼネカ 2,039
注射薬 1119402A2037 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１

瓶
１％プロポフォール注「マルイシ」 丸石製薬 後発品 1,505

注射薬 1119402A2045 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１
瓶

フレゾフォール１％注 フレゼニウス　カ
ビ　アーゲー

後発品 1,305

注射薬 1119402A2053 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１
瓶

プロポフォール注１％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 1,597
注射薬 1119402A2088 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１

瓶
プロポフォール静注１％「ホスピー
ラ」

ホスピーラ・ジャ
パン

後発品 1,082

注射薬 1119402A2096 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１
瓶

プロポフォール注１％「マイラン」 マイラン製薬 後発品 1,211
注射薬 1119402A2100 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１

瓶
プロポフォール１％静注５０ｍＬ「日
医工」

日医工 後発品 1,211

注射薬 1119402A2118 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１
瓶

プロポフォール静注１％「ＫＡＢＩ」 フレゼニウス　カ
ビ　アーゲー

後発品 1,305

注射薬 1119402A3025 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 １％プロポフォール注「マルイシ」 丸石製薬 後発品 2,218
注射薬 1119402A3033 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 １％ディプリバン注 アストラゼネカ 2,641
注射薬 1119402A4021 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１

瓶
プロポフォール注１％「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 951

注射薬 1119402A4048 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１
瓶

プロポフォール静注１％「ホスピー
ラ」

ホスピーラ・ジャ
パン

後発品 951

注射薬 1119402A5028 プロポフォール １ｇ５０ｍＬ１瓶 ２％プロポフォール注「マルイシ」 丸石製薬 後発品 2,529
注射薬 1119402G1025 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１

筒
１％ディプリバン注－キット アストラゼネカ 1,623

注射薬 1119402G2021 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１
筒

１％ディプリバン注－キット アストラゼネカ 2,364
注射薬 1124400A1040 フルニトラゼパム ２ｍｇ１管 ロヒプノール静注用２ｍｇ 中外製薬 150
注射薬 1124400A1058 フルニトラゼパム ２ｍｇ１管 サイレース静注２ｍｇ エーザイ 163
注射薬 1124401A1052 ミダゾラム １０ｍｇ２ｍＬ１管 ドルミカム注射液１０ｍｇ アステラス製薬 147
注射薬 1124401A1060 ミダゾラム １０ｍｇ２ｍＬ１管 ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 92
注射薬 1124401A1079 ミダゾラム １０ｍｇ２ｍＬ１管 ミダゾラム注射液１０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 92

注射薬 1124402A1030 ジアゼパム ５ｍｇ１管 セルシン注射液５ｍｇ 武田薬品工業 69
注射薬 1124402A2045 ジアゼパム １０ｍｇ１管 ホリゾン注射液１０ｍｇ アステラス製薬 104
注射薬 1124402A2053 ジアゼパム １０ｍｇ１管 セルシン注射液１０ｍｇ 武田薬品工業 104
注射薬 1124402A2061 ジアゼパム １０ｍｇ１管 ジアゼパム注射液１０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 65

注射薬 1125400X1015 アモバルビタールナトリ
ウム

２５０ｍｇ１管 局 注射用アモバルビタールナトリウム 151

注射薬 1125400X2011 アモバルビタールナトリ
ウム

５００ｍｇ１管 局 注射用アモバルビタールナトリウム 200

注射薬 1125401D2028 セコバルビタールナトリ
ウム

２００ｍｇ１瓶 注射用アイオナール・ナトリウム
（０．２）

日医工 257

注射薬 1125402A1046 フェノバルビタール １０％１ｍＬ１管 １０％フェノバルビタール注「ノーベ
ル」

ノーベルファーマ 60

注射薬 1125402A1054 フェノバルビタール １０％１ｍＬ１管 フェノバール注射液１００ｍｇ 藤永製薬 77
注射薬 1126400A1044 臭化カルシウム ２％２０ｍＬ１管 ブロカル静注２％ 大塚製薬工場 後発品 59
注射薬 1129400A1038 塩酸デクスメデトミジン ２００μｇ２ｍＬ１瓶 プレセデックス静注液２００μｇ「マ

ルイシ」
丸石製薬 5,077

注射薬 1129400A1046 塩酸デクスメデトミジン ２００μｇ２ｍＬ１瓶 プレセデックス静注液２００μｇ「ホ
スピーラ」

ホスピーラ・ジャ
パン

5,077

注射薬 1132400A1033 フェニトインナトリウム ５％５ｍＬ１管 アレビアチン注２５０ｍｇ 大日本住友製薬 137
注射薬 1139400F1023 フェノバルビタールナト

リウム
２５０ｍｇ１瓶 ノーベルバール静注用２５０ｍｇ ノーベルファーマ 2,060

注射薬 1143400A1037 サリチル酸ナトリウム ５％５ｍＬ１管 サルソニン静注０．２５ｇ 扶桑薬品工業 後発品 57
注射薬 1143400A2084 サリチル酸ナトリウム ５％１０ｍＬ１管 ジノリン注射液５％ 大洋薬品工業 後発品 56
注射薬 1143400A2092 サリチル酸ナトリウム ５％１０ｍＬ１管 ハフトロン静注０．５ｇ 東和薬品 後発品 56
注射薬 1143400A2106 サリチル酸ナトリウム ５％１０ｍＬ１管 サルソニン静注０．５ｇ 扶桑薬品工業 後発品 59
注射薬 1143400A2114 サリチル酸ナトリウム ５％１０ｍＬ１管 ザルソロン静注５００ｍｇ 宇治製薬 後発品 56
注射薬 1143400A2122 サリチル酸ナトリウム ５％１０ｍＬ１管 ネオザルベリン静注０．５ｇ 日新製薬（山形） 後発品 56
注射薬 1143400A2130 サリチル酸ナトリウム ５％１０ｍＬ１管 ヘパルス静注０．５ｇ イセイ 後発品 56
注射薬 1144400A1018 スルピリン １０％２ｍＬ１管 局 スルピリン注射液 95
注射薬 1144400A2014 スルピリン ２５％１ｍＬ１管 局 スルピリン注射液 92
注射薬 1144400A2138 スルピリン ２５％１ｍＬ１管 局 メチロン注２５％ 第一三共 95
注射薬 1144400A3010 スルピリン ２５％２ｍＬ１管 局 スルピリン注射液 92
注射薬 1144400A3126 スルピリン ２５％２ｍＬ１管 局 メチロン注２５％ 第一三共 95
注射薬 1144400A3169 スルピリン ２５％２ｍＬ１管 局 スペロン注５００ｍｇ 扶桑薬品工業 95
注射薬 1144400A4017 スルピリン ５０％１ｍＬ１管 局 スルピリン注射液 92
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注射薬 1146400A1039 サリチル酸ナトリウム・
カフェイン配合剤

１０ｍＬ１管 ザルソカイン注１０ｍＬ 宇治製薬 64

注射薬 1149400A1049 塩酸トラマドール １００ｍｇ１管 トラマール注１００ 日本新薬 104
注射薬 1149401A1027 ペンタゾシン １５ｍｇ１管 ソセゴン注射液１５ｍｇ アステラス製薬 73
注射薬 1149401A1051 ペンタゾシン １５ｍｇ１管 ペンタジン注射液１５ 第一三共 73
注射薬 1149401A1060 ペンタゾシン １５ｍｇ１管 トスパリール注１５ 小林化工 後発品 69
注射薬 1149401A2023 ペンタゾシン ３０ｍｇ１管 ソセゴン注射液３０ｍｇ アステラス製薬 140
注射薬 1149401A2058 ペンタゾシン ３０ｍｇ１管 ペンタジン注射液３０ 第一三共 140
注射薬 1149401A2066 ペンタゾシン ３０ｍｇ１管 トスパリール注３０ｍｇ 小林化工 後発品 123
注射薬 1149402A1056 ケトプロフェン ５０ｍｇ１管 カピステン筋注５０ｍｇ キッセイ薬品工業 133
注射薬 1149402A1072 ケトプロフェン ５０ｍｇ１管 メジェイド筋注５０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 56
注射薬 1149403A1050 塩酸ブプレノルフィン ０．２ｍｇ１管 レペタン注０．２ｍｇ 大塚製薬 156
注射薬 1149403A1069 塩酸ブプレノルフィン ０．２ｍｇ１管 ザルバン注０．２ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 83
注射薬 1149403A2057 塩酸ブプレノルフィン ０．３ｍｇ１管 レペタン注０．３ｍｇ 大塚製薬 228
注射薬 1149403A2065 塩酸ブプレノルフィン ０．３ｍｇ１管 ザルバン注０．３ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 106
注射薬 1149404A1020 酒石酸ブトルファノール ０．１％１ｍＬ１管 スタドール注１ｍｇ ブリストル・マイ

ヤーズ
127

注射薬 1149404A2027 酒石酸ブトルファノール ０．２％１ｍＬ１管 スタドール注２ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

218

注射薬 1149405A1025 臭化水素酸エプタゾシン １．５％１ｍＬ１管 セダペイン注１５ 日医工 183
注射薬 1149407A1040 フルルビプロフェンアキ

セチル
５０ｍｇ５ｍＬ１管 ロピオン静注５０ｍｇ 科研製薬 251

注射薬 1149500A1055 コンドロイチン硫酸ナト
リウム・サリチル酸ナト
リウム

２０ｍＬ１管 ザルソロイチンＳ注 日医工ファーマ 後発品 56

注射薬 1149500A1080 コンドロイチン硫酸ナト
リウム・サリチル酸ナト
リウム

２０ｍＬ１管 ロイサールＳ注射液 科研製薬 後発品 68

注射薬 1149500A1098 コンドロイチン硫酸ナト
リウム・サリチル酸ナト
リウム

２０ｍＬ１管 ピリツイン注 イセイ 後発品 60

注射薬 1149500A1101 コンドロイチン硫酸ナト
リウム・サリチル酸ナト
リウム

２０ｍＬ１管 カシミタール静注 東和薬品 60

注射薬 1149500A1110 コンドロイチン硫酸ナト
リウム・サリチル酸ナト
リウム

２０ｍＬ１管 カシワドール静注 アイロム製薬 76

注射薬 1149500A1128 コンドロイチン硫酸ナト
リウム・サリチル酸ナト
リウム

２０ｍＬ１管 ザルソロイチン静注２０ｍＬ 日医工ファーマ 後発品 56

注射薬 1149501A1033 コンドロイチン硫酸ナト
リウム・サリチル酸ナト
リウム

１０ｍＬ１管 シボンＮ注 マイラン製薬 後発品 63

注射薬 1149501A1041 コンドロイチン硫酸ナト
リウム・サリチル酸ナト
リウム

１０ｍＬ１管 サロイチン注射液 小林化工 後発品 62

注射薬 1149501A1068 コンドロイチン硫酸ナト
リウム・サリチル酸ナト
リウム

１０ｍＬ１管 サイリジン注 イセイ 後発品 57

注射薬 1149501A1076 コンドロイチン硫酸ナト
リウム・サリチル酸ナト
リウム

１０ｍＬ１管 ヤスラミン注 ニプロファーマ 後発品 60

注射薬 1149501A1092 コンドロイチン硫酸ナト
リウム・サリチル酸ナト
リウム

１０ｍＬ１管 ザルチロン注 東和薬品 後発品 60

注射薬 1149501A1106 コンドロイチン硫酸ナト
リウム・サリチル酸ナト
リウム

１０ｍＬ１管 ハウゼマイム注 日新製薬（山形） 後発品 62

注射薬 1149501A1114 コンドロイチン硫酸ナト
リウム・サリチル酸ナト
リウム

１０ｍＬ１管 ザルソロイチンＮ注 日医工ファーマ 後発品 56

注射薬 1149501A1122 コンドロイチン硫酸ナト
リウム・サリチル酸ナト
リウム

１０ｍＬ１管 カシロン静注１０ｍＬ 宇治製薬 後発品 65

注射薬 1149501A1130 コンドロイチン硫酸ナト
リウム・サリチル酸ナト
リウム

１０ｍＬ１管 ザルソロイチン静注１０ｍＬ 日医工ファーマ 後発品 56

注射薬 1149501G1028 コンドロイチン硫酸ナト
リウム・サリチル酸ナト
リウム

１０ｍＬ１筒 ガシクロン注シリンジ１０ｍＬ 大洋薬品工業 後発品 160

注射薬 1149502A1038 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

２ｍＬ１管 ジブカルソー注 日新製薬（山形） 後発品 61

注射薬 1149502A1070 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

２ｍＬ１管 ビーセルファ注 東和薬品 後発品 61

注射薬 1149502A1089 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

２ｍＬ１管 ネオビタカイン注２ｍＬ ビタカイン製薬 181

注射薬 1149502A1097 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

２ｍＬ１管 タイオゼット注２ｍＬ 大洋薬品工業 後発品 64

注射薬 1149502A1100 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

２ｍＬ１管 ジカベリン注２ｍＬ シオノケミカル 後発品 61

注射薬 1149502A1119 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

２ｍＬ１管 トリガイン注２ｍＬ 宇治製薬 後発品 63

注射薬 1149502G1022 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

２ｍＬ１筒 ネオビタカイン注シリンジ２ｍＬ ビタカイン製薬 315

注射薬 1149503A1032 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

５ｍＬ１管 ジブカルソー注 日新製薬（山形） 後発品 78

注射薬 1149503A1075 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

５ｍＬ１管 ビーセルファ注 東和薬品 後発品 83

注射薬 1149503A1083 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

５ｍＬ１管 ネオビタカイン注５ｍＬ ビタカイン製薬 226
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注射薬 1149503A1091 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

５ｍＬ１管 タイオゼット注５ｍＬ 大洋薬品工業 後発品 74

注射薬 1149503A1105 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

５ｍＬ１管 ジカベリン注５ｍＬ シオノケミカル 後発品 83

注射薬 1149503A1113 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

５ｍＬ１管 トリガイン注５ｍＬ 宇治製薬 後発品 78

注射薬 1149503G1027 サリチル酸ナトリウム・
ジブカイン配合剤

５ｍＬ１筒 ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ ビタカイン製薬 359

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

１ｍＬ１管 ノイロトロピン注射液１．２単位 日本臓器製薬 85

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

３ｍＬ１管 ナブトピン注 東菱薬品工業 後発品 89

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

３ｍＬ１管 ノイロトロピン注射液３．６単位 日本臓器製薬 172

注射薬 1149601A2070 ワクシニアウイルス接種
家兎炎症皮膚抽出液

３ｍＬ１管 ローズモルゲン注３．６単位 フジモト・ダイア
グノスティックス

後発品 122

注射薬 1149601A2089 ワクシニアウイルス接種
家兎炎症皮膚抽出液

３ｍＬ１管 ノルポート注３．６単位 大洋薬品工業 後発品 93

注射薬 1151400A1020 塩酸メタンフェタミン ０．３％１ｍＬ１管 ヒロポン注射液 大日本住友製薬 612
注射薬 1153400A1033 ベメグリド ０．５％１０ｍＬ１管 メヂバール注５０ｍｇ 田辺三菱製薬 364
注射薬 1162400A1040 乳酸ビペリデン ０．５％１ｍＬ１管 タスモリン注５ｍｇ 田辺三菱製薬 後発品 57
注射薬 1162400A1059 乳酸ビペリデン ０．５％１ｍＬ１管 アキネトン注射液５ｍｇ 大日本住友製薬 59
注射薬 1164400A1045 レボドパ ０．２５％１０ｍＬ１

管
ドパストン静注２５ｍｇ 大原薬品工業 160

注射薬 1164400A2041 レボドパ ０．２５％２０ｍＬ１
管

ドパストン静注５０ｍｇ 大原薬品工業 295
注射薬 1171400A1015 塩酸クロルプロマジン ０．５％２ｍＬ１管 局 塩酸クロルプロマジン注射液 93
注射薬 1171400A2011 塩酸クロルプロマジン ０．５％５ｍＬ１管 局 塩酸クロルプロマジン注射液 93
注射薬 1171400A3018 塩酸クロルプロマジン １％５ｍＬ１管 局 塩酸クロルプロマジン注射液 99
注射薬 1172402A1046 塩酸ペルフェナジン ０．２％１ｍＬ１管 ピーゼットシー筋注２ｍｇ 田辺三菱製薬 62
注射薬 1172403A1040 塩酸レボメプロマジン ２．５％１ｍＬ１管 レボトミン筋注２５ｍｇ 田辺三菱製薬 58
注射薬 1172403A1059 塩酸レボメプロマジン ２．５％１ｍＬ１管 ヒルナミン筋注２５ｍｇ 塩野義製薬 58
注射薬 1172404A1037 プロクロルペラジン ０．５％１ｍＬ１管 ノバミン筋注５ｍｇ 塩野義製薬 62
注射薬 1172405A1031 デカン酸フルフェナジン ２５ｍｇ１ｍＬ１瓶 フルデカシン筋注２５ｍｇ 田辺三菱製薬 1,609
注射薬 1172405G1026 デカン酸フルフェナジン ２５ｍｇ１ｍＬ１筒 フルデカシンキット筋注２５ｍｇ 田辺三菱製薬 1,821
注射薬 1174401A1038 塩酸クロミプラミン ２５ｍｇ１管 アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ アルフレッサ

ファーマ
230

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

ファイザー 58

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

ファイザー 65

注射薬 1179403A1050 スルピリド １００ｍｇ１管 ドグマチール筋注１００ｍｇ アステラス製薬 147
注射薬 1179404A1070 ハロペリドール ０．５％１ｍＬ１管 セレネース注５ｍｇ 大日本住友製薬 96
注射薬 1179404A1089 ハロペリドール ０．５％１ｍＬ１管 リントン注５ｍｇ 田辺三菱製薬 後発品 56
注射薬 1179405A1032 チミペロン ４ｍｇ２ｍＬ１管 トロペロン注４ｍｇ 第一三共 211
注射薬 1179406A1029 デカン酸ハロペリドール ５０ｍｇ１ｍＬ１管 ネオペリドール注５０ ジョンソン・エン

ド・ジョンソン
1,688

注射薬 1179406A1037 デカン酸ハロペリドール ５０ｍｇ１ｍＬ１管 ハロマンス注５０ｍｇ ヤンセンファーマ 1,781
注射薬 1179406A2025 デカン酸ハロペリドール １００ｍｇ１ｍＬ１管 ネオペリドール注１００ ジョンソン・エン

ド・ジョンソン
2,650

注射薬 1179406A2033 デカン酸ハロペリドール １００ｍｇ１ｍＬ１管 ハロマンス注１００ｍｇ ヤンセンファーマ 2,870
注射薬 1179407G1026 リスペリドン ２５ｍｇ１キット（懸

濁用液付）
リスパダール　コンスタ筋注用２５ｍ
ｇ

ヤンセンファーマ 23,520

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

リスパダール　コンスタ筋注用３７．
５ｍｇ

ヤンセンファーマ 30,997

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

リスパダール　コンスタ筋注用５０ｍ
ｇ

ヤンセンファーマ 37,703

注射薬 1190401A1023 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 ラジカット注３０ｍｇ 田辺三菱製薬 8,136
注射薬 1211400D2031 塩酸テトラカイン ２０ｍｇ１瓶 テトカイン注用２０ｍｇ「杏林」 杏林製薬 86
注射薬 1211401A1017 塩酸プロカイン ０．５％１ｍＬ１管 局 塩酸プロカイン注射液 92
注射薬 1211401A1041 塩酸プロカイン ０．５％１ｍＬ１管 局 オムニカイン注０．５％ 第一三共 94
注射薬 1211401A2013 塩酸プロカイン ０．５％２ｍＬ１管 局 塩酸プロカイン注射液 92
注射薬 1211401A3010 塩酸プロカイン ０．５％５ｍＬ１管 局 塩酸プロカイン注射液 92
注射薬 1211401A4016 塩酸プロカイン １％１ｍＬ１管 局 塩酸プロカイン注射液 92
注射薬 1211401A4067 塩酸プロカイン １％１ｍＬ１管 局 ロカイン注１％ 扶桑薬品工業 94
注射薬 1211401A5012 塩酸プロカイン １％２ｍＬ１管 局 塩酸プロカイン注射液 92
注射薬 1211401A5071 塩酸プロカイン １％２ｍＬ１管 局 ロカイン注１％ 扶桑薬品工業 94
注射薬 1211401A6019 塩酸プロカイン １％５ｍＬ１管 局 塩酸プロカイン注射液 92
注射薬 1211401A6078 塩酸プロカイン １％５ｍＬ１管 局 ロカイン注１％ 扶桑薬品工業 94
注射薬 1211401A7015 塩酸プロカイン １％１０ｍＬ１管 局 塩酸プロカイン注射液 94
注射薬 1211401A8011 塩酸プロカイン ２％１ｍＬ１管 局 塩酸プロカイン注射液 94
注射薬 1211401A9018 塩酸プロカイン ２％２ｍＬ１管 局 塩酸プロカイン注射液 94
注射薬 1211401H1015 塩酸プロカイン ２％５ｍＬ１管 局 塩酸プロカイン注射液 94
注射薬 1211401H3018 塩酸プロカイン ０．５％１０ｍＬ１管 局 塩酸プロカイン注射液 92
注射薬 1211401H4014 塩酸プロカイン ０．５％１００ｍＬ１

瓶
局 塩酸プロカイン注射液 209

注射薬 1211401H5010 塩酸プロカイン １％１００ｍＬ１瓶 局 塩酸プロカイン注射液 211
注射薬 1213400A1033 塩酸ジブカイン ０．３％３ｍＬ１管 ０．３％ペルカミンエス注脊麻用 ナガセ医薬品 252
注射薬 1214400A1022 塩酸リドカイン・エピネ

フリン
０．５％１０ｍＬバイ
アル

キシロカイン注射液「０．５％」エピ
レナミン（１：１００，０００）含有

アストラゼネカ 109

注射薬 1214400A2029 塩酸リドカイン・エピネ
フリン

１％１０ｍＬバイアル キシロカイン注射液「１％」エピレナ
ミン（１：１００，０００）含有

アストラゼネカ 113

注射薬 1214400A3025 塩酸リドカイン・エピネ
フリン

２％１０ｍＬバイアル キシロカイン注射液「２％」エピレナ
ミン（１：８０，０００）含有

アストラゼネカ 168

注射薬 1214400A4021 塩酸リドカイン ３％３．５ｍＬ１管 キシロカイン注射液「３％」 アストラゼネカ 62
注射薬 1214400A5036 塩酸リドカイン ０．５％５ｍＬ１管 ０．５％パートラン注ＰＢ 日新製薬（山形） 後発品 56
注射薬 1214400A5044 塩酸リドカイン ０．５％５ｍＬ１管 局麻用フリードカイン注０．５％ マイラン製薬 後発品 62
注射薬 1214400A5052 塩酸リドカイン ０．５％５ｍＬ１管 キシロカイン注ポリアンプ０．５％ アストラゼネカ 62
注射薬 1214400A6032 塩酸リドカイン ０．５％１０ｍＬ１管 ０．５％パートラン注ＰＢ 日新製薬（山形） 後発品 70
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注射薬 1214400A6040 塩酸リドカイン ０．５％１０ｍＬ１管 局麻用フリードカイン注０．５％ マイラン製薬 後発品 90
注射薬 1214400A6059 塩酸リドカイン ０．５％１０ｍＬ１管 キシロカイン注ポリアンプ０．５％ アストラゼネカ 100
注射薬 1214400A7039 塩酸リドカイン １％５ｍＬ１管 局麻用フリードカイン注１％ マイラン製薬 後発品 60
注射薬 1214400A7047 塩酸リドカイン １％５ｍＬ１管 １％パートラン注ＰＢ 日新製薬（山形） 後発品 56
注射薬 1214400A7055 塩酸リドカイン １％５ｍＬ１管 キシロカイン注ポリアンプ１％ アストラゼネカ 62
注射薬 1214400A8035 塩酸リドカイン １％１０ｍＬ１管 局麻用フリードカイン注１％ マイラン製薬 後発品 107
注射薬 1214400A8043 塩酸リドカイン １％１０ｍＬ１管 １％パートラン注ＰＢ 日新製薬（山形） 後発品 84
注射薬 1214400A8051 塩酸リドカイン １％１０ｍＬ１管 キシロカイン注ポリアンプ１％ アストラゼネカ 107
注射薬 1214400A9031 塩酸リドカイン ２％５ｍＬ１管 局麻用フリードカイン注２％ マイラン製薬 後発品 82
注射薬 1214400A9040 塩酸リドカイン ２％５ｍＬ１管 ２％パートラン注ＰＢ 日新製薬（山形） 後発品 61
注射薬 1214400A9058 塩酸リドカイン ２％５ｍＬ１管 キシロカイン注ポリアンプ２％ アストラゼネカ 82
注射薬 1214400G1025 塩酸リドカイン ０．５％１０ｍＬ１筒 キシロカイン注シリンジ０．５％ ニプロファーマ 後発品 230
注射薬 1214400G2021 塩酸リドカイン １％１０ｍＬ１筒 キシロカイン注シリンジ１％ ニプロファーマ 後発品 235
注射薬 1214400G3028 塩酸リドカイン ２％１０ｍＬ１筒 キシロカイン注シリンジ２％ ニプロファーマ 後発品 284
注射薬 1214400H1039 塩酸リドカイン ２％１０ｍＬ１管 局麻用フリードカイン注２％ マイラン製薬 後発品 149
注射薬 1214400H1047 塩酸リドカイン ２％１０ｍＬ１管 ２％パートラン注ＰＢ 日新製薬（山形） 後発品 110
注射薬 1214400H1055 塩酸リドカイン ２％１０ｍＬ１管 キシロカイン注ポリアンプ２％ アストラゼネカ 153
注射薬 1214401A1019 リドカイン ０．５％１０ｍＬバイ

アル
局 リドカイン注射液 93

注射薬 1214401A1027 リドカイン ０．５％１０ｍＬバイ
アル

局 キシロカイン注射液０．５％ アストラゼネカ 101

注射薬 1214401A2015 リドカイン ０．５％３ｍＬ１管 局 リドカイン注射液 96
注射薬 1214401A3011 リドカイン １％１０ｍＬバイアル 局 リドカイン注射液 99
注射薬 1214401A3020 リドカイン １％１０ｍＬバイアル 局 キシロカイン注射液１％ アストラゼネカ 111
注射薬 1214401A4018 リドカイン ２％１０ｍＬバイアル 局 リドカイン注射液 147
注射薬 1214401A4026 リドカイン ２％１０ｍＬバイアル 局 キシロカイン注射液２％ アストラゼネカ 164
注射薬 1214401A5014 リドカイン ２％５ｍＬ１管 局 リドカイン注射液 92
注射薬 1214401A5022 リドカイン ２％５ｍＬ１管 局 静注用キシロカイン２％ アストラゼネカ 94
注射薬 1214401A6010 リドカイン １０％１０ｍＬ１管 局 リドカイン注射液 334
注射薬 1214402A1013 塩酸メピバカイン ０．５％１０ｍＬバイ

アル
局 塩酸メピバカイン注射液 98

注射薬 1214402A1021 塩酸メピバカイン ０．５％１０ｍＬバイ
アル

局 ０．５％カルボカイン注 アストラゼネカ 109

注射薬 1214402A2010 塩酸メピバカイン １％１０ｍＬバイアル 局 塩酸メピバカイン注射液 104
注射薬 1214402A2028 塩酸メピバカイン １％１０ｍＬバイアル 局 １％カルボカイン注 アストラゼネカ 114
注射薬 1214402A3016 塩酸メピバカイン ２％１０ｍＬバイアル 局 塩酸メピバカイン注射液 164
注射薬 1214402A3024 塩酸メピバカイン ２％１０ｍＬバイアル 局 ２％カルボカイン注 アストラゼネカ 182
注射薬 1214402A4012 塩酸メピバカイン ０．５％２ｍＬ１管 局 塩酸メピバカイン注射液 97
注射薬 1214402A5019 塩酸メピバカイン ０．５％５ｍＬ１管 局 塩酸メピバカイン注射液 110
注射薬 1214402A6015 塩酸メピバカイン ０．５％１０ｍＬ１管 局 塩酸メピバカイン注射液 111
注射薬 1214402A7011 塩酸メピバカイン ０．５％２０ｍＬ１管 局 塩酸メピバカイン注射液 115
注射薬 1214402A8018 塩酸メピバカイン １％２ｍＬ１管 局 塩酸メピバカイン注射液 104
注射薬 1214402A9014 塩酸メピバカイン １％５ｍＬ１管 局 塩酸メピバカイン注射液 111
注射薬 1214402H1011 塩酸メピバカイン １％１０ｍＬ１管 局 塩酸メピバカイン注射液 111
注射薬 1214402H2018 塩酸メピバカイン １％２０ｍＬ１管 局 塩酸メピバカイン注射液 176
注射薬 1214402H3014 塩酸メピバカイン ２％２ｍＬ１管 局 塩酸メピバカイン注射液 113
注射薬 1214402H4010 塩酸メピバカイン ２％５ｍＬ１管 局 塩酸メピバカイン注射液 116
注射薬 1214402H5017 塩酸メピバカイン ２％１０ｍＬ１管 局 塩酸メピバカイン注射液 171
注射薬 1214402H6013 塩酸メピバカイン ２％２０ｍＬ１管 局 塩酸メピバカイン注射液 269
注射薬 1214403A1026 塩酸ブピバカイン ０．１２５％１０ｍＬ

バイアル
マーカイン注０．１２５％ アストラゼネカ 134

注射薬 1214403A2022 塩酸ブピバカイン ０．２５％１０ｍＬバ
イアル

マーカイン注０．２５％ アストラゼネカ 152

注射薬 1214403A3029 塩酸ブピバカイン ０．５％１０ｍＬバイ
アル

マーカイン注０．５％ アストラゼネカ 204

注射薬 1214403A4025 塩酸ブピバカイン ０．５％４ｍＬ１管 マーカイン注脊麻用０．５％高比重 アストラゼネカ 438
注射薬 1214403A5021 塩酸ブピバカイン ０．５％４ｍＬ１管 マーカイン注脊麻用０．５％等比重 アストラゼネカ 438
注射薬 1214404A2027 リドカイン １％２００ｍＬ１袋 オリベス点滴用１％ 高田製薬 後発品 579
注射薬 1214405A1025 塩酸ロピバカイン水和物 ０．２％１０ｍＬ１管 アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ アストラゼネカ 330
注射薬 1214405A2021 塩酸ロピバカイン水和物 ０．２％１００ｍＬ１

袋
アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ アストラゼネカ 1,627

注射薬 1214405A3028 塩酸ロピバカイン水和物 ０．７５％１０ｍＬ１
管

アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ アストラゼネカ 609
注射薬 1214405A4024 塩酸ロピバカイン水和物 ０．７５％２０ｍＬ１

管
アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ アストラゼネカ 1,106

注射薬 1214405A5020 塩酸ロピバカイン水和物 １％１０ｍＬ１管 アナペイン注１０ｍｇ／ｍＬ アストラゼネカ 675
注射薬 1214405A6027 塩酸ロピバカイン水和物 １％２０ｍＬ１管 アナペイン注１０ｍｇ／ｍＬ アストラゼネカ 1,209
注射薬 1214406A1020 塩酸メピバカイン ０．５％５ｍＬ１管 ０．５％塩酸メピバカイン注ＰＢ 日新製薬（山形） 88
注射薬 1214406A2026 塩酸メピバカイン ０．５％１０ｍＬ１管 ０．５％塩酸メピバカイン注ＰＢ 日新製薬（山形） 93
注射薬 1214406A3022 塩酸メピバカイン １％５ｍＬ１管 １％塩酸メピバカイン注ＰＢ 日新製薬（山形） 88
注射薬 1214406A4029 塩酸メピバカイン １％１０ｍＬ１管 １％塩酸メピバカイン注ＰＢ 日新製薬（山形） 94
注射薬 1214406A5025 塩酸メピバカイン ２％５ｍＬ１管 ２％塩酸メピバカイン注ＰＢ 日新製薬（山形） 97
注射薬 1214406A6021 塩酸メピバカイン ２％１０ｍＬ１管 ２％塩酸メピバカイン注ＰＢ 日新製薬（山形） 136
注射薬 1214406G1022 塩酸メピバカイン ０．５％１０ｍＬ１筒 塩酸メピバカイン注シリンジ０．５％

「ＮＰ」
ニプロファーマ 後発品 221

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

ニプロファーマ 後発品 224

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

ニプロファーマ 後発品 287

注射薬 1214407A1024 塩酸レボブピバカイン ２５ｍｇ１０ｍＬ１管 ポプスカイン０．２５％注２５ｍｇ／
１０ｍＬ

丸石製薬 347

注射薬 1214407A2020 塩酸レボブピバカイン ７５ｍｇ１０ｍＬ１管 ポプスカイン０．７５％注７５ｍｇ／
１０ｍＬ

丸石製薬 637

注射薬 1214407A3027 塩酸レボブピバカイン １５０ｍｇ２０ｍＬ１
管

ポプスカイン０．７５％注１５０ｍｇ
／２０ｍＬ

丸石製薬 1,152

注射薬 1214407G1027 塩酸レボブピバカイン ２５ｍｇ１０ｍＬ１筒 ポプスカイン０．２５％注シリンジ２
５ｍｇ／１０ｍＬ

丸石製薬 446
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