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注射薬 6132408G3020 セフメタゾールナトリウ
ム

１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

局 セフメタゾンキット点滴静注用１ｇ 第一三共 980

注射薬 6132408G3038 セフメタゾールナトリウ
ム

１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

セフメタゾールナトリウム点滴静注用
バッグ１ｇ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 761

注射薬 6132408G4026 セフメタゾールナトリウ
ム

２ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

セフメタゾールナトリウム点滴静注用
バッグ２ｇ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 1,005

注射薬 6132409D1041 セフォタキシムナトリウ
ム

５００ｍｇ１瓶 セフォタックス注射用０．５ｇ 日本ウィンスロッ
プ製薬

576

注射薬 6132409D1050 セフォタキシムナトリウ
ム

５００ｍｇ１瓶 クラフォラン注射用０．５ｇ サノフィ・アベン
ティス

558

注射薬 6132409D2048 セフォタキシムナトリウ
ム

１ｇ１瓶 セフォタックス注射用１ｇ 日本ウィンスロッ
プ製薬

843

注射薬 6132409D2056 セフォタキシムナトリウ
ム

１ｇ１瓶 クラフォラン注射用１ｇ サノフィ・アベン
ティス

843

注射薬 6132409D3044 セフォタキシムナトリウ
ム

２ｇ１瓶 セフォタックス注射用２ｇ 日本ウィンスロッ
プ製薬

1,269

注射薬 6132410D1036 セフォペラゾンナトリウ
ム

５００ｍｇ１瓶 セフォペラジン注射用０．５ｇ 富山化学工業 362
注射薬 6132410D2024 セフォペラゾンナトリウ

ム
１ｇ１瓶 セフォビッド注射用１ｇ ファイザー 685

注射薬 6132410D2032 セフォペラゾンナトリウ
ム

１ｇ１瓶 セフォペラジン注射用１ｇ 富山化学工業 415
注射薬 6132410D2083 セフォペラゾンナトリウ

ム
１ｇ１瓶 セラーゼン注射用１ｇ 沢井製薬 後発品 259

注射薬 6132410E2038 セフォペラゾンナトリウ
ム

１ｇ１瓶（溶解液付） セフォペラジン筋注用１ｇ 富山化学工業 402
注射薬 6132413E1027 塩酸セフメノキシム ５００ｍｇ１瓶（溶解

液付）
ベストコール筋注用０．５ｇ 武田薬品工業 799

注射薬 6132413F1022 塩酸セフメノキシム ５００ｍｇ１瓶 ベストコール静注用０．５ｇ 武田薬品工業 809
注射薬 6132413F2029 塩酸セフメノキシム １ｇ１瓶 ベストコール静注用１ｇ 武田薬品工業 1,242
注射薬 6132417F2043 セフブペラゾンナトリウ

ム
１ｇ１瓶 トミポラン静注用１ｇ 富山化学工業 1,031

注射薬 6132418F1033 セフタジジム ５００ｍｇ１瓶 局 モダケミン静注用０．５ｇ ケミックス 後発品 536
注射薬 6132418F1041 セフタジジム ５００ｍｇ１瓶 局 モダシン静注用０．５ｇ グラクソ・スミス

クライン
831

注射薬 6132418F1050 セフタジジム ５００ｍｇ１瓶 局 セパダシン静注用０．５ｇ シオノケミカル 後発品 562
注射薬 6132418F1068 セフタジジム ５００ｍｇ１瓶 局 セフタジジム静注用０．５ｇ「マル

コ」
日医工ファーマ 後発品 562

注射薬 6132418F1084 セフタジジム ５００ｍｇ１瓶 局 セフタジジム静注用０．５ｇ「マイラ
ン」

マイラン製薬 後発品 477

注射薬 6132418F1092 セフタジジム ５００ｍｇ１瓶 局 セフタジジム静注用０．５ｇ「サン
ド」

サンド 後発品 488
注射薬 6132418F1106 セフタジジム ５００ｍｇ１瓶 局 セフタジジム静注用０．５ｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 544

注射薬 6132418F2030 セフタジジム １ｇ１瓶 局 モシール静注用１ｇ 沢井製薬 後発品 817
注射薬 6132418F2048 セフタジジム １ｇ１瓶 局 モダケミン静注用１ｇ ケミックス 後発品 717
注射薬 6132418F2056 セフタジジム １ｇ１瓶 局 モベンゾシン静注用１ｇ 大洋薬品工業 後発品 740
注射薬 6132418F2064 セフタジジム １ｇ１瓶 局 モダシン静注用１ｇ グラクソ・スミス

クライン
1,269

注射薬 6132418F2072 セフタジジム １ｇ１瓶 局 セパダシン静注用１ｇ シオノケミカル 後発品 584
注射薬 6132418F2080 セフタジジム １ｇ１瓶 局 セフタジジム静注用１ｇ「ＴＸ」 トライックス 後発品 817
注射薬 6132418F2099 セフタジジム １ｇ１瓶 局 セフタジジム静注用１ｇ「マルコ」 日医工ファーマ 後発品 756
注射薬 6132418F2110 セフタジジム １ｇ１瓶 局 セフタジジム静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 861
注射薬 6132418F2129 セフタジジム １ｇ１瓶 局 セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 マイラン製薬 後発品 660
注射薬 6132418F2137 セフタジジム １ｇ１瓶 局 セフタジジム静注用１ｇ「サンド」 サンド 後発品 651
注射薬 6132419F1020 セフトリアキソンナトリ

ウム
５００ｍｇ１瓶 ロセフィン静注用０．５ｇ 中外製薬 553

注射薬 6132419F1038 セフトリアキソンナトリ
ウム

５００ｍｇ１瓶 リアソフィン静注用０．５ｇ ケミックス 後発品 322

注射薬 6132419F1046 セフトリアキソンナトリ
ウム

５００ｍｇ１瓶 セフィローム静注用０．５ｇ 日医工ファーマ 後発品 238

注射薬 6132419F1054 セフトリアキソンナトリ
ウム

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム静注用
０．５ｇ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 412

注射薬 6132419F1062 セフトリアキソンナトリ
ウム

５００ｍｇ１瓶 セフキソン静注用０．５ｇ シオノケミカル 後発品 404

注射薬 6132419F1070 セフトリアキソンナトリ
ウム

５００ｍｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ
「サンド」

サンド 後発品 227

注射薬 6132419F1089 セフトリアキソンナトリ
ウム

５００ｍｇ１瓶 セロニード静注用０．５ｇ 沢井製薬 後発品 440

注射薬 6132419F2026 セフトリアキソンナトリ
ウム

１ｇ１瓶 ロセフィン静注用１ｇ 中外製薬 869

注射薬 6132419F2034 セフトリアキソンナトリ
ウム

１ｇ１瓶 リアソフィン静注用１ｇ ケミックス 後発品 427

注射薬 6132419F2042 セフトリアキソンナトリ
ウム

１ｇ１瓶 セロニード静注用１ｇ 沢井製薬 後発品 581

注射薬 6132419F2050 セフトリアキソンナトリ
ウム

１ｇ１瓶 セフキソン静注用１ｇ シオノケミカル 後発品 495

注射薬 6132419F2069 セフトリアキソンナトリ
ウム

１ｇ１瓶 ロゼクラート静注用１ｇ 大洋薬品工業 後発品 508

注射薬 6132419F2077 セフトリアキソンナトリ
ウム

１ｇ１瓶 セフィローム静注用１ｇ 日医工ファーマ 後発品 386

注射薬 6132419F2093 セフトリアキソンナトリ
ウム

１ｇ１瓶 セフトリアキソンナトリウム静注用１
ｇ「ＴＸ」

トライックス 後発品 406

注射薬 6132419F2107 セフトリアキソンナトリ
ウム

１ｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「サ
ンド」

サンド 後発品 367

注射薬 6132419F2115 セフトリアキソンナトリ
ウム

１ｇ１瓶 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「マ
イラン」

マイラン製薬 後発品 523

注射薬 6132419G1025 セフトリアキソンナトリ
ウム

１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

ロセフィン点滴静注用１ｇバッグ 中外製薬 1,331

注射薬 6132419G1033 セフトリアキソンナトリ
ウム

１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

セフトリアキソンナトリウム点滴用１
ｇバッグ「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 958

注射薬 6132419G1041 セフトリアキソンナトリ
ウム

１ｇ１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

ロゼクラートキット点滴静注用１ｇ 大洋薬品工業 後発品 918

注射薬 6132422D2035 セフミノクスナトリウム １ｇ１瓶 メイセリン静注用１ｇ 明治製菓 771
注射薬 6132423F2057 セフォジジムナトリウム １ｇ１瓶 ケニセフ静注用１ｇ 大鵬薬品工業 855
注射薬 6132424F1020 硫酸セフピロム ０．５ｇ１瓶 ブロアクト静注用 サノフィ・アベン

ティス
906
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注射薬 6132424F1047 硫酸セフピロム ０．５ｇ１瓶 ケイテン静注用０．５ｇ 日本ウィンスロッ
プ製薬

955

注射薬 6132424F1055 硫酸セフピロム ０．５ｇ１瓶 セフピロム硫酸塩静注用０．５ｇ「Ｃ
ＭＸ」

ケミックス 後発品 585

注射薬 6132424F1071 硫酸セフピロム ０．５ｇ１瓶 硫酸セフピロム静注用０．５ｇ「マイ
ラン」

マイラン製薬 後発品 660

注射薬 6132424F1080 硫酸セフピロム ０．５ｇ１瓶 ブロアクト静注用０．５ｇ サノフィ・アベン
ティス

906

注射薬 6132424F2027 硫酸セフピロム １ｇ１瓶 ブロアクト静注用 サノフィ・アベン
ティス

1,194

注射薬 6132424F2043 硫酸セフピロム １ｇ１瓶 ケイテン静注用１ｇ 日本ウィンスロッ
プ製薬

1,407

注射薬 6132424F2051 硫酸セフピロム １ｇ１瓶 セフピロム硫酸塩静注用１ｇ「ＣＭ
Ｘ」

ケミックス 後発品 844
注射薬 6132424F2078 硫酸セフピロム １ｇ１瓶 硫酸セフピロム静注用１ｇ「マイラ

ン」
マイラン製薬 後発品 917

注射薬 6132424F2086 硫酸セフピロム １ｇ１瓶 ブロアクト静注用１ｇ サノフィ・アベン
ティス

1,194

注射薬 6132425D1024 塩酸セフェピム ５００ｍｇ１瓶 局 注射用マキシピーム０．５ｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

782

注射薬 6132425D1032 塩酸セフェピム ５００ｍｇ１瓶 局 セフェピム塩酸塩静注用０．５ｇ「サ
ンド」

サンド 後発品 556

注射薬 6132425D2020 塩酸セフェピム １ｇ１瓶 局 注射用マキシピーム１ｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

1,083

注射薬 6132425D2039 塩酸セフェピム １ｇ１瓶 局 セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サン
ド」

サンド 後発品 790
注射薬 6132425G1020 塩酸セフェピム １ｇ１キット（生理食

塩液１００ｍＬ付）
マキシピーム点滴静注用バッグ１ｇ ブリストル・マイ

ヤーズ
1,434

注射薬 6132426F1020 塩酸セフォゾプラン ５００ｍｇ１瓶 局 ファーストシン静注用０．５ｇ 武田薬品工業 1,115
注射薬 6132426F2026 塩酸セフォゾプラン １ｇ１瓶 局 ファーストシン静注用１ｇ 武田薬品工業 1,654
注射薬 6132426G3028 塩酸セフォゾプラン １ｇ１キット（生理食

塩液１００ｍＬ付）
局 ファーストシン静注用１ｇバッグＳ 武田薬品工業 2,103

注射薬 6132426G4024 塩酸セフォゾプラン １ｇ１キット（５％ブ
ドウ糖注射液１００ｍ
Ｌ付）

局 ファーストシン静注用１ｇバッグＧ 武田薬品工業 2,197

注射薬 6133400F3025 ラタモキセフナトリウム １ｇ１瓶 シオマリン静注用１ｇ 塩野義製薬 1,360
注射薬 6133401F1027 フロモキセフナトリウム ５００ｍｇ１瓶 局 フルマリン静注用０．５ｇ 塩野義製薬 1,066
注射薬 6133401F2023 フロモキセフナトリウム １ｇ１瓶 局 フルマリン静注用１ｇ 塩野義製薬 1,508
注射薬 6133401G1022 フロモキセフナトリウム １ｇ１キット（生理食

塩液１００ｍＬ付）
局 フルマリンキット静注用１ｇ 塩野義製薬 1,902

注射薬 6134400A1057 硫酸ジベカシン ５０ｍｇ１管 パニマイシン注射液５０ｍｇ 明治製菓 474
注射薬 6134400A2053 硫酸ジベカシン １００ｍｇ１管 パニマイシン注射液１００ｍｇ 明治製菓 719
注射薬 6134400D1037 硫酸ジベカシン ５０ｍｇ１瓶 注射用パニマイシン５０ｍｇ 明治製菓 476
注射薬 6134400D2033 硫酸ジベカシン １００ｍｇ１瓶 注射用パニマイシン１００ｍｇ 明治製菓 706
注射薬 6134401A1035 硫酸リボスタマイシン ５００ｍｇ１管 ビスタマイシン筋注５００ｍｇ 明治製菓 284
注射薬 6134401A2031 硫酸リボスタマイシン １ｇ１管 ビスタマイシン筋注１０００ｍｇ 明治製菓 446
注射薬 6134404A1039 硫酸ベカナマイシン ２００ｍｇ１管 カネンドマイシン筋注２００ｍｇ 明治製菓 241
注射薬 6134407A1024 硫酸ゲンタマイシン １０ｍｇ１管 ゲンタシン注１０ シェリング・プラ

ウ
135

注射薬 6134407A2071 硫酸ゲンタマイシン ４０ｍｇ１管 ゲンタシン注４０ シェリング・プラ
ウ

336

注射薬 6134407A2080 硫酸ゲンタマイシン ４０ｍｇ１管 エルタシン注４０ｍｇ 富士製薬工業 後発品 103
注射薬 6134407A2098 硫酸ゲンタマイシン ４０ｍｇ１管 ルイネシン注４０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 90
注射薬 6134407A3043 硫酸ゲンタマイシン ６０ｍｇ１管 ゲンタシン注６０ シェリング・プラ

ウ
346

注射薬 6134407A3078 硫酸ゲンタマイシン ６０ｍｇ１管 エルタシン注６０ｍｇ 富士製薬工業 後発品 110
注射薬 6134407A3086 硫酸ゲンタマイシン ６０ｍｇ１管 ルイネシン注６０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 116
注射薬 6135400F1043 ホスホマイシンナトリウ

ム
５００ｍｇ１瓶 局 イソラマイシン静注用０．５ｇ 日医工 後発品 144

注射薬 6135400F1051 ホスホマイシンナトリウ
ム

５００ｍｇ１瓶 局 ホスミシンＳ静注用０．５ｇ 明治製菓 371
注射薬 6135400F1060 ホスホマイシンナトリウ

ム
５００ｍｇ１瓶 局 ハロスミン静注用０．５ｇ 日医工ファーマ 後発品 145

注射薬 6135400F2147 ホスホマイシンナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局 イソラマイシン静注用１ｇ 日医工 後発品 200
注射薬 6135400F2155 ホスホマイシンナトリウ

ム
１ｇ１瓶 局 ハロスミン静注用１ｇ 日医工ファーマ 後発品 207

注射薬 6135400F2163 ホスホマイシンナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局 ホスミシンＳ静注用１ｇ 明治製菓 596
注射薬 6135400F2171 ホスホマイシンナトリウ

ム
１ｇ１瓶 局 ホスカリーゼ静注用１ｇ シオノケミカル 後発品 226

注射薬 6135400F2180 ホスホマイシンナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局 フラゼミシン静注用１ｇ 大洋薬品工業 後発品 226
注射薬 6135400F2198 ホスホマイシンナトリウ

ム
１ｇ１瓶 局 ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「Ｎ

Ｐ」
ニプロファーマ 後発品 207

注射薬 6135400F2201 ホスホマイシンナトリウ
ム

１ｇ１瓶 局 ホロサイルＳ静注用１ｇ 高田製薬 後発品 367
注射薬 6135400F3151 ホスホマイシンナトリウ

ム
２ｇ１瓶 局 イソラマイシン静注用２ｇ 日医工 後発品 281

注射薬 6135400F3160 ホスホマイシンナトリウ
ム

２ｇ１瓶 局 ハロスミン静注用２ｇ 日医工ファーマ 後発品 283
注射薬 6135400F3178 ホスホマイシンナトリウ

ム
２ｇ１瓶 局 ホスミシンＳ静注用２ｇ 明治製菓 882

注射薬 6135400F3186 ホスホマイシンナトリウ
ム

２ｇ１瓶 局 ホスカリーゼ静注用２ｇ シオノケミカル 後発品 334
注射薬 6135400F3194 ホスホマイシンナトリウ

ム
２ｇ１瓶 局 フラゼミシン静注用２ｇ 大洋薬品工業 後発品 370

注射薬 6135400F3208 ホスホマイシンナトリウ
ム

２ｇ１瓶 局 ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 358
注射薬 6135400F3216 ホスホマイシンナトリウ

ム
２ｇ１瓶 局 ホロサイルＳ静注用２ｇ 高田製薬 後発品 579

注射薬 6135400G2045 ホスホマイシンナトリウ
ム

２ｇ１キット（注射用
水１００ｍＬ付）

フラゼミシン点滴静注用２ｇキット 大洋薬品工業 後発品 941

注射薬 6135400G3025 ホスホマイシンナトリウ
ム

１ｇ１キット（５％ブ
ドウ糖注射液１００ｍ
Ｌ付）

局 ホスミシンＳバッグ１ｇ点滴静注用 明治製菓 1,016

注射薬 6135400G4021 ホスホマイシンナトリウ
ム

２ｇ１キット（５％ブ
ドウ糖注射液１００ｍ
Ｌ付）

局 ホスミシンＳバッグ２ｇ点滴静注用 明治製菓 1,295

注射薬 6139400D1033 メロペネム三水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペン点滴用バイアル０．２５ｇ 大日本住友製薬 1,011
注射薬 6139400D1041 メロペネム三水和物 ２５０ｍｇ１瓶 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「タ

イヨー」
大洋薬品工業 後発品 659

注射薬 6139400D1050 メロペネム三水和物 ２５０ｍｇ１瓶 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「日
医工」

日医工 後発品 772

注射薬 6139400D1068 メロペネム三水和物 ２５０ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 659

54 / 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 6139400D1076 メロペネム三水和物 ２５０ｍｇ１瓶 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「ケ
ミファ」

日本ケミファ 後発品 659

注射薬 6139400D1084 メロペネム三水和物 ２５０ｍｇ１瓶 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 後発品 659

注射薬 6139400D1092 メロペネム三水和物 ２５０ｍｇ１瓶 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「タ
ナベ」

田辺三菱製薬 後発品 659

注射薬 6139400D1106 メロペネム三水和物 ２５０ｍｇ１瓶 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ
「トーワ」

東和薬品 後発品 659

注射薬 6139400D1114 メロペネム三水和物 ２５０ｍｇ１瓶 メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「明
治」

明治製菓 後発品 659

注射薬 6139400D2030 メロペネム三水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペン点滴用バイアル０．５ｇ 大日本住友製薬 1,438
注射薬 6139400D2048 メロペネム三水和物 ５００ｍｇ１瓶 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 989

注射薬 6139400D2056 メロペネム三水和物 ５００ｍｇ１瓶 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「日医
工」

日医工 後発品 1,104

注射薬 6139400D2064 メロペネム三水和物 ５００ｍｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロファーマ 後発品 1,000
注射薬 6139400D2072 メロペネム三水和物 ５００ｍｇ１瓶 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ケミ

ファ」
日本ケミファ 後発品 1,000

注射薬 6139400D2080 メロペネム三水和物 ５００ｍｇ１瓶 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「サワ
イ」

沢井製薬 後発品 1,000

注射薬 6139400D2099 メロペネム三水和物 ５００ｍｇ１瓶 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 後発品 1,000

注射薬 6139400D2102 メロペネム三水和物 ５００ｍｇ１瓶 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「トー
ワ」

東和薬品 後発品 1,000

注射薬 6139400D2110 メロペネム三水和物 ５００ｍｇ１瓶 メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明
治」

明治製菓 後発品 1,000
注射薬 6139400G1030 メロペネム三水和物 ５００ｍｇ１キット

（生理食塩液１００ｍ
局 メロペン点滴用キット０．５ｇ 大日本住友製薬 1,868

注射薬 6139400G1048 メロペネム三水和物 ５００ｍｇ１キット
（生理食塩液１００ｍ

メロペネム点滴静注用バッグ０．５ｇ
「ＮＰ」

ニプロファーマ 後発品 1,423

注射薬 6139400G1056 メロペネム三水和物 ５００ｍｇ１キット
（生理食塩液１００ｍ

メロペネム点滴静注用バッグ０．５ｇ
「日医工」

日医工 後発品 1,423

注射薬 6139400G1064 メロペネム三水和物 ５００ｍｇ１キット
（生理食塩液１００ｍ

メロペネム点滴静注用バッグ０．５ｇ
「明治」

明治製菓 後発品 1,423

注射薬 6139401D1020 ビアペネム ３００ｍｇ１瓶 オメガシン点滴用０．３ｇ 明治製菓 1,770
注射薬 6139401G1026 ビアペネム ３００ｍｇ１キット

（生理食塩液１００ｍ
オメガシン点滴用０．３ｇバッグ 明治製菓 2,213

注射薬 6139402D1024 ドリペネム水和物 ２５０ｍｇ１瓶 フィニバックス点滴用０．２５ｇ 塩野義製薬 1,137
注射薬 6139402G1020 ドリペネム水和物 ２５０ｍｇ１キット

（生理食塩液１００ｍ
フィニバックスキット点滴用０．２５
ｇ

塩野義製薬 1,661

注射薬 6139500F1024 スルバクタムナトリウ
ム・セフォペラゾンナト

（５００ｍｇ）１瓶 スルペラゾン静注用０．５ｇ ファイザー 760

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

（５００ｍｇ）１瓶 セフロニック静注用０．５ｇ 大洋薬品工業 後発品 415

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

（５００ｍｇ）１瓶 スペルゾン静注用０．５ｇ ケミックス 後発品 407

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

（５００ｍｇ）１瓶 ナスパルン静注用０．５ｇ シオノケミカル 後発品 599

注射薬 6139500F2020 スルバクタムナトリウ
ム・セフォペラゾンナト

（１ｇ）１瓶 スルペラゾン静注用１ｇ ファイザー 1,114

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

（１ｇ）１瓶 スルペゾール静注用１ｇ 東菱薬品工業 後発品 513

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

（１ｇ）１瓶 セフォセフ静注用１ｇ 沢井製薬 後発品 405

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

（１ｇ）１瓶 セフォン静注用１ｇ 日医工ファーマ 後発品 415

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

（１ｇ）１瓶 バクフォーゼ静注用１ｇ 東和薬品 後発品 448

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

（１ｇ）１瓶 スルタムジン静注用１ｇ ポーラファルマ 後発品 396

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

（１ｇ）１瓶 セフロニック静注用１ｇ 大洋薬品工業 後発品 415

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

（１ｇ）１瓶 ナスパルン静注用１ｇ シオノケミカル 後発品 599

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

（１ｇ）１瓶 スペルゾン静注用１ｇ ケミックス 後発品 448

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

（１ｇ）１瓶 ワイスタール静注用１ｇ ニプロファーマ 後発品 461

注射薬 6139500G1020 スルバクタムナトリウ
ム・セフォペラゾンナト

（１ｇ）１キット（生
理食塩液１００ｍＬ

スルペラゾン静注用１ｇ ファイザー 1,516

注射薬 6139500G1046 スルバクタムナトリウ
ム・セフォペラゾンナト

（１ｇ）１キット（生
理食塩液１００ｍＬ

注用ワイスタールキット１ｇ ニプロファーマ 後発品 797

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

（１ｇ）１キット（生
理食塩液１００ｍＬ

注用ワイスタール１ｇバッグＳ ニプロファーマ 後発品 797

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

（１ｇ）１キット（生
理食塩液１００ｍＬ

セフロニックキット点滴静注用１ｇ 大洋薬品工業 後発品 1,020

注射薬 6139500G1070 スルバクタムナトリウ
ム・セフォペラゾンナト

（１ｇ）１キット（生
理食塩液１００ｍＬ

スルペラゾンキット静注用１ｇ ファイザー 1,516

注射薬 6139501D1036 イミペネム・シラスタチ
ンナトリウム

２５０ｍｇ１瓶 局 インダスト点滴静注用０．２５ｇ 大洋薬品工業 後発品 938

注射薬 6139501D1044 イミペネム・シラスタチ
ンナトリウム

２５０ｍｇ１瓶 局 チエナム点滴静注用０．２５ｇ 萬有製薬 1,074

注射薬 6139501D1052 イミペネム・シラスタチ
ンナトリウム

２５０ｍｇ１瓶 局 チエペネム点滴静注用０．２５ｇ シオノケミカル 後発品 938

注射薬 6139501D2059 イミペネム・シラスタチ
ンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 局 インダスト点滴静注用０．５ｇ 大洋薬品工業 後発品 1,409

注射薬 6139501D2067 イミペネム・シラスタチ
ンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 局 イミスタン点滴静注用０．５ｇ 日医工 後発品 1,253

注射薬 6139501D2075 イミペネム・シラスタチ
ンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 局 チエクール点滴用０．５ｇ 沢井製薬 後発品 1,297

注射薬 6139501D2083 イミペネム・シラスタチ
ンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 局 チエペネム点滴静注用０．５ｇ シオノケミカル 後発品 1,324
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注射薬 6139501D2091 イミペネム・シラスタチ
ンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 局 イミペネム・シラスタチン点滴用０．
５ｇ「サンド」

サンド 後発品 1,119

注射薬 6139501D2105 イミペネム・シラスタチ
ンナトリウム

５００ｍｇ１瓶 局 チエナム点滴静注用０．５ｇ 萬有製薬 1,631

注射薬 6139501E2038 イミペネム・シラスタチ
ンナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解
液付）

局 チエナム筋注用０．５ｇ 萬有製薬 1,631

注射薬 6139501G1040 イミペネム・シラスタチ
ンナトリウム

５００ｍｇ１キット
（生理食塩液１００ｍ

インダストキット点滴静注用０．５ｇ 大洋薬品工業 後発品 1,711

注射薬 6139501G1059 イミペネム・シラスタチ
ンナトリウム

５００ｍｇ１キット
（生理食塩液１００ｍ

イミペナーム点滴用０．５ｇバッグ ニプロファーマ 後発品 1,790

注射薬 6139501G1067 イミペネム・シラスタチ
ンナトリウム

５００ｍｇ１キット
（生理食塩液１００ｍ

局 チエナム点滴静注用キット０．５ｇ 萬有製薬 1,959

注射薬 6139503D1027 パニペネム・ベタミプロ
ン

２５０ｍｇ１瓶 カルベニン点滴用０．２５ｇ 第一三共 1,077
注射薬 6139503D2023 パニペネム・ベタミプロ

ン
５００ｍｇ１瓶 カルベニン点滴用０．５ｇ 第一三共 1,587

注射薬 6139504F1022 スルバクタムナトリウ
ム・アンピシリンナトリ

（０．７５ｇ）１瓶 ユナシン－Ｓ静注用０．７５ｇ ファイザー 641

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

（０．７５ｇ）１瓶 ユナスピン静注用０．７５ｇ ケミックス 後発品 368

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

（０．７５ｇ）１瓶 スルバクシン静注用０．７５ｇ シオノケミカル 後発品 429

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

（０．７５ｇ）１瓶 スルバシリン静注用０．７５ｇ 明治製菓 後発品 451

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

（０．７５ｇ）１瓶 ピスルシン静注用０．７５ｇ 大原薬品工業 後発品 390

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

（０．７５ｇ）１瓶 アンスルマイラン静注用０．７５ｇ マイラン製薬 後発品 451

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

（０．７５ｇ）１瓶 スルバクタム・アンピシリン静注用
０．７５ｇ「サンド」

サンド 後発品 368

注射薬 6139504F2029 スルバクタムナトリウ
ム・アンピシリンナトリ

（１．５ｇ）１瓶 ユナシン－Ｓ静注用１．５ｇ ファイザー 961

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

（１．５ｇ）１瓶 ピシリバクタ静注用１．５ｇ 日医工 後発品 519

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

（１．５ｇ）１瓶 ユーシオン－Ｓ静注用１．５ｇ 沢井製薬 後発品 542

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

（１．５ｇ）１瓶 ユナスピン静注用１．５ｇ ケミックス 後発品 474

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

（１．５ｇ）１瓶 スルバクシン静注用１．５ｇ シオノケミカル 後発品 519

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

（１．５ｇ）１瓶 スルバシリン静注用１．５ｇ 明治製菓 後発品 542

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

（１．５ｇ）１瓶 ピスルシン静注用１．５ｇ 大原薬品工業 後発品 436

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

（１．５ｇ）１瓶 アンスルマイラン静注用１．５ｇ マイラン製薬 後発品 489

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

（１．５ｇ）１瓶 スルバクタム・アンピシリン静注用
１．５ｇ「サンド」

サンド 後発品 456

注射薬 6139504G1028 スルバクタムナトリウ
ム・アンピシリンナトリ
ウム

（１．５ｇ）１キット
（生理食塩液１００ｍ
Ｌ付）

ユナシン－Ｓキット静注用１．５ｇ ファイザー 1,437

注射薬 6139504G2024 スルバクタムナトリウ
ム・アンピシリンナトリ

（３ｇ）１キット（生
理食塩液１００ｍＬ

ユナシン－Ｓキット静注用３ｇ ファイザー 1,948

注射薬 6139505F3020 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ

（２．２５ｇ）１瓶 ゾシン静注用２．２５ 大鵬薬品工業 1,773

注射薬 6139505F4026 タゾバクタムナトリウ
ム・ピペラシリンナトリ

（４．５ｇ）１瓶 ゾシン静注用４．５ 大鵬薬品工業 2,626

注射薬 6141400D1023 ラクトビオン酸エリスロ
マイシン

５００ｍｇ１瓶 注射用エリスロシン アボットジャパン 832

注射薬 6141400D1031 ラクトビオン酸エリスロ
マイシン

５００ｍｇ１瓶 エリスロシン点滴静注用５００ｍｇ アボットジャパン 832

注射薬 6151401F1025 コハク酸クロラムフェニ
コールナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液付） クロロマイセチンサクシネート 第一三共 445

注射薬 6152401F1081 塩酸ミノサイクリン １００ｍｇ１瓶 局 ミノペン点滴静注用１００ｍｇ 沢井製薬 後発品 198
注射薬 6152401F1090 塩酸ミノサイクリン １００ｍｇ１瓶 局 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１０

０ｍｇ「日医工」
日医工ファーマ 後発品 152

注射薬 6152401F1103 塩酸ミノサイクリン １００ｍｇ１瓶 局 クーペラシン点滴静注用１００ｍｇ 高田製薬 後発品 206
注射薬 6152401F1111 塩酸ミノサイクリン １００ｍｇ１瓶 局 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１０

０ｍｇ「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 206

注射薬 6152401F1120 塩酸ミノサイクリン １００ｍｇ１瓶 局 ナミマイシン点滴静注用１００ｍｇ 富士製薬工業 後発品 206
注射薬 6152401F1138 塩酸ミノサイクリン １００ｍｇ１瓶 局 ミノマイシン点滴静注用１００ｍｇ ワイス 525
注射薬 6161400D1034 硫酸ストレプトマイシン １ｇ１瓶 硫酸ストレプトマイシン注射用１ｇ

「明治」
明治製菓 395

注射薬 6165400D1033 硫酸エンビオマイシン １ｇ１瓶 ツベラクチン筋注用１ｇ 旭化成ファーマ 734
注射薬 6169400A1036 硫酸カナマイシン １ｇ１管 硫酸カナマイシン注射液１０００ｍｇ

「明治」
明治製菓 315

注射薬 6173400D1035 アムホテリシンＢ ５０ｍｇ１瓶 局 ファンギゾン注射用５０ｍｇ ブリストル・マイ
ヤーズ

1,011

注射薬 6173400D2023 アムホテリシンＢ ５０ｍｇ１瓶 アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ 大日本住友製薬 9,538
注射薬 6179400D1020 ミカファンギンナトリウ

ム
５０ｍｇ１瓶 ファンガード点滴用５０ｍｇ アステラス製薬 6,617

注射薬 6179400D2027 ミカファンギンナトリウ
ム

７５ｍｇ１瓶 ファンガード点滴用７５ｍｇ アステラス製薬 9,532
注射薬 6179400D3023 ミカファンギンナトリウ

ム
２５ｍｇ１瓶 ファンガード点滴用２５ｍｇ アステラス製薬 3,872

注射薬 6179401F1026 ボリコナゾール ２００ｍｇ１瓶 ブイフェンド２００ｍｇ静注用 ファイザー 11,661
注射薬 6191401D1038 アンピシリンナトリウ

ム・クロキサシリンナト
（１００ｍｇ）１瓶 注射用ビクシリンＳ 明治製菓 後発品 65

注射薬 6191401D1046 アンピシリンナトリウ
ム・クロキサシリンナト

（１００ｍｇ）１瓶 注射用ビクシリンＳ１００ 明治製菓 後発品 65

注射薬 6191401D2034 アンピシリンナトリウ
ム・クロキサシリンナト

（５００ｍｇ）１瓶 注射用ビクシリンＳ５００ 明治製菓 後発品 230

注射薬 6191401D3049 アンピシリンナトリウ
ム・クロキサシリンナト

（１ｇ）１瓶 注射用ビクシリンＳ１０００ 明治製菓 後発品 405

注射薬 6213400A1052 スルファジメトキシン １０％５ｍＬ１管 アプシード静注５００ｍｇ 第一三共 64
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