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注射薬 2412402P3028 ソマトロピン（遺伝子組
換え）

１５ｍｇ１キット ノルディトロピン　ノルディフレック
ス注１５ｍｇ

ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

152,642

注射薬 2413400D1086 下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

７５単位１瓶（溶解液
付）

ＨＭＧ注射用７５ＩＵ「フェリング」 フェリング・
ファーマ

後発品 1,207

注射薬 2413400D3097 下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

７５単位１管（溶解液
付）

ＨＭＧ注テイゾー７５ あすか製薬 後発品 1,729

注射薬 2413400D3100 下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

７５単位１管（溶解液
付）

ＨＭＧ「コーワ」７５注用 興和 後発品 1,729

注射薬 2413400D3119 下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

７５単位１管（溶解液
付）

ＨＭＧ筋注用７５単位「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 1,249

注射薬 2413400D4077 下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

１５０単位１管（溶解
液付）

ＨＭＧ注テイゾー１５０ あすか製薬 後発品 2,574

注射薬 2413400D4085 下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

１５０単位１管（溶解
液付）

ＨＭＧ「コーワ」１５０注用 興和 後発品 2,403

注射薬 2413400D4093 下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

１５０単位１管（溶解
液付）

ＨＭＧ筋注用１５０単位「Ｆ」 富士製薬工業 後発品 1,539

注射薬 2413400D5030 下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

１００単位１管（溶解
液付）

ＨＭＧ「コーワ」１００注用 興和 後発品 2,065

注射薬 2413401X1010 血清性性腺刺激ホルモン １，０００国際単位１
管

局 注射用血清性性腺刺激ホルモン 984
注射薬 2413402X1014 胎盤性性腺刺激ホルモン ５００単位１管 局 注射用胎盤性性腺刺激ホルモン 154
注射薬 2413402X2010 胎盤性性腺刺激ホルモン １，０００単位１管 局 注射用胎盤性性腺刺激ホルモン 185
注射薬 2413402X3017 胎盤性性腺刺激ホルモン ３，０００単位１管 局 注射用胎盤性性腺刺激ホルモン 293
注射薬 2413402X3041 胎盤性性腺刺激ホルモン ３，０００単位１管 局 ゴナトロピン３０００ あすか製薬 346
注射薬 2413402X3076 胎盤性性腺刺激ホルモン ３，０００単位１管 局 ＨＣＧモチダ筋注用３千単位 持田製薬 346
注射薬 2413402X3084 胎盤性性腺刺激ホルモン ３，０００単位１管 局 ゴナトロピン筋注用３０００単位 あすか製薬 346
注射薬 2413402X4013 胎盤性性腺刺激ホルモン ５，０００単位１管 局 注射用胎盤性性腺刺激ホルモン 399
注射薬 2413402X4048 胎盤性性腺刺激ホルモン ５，０００単位１管 局 ゲストロン・５０００ 川崎製薬 407
注射薬 2413402X4056 胎盤性性腺刺激ホルモン ５，０００単位１管 局 ゴナトロピン５０００ あすか製薬 493
注射薬 2413402X4072 胎盤性性腺刺激ホルモン ５，０００単位１管 局 プレグニール５０００単位 シェリング・プラ

ウ
448

注射薬 2413402X4110 胎盤性性腺刺激ホルモン ５，０００単位１管 局 ＨＣＧモチダ筋注用５千単位 持田製薬 448
注射薬 2413402X4129 胎盤性性腺刺激ホルモン ５，０００単位１管 局 ゲストロン筋注用５０００単位 川崎製薬 407
注射薬 2413402X4137 胎盤性性腺刺激ホルモン ５，０００単位１管 局 ゴナトロピン注用５０００単位 あすか製薬 493
注射薬 2413402X4145 胎盤性性腺刺激ホルモン ５，０００単位１管 局 プレグニール筋注用５０００単位 シェリング・プラ

ウ
448

注射薬 2413402X5010 胎盤性性腺刺激ホルモン １０，０００単位１管 局 注射用胎盤性性腺刺激ホルモン 707
注射薬 2413402X5060 胎盤性性腺刺激ホルモン １０，０００単位１管 局 ＨＣＧモチダ筋注用１万単位 持田製薬 790
注射薬 2413403A1040 下垂体性性腺刺激ホルモ

ン
７５単位１管（溶解液
付）

フォリルモンＰ注７５ 富士製薬工業 後発品 1,592

注射薬 2413403A1059 下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

７５単位１管（溶解液
付）

ゴナピュール注用７５ あすか製薬 後発品 1,539

注射薬 2413403D1020 下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

１５０単位１管（溶解
液付）

フォリルモンＰ注１５０ 富士製薬工業 後発品 1,920

注射薬 2413403D1039 下垂体性性腺刺激ホルモ
ン

１５０単位１管（溶解
液付）

ゴナピュール注用１５０ あすか製薬 後発品 1,875

注射薬 2413404D1025 ホリトロピンアルファ
（遺伝子組換え）

７５国際単位１瓶（溶
解液付）

ゴナールエフ皮下注用７５ メルクセローノ 5,268

注射薬 2413404D2021 ホリトロピンアルファ
（遺伝子組換え）

１５０国際単位１瓶
（溶解液付）

ゴナールエフ皮下注用１５０ メルクセローノ 10,388

注射薬 2413404G1021 ホリトロピンアルファ
（遺伝子組換え）

４５０国際単位０．７
５ｍＬ１筒

ゴナールエフ皮下注ペン４５０ メルクセローノ 29,513

注射薬 2413404G2028 ホリトロピンアルファ
（遺伝子組換え）

９００国際単位１．５
ｍＬ１筒

ゴナールエフ皮下注ペン９００ メルクセローノ 56,523

注射薬 2413405A1023 フォリトロピンベータ
（遺伝子組換え）

５０国際単位０．５ｍ
Ｌ１瓶

フォリスチム注５０ シェリング・プラ
ウ

2,947

注射薬 2413405A2020 フォリトロピンベータ
（遺伝子組換え）

７５国際単位０．５ｍ
Ｌ１瓶

フォリスチム注７５ シェリング・プラ
ウ

3,635

注射薬 2413405G1026 フォリトロピンベータ
（遺伝子組換え）

３００国際単位１筒 フォリスチム注３００ＩＵカートリッ
ジ

シェリング・プラ
ウ

17,047

注射薬 2413405G2022 フォリトロピンベータ
（遺伝子組換え）

６００国際単位１筒 フォリスチム注６００ＩＵカートリッ
ジ

シェリング・プラ
ウ

33,600

注射薬 2414400A1010 オキシトシン １単位１管 局 オキシトシン注射液 96
注射薬 2414400A2016 オキシトシン ５単位１管 局 オキシトシン注射液 135
注射薬 2414400A2075 オキシトシン ５単位１管 局 アトニン－Ｏ注５単位 あすか製薬 160
注射薬 2414402A1019 バソプレシン ２０単位１管 局 バソプレシン注射液 806
注射薬 2419400A1024 酢酸デスモプレシン ４μｇ１管 デスモプレシン注４協和 協和発酵キリン 1,923
注射薬 2432400A1034 チアマゾール １０ｍｇ１管 メルカゾール注１０ｍｇ 中外製薬 111
注射薬 2443400B1041 デカン酸ナンドロロン ２５ｍｇ１管 デカ－デュラボリン筋注２５ｍｇ シェリング・プラ

ウ
536

注射薬 2443400B1050 デカン酸ナンドロロン ２５ｍｇ１管 デカ・デュラミン筋注２５ｍｇ 富士製薬工業 後発品 425
注射薬 2443400B2048 デカン酸ナンドロロン ５０ｍｇ１管 デカ・デュラミン筋注５０ｍｇ 富士製薬工業 後発品 660
注射薬 2449403A1019 エナント酸メテノロン ５０ｍｇ１管 局 エナント酸メテノロン注射液 332
注射薬 2449403A2015 エナント酸メテノロン １００ｍｇ１管 局 エナント酸メテノロン注射液 675
注射薬 2451400A1013 エピネフリン ０．１％１ｍＬ１管 局 エピネフリン注射液 94
注射薬 2451401A1018 ノルエピネフリン ０．１％１ｍＬ１管 局 ノルエピネフリン注射液 92
注射薬 2451402G1031 エピネフリン ０．１％１ｍＬ１筒 エピネフリン注０．１％シリンジ「テ

ルモ」
テルモ 後発品 174

注射薬 2451402G1040 エピネフリン ０．１％１ｍＬ１筒 アドレナリン注０．１％シリンジ「テ
ルモ」

テルモ 後発品 174

注射薬 2452400D1084 コハク酸ヒドロコルチゾ
ンナトリウム

１００ｍｇ１瓶（溶解
液付）

ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ ファイザー 349

注射薬 2452400D1092 コハク酸ヒドロコルチゾ
ンナトリウム

１００ｍｇ１瓶（溶解
液付）

サクシゾン注射用１００ｍｇ 興和 後発品 322

注射薬 2452400D3052 コハク酸ヒドロコルチゾ
ンナトリウム

２５０ｍｇ１瓶（溶解
液付）

ソル・コーテフ静注用２５０ｍｇ ファイザー 937

注射薬 2452400D4032 コハク酸ヒドロコルチゾ
ンナトリウム

３００ｍｇ１瓶（溶解
液付）

サクシゾン注射用３００ｍｇ 興和 後発品 970
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注射薬 2452400D6060 コハク酸ヒドロコルチゾ
ンナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解
液付）

ソル・コーテフ静注用５００ｍｇ ファイザー 1,376

注射薬 2452400D6078 コハク酸ヒドロコルチゾ
ンナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解
液付）

サクシゾン静注用５００ｍｇ 興和 後発品 1,275

注射薬 2452400D7040 コハク酸ヒドロコルチゾ
ンナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液付） ソル・コーテフ静注用１０００ｍｇ ファイザー 2,993

注射薬 2452400D7058 コハク酸ヒドロコルチゾ
ンナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液付） サクシゾン静注用１０００ｍｇ 興和 後発品 2,604

注射薬 2452402A1087 リン酸ヒドロコルチゾン
ナトリウム

１００ｍｇ２ｍＬ１管 クレイトン静注液１００ｍｇ エール薬品 後発品 218

注射薬 2452402A2040 リン酸ヒドロコルチゾン
ナトリウム

１００ｍｇ２ｍＬ１瓶 水溶性ハイドロコートン注射液１００
ｍｇ

日医工 459

注射薬 2452402A5090 リン酸ヒドロコルチゾン
ナトリウム

５００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

水溶性ハイドロコートン注射液５００
ｍｇ

日医工 1,870

注射薬 2452402A5104 リン酸ヒドロコルチゾン
ナトリウム

５００ｍｇ１０ｍＬ１
瓶

クレイトン静注液５００ｍｇ エール薬品 後発品 801

注射薬 2454401A2024 メタスルホ安息香酸デキ
サメタゾンナトリウム

２ｍｇ１管 メサドロン注２ｍｇ 小林化工 後発品 59

注射薬 2454401A3020 メタスルホ安息香酸デキ
サメタゾンナトリウム

３ｍｇ１管 メサドロン注３ｍｇ 小林化工 後発品 62

注射薬 2454402A2037 トリアムシノロンアセト
ニド

１０ｍｇ１ｍＬバイア
ル

ケナコルト－Ａ皮内用関節腔内用水懸
注５０ｍｇ／５ｍＬ

ブリストル・マイ
ヤーズ

222

注射薬 2454402A3033 トリアムシノロンアセト
ニド

４０ｍｇ１瓶 ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸
注４０ｍｇ／１ｍＬ

ブリストル・マイ
ヤーズ

872

注射薬 2454404A1064 リン酸ベタメタゾンナト
リウム

２ｍｇ１管 リンデロン注２ｍｇ（０．４％） 塩野義製薬 194

注射薬 2454404A1080 リン酸ベタメタゾンナト
リウム

２ｍｇ１管 リノロサール注射液２ｍｇ（０．
４％）

わかもと製薬 後発品 72

注射薬 2454404A1099 リン酸ベタメタゾンナト
リウム

２ｍｇ１管 ハイコート注２ｍｇ（０．４％） 富士製薬工業 後発品 58

注射薬 2454404A2060 リン酸ベタメタゾンナト
リウム

４ｍｇ１管 リンデロン注４ｍｇ（０．４％） 塩野義製薬 325

注射薬 2454404A2087 リン酸ベタメタゾンナト
リウム

４ｍｇ１管 リノロサール注射液４ｍｇ（０．
４％）

わかもと製薬 後発品 106

注射薬 2454404A2095 リン酸ベタメタゾンナト
リウム

４ｍｇ１管 ハイコート注４ｍｇ（０．４％） 富士製薬工業 後発品 91

注射薬 2454404A3016 リン酸ベタメタゾンナト
リウム

２０ｍｇ１管 リン酸ベタメタゾンナトリウム２０ｍ
ｇ注射液

後発品 272

注射薬 2454404A3067 リン酸ベタメタゾンナト
リウム

２０ｍｇ１管 リンデロン注２０ｍｇ（０．４％） 塩野義製薬 1,415

注射薬 2454404A3083 リン酸ベタメタゾンナト
リウム

２０ｍｇ１管 リノロサール注射液２０ｍｇ（０．
４％）

わかもと製薬 後発品 525

注射薬 2454404A4039 リン酸ベタメタゾンナト
リウム

２０ｍｇ１ｍＬ１管 リンデロン注２０ｍｇ（２％） 塩野義製薬 1,432

注射薬 2454404A5035 リン酸ベタメタゾンナト
リウム

１００ｍｇ５ｍＬ１管 リンデロン注１００ｍｇ（２％） 塩野義製薬 5,786

注射薬 2454405A1034 リン酸デキサメタゾンナ
トリウム

１．６５ｍｇ１管 デカドロン注射液 萬有製薬 111

注射薬 2454405A1042 リン酸デキサメタゾンナ
トリウム

１．６５ｍｇ１管 デキサート注射液 富士製薬工業 後発品 58

注射薬 2454405A2022 リン酸デキサメタゾンナ
トリウム

１．９ｍｇ１管 オルガドロン注射液 シェリング・プラ
ウ

102

注射薬 2454405A3029 リン酸デキサメタゾンナ
トリウム

３．３ｍｇ１管 デカドロン注射液 萬有製薬 195

注射薬 2454405A3037 リン酸デキサメタゾンナ
トリウム

３．３ｍｇ１管 デキサート注射液 富士製薬工業 後発品 102

注射薬 2454405A4033 リン酸デキサメタゾンナ
トリウム

３．３ｍｇ１ｍＬバイ
アル

デカドロン注射液 萬有製薬 195

注射薬 2454405A4041 リン酸デキサメタゾンナ
トリウム

３．３ｍｇ１ｍＬバイ
アル

デキサート注射液 富士製薬工業 後発品 102

注射薬 2454405A5021 リン酸デキサメタゾンナ
トリウム

３．８ｍｇ１管 オルガドロン注射液 シェリング・プラ
ウ

161

注射薬 2454405A6028 リン酸デキサメタゾンナ
トリウム

３．８ｍｇ１ｍＬバイ
アル

オルガドロン注射液 シェリング・プラ
ウ

157

注射薬 2454405A9060 リン酸デキサメタゾンナ
トリウム

１００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ソルコート静注液１００ｍｇ 富士製薬工業 後発品 2,504

注射薬 2454405H1024 リン酸デキサメタゾンナ
トリウム

１．６５ｍｇ０．５ｍ
Ｌ１管

デカドロン注射液１．６５ｍｇ 萬有製薬 111

注射薬 2454405H1032 リン酸デキサメタゾンナ
トリウム

１．６５ｍｇ０．５ｍ
Ｌ１管

デキサート注射液１．６５ｍｇ 富士製薬工業 後発品 58

注射薬 2454405H2020 リン酸デキサメタゾンナ
トリウム

１．９ｍｇ０．５ｍＬ
１管

オルガドロン注射液１．９ｍｇ シェリング・プラ
ウ

102

注射薬 2454405H3027 リン酸デキサメタゾンナ
トリウム

３．３ｍｇ１ｍＬ１管 デカドロン注射液３．３ｍｇ 萬有製薬 195

注射薬 2454405H3035 リン酸デキサメタゾンナ
トリウム

３．３ｍｇ１ｍＬ１管 デキサート注射液３．３ｍｇ 富士製薬工業 後発品 102

注射薬 2454405H4023 リン酸デキサメタゾンナ
トリウム

３．８ｍｇ１ｍＬ１管 オルガドロン注射液３．８ｍｇ シェリング・プラ
ウ

161

注射薬 2454405H5020 リン酸デキサメタゾンナ
トリウム

６．６ｍｇ２ｍＬ１瓶 デカドロン注射液６．６ｍｇ 萬有製薬 386

注射薬 2454405H5038 リン酸デキサメタゾンナ
トリウム

６．６ｍｇ２ｍＬ１瓶 デキサート注射液６．６ｍｇ 富士製薬工業 後発品 203

注射薬 2454405H6026 リン酸デキサメタゾンナ
トリウム

１９ｍｇ５ｍＬ１瓶 オルガドロン注射液１９ｍｇ シェリング・プラ
ウ

785

注射薬 2454407A1033 パルミチン酸デキサメタ
ゾン

２．５ｍｇ１ｍＬ１管 リメタゾン静注２．５ｍｇ 田辺三菱製薬 2,151

注射薬 2454408C1020 酢酸ベタメタゾン・リン
酸ベタメタゾンナトリウ

２．５ｍｇ１管 リンデロン懸濁注 塩野義製薬 216

注射薬 2456400D1040 コハク酸メチルプレドニ
ゾロンナトリウム

４０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

注射用プリドール４０ エール薬品 後発品 216

注射薬 2456400D1059 コハク酸メチルプレドニ
ゾロンナトリウム

４０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

注射用ソル・メルコート４０ 富士製薬工業 後発品 216
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注射薬 2456400D1067 コハク酸メチルプレドニ
ゾロンナトリウム

４０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

ソル・メドロール静注用４０ｍｇ ファイザー 465

注射薬 2456400D2047 コハク酸メチルプレドニ
ゾロンナトリウム

１２５ｍｇ１瓶（溶解
液付）

注射用プリドール１２５ エール薬品 後発品 343

注射薬 2456400D2071 コハク酸メチルプレドニ
ゾロンナトリウム

１２５ｍｇ１瓶（溶解
液付）

注射用ソル・メルコート１２５ 富士製薬工業 後発品 419

注射薬 2456400D2080 コハク酸メチルプレドニ
ゾロンナトリウム

１２５ｍｇ１瓶（溶解
液付）

デカコート注射用１２５ｍｇ 沢井製薬 後発品 315

注射薬 2456400D2098 コハク酸メチルプレドニ
ゾロンナトリウム

１２５ｍｇ１瓶（溶解
液付）

ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ ファイザー 1,170

注射薬 2456400D3043 コハク酸メチルプレドニ
ゾロンナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解
液付）

注射用プリドール５００ エール薬品 後発品 1,136

注射薬 2456400D3078 コハク酸メチルプレドニ
ゾロンナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解
液付）

注射用ソル・メルコート５００ 富士製薬工業 後発品 1,284

注射薬 2456400D3086 コハク酸メチルプレドニ
ゾロンナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解
液付）

デカコート注射用５００ｍｇ 沢井製薬 後発品 1,106

注射薬 2456400D3094 コハク酸メチルプレドニ
ゾロンナトリウム

５００ｍｇ１瓶（溶解
液付）

ソル・メドロール静注用５００ｍｇ ファイザー 3,743

注射薬 2456400D4040 コハク酸メチルプレドニ
ゾロンナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液付） 注射用プリドール１０００ エール薬品 後発品 2,206

注射薬 2456400D4066 コハク酸メチルプレドニ
ゾロンナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液付） 注射用ソル・メルコート１，０００ 富士製薬工業 後発品 2,277

注射薬 2456400D4074 コハク酸メチルプレドニ
ゾロンナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液付） ソル・メドロール静注用１０００ｍｇ ファイザー 6,620

注射薬 2456402C1044 酢酸メチルプレドニゾロ
ン

２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 デポ・メドロール水懸注２０ｍｇ ファイザー 208
注射薬 2456402C2040 酢酸メチルプレドニゾロ

ン
４０ｍｇ１ｍＬ１瓶 デポ・メドロール水懸注４０ｍｇ ファイザー 400

注射薬 2456402C3020 酢酸メチルプレドニゾロ
ン

２０ｍｇ１ｍＬ１管 デポ・メルコート２０ｍｇ 富士製薬工業 後発品 115
注射薬 2456402C4027 酢酸メチルプレドニゾロ

ン
４０ｍｇ１ｍＬ１管 デポ・メルコート４０ｍｇ 富士製薬工業 後発品 252

注射薬 2456405D1019 コハク酸プレドニゾロン
ナトリウム

１０ｍｇ１管 局 注射用コハク酸プレドニゾロンナトリ
ウム

106

注射薬 2456405D1027 コハク酸プレドニゾロン
ナトリウム

１０ｍｇ１管 局 水溶性プレドニン１０ｍｇ 塩野義製薬 119

注射薬 2456405D2015 コハク酸プレドニゾロン
ナトリウム

２０ｍｇ１管 局 注射用コハク酸プレドニゾロンナトリ
ウム

191

注射薬 2456405D2023 コハク酸プレドニゾロン
ナトリウム

２０ｍｇ１管 局 水溶性プレドニン２０ｍｇ 塩野義製薬 219

注射薬 2456405D3011 コハク酸プレドニゾロン
ナトリウム

５０ｍｇ１管 局 注射用コハク酸プレドニゾロンナトリ
ウム

510

注射薬 2459400D1050 プラステロン硫酸ナトリ
ウム

１００ｍｇ１瓶 レボスパ静注用１００ｍｇ イセイ 後発品 412

注射薬 2459400D2030 プラステロン硫酸ナトリ
ウム

２００ｍｇ１瓶 注射用アイリストーマー 富士製薬工業 後発品 798

注射薬 2459400D2057 プラステロン硫酸ナトリ
ウム

２００ｍｇ１瓶 レボスパ静注用２００ｍｇ イセイ 後発品 772

注射薬 2461400A1010 エナント酸テストステロ
ン

１２５ｍｇ１ｍＬ１管 局 エナント酸テストステロン注射液 658
注射薬 2461400A1028 エナント酸テストステロ

ン
１２５ｍｇ１ｍＬ１管 局 エナルモンデポー１２５ あすか製薬 708

注射薬 2461400A1079 エナント酸テストステロ
ン

１２５ｍｇ１ｍＬ１管 局 エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ あすか製薬 708
注射薬 2461400A2016 エナント酸テストステロ

ン
２５０ｍｇ１ｍＬ１管 局 エナント酸テストステロン注射液 550

注射薬 2461400A2024 エナント酸テストステロ
ン

２５０ｍｇ１ｍＬ１管 局 エナルモンデポー２５０ あすか製薬 1,302
注射薬 2461400A2075 エナント酸テストステロ

ン
２５０ｍｇ１ｍＬ１管 局 テストロンデポー筋注２５０ｍｇ 富士製薬工業 1,061

注射薬 2461400A2083 エナント酸テストステロ
ン

２５０ｍｇ１ｍＬ１管 局 テスチノンデポー筋注用２５０ｍｇ 持田製薬 1,166
注射薬 2461400A2091 エナント酸テストステロ

ン
２５０ｍｇ１ｍＬ１管 局 エナルモンデポー筋注２５０ｍｇ あすか製薬 1,302

注射薬 2461401A1014 プロピオン酸テストステ
ロン

１０ｍｇ１管 局 プロピオン酸テストステロン注射液 223

注射薬 2461401A2010 プロピオン酸テストステ
ロン

２５ｍｇ１管 局 プロピオン酸テストステロン注射液 294

注射薬 2473400A1010 安息香酸エストラジオー
ル

１ｍｇ１管 局 安息香酸エストラジオール注射液 169
注射薬 2473401C1016 安息香酸エストラジオー

ル水性
０．２ｍｇ１管 局 安息香酸エストラジオール水性懸濁注

射液
97

注射薬 2473401C2012 安息香酸エストラジオー
ル水性

１ｍｇ１管 局 安息香酸エストラジオール水性懸濁注
射液

166

注射薬 2473402A1036 吉草酸エストラジオール ５ｍｇ１管 ペラニンデポー筋注５ｍｇ 持田製薬 146
注射薬 2473402A2040 吉草酸エストラジオール １０ｍｇ１管 ペラニンデポー筋注１０ｍｇ 持田製薬 224
注射薬 2473402A2059 吉草酸エストラジオール １０ｍｇ１管 プロギノン・デポー筋注１０ｍｇ 富士製薬工業 314
注射薬 2473403B1036 プロピオン酸エストラジ

オール
５ｍｇ１管 オバホルモンデポー５ｍｇ あすか製薬 185

注射薬 2473403B1044 プロピオン酸エストラジ
オール

５ｍｇ１管 オバホルモンデポー筋注５ｍｇ あすか製薬 185

注射薬 2475401A1010 エストリオール水性 １ｍｇ１ｍＬ１管 局 エストリオール水性懸濁注射液 92
注射薬 2475401A2016 エストリオール水性 １０ｍｇ１ｍＬ１管 局 エストリオール水性懸濁注射液 157
注射薬 2475401A3012 エストリオール水性 ２０ｍｇ２ｍＬ１管 局 エストリオール水性懸濁注射液 236
注射薬 2475402A1022 トリプロピオン酸エスト

リオール
１０ｍｇ１ｍＬ１管 ※エストリオールデポー（富士製薬） 富士製薬工業 後発品 208

注射薬 2475402A1049 トリプロピオン酸エスト
リオール

１０ｍｇ１ｍＬ１管 エストリールデポー注１０ｍｇ 持田製薬 331

注射薬 2477400A2024 カプロン酸ヒドロキシプ
ロゲステロン

１２５ｍｇ１管 オオホルミンルテウムデポー１２５ｍ
ｇ

あすか製薬 251

注射薬 2477400A2067 カプロン酸ヒドロキシプ
ロゲステロン

１２５ｍｇ１管 プロゲストンデポー筋注１２５ｍｇ 富士製薬工業 後発品 128

注射薬 2477400A2075 カプロン酸ヒドロキシプ
ロゲステロン

１２５ｍｇ１管 プロゲデポー筋注１２５ｍｇ 持田製薬 183

注射薬 2477400A2083 カプロン酸ヒドロキシプ
ロゲステロン

１２５ｍｇ１管 オオホルミンルテウムデポー筋注１２
５ｍｇ

あすか製薬 251

注射薬 2477401A1014 プロゲステロン １０ｍｇ１管 局 プロゲステロン注射液 105
注射薬 2477401A4013 プロゲステロン ２５ｍｇ１管 局 プロゲステロン注射液 145
注射薬 2477401A4056 プロゲステロン ２５ｍｇ１管 局 ルテウム注２５ あすか製薬 153
注射薬 2477401A4064 プロゲステロン ２５ｍｇ１管 局 プロゲホルモン筋注用２５ｍｇ 持田製薬 153
注射薬 2477401A5010 プロゲステロン ５０ｍｇ１管 局 プロゲステロン注射液 202
注射薬 2479400A1030 オキセンドロン １０％２ｍＬ１瓶 プロステチン水懸注２００ｍｇ 武田薬品工業 2,184
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注射薬 2479401A1035 カプロン酸ゲストノロン １０％２ｍＬ１管 デポスタット筋注２００ｍｇ 富士製薬工業 2,147
注射薬 2481401X1036 テストステロン・エスト

ラジオール
１ｍＬ１管 ボセルモン結晶浮游液５．０ｍｇ あすか製薬 63

注射薬 2481401X1044 テストステロン・エスト
ラジオール

１ｍＬ１管 ボセルモン水懸注 あすか製薬 63

注射薬 2481402A1020 エナント酸テストステロ
ン・吉草酸エストラジ
オール

１ｍＬ１管 ダイホルモン・デポー注 持田製薬 後発品 384

注射薬 2481402A1054 エナント酸テストステロ
ン・吉草酸エストラジ
オール

１ｍＬ１管 プリモジアン・デポー筋注 富士製薬工業 525

注射薬 2481403X1027 テストステロン・エスト
ラジオール配合剤

１ｍＬ１管 ボセルモンデポー５０ｍｇ あすか製薬 286

注射薬 2481403X1035 テストステロン・エスト
ラジオール配合剤

１ｍＬ１管 ボセルモンデポー筋注 あすか製薬 286

注射薬 2482401X1033 カプロン酸ヒドロキシプ
ロゲステロン・プロピオ
ン酸エストラジオール

１ｍＬ１管 Ｅ・Ｐ・ホルモンデポー あすか製薬 201

注射薬 2482401X1041 カプロン酸ヒドロキシプ
ロゲステロン・プロピオ
ン酸エストラジオール

１ｍＬ１管 Ｅ・Ｐ・ホルモンデポー筋注 あすか製薬 201

注射薬 2482403A1021 カプロン酸ヒドロキシプ
ロゲステロン・安息香酸
エストラジオール

１ｍＬ１管 ルテスデポー注 持田製薬 325

注射薬 2492403A3047 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

１００単位１ｍＬバイ
アル

ヒューマリンＮ注１００単位／ｍＬ 日本イーライリ
リー

368

注射薬 2492403A4043 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

１００単位１ｍＬバイ
アル

ノボリンＲ注　１００単位／ｍＬ ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

363

注射薬 2492403A4051 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

１００単位１ｍＬバイ
アル

ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ 日本イーライリ
リー

356

注射薬 2492403H1034 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

１００単位１ｍＬバイ
アル

ヒューマリン３／７注１００単位／ｍ
Ｌ

日本イーライリ
リー

368

注射薬 2492403H4041 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

３００単位１筒 ヒューマリンＲ注カート 日本イーライリ
リー

1,473

注射薬 2492403H4050 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

３００単位１筒 ペンフィルＲ注 ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

1,492

注射薬 2492403H5030 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

３００単位１筒 ヒューマリンＮ注カート 日本イーライリ
リー

1,469

注射薬 2492403H6036 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

３００単位１筒 ヒューマリン３／７注カート 日本イーライリ
リー

1,467

注射薬 2492405C1010 イソフェンインスリン水
性

４０単位１ｍＬバイア
ル

局 イソフェンインスリン水性懸濁注射液 189
注射薬 2492406A1013 インスリン ２０単位１ｍＬバイア

ル
局 インスリン注射液 102

注射薬 2492406A2010 インスリン ４０単位１ｍＬバイア
ル

局 インスリン注射液 179
注射薬 2492407C1019 インスリン亜鉛水性 ４０単位１ｍＬバイア

ル
局 インスリン亜鉛水性懸濁注射液 191

注射薬 2492409C1018 結晶性インスリン亜鉛水
性

４０単位１ｍＬバイア
ル

局 結晶性インスリン亜鉛水性懸濁注射液 191
注射薬 2492410C1010 無晶性インスリン亜鉛水

性
４０単位１ｍＬバイア
ル

局 無晶性インスリン亜鉛水性懸濁注射液 202
注射薬 2492411C1015 プロタミンインスリン亜

鉛水性
２０単位１ｍＬバイア
ル

局 プロタミンインスリン亜鉛水性懸濁注
射液

120

注射薬 2492413A2036 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

１００単位１ｍＬバイ
アル

ノボリンＮ注　１００単位／ｍＬ ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

384

注射薬 2492413A4039 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

１００単位１ｍＬバイ
アル

ノボリン３０Ｒ注　１００単位／ｍＬ ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

378

注射薬 2492413G1040 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

３００単位１キット イノレットＮ注 ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

2,083

注射薬 2492413G1059 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

３００単位１キット ノボリンＮ注フレックスペン ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

2,159

注射薬 2492413G1067 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

３００単位１キット ヒューマリンＮ注キット 日本イーライリ
リー

1,955

注射薬 2492413G5046 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

３００単位１キット イノレット３０Ｒ注 ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

2,076

注射薬 2492413G5054 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

３００単位１キット ノボリン３０Ｒ注フレックスペン ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

2,163

注射薬 2492413G5062 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

３００単位１キット ヒューマリン３／７注キット 日本イーライリ
リー

1,945

注射薬 2492413G6034 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

３００単位１キット イノレット４０Ｒ注 ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

2,096

注射薬 2492413G6042 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

３００単位１キット ノボリン４０Ｒ注フレックスペン ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

2,154

注射薬 2492413G7030 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

３００単位１キット イノレット５０Ｒ注 ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

2,061

注射薬 2492413G7049 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

３００単位１キット ノボリン５０Ｒ注フレックスペン ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

2,150

注射薬 2492413G8045 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

３００単位１キット イノレットＲ注 ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

2,056

注射薬 2492413G8053 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

３００単位１キット ノボリンＲ注フレックスペン ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

2,149

注射薬 2492413G8061 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

３００単位１キット ヒューマリンＲ注キット 日本イーライリ
リー

1,928

注射薬 2492413H4037 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

３００単位１筒 ペンフィルＮ注 ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

1,508

注射薬 2492413H7036 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

３００単位１筒 ペンフィル３０Ｒ注 ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

1,512

注射薬 2492413H8032 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

３００単位１筒 ペンフィル４０Ｒ注 ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

1,512

注射薬 2492413H9039 ヒトインスリン（遺伝子
組換え）

３００単位１筒 ペンフィル５０Ｒ注 ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

1,503

注射薬 2492414A1026 インスリンリスプロ（遺
伝子組換え）

３００単位１筒 ヒューマログ注カート 日本イーライリ
リー

1,591

注射薬 2492414A2030 インスリンリスプロ（遺
伝子組換え）

１００単位１ｍＬバイ
アル

ヒューマログ注１００単位／ｍＬ 日本イーライリ
リー

379
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