
YJコード 医薬品名 採用区分 薬効名称

(R)プールシンチ注　７４０MBq１mL／瓶 共通 放射性医薬品

(R)塩化タリウム(201 Tl)注ＮＭＰ　７４MBq１mL/筒 共通 放射性医薬品

「ビケンＨＡ」 共通 ウイルスワクチン類

1119402G2021 １％ディプリバン注－キット500mg/50mL 共通 その他の全身麻酔剤

1119402G1025 １％ディプリバン注－キット200mg/20mL 共通 その他の全身麻酔剤

4223401A3022 ５－ＦＵ注１０００ｍｇ 共通 フルオロウラシル系製剤

4223401A4029 ５－ＦＵ注２５０ｍｇ 共通 フルオロウラシル系製剤

ＤＴビック 共通 ワクチン・トキソイド混合製剤

7290415G2027 ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ 共通 その他の診断用薬

2413402X4110 ＨＣＧモチダ筋注用５千単位 共通 性腺刺激ホルモン製剤

2413400D3143 ＨＭＧ注射用７５単位「Ｆ」 共通 性腺刺激ホルモン製剤

3319402G4024 ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 共通 その他の血液代用剤

3319513A4060 ＫＮ３号輸液200mL 共通 その他の血液代用剤

3319513A3064 ＫＮ３号輸液500mL 共通 その他の血液代用剤

7223400A1037 ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「タナベ」 共通 下垂体機能検査用試薬・その他の内分泌機能検査用試薬

3399500G1025 アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 共通 その他の血液・体液用薬

4291415A1021 アービタックス注射液１００ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

1319405G1020 アイリーア硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ 共通 その他の眼科用剤

3959402D1027 アクチバシン注６００万 共通 その他の酵素製剤

6399421A3022 アクテムラ点滴静注用４００ｍｇ 共通 その他の生物学的製剤

6399421A2026 アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ 共通 その他の生物学的製剤

6399421G2029 アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター 共通 その他の生物学的製剤

6399421G1022 アクテムラ皮下注１６２ｍｇシリンジ 共通 その他の生物学的製剤

アクトヒブ 共通 細菌ワクチン類

4300435A1020 アシアロシンチ注 共通 その他放射性医薬品

6250401A1077 アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ「トーワ」 共通 その他の抗ウイルス剤

3229401A1096 アスパラカリウム注１０ｍＥｑ 共通 その他の無機質製剤

1141400A2020 アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ 共通 アニリン系製剤

1179401A1026 アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） 共通 その他の精神神経用剤

7990402G1021 アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ「ＦＲＩ」 共通 その他の他に分類されない治療を主目的としない医薬品

3992400A3045 アデホス－Ｌコーワ注４０ｍｇ 共通 アデノシン製剤

3262400A1177 アデラビン９号注１ｍＬ 共通 肝臓製剤

4300426A1020 アドステロール－Ｉ１３１注射液 共通 その他放射性医薬品

3321401A4181 アドナ注（静脈用）１００ｍｇ 共通 カルバゾクロム系製剤

3321401A3142 アドナ注（静脈用）５０ｍｇ 共通 カルバゾクロム系製剤

2414400A2075 アトニン－Ｏ注　５単位 共通 脳下垂体後葉ホルモン製剤

4235402D1030 アドリアシン注用１０ 共通 アントラサイクリン系抗生物質製剤

2451402G1040 アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 共通 エピネフリン製剤

1242406G1035 アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 共通 アトロピン系製剤

1174401A1038 アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ 共通 イミプラミン系製剤

1214405A2021 アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ 共通 キシリジン系製剤

1214405A3028 アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ 共通 キシリジン系製剤

6419401A1027 アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ 共通 その他の抗原虫剤

1119403F1024 アネレム静注用５０ｍｇ 共通 その他の全身麻酔剤

4291413A1022 アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

4291413A2029 アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

2492418G1027 アピドラ注ソロスター 共通 すい臓ホルモン剤

4240409D1023 アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ 共通 その他の抗腫瘍性植物成分製剤

2129410A1036 アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 共通 その他の不整脈用剤

6123402D1067 アミカシン硫酸塩注射用１００ｍｇ「日医工」 共通 アミノ糖系抗生物質製剤

3253404A4051 アミノレバン点滴静注 共通 混合アミノ酸製剤

3253406A4034 アミパレン輸液 共通 混合アミノ酸製剤

6173400D2023 アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ 共通 アムホテリシンＢ製剤

3339400G1029 アリクストラ皮下注１．５ｍｇ 共通 その他の血液凝固阻止剤

3339400G2025 アリクストラ皮下注２．５ｍｇ 共通 その他の血液凝固阻止剤

3122404A1034 アリナミン注射液１０ｍｇ 共通 ビタミンＢ１誘導体製剤

7223404A2031 アルギニン点滴静注３０ｇ「ＡＹ」 共通 下垂体機能検査用試薬・その他の内分泌機能検査用試薬

8219401D1021 アルチバ静注用２ｍｇ 共通 その他の合成麻薬

3999408G1247 アルツディスポ関節注２５ｍｇ 共通 その他代謝性医薬品

7290401A1026 アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」アーモンド 共通 その他の診断用薬

2391404G1022 アロキシ点滴静注バッグ０．７５ｍｇ 共通 鎮吐剤

1139402A1025 イーケプラ点滴静注５００ｍｇ 共通 その他の抗てんかん剤

7219412A2068 イオパミロン注３００（50mL） 共通 その他のＸ線造影剤

7219412A3072 イオパミロン注３００（100mL） 共通 その他のＸ線造影剤

7219412A9054 イオパミロン注３００（20ｍL) 共通 その他のＸ線造影剤

7219412G1030 イオパミロン注３００シリンジ（100ｍL) 共通 その他のＸ線造影剤
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7219412G9030 イオパミロン注３７０シリンジ（80ｍL) 共通 その他のＸ線造影剤

7219412G7038 イオパミロン注３７０シリンジ（100ｍL) 共通 その他のＸ線造影剤

7219417A6031 イオメロン３５０注（100ｍＬ） 共通 その他のＸ線造影剤

6222400A1035 イスコチン注１００ｍｇ 共通 イソニアジド系製剤

2119402P4037 イノバン注０．３％シリンジ 共通 その他の強心剤

2119402A1299 イノバン注１００ｍｇ 共通 その他の強心剤

2492413G5046 イノレット３０Ｒ注 共通 すい臓ホルモン剤

3999449G1025 イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ 共通 その他代謝性医薬品

イモバックスポリオ皮下注 共通 ウイルスワクチン類

6343442D6024 イロクテイト静注用２０００ 共通 血漿分画製剤

4300420A1023 インジウムＤＴＰＡ（１１１Ｉｎ）注 共通 その他放射性医薬品

7225400A1058 インジゴカルミン注２０ｍｇ「ＡＦＰ」 共通 腎機能検査用試薬

2492420G1024 インスリングラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 共通 すい臓ホルモン剤

2123402A1020 インデラル注射液２ｍｇ 共通 β－遮断剤

3299505A4045 イントラリポス輸液２０％（100ｍL) 共通 配合剤

インフルエンザＨＡワクチン「第一三共」１ｍＬ 共通 ウイルスワクチン類

3319551A4090 ヴィーンＤ輸液 共通 その他の血液代用剤

3319557A2044 ヴィーンＦ輸液 共通 その他の血液代用剤

2590402A1156 ウテメリン注５０ｍｇ 共通 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

7214400A2034 ウログラフイン注６０％ 共通 配合製剤

3954400D4080 ウロナーゼ静注用６万単位 共通 ウロキナーゼ製剤

3929406A1020 ウロミテキサン注１００ｍｇ 共通 その他の解毒剤

エイムゲン 共通 ウイルスワクチン類

4240401D2031 エクザール注射用１０ｍｇ 共通 その他の抗腫瘍性植物成分製剤

3999412G7020 エスポー皮下用２４０００シリンジ 共通 その他代謝性医薬品

1229405A2024 エスラックス静注５０ｍｇ／５．０ｍＬ 共通 その他の骨格筋弛緩剤

2451402G2020 エピペン注射液０．１５ｍｇ 院外 エピネフリン製剤

2451402G3026 エピペン注射液０．３ｍｇ 院外 エピネフリン製剤

4235404D1063 エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 共通 アントラサイクリン系抗生物質製剤

3999413G2031 エポジン注シリンジ１５００ 共通 その他代謝性医薬品

3999413G3038 エポジン注シリンジ３０００ 共通 その他代謝性医薬品

3999413G4034 エポジン注シリンジ６０００ 共通 その他代謝性医薬品

3999413G1035 エポジン注シリンジ７５０ 共通 その他代謝性医薬品

1190404G2026 エムガルティ皮下注１２０ｍｇオートインジェクター 共通 その他の中枢神経系用薬

2190414A1033 エリル点滴静注液３０ｍｇ 共通 その他の循環器官用薬

3999401A3024 エルシトニン注２０Ｓ 共通 その他代謝性医薬品

3999401A1200 エルシトニン注４０単位 共通 その他代謝性医薬品

3259533G1029 エルネオパＮＦ１号輸液（1000ｍL) 共通 その他のたん白アミノ酸製剤

3259533G2025 エルネオパＮＦ１号輸液（1500ｍL) 共通 その他のたん白アミノ酸製剤

3259534G1023 エルネオパＮＦ２号輸液（1000ｍL) 共通 その他のたん白アミノ酸製剤

3259534G2020 エルネオパＮＦ２号輸液（1500ｍL) 共通 その他のたん白アミノ酸製剤

4291410A2025 エルプラット点滴静注液１００ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

3229501G1070 エレジェクト注シリンジ 共通 その他の無機質製剤

エンセバック皮下注用 共通 ウイルスワクチン類

2399405F1020 エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ 共通 その他の消化器官用薬

3999424G1025 エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ 共通 その他代謝性医薬品

3999424G4024 エンブレル皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ 共通 その他代謝性医薬品

3999424G3028 エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ 共通 その他代謝性医薬品

3112401A3029 オキサロール注１０μｇ 共通 合成ビタミンＤ製剤

3112401A2022 オキサロール注５μｇ 共通 合成ビタミンＤ製剤

8119400A1025 オキファスト注１０ｍｇ 共通 その他のあへんアルカロイド系麻薬

4300452G1026 オクトレオスキャン静注用セット 共通 その他放射性医薬品

2499403A2068 オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「サンド」 共通 その他のホルモン剤

おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」 共通 ウイルスワクチン類

4240404A3027 オニバイド点滴静注４３ｍｇ 共通 その他の抗腫瘍性植物成分製剤

2123404D1033 オノアクト点滴静注用５０ｍｇ 共通 β－遮断剤

4291427A4023 オプジーボ点滴静注１２０ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

4291427A3027 オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

7219415A4030 オムニパーク２４０注１０ｍＬ 共通 その他のＸ線造影剤

7219415G3117 オムニパーク３００注シリンジ１００ｍＬ 共通 その他のＸ線造影剤

7219415G6035 オムニパーク３００注シリンジ１５０ｍＬ 共通 その他のＸ線造影剤

7219415H5069 オムニパーク３５０注１００ｍＬ 共通 その他のＸ線造影剤

7219415H4062 オムニパーク３５０注５０ｍＬ 共通 その他のＸ線造影剤

7219415G5063 オムニパーク３５０注シリンジ１００ｍＬ 共通 その他のＸ線造影剤

2329403D1041 オメプラゾール注用２０ｍｇ「ＮＰ」 共通 その他の消化性潰瘍用剤

3329404D1032 オルダミン注射用１ｇ 共通 その他の止血剤

3999429D1021 オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ 共通 その他代謝性医薬品

3999429G2024 オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター１ｍＬ 共通 その他代謝性医薬品

3999429G1028 オレンシア皮下注１２５ｍｇシリンジ１ｍＬ 共通 その他代謝性医薬品



4240400D1030 オンコビン注射用１ｍｇ 共通 その他の抗腫瘍性植物成分製剤

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 共通 ウイルスワクチン類

4300440D1027 カーディオライト注射液　第一 共通 その他放射性医薬品

3410535A1025 カーボスター透析剤・Ｌ 共通 配合剤

3410537D1020 カーボスター透析剤・Ｐ 共通 配合剤

3311401H7026 カーミパック生理食塩液Ｌ 共通 生理食塩液類

2391400G1130 カイトリル点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍＬ 共通 鎮吐剤

2325401A2027 ガスター注射液２０ｍｇ 共通 Ｈ２遮断剤

4291426D1026 カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

4291426D2022 カドサイラ点滴静注用１６０ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

7290416G2021 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ７．５ｍＬ 共通 その他の診断用薬

1149402A1056 カピステン筋注５０ｍｇ 共通 その他の解熱鎮痛消炎剤

4235406D1020 カルセド注射用２０ｍｇ 共通 アントラサイクリン系抗生物質製剤

4235406D2026 カルセド注射用５０ｍｇ 共通 アントラサイクリン系抗生物質製剤

3213400A2047 カルチコール注射液８．５％５ｍＬ 共通 グルコン酸カルシウム製剤

4300438A1023 カルディオダイン注 共通 その他放射性医薬品

6343412X1150 ガンマグロブリン筋注１５００ｍｇ／１０ｍＬ「ニチヤク」 共通 血漿分画製剤

4291435A2025 キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

3999411H3034 キサンボンＳ注射液４０ｍｇ 共通 その他代謝性医薬品

1214400A6059 キシロカイン注ポリアンプ０．５％（10ｍL） 共通 キシリジン系製剤

1214400A8051 キシロカイン注ポリアンプ１％（10ｍL) 共通 キシリジン系製剤

1214400H1055 キシロカイン注ポリアンプ２％（10ｍL) 共通 キシリジン系製剤

1214400A1022 キシロカイン注射液「０．５％」エピレナミン（１：１００，０００）含有共通 キシリジン系製剤

1214400A2029 キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１００，０００）含有 共通 キシリジン系製剤

4300401A1020 キドニーシンチＴｃ－９９ｍ注 共通 その他放射性医薬品

6119402D1021 キュビシン静注用３５０ｍｇ 共通 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの

クアトロバック皮下注シリンジ 共通 ワクチン・トキソイド混合製剤

4300428A1054 クエン酸ガリウム－Ｇａ６７注射液 共通 その他放射性医薬品

6241402G1024 クラビット点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ 共通 ピリドンカルボン酸系製剤

6132409D2056 クラフォラン注射用１ｇ 共通 セフェム系抗生物質製剤

4300413A1023 クリアボーン注 共通 その他放射性医薬品

2190501A4084 グリセオール注 共通 その他の循環器官用薬

7229402D1036 グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ 共通 その他の機能検査用試薬

3334406G1020 クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ 共通 ヘパリン製剤

3160401A6041 ケイツーＮ静注１０ｍｇ 共通 ビタミンＫ製剤

1119400A2038 ケタラール筋注用５００ｍｇ 共通 その他の全身麻酔剤

1119400A3026 ケタラール静注用５０ｍｇ 共通 その他の全身麻酔剤

2454402A3033 ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ 共通 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

2411400D2029 コートロシン注射用０．２５ｍｇ 共通 ＡＣＴＨ製剤

3999439G2028 コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン 共通 その他代謝性医薬品

2499412D4023 ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ 共通 その他のホルモン剤

2499412D5020 ゴナックス皮下注用２４０ｍｇ 共通 その他のホルモン剤

2499412D3027 ゴナックス皮下注用８０ｍｇ 共通 その他のホルモン剤

1171400A1040 コントミン筋注１０ｍｇ 共通 クロルプロマジン製剤

6343406X8094 コンファクトＦ注射用１０００ 共通 血漿分画製剤

サーバリックス 共通 ウイルスワクチン類

6249401A1025 ザイボックス注射液６００ｍｇ 共通 その他の合成抗菌剤

4291429A1023 サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

4291429A2020 サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

3410538G2028 サブラッド血液ろ過用補充液ＢＳＧ 共通 配合剤

4291436A1023 ザルトラップ点滴静注１００ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

2129408A1020 サンリズム注射液５０ 共通 その他の不整脈用剤

7224400A1034 ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ 共通 肝機能検査用試薬

3399410G1020 ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ 共通 その他の血液・体液用薬

6399426A1022 ジーンプラバ点滴静注６２５ｍｇ 共通 その他の生物学的製剤

ジェービックＶ 共通 ウイルスワクチン類

2412402P5020 ジェノトロピンゴークイック注用１２ｍｇ 院外 脳下垂体前葉ホルモン製剤

2412402P4024 ジェノトロピンゴークイック注用５．３ｍｇ 院外 脳下垂体前葉ホルモン製剤

4224403D2037 ジェムザール注射用１ｇ 共通 シトシン系製剤

4224403D1030 ジェムザール注射用２００ｍｇ 共通 シトシン系製剤

2113401A1053 ジギラノゲン注０．４ｍｇ 共通 ジギタリス製剤

2171406D3024 シグマート注４８ｍｇ 共通 冠血管拡張剤

6149400D1021 ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ 共通 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

6250404A2026 シナジス筋注液１００ｍｇ 共通 その他の抗ウイルス剤

6250404A1020 シナジス筋注液５０ｍｇ 共通 その他の抗ウイルス剤

2499401A2093 ジノプロスト注射液１０００μｇ「Ｆ」 共通 その他のホルモン剤

6290401A2168 ジフルカン静注液１００ｍｇ 共通 その他の化学療法剤

3999433G2020 シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクター 共通 その他代謝性医薬品

1224400A3056 スキサメトニウム注１００「マルイシ」 共通 コリン系製剤



3999431A1022 ステラーラ点滴静注１３０ｍｇ 共通 その他代謝性医薬品

3999431G1025 ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ 共通 その他代謝性医薬品

6111403G2020 ステルイズ水性懸濁筋注２４０万単位シリンジ 共通 ペニシリン系抗生物質製剤

6111403G1024 ステルイズ水性懸濁筋注６０万単位シリンジ 共通 ペニシリン系抗生物質製剤

3999408G1255 スベニールディスポ関節注２５ｍｇ 共通 その他代謝性医薬品

6399404A5030 スミフェロン注ＤＳ３００万ＩＵ 共通 その他の生物学的製剤

6399404A6036 スミフェロン注ＤＳ６００万ＩＵ 共通 その他の生物学的製剤

6139500F2020 スルペラゾン静注用１ｇ 共通 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

1229407E2025 ゼオマイン筋注用１００単位 共通 その他の骨格筋弛緩剤

1229407E3021 ゼオマイン筋注用２００単位 共通 その他の骨格筋弛緩剤

1229407E1029 ゼオマイン筋注用５０単位 共通 その他の骨格筋弛緩剤

ゼビュディ点滴静注液500mg 共通 抗ウイルス剤

6132401D3145 セファメジンα注射用１ｇ 共通 セフェム系抗生物質製剤

6132401G3052 セファメジンα点滴用キット１ｇ 共通 セフェム系抗生物質製剤

2900400A2034 セファランチン注１０ｍｇ 共通 その他の個々の器官系用医薬品

6132425D2047 セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「ＣＭＸ」 共通 セフェム系抗生物質製剤

6132400G3040 セフォチアム静注用１ｇバッグ「日医工」 共通 セフェム系抗生物質製剤

6132419G1050 セフトリアキソンナトリウム点滴静注用バッグ１ｇ「ファイザー」 共通 セフェム系抗生物質製剤

6132408F3130 セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 共通 セフェム系抗生物質製剤

6132408F3059 セフメタゾン静注用１ｇ 共通 セフェム系抗生物質製剤

1124402A1030 セルシン注射液５ｍｇ 共通 ベンゾジアゼピン系製剤

1179404A1070 セレネース注５ｍｇ 共通 その他の精神神経用剤

4300418D1030 セレブロテックキット 共通 その他放射性医薬品

6139505G1022 ゾシン配合点滴静注用バッグ４．５ 共通 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

1149401A1027 ソセゴン注射液１５ｍｇ 共通 その他の解熱鎮痛消炎剤

7290414D1038 ソナゾイド注射用１６μＬ 共通 その他の診断用薬

3999423A1044 ゾメタ点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ 共通 その他代謝性医薬品

2499406G3028 ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ 共通 その他のホルモン剤

3319500A3075 ソリタ－Ｔ１号輸液（500ｍL) 共通 その他の血液代用剤

3319500A5078 ソリタ－Ｔ１号輸液（200ｍL) 共通 その他の血液代用剤

3319511A4045 ソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液（500ｍL) 共通 その他の血液代用剤

3319524A4026 ソリタ－Ｔ４号輸液（500ｍL) 共通 その他の血液代用剤

2452400D6060 ソル・コーテフ静注用５００ｍｇ 共通 コルチゾン系製剤

2452400D1084 ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ 共通 コルチゾン系製剤

2456400D2098 ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ 共通 プレドニゾロン系製剤

2456400D1067 ソル・メドロール静注用４０ｍｇ 共通 プレドニゾロン系製剤

2456400D3094 ソル・メドロール静注用５００ｍｇ 共通 プレドニゾロン系製剤

2133400D2097 ソルダクトン静注用２００ｍｇ 共通 抗アルドステロン製剤

2290400G2028 ゾレア皮下注１５０ｍｇシリンジ 共通 その他の呼吸器官用薬

2134400D1039 ダイアモックス注射用５００ｍｇ 共通 炭酸脱水酵素阻害剤

2481402A1020 ダイホルモン・デポー注 共通 男性ホルモン、卵胞ホルモン混合製剤

4219401D1031 ダカルバジン注用１００ 共通 その他のアルキル化剤

4240406A2038 タキソール注射液１００ｍｇ 共通 その他の抗腫瘍性植物成分製剤

4240406A1031 タキソール注射液３０ｍｇ 共通 その他の抗腫瘍性植物成分製剤

4240405A1037 タキソテール点滴静注用２０ｍｇ 共通 その他の抗腫瘍性植物成分製剤

4240405A2033 タキソテール点滴静注用８０ｍｇ 共通 その他の抗腫瘍性植物成分製剤

2329404F1020 タケプロン静注用３０ｍｇ 共通 その他の消化性潰瘍用剤

6139505F3100 タゾピペ配合静注用２．２５「ニプロ」 共通 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

3922400D3128 タチオン注射用２００ｍｇ 共通 グルタチオン製剤

4300451G1021 ダットスキャン静注 共通 その他放射性医薬品

6112401A1100 ダラシンＳ注射液３００ｍｇ 共通 リンコマイシン系抗生物質製剤

6112401A2123 ダラシンＳ注射液６００ｍｇ 共通 リンコマイシン系抗生物質製剤

1229402D1039 ダントリウム静注用２０ｍｇ 共通 その他の骨格筋弛緩剤

6139501D2075 チエクール点滴用０．５ｇ 共通 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

6119401D1159 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「明治」 共通 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの

2454405H1024 デカドロン注射液１．６５ｍｇ 共通 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

2454405H3027 デカドロン注射液３．３ｍｇ 共通 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

4300401D1027 テクネＤＭＳＡキット 共通 その他放射性医薬品

4300406X1026 テクネＤＴＰＡキット 共通 その他放射性医薬品

4300411A2020 テクネＭＡＡキット 共通 その他放射性医薬品

4300445A1023 テクネＭＡＧ３注射液（200MB1筒） 共通 その他放射性医薬品

4300445A2020 テクネＭＡＧ３注射液（300MB1筒） 共通 その他放射性医薬品

4300410A1020 テクネＭＤＰ注射液（740MBｑ1筒） 共通 その他放射性医薬品

4300410A3022 テクネＭＤＰ注射液（555.MBｑ1筒） 共通 その他放射性医薬品

4300412A1029 テクネシンチ注－１０Ｍ 共通 その他放射性医薬品

4300412A1037 テクネシンチ注－２０Ｍ 共通 その他放射性医薬品

4300408D1029 テクネピロリン酸キット 共通 その他放射性医薬品

4300417A1021 テクネフチン酸キット 共通 その他放射性医薬品

3929402D1036 デスフェラール注射用５００ｍｇ 共通 その他の解毒剤



4291441A2020 テセントリク点滴静注８４０ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

6343433A2031 テタノブリンＩＨ静注１５００単位 共通 血漿分画製剤

3925400A2020 デトキソール静注液２ｇ 共通 チオ硫酸ナトリウム製剤

3319501A3053 デノサリン１輸液（500ｍL) 共通 その他の血液代用剤

6250402F1036 デノシン点滴静注用５００ｍｇ 共通 その他の抗ウイルス剤

4490405G1024 デュピクセント皮下注３００ｍｇシリンジ 共通 その他のアレルギー用薬

4490405G2020 デュピクセント皮下注３００ｍｇペン 共通 その他のアレルギー用薬

7223403D1045 テリパラチド酢酸塩静注用１００「旭化成」 共通 下垂体機能検査用試薬・その他の内分泌機能検査用試薬

2439401G1024 テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェクター 共通 その他の甲状腺，副甲状腺ホルモン剤

2439401D2024 テリボン皮下注用５６．５μｇ（溶解液添付製品） 共通 その他の甲状腺，副甲状腺ホルモン剤

3311401A9071 テルモ生食（500ｍL) 共通 生理食塩液類

3311401H1079 テルモ生食（1L) 共通 生理食塩液類

3231401J3046 テルモ糖注５０％（200ｍL) 共通 ブドウ糖製剤

1164400A1045 ドパストン静注２５ｍｇ 共通 レボドパ製剤

2119404A1026 ドブトレックス注射液１００ｍｇ 共通 その他の強心剤

2219400A1031 ドプラム注射液４００ｍｇ 共通 その他の呼吸促進剤

4240404A1091 トポテシン点滴静注４０ｍｇ 共通 その他の抗腫瘍性植物成分製剤

1149400A1049 トラマール注１００ 共通 その他の解熱鎮痛消炎剤

3327401A4185 トランサミン注１０％ 共通 抗プラスミン剤

1124401A1052 ドルミカム注射液１０ｍｇ 共通 ベンゾジアゼピン系製剤

2499416G1029 トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス 共通 その他のホルモン剤

2492419G1021 トレシーバ注　フレックスタッチ 共通 すい臓ホルモン剤

3999446G1021 トレムフィア皮下注１００ｍｇシリンジ 共通 その他代謝性医薬品

1119401A1036 ドロレプタン注射液２５ｍｇ 共通 その他の全身麻酔剤

3999407D3176 ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍｇ「ＡＹ」 共通 その他代謝性医薬品

3999407D1327 ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ「ＡＹ」 共通 その他代謝性医薬品

3999407D2331 ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「ＡＹ」 共通 その他代謝性医薬品

4240407A1028 ナベルビン注１０ 共通 その他の抗腫瘍性植物成分製剤

2219402A1049 ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「ＡＦＰ」 共通 その他の呼吸促進剤

2219402A1030 ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第一三共」 共通 その他の呼吸促進剤

4219400D1029 ニドラン注射用２５ｍｇ 共通 その他のアルキル化剤

2171403A7062 ニトログリセリン点滴静注５０ｍｇ／１００ｍＬ「ＴＥ」 共通 冠血管拡張剤

6311400G1021 ニューモバックスＮＰシリンジ 共通 細菌ワクチン類

4300443A1024 ニューロライト注射液　第一 共通 その他放射性医薬品

3253415A1034 ネオアミユー輸液 共通 混合アミノ酸製剤

2160400A1032 ネオシネジンコーワ注１ｍｇ 共通 その他の血管収縮剤

1149503G1027 ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ 共通 その他の解熱鎮痛消炎剤

2115404A1043 ネオフィリン注ＰＬ２５０ｍｇ 共通 カフェイン系製剤

3999425U2020 ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ 共通 その他代謝性医薬品

3999425S8027 ネスプ注射液３０μｇプラシリンジ 共通 その他代謝性医薬品

3999425S9023 ネスプ注射液４０μｇプラシリンジ 共通 その他代謝性医薬品

3999425U1023 ネスプ注射液６０μｇプラシリンジ 共通 その他代謝性医薬品

3399406D2024 ノイトロジン注１００μｇ 共通 その他の血液・体液用薬

1149601A2062 ノイロトロピン注射液３．６単位 共通 その他の解熱鎮痛消炎剤

1139400F1023 ノーベルバール静注用２５０ｍｇ 共通 その他の抗てんかん剤

2190408A2034 ノバスタンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ 共通 その他の循環器官用薬

1172404A1037 ノバミン筋注５ｍｇ 共通 フェノチアジン系製剤

2492415G2020 ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン 共通 すい臓ホルモン剤

2492415G6025 ノボラピッド注　フレックスタッチ 共通 すい臓ホルモン剤

2492413G1059 ノボリンＮ注フレックスペン 院外 すい臓ホルモン剤

2492413G8053 ノボリンＲ注フレックスペン 院外 すい臓ホルモン剤

2451401A1034 ノルアドリナリン注１ｍｇ 共通 エピネフリン製剤

2412402P7023 ノルディトロピン　フレックスプロ注１０ｍｇ 院外 脳下垂体前葉ホルモン製剤

4291424A1020 パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

4291406D4028 ハーセプチン注射用１５０ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

4291406D3021 ハーセプチン注射用６０ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

4300431A1021 パーヒューザミン注 共通 その他放射性医薬品

4240408D1037 ハイカムチン注射用１．１ｍｇ 共通 その他の抗腫瘍性植物成分製剤

3239527A2032 ハイカリックＲＦ輸液 共通 その他の糖類剤

3239502X1020 ハイカリック液－１号 共通 その他の糖類剤

3239503X1025 ハイカリック液－２号 共通 その他の糖類剤

6241401G2026 パシル点滴静注液５００ｍｇ 共通 ピリドンカルボン酸系製剤

1243400A1059 パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」 共通 パパベリン系製剤

6343419X1046 ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」 共通 血漿分画製剤

3929401A1035 パム静注５００ｍｇ 共通 その他の解毒剤

4291420A1022 ハラヴェン静注１ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

4291403A2084 パラプラチン注射液１５０ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

4291403A1088 パラプラチン注射液５０ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

2190406G2038 パルクス注ディスポ１０μｇ 共通 その他の循環器官用薬



2531401A1118 パルタンＭ注０．２ｍｇ 共通 バッカク類製剤

3923400A1045 バル筋注１００ｍｇ「ＡＦＰ」 共通 メルカプト酢酸系製剤（ＢＡＬを含む。）

3259532G1024 パレプラス輸液 共通 その他のたん白アミノ酸製剤

2391404G1030 パロノセトロン点滴静注バッグ０．７５ｍｇ／５０ｍＬ「タイホウ」 共通 鎮吐剤

6132400F3036 パンスポリン静注用１ｇ 共通 セフェム系抗生物質製剤

6132400G3023 パンスポリン静注用１ｇバッグＳ 共通 セフェム系抗生物質製剤

3133400A3075 パントシン注１０％ 共通 パントテン酸系製剤

2179400D1022 ハンプ注射用１０００ 共通 その他の血管拡張剤

3259529G2037 ビーフリード輸液（1000ｍL) 共通 その他のたん白アミノ酸製剤

3259529G1030 ビーフリード輸液（500ｍL) 共通 その他のたん白アミノ酸製剤

6313402A1073 ビームゲン注（0.25ｍL) 共通 ウイルスワクチン類

6313402A2070 ビームゲン注（0.5ｍL) 共通 ウイルスワクチン類

3319563A2031 ビカーボン輸液（500ｍL) 共通 その他の血液代用剤

6131400D3100 ビクシリン注射用１ｇ 共通 ペニシリン系抗生物質製剤

4299400D4037 ピシバニール注射用５ＫＥ 共通 その他の腫瘍用薬

2234400A1062 ビソルボン注４ｍｇ 共通 ブロムヘキシン製剤

3179517G1035 ビタジェクト注キット 共通 その他の混合ビタミン剤

3140400A4157 ビタミンＣ注「フソー」－５００ｍｇ 共通 ビタミンＣ製剤

3179506F1023 ビタメジン静注用 共通 その他の混合ビタミン剤

7223406D1030 ヒトＣＲＨ静注用１００μｇ「タナベ」 共通 下垂体機能検査用試薬・その他の内分泌機能検査用試薬

2414402A1035 ピトレシン注射液２０ 共通 脳下垂体後葉ホルモン製剤

4235403D1050 ピノルビン注射用１０ｍｇ 共通 アントラサイクリン系抗生物質製剤

1139404A2020 ビムパット点滴静注１００ｍｇ 共通 その他の抗てんかん剤

2412402L4049 ヒューマトロープ注射用１２ｍｇ 院外 脳下垂体前葉ホルモン製剤

2492403A4051 ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ 共通 すい臓ホルモン剤

2492414G7027 ヒューマログミックス５０注ミリオペン 共通 すい臓ホルモン剤

2492414G5024 ヒューマログ注ミリオペン 共通 すい臓ホルモン剤

3999426G3027 ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．４ｍＬ 共通 その他代謝性医薬品

3999426G5020 ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ 共通 その他代謝性医薬品

7219403A1038 ビリスコピン点滴静注５０ 共通 その他のＸ線造影剤

7223401A1104 ヒルトニン０．５ｍｇ注射液 共通 下垂体機能検査用試薬・その他の内分泌機能検査用試薬

1172403A1059 ヒルナミン筋注２５ｍｇ 共通 フェノチアジン系製剤

6179400D1020 ファンガード点滴用５０ｍｇ 共通 その他の主としてカビに作用するもの

3319561A2032 フィジオ１４０輸液（500ｍL) 共通 その他の血液代用剤

3319560A2038 フィジオ３５輸液（500ｍL) 共通 その他の血液代用剤

6139402D1032 フィニバックス点滴静注用０．２５ｇ 共通 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

6343431D2020 フィブロガミンＰ静注用 共通 血漿分画製剤

3222404A1021 フェインジェクト静注５００ｍｇ 共通 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）

3222400A1058 フェジン静注４０ｍｇ 共通 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）

4291421G1020 フェソロデックス筋注２５０ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

1125402A1054 フェノバール注射液１００ｍｇ 共通 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤

8219400A1063 フェンタニル注射液０．１ｍｇ「第一三共」 共通 その他の合成麻薬

8219400A3031 フェンタニル注射液０．５ｍｇ「テルモ」 共通 その他の合成麻薬

3135400A1026 フォリアミン注射液 共通 葉酸製剤

2439400G1020 フォルテオ皮下注キット６００μｇ 共通 その他の甲状腺，副甲状腺ホルモン剤

1242401A1315 ブスコパン注２０ｍｇ 共通 アトロピン系製剤

3231401H1254 ブドウ糖注２０％ＰＬ「フソー」(20mL) 共通 ブドウ糖製剤

3231401A6169 ブドウ糖注５％ＰＬ「フソー」(20mL) 共通 ブドウ糖製剤

3231400G9034 ブドウ糖注５０％シリンジ「テルモ」 共通 ブドウ糖製剤

3334403A2160 フラグミン静注５０００単位／５ｍＬ 共通 ヘパリン製剤

3999435G1023 プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ 共通 その他代謝性医薬品

3399412A1027 プリズバインド静注液２．５ｇ 共通 その他の血液・体液用薬

3929409A1023 ブリディオン静注２００ｍｇ 共通 その他の解毒剤

2399401A1083 プリンペラン注射液１０ｍｇ 共通 その他の消化器官用薬

フルービックＨＡシリンジ 共通 ウイルスワクチン類

7290402A2035 フルオレサイト静注５００ｍｇ 共通 その他の診断用薬

3122401A4153 フルスルチアミン静注５０ｍｇ「トーワ」 共通 ビタミンＢ１誘導体製剤

2219403A1043 フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「サワイ」 共通 その他の呼吸促進剤

6133401G1022 フルマリンキット静注用１ｇ 共通 オキサセフェム系抗生物質製剤

4234400D5039 ブレオ注射用１５ｍｇ 共通 ブレオマイシン系製剤

4234400D4032 ブレオ注射用５ｍｇ 共通 ブレオマイシン系製剤

1129400G1022 プレセデックス静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「ファイザー」 共通 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

プレベナー１３水性懸濁注 共通 細菌ワクチン類

2391405D1020 プロイメンド点滴静注用１５０ｍｇ 共通 鎮吐剤

2477400A2075 プロゲデポー筋注１２５ｍｇ 共通 プロゲステロン製剤

2477401A4064 プロゲホルモン筋注用２５ｍｇ 共通 プロゲステロン製剤

6290402A2022 プロジフ静注液２００ 共通 その他の化学療法剤

2190402D3064 プロスタンディン注射用２０μｇ 共通 その他の循環器官用薬

2190402D2092 プロスタンディン点滴静注用５００μｇ 共通 その他の循環器官用薬



2119400A1036 プロタノールＬ注０．２ｍｇ 共通 その他の強心剤

3329403A1058 プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」 共通 その他の止血剤

6399419A2029 ペガシス皮下注１８０μｇ 共通 その他の生物学的製剤

6399419A1022 ペガシス皮下注９０μｇ 共通 その他の生物学的製剤

4291417A1020 ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

6250407D1020 ベクルリー点滴静注用１００ｍｇ 共通 その他の抗ウイルス剤

3319547A4035 ヘスパンダー輸液（500ｍL) 共通 その他の血液代用剤

6419400D1037 ベナンバックス注用３００ｍｇ 共通 その他の抗原虫剤

4300415A1022 ヘパティメージ注 共通 その他放射性医薬品

3334402G2117 ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ「ニプロ」 共通 ヘパリン製剤

3334402P2052 ヘパリンＮａ透析用２５０単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ「ニプロ」 共通 ヘパリン製剤

3334401A6123 ヘパリンナトリウム注１万単位／１０ｍＬ「ＡＹ」 共通 ヘパリン製剤

6343436A1039 ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位 共通 血漿分画製剤

6313402G2021 ヘプタバックス－ＩＩ水性懸濁注シリンジ０．５ｍＬ 共通 ウイルスワクチン類

4234402D1032 ペプレオ注射用５ｍｇ 共通 ブレオマイシン系製剤

2149400A2023 ペルジピン注射液１０ｍｇ 共通 その他の血圧降下剤

2149400A1027 ペルジピン注射液２ｍｇ 共通 その他の血圧降下剤

3999447D1020 ヘルニコア椎間板注用１．２５単位 共通 その他代謝性医薬品

2171405D5057 ヘルベッサー注射用５０ 共通 冠血管拡張剤

4300447A1022 ベンゾダイン注 共通 その他放射性医薬品

6131403P2023 ペントシリン静注用２ｇバッグ 共通 ペニシリン系抗生物質製剤

6131403D1047 ペントシリン注射用１ｇ 共通 ペニシリン系抗生物質製剤

1132401A1020 ホストイン静注７５０ｍｇ 共通 ヒダントイン系製剤

6135400F2228 ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「タカタ」 共通 ホスホマイシン製剤

2451400A1030 ボスミン注１ｍｇ 共通 エピネフリン製剤

3319538A4109 ポタコールＲ輸液 共通 その他の血液代用剤

1229404D2026 ボトックス注用１００単位 共通 その他の骨格筋弛緩剤

1229404D1020 ボトックス注用５０単位 共通 その他の骨格筋弛緩剤

3999419G1024 ボナロン点滴静注バッグ９００μｇ 共通 その他代謝性医薬品

4419400A1023 ポララミン注５ｍｇ 共通 その他の抗ヒスタミン剤

3329405A3025 ポリドカスクレロール１％注２ｍＬ 共通 その他の止血剤

3319408A1020 ボルベン輸液６％ 共通 その他の血液代用剤

3999438G1027 ボンビバ静注１ｍｇシリンジ 共通 その他代謝性医薬品

1214403A3029 マーカイン注０．５％ 共通 キシリジン系製剤

1214403A4025 マーカイン注脊麻用０．５％高比重 共通 キシリジン系製剤

1214403A5021 マーカイン注脊麻用０．５％等比重 共通 キシリジン系製剤

4300446G3023 マイオビュー注シリンジ（740MBｑ１筒） 共通 その他放射性医薬品

4300446G2027 マイオビュー注シリンジ（592MBｑ１筒） 共通 その他放射性医薬品

4231400D1031 マイトマイシン注用２ｍｇ 共通 マイトマイシンＣ製剤

2590500A1023 マグセント注１００ｍＬ 共通 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

3239501A3026 マンニットールＳ注射液（300ｍL) 共通 その他の糖類剤

ミールビック 共通 その他の混合生物学的製剤

4300437A1029 ミオＭＩＢＧ－Ｉ１２３注射液 共通 その他放射性医薬品

1139401A1020 ミダフレッサ静注０．１％ 共通 その他の抗てんかん剤

6152401F1146 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「サワイ」 共通 テトラサイクリン系抗生物質製剤

3999405A2077 ミラクリッド注射液５万単位 共通 その他代謝性医薬品

2171403A2052 ミリスロール注５ｍｇ／１０ｍＬ 共通 冠血管拡張剤

4291416D1022 ミリプラ動注用７０ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

7990401A1040 ミリプラ用懸濁用液４ｍＬ 共通 その他の他に分類されない治療を主目的としない医薬品

3999432G4029 ミルセラ注シリンジ１００μｇ 共通 その他代謝性医薬品

3999432G1020 ミルセラ注シリンジ２５μｇ 共通 その他代謝性医薬品

3999432G2026 ミルセラ注シリンジ５０μｇ 共通 その他代謝性医薬品

3999432G3022 ミルセラ注シリンジ７５μｇ 共通 その他代謝性医薬品

3929400H2035 メイロン静注７％ 共通 その他の解毒剤

3136403A1140 メチコバール注射液５００μｇ 共通 ビタミンＢ１２剤

6139400G1030 メロペン点滴用キット０．５ｇ 共通 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

6139400D2030 メロペン点滴用バイアル０．５ｇ 共通 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

6132418F2064 モダシン静注用１ｇ 共通 セフェム系抗生物質製剤

8114401A1139 モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「タケダ」 共通 モルヒネ系製剤

8114401A2135 モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「タケダ」 共通 モルヒネ系製剤

6139504G2024 ユナシン－Ｓキット静注用３ｇ 共通 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

6139504F1022 ユナシン－Ｓ静注用０．７５ｇ 共通 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

4291431D1027 ヨンデリス点滴静注用０．２５ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

4291431D2023 ヨンデリス点滴静注用１ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

1190401G1026 ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ 共通 その他の中枢神経系用薬

2139401A2137 ラシックス注２０ｍｇ 共通 その他の利尿剤

4240403A2042 ラステット注１００ｍｇ／５ｍＬ 共通 その他の抗腫瘍性植物成分製剤

6250405A1032 ラピアクタ点滴静注液バイアル１５０ｍｇ 共通 その他の抗ウイルス剤

6313400E1025 ラビピュール筋注用 共通 ウイルスワクチン類



1115400X2023 ラボナール注射用０．５ｇ 共通 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤

2492416G2024 ランタス注ソロスター 院外 すい臓ホルモン剤

4291401A1097 ランダ注１０ｍｇ／２０ｍＬ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

4291401A3090 ランダ注５０ｍｇ／１００ｍＬ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

3999435A1020 ランマーク皮下注１２０ｍｇ 共通 その他代謝性医薬品

3999423A4027 リクラスト点滴静注液５ｍｇ 共通 その他代謝性医薬品

3339401D1027 リコモジュリン点滴静注用１２８００ 共通 その他の血液凝固阻止剤

2129401A1070 リスモダンＰ静注５０ｍｇ 共通 その他の不整脈用剤

7290413A1029 リゾビスト注 共通 その他の診断用薬

4291407A1035 リツキサン点滴静注１００ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

4291407A2031 リツキサン点滴静注５００ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

2129409G1036 リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 共通 その他の不整脈用剤

1214404A2035 リドカイン点滴静注液１％「タカタ」 共通 キシリジン系製剤

7211404X1037 リピオドール４８０注１０ｍＬ 共通 ヨウ素化合物製剤

2190406A1063 リプル注５μｇ 共通 その他の循環器官用薬

2499407G4029 リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ 共通 その他のホルモン剤

2499407G3030 リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ 共通 その他のホルモン剤

2499407G1054 リュープリン注射用キット１．８８ｍｇ 共通 その他のホルモン剤

2499407G2050 リュープリン注射用キット３．７５ｍｇ 共通 その他のホルモン剤

2454408C1020 リンデロン懸濁注 共通 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

2454404A1064 リンデロン注２ｍｇ（０．４％） 共通 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

3319407A1025 リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ 共通 その他の血液代用剤

3999441G1029 ルミセフ皮下注２１０ｍｇシリンジ 共通 その他代謝性医薬品

2189401G3022 レパーサ皮下注４２０ｍｇオートミニドーザー 共通 その他の高脂血症用剤

1149403A2057 レペタン注０．３ｍｇ 共通 その他の解熱鎮痛消炎剤

2492417G2029 レベミル注　イノレット 共通 すい臓ホルモン剤

3929407D2060 レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ヤクルト」 共通 その他の解毒剤

3929407D1136 レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ヤクルト」 共通 その他の解毒剤

2399402F1026 レミケード点滴静注用１００ 共通 その他の消化器官用薬

6132419F1020 ロセフィン静注用０．５ｇ 共通 セフェム系抗生物質製剤

6132419F2026 ロセフィン静注用１ｇ 共通 セフェム系抗生物質製剤

6132419G1025 ロセフィン点滴静注用１ｇバッグ 共通 セフェム系抗生物質製剤

ロナプリーブ点滴静注セット１３３２ 共通 抗ウイルス剤

1149407A1040 ロピオン静注５０ｍｇ 共通 その他の解熱鎮痛消炎剤

6139500G1089 ワイスタール配合点滴静注用１ｇバッグ 共通 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

1233400A2024 ワゴスチグミン注０．５ｍｇ 共通 ネオスチグミン系製剤

2129402A1040 ワソラン静注５ｍｇ 共通 その他の不整脈用剤

2221400A2060 ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ 共通 エフェドリン及びマオウ製剤

6393401X2028 一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用 共通 精製ツベルクリン

4300430A1027 塩化インジウム（１１１Ｉｎ）注 共通 その他放射性医薬品

4300432A1034 塩化タリウム（２０１Ｔｌ）注ＮＭＰ 共通 その他放射性医薬品

4300432A1042 塩化タリウム－Ｔｌ２０１注射液 共通 その他放射性医薬品

3319403G1038 塩化ナトリウム注１０％シリンジ「テルモ」 共通 その他の血液代用剤

6113400A1200 塩酸バンコマイシン点滴静注用０．５ｇ（ＯＫ） 共通 バンコマイシン製剤

乾燥ＢＣＧワクチン（経皮用・１人用） 共通 細菌ワクチン類

6343423X1050 乾燥ＨＢグロブリン筋注用２００単位「ニチヤク」 共通 血漿分画製剤

6331412X1078 乾燥まむし抗毒素「ＫＭＢ」 共通 抗毒素類

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 共通 ウイルスワクチン類

乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 共通 ウイルスワクチン類

3919502A1384 強力ネオミノファーゲンシーＰ静注２０ｍＬ 共通 その他の肝臓疾患用剤

3919502A1384 強力ネオミノファーゲンシーＰ静注２０ｍＬ 共通 その他の肝臓疾患用剤

6343410X2130 献血アルブミン５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ「ＪＢ」 共通 血漿分画製剤

6343428A4033 献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注５ｇ／１００ｍＬ 共通 血漿分画製剤

6343402X2071 献血グロベニン－Ｉ静注用２５００ｍｇ 共通 血漿分画製剤

6343424D3027 献血ノンスロン１５００注射用 共通 血漿分画製剤

6343400X3044 献血ベニロン－Ｉ静注用２５００ｍｇ 共通 血漿分画製剤

6343400X1041 献血ベニロン－Ｉ静注用５００ｍｇ 共通 血漿分画製剤

6343407X2066 抗Ｄグロブリン筋注用１０００倍「ニチヤク」 共通 血漿分画製剤

4490400A1037 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アカマツ花粉１：１００ 共通 その他のアレルギー用薬

4490403A1049 治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉２，０００ＪＡＵ／ｍＬ共通 その他のアレルギー用薬

7290400A1269 診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」スギ花粉１：１，０００ 共通 その他の診断用薬

4490401A1031 診断用アレルゲン皮内エキス治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト１：１，０００共通 その他のアレルギー用薬

2456405D2023 水溶性プレドニン２０ｍｇ 共通 プレドニゾロン系製剤

3311402G7050 生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ 共通 生理食塩液類

3311401H6062 生理食塩液「ヒカリ」（250ｍL) 共通 生理食塩液類

3311401H2032 生理食塩液「ヒカリ」（50ｍL) 共通 生理食塩液類

3311401A3162 生理食塩液ＰＬ「フソー」（100ｍL) 共通 生理食塩液類

6343410X5210 赤十字アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ 共通 血漿分画製剤

3311401A2026 大塚生食注（20ｍL) 共通 生理食塩液類



3311401A7028 大塚生食注（500ｍL) 共通 生理食塩液類

3311402G9036 大塚生食注２ポート（100ｍL) 共通 生理食塩液類

3231401J7025 大塚糖液１０％（20ｍL) 共通 ブドウ糖製剤

3231401A1094 大塚糖液５％（20ｍL) 共通 ブドウ糖製剤

3231401J6029 大塚糖液５％（250ｍL) 共通 ブドウ糖製剤

3231400P4032 大塚糖液５％２ポート（100ｍL) 共通 ブドウ糖製剤

3231401J5030 大塚糖液７０％（350ｍL) 共通 ブドウ糖製剤

3929400A3220 炭酸水素Ｎａ静注７％ＰＬ「フソー」 共通 その他の解毒剤

4211402D1020 注射用イホマイド１ｇ 共通 クロルエチルアミン系製剤

4211401D1033 注射用エンドキサン１００ｍｇ 共通 クロルエチルアミン系製剤

4211401D2021 注射用エンドキサン５００ｍｇ 共通 クロルエチルアミン系製剤

4240402D2028 注射用フィルデシン３ｍｇ 共通 その他の抗腫瘍性植物成分製剤

6111400D3051 注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位 共通 ペニシリン系抗生物質製剤

6132425D2020 注射用マキシピーム１ｇ 共通 セフェム系抗生物質製剤

4222400D2020 注射用メソトレキセート５０ｍｇ 共通 メトトレキサート製剤

4222400D1024 注射用メソトレキセート５ｍｇ 共通 メトトレキサート製剤

7131400A4156 注射用水ＰＬ「フソー」（100ｍL） 共通 精製水類

7131400A2145 注射用水ＰＬ「フソー」（20ｍL） 共通 精製水類

7131400H3026 注射用水バッグ「フソー」（1000ｍL) 共通 精製水類

6322401G1020 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 共通 トキソイド類

3319536A4029 低分子デキストランＬ注 共通 その他の血液代用剤

4291401D1026 動注用アイエーコール１００ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

4291401D2022 動注用アイエーコール５０ｍｇ 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

1162400A1067 乳酸ビペリデン注５ｍｇ「ヨシトミ」 共通 ビペリデン製剤

無水エタノール注「フソー」 共通 その他の抗悪性腫瘍用剤

1244401A1069 硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ 共通 マグネシウム塩製剤

6161400D1034 硫酸ストレプトマイシン注射用１ｇ「明治」 共通 ストレプトマイシン系抗生物質製剤


