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番号 品名 落札者名 

【1】 キイトルーダ点滴静注 100mg なし 

【2】 レブラミドカプセル 5mg なし 

【3】 オプジーボ点滴静注 240mg なし 

【4】 カヌマ点滴静注液 20mg なし 

【5】 ダラザレックス点滴静注 400mg なし 

【6】 ベルケイド注射用 3mg なし 

【7】 テセントリク点滴静注 1200mg なし 

【8】 サムスカ錠１５ｍｇ PTP なし 

【9】 タグリッソ錠 80mg なし 

【10】 ポマリストカプセル４ｍｇ なし 

【11】 ハーボニー配合錠 なし 

【12】 アブラキサン点滴静注用 100mg なし 

【13】 アバスチン点滴静注用 400mg なし 

【14】 ビクトーザ皮下注 18mg なし 

【15】 シンポニー皮下注５０シリンジ なし 

【16】 レミケード点滴静注用 100 なし 

【17】 アリムタ注射用 500mg なし 

【18】 イミフィンジ点滴静注 120mg なし 

【19】 アクテムラ皮下注 162mg ｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ なし 

【20】 マヴィレット配合錠 なし 

【21】 ジーラスタ皮下注 3.6mg なし 

【22】 プログラフカプセル 1mg 株式会社スズケン 

【23】 アイリーア硝子体内注射液 40mg なし 

【24】 スプリセル錠 50mg なし 

【25】 ニンラーロカプセル３ｍｇ なし 

【26】 シムジア皮下注 200mg オートクリックス 1mL なし 

【27】 ポマリストカプセル３ｍｇ なし 

【28】 デュピクセント皮下注 300mg シリンジ 2mL なし 

【29】 サイラムザ点滴静注液 500mg なし 

【30】 アービタックス注射液 100mg なし 

【31】 エンブレル皮下注 50mg ペン 1mL なし 

【32】 アリムタ注射用 100mg なし 

【33】 ヌーカラ皮下注用 100mg なし 

【34】 エルプラット点滴静注液 100mg 株式会社ケーエスケー 

【35】 ゼルヤンツ錠 5mg PTP なし 
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番号 品名 落札者名 

【36】 トルリシティ皮下注 0.75ｍｇアテオス 0.5mL なし 

【37】 ランマーク皮下注 120mg なし 

【38】 シムジア皮下注 200mg シリンジ なし 

【39】 フェソロデックス筋注 ２５０ｍｇ なし 

【40】 サイラムザ点滴静注液 100mg なし 

【41】 アバスチン点滴静注用 100mg なし 

【42】 オレンシア皮下注 125mg オートインジェクター 1mL なし 

【43】 ノボセブンＨＩ静注用５ｍｇシリンジ なし 

【44】 ブリディオン静注 200mg なし 

【45】 リツキシマブＢＳ点滴静注 500mg「KHK」 50mL アルフレッサ株式会社 

【46】 タグリッソ錠 40mg なし 

【47】 ビターザ注射用 100mg なし 

【48】 ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ 0.5mL なし 

【49】 献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注 5g/50mL なし 

【50】 トレムフィア皮下注 100mg シリンジ 1mL なし 

【51】 ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ なし 

【52】 リコモジュリン点滴静注用 12800 なし 

【53】 リムパーザ錠 150mg なし 

【54】 オフェブカプセル 150mg PTP なし 

【55】 ポマリストカプセル２ｍｇ なし 

【56】 ノボラピット注フレックスタッチ 300 単位 なし 

【57】 ダラザレックス点滴静注 100mg なし 

【58】 イベニティ皮下注 105mg シリンジ なし 

【59】 アドセトリス点滴静注用 50mg なし 

【60】 グリベック錠 100mg なし 

【61】 タケキャブ錠 10mg なし 

【62】 シンポニー皮下注 50mg オートインジェクター 0.5mL なし 

【63】 ネキシウムカプセル 20mg PTP 株式会社スズケン 

【64】 レボレード錠 12.5mg なし 

【65】 バラクルード錠 0.5mg なし 

【66】 サムスカ錠 7.5mg PTP なし 

【67】 ザーコリカプセル 250ｍｇ PTP なし 

【68】 ガザイバ点滴静注 1000mg なし 

【69】 オプスミット錠 10mg なし 

【70】 プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ なし 
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番号 品名 落札者名 

【71】 レンビマカプセル 4mg PTP なし 

【72】 クレストールＯＤ錠 5mg PTP 株式会社スズケン 

【73】 ゼロータ錠 300 なし 

【74】 エムプリシティ点滴静注用 400mg なし 

【75】 トレシーバ注フレックスタッチ なし 

【76】 イブランスカプセル２５ｍｇ PTP なし 

【77】 シムビコートタービュヘイラー60 吸入 なし 

【78】 パージェタ点滴静注 420mg なし 

【79】 クレストールＯＤ錠 2.5mg 株式会社スズケン 

【80】 エパデールＳ９００ 株式会社ケーエスケー 

【81】 アコアラン静注用６００ なし 

【82】 ゼチーア錠 10mg PTP なし 

【83】 ロトリガ粒状カプセル 2g なし 

【84】 タシグナカプセル 150mg PTP なし 

【85】 アロキシ静注 0.75mg なし 

【86】 スーグラ錠 50mg なし 

【87】 タケキャブ錠 20mg なし 

【88】 アクテムラ点滴静注用 200mg なし 

【89】 ヒュミラ皮下注 40mg ペン 0.4mL なし 

【90】 オレンシア皮下注 125mg シリンジ 1mL なし 

【91】 タゾピペ配合点滴静注用バッグ 4.5「ﾌｧｲｻﾞｰ」 株式会社ケーエスケー 

【92】 モゾビル皮下注２４ｍｇ なし 

【93】 ヒルドイドローション 0.3% 50g なし 

【94】 献血ベニロン-Ｉ静注用 5g なし 

【95】 オルミエント錠４ｍｇ PTP なし 

【96】 ハーセプチン注射用１５０（希釈なし） 株式会社ケーエスケー 

【97】 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ PTP 株式会社ケーエスケー 

【98】 ベンリスタ皮下注 200mg オートインジェクター 1mL なし 

【99】 アグリリンカプセル 0.5mg なし 

【100】 イレッサ錠 250 なし 

【101】 トラゼンタ錠 5mg PTP 株式会社スズケン 

【102】 エムプリシティ点滴静注用 300mg なし 

【103】 アミティーザカプセル２４μｇ PTP なし 

【104】 フォルテオ皮下注キット 600μｇ 2.4mL なし 

【105】 ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ PTP なし 
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番号 品名 落札者名 

【106】 トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェクター １ｍＬ なし 

【107】 イグザレルト錠 １５ｍｇ なし 

【108】 エフィエント錠 3.75ｍｇ なし 

【109】 ソマチュリン皮下注 120mg なし 

【110】 ジェムザール注射用１ｇ 株式会社メディセオ 

【111】 ユーゼル錠 ２５ｍｇ なし 

【112】 イクスタンジ錠 80mg PTP なし 

【113】 ジャヌビア錠 50mg PTP なし 

【114】 リュープリンＰＲＯ注射用キット 22.5mg なし 

【115】 リリカＯＤ錠７５ｍｇ PTP なし 

【116】 トラクリア錠 62.5mg なし 

【117】 トレアキシン点滴静注用 100mg なし 

【118】 コセンティクス皮下注 150mg ペン 1mL なし 

【119】 イムブルビカカプセル１４０ｍｇ PTP なし 

【120】 ディスコビスク 1.0 眼粘弾剤 なし 

【121】 プラケニル錠 200mg PTP なし 

【122】 生食注シリンジ「ｵｰﾂｶ」 5mL（ﾙｱｰﾛｯｸ） 東邦薬品株式会社 

【123】 ミルセラ注シリンジ １００μｇ 株式会社ケーエスケー 

【124】 ジャカビ錠 5mg PTP なし 

【125】 ベクティビックス点滴静注 100mg なし 

【126】 イメンドカプセル 80mg なし 

【127】 ノベルジン錠２５ｍｇ PTP なし 

【128】 タキソール注 100mg 株式会社スズケン 

【129】 カンサイダス点滴静注用 ５０ｍｇ なし 

【130】 エルカルチン FF 内用液 10%分包 10mL なし 

【131】 ネオーラル２５ｍｇカプセル PTP なし 

【132】 オルメテックＯＤ錠 20mg 株式会社スズケン 

【133】 モビプレップ配合内用剤 なし 

【134】 ヴォトリエント錠２００ｍｇ PTP なし 

【135】 メロペネム点滴静注用 0.5g「ファイザー」 株式会社スズケン 

【136】 ヒルドイドソフト軟膏 0.3％ 50g なし 

【137】 レザルタス配合錠ＨＤ PTP なし 

【138】 リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ なし 

【139】 サムチレール内用懸濁液１５％ なし 

【140】 トラムセット配合錠 PTP 株式会社メディセオ 
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番号 品名 落札者名 

【141】 タシグナカプセル 200mg なし 

【142】 ボナロン経口ゼリー35mg なし 

【143】 イオパミロン３７０シリンジ 100mL 株式会社スズケン 

【144】 リーバクト配合顆粒 HS 株式会社スズケン 

【145】 ゾレア皮下注用 150mg なし 

【146】 メトレート錠２ｍｇ PTP なし 

【147】 アクテムラ点滴静注用 80mg なし 

【148】 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ PTP 株式会社ケーエスケー 

【149】 ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ なし 

【150】 オムニパーク３００シリンジ 100mL なし 

【151】 スルバシリン静注用 1.5g なし 

【152】 アレセンサカプセル 150mg PTP なし 

【153】 ネスプ注射液 180μg プラシリンジ 0.5mL 株式会社ケーエスケー 

【154】 ノルディトロピン フレックスプロ注５ｍｇ なし 

【155】 フルマゼニル静注液 0.2mg「ケミファ」 2mL 株式会社メディセオ 

【156】 レミッチＯＤ錠２．５μｇ PTP 株式会社ケーエスケー 

【157】 ロミプレート皮下注 250μg 調製用 なし 

【158】 ライゾデグ配合注フレックスタッチ なし 

【159】 ケブザラ皮下注 200mg オートインジェクター 1.14mL なし 

【160】 ファンガード点滴用５０mg なし 

【161】 ネスプ注射液 120μg プラシリンジ 0.5mL 株式会社ケーエスケー 

【162】 ジフルカンカプセル１００ｍｇ PTP 株式会社ケーエスケー 

【163】 リアルダ錠 1200mg PTP 株式会社メディセオ 

【164】 リツキシマブＢＳ点滴静注 100mg「KHK」 10mL 株式会社ケーエスケー 

【165】 テネリア錠 20mg PTP なし 

【166】 ミルセラ注シリンジ １５０μｇ 株式会社ケーエスケー 

【167】 ジャディアンス錠 10mg PTP なし 

【168】 プレセデックス静注液 200μg/50mL シリンジ｢ﾏﾙｲｼ｣ 株式会社メディセオ 

【169】 サインバルタカプセル 20mg なし 

【170】 ニンラーロカプセル４ｍｇ なし 

【171】 エクメット配合錠ＨＤ PTP 株式会社メディセオ 

【172】 献血グロベニン－Ｉ静注用 5000mg なし 

【173】 ケアラム錠 25mg PTP なし 

【174】 ロンサーフ配合錠Ｔ２０ なし 

【175】 エンブレル皮下注 25mg ペン 0.5mL なし 
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番号 品名 落札者名 

【176】 エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ なし 

【177】 アデムパス錠 0.5ｍｇ PTP なし 

【178】 ルセンティス硝子体内注射用キット 10mg なし 

【179】 アテレック錠１０ PTP 株式会社ケーエスケー 

【180】 レパーサ皮下注 420mg オートミニドーザー 3.5mL なし 

【181】 パリエット錠 10mg PTP 株式会社ケーエスケー 

【182】 レギュニール ＨＣａ １．５腹膜透析液 １５００ｍＬ なし 

【183】 ザイティガ錠 250mg PTP なし 

【184】 スピリーバ 2.5μｇレスピマット 60 吸入 なし 

【185】 フォシーガ錠 5mg なし 

【186】 ハーセプチン注射用６０（希釈なし） なし 

【187】 ベタニス錠５０ｍｇ PTP なし 

【188】 ザイボックス注射液 600mg なし 

【189】 モーラステープＬ 40mg なし 

【190】 カナリア配合錠 PTP なし 

【191】 リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ なし 

【192】 ミカルディス錠 40mg PTP なし 

【193】 セルセプトカプセル 250mg 株式会社ケーエスケー 

【194】 ネクサバール錠 200mg なし 

【195】 レルベア 200 エリプタ 30 吸入用 株式会社スズケン 

【196】 インスリングラルギンＢＳ注ミリオペン｢リリー｣ 3mL なし 

【197】 注射用フサン５０ なし 

【198】 エリキュース錠 ５ｍｇ なし 

【199】 エクア錠 50mg PTP なし 

【200】 リパクレオンカプセル１５０ｍｇ PTP なし 

【201】 ルミセフ皮下注２１０ｍｇシリンジ １．５ｍＬ なし 

【202】 カイプロリス点滴静注用 40mg なし 

【203】 セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「ＮＰ」 なし 

【204】 タケルダ配合錠 PTP なし 

【205】 エルプラット点滴静注液 50mg 株式会社ケーエスケー 

【206】 イメンドカプセル 125mg PTP なし 

【207】 シナジス筋注液 100mg なし 

【208】 アボネックス筋注用シリンジ 30μg なし 

【209】 ベムリディ錠 25mg B なし 

【210】 ゾレア皮下注 150mg シリンジ 1mL なし 
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番号 品名 落札者名 

【211】 セレコックス錠 100mg PTP なし 

【212】 ジェノトロピンゴークイック注用 5.3mg 株式会社スズケン 

【213】 スチバーガ錠 40mg PTP なし 

【214】 ファーストシン静注用１ｇ なし 

【215】 ペンタサ顆粒 94% なし 

【216】 ネスプ注射液 60μg プラシリンジ 0.5mL 株式会社ケーエスケー 

【217】 レトロゾール錠 2.5mg「ＥＥ」 PTP 株式会社メディセオ 

【218】 イミフィンジ点滴静注 500mg なし 

【219】 プログラフカプセル 0.5mg 株式会社スズケン 

【220】 エプクルーサ配合錠 PTP なし 

【221】 エディロールカプセル 0.75μg PTP なし 

【222】 ジオトリフ錠 30mg なし 

【223】 カナグル錠 100mg なし 

【224】 サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット 20mg なし 

【225】 ポテリジオ点滴静注 20mg なし 

【226】 フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用 なし 

【227】 ヒューマログ注ミリオペン 300 単位 なし 

【228】 フィルグラスチム BS 注 75μg シリンジ｢ﾓﾁﾀﾞ｣ 0.3mL 株式会社メディセオ 

【229】 ネキシウムカプセル 10mg PTP 株式会社スズケン 

【230】 ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ なし 

【231】 イオパミロン３００シリンジ 100ML 株式会社スズケン 

【232】 オプジーボ点滴静注 100mg なし 

【233】 フェブリク錠 20mg PTP なし 

【234】 ジオトリフ錠 40mg なし 

【235】 ジェブタナ点滴静注 60mg なし 

【236】 タルセバ錠 100mg なし 

【237】 ファセンラ皮下注 30mg シリンジ なし 

【238】 カドサイラ点滴静注用 160mg なし 

【239】 大塚生食注 *500mL なし 

【240】 ビーフリード点滴静注用 500mL なし 

【241】 アジルバ錠 20mg PTP なし 

【242】 エリキュース錠 2.5mg PTP なし 

【243】 ベリプラストＰ コンビセット組織接着用 3mL なし 

【244】 セイブル錠 50mg 株式会社スズケン 

【245】 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL｢NK｣ 100mL 株式会社ケーエスケー 
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番号 品名 落札者名 

【246】 大塚生食注 *100mL なし 

【247】 大塚生食注 2 ポート 100mL なし 

【248】 献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注 2.5g/25mL なし 

【249】 アサコール錠 400mg PTP 株式会社ケーエスケー 

【250】 グラクティブ錠 100mg なし 

【251】 イオパミロン３００シリンジ 80ML 株式会社スズケン 

【252】 オレンシア点滴静注用 250mg なし 

【253】 サレドカプセル５０ PTP なし 

【254】 ミルセラ注シリンジ ５０μｇ なし 

【255】 アイミクス配合錠ＨＤ PTP 株式会社メディセオ 

【256】 カルセド注射用 20mg なし 

【257】 レルベア 100 エリプタ 30 吸入用 なし 

【258】 クロピドグレル錠 75mg「SANIK」 PTP 株式会社スズケン 

【259】 ガドビスト静注 1.0mol/L シリンジ 7.5mL なし 

【260】 アボルブカプセル 0.5mg なし 

【261】 ソルデム３Ａ輸液 500mL なし 

【262】 フェブリク錠１０ｍｇ PTP なし 

【263】 ドキシル注 20mg 株式会社メディセオ 

【264】 ニンラーロカプセル２．３ｍｇ なし 

【265】 アジルバ錠 40mg なし 

【266】 メトホルミン塩酸塩錠 250mgＭＴ「ニプロ」 PTP なし 

【267】 ジェムザール注射用２００ｍｇ 株式会社メディセオ 

【268】 ロカルトロール注０．５ なし 

【269】 エルカルチン FF 静注 1000mg シリンジ 5mL なし 

【270】 イグザレルト錠 １０ｍｇ なし 

【271】 スーテントカプセル 12.5mg なし 

【272】 アコファイド錠 100mg PTP なし 

【273】 ピレスパ錠 200mg なし 

【274】 リリカＯＤ錠２５ｍｇ PTP なし 

【275】 ルセフィ錠 2.5mg なし 

【276】 レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」 なし 

【277】 メマリーＯＤ錠 5mg なし 

【278】 イーケプラ錠 250mg PTP なし 

【279】 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用「MEEK」 0.5g 株式会社メディセオ 

【280】 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」 PTP 株式会社ケーエスケー 
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番号 品名 落札者名 

【281】 ヤーボイ点滴静注液 50mg 10mL なし 

【282】 エポエチンアルファＢＳ注 3000 シリンジ「JCR」 2mL 株式会社メディセオ 

【283】 ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ 10mL なし 

【284】 ロンサーフ配合錠Ｔ１５ なし 

【285】 ザクラス配合錠ＨＤ PTP なし 

【286】 ボシュリフ錠 100mg PTP なし 

【287】 フリバスＯＤ錠 ７５ｍｇ PTP 株式会社ケーエスケー 

【288】 バクタ配合錠 PTP なし 

【289】 グーフィス錠 5mg 株式会社メディセオ 

【290】 イムセラカプセル 0.5mg PTP なし 

【291】 アムロジピンＯＤ錠 5mg「あすか」 PTP 株式会社メディセオ 

【292】 カルボプラチン点滴静注液 450mg「NK」 株式会社メディセオ 

【293】 ピートル顆粒分包 250mg なし 

【294】 フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「ＳＡＮＩＫ」 PTP 株式会社スズケン 

【295】 オフェブカプセル 100mg PTP なし 

【296】 ローブレナ錠 100mg PTP なし 

【297】 アトルバスタチン錠 10mg「ＥＥ」 PTP 株式会社メディセオ 

【298】 ミカムロ配合錠ＡＰ PTP 株式会社スズケン 

【299】 献血アルブミン 20%静注 10g/50mL「ﾆﾁﾔｸ」 なし 

【300】 メチコバール錠５００μｇ PTP なし 

【301】 イルベタン錠 100mg なし 

【302】 セフォチアム塩酸塩点滴静注用１ｇバッグ「NP」 なし 

【303】 リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍｇ「あすか」 株式会社メディセオ 

【304】 ランタスＸＲ注ソロスター 1.5mL なし 

【305】 献血アルブミン 5%静注 12.5g｢JB｣ 250mL なし 

【306】 アムビゾーム点滴静注用 50mg なし 

【307】 オイパロミン 370 注 100mL 株式会社スズケン 

【308】 Ｄドライ透析剤２．７５Ｓ 【4 組/ﾊｺ】 アルフレッサ株式会社 

【309】 シュアポスト錠 0.5mg PTP なし 

【310】 オテズラ錠３０ｍｇ PTP なし 

【311】 セレコックス錠 200mg PTP なし 

【312】 １％ディプリバン注キット なし 

【313】 キロサイドＮ注 1g 株式会社メディセオ 

【314】 ジオトリフ錠 20mg なし 

【315】 ランソプラゾールＯＤ錠 15mg「日医工」 PTP なし 
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【316】 ハラヴェン静注 1mg なし 

【317】 ゴナックス皮下注用 80mg なし 

【318】 オキシコンチンＴＲ錠 20mg PTP なし 

【319】 アクチバシン注 2400 万 なし 

【320】 ウルソデオキシコール酸錠 100mg「サワイ」 PTP 株式会社ケーエスケー 

【321】 クレナフィン爪外用 10% なし 

【322】 ソル・メドロール静注用 500mg なし 

【323】 ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） HS なし 

【324】 ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００ 0.5g 株式会社ケーエスケー 

【325】 マグミット錠 330mg PTP なし 

【326】 スピオルトレスピマット６０吸入 なし 

【327】 ロゼレム錠 8mg PTP なし 

【328】 Ｄドライ透析剤２．５Ｓ 【4 組/ﾊｺ】 アルフレッサ株式会社 

【329】 トレリーフＯＤ錠 25mg なし 

【330】 リクラスト点滴静注液 5mg なし 

【331】 ワイスタール配合点滴静注用 1ｇバッグ なし 

【332】 ブイフェンド 200mg 静注用 株式会社ケーエスケー 

 


