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注射薬 3999401A3024 エルカトニン ２０エルカトニン単位
１ｍＬ１管

エルシトニン注２０Ｓ 旭化成ファーマ 1,154

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

ラスカルトン１０ディスポ 大洋薬品工業 後発品 392

注射薬 3999401G2020 エルカトニン ２０エルカトニン単位
１ｍＬ１筒

エルシトニン注２０Ｓディスポ 旭化成ファーマ 1,265

注射薬 3999403D1019 メシル酸ガベキサート １００ｍｇ１瓶 メシル酸ガベキサート１００ｍｇ注射
用

後発品 152
注射薬 3999403D1213 メシル酸ガベキサート １００ｍｇ１瓶 レミナロン注射用１００ｍｇ 高田製薬 後発品 295
注射薬 3999403D1221 メシル酸ガベキサート １００ｍｇ１瓶 注射用エフオーワイ１００ 小野薬品工業 877
注射薬 3999403D1248 メシル酸ガベキサート １００ｍｇ１瓶 アガリット静注用１００ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 188
注射薬 3999403D1256 メシル酸ガベキサート １００ｍｇ１瓶 アロデート注射用１００ｍｇ 沢井製薬 後発品 199
注射薬 3999403D1264 メシル酸ガベキサート １００ｍｇ１瓶 注射用メクロセート１００ｍｇ イセイ 後発品 188
注射薬 3999403D1272 メシル酸ガベキサート １００ｍｇ１瓶 注射用パナベート１００ エール薬品 後発品 235
注射薬 3999403D2015 メシル酸ガベキサート ５００ｍｇ１瓶 メシル酸ガベキサート５００ｍｇ注射

用
後発品 632

注射薬 3999403D2023 メシル酸ガベキサート ５００ｍｇ１瓶 注射用エフオーワイ５００ 小野薬品工業 3,671
注射薬 3999403D2031 メシル酸ガベキサート ５００ｍｇ１瓶 レミナロン注射用５００ｍｇ 高田製薬 後発品 1,325
注射薬 3999403D2066 メシル酸ガベキサート ５００ｍｇ１瓶 注射用パナベート５００ エール薬品 後発品 819
注射薬 3999405A1038 ウリナスタチン ２５，０００単位０．

５ｍＬ１管
ミラクリッド注射液２万５千単位 持田製薬 1,063

注射薬 3999405A2077 ウリナスタチン ５０，０００単位１ｍ
Ｌ１管

ミラクリッド注射液５万単位 持田製薬 1,499

注射薬 3999405A3073 ウリナスタチン １００，０００単位２
ｍＬ１管

ミラクリッド注射液１０万単位 持田製薬 2,711

注射薬 3999405D1026 ウリナスタチン ２５，０００単位１瓶 ミラクリッド 持田製薬 1,063
注射薬 3999405D2022 ウリナスタチン ５０，０００単位１瓶 ミラクリッド 持田製薬 1,499
注射薬 3999405D3029 ウリナスタチン １００，０００単位１

瓶
ミラクリッド 持田製薬 2,711

注射薬 3999406A1024 シクロスポリン ５％５ｍＬ１管 サンディミュン注射液 ノバルティス
ファーマ

4,413

注射薬 3999407D1017 メシル酸ナファモスタッ
ト

１０ｍｇ１瓶 メシル酸ナファモスタット１０ｍｇ注
射用

後発品 207

注射薬 3999407D1033 メシル酸ナファモスタッ
ト

１０ｍｇ１瓶 注射用ロナスタット１０ イセイ 後発品 324
注射薬 3999407D1050 メシル酸ナファモスタッ

ト
１０ｍｇ１瓶 注射用ナファモスタット１０「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 387

注射薬 3999407D1068 メシル酸ナファモスタッ
ト

１０ｍｇ１瓶 注射用パスロン１０ ニプロファーマ 後発品 298
注射薬 3999407D1076 メシル酸ナファモスタッ

ト
１０ｍｇ１瓶 注射用ナモスタット１０ｍｇ ポーラファルマ 後発品 338

注射薬 3999407D1106 メシル酸ナファモスタッ
ト

１０ｍｇ１瓶 注射用モフサート１０ シー・エイチ・
オー新薬

後発品 440

注射薬 3999407D1114 メシル酸ナファモスタッ
ト

１０ｍｇ１瓶 注射用オプサン１０ 三和化学研究所 後発品 324
注射薬 3999407D1122 メシル酸ナファモスタッ

ト
１０ｍｇ１瓶 注射用ブセロン１０ 沢井製薬 後発品 387

注射薬 3999407D1130 メシル酸ナファモスタッ
ト

１０ｍｇ１瓶 注射用サメット１０ エール薬品 後発品 258
注射薬 3999407D1149 メシル酸ナファモスタッ

ト
１０ｍｇ１瓶 注射用ベラブ１０ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 338

注射薬 3999407D1157 メシル酸ナファモスタッ
ト

１０ｍｇ１瓶 注射用ブイペル１０ 大洋薬品工業 後発品 245
注射薬 3999407D1165 メシル酸ナファモスタッ

ト
１０ｍｇ１瓶 注射用ナファタット１０ 日医工 後発品 324

注射薬 3999407D1173 メシル酸ナファモスタッ
ト

１０ｍｇ１瓶 注射用ナファストン１０ 富士製薬工業 後発品 298
注射薬 3999407D1181 メシル酸ナファモスタッ

ト
１０ｍｇ１瓶 注射用フサン１０ 鳥居薬品 1,217

注射薬 3999407D1190 メシル酸ナファモスタッ
ト

１０ｍｇ１瓶 コアヒビター注射用１０ｍｇ 味の素 後発品 497
注射薬 3999407D2013 メシル酸ナファモスタッ

ト
５０ｍｇ１瓶 メシル酸ナファモスタット５０ｍｇ注

射用
後発品 557

注射薬 3999407D2021 メシル酸ナファモスタッ
ト

５０ｍｇ１瓶 注射用フサン５０ 鳥居薬品 3,249
注射薬 3999407D2056 メシル酸ナファモスタッ

ト
５０ｍｇ１瓶 注射用ナファモスタット５０「ＭＥＥ

Ｋ」
小林化工 後発品 1,047

注射薬 3999407D2064 メシル酸ナファモスタッ
ト

５０ｍｇ１瓶 注射用パスロン５０ ニプロファーマ 後発品 741
注射薬 3999407D2072 メシル酸ナファモスタッ

ト
５０ｍｇ１瓶 注射用ナモスタット５０ｍｇ ポーラファルマ 後発品 668

注射薬 3999407D2102 メシル酸ナファモスタッ
ト

５０ｍｇ１瓶 注射用モフサート５０ シー・エイチ・
オー新薬

後発品 725

注射薬 3999407D2110 メシル酸ナファモスタッ
ト

５０ｍｇ１瓶 注射用オプサン５０ 三和化学研究所 後発品 813
注射薬 3999407D2129 メシル酸ナファモスタッ

ト
５０ｍｇ１瓶 注射用ブセロン５０ 沢井製薬 後発品 668

注射薬 3999407D2145 メシル酸ナファモスタッ
ト

５０ｍｇ１瓶 注射用ベラブ５０ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 725
注射薬 3999407D2188 メシル酸ナファモスタッ

ト
５０ｍｇ１瓶 注射用ストリーム５０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 844

注射薬 3999407D2200 メシル酸ナファモスタッ
ト

５０ｍｇ１瓶 コアヒビター注射用５０ｍｇ 味の素 後発品 1,320
注射薬 3999407D3028 メシル酸ナファモスタッ

ト
１００ｍｇ１瓶 注射用ナオタミン１００ 旭化成ファーマ 後発品 1,309

注射薬 3999407D3044 メシル酸ナファモスタッ
ト

１００ｍｇ１瓶 注射用ストリーム１００ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 1,873
注射薬 3999407D3052 メシル酸ナファモスタッ

ト
１００ｍｇ１瓶 注射用サメット１００ エール薬品 後発品 970

注射薬 3999407D3060 メシル酸ナファモスタッ
ト

１００ｍｇ１瓶 注射用ブイペル１００ 大洋薬品工業 後発品 794
注射薬 3999407D3079 メシル酸ナファモスタッ

ト
１００ｍｇ１瓶 注射用ベラブ１００ｍｇ 東菱薬品工業 後発品 1,309

注射薬 3999407D3087 メシル酸ナファモスタッ
ト

１００ｍｇ１瓶 注射用ナファタット１００ 日医工 後発品 1,637
注射薬 3999407D3095 メシル酸ナファモスタッ

ト
１００ｍｇ１瓶 コアヒビター注射用１００ｍｇ 味の素 後発品 2,384

注射薬 3999408A1074 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 ルミステロン 日新製薬（山形） 後発品 325
注射薬 3999408A1171 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 アルツ関節注２５ｍｇ 生化学工業 1,403
注射薬 3999408A1180 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 アスリカン関節注２５ｍｇ シオノケミカル 後発品 285
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 後発品 425
注射薬 3999408A1201 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 アダント関節注２５ｍｇ 明治製菓 後発品 285
注射薬 3999408A1210 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 アドマック関節注２５ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 293
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 後発品 515
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 後発品 381
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 後発品 351
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 後発品 425
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） 後発品 325
注射薬 3999408A2038 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１瓶 スベニールバイアル関節注２５ｍｇ 中外製薬 1,383
注射薬 3999408G1069 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ユニヒロン・ディスポ 宇治製薬 後発品 521
注射薬 3999408G1123 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 日新製薬（山形） 後発品 648
注射薬 3999408G1247 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 アルツディスポ関節注２５ｍｇ 生化学工業 1,637
注射薬 3999408G1255 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 スベニールディスポ関節注２５ｍｇ 中外製薬 1,586
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 後発品 521
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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 後発品 714
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 後発品 663
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 後発品 623
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 明治製菓 後発品 466
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 後発品 446
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 後発品 1,264
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 後発品 663
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 後発品 563
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 後発品 714
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 後発品 623
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 後発品 521
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） 後発品 648
注射薬 3999409A2032 グルタミン酸アルギニン １０％２００ｍＬ１袋 アルギメート点滴静注１０％ 味の素 612
注射薬 3999410A2027 Ｌ－グルタミン酸ナトリ

ウム
２０ｍＬ１管 点滴静注用アンコーマ２０％ 東亜薬品工業 219

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 後発品 784
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 後発品 580
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「Ｍ

ＥＥＫ」
小林化工 後発品 494

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 後発品 1,795
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「Ｍ

ＥＥＫ」
小林化工 後発品 1,795

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 後発品 717
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２０

ｍｇ「ＪＤ」
ジェイドルフ製薬 後発品 450

注射薬 3999411A3052 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１ｍＬ１管 オサグレン点滴静注２０ｍｇ 東和薬品 後発品 688
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 後発品 450
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８０

ｍｇ「ＪＤ」
ジェイドルフ製薬 後発品 1,725

注射薬 3999411A4040 オザグレルナトリウム ８０ｍｇ４ｍＬ１管 オサグレン点滴静注８０ｍｇ 東和薬品 後発品 1,935
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 後発品 2,101
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 後発品 1,631
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 後発品 1,111
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４０

ｍｇ「ＪＤ」
ジェイドルフ製薬 後発品 538

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 後発品 846
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 後発品 766
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 後発品 1,149

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 後発品 2,122
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 後発品 970
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「Ｍ

ＥＥＫ」
小林化工 後発品 988

注射薬 3999411D1056 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 注射用カタクロット２０ｍｇ 小野薬品工業 1,390
注射薬 3999411D1064 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 キサンボン注射用２０ｍｇ キッセイ薬品工業 1,298
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 後発品 503
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 後発品 548
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 後発品 429
注射薬 3999411D1102 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 注射用オグザロット２０ｍｇ ポーラファルマ 後発品 503
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 後発品 769
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 後発品 368

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 後発品 604
注射薬 3999411D1170 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 局 オサグレン点滴静注用２０ｍｇ 東和薬品 後発品 722
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 後発品 503

注射薬 3999411D2028 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１瓶 局 注射用カタクロット４０ｍｇ 小野薬品工業 2,485
注射薬 3999411D2036 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ１瓶 局 キサンボン注射用４０ｍｇ キッセイ薬品工業 2,330
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 後発品 821
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 後発品 782
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 後発品 876

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 後発品 2,080
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 後発品 773

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 後発品 1,263
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 後発品 2,692
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 後発品 2,102
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 後発品 1,398

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 後発品 2,503
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 後発品 1,830

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 後発品 587

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 後発品 892

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 後発品 1,517
注射薬 3999411H2020 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２．５ｍＬ１

管
カタクロット注射液２０ｍｇ 小野薬品工業 1,390

注射薬 3999411H2038 オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２．５ｍＬ１
管

キサンボンＳ注射液２０ｍｇ キッセイ薬品工業 1,298
注射薬 3999411H3026 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ５ｍＬ１管 カタクロット注射液４０ｍｇ 小野薬品工業 2,485
注射薬 3999411H3034 オザグレルナトリウム ４０ｍｇ５ｍＬ１管 キサンボンＳ注射液４０ｍｇ キッセイ薬品工業 2,330
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 後発品 173

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 後発品 700
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 後発品 1,141
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 後発品 554

42 / 72 ページ



区分 医薬品コード 成分名 規格 メーカー名
診療報
酬上の
後発品

薬価品名

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 後発品 821
注射薬 3999412A1020 エポエチンアルファ（遺

伝子組換え）
１，５００国際単位２
ｍＬ１瓶

エスポー注射液１５００ 協和発酵キリン 2,517

注射薬 3999412A2026 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

３，０００国際単位２
ｍＬ１瓶

エスポー注射液３０００ 協和発酵キリン 4,385

注射薬 3999412A3022 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

６，０００国際単位
０．５ｍＬ１管

エスポー皮下用６０００ 協和発酵キリン 9,261

注射薬 3999412A4029 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

９，０００国際単位
０．５ｍＬ１管

エスポー皮下用９０００ 協和発酵キリン 13,509

注射薬 3999412A5025 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

１２，０００国際単位
０．５ｍＬ１管

エスポー皮下用１２０００ 協和発酵キリン 16,167

注射薬 3999412A6021 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

２４，０００国際単位
０．５ｍＬ１管

エスポー皮下用２４０００ 協和発酵キリン 26,638

注射薬 3999412A7028 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

７５０国際単位０．５
ｍＬ１管

エスポー注射液７５０ 協和発酵キリン 1,328

注射薬 3999412G1022 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

７５０国際単位０．５
ｍＬ１筒

エスポー注射液７５０シリンジ 協和発酵キリン 1,115

注射薬 3999412G2029 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

１，５００国際単位２
ｍＬ１筒

エスポー注射液１５００シリンジ 協和発酵キリン 1,937

注射薬 3999412G3025 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

３，０００国際単位２
ｍＬ１筒

エスポー注射液３０００シリンジ 協和発酵キリン 3,406

注射薬 3999412G4021 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

６，０００国際単位
０．５ｍＬ１筒

エスポー皮下用６０００シリンジ 協和発酵キリン 9,173

注射薬 3999412G5028 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

９，０００国際単位
０．５ｍＬ１筒

エスポー皮下用９０００シリンジ 協和発酵キリン 12,925

注射薬 3999412G6024 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

１２，０００国際単位
０．５ｍＬ１筒

エスポー皮下用１２０００シリンジ 協和発酵キリン 16,013

注射薬 3999412G7020 エポエチンアルファ（遺
伝子組換え）

２４，０００国際単位
０．５ｍＬ１筒

エスポー皮下用２４０００シリンジ 協和発酵キリン 26,260

注射薬 3999413A1032 エポエチンベータ（遺伝
子組換え）

７５０国際単位０．５
ｍＬ１管

エポジン注アンプル７５０ 中外製薬 1,394

注射薬 3999413A2039 エポエチンベータ（遺伝
子組換え）

１，５００国際単位
０．５ｍＬ１管

エポジン注アンプル１５００ 中外製薬 2,023

注射薬 3999413A3035 エポエチンベータ（遺伝
子組換え）

３，０００国際単位
０．５ｍＬ１管

エポジン注アンプル３０００ 中外製薬 3,669

注射薬 3999413A4031 エポエチンベータ（遺伝
子組換え）

６，０００国際単位
０．５ｍＬ１管

エポジン注アンプル６０００ 中外製薬 9,282

注射薬 3999413A5038 エポエチンベータ（遺伝
子組換え）

９，０００国際単位
０．５ｍＬ１管

エポジン注アンプル９０００ 中外製薬 14,030

注射薬 3999413A6034 エポエチンベータ（遺伝
子組換え）

１２，０００国際単位
０．５ｍＬ１管

エポジン注アンプル１２０００ 中外製薬 16,109

注射薬 3999413G1035 エポエチンベータ（遺伝
子組換え）

７５０国際単位０．５
ｍＬ１筒

エポジン注シリンジ７５０ 中外製薬 1,057

注射薬 3999413G2031 エポエチンベータ（遺伝
子組換え）

１，５００国際単位
０．５ｍＬ１筒

エポジン注シリンジ１５００ 中外製薬 1,694

注射薬 3999413G3038 エポエチンベータ（遺伝
子組換え）

３，０００国際単位
０．５ｍＬ１筒

エポジン注シリンジ３０００ 中外製薬 3,099

注射薬 3999413G4034 エポエチンベータ（遺伝
子組換え）

６，０００国際単位
０．５ｍＬ１筒

エポジン注シリンジ６０００ 中外製薬 9,290

注射薬 3999413G5030 エポエチンベータ（遺伝
子組換え）

９，０００国際単位
０．５ｍＬ１筒

エポジン注シリンジ９０００ 中外製薬 12,848

注射薬 3999413G6037 エポエチンベータ（遺伝
子組換え）

１２，０００国際単位
０．５ｍＬ１筒

エポジン注シリンジ１２０００ 中外製薬 15,932

注射薬 3999414A1010 サケカルシトニン（合
成）

１０国際単位０．５ｍ
Ｌ１管

サケカルシトニン（合成）１０国際単
位０．５ｍＬ注射液

後発品 76

注射薬 3999414A1088 サケカルシトニン（合
成）

１０国際単位０．５ｍ
Ｌ１管

サーモトニン筋注１０ アステラス製薬 610

注射薬 3999414A1096 サケカルシトニン（合
成）

１０国際単位０．５ｍ
Ｌ１管

レトン筋注１０単位 東菱薬品工業 後発品 150

注射薬 3999414A1100 サケカルシトニン（合
成）

１０国際単位０．５ｍ
Ｌ１管

サケカルシトニン筋注１０国際単位
「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 124

注射薬 3999414A2025 サケカルシトニン（合
成）

１０国際単位１ｍＬ１
管

カルシトラン注１０ あすか製薬 429
注射薬 3999414A2041 サケカルシトニン（合

成）
１０国際単位１ｍＬ１
管

サケカルトン筋注１０単位 ＩＬＳ 後発品 126
注射薬 3999414D1025 サケカルシトニン（合

成）
１０国際単位１管（溶
解液付）

注射用カルシトラン１０ あすか製薬 429

注射薬 3999414G1048 サケカルシトニン（合
成）

１０国際単位０．５ｍ
Ｌ１筒

サモカルトン筋注１０単位ディスポ シオノケミカル 後発品 447

注射薬 3999414G1056 サケカルシトニン（合
成）

１０国際単位０．５ｍ
Ｌ１筒

サケカルシトニン筋注１０単位シリン
ジ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 434

注射薬 3999415A2089 チオクト酸 ０．５％５ｍＬ１管 リポアラン静注２５ｍｇ 小林化工 後発品 56
注射薬 3999415A2097 チオクト酸 ０．５％５ｍＬ１管 チオトミン注２５ｍｇ 日新製薬（山形） 56
注射薬 3999416A1028 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１ｍＬ１管 プログラフ注射液５ｍｇ アステラス製薬 6,262
注射薬 3999417D1037 塩酸グスペリムス １００ｍｇ１瓶 スパニジン点滴静注用１００ｍｇ 日本化薬 52,840
注射薬 3999418D1031 パミドロン酸二ナトリウ

ム
１５ｍｇ１瓶 パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用１５ｍ

ｇ「Ｆ」
富士製薬工業 後発品 6,446

注射薬 3999418D1040 パミドロン酸二ナトリウ
ム

１５ｍｇ１瓶 パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用１５ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 6,446

注射薬 3999418D1058 パミドロン酸二ナトリウ
ム

１５ｍｇ１瓶 アレディア点滴静注用１５ｍｇ ノバルティス
ファーマ

9,408

注射薬 3999418D2038 パミドロン酸二ナトリウ
ム

３０ｍｇ１瓶 パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用３０ｍ
ｇ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 13,633

注射薬 3999418D2046 パミドロン酸二ナトリウ
ム

３０ｍｇ１瓶 パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用３０ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 後発品 12,931

注射薬 3999418D2054 パミドロン酸二ナトリウ
ム

３０ｍｇ１瓶 アレディア点滴静注用３０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

18,808

注射薬 3999419A1048 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

５ｍｇ２ｍＬ１管 テイロック注射液５ｍｇ 帝人ファーマ 17,633

注射薬 3999419A2044 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物

１０ｍｇ４ｍＬ１管 テイロック注射液１０ｍｇ 帝人ファーマ 35,620

注射薬 3999420A1024 インカドロン酸二ナトリ
ウム

１０ｍｇ５ｍＬ１管 ビスフォナール注射液１０ｍｇ アステラス製薬 33,662

43 / 72 ページ



区分 医薬品コード 成分名 規格 メーカー名
診療報
酬上の
後発品

薬価品名

注射薬 3999421A1037 塩酸Ｌ－アルギニン １０％２００ｍＬ１袋 アルギＵ点滴静注２０ｇ 味の素 1,821
注射薬 3999422D1020 シベレスタットナトリウ

ム水和物
１００ｍｇ１瓶 注射用エラスポール１００ 小野薬品工業 5,435

注射薬 3999423A1036 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 ゾメタ点滴静注用４ｍｇ ノバルティス
ファーマ

37,946

注射薬 3999424D1029 エタネルセプト（遺伝子
組換え）

２５ｍｇ１瓶 エンブレル皮下注用２５ｍｇ ワイス 15,501

注射薬 3999424D2025 エタネルセプト（遺伝子
組換え）

１０ｍｇ１瓶 エンブレル皮下注用１０ｍｇ ワイス 6,292

注射薬 3999424G1025 エタネルセプト（遺伝子
組換え）

２５ｍｇ０．５ｍＬ１
筒

エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ
０．５ｍＬ

ワイス 15,309

注射薬 3999425G8024 ダルベポエチンアルファ
（遺伝子組換え）

１０μｇ１ｍＬ１筒 ネスプ静注用１０μｇ／１ｍＬプラシ
リンジ

協和発酵キリン 3,086

注射薬 3999425G9020 ダルベポエチンアルファ
（遺伝子組換え）

１５μｇ１ｍＬ１筒 ネスプ静注用１５μｇ／１ｍＬプラシ
リンジ

協和発酵キリン 4,358

注射薬 3999425P1020 ダルベポエチンアルファ
（遺伝子組換え）

２０μｇ１ｍＬ１筒 ネスプ静注用２０μｇ／１ｍＬプラシ
リンジ

協和発酵キリン 5,564

注射薬 3999425P2026 ダルベポエチンアルファ
（遺伝子組換え）

３０μｇ１ｍＬ１筒 ネスプ静注用３０μｇ／１ｍＬプラシ
リンジ

協和発酵キリン 7,823

注射薬 3999425P3022 ダルベポエチンアルファ
（遺伝子組換え）

４０μｇ１ｍＬ１筒 ネスプ静注用４０μｇ／１ｍＬプラシ
リンジ

協和発酵キリン 9,966

注射薬 3999425P4029 ダルベポエチンアルファ
（遺伝子組換え）

６０μｇ０．６ｍＬ１
筒

ネスプ静注用６０μｇ／０．６ｍＬプ
ラシリンジ

協和発酵キリン 14,031

注射薬 3999425P5025 ダルベポエチンアルファ
（遺伝子組換え）

１２０μｇ０．６ｍＬ
１筒

ネスプ静注用１２０μｇ／０．６ｍＬ
プラシリンジ

協和発酵キリン 24,865

注射薬 3999426G1024 アダリムマブ（遺伝子組
換え）

４０ｍｇ０．８ｍＬ１
筒

ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．
８ｍＬ

アボットジャパン 71,097

注射薬 4121400D1021 プラトニン ０．０５ｍｇ１管 プラトニン注射用粉末 林原生物化学研究
所
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注射薬 4191400A1020 アデニン １％２ｍＬ１管 ロイコン注射液２０ｍｇ 大原薬品工業 56
注射薬 4199400A1060 イノシン ２％２０ｍＬ１管 イノシン静注４００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 57
注射薬 4211401D1033 シクロホスファミド １００ｍｇ１瓶 注射用エンドキサン１００ｍｇ 塩野義製薬 221
注射薬 4211401D2021 シクロホスファミド ５００ｍｇ１瓶 注射用エンドキサン５００ｍｇ 塩野義製薬 871
注射薬 4211402D1020 イホスファミド １ｇ１瓶 注射用イホマイド１ｇ 塩野義製薬 3,725
注射薬 4212400D1028 チオテパ ５ｍｇ１管（溶解液

付）
テスパミン注射液（注射用蒸留水付） 大日本住友製薬 199

注射薬 4213400A2025 ブスルファン ６０ｍｇ１瓶 ブスルフェクス点滴静注用６０ｍｇ 協和発酵キリン 39,542
注射薬 4219400D1029 塩酸ニムスチン ２５ｍｇ１瓶 ニドラン注射用２５ｍｇ 第一三共 4,900
注射薬 4219400D2025 塩酸ニムスチン ５０ｍｇ１瓶 ニドラン注射用５０ｍｇ 第一三共 8,526
注射薬 4219401D1031 ダカルバジン １００ｍｇ１瓶 ダカルバジン注用１００ 協和発酵キリン 4,365
注射薬 4219402D1028 ラニムスチン ５０ｍｇ１瓶 注射用サイメリン５０ｍｇ 田辺三菱製薬 13,203
注射薬 4219402D2024 ラニムスチン １００ｍｇ１瓶 注射用サイメリン１００ｍｇ 田辺三菱製薬 26,087
注射薬 4219403F1023 メルファラン ５０ｍｇ１瓶（溶解液

付）
アルケラン静注用５０ｍｇ グラクソ・スミス

クライン
9,987

注射薬 4222400A1036 メトトレキサート ２００ｍｇ８ｍＬ１瓶 メソトレキセート点滴静注液２００ｍ
ｇ

ワイス 10,891
注射薬 4222400D1024 メトトレキサート ５ｍｇ１瓶 注射用メソトレキセート５ｍｇ ワイス 920
注射薬 4222400D2020 メトトレキサート ５０ｍｇ１瓶 注射用メソトレキセート５０ｍｇ ワイス 3,052
注射薬 4223400A1033 テガフール ４％１０ｍＬ１管 イカルス注 イセイ 後発品 207
注射薬 4223400A1106 テガフール ４％１０ｍＬ１管 フトラフール注４００ｍｇ 大鵬薬品工業 565
注射薬 4223400A1114 テガフール ４％１０ｍＬ１管 イカルス静注４００ｍｇ イセイ 後発品 207
注射薬 4223400D1021 テガフール ４００ｍｇ１瓶 注射用フトラフール４００ 大鵬薬品工業 565
注射薬 4223401A1062 フルオロウラシル ２５０ｍｇ１管 ５－ＦＵ注２５０協和 協和発酵キリン 394
注射薬 4224401A1035 シタラビン ２０ｍｇ１管 キロサイド注２０ｍｇ 日本新薬 455
注射薬 4224401A2031 シタラビン ４０ｍｇ１管 キロサイド注４０ｍｇ 日本新薬 858
注射薬 4224401A3038 シタラビン ６０ｍｇ１管 キロサイド注６０ｍｇ 日本新薬 1,264
注射薬 4224401A4034 シタラビン １００ｍｇ１管 キロサイド注１００ｍｇ 日本新薬 2,180
注射薬 4224401A5030 シタラビン ２００ｍｇ１管 キロサイド注２００ｍｇ 日本新薬 3,411
注射薬 4224401A6037 シタラビン ４００ｍｇ１管 キロサイドＮ注４００ｍｇ 日本新薬 6,019
注射薬 4224402D1028 エノシタビン １５０ｍｇ１瓶 注射用サンラビン 旭化成ファーマ 3,561
注射薬 4224402D1036 エノシタビン １５０ｍｇ１瓶 サンラビン点滴静注用１５０ｍｇ 旭化成ファーマ 3,561
注射薬 4224402D2024 エノシタビン ２００ｍｇ１瓶 注射用サンラビン 旭化成ファーマ 4,722
注射薬 4224402D2032 エノシタビン ２００ｍｇ１瓶 サンラビン点滴静注用２００ｍｇ 旭化成ファーマ 4,722
注射薬 4224402D3020 エノシタビン ２５０ｍｇ１瓶 注射用サンラビン 旭化成ファーマ 5,910
注射薬 4224402D3039 エノシタビン ２５０ｍｇ１瓶 サンラビン点滴静注用２５０ｍｇ 旭化成ファーマ 5,910
注射薬 4224403D1030 塩酸ゲムシタビン ２００ｍｇ１瓶 ジェムザール注射用２００ｍｇ 日本イーライリ

リー
5,404

注射薬 4224403D2037 塩酸ゲムシタビン １ｇ１瓶 ジェムザール注射用１ｇ 日本イーライリ
リー

25,179

注射薬 4229400D1033 リン酸フルダラビン ５０ｍｇ１瓶 フルダラ静注用５０ｍｇ バイエル薬品 37,131
注射薬 4229401D1020 ペメトレキセドナトリウ

ム水和物
５００ｍｇ１瓶 アリムタ注射用５００ｍｇ 日本イーライリ

リー
240,300

注射薬 4229401D2026 ペメトレキセドナトリウ
ム水和物

１００ｍｇ１瓶 アリムタ注射用１００ｍｇ 日本イーライリ
リー

57,358

注射薬 4229402A1028 ネララビン ２５０ｍｇ５０ｍＬ１
瓶

アラノンジー静注用２５０ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

52,428

注射薬 4231400D1031 マイトマイシンＣ ２ｍｇ１瓶 局 マイトマイシン注用２ｍｇ 協和発酵キリン 481
注射薬 4231400D2038 マイトマイシンＣ １０ｍｇ１瓶 局 マイトマイシン注用１０ｍｇ 協和発酵キリン 2,272
注射薬 4233400D1036 アクチノマイシンＤ ０．５ｍｇ１瓶 コスメゲン静注用０．５ｍｇ 萬有製薬 1,961
注射薬 4234400D4032 塩酸ブレオマイシン ５ｍｇ１瓶 ブレオ注射用５ｍｇ 日本化薬 1,979
注射薬 4234400D5039 塩酸ブレオマイシン １５ｍｇ１瓶 ブレオ注射用１５ｍｇ 日本化薬 5,767
注射薬 4234400D6035 塩酸ブレオマイシン ３０ｍｇ１瓶 ブレオ注射用３０ｍｇ 日本化薬 11,063
注射薬 4234402D1032 硫酸ペプロマイシン ５ｍｇ１瓶 局 ペプレオ注射用５ｍｇ 日本化薬 4,253
注射薬 4234402D2039 硫酸ペプロマイシン １０ｍｇ１瓶 局 ペプレオ注射用１０ｍｇ 日本化薬 7,497
注射薬 4235400D1030 塩酸アクラルビシン ２０ｍｇ１瓶 アクラシノン注射用２０ｍｇ メルシャン 3,791
注射薬 4235401D1035 塩酸ダウノルビシン ２０ｍｇ１瓶 ダウノマイシン静注用２０ｍｇ 明治製菓 1,821
注射薬 4235402A1025 塩酸ドキソルビシン ２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ドキシル注２０ｍｇ ヤンセンファーマ 96,543
注射薬 4235402D1030 塩酸ドキソルビシン １０ｍｇ１瓶 局 アドリアシン注用１０ 協和発酵キリン 2,326
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