
注 射 薬 一 覧
院外＝院外限定医薬品　　　削除＝削除医薬品(販売中止等含む)

後発＝後発医薬品 , バイオ後続医薬品　　　新規＝新規採用医薬品   (2022.12.22現在)

後発 区分 医薬品名

新規 後発 ラニビズマブBS硝子体内注射用キット 10mg/mL「センジュ」

新規 後発 ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」

新規 後発 ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」

新規 ベンリスタ皮下注200mg オートインジェクター

アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL

アクチバシン注1200万

アクテムラ点滴静注用80mg

アクテムラ点滴静注用200mg

院外 アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター

アイファガン点眼液0.1%

アクプラ静注用50mg

アクラシノン注射用20mg

アコアラン静注用600

後発 アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」

アジョビ皮下注225mgシリンジ

後発 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」

アセリオ静注液1000mgバッグ

アタラックス-P注射液(50mg/ml)

後発 アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」

アデホス-Lコーワ注40mg

アトニン-O注5単位

後発 アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」

アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」

アナペイン注2mg/mL

アナペイン注7.5mg/mL

アネメトロ点滴静注液500mg

アネレム静注用50mg

アバスチン点滴静注用100mg/4mL

アバスチン点滴静注用400mg/16mL

アービタックス注射液100mg

アピドラ注ソロスター

院外 アボネックス筋注30μgペン

後発 アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」

アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」

アミゼットB輸液

アミノレバン点滴静注

アムビゾーム点滴静注用50mg

アリナミンF100注

アルギニン点滴静注30g「AY」

アルケラン静注用50mg

アルツディスポ関節注25mg

後発 アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」

後発 アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」



後発 区分 医薬品名

後発 アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」

後発 イオパミドール300注シリンジ100mL「F」

後発 イオパミドール370注シリンジ100mL「F」

イオパミロン注300シリンジ

EOB・プリモビスト注シリンジ

後発 イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」

イオメロン300注50mL

イオメロン350注100mL

イオメロン350注シリンジ135mL

イーケプラ点滴静注500mg

イダマイシン静注用5mg

イノバン注0.3%シリンジ

イベニティ皮下注105mgシリンジ

注射用イホマイド1g

後発 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」

後発 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」

インジゴカルミン注20mg「AFP」

後発 院外 インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」

後発 インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」

後発 インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」

イントラリポス輸液10%

イントラリポス輸液20%

献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL

ウテメリン注50mg

ウログラフイン注60%

ウロナーゼ静注用6万単位

ウロミテキサン注400mg

乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」

エクストラニール腹膜透析液

エスポー注射液750

エスポー皮下用24000シリンジ

後発 エダラボン点滴静注30mgバッグ「トーワ」

後発 エトポシド点滴静注液100mg「サンド」

エナルモンデポー筋注125mg

院外 エヌジェンラ皮下注24mgペン

院外 エヌジェンラ皮下注60mgペン

エネフリード輸液

院外 エピペン注射液0.15mg

エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ

院外 エピペン注射液0.3mg

後発 エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」

ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg

エポジン注シリンジ1500

エポジン注シリンジ3000

エホチール注10mg

エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター

エリル点滴静注液30mg

LH-RH注0.1mg「タナベ」



後発 区分 医薬品名

エルシトニン注40単位

エルネオパNF1号輸液

エルネオパNF2号輸液

エルプラット点滴静注液50mg

エルプラット点滴静注液100mg

エレメンミック注

注射用エンドキサン500mg

注射用エンドキサン100mg

エンハーツ点滴静注用100mg

エンブレル皮下注50mgペン1.0mL

大塚塩カル注2%

大塚蒸留水

大塚食塩注10%

大塚生食注

大塚糖液5%

大塚糖液10%

大塚糖液20%

大塚糖液50%

後発 オキシコドン注射液10mg「第一三共」

後発 オキシコドン注射液50mg「第一三共」

後発 オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」

後発 オザグレルNa点滴静注液40mg「トーワ」

院外 オゼンピック皮下注2mg

オノアクト点滴静注用50mg

オビソート注射用0.1g

オフサグリーン静注用25mg

オプジーボ点滴静注20mg

オプジーボ点滴静注240mg

オプチレイ320注20mL

オプチレイ350注シリンジ100mL

オプチレイ350注シリンジ135mL

オムニパーク240注シリンジ100mL

オムニパーク300注100mL

オムニパーク300注シリンジ50mL

オムニパーク300注シリンジ125mL

オムニパーク350注50mL

後発 オメプラゾール注用20mg「NP」

オルダミン注射用1g

院外 オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL

オンコビン注射用1mg

後発 オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」

オンデキサ静注用200mg

乾燥ガスえそ抗毒素「KMB」

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL

後発 ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」

後発 ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」

カルチコール注射液8.5%5mL



後発 区分 医薬品名

後発 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」

カルボカインアンプル注1%

カルボカインアンプル注2%

後発 カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」

後発 カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」

後発 カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」

キイトルーダ点滴静注100mg

キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有

キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有

後発 キシロカイン注シリンジ1%

キシロカイン注ポリアンプ1%

キシロカイン注ポリアンプ2%

キュビシン静注用350mg

キロサイド注20mg

キロサイド注60mg

キロサイド注200mg

キロサイドN注1g

キンダリー透析剤5E

キンダリー透析剤AF5号

後発 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」

後発 グリセレブ配合点滴静注

クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」

グルカゴンGノボ注射用1mg

クレキサン皮下注キット2000IU

院外 グロウジェクト皮下注12mg

献血グロベニン-I静注用5000mg

ケイセントラ静注用500

ケイセントラ静注用1000

ケイツーN静注10mg

後発 KCL注20mEqキット「テルモ」

ケタラール静注用50mg

ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL

ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL

後発 ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」

後発 ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」

ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「F」

抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」

コートロシン注射用0.25mg

ゴナックス皮下注用80mg

ゴナックス皮下注用120mg

ゴナックス皮下注用240mg

サイレース静注2mg

ザバクサ配合点滴静注用

サブラッド血液ろ過用補充液BSG

サムタス点滴静注用8mg

サンリズム注射液50

ジアグノグリーン注射用25mg

注射用GHRP科研100



後発 区分 医薬品名

院外 ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg

院外 ジェノトロピンゴークイック注用12mg

ジゴシン注0.25mg

後発 シスプラチン注10mg「日医工」

後発 シスプラチン注50mg「日医工」

ジスロマック点滴静注用500mg

歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ

シナジス筋注液50mg

シナジス筋注液100mg

シプロキサン注400mg

シベクトロ点滴静注用200mg

後発 シベレスタットNa点滴静注用100mg「VTRS」

ジーラスタ皮下注3.6mg

シンビット静注用50mg

シンポニー皮下注50mgオートインジェクター

ステラーラ皮下注45mgシリンジ

スープレン吸入麻酔液

スベニールディスポ関節注25mg

院外 スミフェロン注DS300万IU

院外 スミフェロン注DS600万IU

後発 スルバシリン静注用1.5g

スロンノンHI注10mg/2mL

後発 生食注キット「フソー」

後発 生食注シリンジ「NP」

後発 生食注シリンジ50mL「ニプロ」

生理食塩液PL「フソー」

生理食塩液バッグ「フソー」

後発 セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」

後発 セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」

セフォタックス注射用0.5g

セフォタックス注射用1g

後発 セフタジジム静注用1g「VTRS」

後発 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」

後発 セフメタゾールNa静注用1g「NP」

セルシン注射液5mg

セルシン注射液10mg

院外 ソグルーヤ皮下注5mg

院外 ソグルーヤ皮下注10mg

ソセゴン注射液15mg

ソナゾイド注射用16μL

ゾラデックス1.8mgデポ

ゾラデックス3.6mgデポ

ゾラデックスLA10.8mgデポ

院外 ソリクア配合注ソロスター

ソルアセトD輸液

ソルアセトF輸液

ソル・コーテフ注射用100mg

ソル・コーテフ静注用250mg



後発 区分 医薬品名

ソル・コーテフ静注用500mg

ソルデム1輸液

ソルデム3A輸液

ソルデム3AG輸液

ソルデム6輸液

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ

ソル・メドロール静注用40mg

ソル・メドロール静注用125mg

ソル・メドロール静注用500mg

ソル・メドロール静注用1000mg

後発 ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」

ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液

ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液

ダイアモックス注射用500mg

ダウノマイシン静注用20mg

ダカルバジン注用100

タケプロン静注用30mg

後発 タゾピペ配合静注用4.5「明治」

後発 ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」

後発 ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」

後発 ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」

後発 ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」

後発 ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」

後発 ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」

ダントリウム静注用20mg

チエナム点滴静注用0.5g

注射用水(光)

チラーヂンS静注液200μg

一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用

TRH注0.5mg「タナベ」

後発 テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」

1%ディプリバン注

1%ディプリバン注-キット

後発 デキサート注射液3.3mg

低分子デキストランL注

後発 デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」

デスフェラール注射用500mg

テタノブリンIH静注250単位

デトキソール静注液2g

デノシン点滴静注用500mg

デュピクセント皮下注300mgペン

後発 テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」

テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター

ドキシル注20mg

後発 ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」

後発 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」

後発 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」

ドパストン静注25mg



後発 区分 医薬品名

後発 ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」

後発 ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」

後発 ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」

ドブトレックスキット点滴静注用600mg

トブラシン注60mg

ドプラム注射液400mg

後発 トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」

後発 トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」

トルリシティ皮下注0.75mgアテオス

トレアキシン点滴静注液100mg/4mL

トレシーバ注 フレックスタッチ

ドロレプタン注射液25mg

後発 ナファモスタットメシル酸塩注用10mg「トーワ」

ナルベイン注2mg

ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」

後発 ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」

後発 ニコペリック腹膜透析液

後発 ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」

後発 ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」

後発 ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」

ニトロール注5mg

ネオアミユー輸液

ネオシネジンコーワ注1mg

ネオビタカイン注5mL

後発 ネオファーゲン静注20mL

ネオフィリン注250mg

ネスプ注射液120μgプラシリンジ

ノイトロジン注100μg

ノイロトロピン注射液3.6単位

ノクサフィル点滴静注300mg

ノバントロン注20mg

ノーベルバール静注用250mg

院外 ノボラピッド注 100単位/mL

ノボラピッド注 フレックスタッチ

院外 ノボラピッド注 ペンフィル

ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン

院外 ノボリンR注フレックスペン

ノルアドリナリン注1mg

院外 ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg

献血ノンスロン1500注射用

ハイカリック液-2号

ハイカリックRF輸液

院外 ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL

院外 ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL

院外 ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL

水溶性ハイドロコートン注射液100mg

バクトラミン注

後発 パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」



後発 区分 医薬品名

後発 パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」

パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg

パーサビブ静注透析用シリンジ5mg

沈降破傷風トキソイド「生研」

パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」

バビースモ硝子体内注射液120mg/mL

ハプトグロビン静注2000単位「JB」

ハベカシン注射液200mg

パム静注500mg

バル筋注100mg「AFP」

後発 パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」

後発 ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」

ハロマンス注50mg

ハロマンス注100mg

後発 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」

パントール注射液500mg

ハンプ注射用1000

ピヴラッツ点滴静注液150mg

ビカネイト輸液

光糖液10%

ビクシリン注射用1g

ビクトーザ皮下注18mg

ピシバニール注射用5KE

ビスミラー注5mg

ビダーザ注射用100mg

ビタミンC注「フソー」-500mg

ビタメジン静注用

ヒトCRH静注用100μg「タナベ」

ピトレシン注射液20

ピノルビン注射用20mg

ビーフリード輸液

後発 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」

ビームゲン注0.5mL

ビムパット点滴静注100mg

院外 ヒューマトロープ注射用12mg

ヒューマリンR注100単位/mL

院外 ヒューマログ注100単位/mL

院外 ヒューマログ注ミリオペン

院外 ヒューマログミックス25注ミリオペン

院外 ヒューマログミックス50注ミリオペン

院外 ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL

院外 ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL

ピリヴィジェン10%静注5g/50mL

ビリスコピン点滴静注50

後発 ファモチジン静注20mg「日新」

フィジオ140輸液

フィジオゾール3号輸液



後発 区分 医薬品名

ブイフェンド200mg静注用

フィブロガミンP静注用

後発 フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」

後発 フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」

注射用フィルデシン1mg

フェインジェクト静注500mg

フェジン静注40mg

フェソロデックス筋注250mg

フエロン注射用300万

後発 フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」

後発 フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」

院外 フォルテオ皮下注キット600μg

注射用フサン50

後発 ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」

プラリア皮下注60mgシリンジ

プリズバインド静注液2.5g

ブリディオン静注200mg

後発 フルオレサイト静注500mg

後発 フルオロウラシル注250mg「トーワ」

後発 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」

後発 フルマゼニル注射液0.5mg「F」

プレアミン-P注射液

ブレオ注射用15mg

水溶性プレドニン10mg

水溶性プレドニン20mg

水溶性プレドニン50mg

プロイメンド点滴静注用150mg

プログラフ注射液2mg

プロゲデポー筋注125mg

プロジフ静注液200

プロスタルモン・F注射液1000

後発 フロセミド注射液20mg「日医工」

プロタノールL注0.2mg

プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」

後発 プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「サワイ」

プロハンス静注シリンジ17mL

後発 プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」

後発 ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」

ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL

院外 ベタフェロン皮下注用960万国際単位

ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」

ベナンバックス注用300mg

注射用ペニシリンGカリウム100万単位

献血ベニロン-I静注用2500mg

献血ベニロン-I静注用5000mg

後発 ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」

後発 ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」

後発 ヘパフィルド透析用200単位/mLシリンジ20mL



後発 区分 医薬品名

後発 ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」

ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」

後発 ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL

ヘブスブリンIH静注1000単位

後発 ペメトレキセド点滴静注液100mg「トーワ」

後発 ペメトレキセド点滴静注液500mg「トーワ」

ベルケイド注射用3mg

ヘルニコア椎間板注用1.25単位

ヘルベッサー注射用50

ベンリスタ皮下注200mg オートインジェクター

後発 ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」

点滴静注用ホスカビル注24mg/mL

ホストイン静注750mg

ホスミシンS静注用1g

ボスミン注1mg

ボトックス注用50単位

ボトックス注用100単位

ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL

ポリドカスクレロール3%注2mL

後発 ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」

ボルベン輸液6%

マイトマイシン注用2mg

マイトマイシン注用10mg

マーカイン注0.5%

マーカイン注脊麻用0.5%高比重

後発 マキサカルシトール静注透析用2.5μg｢NIG｣

マキュエイド眼注用40mg

マグセント注100mL

マグネスコープ静注38%シリンジ15mL

乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」

マルタミン注射用

マンニットールS注射液

ミオテクター冠血管注

後発 ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」

後発 ミダゾラム注10mg「サンド」

ミダフレッサ静注0.1%

ミッドペリックL135腹膜透析液

ミッドペリックL250腹膜透析液

ミッドペリックL400腹膜透析液

後発 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」

ミラクリッド注射液5万単位

ミルセラ注シリンジ50μg

ミルセラ注シリンジ75μg

ミルセラ注シリンジ100μg

ミルセラ注シリンジ150μg

ミルセラ注シリンジ250μg

後発 ミルリノン注射液10mg「F」

無水エタノール「ヨシダ」



後発 区分 医薬品名

メイロン静注7%

注射用メソトレキセート5mg

メソトレキセート点滴静注液200mg

注射用メソトレキセート50mg

メソトレキセート点滴静注液1000mg

メチコバール注射液500μg

後発 メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」

後発 メトクロプラミド注10mg「NIG」

後発 メロペネム点滴静注用0.5g「NP」

モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」

ライゾデグ配合注 フレックスタッチ

ラクテック注

ラクテックG輸液

ラシックス注100mg

ラスビック点滴静注キット150mg

ラスリテック点滴静注用1.5mg

ラスリテック点滴静注用7.5mg

後発 ラニビズマブBS硝子体内注射用キット 10mg/mL「センジュ」

ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg

ラビピュール筋注用

ラボナール注射用0.5g

院外 ランタス注ソロスター

院外 ランタスXR注ソロスター

ランマーク皮下注120mg

リコモジュリン点滴静注用12800

リゾビスト注

リツキサン点滴静注100mg

リツキサン点滴静注500mg

後発 リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」

後発 リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」

後発 リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」

後発 リネゾリド点滴静注液600mg「明治」

リピオドール480注10mL

硫酸Mg補正液1mEq/mL

リュープリン注射用1.88mg

リュープリンSR注射用キット11.25mg

リュープリンPRO注射用キット22.5mg

後発 リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」

リン酸Na補正液0.5mmol/mL

リンデロン注2mg(0.4%)

リンデロン注4mg(0.4%)

院外 ルムジェブ注ミリオペン

レスピア静注・経口液60mg

院外 レパーサ皮下注140mgペン

レペタン注0.2mg

レベミル注 フレックスペン

後発 レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」

後発 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」



後発 区分 医薬品名

レミケード点滴静注用100

後発 レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」

レラキシン注用200mg

ロイコボリン注3mg

ロイナーゼ注用5000

後発 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」

ロピオン静注50mg

ロラピタ静注2mg

後発 ワイスタール配合静注用1g

ワソラン静注5mg


