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使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

「使用薬剤の薬価（薬価基準 （平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」）」
という ）及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める。
掲示事項等 （平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という ）に」 。
ついては、平成23年厚生労働省告示第441号及び第442号をもって改正されたところです
が、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対し
て周知徹底をお願いします。

記

１ 薬価基準の一部改正について
(1) 薬事法（昭和35年法律第145号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準へ

の収載希望があった新医薬品（内用薬３品目、注射薬５品目及び外用薬４品目）
について、薬価基準の別表に収載したものであること。

(2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりで
あること。

区 分 内 用 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 計注 射 薬

品目数 ９，４１７ ４，３３３ ２，８８６ ３６ １６，６７２

２ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) テリボン皮下注用56.5μg

① 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に 「本剤の適用にあたっては、、
低骨密度、既存骨折、加齢、大腿骨頸部骨折の家族歴等の骨折の危険因子を有
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する患者を対象とすること 」と記載されているので、使用に当たっては十分留。
意すること。

② 本製剤の用法・用量に 「本剤の投与は72週間までとすること」とされ、これ、
に関連する使用上の注意に 「本剤の投与をやむを得ず一時中断したのちに再投、
与する場合であっても、投与期間の合計が72週間を超えないこと。また、72週
間の投与終了後、再度72週間の投与を繰り返さないこと 」と記載されているの。
で、使用に当たっては十分留意すること。

(2) タコシール組織接着用シート
本製剤の効能・効果は 「肝臓外科、肺外科、心臓血管外科、産婦人科及び泌尿、

器外科領域における手術時の組織の接着・閉鎖（ただし、縫合あるいは接合した
組織から血液、体液又は体内ガスの漏出をきたし、他に適切な処置法のない場合
に限る 」とされており、単に止血を目的として使用される製剤ではないこと。。）

３ 掲示事項等告示の一部改正について
(1) 製薬企業から医療上の需要がなくなる等の理由により削除依頼があった医薬品

（内用薬138品目、注射薬55品目及び外用薬26品目）について、掲示事項等告示の
別表第８に収載することにより、平成２４年４月１日以降保険診療における使用
医薬品から除外するものであること。

(3) (2)により掲示事項等告示の別表第８に収載されている全医薬品の品目数は、
のとおりであること。

区 分 内 用 薬 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 計

品目数 ２５８ １２４ ８７ １ ４７０



（ 参 考１ ）

薬価基準名 成分名 規格単位

1 内用薬 イムセラカプセル0.5mg フィンゴリモド塩酸塩 0.5mg１カプセル 8,172 .00

2 内用薬 ジレニアカプセル0.5mg フィンゴリモド塩酸塩 0.5mg１カプセル 8,172 .00

3 内用薬 テラビック錠250mg テラプレビル 250mg１錠 1,422 .10

4 注射薬 イラリス皮下注用150mg カナキヌマブ（遺伝子組換え） 150mg１瓶 1,435,880

5 注射薬 テリボン皮下注用56.5μg テリパラチド酢酸塩 56.5μg１瓶 12,971

6 注射薬 フェソロデックス筋注250mg フルベストラント 250mg５mL１筒 50,313

7 注射薬 プロイメンド点滴静注用150mg ホスアプレピタントメグルミン 150mg１瓶 14,919

8 注射薬 ホストイン静注750mg ホスフェニトインナトリウム水和物 750mg10mL１瓶 6 299

薬価基準告示

Ｎｏ 　薬 価 (円)

8 注射薬 ホストイン静注750mg ホスフェニトインナトリウム水和物 750mg10mL１瓶 6,299

9 外用薬 タコシール組織接着用シート ヒトフィブリノゲン、トロンビン画分 3.0cm×2.5cm１枚 11,296 .90

10 外用薬 タコシール組織接着用シート ヒトフィブリノゲン、トロンビン画分 4.8cm×4.8cm１枚 31,936 .50

11 外用薬 タコシール組織接着用シート ヒトフィブリノゲン、トロンビン画分 9.5cm×4.8cm１枚 60,091 .80

12 外用薬 ムコスタ点眼液ＵＤ２％ レバミピド ２％0.35mL１本 27 .10



（参考２）

別表第８（平成２４年３月３１日まで）

薬価基準名 成分名 規格単位

1 内用薬 局　アジマリン錠 アジマリン ５０ｍｇ１錠

2 内用薬 アズトレム錠１ｍｇ ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠

3 内用薬 アズトレム錠２ｍｇ ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠

4 内用薬 アズロゲン錠０．５ ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠

5 内用薬 アズロゲン錠１．０ ロラゼパム １ｍｇ１錠

6 内用薬 アスワートシロップ０．５％ チペピジンヒベンズ酸塩 ０．５％１０ｍＬ

7 内用薬 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「イセイ」 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠

8 内用薬 アデフロニックＬカプセル３７．５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム ３７．５ｍｇ１カプセル

9 内用薬 アムロジピン錠２．５ｍｇ「ＲＬＬ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠

10 内用薬 アムロジピン錠５ｍｇ「ＲＬＬ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠

11 内用薬 アラネトリン顆粒１０％ アルジオキサ １０％１ｇ

12 内用薬 アラネトリン錠５０ｍｇ アルジオキサ ５０ｍｇ１錠

13 内用薬
アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル４５ｍｇ
「タイヨー」

アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル

14 内用薬 イルザイム錠５ｍｇ セラペプターゼ ５ｍｇ１錠

15 内用薬 イルザイム錠１０ セラペプターゼ １０ｍｇ１錠

Ｎｏ

掲示事項等告示

15 内用薬 イルザイム錠１０ セラ プタ ゼ １０ｍｇ１錠

16 内用薬 局　ウインクルＮ散１％ ニセルゴリン １％１ｇ

17 内用薬 ＡＴＰ錠「イセイ」
アデノシン三リン酸二ナトリウム水和
物

２０ｍｇ１錠

18 内用薬 エーシーコール錠３０ｍｇ
アドレノクロムモノアミノグアニジンメ
シル酸塩水和物

３０ｍｇ１錠

19 内用薬 エスパレキサン錠１０ オキサピウムヨウ化物 １０ｍｇ１錠

20 内用薬 エバチコール細粒５０％ プロブコール ５０％１ｇ

21 内用薬 エバチコール錠２５０ｍｇ プロブコール ２５０ｍｇ１錠

22 内用薬 エミレース細粒２％ ネモナプリド ２％１ｇ

23 内用薬 局　エリカナールＬ顆粒３７５ｍｇ セファクロル ３７５ｍｇ１包

24 内用薬 オクスプレノロール塩酸塩４０ｍｇ錠 オクスプレノロール塩酸塩 ４０ｍｇ１錠

25 内用薬 オシアット錠２０ｍｇ アフロクアロン ２０ｍｇ１錠

26 内用薬 カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「タイヨー」 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠

27 内用薬 カルベジロール錠２０ｍｇ「ＪＤ」 カルベジロール ２０ｍｇ１錠

28 内用薬 キモタブＳ錠４万単位 ブロメライン ４０，０００単位１錠

29 内用薬 キモタブ配合錠 ブロメライン・結晶トリプシン １錠

30 内用薬 クリメラン懸濁用配合ＤＳ
水酸化アルミニウムゲル・水酸化マ
グネシウム

１ｇ

31 内用薬 グルミン顆粒９９％ Ｌ－グルタミン ９９％１ｇ



薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

32 内用薬 クレチール末 かわらたけの菌糸体 １ｇ

33 内用薬 クロコデミン配合錠
ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミン
マレイン酸塩

１錠

34 内用薬 グロンサン原末 グルクロノラクトン １ｇ

35 内用薬 経口用トロンビン細粒２万単位 トロンビン ２０，０００単位２ｇ１包

36 内用薬 ケジフェン錠５ｍｇ セラペプターゼ ５ｍｇ１錠

37 内用薬 ケテック錠３００ｍｇ テリスロマイシン ３００ｍｇ１錠

38 内用薬 ケパクルＬ錠１０ ニフェジピン １０ｍｇ１錠

39 内用薬 コバクス錠２５０ｍｇ プロブコール ２５０ｍｇ１錠

40 内用薬 コフデニンＡシロップ「調剤用」 チペピジンヒベンズ酸塩 ２％１ｍＬ

41 内用薬 コフメジン錠 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠

42 内用薬 局　ザクール錠１０ エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠

43 内用薬 サクロフト懸濁用配合顆粒
水酸化アルミニウムゲル・水酸化マ
グネシウム

１ｇ

44 内用薬 サクロフト配合内用液
水酸化アルミニウムゲル・水酸化マ
グネシウム

１０ｍＬ

45 内用薬 サニアーゼＧ顆粒 ビオヂアスターゼ２０００配合剤 １ｇ

46 内用薬 サニアーゼＰカプセル ビオヂアスターゼ２０００配合剤 １カプセル

47 内用薬 ジアベパチー錠５０ｍｇ エパルレスタット ５０ｍｇ１錠

48 内用薬 ジウテレン顆粒 トリアムテレン ３３．３３％１ｇ

49 内用薬 ジスプロチン錠１００ｍｇ 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠49 内用薬 ジスプ チン錠１００ｍｇ 塩酸シプ フ キサシン １００ｍｇ１錠

50 内用薬 ジスプロチン錠２００ｍｇ 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠

51 内用薬 ジスロン錠 ヒドロキシジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠

52 内用薬 シマターゼ錠５ｍｇ セラペプターゼ ５ｍｇ１錠

53 内用薬 硝酸イソソルビド徐放錠２０ｍｇ「タイヨー」 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠

54 内用薬 小児用ムコソレートドライシロップ１．５％ アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ

55 内用薬 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「タイヨー」 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠

56 内用薬 シルカーゼット錠２００ｍｇ シメチジン ２００ｍｇ１錠

57 内用薬
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１００ｍｇ「タ
イヨー」

ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル

58 内用薬 ストマチジン細粒４０％ シメチジン ４０％１ｇ

59 内用薬 スネリング錠２０ オクスプレノロール塩酸塩 ２０ｍｇ１錠

60 内用薬 スロービッドドライシロップ２０％ テオフィリン ２０％１ｇ

61 内用薬 セアプローゼカプセル　１５ｍｇ セミアルカリプロティナーゼ １５ｍｇ１カプセル

62 内用薬 ゼオエース錠１５ｍｇ セミアルカリプロティナーゼ １５ｍｇ１錠

63 内用薬 局　セトラート細粒小児用１０％ セフテラム　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ

64 内用薬 局　セトラート錠１００ｍｇ セフテラム　ピボキシル １００ｍｇ１錠

65 内用薬 局　セフロキサジンドライシロップ１０％「ＣＨ」 セフロキサジン水和物 １００ｍｇ１ｇ



薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

66 内用薬 セラペプターゼ錠５ｍｇ「タイヨー」 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠

67 内用薬 セラペプターゼ錠１０ｍｇ「タイヨー」 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠

68 内用薬 セラペプターゼ錠１０ｍｇ「タナベ」 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠

69 内用薬 セループ細粒１０％ テプレノン １０％１ｇ

70 内用薬 ソファリン錠２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠

71 内用薬 ソルニラートカプセル１００ ソファルコン １００ｍｇ１カプセル

72 内用薬 ソルニラート錠５０ ソファルコン ５０ｍｇ１錠

73 内用薬 タカベタンシロップ０．２５％ ペントキシベリンクエン酸塩 ０．２５％１０ｍＬ

74 内用薬 タザレストカプセル７５ｍｇ タザノラスト ７５ｍｇ１カプセル

75 内用薬 ダーゼン顆粒１％ セラペプターゼ １％１ｇ

76 内用薬 ダーゼン５ｍｇ錠 セラペプターゼ ５ｍｇ１錠

77 内用薬 ダーゼン１０ｍｇ錠 セラペプターゼ １０ｍｇ１錠

78 内用薬 チオレスチン散 かわらたけの菌糸体 １ｇ

79 内用薬 局　ツムラの生薬ケイガイ ケイガイ １０ｇ

80 内用薬 局　ツムラの生薬シュクシャ シュクシャ １０ｇ

81 内用薬 局　ツムラの生薬ショウマ ショウマ １０ｇ

82 内用薬 ツムラの生薬テンナンショウ テンナンショウ １０ｇ

83 内用薬 局 ツムラの生薬リュウガンニク リュウガンニク １０ｇ83 内用薬 局　ツムラの生薬リュウガン ク リュウガン ク １０ｇ

84 内用薬 テプレノンカプセル５０ｍｇ「ＯＨＡＲＡ」 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル

85 内用薬 テプレノン細粒１０％「ＯＨＡＲＡ」 テプレノン １０％１ｇ

86 内用薬 テルダン錠１００ テオフィリン １００ｍｇ１錠

87 内用薬 テルダン錠２００ テオフィリン ２００ｍｇ１錠

88 内用薬 テレスミン細粒５０％ カルバマゼピン ５０％１ｇ

89 内用薬 テレスミン錠２００ｍｇ カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠

90 内用薬 局　ドルセファンカプセル２５０ セファドロキシル ２５０ｍｇ１カプセル

91 内用薬 トルミナール錠５０ｍｇ エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠

92 内用薬 長岡のコウジン末Ｓ コウジン １ｇ

93 内用薬 ニコラーゼ錠５ｍｇ セラペプターゼ ５ｍｇ１錠

94 内用薬 ニコラーゼ錠１０ｍｇ セラペプターゼ １０ｍｇ１錠

95 内用薬 ニトルビン錠５ ニコランジル ５ｍｇ１錠

96 内用薬 ノービア・ソフトカプセル１００ｍｇ リトナビル １００ｍｇ１カプセル

97 内用薬 バザロイン錠５ｍｇ セラペプターゼ ５ｍｇ１錠

98 内用薬 バザロイン錠１０ｍｇ セラペプターゼ １０ｍｇ１錠

99 内用薬 バストシリンカプセル２５０ シクラシリン ２５０ｍｇ１カプセル



薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

100 内用薬 バストシリン細粒１０％ シクラシリン １００ｍｇ１ｇ

101 内用薬 バストシリン細粒２０％ シクラシリン ２００ｍｇ１ｇ

102 内用薬 バスドリンＦ錠２５ カリジノゲナーゼ ２５単位１錠

103 内用薬 バスドリンＦ錠５０ カリジノゲナーゼ ５０単位１錠

104 内用薬 パピルジン錠２００ｍｇ オキサプロジン ２００ｍｇ１錠

105 内用薬 パルキゾン錠２．５ｍｇ ブロモクリプチンメシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠

106 内用薬 パングリーンＰ ピペタナート塩酸塩含有配合剤 １ｇ

107 内用薬 局　パンクレアチン．ＹＩ パンクレアチン １ｇ

108 内用薬 ビクシリンＳ配合カプセル
アンピシリン水和物・クロキサシリン
ナトリウム水和物

（２５０ｍｇ）１カプセル

109 内用薬 ヒシターゼ錠１０ｍｇ セラペプターゼ １０ｍｇ１錠

110 内用薬 フェレダイム錠５０ｍｇ クエン酸第一鉄ナトリウム 鉄５０ｍｇ１錠

111 内用薬 フェロミック配合錠
ベルベリン塩化物水和物 ・ゲンノ
ショウコエキス

１錠

112 内用薬 局　フルジサール錠２５ チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠

113 内用薬 局　フルジサール錠５０ チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠

114 内用薬 プロスペリン錠２．５ｍｇ ブロモクリプチンメシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠

115 内用薬 プロブコール錠２５０ｍｇ「タイヨー」 プロブコール ２５０ｍｇ１錠

116 内用薬 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「タイヨー」 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠

117 内用薬 ヘモリールカプセル２００ｍｇ トリベノシド ２００ｍｇ１カプセル117 内用薬 モリ ルカプセル２００ｍｇ トリ ノシド ２００ｍｇ１カプセル

118 内用薬 ペルキシール錠１００ｍｇ トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠

119 内用薬 局　ボキシロン細粒小児用１０％ セフテラム　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ

120 内用薬 ホグス配合顆粒 非ピリン系感冒剤 １ｇ

121 内用薬 局　マオリード錠４０ｍｇ フロセミド ４０ｍｇ１錠

122 内用薬 マックターゼ錠Ｓ ビオヂアスターゼ２０００配合剤 １錠

123 内用薬 局　メルビン錠２５０ｍｇ メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠

124 内用薬 ヨウファナートカプセル５０ｍｇ ゲファルナート ５０ｍｇ１カプセル

125 内用薬 ラジストミンＬ錠２０ ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠

126 内用薬 ラジストミンＬ錠４０ ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１錠

127 内用薬 ラジストミン錠２０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠

128 内用薬 ラノフェン錠５００ｍｇ サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠

129 内用薬 局　ラルビル錠１００ ブシラミン １００ｍｇ１錠

130 内用薬 リスペリドン細粒１％「ＮＴ」 リスペリドン １％１ｇ

131 内用薬 局　リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「ＮＰ」 リファンピシン １５０ｍｇ１カプセル

132 内用薬 局　リマーク錠６ｍｇ ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠

133 内用薬 リリバー散１％ ジアゼパム １％１ｇ
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134 内用薬 局　リン酸水素カルシウム．ＹＩ リン酸水素カルシウム水和物 １０ｇ

135 内用薬 ルジオミール錠５０ｍｇ マプロチリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠

136 内用薬 レスクリプター錠２００ｍｇ デラビルジンメシル酸塩 ２００ｍｇ１錠

137 内用薬 局　ロザルタットカプセル７５ｍｇ ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 ７５ｍｇ１カプセル

138 内用薬 ワンメデーシロップ３．２５％ メフェナム酸 ３．２５％１ｍＬ

139 注射薬 アクチット注 酢酸維持液 ２００ｍＬ１袋

140 注射薬 アドバフェロン皮下注９００
インターフェロンアルファコン－１（遺
伝子組換え）

９００万国際単位１瓶

141 注射薬 アドバフェロン皮下注１２００
インターフェロンアルファコン－１（遺
伝子組換え）

１，２００万国際単位１瓶

142 注射薬 アドバフェロン皮下注１８００
インターフェロンアルファコン－１（遺
伝子組換え）

１，８００万国際単位１瓶

143 注射薬 アミゼットＸＢ輸液 総合アミノ酸製剤（キシリトール加） ３００ｍＬ１袋

144 注射薬 アミゼットＢ輸液 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 ４００ｍＬ１袋

145 注射薬 ヴィーンＤ注 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋

146 注射薬 ヴィーン３Ｇ注 酢酸維持液（ブドウ糖加） ２００ｍＬ１袋

147 注射薬 エスロン輸液 マルトース加乳酸リンゲル ５００ｍＬ１瓶

148 注射薬 Ｍ．Ｖ．Ｉ．キット 高カロリー輸液用総合ビタミン剤 ５ｍＬ１キット

149 注射薬 オルソクローンＯＫＴ３注 ムロモナブ－ＣＤ３ ５ｍｇ５ｍＬ１管

150 注射薬 カネンドマイシン筋注２００ｍｇ ベカナマイシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管

151 注射薬 局 キシリトール注射液 キシリトール ５０％２０ｍＬ１管151 注射薬 局　　キシリト ル注射液 キシリト ル ５０％２０ｍＬ１管

152 注射薬 局　小林糖液５０％ ブドウ糖 ５０％２０ｍＬ１管

153 注射薬 ５００ｍｇグロンサン注 グルクロン酸ナトリウム水和物 ２５％２ｍＬ１管

154 注射薬 サケカルシトニン筋注１０国際単位「タイヨー」 カルシトニン（サケ） １０国際単位０．５ｍＬ１管

155 注射薬
サケカルシトニン筋注１０単位シリンジ「タイ
ヨー」

カルシトニン（サケ） １０国際単位０．５ｍＬ１筒

156 注射薬 シチコリン注射液「タイヨー」１２．５％ シチコリン １２．５％２ｍＬ１管

157 注射薬 シチコリン注射液１００ｍｇ「わかもと」 シチコリン ５％２ｍＬ１管

158 注射薬 セファランチン注５ｍｇ セファランチン ０．５％１ｍＬ１管

159 注射薬 セロスティム注５ｍｇ ソマトロピン（遺伝子組換え） ５ｍｇ１瓶（溶解液付）

160 注射薬 ソルデム４輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋

161 注射薬 ソルデム４輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋

162 注射薬 ソルデム５輸液 術後回復液 ２００ｍＬ１袋

163 注射薬 ソルデム５輸液 術後回復液 ５００ｍＬ１袋

164 注射薬 注射用パニマイシン５０ｍｇ ジベカシン硫酸塩 ５０ｍｇ１瓶

165 注射薬 テチプリン静注液４０ｍｇ 含糖酸化鉄 ４０ｍｇ２ｍＬ１管

166 注射薬 ２００ｍｇグロンサン注 グルクロン酸ナトリウム水和物 １０％２ｍＬ１管

167 注射薬 ハイカリック液－１号 高カロリー輸液用基本液 １．４Ｌ１袋



薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

168 注射薬 ハイカリック液－２号 高カロリー輸液用基本液 １．４Ｌ１袋

169 注射薬 ハイカリック液－３号 高カロリー輸液用基本液 １．４Ｌ１袋

170 注射薬 ハイカリックＮＣ－Ｈ輸液 高カロリー輸液用基本液 １．４Ｌ１袋

171 注射薬 ハイカリックＮＣ－Ｎ輸液 高カロリー輸液用基本液 １．４Ｌ１袋

172 注射薬 ハイカリックＮＣ－Ｌ輸液 高カロリー輸液用基本液 １．４Ｌ１袋

173 注射薬 ハイソルブ透析剤・Ｆ 人工透析液 ３袋１組

174 注射薬 ハイソルブ透析剤・Ｄ 人工透析液 ３袋１組

175 注射薬 ハイチア静注５０ｍｇ チアミンジスルフィド ５０ｍｇ２０ｍＬ１管

176 注射薬 バリアミンＦ注 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 ２００ｍＬ１瓶

177 注射薬 バリアミンＦ注 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 ３００ｍＬ１瓶

178 注射薬 ハルトマン－Ｇ３号輸液 維持液 ３００ｍＬ１袋

179 注射薬 フルコナゾール静注液０．２％「ＮＭ」 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶

180 注射薬 フルコナゾール静注液０．２％「ＮＭ」 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶

181 注射薬 フルゾナール静注液０．２ｗ／ｖ％ フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶

182 注射薬 フルゾナール静注液０．２ｗ／ｖ％ フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶

183 注射薬 ブレオ注射用３０ｍｇ ブレオマイシン塩酸塩 ３０ｍｇ１瓶

184 注射薬 プロスタグランジンＦ２α注射液「科研」１０００ ジノプロスト １ｍｇ１ｍＬ１管

185 注射薬 局 フロセミド注「ミタ」２０ｍｇ フロセミド ２０ｍｇ１管185 注射薬 局　フ セミド注 ミタ」２０ｍｇ フ セミド ２０ｍｇ１管

186 注射薬 フロリードＦ点滴静注用０．２６７％ ミコナゾール ０．２６７％７５ｍＬ１瓶

187 注射薬 フロリードＦ点滴静注用０．２６７％ ミコナゾール ０．２６７％１５０ｍＬ１瓶

188 注射薬 ミオパノール注２ｍｇ プリジノールメシル酸塩 ０．２％１ｍＬ１管

189 注射薬 ミルリノン注シリンジ１０ｍｇ「ＨＫ」 ミルリノン １０ｍｇ１０ｍＬ１筒

190 注射薬 ユニカリックＮ輸液 アミノ酸・糖・電解質 ２Ｌ１袋

191 注射薬 ユニカリックＬ輸液 アミノ酸・糖・電解質 ２Ｌ１袋

192 注射薬 レナカット静注用１ｍｇ レンチナン １ｍｇ１瓶

193 注射薬 レボスパ静注用１００ｍｇ
プラステロン硫酸エステルナトリウム
水和物

１００ｍｇ１瓶

194 外用薬 亜鉛華（１０％）単軟膏．ＹＩ 亜鉛華 １０ｇ

195 外用薬 エストラジオール貼付剤０．７２ｍｇ「Ｆ」 エストラジオール （０．７２ｍｇ）９ｃ㎡１枚

196 外用薬 エースミン（口腔用）軟膏 デキサメタゾン ０．１％１ｇ

197 外用薬 エラダームゲル
副腎エキス・ヘパリン類似物質配合
剤

１ｇ

198 外用薬 エラダーム軟膏
副腎エキス・ヘパリン類似物質配合
剤

１ｇ

199 外用薬 キュウパップ・Ｍ パップ剤 １０ｇ

200 外用薬 クロトリマゾール外用液１％「タイヨー」 クロトリマゾール １％１ｍＬ

201 外用薬 クロトリマゾールクリーム１％「タイヨー」 クロトリマゾール １％１ｇ
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202 外用薬 コルチコ軟膏
副腎エキス・ヘパリン類似物質配合
剤

１ｇ

203 外用薬 コンドロンナファ点眼液１％
コンドロイチン硫酸エステルナトリウ
ム・ナファゾリン塩酸塩

１ｍＬ

204 外用薬 コンドロンナファ点眼液３％
コンドロイチン硫酸エステルナトリウ
ム・ナファゾリン塩酸塩

１ｍＬ

205 外用薬 局　サトラックス坐薬１０ｍｇ ビサコジル １０ｍｇ１個

206 外用薬 サリメチックＳ
サリチル酸メチル・ジフェンヒドラミン
配合剤

１０ｇ

207 外用薬 局　チンク油「サトウ」 チンク油 １０ｇ

208 外用薬 局　トロンビン トロンビン １０，０００単位１瓶

209 外用薬 局  ※白色軟膏（山田） 白色軟膏 １０ｇ

210 外用薬 ピータゾン軟膏 クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ

211 外用薬 フェミエスト２．１７ｍｇ エストラジオール （２．１７ｍｇ）７．２５ｃ㎡１枚

212 外用薬 フェミエスト４．３３ｍｇ エストラジオール （４．３３ｍｇ）１４．５ｃ㎡１枚

213 外用薬 フルオロメトロン点眼液０．０２％「テイカ」 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ

214 外用薬 フルオロメトロン点眼液０．１％「テイカ」 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ

215 外用薬 ヘモリサット坐剤 トリベノシド・リドカイン １個

216 外用薬 ベリーズ坐剤２０ｍｇ ピロキシカム ２０ｍｇ１個

217 外用薬 ポビドンヨード外用液１０％「ＪＤ」 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ

218 外用薬 ポビドンヨードガーグル７％「タイヨー」 ポビドンヨード ７％１ｍＬ

219 外用薬 局 無水エタノール．ＹＩ 無水エタノール １０ｍＬ219 外用薬 局　無水 タノ ル．ＹＩ 無水 タノ ル １０ｍＬ
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