
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 1214407G2023 塩酸レボブピバカイン ７５ｍｇ１０ｍＬ１筒 ポプスカイン０．７５％注シリンジ７
５ｍｇ／１０ｍＬ

丸石製薬 739

注射薬 1214407G3020 塩酸レボブピバカイン ２５０ｍｇ１００ｍＬ
１袋

ポプスカイン０．２５％注バッグ２５
０ｍｇ／１００ｍＬ

丸石製薬 1,686

注射薬 1219500X1038 塩酸ジブカイン・塩酸パ
ラブチルアミノ安息香酸
ジエチルアミノエチル

３ｍＬ１管 ネオペルカミンＳ注脊麻用 ナガセ医薬品 281

注射薬 1224400A1010 塩化スキサメトニウム ２％１ｍＬ１管 局 塩化スキサメトニウム注射液 93
注射薬 1224400A2017 塩化スキサメトニウム ２％２ｍＬ１管 局 塩化スキサメトニウム注射液 93
注射薬 1224400A3013 塩化スキサメトニウム ２％５ｍＬ１管 局 塩化スキサメトニウム注射液 115
注射薬 1224401X1018 塩化スキサメトニウム ２００ｍｇ１瓶 局 注射用塩化スキサメトニウム 198
注射薬 1224401X2014 塩化スキサメトニウム ２００ｍｇ１瓶（溶解

液付）
局 注射用塩化スキサメトニウム 198

注射薬 1224401X3010 塩化スキサメトニウム ５００ｍｇ１瓶 局 注射用塩化スキサメトニウム 466
注射薬 1226400A1015 塩化ツボクラリン ０．３％１ｍＬバイア

ル
塩化ツボクラリン０．３％１ｍｌ注射
液

97
注射薬 1229400A1033 臭化パンクロニウム ４ｍｇ１管 ミオブロック静注４ｍｇ シェリング・プラ

ウ
335

注射薬 1229401A1070 メシル酸プリジノール ０．２％１ｍＬ１管 コンラックス注２ｍｇ 日本新薬 後発品 60
注射薬 1229401A1089 メシル酸プリジノール ０．２％１ｍＬ１管 ロキシーン注２ｍｇ 東菱薬品工業 56
注射薬 1229401A1097 メシル酸プリジノール ０．２％１ｍＬ１管 ミオパノール注２ｍｇ 小林化工 後発品 50
注射薬 1229401A1100 メシル酸プリジノール ０．２％１ｍＬ１管 ミタノリン注２ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 50

注射薬 1229402D1039 ダントロレンナトリウム ２０ｍｇ１瓶 ダントリウム静注用２０ｍｇ アステラス製薬 9,629
注射薬 1229403F1034 臭化ベクロニウム ４ｍｇ１管（溶解液

付）
マスキュレート静注用４ｍｇ 富士製薬工業 後発品 287

注射薬 1229403F1042 臭化ベクロニウム ４ｍｇ１管（溶解液
付）

マスキュラックス静注用４ｍｇ シェリング・プラ
ウ

416

注射薬 1229403F2022 臭化ベクロニウム １０ｍｇ１瓶 マスキュラックス静注用１０ｍｇ シェリング・プラ
ウ

896

注射薬 1229403F2030 臭化ベクロニウム １０ｍｇ１瓶 マスキュレート静注用１０ｍｇ 富士製薬工業 後発品 665
注射薬 1229404A1023 Ａ型ボツリヌス毒素 １００単位１瓶 ボトックス注１００ グラクソ・スミス

クライン
92,249

注射薬 1229404A2020 Ａ型ボツリヌス毒素 ５０単位１瓶 ボトックス注５０ グラクソ・スミス
クライン

51,062

注射薬 1229404D1020 Ａ型ボツリヌス毒素 ５０単位１瓶 ボトックス注用５０単位 グラクソ・スミス
クライン

51,062

注射薬 1229404D2026 Ａ型ボツリヌス毒素 １００単位１瓶 ボトックス注用１００単位 グラクソ・スミス
クライン

92,249

注射薬 1229405A1028 ロクロニウム臭化物 ２５ｍｇ２．５ｍＬ１
瓶

エスラックス静注２５ｍｇ／２．５ｍ
Ｌ

シェリング・プラ
ウ

587

注射薬 1229405A2024 ロクロニウム臭化物 ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 エスラックス静注５０ｍｇ／５．０ｍ
Ｌ

シェリング・プラ
ウ

1,056

注射薬 1231403A1035 臭化プリフィニウム ０．７５％１ｍＬ１管 パドリン注射液７．５ｍｇ アイロム製薬 59
注射薬 1232400X1015 塩化アセチルコリン １００ｍｇ１管（溶解

液付）
局 注射用塩化アセチルコリン 366

注射薬 1233400A2016 メチル硫酸ネオスチグミ
ン

０．０５％１ｍＬ１管 局 メチル硫酸ネオスチグミン注射液 93
注射薬 1233400A3012 メチル硫酸ネオスチグミ

ン
０．０５％４ｍＬ１管 局 メチル硫酸ネオスチグミン注射液 267

注射薬 1233500G1029 メチル硫酸ネオスチグミ
ン・硫酸アトロピン

３ｍＬ１筒 アトワゴリバース静注シリンジ３ｍＬ テルモ 404

注射薬 1233500G2025 メチル硫酸ネオスチグミ
ン・硫酸アトロピン

６ｍＬ１筒 アトワゴリバース静注シリンジ６ｍＬ テルモ 615

注射薬 1234400A1025 塩酸トラゾリン ２％１ｍＬ１管 イミダリン注射液二％ アステラス製薬 64
注射薬 1242400A1035 臭化水素酸スコポラミン ０．０５％１ｍＬ１管 ハイスコ皮下注０．５ｍｇ 杏林製薬 64
注射薬 1242401A1188 臭化ブチルスコポラミン ２％１ｍＬ１管 ブチルパン注射液 アボットジャパン 60
注射薬 1242401A1242 臭化ブチルスコポラミン ２％１ｍＬ１管 ブチスコ注 小林化工 後発品 56
注射薬 1242401A1269 臭化ブチルスコポラミン ２％１ｍＬ１管 スポラミン注２０ｍｇ ニプロファーマ 後発品 56
注射薬 1242401A1277 臭化ブチルスコポラミン ２％１ｍＬ１管 スコルパン注２０ｍｇ 東和薬品 後発品 56
注射薬 1242401A1285 臭化ブチルスコポラミン ２％１ｍＬ１管 スパスモパン注２０ｍｇ 日医工 後発品 56
注射薬 1242401A1293 臭化ブチルスコポラミン ２％１ｍＬ１管 ブチルスコポラミン臭化物注射液２０

ｍｇ「タイヨー」
大洋薬品工業 後発品 56

注射薬 1242401A1307 臭化ブチルスコポラミン ２％１ｍＬ１管 ブチルミン注射液２０ｍｇ 高田製薬 後発品 56
注射薬 1242401A1315 臭化ブチルスコポラミン ２％１ｍＬ１管 ブスコパン注２０ｍｇ 日本ベーリンガー

インゲルハイム
60

注射薬 1242401A1323 臭化ブチルスコポラミン ２％１ｍＬ１管 ブスポン注射液２０ｍｇ キョーリンリメ
ディオ

後発品 56

注射薬 1242401A1331 臭化ブチルスコポラミン ２％１ｍＬ１管 ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ
「日医工」

日医工ファーマ 後発品 56

注射薬 1242401A1340 臭化ブチルスコポラミン ２％１ｍＬ１管 リラダン注２０ｍｇ イセイ 後発品 56
注射薬 1242401A1358 臭化ブチルスコポラミン ２％１ｍＬ１管 ブチルパン注射液２０ｍｇ アボットジャパン 60
注射薬 1242401G1024 臭化ブチルスコポラミン ２０ｍｇ１ｍＬ１筒 スポラミン注２０ｍｇシリンジ ニプロファーマ 後発品 168
注射薬 1242402A1026 臭化ブトロピウム ４ｍｇ１管 ブトロパン注射液 大洋薬品工業 後発品 67
注射薬 1242404A1033 ヨウ化チエモニウム ２ｍＬ１管 ビセラルジン注射液５ｍｇ 日本臓器製薬 56
注射薬 1242405A1011 硫酸アトロピン ０．０５％１ｍＬ１管 局 硫酸アトロピン注射液 94
注射薬 1242406G1035 硫酸アトロピン ０．０５％１ｍＬ１筒 アトロピン注０．０５％シリンジ「テ

ルモ」
テルモ 後発品 164

注射薬 1243400A1016 塩酸パパベリン ４％１ｍＬ１管 局 塩酸パパベリン注射液 92
注射薬 1244400A1030 硫酸マグネシウム・ブド

ウ糖
２０ｍＬ１管 静注用マグネゾール２０ｍＬ 東亜薬品工業 358

注射薬 1244401A1018 硫酸マグネシウム ０．５モル２０ｍＬ１
管

局 硫酸マグネシウム注射液 93
注射薬 1249400A1036 臭化チメピジウム ０．７５％１ｍＬ１管 セスデン注７．５ｍｇ 田辺三菱製薬 62
注射薬 1249401A1022 バクロフェン ０．００５％１ｍＬ１

管
ギャバロン髄注０．００５％ 第一三共 1,107

注射薬 1249401A2029 バクロフェン ０．０５％２０ｍＬ１
管

ギャバロン髄注０．０５％ 第一三共 22,119
注射薬 1249401A3025 バクロフェン ０．２％５ｍＬ１管 ギャバロン髄注０．２％ 第一三共 22,119
注射薬 1319401F1026 ベルテポルフィン １５ｍｇ１瓶 ビスダイン静注用１５ｍｇ ノバルティス

ファーマ
182,450

注射薬 1319402G1026 ペガプタニブナトリウム ０．３ｍｇ９０μＬ１
筒

マクジェン硝子体内注射用キット０．
３ｍｇ

ファイザー 123,457
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注射薬 1319403A1028 ラニビズマブ（遺伝子組
換え）

０．５ｍｇ０．０５ｍ
Ｌ１瓶

ルセンティス硝子体内注射液２．３ｍ
ｇ／０．２３ｍＬ

ノバルティス
ファーマ

176,235

注射薬 1339500A1025 ジフェンヒドラミン・ジ
プロフィリン

１ｍＬ１管 トラベルミン注 エーザイ 66

注射薬 2113400A1016 ジゴキシン ０．０２５％１ｍＬ１
管

局 ジゴキシン注射液 93
注射薬 2113401A1010 デスラノシド ０．０２％２ｍＬ１管 局 デスラノシド注射液 95
注射薬 2115400A1010 アミノフィリン ２．５％１０ｍＬ１管 局 アミノフィリン注射液 92
注射薬 2115400A1029 アミノフィリン ２．５％１０ｍＬ１管 局 ※アミノフィリン注射液（アボット） アボットジャパン 94
注射薬 2115400A1193 アミノフィリン ２．５％１０ｍＬ１管 局 ネオフィリン注２５０ｍｇ エーザイ 94
注射薬 2115400A1231 アミノフィリン ２．５％１０ｍＬ１管 局 キョーフィリン静注２５０ｍｇ 杏林製薬 94
注射薬 2115400A1240 アミノフィリン ２．５％１０ｍＬ１管 局 アミノフィリン静注液２５０ｍｇ「ア

ボット」
アボットジャパン 94

注射薬 2115401A1155 ジプロフィリン １５％２ｍＬ１管 ニチフィリンＭ注３００ｍｇ 日新製薬（山形） 50
注射薬 2115401A1163 ジプロフィリン １５％２ｍＬ１管 コルフィリン注３００ｍｇ 日本新薬 62
注射薬 2115401A1171 ジプロフィリン １５％２ｍＬ１管 ジプロフィリン注３００ｍｇ「日医

工」
日医工ファーマ 後発品 50

注射薬 2115401A1180 ジプロフィリン １５％２ｍＬ１管 ハイフィリン注３００ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 57
注射薬 2115401A1198 ジプロフィリン １５％２ｍＬ１管 ジプロフィリン注３００ｍｇ「イセ

イ」
イセイ 50

注射薬 2115401A1201 ジプロフィリン １５％２ｍＬ１管 ジプロフィリン注３００ｍｇ「エーザ
イ」

エーザイ 62

注射薬 2115402A1028 プロキシフィリン １０％２ｍＬ１管 モノフィリン注 日医工 56
注射薬 2115402A1036 プロキシフィリン １０％２ｍＬ１管 モノフィリン注２００ｍｇ 日医工 56
注射薬 2115403A1030 安息香酸ナトリウムカ

フェイン
１０％１ｍＬ１管 アンナカ注「フソー」－１０％ 扶桑薬品工業 後発品 63

注射薬 2115403A2037 安息香酸ナトリウムカ
フェイン

２０％１ｍＬ１管 アンナカ注「フソー」－２０％ 扶桑薬品工業 後発品 63

注射薬 2115404A1035 アミノフィリン ２．５％１０ｍＬ１管 ニチフィリン注ＰＢ２５０ｍｇ 日新製薬（山形） 56
注射薬 2115404A2031 アミノフィリン １５ｍｇ３ｍＬ１管 アプニション静注１５ｍｇ エーザイ 154
注射薬 2115404G1020 アミノフィリン ２５０ｍｇ２５０ｍＬ

１袋
ネオフィリン注点滴用バッグ２５０ｍ
ｇ

エーザイ 220

注射薬 2115404G2026 アミノフィリン ２５０ｍｇ１０ｍＬ１
筒

ミクロフィリン注シリンジ２５０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 177
注射薬 2119400A1036 ｌ－塩酸イソプロテレ

ノール
０．０２％１ｍＬ１管 プロタノールＬ注０．２ｍｇ 興和 248

注射薬 2119400A2032 ｌ－塩酸イソプロテレ
ノール

０．０２％５ｍＬ１管 プロタノールＬ注１ｍｇ 興和 1,053

注射薬 2119401A1057 塩酸エチレフリン １％１ｍＬ１管 エホチール注１０ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

60

注射薬 2119402A1019 塩酸ドパミン １００ｍｇ５ｍＬ１管 局 塩酸ドパミン注射液 後発品 132
注射薬 2119402A1299 塩酸ドパミン １００ｍｇ５ｍＬ１管 局 イノバン注１００ｍｇ 協和発酵キリン 929
注射薬 2119402A1337 塩酸ドパミン １００ｍｇ５ｍＬ１管 局 ドミニン点滴静注１００ｍｇ 日本新薬 後発品 473
注射薬 2119402A2031 塩酸ドパミン ４０ｍｇ２ｍＬ１管 局 ドミニン点滴静注４０ｍｇ 日本新薬 後発品 313
注射薬 2119402A3011 塩酸ドパミン ５０ｍｇ２．５ｍＬ１

管
局 塩酸ドパミン注射液 後発品 179

注射薬 2119402A3054 塩酸ドパミン ５０ｍｇ２．５ｍＬ１
管

局 イノバン注５０ｍｇ 協和発酵キリン 779
注射薬 2119402A4018 塩酸ドパミン ２００ｍｇ１０ｍＬ１

管
局 塩酸ドパミン注射液 後発品 176

注射薬 2119402A4093 塩酸ドパミン ２００ｍｇ１０ｍＬ１
管

局 ドミニン点滴静注２００ｍｇ 日本新薬 後発品 510
注射薬 2119402A4107 塩酸ドパミン ２００ｍｇ１０ｍＬ１

管
局 イノバン注２００ｍｇ 協和発酵キリン 1,571

注射薬 2119402A5014 塩酸ドパミン ２００ｍｇ５ｍＬ１管 局 塩酸ドパミン注射液 後発品 176
注射薬 2119402G6099 塩酸ドパミン ０．１％２００ｍＬ１

瓶
局 カコージンＤ注０．１％ 日本製薬 後発品 1,076

注射薬 2119402G7095 塩酸ドパミン ０．３％２００ｍＬ１
瓶

局 カコージンＤ注０．３％ 日本製薬 後発品 1,774
注射薬 2119402P1020 塩酸ドパミン ０．１％２００ｍＬ１

袋
局 プレドパ注２００ マイラン製薬 後発品 873

注射薬 2119402P1062 塩酸ドパミン ０．１％２００ｍＬ１
袋

局 塩酸ドパミン注キット２００ アイロム製薬 後発品 337
注射薬 2119402P1070 塩酸ドパミン ０．１％２００ｍＬ１

袋
局 カタボンＬｏｗ注２００ｍｇ 興和 後発品 1,076

注射薬 2119402P1089 塩酸ドパミン ０．１％２００ｍＬ１
袋

局 カコージンＤ注０．１％ 日本製薬 後発品 1,076
注射薬 2119402P2026 塩酸ドパミン ０．３％２００ｍＬ１

袋
局 プレドパ注６００ マイラン製薬 後発品 1,265

注射薬 2119402P2069 塩酸ドパミン ０．３％２００ｍＬ１
袋

局 塩酸ドパミン注キット６００ アイロム製薬 後発品 611
注射薬 2119402P2077 塩酸ドパミン ０．３％２００ｍＬ１

袋
局 カタボンＨｉ注６００ｍｇ 興和 後発品 1,774

注射薬 2119402P2085 塩酸ドパミン ０．３％２００ｍＬ１
袋

局 カコージンＤ注０．３％ 日本製薬 後発品 1,774
注射薬 2119402P2093 塩酸ドパミン ０．３％２００ｍＬ１

袋
局 ドパミン液６００「トーワ」 東和薬品 後発品 725

注射薬 2119402P3030 塩酸ドパミン ０．１％５０ｍＬ１筒 イノバン注０．１％シリンジ 協和発酵キリン 937
注射薬 2119402P4037 塩酸ドパミン ０．３％５０ｍＬ１筒 イノバン注０．３％シリンジ 協和発酵キリン 1,475
注射薬 2119402P5025 塩酸ドパミン ０．６％５０ｍＬ１筒 イノバン注０．６％シリンジ 協和発酵キリン 2,440
注射薬 2119404A1018 塩酸ドブタミン １００ｍｇ１管 塩酸ドブタミン１００ｍｇ注射液 後発品 257
注射薬 2119404A1026 塩酸ドブタミン １００ｍｇ１管 ドブトレックス注射液１００ｍｇ 塩野義製薬 1,314
注射薬 2119404A1123 塩酸ドブタミン １００ｍｇ１管 ドプミン注１００ｍｇ マイラン製薬 後発品 310
注射薬 2119404A1131 塩酸ドブタミン １００ｍｇ１管 ブブシン点滴静注液１００ｍｇ 沢井製薬 後発品 318
注射薬 2119404A1140 塩酸ドブタミン １００ｍｇ１管 ドブタミン点滴静注１００ｍｇ「アイ

ロム」
アイロム製薬 後発品 323

注射薬 2119404A1158 塩酸ドブタミン １００ｍｇ１管 ドプタミン点滴静注液１００ｍｇ 富士製薬工業 後発品 333
注射薬 2119404A1166 塩酸ドブタミン １００ｍｇ１管 ドブックス点滴静注１００ｍｇ 小林化工 後発品 389
注射薬 2119404A1174 塩酸ドブタミン １００ｍｇ１管 レタメックス点滴静注液１００ｍｇ エール薬品 後発品 441
注射薬 2119404G3021 塩酸ドブタミン ０．１％２００ｍＬ１

袋
ドプミンＫ注２００ マイラン製薬 後発品 1,510

注射薬 2119404G3056 塩酸ドブタミン ０．１％２００ｍＬ１
袋

ドブトレックスキット点滴静注用２０
０ｍｇ

塩野義製薬 後発品 3,076

注射薬 2119404G4028 塩酸ドブタミン ０．３％２００ｍＬ１
袋

ドプミンＫ注６００ マイラン製薬 後発品 2,841
注射薬 2119404G4052 塩酸ドブタミン ０．３％２００ｍＬ１

袋
ドブトレックスキット点滴静注用６０
０ｍｇ

塩野義製薬 後発品 6,024

注射薬 2119404G5032 塩酸ドブタミン ０．１％５０ｍＬ１筒 ドブポン注０．１％シリンジ テルモ 後発品 492
注射薬 2119404G6039 塩酸ドブタミン ０．３％５０ｍＬ１筒 ドブポン注０．３％シリンジ テルモ 後発品 911
注射薬 2119404G7027 塩酸ドブタミン ０．６％５０ｍＬ１筒 ドブポン注０．６％シリンジ テルモ 後発品 1,606
注射薬 2119405D1035 ブクラデシンナトリウム ３００ｍｇ１管（溶解

液付）
アクトシン注射用３００ｍｇ 第一三共 1,086

注射薬 2119407A1020 塩酸オルプリノン ５ｍｇ５ｍＬ１管 コアテック注５ｍｇ エーザイ 5,960
注射薬 2119407G1022 塩酸オルプリノン ９ｍｇ１５０ｍＬ１袋 コアテック注ＳＢ９ｍｇ エーザイ 9,083
注射薬 2119408A1024 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ミルリーラ注射液１０ｍｇ アステラス製薬 6,348
注射薬 2119408A1032 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ミルリノン注１０「ＫＮ」 小林化工 後発品 3,553
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注射薬 2119408A1040 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ミルリノン注１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 後発品 3,460
注射薬 2119408A1059 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ミルリノン静注液１０ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 3,553

注射薬 2119408A2020 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ミルリノン注射液１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 4,409
注射薬 2119408A2039 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 ミルリノン静注液１０ｍｇ「サンド」 サンド 後発品 3,648
注射薬 2119408A3027 ミルリノン ２２．５ｍｇ１５０ｍ

Ｌ１瓶
ミルリノン注射液２２．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 7,468

注射薬 2119408G1027 ミルリノン ２２．５ｍｇ１５０ｍ
Ｌ１袋

ミルリーラＫ注射液２２．５ｍｇ アステラス製薬 12,064

注射薬 2119408G1035 ミルリノン ２２．５ｍｇ１５０ｍ
Ｌ１袋

ミルリノン注２２．５ｍｇバッグ「タ
カタ」

高田製薬 後発品 6,519

注射薬 2119408G2023 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍＬ１筒 ミルリノン注シリンジ１０ｍｇ「Ｈ
Ｋ」

光製薬 後発品 3,496
注射薬 2119409D1025 塩酸コルホルシンダロ

パート
５ｍｇ１瓶 アデール注 日本化薬 4,572

注射薬 2119409D1033 塩酸コルホルシンダロ
パート

５ｍｇ１瓶 アデール点滴静注用５ｍｇ 日本化薬 4,572

注射薬 2119409D2021 塩酸コルホルシンダロ
パート

１０ｍｇ１瓶 アデール注 日本化薬 7,770

注射薬 2119409D2030 塩酸コルホルシンダロ
パート

１０ｍｇ１瓶 アデール点滴静注用１０ｍｇ 日本化薬 7,770

注射薬 2121400A1018 塩酸プロカインアミド １０％１ｍＬ１管 局 塩酸プロカインアミド注射液 95
注射薬 2121400A2014 塩酸プロカインアミド １０％２ｍＬ１管 局 塩酸プロカインアミド注射液 95
注射薬 2123402A1020 塩酸プロプラノロール ０．１％２ｍＬ１管 インデラル注射液２ｍｇ 大日本住友製薬 100
注射薬 2123404D1025 塩酸ランジオロール ５０ｍｇ１瓶 注射用オノアクト５０ 小野薬品工業 6,486
注射薬 2123405A1023 塩酸エスモロール １００ｍｇ１０ｍＬ１

瓶
ブレビブロック注１００ｍｇ 丸石製薬 4,015

注射薬 2129401A1070 リン酸ジソピラミド ５０ｍｇ５ｍＬ１管 リスモダンＰ静注５０ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

421

注射薬 2129402A1040 塩酸ベラパミル ０．２５％２ｍＬ１管 ワソラン静注５ｍｇ エーザイ 297
注射薬 2129402A1058 塩酸ベラパミル ０．２５％２ｍＬ１管 ベラパミル塩酸塩静注５ｍｇ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 206

注射薬 2129403A1044 塩酸メキシレチン １２５ｍｇ５ｍＬ１管 メキシチール点滴静注１２５ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

736

注射薬 2129404A2037 塩酸アプリンジン １００ｍｇ１０ｍＬ１
管

アスペノン静注用１００ バイエル薬品 925
注射薬 2129405A1027 コハク酸シベンゾリン ７０ｍｇ５ｍＬ１管 シベノール注射液 アステラス製薬 964
注射薬 2129405A1035 コハク酸シベンゾリン ７０ｍｇ５ｍＬ１管 シベノール静注７０ｍｇ アステラス製薬 964
注射薬 2129406A1030 酢酸フレカイニド ５０ｍｇ５ｍＬ１管 タンボコール静注５０ｍｇ エーザイ 433
注射薬 2129407D1030 塩酸ニフェカラント ５０ｍｇ１瓶 シンビット静注用５０ｍｇ ホスピーラ・ジャ

パン
5,374

注射薬 2129408A1020 塩酸ピルジカイニド ５０ｍｇ５ｍＬ１管 サンリズム注射液５０ アスビオファーマ 768
注射薬 2129408A1039 塩酸ピルジカイニド ５０ｍｇ５ｍＬ１管 ピルシカイニド塩酸塩静注５０ｍｇ

「ＹＤ」
陽進堂 後発品 530

注射薬 2129408A1047 塩酸ピルジカイニド ５０ｍｇ５ｍＬ１管 ピルシカイニド塩酸塩静注５０ｍｇ
「イセイ」

イセイ 後発品 530

注射薬 2129409G1036 塩酸リドカイン ２％５ｍＬ１筒 リドカイン静注用２％シリンジ「テル
モ」

テルモ 後発品 173

注射薬 2129410A1028 塩酸アミオダロン １５０ｍｇ３ｍＬ１管 アンカロン注１５０ サノフィ・アベン
ティス

3,066

注射薬 2133400D1074 カンレノ酸カリウム １００ｍｇ１管 ベネクトミン静注用１００ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 155
注射薬 2133400D1082 カンレノ酸カリウム １００ｍｇ１管 ソルダクトン静注用１００ｍｇ ファイザー 507
注射薬 2133400D2089 カンレノ酸カリウム ２００ｍｇ１管 ベネクトミン静注用２００ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 261
注射薬 2133400D2097 カンレノ酸カリウム ２００ｍｇ１管 ソルダクトン静注用２００ｍｇ ファイザー 867
注射薬 2133400D3026 カンレノ酸カリウム ２００ｍｇ１瓶 ガスクール静注用２００ｍｇ 沢井製薬 後発品 276
注射薬 2134400D1039 アセタゾラミドナトリウ

ム
５００ｍｇ１瓶 ダイアモックス注射用５００ｍｇ 三和化学研究所 690

注射薬 2139400A1039 ブメタニド ０．５ｍｇ１管 ルネトロン注射液０．５ｍｇ 第一三共 59
注射薬 2139401A1033 フロセミド １００ｍｇ１管 局 ラシックス注１００ｍｇ サノフィ・アベン

ティス
168

注射薬 2139401A2137 フロセミド ２０ｍｇ１管 局 ラシックス注２０ｍｇ サノフィ・アベン
ティス

61

注射薬 2139401A2145 フロセミド ２０ｍｇ１管 フロセミド注「ミタ」２０ｍｇ キョーリンリメ
ディオ

後発品 50

注射薬 2139401A2153 フロセミド ２０ｍｇ１管 局 ロープストン注２０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 57
注射薬 2139401A2161 フロセミド ２０ｍｇ１管 フロセミド注２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 後発品 50
注射薬 2139401A2170 フロセミド ２０ｍｇ１管 局 フロセミド注２０ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 後発品 57
注射薬 2139401A2188 フロセミド ２０ｍｇ１管 フロセミド注２０ｍｇ「タイヨー」 大洋薬品工業 後発品 50
注射薬 2139401G1028 フロセミド ２０ｍｇ２ｍＬ１筒 フロセミド注２０ｍｇシリンジ「タイ

ヨー」
大洋薬品工業 後発品 149

注射薬 2139402A1020 ピレタニド ６ｍｇ１管 アレリックス６ｍｇ注 サンド 56
注射薬 2142400D1014 塩酸ヒドララジン ２０ｍｇ１管 局 注射用塩酸ヒドララジン 265
注射薬 2143400A1015 レセルピン ０．０３％１ｍＬ１管 局 レセルピン注射液 96
注射薬 2143400A2011 レセルピン ０．０５％１ｍＬ１管 局 レセルピン注射液 96
注射薬 2143400A3018 レセルピン ０．１％１ｍＬ１管 局 レセルピン注射液 96
注射薬 2149400A1027 塩酸ニカルジピン ２ｍｇ２ｍＬ１管 局 ペルジピン注射液２ｍｇ アステラス製薬 206
注射薬 2149400A1043 塩酸ニカルジピン ２ｍｇ２ｍＬ１管 局 アプロバン注射液２ｍｇ 富士薬品 後発品 92
注射薬 2149400A1051 塩酸ニカルジピン ２ｍｇ２ｍＬ１管 局 サリペックス注０．１％ 日医工 後発品 92
注射薬 2149400A1060 塩酸ニカルジピン ２ｍｇ２ｍＬ１管 局 ラジストミン注射液２ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 92
注射薬 2149400A1078 塩酸ニカルジピン ２ｍｇ２ｍＬ１管 局 イセジピール注２ｍｇ イセイ 後発品 92
注射薬 2149400A1086 塩酸ニカルジピン ２ｍｇ２ｍＬ１管 局 ニカルピン注射液２ｍｇ 沢井製薬 後発品 92
注射薬 2149400A2023 塩酸ニカルジピン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 局 ペルジピン注射液１０ｍｇ アステラス製薬 785
注射薬 2149400A2040 塩酸ニカルジピン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 局 アプロバン注射液１０ｍｇ 富士薬品 後発品 316
注射薬 2149400A2066 塩酸ニカルジピン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 局 サリペックス注０．１％ 日医工 後発品 251
注射薬 2149400A2082 塩酸ニカルジピン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 局 ラジストミン注射液１０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 316
注射薬 2149400A2090 塩酸ニカルジピン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 局 イセジピール注１０ｍｇ イセイ 後発品 167
注射薬 2149400A2104 塩酸ニカルジピン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 局 ニカルピン注射液１０ｍｇ 沢井製薬 後発品 268
注射薬 2149400A2112 塩酸ニカルジピン １０ｍｇ１０ｍＬ１管 局 ニスタジール注１０ｍｇ 東和薬品 後発品 236
注射薬 2149400A3020 塩酸ニカルジピン ２５ｍｇ２５ｍＬ１管 局 ペルジピン注射液２５ｍｇ アステラス製薬 1,736
注射薬 2149400A4026 塩酸ニカルジピン ２５ｍｇ２５ｍＬ１瓶 局 アプロバン注射液２５ｍｇ 富士薬品 後発品 691
注射薬 2149400G1020 塩酸ニカルジピン １０ｍｇ１０ｍＬ１筒 ラジストミン注射液シリンジ１０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 500
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注射薬 2149401A1030 ニトロプルシドナトリウ
ム

６ｍｇ２ｍＬ１管 ニトプロ持続静注液６ｍｇ 丸石製薬 810
注射薬 2149401A2036 ニトロプルシドナトリウ

ム
３０ｍｇ１０ｍＬ１管 ニトプロ持続静注液３０ｍｇ 丸石製薬 3,425

注射薬 2160400A1032 塩酸フェニレフリン ０．１％１ｍＬ１管 ネオシネジンコーワ注１ｍｇ 興和 61
注射薬 2160400A2039 塩酸フェニレフリン ０．５％１ｍＬ１管 ネオシネジンコーワ注５ｍｇ 興和 62
注射薬 2160402A1023 コハク酸スマトリプタン ３ｍｇ１ｍＬ１管 イミグラン注３ グラクソ・スミス

クライン
3,293

注射薬 2160402G1026 コハク酸スマトリプタン ３ｍｇ０．５ｍＬ１筒 イミグランキット皮下注３ｍｇ グラクソ・スミス
クライン

3,427

注射薬 2171402A1116 ジピリダモール ０．５％２ｍＬ１管 シフノス静注液１０ｍｇ 日医工ファーマ 後発品 56
注射薬 2171402A1124 ジピリダモール ０．５％２ｍＬ１管 アジリース静注１０ｍｇ イセイ 後発品 56
注射薬 2171402A1132 ジピリダモール ０．５％２ｍＬ１管 トーモル静注１０ｍｇ キョーリンリメ

ディオ
後発品 56

注射薬 2171402A1140 ジピリダモール ０．５％２ｍＬ１管 ペルサンチン静注１０ｍｇ 日本ベーリンガー
インゲルハイム

62

注射薬 2171403A1030 ニトログリセリン １ｍｇ２ｍＬ１管 ミリスロール注１ｍｇ／２ｍＬ 日本化薬 139
注射薬 2171403A1048 ニトログリセリン １ｍｇ２ｍＬ１管 バソレーター注１ｍｇ 三和化学研究所 後発品 105
注射薬 2171403A2044 ニトログリセリン ５ｍｇ１０ｍＬ１管 バソレーター注５ｍｇ 三和化学研究所 後発品 409
注射薬 2171403A2052 ニトログリセリン ５ｍｇ１０ｍＬ１管 ミリスロール注５ｍｇ／１０ｍＬ 日本化薬 527
注射薬 2171403A2079 ニトログリセリン ５ｍｇ１０ｍＬ１管 ミオコール静注５ｍｇ トーアエイヨー 後発品 409
注射薬 2171403A3032 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 ニトログリセリン注２５ｍｇ「ＨＫ」 光製薬 後発品 1,755
注射薬 2171403A3040 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 ミリスロール注２５ｍｇ／５０ｍＬ 日本化薬 2,178
注射薬 2171403A3059 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 バソレーター注２５ｍｇ 三和化学研究所 後発品 1,659
注射薬 2171403A4039 ニトログリセリン ５０ｍｇ１００ｍＬ１

瓶
バソレーター注５０ｍｇ 三和化学研究所 後発品 2,923

注射薬 2171403A4047 ニトログリセリン ５０ｍｇ１００ｍＬ１
瓶

ニトログリセリン注５０ｍｇ「ＨＫ」 光製薬 後発品 2,587
注射薬 2171403A4055 ニトログリセリン ５０ｍｇ１００ｍＬ１

瓶
ミリスロール注５０ｍｇ／１００ｍＬ 日本化薬 3,918

注射薬 2171403A6023 ニトログリセリン ０．５ｍｇ１０ｍＬ１
管

冠動注用ミリスロール０．５ｍｇ／１
０ｍＬ

日本化薬 71

注射薬 2171403A7038 ニトログリセリン ５０ｍｇ１００ｍＬ１
袋

ミオコール点滴静注５０ｍｇ トーアエイヨー 後発品 2,927
注射薬 2171403A8026 ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１袋 ミオコール点滴静注２５ｍｇ トーアエイヨー 後発品 1,638
注射薬 2171404A1026 硝酸イソソルビド ０．０５％１０ｍＬ１

管
ニトロール注５ｍｇ エーザイ 273

注射薬 2171404A1034 硝酸イソソルビド ０．０５％１０ｍＬ１
管

サークレス注０．０５％ 高田製薬 後発品 202
注射薬 2171404A2022 硝酸イソソルビド ０．１％５ｍＬ１管 サークレス注０．１％ 高田製薬 後発品 192
注射薬 2171404A4025 硝酸イソソルビド ０．０５％１００ｍＬ

１瓶
サークレス注０．０５％ 高田製薬 後発品 1,551

注射薬 2171404A5021 硝酸イソソルビド ０．１％５０ｍＬ１瓶 サークレス注０．１％ 高田製薬 後発品 1,551
注射薬 2171404A6028 硝酸イソソルビド ０．１％１００ｍＬ１

瓶
サークレス注０．１％ 高田製薬 後発品 2,797

注射薬 2171404A8039 硝酸イソソルビド ０．０５％１００ｍＬ
１袋

ニトロール点滴静注５０ｍｇバッグ エーザイ 2,043

注射薬 2171404A9035 硝酸イソソルビド ０．０５％２００ｍＬ
１袋

ニトロール点滴静注１００ｍｇバッグ エーザイ 3,607

注射薬 2171404G1029 硝酸イソソルビド ５ｍｇ１０ｍＬ１筒 ニトロール注５ｍｇシリンジ エーザイ 381
注射薬 2171404G2025 硝酸イソソルビド ２５ｍｇ５０ｍＬ１筒 ニトロール持続静注２５ｍｇシリンジ エーザイ 1,177
注射薬 2171405D1027 塩酸ジルチアゼム １０ｍｇ１管 ヘルベッサー注射用１０ 田辺三菱製薬 444
注射薬 2171405D1043 塩酸ジルチアゼム １０ｍｇ１管 塩酸ジルチアゼム注射用１０「日医

工」
日医工 後発品 155

注射薬 2171405D2023 塩酸ジルチアゼム ５０ｍｇ１管 ヘルベッサー注射用５０ 田辺三菱製薬 1,590
注射薬 2171405D2058 塩酸ジルチアゼム ５０ｍｇ１管 塩酸ジルチアゼム注射用５０「日医

工」
日医工 後発品 584

注射薬 2171405D3020 塩酸ジルチアゼム ２５０ｍｇ１瓶 ヘルベッサー注射用２５０ 田辺三菱製薬 6,721
注射薬 2171405D3062 塩酸ジルチアゼム ２５０ｍｇ１瓶 塩酸ジルチアゼム注射用２５０「日医

工」
日医工 後発品 1,499

注射薬 2171405D3070 塩酸ジルチアゼム ２５０ｍｇ１瓶 クラルート注射用２５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 2,357
注射薬 2171405D4042 塩酸ジルチアゼム １０ｍｇ１瓶 クラルート注射用１０ｍｇ 沢井製薬 後発品 179
注射薬 2171405D4050 塩酸ジルチアゼム １０ｍｇ１瓶 ヘルベッサー注射用１０ 田辺三菱製薬 444
注射薬 2171405D5049 塩酸ジルチアゼム ５０ｍｇ１瓶 クラルート注射用５０ｍｇ 沢井製薬 後発品 546
注射薬 2171405D5057 塩酸ジルチアゼム ５０ｍｇ１瓶 ヘルベッサー注射用５０ 田辺三菱製薬 1,590
注射薬 2171406D1021 ニコランジル ２ｍｇ１瓶 シグマート注２ｍｇ 中外製薬 362
注射薬 2171406D1030 ニコランジル ２ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用２ｍｇ「サワ

イ」
沢井製薬 後発品 218

注射薬 2171406D1048 ニコランジル ２ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用２ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 218
注射薬 2171406D1056 ニコランジル ２ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用２ｍｇ「日医

工」
日医工 後発品 232

注射薬 2171406D2028 ニコランジル １２ｍｇ１瓶 シグマート注１２ｍｇ 中外製薬 1,575
注射薬 2171406D2036 ニコランジル １２ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「サ

ワイ」
沢井製薬 後発品 951

注射薬 2171406D2044 ニコランジル １２ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 1,048
注射薬 2171406D2052 ニコランジル １２ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「日

医工」
日医工 後発品 951

注射薬 2171406D3024 ニコランジル ４８ｍｇ１瓶 シグマート注４８ｍｇ 中外製薬 5,192
注射薬 2171406D3032 ニコランジル ４８ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「サ

ワイ」
沢井製薬 後発品 3,299

注射薬 2171406D3040 ニコランジル ４８ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 3,164
注射薬 2171406D3059 ニコランジル ４８ｍｇ１瓶 ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「日

医工」
日医工 後発品 3,164

注射薬 2172400A1025 塩酸イソクスプリン ０．５％１ｍＬ１管 ズファジラン注 第一三共 62
注射薬 2172400A1033 塩酸イソクスプリン ０．５％１ｍＬ１管 ズファジラン筋注５ｍｇ 第一三共 62
注射薬 2179400D1022 カルペリチド（遺伝子組

換え）
１，０００μｇ１瓶 ハンプ注射用１０００ アスビオファーマ 2,436

注射薬 2190400A2011 Ｄ－マンニトール ２０％２００ｍＬ１瓶 局 Ｄ－マンニトール注射液 276
注射薬 2190400A3018 Ｄ－マンニトール ２０％３００ｍＬ１瓶 局 Ｄ－マンニトール注射液 414
注射薬 2190400A4014 Ｄ－マンニトール ２０％５００ｍＬ１瓶 局 Ｄ－マンニトール注射液 580
注射薬 2190400A5010 Ｄ－マンニトール ２０％３００ｍＬ１袋 局 Ｄ－マンニトール注射液 414
注射薬 2190400A6017 Ｄ－マンニトール ２０％５００ｍＬ１袋 局 Ｄ－マンニトール注射液 580
注射薬 2190400A7013 Ｄ－マンニトール １５％５００ｍＬ１袋 局 Ｄ－マンニトール注射液 377
注射薬 2190402D1045 アルプロスタジルアル

ファデクス
２０μｇ１管 注射用アルテジール２０ 大洋薬品工業 後発品 503
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