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注射薬 2492414A3029 インスリンリスプロ（遺
伝子組換え）

３００単位１筒 ヒューマログミックス２５注カート 日本イーライリ
リー

1,604

注射薬 2492414A4025 インスリンリスプロ（遺
伝子組換え）

３００単位１筒 ヒューマログミックス５０注カート 日本イーライリ
リー

1,600

注射薬 2492414A5021 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Ｎ注カート 日本イーライリ
リー

1,606

注射薬 2492414G5024 インスリンリスプロ（遺
伝子組換え）

３００単位１キット ヒューマログ注ミリオペン 日本イーライリ
リー

1,900

注射薬 2492414G6020 インスリンリスプロ（遺
伝子組換え）

３００単位１キット ヒューマログミックス２５注ミリオペ
ン

日本イーライリ
リー

1,900

注射薬 2492414G7027 インスリンリスプロ（遺
伝子組換え）

３００単位１キット ヒューマログミックス５０注ミリオペ
ン

日本イーライリ
リー

1,900

注射薬 2492414G8023 インスリンリスプロ（遺
伝子組換え）

３００単位１キット ヒューマログＮ注ミリオペン 日本イーライリ
リー

1,921

注射薬 2492415A2035 インスリンアスパルト
（遺伝子組換え）

３００単位１筒 ノボラピッド注　ペンフィル ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

1,623

注射薬 2492415A3031 インスリンアスパルト
（遺伝子組換え）

１００単位１ｍＬバイ
アル

ノボラピッド注　１００単位／ｍＬ ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

403

注射薬 2492415A4038 インスリンアスパルト
（遺伝子組換え）

３００単位１筒 ノボラピッド３０ミックス注　ペン
フィル

ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

1,638

注射薬 2492415G1031 インスリンアスパルト
（遺伝子組換え）

３００単位１キット ノボラピッド注　フレックスペン ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

2,286

注射薬 2492415G2020 インスリンアスパルト
（遺伝子組換え）

３００単位１キット ノボラピッド３０ミックス注フレック
スペン

ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

2,287

注射薬 2492415G3026 インスリンアスパルト
（遺伝子組換え）

３００単位１キット ノボラピッド注　イノレット ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

2,150

注射薬 2492416A1033 インスリングラルギン
（遺伝子組換え）

３００単位１筒 ランタス注カート サノフィ・アベン
ティス

1,783

注射薬 2492416A2030 インスリングラルギン
（遺伝子組換え）

３００単位１筒 ランタス注オプチクリック サノフィ・アベン
ティス

1,773

注射薬 2492416A3036 インスリングラルギン
（遺伝子組換え）

１００単位１ｍＬバイ
アル

ランタス注１００単位／ｍＬ サノフィ・アベン
ティス

435

注射薬 2492416G2024 インスリングラルギン
（遺伝子組換え）

３００単位１キット ランタス注ソロスター サノフィ・アベン
ティス

2,455

注射薬 2492417A1038 インスリンデテミル（遺
伝子組換え）

３００単位１筒 レベミル注　ペンフィル ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

1,807

注射薬 2492417G1030 インスリンデテミル（遺
伝子組換え）

３００単位１キット レベミル注　フレックスペン ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

2,529

注射薬 2492417G2029 インスリンデテミル（遺
伝子組換え）

３００単位１キット レベミル注　イノレット ノボ　ノルディス
ク　ファーマ

2,334

注射薬 2492418A1024 インスリングルリジン
（遺伝子組換え）

１００単位１ｍＬバイ
アル

アピドラ注１００単位／ｍＬ サノフィ・アベン
ティス

380

注射薬 2492418A2020 インスリングルリジン
（遺伝子組換え）

３００単位１筒 アピドラ注カート サノフィ・アベン
ティス

1,596

注射薬 2492418G1027 インスリングルリジン
（遺伝子組換え）

３００単位１キット アピドラ注ソロスター サノフィ・アベン
ティス

2,237

注射薬 2499401A2026 ジノプロスト １ｍｇ１ｍＬ１管 グランディノン注 持田製薬 後発品 582
注射薬 2499401A2034 ジノプロスト １ｍｇ１ｍＬ１管 プロスタグランジンＦ２α注射液「科

研」１０００
科研製薬 後発品 617

注射薬 2499401A2050 ジノプロスト １ｍｇ１ｍＬ１管 プロスタルモン・Ｆ注射液１０００ 小野薬品工業 979
注射薬 2499401A2085 ジノプロスト １ｍｇ１ｍＬ１管 プロスモン注１０００μｇ 富士製薬工業 後発品 291
注射薬 2499401A3065 ジノプロスト ２ｍｇ２ｍＬ１管 プロスタルモン・Ｆ注射液２０００ 小野薬品工業 1,843
注射薬 2499401A3073 ジノプロスト ２ｍｇ２ｍＬ１管 プロスモン注２０００μｇ 富士製薬工業 後発品 556
注射薬 2499403A1037 酢酸オクトレオチド ５０μｇ１ｍＬ１管 サンドスタチン皮下注用５０μｇ ノバルティス

ファーマ
1,821

注射薬 2499403A2033 酢酸オクトレオチド １００μｇ１ｍＬ１管 サンドスタチン皮下注用１００μｇ ノバルティス
ファーマ

3,256

注射薬 2499403E1020 酢酸オクトレオチド １０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

サンドスタチンＬＡＲ筋注用１０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

121,005

注射薬 2499403E2027 酢酸オクトレオチド ２０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

サンドスタチンＬＡＲ筋注用２０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

215,749

注射薬 2499403E3023 酢酸オクトレオチド ３０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

サンドスタチンＬＡＲ筋注用３０ｍｇ ノバルティス
ファーマ

303,718

注射薬 2499404A1023 酢酸ゴナドレリン １．２ｍｇ３ｍＬ１管 ヒポクライン注射液１．２ 田辺三菱製薬 23,407
注射薬 2499404A2020 酢酸ゴナドレリン ２．４ｍｇ３ｍＬ１管 ヒポクライン注射液２．４ 田辺三菱製薬 41,134
注射薬 2499405G1039 酢酸ブセレリン １．８ｍｇ１筒 スプレキュアＭＰ皮下注用１．８ サノフィ・アベン

ティス
34,655

注射薬 2499406G1025 酢酸ゴセレリン ３．６ｍｇ１筒（ゴセ
レリンとして）

ゾラデックス３．６ｍｇデポ アストラゼネカ 43,856

注射薬 2499406G2021 酢酸ゴセレリン １．８ｍｇ１筒（ゴセ
レリンとして）

ゾラデックス１．８ｍｇデポ アストラゼネカ 33,411

注射薬 2499406G3028 酢酸ゴセレリン １０．８ｍｇ１筒（ゴ
セレリンとして）

ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ アストラゼネカ 76,883

注射薬 2499407D1023 酢酸リュープロレリン ３．７５ｍｇ１瓶（懸
濁用液付）

リュープリン注射用３．７５ 武田薬品工業 46,776

注射薬 2499407D2020 酢酸リュープロレリン １．８８ｍｇ１瓶（懸
濁用液付）

リュープリン注射用１．８８ 武田薬品工業 33,041

注射薬 2499407G1020 酢酸リュープロレリン １．８８ｍｇ１筒 リュープリン注射用キット１．８８ 武田薬品工業 33,524
注射薬 2499407G2026 酢酸リュープロレリン ３．７５ｍｇ１筒 リュープリン注射用キット３．７５ 武田薬品工業 45,746
注射薬 2499407G3022 酢酸リュープロレリン １１．２５ｍｇ１筒 リュープリンＳＲ注射用キット１１．

２５
武田薬品工業 81,743

注射薬 2499408D1028 メカセルミン（遺伝子組
換え）

１０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

ソマゾン注射用１０ｍｇ アステラス製薬 37,300

注射薬 2499409D1022 ペグビソマント（遺伝子
組換え）

１０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

ソマバート皮下注用１０ｍｇ ファイザー 12,872

注射薬 2499409D2029 ペグビソマント（遺伝子
組換え）

１５ｍｇ１瓶（溶解液
付）

ソマバート皮下注用１５ｍｇ ファイザー 16,318

注射薬 2499409D3025 ペグビソマント（遺伝子
組換え）

２０ｍｇ１瓶（溶解液
付）

ソマバート皮下注用２０ｍｇ ファイザー 18,716

注射薬 2511400A1048 ヘキサミン ４０％５ｍＬ１管 ヘキサミン静注液２ｇ「ニッシン」 日新製薬（山形） 後発品 124
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注射薬 2531400A1016 マレイン酸エルゴメトリ
ン

０．０２％１ｍＬ１管 局 マレイン酸エルゴメトリン注射液 92
注射薬 2531401A1096 マレイン酸メチルエルゴ

メトリン
０．０２％１ｍＬ１管 マレイン酸メチルエルゴメトリン注

「イセイ」
イセイ 後発品 54

注射薬 2531401A1100 マレイン酸メチルエルゴ
メトリン

０．０２％１ｍＬ１管 メテナリン注０．２ あすか製薬 後発品 62

注射薬 2531401A1118 マレイン酸メチルエルゴ
メトリン

０．０２％１ｍＬ１管 パルタンＭ注０．２ｍｇ 持田製薬 後発品 54

注射薬 2531401A1126 マレイン酸メチルエルゴ
メトリン

０．０２％１ｍＬ１管 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注
０．２ｍｇ「Ｆ」

富士製薬工業 後発品 54

注射薬 2531401A1134 マレイン酸メチルエルゴ
メトリン

０．０２％１ｍＬ１管 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注
０．２ｍｇ「イセイ」

イセイ 後発品 54

注射薬 2559400A1033 フェノール ５％５ｍＬ１管 パオスクレー内痔核内注射用２５０ｍ
ｇ

鳥居薬品 887
注射薬 2559500A1023 硫酸アルミニウムカリウ

ム・タンニン酸
１０ｍＬ１瓶（希釈液
付）

ジオン注無痛化剤付 田辺三菱製薬 4,569

注射薬 2559500A2020 硫酸アルミニウムカリウ
ム・タンニン酸

１０ｍＬ１瓶（希釈液
付）

ジオン注生食液付 田辺三菱製薬 4,520

注射薬 2590402A1016 塩酸リトドリン １％５ｍＬ１管 塩酸リトドリン１％５ｍＬ注射液 後発品 202
注射薬 2590402A1156 塩酸リトドリン １％５ｍＬ１管 ウテメリン注５０ｍｇ キッセイ薬品工業 1,217
注射薬 2590402A1172 塩酸リトドリン １％５ｍＬ１管 リトドール点滴静注５０ｍｇ アイロム製薬 後発品 401
注射薬 2590402A1180 塩酸リトドリン １％５ｍＬ１管 ウテメナール点滴静注液５０ｍｇ エール薬品 後発品 250
注射薬 2590402A1199 塩酸リトドリン １％５ｍＬ１管 ウテロン点滴静注液５０ｍｇ サンド 後発品 297
注射薬 2590402A1202 塩酸リトドリン １％５ｍＬ１管 リトドリン点滴静注５０ｍｇ「ＰＰ」 ポーラファルマ 後発品 247
注射薬 2590402A1210 塩酸リトドリン １％５ｍＬ１管 リメトラーク点滴静注液５０ｍｇ 富士製薬工業 後発品 401
注射薬 2590402A1229 塩酸リトドリン １％５ｍＬ１管 ルテオニン点滴静注用５０ｍｇ あすか製薬 後発品 895
注射薬 2590402A1245 塩酸リトドリン １％５ｍＬ１管 ウテロトップ点滴静注液５０ｍｇ 川崎製薬 後発品 280
注射薬 2590500A1023 硫酸マグネシウム・ブド

ウ糖
１００ｍＬ１瓶 マグセント注１００ｍＬ 東亜薬品工業 2,184

注射薬 2900400A1038 セファランチン ０．５％１ｍＬ１管 セファランチン注５ｍｇ 化研生薬 93
注射薬 2900400A2034 セファランチン ０．５％２ｍＬ１管 セファランチン注１０ｍｇ 化研生薬 169
注射薬 3111400A1032 パルミチン酸レチノール ５万単位１管 チョコラＡ筋注５万単位 エーザイ 125
注射薬 3112401A1026 マキサカルシトール ２．５μｇ１ｍＬ１管 オキサロール注２．５μｇ 中外製薬 1,273
注射薬 3112401A2022 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管 オキサロール注５μｇ 中外製薬 1,645
注射薬 3112401A3029 マキサカルシトール １０μｇ１ｍＬ１管 オキサロール注１０μｇ 中外製薬 2,424
注射薬 3112402A1020 カルシトリオール ０．５μｇ１ｍＬ１管 ロカルトロール注０．５ 中外製薬 1,147
注射薬 3112402A2027 カルシトリオール １μｇ１ｍＬ１管 ロカルトロール注１ 中外製薬 1,687
注射薬 3121400A1012 塩酸チアミン ５ｍｇ１管 局 塩酸チアミン注射液 82
注射薬 3121400A2019 塩酸チアミン １０ｍｇ１管 局 塩酸チアミン注射液 82
注射薬 3121400A3015 塩酸チアミン ２０ｍｇ１管 局 塩酸チアミン注射液 82
注射薬 3121400A4011 塩酸チアミン ５０ｍｇ１管 局 塩酸チアミン注射液 87
注射薬 3121400A4070 塩酸チアミン ５０ｍｇ１管 局 メタボリン注射液５０ｍｇ 武田薬品工業 92
注射薬 3121400A4089 塩酸チアミン ５０ｍｇ１管 局 塩酸チアミン注５０ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 92
注射薬 3121400G1023 塩酸チアミン １０ｍｇ１ｍＬ１筒 塩酸Ｂ１注１０ｍｇシリンジ「ＮＰ」 ニプロファーマ 後発品 201
注射薬 3122401A1049 塩酸フルスルチアミン ５ｍｇ１管 アリナミンＦ５注 武田薬品工業 62
注射薬 3122401A2037 塩酸フルスルチアミン １０ｍｇ１管 ビタファント注１０ 東和薬品 後発品 50
注射薬 3122401A2045 塩酸フルスルチアミン １０ｍｇ１管 アリナミンＦ１０注 武田薬品工業 62
注射薬 3122401A3025 塩酸フルスルチアミン ２５ｍｇ１０ｍＬ１管 アリナミンＦ２５注 武田薬品工業 62
注射薬 3122401A3041 塩酸フルスルチアミン ２５ｍｇ１０ｍＬ１管 ビタファント注２５ 東和薬品 後発品 54
注射薬 3122401A4021 塩酸フルスルチアミン ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 アリナミンＦ５０注 武田薬品工業 78
注射薬 3122401A4056 塩酸フルスルチアミン ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 ビタファント注５０ 東和薬品 後発品 56
注射薬 3122401A4099 塩酸フルスルチアミン ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 ダイヤビタン注５０ｍｇ ニプロファーマ 後発品 56
注射薬 3122401A4102 塩酸フルスルチアミン ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 フルメチ静注５０ｍｇ 日医工 後発品 56
注射薬 3122401A4110 塩酸フルスルチアミン ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 フルスルチアミン注射液５０ｍｇ「Ｐ

Ｈ」
キョーリンリメ
ディオ

後発品 56

注射薬 3122401A4129 塩酸フルスルチアミン ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 エスアリネート注５０ｍｇ 日新製薬（山形） 後発品 56
注射薬 3122401A5028 塩酸フルスルチアミン １００ｍｇ２０ｍＬ１

管
アリナミンＦ１００注 武田薬品工業 131

注射薬 3122402A2120 チアミンジスルフィド １０ｍｇ１管 チアデラ注１０ｍｇ 東和薬品 後発品 50
注射薬 3122402A2139 チアミンジスルフィド １０ｍｇ１管 バイオゲン注１０ｍｇ 扶桑薬品工業 54
注射薬 3122402A2147 チアミンジスルフィド １０ｍｇ１管 ビーカップ注１０ｍｇ イセイ 後発品 50
注射薬 3122402A3070 チアミンジスルフィド ２５ｍｇ１０ｍＬ１管 チアデラ静注２５ｍｇ 東和薬品 後発品 54
注射薬 3122402A4026 チアミンジスルフィド ５０ｍｇ１管 プラチアミン５０注射液 宇治製薬 後発品 56
注射薬 3122402A5146 チアミンジスルフィド ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 ハイチア静注５０ｍｇ アイロム製薬 後発品 59
注射薬 3122402A5154 チアミンジスルフィド ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 チアデラ静注５０ｍｇ 東和薬品 後発品 56
注射薬 3122402A5162 チアミンジスルフィド ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 バイオゲン静注５０ｍｇ 扶桑薬品工業 56
注射薬 3122402A5170 チアミンジスルフィド ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 ビーカップ静注５０ｍｇ イセイ 後発品 56
注射薬 3122404A1034 プロスルチアミン １０ｍｇ１管 アリナミン注射液１０ｍｇ 武田薬品工業 63
注射薬 3123400D5051 コカルボキシラーゼ ２５ｍｇ１管（溶解液

付）
プロフィット注射用２５ｍｇ イセイ 後発品 56

注射薬 3123400D8140 コカルボキシラーゼ ５０ｍｇ１管（溶解液
付）

プロフィット注射用５０ｍｇ イセイ 後発品 56

注射薬 3131400A3046 フラビンアデニンジヌク
レオチド

５ｍｇ１管 ＦＡＤ注射液（５ｍｇ）″フソー″ 扶桑薬品工業 後発品 58

注射薬 3131400A3119 フラビンアデニンジヌク
レオチド

５ｍｇ１管 フラッド注－５ 大鵬薬品工業 後発品 56

注射薬 3131400A3127 フラビンアデニンジヌク
レオチド

５ｍｇ１管 フラビタン注５ｍｇ トーアエイヨー 61

注射薬 3131400A4085 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１管 ＦＡＤ注１０ｍｇ（ツルハラ） 鶴原製薬 後発品 56

注射薬 3131400A4166 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１管 フラッド注－１０ 大鵬薬品工業 後発品 56

注射薬 3131400A4182 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１管 フラビタン注射液１０ｍｇ トーアエイヨー 61

注射薬 3131400A4255 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１管 フラジレン注１０ｍｇ イセイ 後発品 56

注射薬 3131400A4263 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１管 アデフラビン注１０ｍｇ 東和薬品 56
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注射薬 3131400A4271 フラビンアデニンジヌク
レオチド

１０ｍｇ１管 ワカデニン注射液１０ｍｇ わかもと製薬 56

注射薬 3131400A5065 フラビンアデニンジヌク
レオチド

２０ｍｇ１管 ＦＡＤ注２０ｍｇ（ツルハラ） 鶴原製薬 後発品 56

注射薬 3131400A5120 フラビンアデニンジヌク
レオチド

２０ｍｇ１管 フラッド注－２０ 大鵬薬品工業 後発品 56

注射薬 3131400A5146 フラビンアデニンジヌク
レオチド

２０ｍｇ１管 フラビタン注射液２０ｍｇ トーアエイヨー 70

注射薬 3131400A5200 フラビンアデニンジヌク
レオチド

２０ｍｇ１管 ヒシデニン注２０ｍｇ ニプロファーマ 後発品 56

注射薬 3131400A5219 フラビンアデニンジヌク
レオチド

２０ｍｇ１管 フラジレン注２０ｍｇ イセイ 後発品 56

注射薬 3131400A5235 フラビンアデニンジヌク
レオチド

２０ｍｇ１管 ワカデニン注射液２０ｍｇ わかもと製薬 56

注射薬 3131400A7025 フラビンアデニンジヌク
レオチド

３０ｍｇ１管 フラッド注－３０ 大鵬薬品工業 後発品 59

注射薬 3131400A7041 フラビンアデニンジヌク
レオチド

３０ｍｇ１管 ワカデニン注射液３０ｍｇ わかもと製薬 56

注射薬 3131401A1013 リン酸リボフラビンナト
リウム

１ｍｇ１管 局 リン酸リボフラビンナトリウム注射液 86

注射薬 3131401A2010 リン酸リボフラビンナト
リウム

５ｍｇ１管 局 リン酸リボフラビンナトリウム注射液 86

注射薬 3131401A3016 リン酸リボフラビンナト
リウム

１０ｍｇ１管 局 リン酸リボフラビンナトリウム注射液 86

注射薬 3131401A4012 リン酸リボフラビンナト
リウム

２０ｍｇ１管 局 リン酸リボフラビンナトリウム注射液 92

注射薬 3132400A1016 ニコチン酸 ２０ｍｇ１管 局 ニコチン酸注射液 92
注射薬 3132400A1032 ニコチン酸 ２０ｍｇ１管 局 ナイクリン注射液２０ｍｇ トーアエイヨー 95
注射薬 3132400A2012 ニコチン酸 ５０ｍｇ１管 局 ニコチン酸注射液 95
注射薬 3133400A2052 パンテチン １００ｍｇ１管 パントシン注５％ 第一三共 60
注射薬 3133400A3024 パンテチン ２００ｍｇ１管 デルモリチン注１０％ イセイ 後発品 56
注射薬 3133400A3067 パンテチン ２００ｍｇ１管 パンテチン注１０％「小林」 アイロム製薬 後発品 56
注射薬 3133400A3075 パンテチン ２００ｍｇ１管 パントシン注１０％ 第一三共 61
注射薬 3133401A1042 パンテノール １００ｍｇ１管 パントール注射液１００ｍｇ トーアエイヨー 58
注射薬 3133401A1050 パンテノール １００ｍｇ１管 パンテニール注１００ｍｇ アイロム製薬 後発品 56
注射薬 3133401A2030 パンテノール ２５０ｍｇ１管 パントール注射液２５０ｍｇ トーアエイヨー 59
注射薬 3133401A2049 パンテノール ２５０ｍｇ１管 パンテニール注２５０ｍｇ アイロム製薬 後発品 56
注射薬 3133401A3045 パンテノール ５００ｍｇ１管 パントール注射液５００ｍｇ トーアエイヨー 59
注射薬 3133401A3053 パンテノール ５００ｍｇ１管 パンテニール注５００ｍｇ アイロム製薬 後発品 56
注射薬 3134400A1010 塩酸ピリドキシン １０ｍｇ１管 局 塩酸ピリドキシン注射液 82
注射薬 3134400A1061 塩酸ピリドキシン １０ｍｇ１管 局 ビーシックス注「フソー」－１０ｍｇ 扶桑薬品工業 86
注射薬 3134400A3013 塩酸ピリドキシン ３０ｍｇ１管 局 塩酸ピリドキシン注射液 86
注射薬 3134402A1176 リン酸ピリドキサール １０ｍｇ１管 ピドキサール注１０ｍｇ 中外製薬 57
注射薬 3134402A1184 リン酸ピリドキサール １０ｍｇ１管 ピリドキサール注１０ｍｇ「イセイ」 イセイ 50
注射薬 3134402A1192 リン酸ピリドキサール １０ｍｇ１管 ベーゼックス注１０ｍｇ 大鵬薬品工業 50
注射薬 3134402A1206 リン酸ピリドキサール １０ｍｇ１管 ハイピリドキシン注１０ｍｇ アイロム製薬 後発品 56
注射薬 3134402A2059 リン酸ピリドキサール ３０ｍｇ１管 ハイミタン注３０ キョーリンリメ

ディオ
後発品 50

注射薬 3134402A2180 リン酸ピリドキサール ３０ｍｇ１管 ピドキサール注３０ｍｇ 中外製薬 59
注射薬 3134402A2199 リン酸ピリドキサール ３０ｍｇ１管 ハイピリドキシン注３０ｍｇ アイロム製薬 56
注射薬 3134402A2202 リン酸ピリドキサール ３０ｍｇ１管 ビタゼックス注３０ｍｇ 東和薬品 後発品 56
注射薬 3134402A4051 リン酸ピリドキサール ６０ｍｇ１管 ハイピリドキシン注６０ｍｇ アイロム製薬 56
注射薬 3135400A1018 葉酸 １５ｍｇ１管 局 葉酸注射液 95
注射薬 3136400A1066 コバマミド ０．５ｍｇ１管 コバマミド注０．５ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 50
注射薬 3136400A2054 コバマミド １ｍｇ１管 コバマミド注１ｍｇ「イセイ」 イセイ 後発品 50
注射薬 3136401A1184 酢酸ヒドロキソコバラミ

ン
１ｍｇ１管 マスブロン注１ｍｇ 扶桑薬品工業 57

注射薬 3136401A1192 酢酸ヒドロキソコバラミ
ン

１ｍｇ１管 フレスミンＳ注射液１０００μｇ 味の素 100
注射薬 3136401A1206 酢酸ヒドロキソコバラミ

ン
１ｍｇ１管 ヒドロキソコバラミン注１０００μｇ

「イセイ」
イセイ 後発品 56

注射薬 3136402A1014 シアノコバラミン １００μｇ１管 局 シアノコバラミン注射液 82
注射薬 3136402A2010 シアノコバラミン ５００μｇ１管 局 シアノコバラミン注射液 82
注射薬 3136402A3017 シアノコバラミン １ｍｇ１管 局 シアノコバラミン注射液 82
注射薬 3136403A1140 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 メチコバール注射液５００μｇ エーザイ 122
注射薬 3136403A1167 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 ハイトコバミンＭ注５００μｇ ニプロファーマ 後発品 56
注射薬 3136403A1175 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 ローミス注５００μｇ 東和薬品 後発品 56
注射薬 3136403A1183 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 コメスゲン注射液５００μｇ 辰巳化学 後発品 56
注射薬 3136403A1191 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 バンコミン筋注５００μｇ 大日本住友製薬 73
注射薬 3136403A1205 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 ビーコバＭ注５００μｇ 原沢製薬工業 後発品 56
注射薬 3136403A1213 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 イセコバミン注５００μｇ イセイ 後発品 56
注射薬 3136403G1020 メコバラミン ５００μｇ１ｍＬ１筒 ハイトコバミンＭ注５００μｇシリン

ジ
ニプロファーマ 後発品 170

注射薬 3140400A2014 アスコルビン酸 １００ｍｇ１管 局 アスコルビン酸注射液 82
注射薬 3140400A2090 アスコルビン酸 １００ｍｇ１管 局 ビスコリン注１０％ 第一三共 86
注射薬 3140400A2103 アスコルビン酸 １００ｍｇ１管 局 ビタシミン注射液１００ｍｇ 武田薬品工業 86
注射薬 3140400A3010 アスコルビン酸 ２００ｍｇ１管 局 アスコルビン酸注射液 82
注射薬 3140400A4017 アスコルビン酸 ５００ｍｇ１管 局 アスコルビン酸注射液 82
注射薬 3140400A4092 アスコルビン酸 ５００ｍｇ１管 局 ビスコリン注２５％ 第一三共 86
注射薬 3140400A4106 アスコルビン酸 ５００ｍｇ１管 局 ビタシミン注射液５００ｍｇ 武田薬品工業 86
注射薬 3140400A5013 アスコルビン酸 １ｇ１管 局 アスコルビン酸注射液 82
注射薬 3140400A6010 アスコルビン酸 ２ｇ１管 局 アスコルビン酸注射液 82
注射薬 3140401A1020 アスコルビン酸 ５００ｍｇ１管 ビタミンＣ注１０％ＰＢ 日新製薬（山形） 後発品 56
注射薬 3140401A2027 アスコルビン酸 １ｇ１管 ビタミンＣ注１０％ＰＢ 日新製薬（山形） 後発品 56
注射薬 3140401A3023 アスコルビン酸 ２ｇ１管 ビタミンＣ注１０％ＰＢ 日新製薬（山形） 後発品 56
注射薬 3140500A2020 アスコルビン酸・Ｌ－シ

ステイン
２０ｍＬ１管 クリストファン注 日新製薬（山形） 後発品 57

注射薬 3150400A1030 酢酸トコフェロール １００ｍｇ１管 ユベラ筋注１００ｍｇ エーザイ 63
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注射薬 3160400A1150 フィトナジオン １０ｍｇ１管 ビタミンＫ１注１０ｍｇ イセイ 後発品 54
注射薬 3160400A2106 フィトナジオン ３０ｍｇ１管 ビタミンＫ１注３０ｍｇ イセイ 後発品 56
注射薬 3160400A3080 フィトナジオン ５０ｍｇ１管 ビタミンＫ１注５０ｍｇ イセイ 後発品 56
注射薬 3160401A6033 メナテトレノン １０ｍｇ１管 ケイツーＮ静注用１０ｍｇ エーザイ 88
注射薬 3160401A6041 メナテトレノン １０ｍｇ１管 ケイツーＮ静注１０ｍｇ エーザイ 88
注射薬 3172400A1046 チアミン・アスコルビン

酸配合剤
５ｍＬ１管 プレビタＳ注射液 扶桑薬品工業 後発品 59

注射薬 3172400A1062 チアミン・アスコルビン
酸配合剤

５ｍＬ１管 サブビタン静注 アイロム製薬 後発品 56

注射薬 3179502A1087 フラビンアデニンジヌク
レオチドナトリウム・リ
ン酸ピリドキサール

１ｍＬ１管 ライボミンＳ注射液 トーアエイヨー 62

注射薬 3179503A1022 塩酸チアミン・Ｂ６・Ｂ
１２配合剤

２ｍＬ１管 ダイビタミックス注 原沢製薬工業 56

注射薬 3179504A1035 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 コンベルビー注 アイロム製薬 後発品 59

注射薬 3179504A1051 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 ジアイナミックス注射液 鶴原製薬 後発品 56

注射薬 3179504A1060 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 静注用ダイモン注 アボットジャパン 後発品 73

注射薬 3179504A1086 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 トライビー注 小林化工 後発品 56

注射薬 3179504A1094 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 ナイロジン注 イセイ 後発品 56

注射薬 3179504A1116 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 ネオラミン・スリービー液（静注用） 日本化薬 122

注射薬 3179504A1124 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 ノルニチカミン注 日新製薬（山形） 後発品 56

注射薬 3179504A1132 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 ビースリミン注 シオノケミカル 後発品 56

注射薬 3179504A1175 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 リメファー３Ｂ注射液 東和薬品 後発品 56

注射薬 3179504A1183 チアミンジスルフィド・
Ｂ６・Ｂ１２配合剤

１０ｍＬ１管 ビタルファ注射液 大洋薬品工業 後発品 56

注射薬 3179505F1037 フルスルチアミン・Ｂ
６・Ｂ１２配合剤

１瓶 静注用ビタノイリン 武田薬品工業 168

注射薬 3179506F1023 チアミンモノホスフェイ
トジスルフィド・Ｂ６・
Ｂ１２配合剤

１瓶 ビタメジン静注用 第一三共 134

注射薬 3179507A1020 チアミン・ニコチン酸ア
ミド配合剤

２ｍＬ１管 シーパラ注 高田製薬 57

注射薬 3179508A1041 高カロリー輸液用総合ビ
タミン剤

５ｍＬ１瓶 Ｍ．Ｖ．Ｉ．注「アイロム」 アイロム製薬 230

注射薬 3179508G1028 高カロリー輸液用総合ビ
タミン剤

５ｍＬ１キット Ｍ．Ｖ．Ｉ．キット アイロム製薬 405

注射薬 3179510A1022 高カロリー輸液用総合ビ
タミン剤

５ｍＬ１瓶 Ｍ．Ｖ．Ｉ．－３注 アイロム製薬 62

注射薬 3179511A1027 高カロリー輸液用総合ビ
タミン剤

５ｍＬ１瓶 ネオＭ．Ｖ．Ｉ．－９注 アイロム製薬 141

注射薬 3179513A1026 高カロリー輸液用総合ビ
タミン剤

１瓶１管１組 オーツカＭＶ注 大塚製薬工場 198

注射薬 3179514F1028 高カロリー輸液用総合ビ
タミン剤

１瓶 マルタミン注射用 味の素 215

注射薬 3179515F1030 高カロリー輸液用総合ビ
タミン剤

１瓶 ダイメジン・マルチ注 日医工 後発品 140

注射薬 3179515F1057 高カロリー輸液用総合ビ
タミン剤

１瓶 ネオラミン・マルチＶ注射用 日本化薬 199

注射薬 3179517G1035 高カロリー輸液用総合ビ
タミン剤

２筒１キット ビタジェクト注キット テルモ 後発品 309

注射薬 3179518G1021 高カロリー輸液用総合ビ
タミン剤

１０ｍＬ１キット Ｍ．Ｖ．Ｉ．－１２キット アイロム製薬 414

注射薬 3190400A1036 ビオチン １ｍｇ１管 ビオチン注１ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 62
注射薬 3213400A2047 グルコン酸カルシウム ８．５％５ｍＬ１管 カルチコール注射液８．５％５ｍＬ 日医工 68
注射薬 3213400A3043 グルコン酸カルシウム ８．５％１０ｍＬ１管 カルチコール注射液８．５％１０ｍＬ 日医工 84
注射薬 3215400A1010 塩化カルシウム ０．５モル２０ｍＬ１

管
局 塩化カルシウム注射液 93

注射薬 3215400A2017 塩化カルシウム ２％２０ｍＬ１管 局 塩化カルシウム注射液 87
注射薬 3215400A2076 塩化カルシウム ２％２０ｍＬ１管 局 大塚塩カル注２％ 大塚製薬工場 92
注射薬 3222400A1058 含糖酸化鉄 ４０ｍｇ２ｍＬ１管 フェジン静注４０ｍｇ 日医工 63
注射薬 3222400A1066 含糖酸化鉄 ４０ｍｇ２ｍＬ１管 テチプリン静注液４０ｍｇ 大洋薬品工業 後発品 63
注射薬 3222402A1030 シデフェロン ５０ｍｇ２ｍＬ１管 フェリコン鉄静注液５０ｍｇ 日本臓器製薬 166
注射薬 3229400A1032 塩化カリウム １５％２０ｍＬ１管 Ｋ．Ｃ．Ｌ．点滴液１５％ 丸石製薬 102
注射薬 3229401A1088 Ｌ－アスパラギン酸カリ

ウム
１７．１２％１０ｍＬ
１管

イセパラＫ注１７．１２％ イセイ 後発品 56

注射薬 3229401A1096 Ｌ－アスパラギン酸カリ
ウム

１７．１２％１０ｍＬ
１管

アスパラカリウム注１０ｍＥｑ 田辺三菱製薬 68

注射薬 3229401A1100 Ｌ－アスパラギン酸カリ
ウム

１７．１２％１０ｍＬ
１管

アストスＫ静注液１０ｍＥｑ 大洋薬品工業 後発品 56

注射薬 3229401A1118 Ｌ－アスパラギン酸カリ
ウム

１７．１２％１０ｍＬ
１管

エルスプリー注１０ｍＥｑ 東和薬品 後発品 56

注射薬 3229401A1126 Ｌ－アスパラギン酸カリ
ウム

１７．１２％１０ｍＬ
１管

アルモカリン注１０ｍＥｑ 日新製薬（山形） 後発品 56

注射薬 3229401A1134 Ｌ－アスパラギン酸カリ
ウム

１７．１２％１０ｍＬ
１管

Ｌ－アスパラギン酸Ｋ点滴静注液１０
ｍＥｑ「タイヨー」

大洋薬品工業 後発品 56

注射薬 3229401G1021 Ｌ－アスパラギン酸カリ
ウム

１７．１２％１０ｍＬ
１キット

アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑ
キット「テルモ」

テルモ 後発品 200

注射薬 3229500A1022 アスパラギン酸カリウ
ム・マグネシウム

（１０％）１０ｍＬ１
管

アスパラ注射液 田辺三菱製薬 62

注射薬 3229501A1027 塩化マンガン・硫酸亜鉛
配合剤

２ｍＬ１管 エレメンミック注 味の素 261

20 / 72 ページ


