
保医発１２１４第１号
平成２４年１２月１４日

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 長
都 道 府 県 民 生 主 管 部（局）
国民健康保険主管課（部）長 殿

都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

厚生労働省保険局医療課長

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24年厚生労働省告示第585号及び第586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。
また、シナジス筋注用50mg及び同100mgについては 「使用薬剤の薬価（薬価基準）等、

の一部改正について （平成14年４月26日付け保医発0426002号）において、保険上の取」
扱いに係る留意事項を通知しているところですが、今回のシナジス筋注液50mg及び同10
0mgの薬価基準の収載に伴い、併せて留意事項の記載整備を行ったので、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）の規定に基づき平成24年８月15日までに製造販

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491品目、注射薬79
品目及び外用薬25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 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 計

品目数 ９，６４０ ４，００６ ２，５０５ ２７ １６，１７８

OJWXR
写



２ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) アスピリン腸溶錠100mg「日医工」

本製剤の効能・効果は、次に掲げるものであること。
① 下記疾患における血栓・塞栓形成の抑制

狭心症（慢性安定狭心症、不安定狭心症 、心筋梗塞、虚血性脳血管障害（一）
過性脳虚血発作（ＴＩＡ 、脳梗塞））

② 冠動脈バイパス術（ＣＡＢＧ）あるいは経皮経管冠動脈形成術（ＰＴＣＡ）
施行後における血栓・塞栓形成の抑制

③ 川崎病（川崎病による心血管後遺症を含む）

(2) アマリールOD錠0.5mg、グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」及び同「KN」並びにグ
リメピリド錠0.5mg「FFP 、同「オーハラ 、同「科研 、同「ケミファ 、同「サ」 」 」 」

」、 「 」、 「 」、 「 」、 「 」、 「 」、 「 」、ワイ 同 JG 同 タカタ 同 タナベ 同 TCK 同 トーワ 同 日新
同「BMD 、同「ファイザー」及び同「YD」」
① 効能又は効果

２型糖尿病（ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場
合に限る ）であること。。

② 保険適用上の取扱い
ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。糖尿病以外

にも耐糖能異常、尿糖陽性等、糖尿病類似の症状（腎性糖尿、甲状腺機能異常
等）を有する疾患があることに留意すること。

イ 適用はあらかじめ糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法を十分に行っ
たうえで効果が不十分な場合に限り考慮すること。

ウ 投与する場合には、少量より開始し、血糖、尿糖を定期的に検査し、薬剤の
効果を確かめ、効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替えを
行うこと。

エ 投与の継続中に、投与の必要がなくなる場合や、減量する必要がある場合が
あり、また、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十
分となる場合があるので、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等
に留意のうえ、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(3) エパルレスタット錠50mg「サワイ」及び同「日医工」
本製剤の適応は、糖尿病性末梢神経障害に伴う自覚症状（しびれ感、疼痛 、振）

動覚異常、心拍変動異常の改善であるが、糖化ヘモグロビンが高値を示す場合に
限定すること。

(4) オメプラゾール錠10mg「日医工」及び同20mg「日医工」
本製剤の使用期間は、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を繰り

返す逆流性食道炎の維持療法を除く ）においては通常８週間まで、十二指腸潰瘍。
においては通常６週間までとされていることから使用に当たっては十分留意する
こと。

5 スマトリプタン錠50mg アメル 同 SN 同 F 同 FFP 同 JG 同 タ（ ） 「 」、 「 」、 「 」、 「 」、 「 」、 「
カタ 、同「DK 、同「TCK 、同「トーワ 、同「日医工 、同「マイラン」及び同」 」 」 」 」
「YD」並びにスマトリプタン内用液50mg「タカタ」

本製剤は、片頭痛の確定診断が行われた場合にのみ投与すること。

ナテグリニド錠30mg「テバ」及び同90mg「テバ」(6)
① 効能又は効果

２型糖尿病における食後血糖推移の改善（ただし、食事療法・運動療法（以



下 「食事療法等」という ）のみで十分な効果が得られない場合、食事療法等、 。
に加えてα-グルコシダーゼ阻害剤を使用して十分な効果が得られない場合、食

、事療法等に加えてビグアナイド系薬剤を使用して十分な効果が得られない場合
又は食事療法等に加えてチアゾリジン系薬剤を使用して十分な効果が得られな
い場合に限る。)。

② 保険適用上の取扱い
ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。

、 、イ 糖尿病治療の基本である食事療法等のみを行っている患者では 投与の際
空腹時血糖が120mg／dL以上、又は食後血糖１又は２時間値が200mg／dL以上
の患者に限り算定できるものであること。

ウ 食事療法等に加えてα-グルコシダーゼ阻害剤を使用している患者では、投
与の際の空腹時血糖値は140mg／dL以上を目安とすること。

エ 本製剤は、ときに低血糖症状を起こすことがあるため、患者に対して低血
糖症状及びその対処方法について十分説明すること。

オ 本剤投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、
本剤を２～３カ月投与しても食後血糖に対する効果が不十分な場合には、よ
り適切と考えられる治療への変更を考慮すること。

カ 投与の継続中に、投与の必要がなくなる場合や、減量する必要がある場合
があり、また患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不
十分となる場合があるので、食事摂取量、血糖値、感染症の有無等に留意の
上、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(7) ピオグリタゾン錠15mg「TYK」及び同30mg「TYK」
① 効能又は効果

２型糖尿病(ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られずインスリ
ン抵抗性が推定される場合に限る。)であること。
ア (ア) 食事療法、運動療法のみ

(イ) 食事療法、運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用
(ウ) 食事療法、運動療法に加えてα―グルコシダーゼ阻害剤を使用
(エ) 食事療法、運動療法に加えてビグアナイド系薬剤を使用

イ 食事療法、運動療法に加えてインスリン製剤を使用
② 保険適用上の取扱い

ア 本製剤を他の糖尿病用薬と併用した場合には低血糖症状を起こすことがあ
るので、患者に対して低血糖症状及びその対処方法について十分説明し、注
意を喚起すること。

イ 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖
尿病以外にも、耐糖能異常、尿糖陽性等を呈する病態や糖尿病類似の症状(腎
性糖尿、老人性糖代謝異常、甲状腺機能異常等)を呈する疾患があることに留
意すること。

ウ 本製剤を使用する場合は、対象患者はインスリン抵抗性が推定される患者
に限ること。また、インスリン抵抗性の目安は、肥満度(BMI:kg/m )が24以上2

又はインスリン分泌状態について空腹時血中インスリン値が５μU/mL以上で
あること。

エ 投与する場合には血糖、尿糖を定期的に検査し、３ヵ月間投与して効果が
不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替えを行うこと。

、 、オ 投与の継続中に 投与の必要性がなくなる場合や減量する必要がある場合
患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場
合があるため、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意の
うえ、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。



(8) ラベプラゾールNa錠10mg「TYK」
① 本製剤の使用上の注意において 「病状が著しい場合及び再発性・難治性の場、

合に１回20mgを１日１回投与することができる（再発・再燃を繰り返す逆流性
食道炎の維持療法、プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な場
合は除く 」と記載されていることから、このような場合に限り１日１回20mg。）
を投与できるものであること。

② 本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を
繰り返す逆流性食道炎の維持療法、プロトンポンプインヒビターによる治療で
効果不十分な場合は除く ）においては、通常８週間まで、十二指腸潰瘍にお。
いては、通常６週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意
すること。

(9) ラベプラゾールNa錠20mg「TYK」
① 本製剤の使用上の注意において 「病状が著しい場合及び再発性・難治性の場、

合に１回20mgを１日１回を投与することができる（再発・再燃を繰り返す逆流
性食道炎の維持療法、プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な
場合は除く 」と記載されていることから、このような場合に限り１日１回20。）
mgを投与できるものであること。

② 本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎(プロトンポンプ
インヒビターによる治療で効果不十分な場合は除く ）においては、通常８週。
間まで、十二指腸潰瘍においては、通常６週間までと限定されていることから
使用に当たっては十分留意すること。

(10) ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ 、同30mg「ケミファ」並びにランソプ」
ラゾールカプセル15mg「ケミファ」及び同15mg「日医工」並びに同30mg「ケミフ
ァ」及び同30mg「日医工」

本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎においては、通常
８週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常６週間までと限定されていることか
ら使用に当たっては十分留意すること。

(11) ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「サンド」及び同1g/25mL「サンド」
本製剤は、緊急時に十分な対応が可能な医療施設において、がん化学療法に十

分な経験を持つ医師の下で投与することが適切と判断される症例に使用した場合
に限り、算定できるものであること。

(12) 解凍赤血球液－LR「日赤 、合成血液－LR「日赤 、照射解凍赤血球液－LR「日」 」
赤 、照射合成血液－LR「日赤 、照射洗浄赤血球液－LR「日赤 、新鮮凍結血漿」 」 」
－LR「日赤」120、新鮮凍結血漿－LR「日赤」240、新鮮凍結血漿－LR「日赤」48
0、洗浄赤血球液－LR「日赤」

輸血にあたって、本製剤を使用した場合には 「特定保険医療材料及びその材、
料価格（材料価格基準 （平成20年厚生労働省告示第61号）の別表の「Ⅱ 医科）」
点数表の第２章第３部、第４部、第６部、第９部、第10部及び第11部に規定する
特定保険医療材料（フィルムを除く ）及びその材料価格」の「140 輸血用血液。
フィルター（微小凝集塊除去用 」及び「141 輸血用血液フィルター（赤血球製）
剤用白血球除去用 」は別に算定できないものであること。）

(13) シナジス筋注液50mg及び同100mg
本製剤は、適応対象となる新生児、乳児及び幼児に対しＲＳウイルスによる感

染症の発症抑制に使用した場合（ＲＳウイルス感染症流行初期に初回投与し、Ｒ
Ｓウイルス感染症流行期を通じて継続投与した場合に限る ）に、算定できるも。



のであること。

(14) ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「サンド」及び同80mg/8mL「サンド」
本製剤は、緊急時に十分な対応が可能な医療施設において、がん化学療法に十

分な経験を持つ医師のもとで、本剤を投与することが適切と判断される症例に使
用した場合に限り算定できるものであること。

３ シナジス筋注用50mg及び同100mgに係る留意事項について
「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について （平成14年４月26日付け保」

医発0426002号）の記Ⅱの５を次のように改める。

５ 本製剤は、適応対象となる新生児、乳児及び幼児に対しＲＳウイルスによる感
染症の発症抑制に使用した場合（ＲＳウイルス感染症流行初期に初回投与し、Ｒ
Ｓウイルス感染症流行期を通じて継続投与した場合に限る ）に、算定できるも。
のであること。

４ 掲示事項等告示の一部改正について
(1) 新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼

があった医薬品（内用薬179品目、注射薬33品目及び外用薬８品目）について、掲
示事項等告示の別表第４、又は別表第６に収載することにより、平成25年10月１
日以降、又は平成26年４月１日以降の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。

(2) (1)により掲示事項等告示の別表第４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 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 計

品目数 １７９ ３２ ８ ０ ２１９

(3) (1)により掲示事項等告示の別表第６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 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 計

品目数 ０ ２ ０ ０ ２



◎ 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について （平成14年４月26日付け保医発第0426002号）記Ⅱの５」

改 正 後 現 行

Ⅱ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について Ⅱ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

５ シナジス筋注用50mg、同100mgの保険適用上の取扱い ５ シナジス筋注用50mg、同100mgの保険適用上の取扱い

本製剤は、適応対象となる新生児、乳児及び幼児に対 本製剤は、適応対象となる新生児、乳児及び幼児に対

しＲＳウイルスによる感染症の発症抑制に使用した場合 しＲＳウイルス感染症流行初期におけるＲＳウイルスに

（ＲＳウイルス感染症流行初期に初回投与し、ＲＳウイ よる感染症の発症抑制に使用した場合に限り算定できる

ルス感染症流行期を通じて継続投与した場合に限る ） ものであること。。

に、算定できるものであること。



区分 薬価基準収載名 成分名 規格単位

診療報酬に
おいて加算
等の算定対
象となる後
発医薬品

薬価（円）

内用薬
アーガメイト８９．２９％顆粒
５．６ｇ

ポリスチレンスルホン酸カルシ
ウム

８９．２９％１ｇ ○ 15.30

内用薬
アスピリン腸溶錠１００ｍｇ
「日医工」

アスピリン １００ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍ
ｇ「日医工」

アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ○ 5.30

内用薬
アテノロール錠５０ｍｇ「Ｎｉ
ｋＰ」

アテノロール ５０ｍｇ１錠 ○ 26.80

内用薬 局
アトルバスタチン錠５ｍｇ「杏
林」

アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬 局
アトルバスタチン錠５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬 局
アトルバスタチン錠５ｍｇ「Ｔ
ＳＵ」

アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬 局
アトルバスタチン錠５ｍｇ「明
治」

アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬 局
アトルバスタチン錠５ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

アトルバスタチンカルシウム水
和物

５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬 局
アトルバスタチン錠１０ｍｇ
「杏林」

アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 ○ 68.90

内用薬 局
アトルバスタチン錠１０ｍｇ
「ＪＧ」

アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 ○ 68.90

内用薬 局
アトルバスタチン錠１０ｍｇ
「ＴＳＵ」

アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 ○ 68.90

内用薬 局
アトルバスタチン錠１０ｍｇ
「明治」

アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 ○ 68.90

内用薬 局
アトルバスタチン錠１０ｍｇ
「ＹＤ」

アトルバスタチンカルシウム水
和物

１０ｍｇ１錠 ○ 68.90

内用薬
アナストロゾール錠１ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

アナストロゾール １ｍｇ１錠 ○ 309.80

内用薬
アナストロゾール錠１ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

アナストロゾール １ｍｇ１錠 ○ 309.80

内用薬
アナストロゾール錠１ｍｇ「Ｎ
Ｋ」

アナストロゾール １ｍｇ１錠 ○ 309.80

内用薬
アナストロゾール錠１ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

アナストロゾール １ｍｇ１錠 ○ 309.80

内用薬
アナストロゾール錠１ｍｇ
「Ｆ」

アナストロゾール １ｍｇ１錠 ○ 309.80

内用薬
アナストロゾール錠１ｍｇ「Ｆ
ＦＰ」

アナストロゾール １ｍｇ１錠 ○ 309.80

内用薬
アナストロゾール錠１ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

アナストロゾール １ｍｇ１錠 ○ 309.80

内用薬
アナストロゾール錠１ｍｇ「ケ
ミファ」

アナストロゾール １ｍｇ１錠 ○ 309.80

内用薬
アナストロゾール錠１ｍｇ「ザ
イダス」

アナストロゾール １ｍｇ１錠 ○ 309.80

内用薬
アナストロゾール錠１ｍｇ「サ
ワイ」

アナストロゾール １ｍｇ１錠 ○ 309.80

内用薬
アナストロゾール錠１ｍｇ「サ
ンド」

アナストロゾール １ｍｇ１錠 ○ 309.80

内用薬
アナストロゾール錠１ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

アナストロゾール １ｍｇ１錠 ○ 309.80

内用薬
アナストロゾール錠１ｍｇ「テ
バ」

アナストロゾール １ｍｇ１錠 ○ 309.80

内用薬
アナストロゾール錠１ｍｇ
「トーワ」

アナストロゾール １ｍｇ１錠 ○ 309.80

内用薬
アナストロゾール錠１ｍｇ「日
医工」

アナストロゾール １ｍｇ１錠 ○ 309.80

薬価基準告示

（参考１）
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内用薬
アナストロゾール錠１ｍｇ「マ
イラン」

アナストロゾール １ｍｇ１錠 ○ 309.80

内用薬
アナストロゾール錠１ｍｇ「明
治」

アナストロゾール １ｍｇ１錠 ○ 309.80

内用薬 局
アプリンジン塩酸塩カプセル１
０ｍｇ「ＮＰ」

アプリンジン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル ○ 21.70

内用薬 局
アプリンジン塩酸塩カプセル２
０ｍｇ「ＮＰ」

アプリンジン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル ○ 34.20

内用薬 アマリールＯＤ錠０．５ｍｇ グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 11.30

内用薬
アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ
「サワイ」

アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 6.40

内用薬
アマンタジン塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「サワイ」

アマンタジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 11.60

内用薬
アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ
「アメル」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 52.20

内用薬
アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ
「ＥＭＥＣ」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 52.20

内用薬
アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ
「ＮＰ」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 42.00

内用薬
アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ
「杏林」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 46.40

内用薬 局
アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ
「ＫＮ」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 63.00

内用薬
アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ
「サワイ」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 56.40

内用薬
アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ
「サンド」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 46.40

内用薬
アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ
「ＺＥ」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 46.40

内用薬
アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ
「タカタ」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 46.40

内用薬
アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ
「ＴＣＫ」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 34.70

内用薬
アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ
「日医工」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 52.20

内用薬 局
アムロジピン錠２．５ｍｇ「Ｑ
Ｑ」

アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 20.00

内用薬 局 アムロジピン錠５ｍｇ「ＱＱ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 37.60

内用薬 局
アムロジピン錠１０ｍｇ「あす
か」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 42.00

内用薬 局
アムロジピン錠１０ｍｇ「アメ
ル」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 52.20

内用薬 局
アムロジピン錠１０ｍｇ「Ｎｉ
ｋＰ」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 34.70

内用薬 局
アムロジピン錠１０ｍｇ「Ｎ
Ｓ」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 63.00

内用薬 局
アムロジピン錠１０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 42.00

内用薬 局
アムロジピン錠１０ｍｇ「ＭＥ
Ｄ」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 56.40

内用薬 局
アムロジピン錠１０ｍｇ「科
研」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 46.40

内用薬 局
アムロジピン錠１０ｍｇ「杏
林」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 46.40

内用薬 局
アムロジピン錠１０ｍｇ「ケミ
ファ」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 56.40

内用薬 局
アムロジピン錠１０ｍｇ「サワ
イ」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 56.40

内用薬 局
アムロジピン錠１０ｍｇ「Ｚ
Ｊ」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 23.30
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内用薬 局
アムロジピン錠１０ｍｇ「タカ
タ」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 46.40

内用薬 局
アムロジピン錠１０ｍｇ「タナ
ベ」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 56.40

内用薬 局
アムロジピン錠１０ｍｇ「日医
工」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 52.20

内用薬 局
アムロジピン錠１０ｍｇ「明
治」

アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 52.20

内用薬 局
アラセプリル錠１２．５ｍｇ
「日医工」

アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 ○ 7.10

内用薬 局
アラセプリル錠２５ｍｇ「日医
工」

アラセプリル ２５ｍｇ１錠 ○ 8.00

内用薬 局
アラセプリル錠５０ｍｇ「日医
工」

アラセプリル ５０ｍｇ１錠 ○ 9.00

内用薬
アルジオキサ顆粒５０％「Ｙ
Ｄ」

アルジオキサ ５０％１ｇ ○ 6.20

内用薬 局
アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 ○ 53.30

内用薬 局
アレンドロン酸錠５ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

アレンドロン酸ナトリウム水和
物

５ｍｇ１錠 ○ 53.30

内用薬 局
アレンドロン酸錠３５ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 ○ 422.70

内用薬 局
アレンドロン酸錠３５ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１錠 ○ 422.70

内用薬
アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ
「ＪＧ」

アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 7.80

内用薬
アロチノロール塩酸塩錠１０ｍ
ｇ「ＪＧ」

アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 11.10

内用薬 局
アロプリノール錠５０ｍｇ「タ
カタ」

アロプリノール ５０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 局
アロプリノール錠１００ｍｇ
「タカタ」

アロプリノール １００ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 局
アロプリノール錠１００ｍｇ
「杏林」

アロプリノール １００ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
アンブロキソール塩酸塩シロッ
プ小児用０．３％「イワキ」

アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ ○ 5.10

内用薬
イコサペント酸エチルカプセル
３００ｍｇ「ＪＧ」

イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル ○ 17.80

内用薬
イコサペント酸エチルカプセル
３００ｍｇ「日医工」

イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル ○ 16.70

内用薬
イソソルビド内用液７０％分包
４０ｍＬ「ＣＥＯ」

イソソルビド ７０％４０ｍＬ１包 ○ 230.10

内用薬
イトラコナゾール錠５０ｍｇ
「日医工」

イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠 ○ 152.00

内用薬
イトラコナゾール錠１００ｍｇ
「日医工」

イトラコナゾール １００ｍｇ１錠 ○ 281.80

内用薬
イフェンプロジル酒石酸塩錠１
０ｍｇ「日医工」

イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 5.40

内用薬
イフェンプロジル酒石酸塩錠２
０ｍｇ「日医工」

イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 局 ウチダの修治ブシＭ ブシ １０ｇ 133.20

内用薬 局
ウルソデオキシコール酸錠５０
ｍｇ「ＪＧ」

ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 局
ウルソデオキシコール酸錠１０
０ｍｇ「ＪＧ」

ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ○ 5.80

内用薬 局
エチゾラム錠０．５ｍｇ「アメ
ル」

エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 ○ 6.00

内用薬 局
エチゾラム錠０．５ｍｇ「オー
ハラ」

エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 ○ 5.80

内用薬 局
エチゾラム錠０．５ｍｇ「日医
工」

エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 ○ 5.80
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内用薬 局 エチゾラム錠１ｍｇ「アメル」 エチゾラム １ｍｇ１錠 ○ 6.30

内用薬 局
エチゾラム錠１ｍｇ「オーハ
ラ」

エチゾラム １ｍｇ１錠 ○ 6.00

内用薬 局 エチゾラム錠１ｍｇ「日医工」 エチゾラム １ｍｇ１錠 ○ 6.00

内用薬 局
エナラプリルマレイン酸塩錠
２．５ｍｇ「オーハラ」

エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
エナラプリルマレイン酸塩錠
２．５ｍｇ「日医工」

エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 10.50

内用薬 局
エナラプリルマレイン酸塩錠１
０ｍｇ「日医工」

エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 35.00

内用薬
エパルレスタット錠５０ｍｇ
「サワイ」

エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 ○ 71.60

内用薬
エパルレスタット錠５０ｍｇ
「日医工」

エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 ○ 52.70

内用薬
エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ
「日医工」

エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 45.10

内用薬
エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ
「日医工」

エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ○ 56.20

内用薬
オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ
「日医工」

オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
オメプラゾール錠１０ｍｇ「日
医工」

オメプラゾール １０ｍｇ１錠 ○ 40.00

内用薬
オメプラゾール錠２０ｍｇ「日
医工」

オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 ○ 79.80

内用薬
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．
５ｍｇ「イワキ」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．
５ｍｇ「ＭＥＥＫ」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．
５ｍｇ「タカタ」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．
５ｍｇ「テバ」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．
５ｍｇ「明治」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍ
ｇ「イワキ」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍ
ｇ「ＭＥＥＫ」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍ
ｇ「タカタ」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍ
ｇ「テバ」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍ
ｇ「明治」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩ＯＤフィル
ム２．５ｍｇ「マルホ」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩ＯＤフィル
ム５ｍｇ「マルホ」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍ
ｇ「アメル」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍ
ｇ「ＥＥ」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍ
ｇ「ＡＡ」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍ
ｇ「ＮＳＫＫ」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍ
ｇ「ＭＥＥＫ」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍ
ｇ「オーハラ」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40
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内用薬
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍ
ｇ「杏林」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍ
ｇ「ＫＯ」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍ
ｇ「ケミファ」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍ
ｇ「ザイダス」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍ
ｇ「サトウ」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍ
ｇ「サワイ」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍ
ｇ「サンド」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍ
ｇ「ＪＧ」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍ
ｇ「ＺＥ」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍ
ｇ「タカタ」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍ
ｇ「ＴＯＡ」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍ
ｇ「テバ」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍ
ｇ「トーワ」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍ
ｇ「日医工」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍ
ｇ「ＢＭＤ」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍ
ｇ「ファイザー」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍ
ｇ「マヤ」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍ
ｇ「明治」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍ
ｇ「ＹＤ」

オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ
「アメル」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ
「ＥＥ」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ
「ＡＡ」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ
「ＮＳＫＫ」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ
「オーハラ」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ
「杏林」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ
「ＫＯ」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ
「ケミファ」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ
「ザイダス」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ
「サトウ」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ
「サワイ」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10
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内用薬
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ
「サンド」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ
「ＪＧ」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ
「ＺＥ」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ
「タカタ」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ
「ＴＯＡ」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ
「テバ」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ
「トーワ」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ
「日医工」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ
「ＢＭＤ」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ
「ファイザー」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ
「マヤ」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ
「明治」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ
「ＹＤ」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
カリジノゲナーゼカプセル２５
単位「日医工」

カリジノゲナーゼ ２５単位１カプセル ○ 5.60

内用薬
カリジノゲナーゼ錠２５単位
「日医工」

カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 ○ 5.60

内用薬
カリジノゲナーゼ錠５０単位
「日医工」

カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 ○ 6.70

内用薬
カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム散１０％「日医工」

カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

１０％１ｇ ○ 11.50

内用薬
カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム錠１０ｍｇ「日医工」

カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

１０ｍｇ１錠 ○ 5.00

内用薬
カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム錠３０ｍｇ「日医工」

カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

３０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 局
カルベジロール錠１０ｍｇ
「ファイザー」

カルベジロール １０ｍｇ１錠 ○ 26.00

内用薬 局
カルベジロール錠２０ｍｇ
「ファイザー」

カルベジロール ２０ｍｇ１錠 ○ 43.90

内用薬
クエチアピン細粒５０％「アメ
ル」

クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ ○ 510.90

内用薬
クエチアピン細粒５０％「Ｅ
Ｅ」

クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ ○ 510.90

内用薬
クエチアピン細粒５０％「サワ
イ」

クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ ○ 510.90

内用薬
クエチアピン細粒５０％「三
和」

クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ ○ 510.90

内用薬
クエチアピン細粒５０％「テ
バ」

クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ ○ 510.90

内用薬
クエチアピン細粒５０％「トー
ワ」

クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ ○ 510.90

内用薬
クエチアピン錠１２．５ｍｇ
「アメル」

クエチアピンフマル酸塩 １２．５ｍｇ１錠 ○ 13.70

内用薬
クエチアピン錠２５ｍｇ「アメ
ル」

クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 ○ 25.70

内用薬
クエチアピン錠２５ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 ○ 25.70

内用薬
クエチアピン錠２５ｍｇ「Ａ
Ａ」

クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 ○ 25.70
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内用薬
クエチアピン錠２５ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 ○ 25.70

内用薬 局
クエチアピン錠２５ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 ○ 25.70

内用薬 局
クエチアピン錠２５ｍｇ「ＭＥ
ＥＫ」

クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 ○ 25.70

内用薬
クエチアピン錠２５ｍｇ「サワ
イ」

クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 ○ 25.70

内用薬
クエチアピン錠２５ｍｇ「サン
ド」

クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 ○ 25.70

内用薬
クエチアピン錠２５ｍｇ「三
和」

クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 ○ 25.70

内用薬
クエチアピン錠２５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 ○ 25.70

内用薬
クエチアピン錠２５ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 ○ 25.70

内用薬
クエチアピン錠２５ｍｇ「テ
バ」

クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 ○ 25.70

内用薬
クエチアピン錠２５ｍｇ「トー
ワ」

クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 ○ 25.70

内用薬
クエチアピン錠２５ｍｇ「日医
工」

クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 ○ 25.70

内用薬 局
クエチアピン錠２５ｍｇ「日
新」

クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 ○ 25.70

内用薬
クエチアピン錠２５ｍｇ「ファ
イザー」

クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 ○ 25.70

内用薬
クエチアピン錠２５ｍｇ「明
治」

クエチアピンフマル酸塩 ２５ｍｇ１錠 ○ 25.70

内用薬
クエチアピン錠５０ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 48.00

内用薬
クエチアピン錠５０ｍｇ「サワ
イ」

クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 48.00

内用薬
クエチアピン錠１００ｍｇ「ア
メル」

クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 89.80

内用薬
クエチアピン錠１００ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 89.80

内用薬
クエチアピン錠１００ｍｇ「Ａ
Ａ」

クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 89.80

内用薬
クエチアピン錠１００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 89.80

内用薬 局
クエチアピン錠１００ｍｇ「Ｆ
ＦＰ」

クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 89.80

内用薬 局
クエチアピン錠１００ｍｇ「Ｍ
ＥＥＫ」

クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 89.80

内用薬
クエチアピン錠１００ｍｇ「サ
ワイ」

クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 89.80

内用薬
クエチアピン錠１００ｍｇ「サ
ンド」

クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 89.80

内用薬
クエチアピン錠１００ｍｇ「三
和」

クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 89.80

内用薬
クエチアピン錠１００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 89.80

内用薬
クエチアピン錠１００ｍｇ「Ｄ
ＳＥＰ」

クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 89.80

内用薬
クエチアピン錠１００ｍｇ「テ
バ」

クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 89.80

内用薬
クエチアピン錠１００ｍｇ
「トーワ」

クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 89.80

内用薬
クエチアピン錠１００ｍｇ「日
医工」

クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 89.80

内用薬 局
クエチアピン錠１００ｍｇ「日
新」

クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 89.80
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内用薬
クエチアピン錠１００ｍｇ
「ファイザー」

クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 89.80

内用薬
クエチアピン錠１００ｍｇ「明
治」

クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 89.80

内用薬
クエチアピン錠２００ｍｇ「ア
メル」

クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 ○ 167.90

内用薬
クエチアピン錠２００ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 ○ 167.90

内用薬
クエチアピン錠２００ｍｇ「Ａ
Ａ」

クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 ○ 167.90

内用薬
クエチアピン錠２００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 ○ 167.90

内用薬 局
クエチアピン錠２００ｍｇ「Ｆ
ＦＰ」

クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 ○ 167.90

内用薬 局
クエチアピン錠２００ｍｇ「Ｍ
ＥＥＫ」

クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 ○ 167.90

内用薬
クエチアピン錠２００ｍｇ「サ
ワイ」

クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 ○ 167.90

内用薬
クエチアピン錠２００ｍｇ「サ
ンド」

クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 ○ 167.90

内用薬
クエチアピン錠２００ｍｇ「三
和」

クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 ○ 167.90

内用薬
クエチアピン錠２００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 ○ 167.90

内用薬
クエチアピン錠２００ｍｇ「Ｄ
ＳＥＰ」

クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 ○ 167.90

内用薬
クエチアピン錠２００ｍｇ「テ
バ」

クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 ○ 167.90

内用薬
クエチアピン錠２００ｍｇ
「トーワ」

クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 ○ 167.90

内用薬
クエチアピン錠２００ｍｇ「日
医工」

クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 ○ 167.90

内用薬 局
クエチアピン錠２００ｍｇ「日
新」

クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 ○ 167.90

内用薬
クエチアピン錠２００ｍｇ
「ファイザー」

クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 ○ 167.90

内用薬
クエチアピン錠２００ｍｇ「明
治」

クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 ○ 167.90

内用薬 局
クラリスロマイシン錠５０ｍｇ
小児用「杏林」

クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 ○ 25.30

内用薬 局
クラリスロマイシン錠２００ｍ
ｇ「杏林」

クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 ○ 42.50

内用薬
グリベンクラミド錠１．２５ｍ
ｇ「日医工」

グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
グリベンクラミド錠２．５ｍｇ
「日医工」

グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ
「ＥＭＥＣ」

グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 ○ 8.70

内用薬
グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ
「ＫＮ」

グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 ○ 8.70

内用薬 局
グリメピリド錠０．５ｍｇ「Ｆ
ＦＰ」

グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 ○ 8.70

内用薬 局
グリメピリド錠０．５ｍｇ
「オーハラ」

グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 ○ 8.70

内用薬 局
グリメピリド錠０．５ｍｇ「科
研」

グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 ○ 8.70

内用薬 局
グリメピリド錠０．５ｍｇ「ケ
ミファ」

グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 ○ 8.70

内用薬 局
グリメピリド錠０．５ｍｇ「サ
ワイ」

グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 ○ 8.70

内用薬 局
グリメピリド錠０．５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 ○ 8.70
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内用薬 局
グリメピリド錠０．５ｍｇ「タ
カタ」

グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 ○ 8.70

内用薬 局
グリメピリド錠０．５ｍｇ「タ
ナベ」

グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 ○ 8.70

内用薬 局
グリメピリド錠０．５ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 ○ 8.70

内用薬 局
グリメピリド錠０．５ｍｇ
「トーワ」

グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 ○ 8.70

内用薬 局
グリメピリド錠０．５ｍｇ「日
新」

グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 ○ 8.70

内用薬 局
グリメピリド錠０．５ｍｇ「Ｂ
ＭＤ」

グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 ○ 8.70

内用薬 局
グリメピリド錠０．５ｍｇ
「ファイザー」

グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 ○ 8.70

内用薬 局
グリメピリド錠０．５ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 ○ 8.70

内用薬 クレマスチン錠１ｍｇ「ＹＤ」 クレマスチンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 ○ 5.00

内用薬
クロチアゼパム錠５ｍｇ「日医
工」

クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
クロチアゼパム錠１０ｍｇ「日
医工」

クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 ○ 9.30

内用薬
ゲファルナート細粒１０％「Ｎ
Ｐ」

ゲファルナート １０％１ｇ ○ 6.20

内用薬
ジソピラミドカプセル１００ｍ
ｇ「ＮＰ」

ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル ○ 10.40

内用薬
ジピリダモール錠２５ｍｇ「日
新」

ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ○ 5.40

内用薬
シメチジン錠２００ｍｇ「日医
工」

シメチジン ２００ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
硝酸イソソルビド徐放錠２０ｍ
ｇ「サワイ」

硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ
「日医工」

ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ
「日医工」

ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 9.30

内用薬
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセ
ル１００ｍｇ「日医工」

ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル ○ 14.60

内用薬
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセ
ル２００ｍｇ「日医工」

ジルチアゼム塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル ○ 29.70

内用薬 局
シロスタゾール錠５０ｍｇ
「オーハラ」

シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 ○ 24.00

内用薬 局
シロスタゾール錠５０ｍｇ「ケ
ミファ」

シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 ○ 60.70

内用薬 局
シロスタゾール錠５０ｍｇ「タ
カタ」

シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 ○ 68.10

内用薬 局
シロスタゾール錠１００ｍｇ
「ケミファ」

シロスタゾール １００ｍｇ１錠 ○ 114.50

内用薬 局
シロスタゾール錠１００ｍｇ
「タカタ」

シロスタゾール １００ｍｇ１錠 ○ 118.10

内用薬
シンバスタチン錠５ｍｇ「Ｎｉ
ｋＰ」

シンバスタチン ５ｍｇ１錠 ○ 30.90

内用薬
シンバスタチン錠５ｍｇ「トー
ワ」

シンバスタチン ５ｍｇ１錠 ○ 69.20

内用薬
シンバスタチン錠５ｍｇ「日医
工」

シンバスタチン ５ｍｇ１錠 ○ 51.70

内用薬
シンバスタチン錠１０ｍｇ
「トーワ」

シンバスタチン １０ｍｇ１錠 ○ 143.30

内用薬
シンバスタチン錠１０ｍｇ「日
医工」

シンバスタチン １０ｍｇ１錠 ○ 103.90

内用薬
シンバスタチン錠２０ｍｇ
「トーワ」

シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 ○ 256.40
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内用薬 局
スピロノラクトン錠２５ｍｇ
「日医工」

スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
スマトリプタン錠５０ｍｇ「ア
メル」

スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 502.00

内用薬
スマトリプタン錠５０ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 502.00

内用薬
スマトリプタン錠５０ｍｇ
「Ｆ」

スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 502.00

内用薬
スマトリプタン錠５０ｍｇ「Ｆ
ＦＰ」

スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 502.00

内用薬
スマトリプタン錠５０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 502.00

内用薬
スマトリプタン錠５０ｍｇ「タ
カタ」

スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 502.00

内用薬
スマトリプタン錠５０ｍｇ「Ｄ
Ｋ」

スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 502.00

内用薬
スマトリプタン錠５０ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 502.00

内用薬
スマトリプタン錠５０ｍｇ
「トーワ」

スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 502.00

内用薬
スマトリプタン錠５０ｍｇ「日
医工」

スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 502.00

内用薬
スマトリプタン錠５０ｍｇ「マ
イラン」

スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 502.00

内用薬
スマトリプタン錠５０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 502.00

内用薬
スマトリプタン内用液５０ｍｇ
「タカタ」

スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ２ｍＬ１包 ○ 1,602.60

内用薬 局
スルピリド錠５０ｍｇ「サワ
イ」

スルピリド ５０ｍｇ１錠 ○ 6.30

内用薬 局
スルピリド錠１００ｍｇ「サワ
イ」

スルピリド １００ｍｇ１錠 ○ 6.30

内用薬 局
スルピリド錠２００ｍｇ「サワ
イ」

スルピリド ２００ｍｇ１錠 ○ 7.90

内用薬
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．
１ｍｇ「ＴＹＫ」

タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 ○ 33.90

内用薬
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．
１ｍｇ「ファイザー」

タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 ○ 22.10

内用薬
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．
２ｍｇ「ＴＹＫ」

タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 ○ 55.90

内用薬
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．
２ｍｇ「ファイザー」

タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 ○ 34.70

内用薬
タムスロシン塩酸塩カプセル
０．１ｍｇ「ケミファ」

タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル ○ 37.10

内用薬
タムスロシン塩酸塩カプセル
０．２ｍｇ「ケミファ」

タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル ○ 76.40

内用薬
チクロピジン塩酸塩細粒１０％
「サワイ」

チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ ○ 23.10

内用薬
チクロピジン塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「ＮＰ」

チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 11.80

内用薬 つくしＡ・Ｍ配合散 カンゾウ末配合剤 １ｇ 6.20

内用薬
テオフィリン徐放錠５０ｍｇ
「サワイ」

テオフィリン ５０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
テオフィリン徐放錠１００ｍｇ
「サワイ」

テオフィリン １００ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
テオフィリン徐放錠２００ｍｇ
「サワイ」

テオフィリン ２００ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
テオフィリン徐放ドライシロッ
プ小児用２０％「サワイ」

テオフィリン ２０％１ｇ ○ 57.10

内用薬 局 デパケン錠１００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 10.00
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内用薬 局 デパケン錠２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 15.20

内用薬
テプレノンカプセル５０ｍｇ
「日医工」

テプレノン ５０ｍｇ１カプセル ○ 6.60

内用薬
テプレノン細粒１０％「日医
工」

テプレノン １０％１ｇ ○ 11.80

内用薬
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ
「サンド」

ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ○ 167.00

内用薬
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ
「ＴＹＫ」

ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ○ 167.00

内用薬
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ
「サンド」

ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 249.20

内用薬
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ
「ＴＹＫ」

ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 249.20

内用薬 局
ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ○ 167.00

内用薬 局
ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 249.20

内用薬
トフィソパム錠５０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

トフィソパム ５０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
トフィソパム錠５０ｍｇ「杏
林」

トフィソパム ５０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
トラピジル錠５０ｍｇ「タカ
タ」

トラピジル ５０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
トラピジル錠１００ｍｇ「タカ
タ」

トラピジル １００ｍｇ１錠 ○ 12.90

内用薬 局
ナテグリニド錠３０ｍｇ「テ
バ」

ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 ○ 12.70

内用薬 局
ナテグリニド錠９０ｍｇ「テ
バ」

ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 ○ 31.60

内用薬
ニカルジピン塩酸塩散１０％
「日医工」

ニカルジピン塩酸塩 １０％１ｇ ○ 25.50

内用薬
ニカルジピン塩酸塩錠１０ｍｇ
「日医工」

ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
ニカルジピン塩酸塩錠２０ｍｇ
「日医工」

ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
ニカルジピン塩酸塩徐放カプセ
ル２０ｍｇ「日医工」

ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル ○ 5.60

内用薬
ニカルジピン塩酸塩徐放カプセ
ル４０ｍｇ「日医工」

ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル ○ 7.00

内用薬
ニコランジル錠５ｍｇ「日医
工」

ニコランジル ５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 局
ニセルゴリン細粒１％「サワ
イ」

ニセルゴリン １％１ｇ ○ 20.20

内用薬 局
ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワ
イ」

ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬
ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ
「トーワ」

ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「日
医工」

ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ
「トーワ」

ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ○ 10.90

内用薬
ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ
「日医工」

ニフェジピン １０ｍｇ１錠 ○ 9.80

内用薬
ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ
「トーワ」

ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ○ 19.60

内用薬
ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ
「日医工」

ニフェジピン ２０ｍｇ１錠 ○ 17.10

内用薬
ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ
「トーワ」

ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ○ 37.10

内用薬
ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ
「日医工」

ニフェジピン ４０ｍｇ１錠 ○ 31.90
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内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「科研」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 36.20

内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 36.20

内用薬 局
ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ○ 43.10

内用薬 局
ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 83.50

内用薬
ピルシカイニド塩酸塩カプセル
２５ｍｇ「日医工」

ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル ○ 28.80

内用薬
ピルシカイニド塩酸塩カプセル
５０ｍｇ「日医工」

ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル ○ 47.80

内用薬
ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ
「ケミファ」

ファモチジン １０ｍｇ１錠 ○ 13.80

内用薬
ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ
「ケミファ」

ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ○ 27.10

内用薬 局
ファモチジン錠１０ｍｇ「ケミ
ファ」

ファモチジン １０ｍｇ１錠 ○ 13.80

内用薬 局
ファモチジン錠２０ｍｇ「ケミ
ファ」

ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ○ 27.10

内用薬 ファンデヒーデ錠１ｍｇ オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ○ 4.50

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３
０ｍｇ「ＥＥ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 41.30

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３
０ｍｇ「ＫＮ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 41.30

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６
０ｍｇ「ＥＥ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 52.90

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６
０ｍｇ「ＫＮ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 52.90

内用薬 局
プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ
「ケミファ」

プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 ○ 29.20

内用薬 局
プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ
「トーワ」

プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 ○ 29.20

内用薬 局
プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ
「ケミファ」

プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 ○ 55.10

内用薬 局
プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ
「トーワ」

プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 ○ 60.20

内用薬 局
プラバスタチンナトリウム錠５
ｍｇ「日医工」

プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 ○ 22.60

内用薬 局
プラバスタチンナトリウム錠１
０ｍｇ「日医工」

プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 ○ 43.00

内用薬
プランルカスト錠１１２．５ｍ
ｇ「ＣＥＯ」

プランルカスト水和物 １１２．５ｍｇ１錠 ○ 34.20

内用薬
プランルカスト錠２２５ｍｇ
「ＣＥＯ」

プランルカスト水和物 ２２５ｍｇ１錠 ○ 59.30

内用薬 局
フルボキサミンマレイン酸塩錠
２５ｍｇ「ＴＹＫ」

フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 ○ 24.20

内用薬 局
フルボキサミンマレイン酸塩錠
５０ｍｇ「ＴＹＫ」

フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 41.70

内用薬 局
フルボキサミンマレイン酸塩錠
７５ｍｇ「ＴＹＫ」

フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠 ○ 55.70

内用薬
ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍ
ｇ「サワイ」

ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ○ 11.10

内用薬
ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ
「オーハラ」

ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ○ 8.50

内用薬
ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ
「サワイ」

ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ○ 11.10

内用薬 局
プロパフェノン塩酸塩錠１００
ｍｇ「オーハラ」

プロパフェノン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 19.20

内用薬 局
プロパフェノン塩酸塩錠１５０
ｍｇ「オーハラ」

プロパフェノン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ○ 23.50
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内用薬 局
プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ
「日医工」

プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 42.10

内用薬 局
プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ
「日医工」

プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ○ 67.80

内用薬 局
プロブコール錠２５０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

プロブコール ２５０ｍｇ１錠 ○ 6.40

内用薬 局
プロプラノロール塩酸塩錠１０
ｍｇ「日医工」

プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 6.30

内用薬
ブロムペリドール細粒１％「ア
メル」

ブロムペリドール １％１ｇ ○ 41.00

内用薬
ブロムペリドール錠１ｍｇ「ア
メル」

ブロムペリドール １ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
ブロムペリドール錠３ｍｇ「ア
メル」

ブロムペリドール ３ｍｇ１錠 ○ 11.60

内用薬
ブロムペリドール錠６ｍｇ「ア
メル」

ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 ○ 21.80

内用薬 局
ベザフィブラートＳＲ錠１００
ｍｇ「サワイ」

ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ○ 6.30

内用薬 局
ベザフィブラートＳＲ錠２００
ｍｇ「サワイ」

ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍ
ｇ「日医工」

ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ○ 6.00

内用薬 局
ベラプロストＮａ錠２０μｇ
「サワイ」

ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ○ 27.60

内用薬
ベンズブロマロン錠５０ｍｇ
「日医工」

ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ○ 8.20

内用薬 ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ
アレンドロン酸ナトリウム水和
物

３５ｍｇ１包 1,300.80

内用薬 マグミット錠２００ｍｇ 酸化マグネシウム ２００ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 局 ミデナールＬ錠１００ ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ○ 7.70

内用薬
ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ
「オーハラ」

ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ○ 15.40

内用薬
メキシレチン塩酸塩錠５０ｍｇ
「杏林」

メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
メキシレチン塩酸塩錠１００ｍ
ｇ「杏林」

メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 7.90

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩散１％
「テバ」

モサプリドクエン酸塩水和物 １％１ｇ ○ 27.10

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩散１％
「日医工」

モサプリドクエン酸塩水和物 １％１ｇ ○ 27.10

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「アメル」

モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「ＥＥ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「イセイ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「ＡＡ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「ＳＮ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「ＮＰ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「杏林」

モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「ＫＯ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「ＫＯＧ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「ケミファ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60
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内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「サワイ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「サンド」

モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「ＪＧ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「ＺＥ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「ＤＳＥＰ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「ＴＳＵ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「ＤＫ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「ＴＣＫ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「テバ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「トーワ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「日医工」

モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「日新」

モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「ファイザー」

モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「明治」

モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５
ｍｇ「ＹＤ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「アメル」

モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.50

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「ＥＥ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.50

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「イセイ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.50

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「ＡＡ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.50

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「ＳＮ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.50

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「ＮＰ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.50

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「杏林」

モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.50

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「ＫＯ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.50

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「ＫＯＧ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.50

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「ケミファ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.50

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「サワイ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.50

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「サンド」

モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.50

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「ＪＧ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.50

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「ＺＥ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.50

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.50

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「ＴＳＵ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.50
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内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「ＤＫ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.50

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「ＴＣＫ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.50

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「テバ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.50

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「トーワ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.50

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「日医工」

モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.50

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「日新」

モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.50

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「ファイザー」

モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.50

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「明治」

モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.50

内用薬 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ
「ＹＤ」

モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.50

内用薬
ユビデカレノンカプセル１０ｍ
ｇ「杏林」

ユビデカレノン １０ｍｇ１カプセル ○ 8.70

内用薬
ラニチジン錠７５ｍｇ「日医
工」

ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ○ 6.40

内用薬
ラニチジン錠１５０ｍｇ「日医
工」

ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ○ 8.70

内用薬 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＡＡ」 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ○ 28.90

内用薬
ラフチジン錠１０ｍｇ「サワ
イ」

ラフチジン １０ｍｇ１錠 ○ 28.90

内用薬 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ○ 28.90

内用薬
ラフチジン錠１０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

ラフチジン １０ｍｇ１錠 ○ 28.90

内用薬 ラフチジン錠１０ｍｇ「テバ」 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ○ 28.90

内用薬
ラフチジン錠１０ｍｇ「トー
ワ」

ラフチジン １０ｍｇ１錠 ○ 28.90

内用薬
ラフチジン錠１０ｍｇ「日医
工」

ラフチジン １０ｍｇ１錠 ○ 28.90

内用薬
ラフチジン錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

ラフチジン １０ｍｇ１錠 ○ 28.90

内用薬 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 ラフチジン １０ｍｇ１錠 ○ 28.90

内用薬 ラフチジン錠５ｍｇ「ＡＡ」 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ○ 17.10

内用薬 ラフチジン錠５ｍｇ「サワイ」 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ○ 17.10

内用薬 ラフチジン錠５ｍｇ「ＪＧ」 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ○ 17.10

内用薬 ラフチジン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ○ 17.10

内用薬 ラフチジン錠５ｍｇ「テバ」 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ○ 17.10

内用薬 ラフチジン錠５ｍｇ「トーワ」 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ○ 17.10

内用薬 ラフチジン錠５ｍｇ「日医工」 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ○ 17.10

内用薬
ラフチジン錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ラフチジン ５ｍｇ１錠 ○ 17.10

内用薬 ラフチジン錠５ｍｇ「ＹＤ」 ラフチジン ５ｍｇ１錠 ○ 17.10

内用薬
ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ
「ＴＹＫ」

ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 ○ 86.40
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内用薬
ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ
「ＴＹＫ」

ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 ○ 159.80

内用薬
ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍ
ｇ「ケミファ」

ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 ○ 40.00

内用薬
ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍ
ｇ「ケミファ」

ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 ○ 70.80

内用薬
ランソプラゾールカプセル１５
ｍｇ「ケミファ」

ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ○ 40.00

内用薬
ランソプラゾールカプセル１５
ｍｇ「日医工」

ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル ○ 40.00

内用薬
ランソプラゾールカプセル３０
ｍｇ「ケミファ」

ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ○ 70.80

内用薬
ランソプラゾールカプセル３０
ｍｇ「日医工」

ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル ○ 70.80

内用薬
リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ
「サワイ」

リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 ○ 12.10

内用薬
リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ
「トーワ」

リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 ○ 11.20

内用薬 局
リスペリドン錠０．５ｍｇ「マ
イラン」

リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 ○ 6.70

内用薬 局
リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ
「ＪＧ」

リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 63.90

内用薬 局
リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ
「テバ」

リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 71.00

内用薬 局
リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ
「ＹＤ」

リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 ○ 63.90

内用薬 局
リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍ
ｇ「サワイ」

リセドロン酸ナトリウム水和物 １７．５ｍｇ１錠 ○ 401.60

内用薬 局
リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「日
医工」

リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 24.70

内用薬
リマプロストアルファデクス錠
５μｇ「日医工」

リマプロストアルファデクス ５μｇ１錠 ○ 34.50

内用薬
レボメプロマジン細粒１０％
「アメル」

レボメプロマジンマレイン酸塩 １０％１ｇ ○ 8.70

内用薬
レボメプロマジン錠２５ｍｇ
「アメル」

レボメプロマジンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
レボメプロマジン錠５０ｍｇ
「アメル」

レボメプロマジンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
ロキソプロフェンＮａ細粒１
０％「サワイ」

ロキソプロフェンナトリウム水
和物

１０％１ｇ ○ 14.20

内用薬
ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍ
ｇ「サワイ」

ロキソプロフェンナトリウム水
和物

６０ｍｇ１錠 ○ 6.10

内用薬
ロキソプロフェンナトリウム細
粒１０％「日医工」

ロキソプロフェンナトリウム水
和物

１０％１ｇ ○ 16.00

内用薬
ロキソプロフェンナトリウム錠
６０ｍｇ「日医工」

ロキソプロフェンナトリウム水
和物

６０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
ロキソプロフェンナトリウム内
服液６０ｍｇ「日医工」

ロキソプロフェンナトリウム水
和物

０．６％１ｍＬ ○ 2.60

内用薬 局
ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ
「ザイダス」

ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 ○ 45.30

内用薬 局
ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ
「ザイダス」

ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 ○ 86.00

内用薬 局
ロサルタンカリウム錠１００ｍ
ｇ「ザイダス」

ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 ○ 129.00

内用薬
ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「Ｔ
ＹＫ」

ロラタジン １０ｍｇ１錠 ○ 66.10

注射薬 局
アミカシン硫酸塩注１００ｍｇ
「ＮＰ」

アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 ○ 104

注射薬 局
アミカシン硫酸塩注２００ｍｇ
「ＮＰ」

アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管 ○ 262

注射薬
アルガトロバン注射液１０ｍｇ
「日医工」

アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍＬ１管 ○ 1,597
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注射薬 局
アルプロスタジル注５μｇシリ
ンジ「トーワ」

アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 ○ 1,543

注射薬 局
アルプロスタジル注５μｇシリ
ンジ「日医工」

アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 ○ 1,543

注射薬 局
アルプロスタジル注１０μｇシ
リンジ「トーワ」

アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 ○ 1,942

注射薬 局
アルプロスタジル注１０μｇシ
リンジ「日医工」

アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 ○ 1,942

注射薬 イオパミロン注３７０シリンジ イオパミドール
７５．５２％６５ｍＬ１

筒
6,207

注射薬
ＨＭＧ注射用１５０ＩＵ「フェ
リング」

ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン
１５０単位１瓶（溶解液

付）
○ 1,394

注射薬
エダラボン点滴静注液３０ｍｇ
「ＴＹＫ」

エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 ○ 3,769

注射薬
エダラボン点滴静注３０ｍｇ
バッグ「ＨＫ」

エダラボン
３０ｍｇ１００ｍＬ１

キット
○ 5,201

注射薬
エトポシド点滴静注液１００ｍ
ｇ「ＳＮ」

エトポシド １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ○ 3,863

注射薬
Ｌ－アスパラギン酸カリウム点
滴静注液１０ｍＥｑ「日新」

Ｌ－アスパラギン酸カリウム
１７．１２％１０ｍＬ１

管
○ 56

注射薬
オイパロミン３００注シリンジ
１５０ｍＬ

イオパミドール
６１．２４％１５０ｍＬ

１筒
○ 7,318

注射薬
オザグレルＮａ静注液２０ｍｇ
「日医工」

オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２ｍＬ１管 ○ 514

注射薬
オザグレルＮａ静注液４０ｍｇ
「日医工」

オザグレルナトリウム ４０ｍｇ４ｍＬ１管 ○ 822

注射薬
オザグレルＮａ静注液８０ｍｇ
「日医工」

オザグレルナトリウム ８０ｍｇ８ｍＬ１管 ○ 1,584

注射薬 局
オザグレルＮａ静注用２０ｍｇ
「日医工」

オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶 ○ 481

注射薬 解凍赤血球液－ＬＲ「日赤」 解凍人赤血球濃厚液
血液２００ｍＬに由来す

る赤血球１袋
15,202

注射薬 解凍赤血球液－ＬＲ「日赤」 解凍人赤血球濃厚液
血液４００ｍＬに由来す

る赤血球１袋
30,404

注射薬
カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム静注液２５ｍｇ「日医
工」

カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

０．５％５ｍＬ１管 ○ 56

注射薬
カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム静注液５０ｍｇ「日医
工」

カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

０．５％１０ｍＬ１管 ○ 56

注射薬
カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム静注液１００ｍｇ「日医
工」

カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

０．５％２０ｍＬ１管 ○ 56

注射薬
カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム注射液１０ｍｇ「日医
工」

カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム水和物

０．５％２ｍＬ１管 ○ 50

注射薬
グラニセトロン点滴静注バッグ
１ｍｇ／５０ｍＬ「ＦＦＰ」

グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋 ○ 1,673

注射薬
グラニセトロン点滴静注バッグ
１ｍｇ／５０ｍＬ「テバ」

グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋 ○ 1,262

注射薬
グラニセトロン点滴静注バッグ
１ｍｇ／５０ｍＬ「テルモ」

グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ５０ｍＬ１袋 ○ 1,262

注射薬
グラニセトロン点滴静注バッグ
３ｍｇ／５０ｍＬ「ＡＦＰ」

グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 ○ 1,961

注射薬
グラニセトロン点滴静注バッグ
３ｍｇ／５０ｍＬ「ＦＦＰ」

グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 ○ 3,193

注射薬
グラニセトロン点滴静注バッグ
３ｍｇ／５０ｍＬ「テバ」

グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 ○ 2,661

注射薬
グラニセトロン点滴静注バッグ
３ｍｇ／５０ｍＬ「テルモ」

グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ５０ｍＬ１袋 ○ 1,961

注射薬
グラニセトロン点滴静注バッグ
３ｍｇ／１００ｍＬ「ＡＦＰ」

グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 ○ 1,961
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注射薬
グラニセトロン点滴静注バッグ
３ｍｇ／１００ｍＬ「ＦＦＰ」

グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 ○ 3,193

注射薬
グラニセトロン点滴静注バッグ
３ｍｇ／１００ｍＬ「テバ」

グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 ○ 2,661

注射薬
グラニセトロン点滴静注バッグ
３ｍｇ／１００ｍＬ「テルモ」

グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋 ○ 1,961

注射薬
ゲムシタビン点滴静注液２００
ｍｇ／５ｍＬ「サンド」

ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ○ 2,596

注射薬
ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／
２５ｍＬ「サンド」

ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ２５ｍＬ１瓶 ○ 12,618

注射薬 合成血液－ＬＲ「日赤」 合成血
血液２００ｍＬに由来す
る赤血球に血漿約６０ｍ

Ｌを混和した血液１袋
13,124

注射薬 合成血液－ＬＲ「日赤」 合成血
血液４００ｍＬに由来す
る赤血球に血漿約１２０
ｍＬを混和した血液１袋

26,247

注射薬
コンドロイチン硫酸ナトリウム
注射液２００ｍｇ「日医工」

コンドロイチン硫酸エステルナ
トリウム

１％２０ｍＬ１管 ○ 58

注射薬 シナジス筋注液５０ｍｇ パリビズマブ（遺伝子組換え） ５０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶 76,819

注射薬 シナジス筋注液１００ｍｇ パリビズマブ（遺伝子組換え） １００ｍｇ１ｍＬ１瓶 152,072

注射薬
照射解凍赤血球液－ＬＲ「日
赤」

解凍人赤血球濃厚液
血液２００ｍＬに由来す

る赤血球１袋
15,597

注射薬
照射解凍赤血球液－ＬＲ「日
赤」

解凍人赤血球濃厚液
血液４００ｍＬに由来す

る赤血球１袋
31,194

注射薬 照射合成血液－ＬＲ「日赤」 合成血
血液２００ｍＬに由来す
る赤血球に血漿約６０ｍ

Ｌを混和した血液１袋
13,674

注射薬 照射合成血液－ＬＲ「日赤」 合成血
血液４００ｍＬに由来す
る赤血球に血漿約１２０
ｍＬを混和した血液１袋

27,347

注射薬
照射洗浄赤血球液－ＬＲ「日
赤」

洗浄人赤血球浮遊液
血液２００ｍＬに由来す

る赤血球１袋
9,757

注射薬
照射洗浄赤血球液－ＬＲ「日
赤」

洗浄人赤血球浮遊液
血液４００ｍＬに由来す

る赤血球１袋
19,514

注射薬
新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」１
２０

新鮮凍結人血漿
血液２００ｍＬ相当に由

来する血漿１袋
8,706

注射薬
新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」２
４０

新鮮凍結人血漿
血液４００ｍＬ相当に由

来する血漿１袋
17,414

注射薬
新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」４
８０

新鮮凍結人血漿 ４８０ｍＬ１袋 22,961

注射薬 局
セフォチアム塩酸塩静注用０．
２５ｇ「日医工」

セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 ○ 211

注射薬 局
セフォチアム塩酸塩静注用０．
５ｇ「日医工」

セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 ○ 280

注射薬 局
セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ
「日医工」

セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 ○ 356

注射薬
セフトリアキソンナトリウム静
注用０．５ｇ「日医工」

セフトリアキソンナトリウム水
和物

５００ｍｇ１瓶 ○ 206

注射薬
セフトリアキソンナトリウム静
注用１ｇ「日医工」

セフトリアキソンナトリウム水
和物

１ｇ１瓶 ○ 336

注射薬 洗浄赤血球液－ＬＲ「日赤」 洗浄人赤血球浮遊液
血液２００ｍＬに由来す

る赤血球１袋
9,207

注射薬 洗浄赤血球液－ＬＲ「日赤」 洗浄人赤血球浮遊液
血液４００ｍＬに由来す

る赤血球１袋
18,414

注射薬
テイコプラニン点滴静注用４０
０ｍｇ「ＮＰ」

テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 ○ 4,680

注射薬
テイコプラニン点滴静注用４０
０ｍｇ「日医工」

テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 ○ 5,098

注射薬
ドセタキセル点滴静注液２０ｍ
ｇ／２ｍＬ「サンド」

ドセタキセル ２０ｍｇ２ｍＬ１瓶 ○ 12,552



区分 薬価基準収載名 成分名 規格単位

診療報酬に
おいて加算
等の算定対
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注射薬
ドセタキセル点滴静注液８０ｍ
ｇ／８ｍＬ「サンド」

ドセタキセル ８０ｍｇ８ｍＬ１瓶 ○ 43,164

注射薬 局
ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍ
ｇ「サワイ」

ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管 ○ 92

注射薬 局
ニカルジピン塩酸塩注射液１０
ｍｇ「サワイ」

ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管 ○ 229

注射薬 局
ニカルジピン塩酸塩注射液２５
ｍｇ「サワイ」

ニカルジピン塩酸塩 ２５ｍｇ２５ｍＬ１管 ○ 434

注射薬
日赤ポリグロビンＮ１０％静注
５ｇ／５０ｍＬ

ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリ
ン

５ｇ５０ｍＬ１瓶 42,246

注射薬
日赤ポリグロビンＮ１０％静注
１０ｇ／１００ｍＬ

ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリ
ン

１０ｇ１００ｍＬ１瓶 79,732

注射薬 局
バンコマイシン塩酸塩点滴静注
用０．５ｇ「日医工」

バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 ○ 1,576

注射薬 フルカリック１号輸液
アミノ酸・糖・電解質・ビタミ
ン配合剤

１３５４．５ｍＬ１キッ
ト

1,287

注射薬 フルカリック２号輸液
アミノ酸・糖・電解質・ビタミ
ン配合剤

１５０４．５ｍＬ１キッ
ト

1,378

注射薬 局
フロセミド注射液２０ｍｇ「日
医工」

フロセミド ２０ｍｇ１管 ○ 57

注射薬
プロポフォール静注１％「ＫＡ
ＢＩ」

プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 ○ 1,290

注射薬
プロポフォール１％静注２０ｍ
Ｌ「マイラン」

プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１管 ○ 837

注射薬
プロポフォール１％静注５０ｍ
Ｌ「マイラン」

プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 ○ 1,101

注射薬
プロポフォール１％静注１００
ｍＬ「日医工」

プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 ○ 1,355

注射薬
プロポフォール１％静注１００
ｍＬ「マイラン」

プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 ○ 1,355

注射薬
メソトレキセート点滴静注液１
０００ｍｇ

メトトレキサート
１，０００ｍｇ４０ｍＬ

１瓶
44,425

注射薬
リトドリン塩酸塩点滴静注液５
０ｍｇ「Ｆ」

リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 ○ 376

注射薬 局
リンコマイシン塩酸塩注射液６
００ｍｇ「日医工」

リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１管 ○ 78

外用薬
アズレン散含嗽用０．４％「杏
林」

アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物

０．４％１ｇ ○ 5.90

外用薬
インドメタシン外用液１％「日
医工」

インドメタシン １％１ｍＬ ○ 2.90

外用薬
インドメタシンクリーム１％
「日医工」

インドメタシン １％１ｇ ○ 2.90

外用薬
インドメタシンゲル１％「日医
工」

インドメタシン １％１ｇ ○ 2.90

外用薬 オー消エタ消毒液 エタノール １０ｍＬ ○ 6.30

外用薬
クラドイド外用スプレー０．
３％

ヘパリン類似物質 １ｇ ○ 20.20

外用薬
ジフロラゾン酢酸エステルク
リーム０．０５％「ＹＤ」

ジフロラゾン酢酸エステル ０．０５％１ｇ ○ 7.60

外用薬
ジフロラゾン酢酸エステル軟膏
０．０５％「ＹＤ」

ジフロラゾン酢酸エステル ０．０５％１ｇ ○ 7.60

外用薬
硝酸イソソルビドテープ４０ｍ
ｇ「サワイ」

硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 ○ 52.30

外用薬 消毒用マルオアルコール エタノール １０ｍＬ ○ 4.30

外用薬
フェルビナクパップ７０ｍｇ
「ＮＰ」

フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 ○ 15.10

外用薬
フルオシノニド軟膏０．０５％
「ＹＤ」

フルオシノニド ０．０５％１ｇ ○ 8.80

外用薬
フルオシノロンアセトニド軟膏
０．０２５％「ＹＤ」

フルオシノロンアセトニド ０．０２５％１ｇ ○ 7.80



区分 薬価基準収載名 成分名 規格単位

診療報酬に
おいて加算
等の算定対
象となる後
発医薬品

薬価（円）

外用薬
ヘパリン類似物質外用スプレー
０．３％「サトウ」

ヘパリン類似物質 １ｇ ○ 20.20

外用薬
ヘパリン類似物質外用スプレー
０．３％「ＴＣＫ」

ヘパリン類似物質 １ｇ ○ 20.20

外用薬
ヘパリン類似物質外用スプレー
０．３％「日新」

ヘパリン類似物質 １ｇ ○ 20.20

外用薬
ヘパリン類似物質外用スプレー
０．３％「ＰＰ」

ヘパリン類似物質 １ｇ ○ 20.20

外用薬
ヘパリン類似物質外用スプレー
０．３％「ファイザー」

ヘパリン類似物質 １ｇ ○ 20.20

外用薬
マキサカルシトール軟膏２５μ
ｇ／ｇ「イワキ」

マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ ○ 87.70

外用薬
マキサカルシトール軟膏２５μ
ｇ／ｇ「タカタ」

マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ ○ 87.70

外用薬
マキサカルシトール軟膏２５μ
ｇ／ｇ「ＰＰ」

マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ ○ 87.70

外用薬
ミコナゾール硝酸塩クリーム
１％「ＹＤ」

ミコナゾール硝酸塩 １％１ｇ ○ 7.70

外用薬
ラタノプロスト点眼液０．００
５％「杏林」

ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ ○ 437.60

外用薬
レボフロキサシン点眼液０．
５％「ＴＹＫ」

レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ ○ 84.60

外用薬
レボフロキサシン点眼液０．
５％「ファイザー」

レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ ○ 76.10



（参考２）

別表第４（平成２５年９月３０日まで）

区分 成分名 規格単位

内用薬 アーツェー散１０％
カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

１０％１ｇ

内用薬 アーツェー錠１０ｍｇ
カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

１０ｍｇ１錠

内用薬 アーツェー錠３０ｍｇ
カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

３０ｍｇ１錠

内用薬 アーデフィリン錠５０ テオフィリン ５０ｍｇ１錠

内用薬 アーデフィリン錠１００ テオフィリン １００ｍｇ１錠

内用薬 アーデフィリン錠２００ テオフィリン ２００ｍｇ１錠

内用薬 アーデフィリンＤＳ２０％ テオフィリン ２０％１ｇ

内用薬 アナシロール錠５ アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠

内用薬 アナシロール錠１０ アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 局 アプリトーンカプセル１０ アプリンジン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル

内用薬 局 アプリトーンカプセル２０ アプリンジン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル

内用薬 局 アポラスノン錠２５ｍｇ スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠

内用薬 アマゾロン錠５０ アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠

内用薬 アマゾロン錠１００ アマンタジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠

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

内用薬 局 アムロジピン錠５ｍｇ「コーワ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠

内用薬 局 アラセプル錠１２．５ｍｇ アラセプリル １２．５ｍｇ１錠

内用薬 局 アラセプル錠２５ｍｇ アラセプリル ２５ｍｇ１錠

内用薬 局 アラセプル錠５０ｍｇ アラセプリル ５０ｍｇ１錠

内用薬 アレルオフ錠１０ エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 アレルオフ錠２０ エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠

内用薬 局 アロファルム錠０．５ エチゾラム ０．５ｍｇ１錠

内用薬 局 アロファルム錠１．０ エチゾラム １ｍｇ１錠

内用薬 局 アロプリノール錠１００ｍｇ アロプリノール １００ｍｇ１錠

内用薬 アンサチュールカプセル３００ イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル

内用薬 イクロール錠２００ｍｇ シメチジン ２００ｍｇ１錠

内用薬 イコペントカプセル３００ イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル

内用薬 ウルゲント錠１ｍｇ オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠

内用薬 局 ウロナベリン錠１０ プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 局 ウロナベリン錠２０ プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠

内用薬 局 エクバール錠５０ シロスタゾール ５０ｍｇ１錠

薬価基準名

掲示事項等告示



区分 成分名 規格単位薬価基準名

内用薬 局 エクバール錠１００ シロスタゾール １００ｍｇ１錠

内用薬 エステリノール錠５０ｍｇ トラピジル ５０ｍｇ１錠

内用薬 エステリノール錠１００ｍｇ トラピジル １００ｍｇ１錠

内用薬 局 エチセダン錠０．５ｍｇ エチゾラム ０．５ｍｇ１錠

内用薬 局 エチセダン錠１ｍｇ エチゾラム １ｍｇ１錠

内用薬 エパタット錠５０ｍｇ エパルレスタット ５０ｍｇ１錠

内用薬 エパルドース錠５０ エパルレスタット ５０ｍｇ１錠

内用薬 エンセロン錠１０ｍｇ イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 エンセロン錠２０ｍｇ イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠

内用薬 オパプロスモン錠５μｇ
リマプロスト　アルファデク
ス

５μｇ１錠

内用薬 オメラップ錠１０ オメプラゾール １０ｍｇ１錠

内用薬 オメラップ錠２０ オメプラゾール ２０ｍｇ１錠

内用薬 オロロックス内服液６０ｍｇ
ロキソプロフェンナトリウム
水和物

０．６％１ｍＬ

内用薬 局 カプセーフ錠０．５ｍｇ エチゾラム ０．５ｍｇ１錠

内用薬 局 カプセーフ錠１ｍｇ エチゾラム １ｍｇ１錠

内用薬 カリクロモンカプセル２５単位 カリジノゲナーゼ ２５単位１カプセル

内用薬 カリクロモン錠２５ カリジノゲナーゼ ２５単位１錠

内用薬 カリクロモン錠５０ カリジノゲナーゼ ５０単位１錠

内用薬 キソラミン錠１ｍｇ クレマスチンフマル酸塩 １ｍｇ１錠

内用薬 クラソパン錠５０ｍｇ トフィソパム ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用「ＰＨ」 クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＰＨ」 クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠

内用薬 局 グロント錠５０ｍｇ シロスタゾール ５０ｍｇ１錠

内用薬 ゲファルト細粒１０％ ゲファルナート １０％１ｇ

内用薬 ケンタン細粒１０％
ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０％１ｇ

内用薬 ケンタン錠６０ｍｇ
ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠

内用薬 コバルノンカプセル５０ｍｇ テプレノン ５０ｍｇ１カプセル

内用薬 コバルノン細粒１０％ テプレノン １０％１ｇ

内用薬 コリネールＬ錠１０ｍｇ ニフェジピン １０ｍｇ１錠

内用薬 コリネールＣＲ錠１０ ニフェジピン １０ｍｇ１錠

内用薬 コリネールＣＲ錠２０ ニフェジピン ２０ｍｇ１錠

内用薬 コリネールＣＲ錠４０ ニフェジピン ４０ｍｇ１錠

内用薬 コロヘルサーＲカプセル１００ｍｇ ジルチアゼム塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル



区分 成分名 規格単位薬価基準名

内用薬 コロヘルサーＲカプセル２００ｍｇ ジルチアゼム塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル

内用薬 コロヘルサー錠３０ｍｇ ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠

内用薬 コロヘルサー錠６０ｍｇ ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠

内用薬 サイプロールシロップ０．３％ アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ

内用薬 サリペックスＬＡカプセル２０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１カプセル

内用薬 サリペックスＬＡカプセル４０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル

内用薬 サリペックス散１０％ ニカルジピン塩酸塩 １０％１ｇ

内用薬 サリペックス錠１０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 サリペックス錠２０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠

内用薬 局 サワチオン細粒１％ ニセルゴリン １％１ｇ

内用薬 局 サワチオン錠５ｍｇ ニセルゴリン ５ｍｇ１錠

内用薬 サワドールＬ錠２０ｍｇ 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠

内用薬 シュプレース錠２ｍｇ ミドドリン塩酸塩 ２ｍｇ１錠

内用薬 スタンゾームＯＤ錠１５ ランソプラゾール １５ｍｇ１錠

内用薬 スタンゾームＯＤ錠３０ ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠

内用薬 スタンゾームカプセル１５ ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル

内用薬 スタンゾームカプセル３０ ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル

内用薬 ソピラートカプセル１００ｍｇ ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル

内用薬 局 ソビラール錠１００ プロパフェノン塩酸塩 １００ｍｇ１錠

内用薬 局 ソビラール錠１５０ プロパフェノン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠

内用薬 ソフミン細粒１０％
レボメプロマジンマレイン酸
塩

１０％１ｇ

内用薬 ソフミン錠２５ｍｇ
レボメプロマジンマレイン酸
塩

２５ｍｇ１錠

内用薬 ソフミン錠５０ｍｇ
レボメプロマジンマレイン酸
塩

５０ｍｇ１錠

内用薬 局 タカナルミン錠５０ｍｇ アロプリノール ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 タカナルミン錠１００ｍｇ アロプリノール １００ｍｇ１錠

内用薬
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「興和テ
バ」

タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠

内用薬
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「興和テ
バ」

タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠

内用薬 チクピロン細粒１０％ チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ

内用薬 デカソフトカプセル１０ｍｇ ユビデカレノン １０ｍｇ１カプセル

内用薬 局 デパケン錠１００ バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠

内用薬 局 デパケン錠２００ バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠

内用薬 トイ錠５０ メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠

内用薬 トイ錠１００ メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１錠



区分 成分名 規格単位薬価基準名

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「興和テバ」 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「興和テバ」 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「興和テバ」 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「興和テバ」 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠

内用薬 トラコナ錠５０ｍｇ イトラコナゾール ５０ｍｇ１錠

内用薬 トラコナ錠１００ｍｇ イトラコナゾール １００ｍｇ１錠

内用薬 トーワラートＬ錠１０ｍｇ ニフェジピン １０ｍｇ１錠

内用薬 トーワラートＣＲ錠１０ｍｇ ニフェジピン １０ｍｇ１錠

内用薬 トーワラートＣＲ錠２０ｍｇ ニフェジピン ２０ｍｇ１錠

内用薬 トーワラートＣＲ錠４０ｍｇ ニフェジピン ４０ｍｇ１錠

内用薬 ニコランジス錠５ｍｇ ニコランジル ５ｍｇ１錠

内用薬 ニチアスピリン錠１００ アスピリン １００ｍｇ１錠

内用薬 ニチリダモール錠２５ ジピリダモール ２５ｍｇ１錠

内用薬 ハルタムカプセル０．１ｍｇ タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル

内用薬 ハルタムカプセル０．２ｍｇ タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル

内用薬 局 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「興和テバ」 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠

内用薬 局 ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「興和テバ」 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠

内用薬 ヒシミドン錠１００ｍｇ チクロピジン塩酸塩 １００ｍｇ１錠

内用薬 ビフェルチン錠０．５ アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠

内用薬 局 ピヨコール錠２５０ｍｇ プロブコール ２５０ｍｇ１錠

内用薬 ピルジニックカプセル２５ ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル

内用薬 ピルジニックカプセル５０ ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル

内用薬 局 ファモガスト錠１０ ファモチジン １０ｍｇ１錠

内用薬 局 ファモガスト錠２０ ファモチジン ２０ｍｇ１錠

内用薬 ファモガストＤ錠１０ ファモチジン １０ｍｇ１錠

内用薬 ファモガストＤ錠２０ ファモチジン ２０ｍｇ１錠

内用薬 ブラトゲン錠１．２５ｍｇ グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠

内用薬 ブラトゲン錠２．５ｍｇ グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠

内用薬 局 プラバスタン錠５ プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠

内用薬 局 プラバスタン錠１０ プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠

内用薬 局
フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「興和テ
バ」

フルボキサミンマレイン酸塩 ２５ｍｇ１錠

内用薬 局
フルボキサミンマレイン酸塩錠５０ｍｇ「興和テ
バ」

フルボキサミンマレイン酸塩 ５０ｍｇ１錠

内用薬 局
フルボキサミンマレイン酸塩錠７５ｍｇ「興和テ
バ」

フルボキサミンマレイン酸塩 ７５ｍｇ１錠



区分 成分名 規格単位薬価基準名

内用薬 局 プレスタゾール錠５０ シロスタゾール ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 プレスタゾール錠１００ シロスタゾール １００ｍｇ１錠

内用薬 局 プロドナー錠２０ ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠

内用薬 ブロマノーム錠５０ｍｇ ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 ベザテートＳＲ錠１００ ベザフィブラート １００ｍｇ１錠

内用薬 局 ベザテートＳＲ錠２００ ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠

内用薬 局 ベタマック錠５０ｍｇ スルピリド ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 ベタマック錠１００ｍｇ スルピリド １００ｍｇ１錠

内用薬 局 ベタマック錠２００ｍｇ スルピリド ２００ｍｇ１錠

内用薬 局 ヘルツベース錠１０ｍｇ プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 局 マイバスタン錠５ｍｇ プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠

内用薬 局 マイバスタン錠１０ｍｇ プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠

内用薬 マイロニン錠５０ｍｇ トフィソパム ５０ｍｇ１錠

内用薬 ミロベクト錠５０ アテノロール ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 メニエース錠６ｍｇ ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠

内用薬 局 メバン錠５ プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠

内用薬 局 メバン錠１０ プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠

内用薬 ヨウアネート顆粒５０％ アルジオキサ ５０％１ｇ

内用薬 ラニタック錠７５ ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠

内用薬 ラニタック錠１５０ ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠

内用薬 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「興和テバ」 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠

内用薬 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「興和テバ」 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠

内用薬 局 ラリルドン錠２．５ｍｇ エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠

内用薬 ランソラールカプセル１５ ランソプラゾール １５ｍｇ１カプセル

内用薬 ランソラールカプセル３０ ランソプラゾール ３０ｍｇ１カプセル

内用薬 局 リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「興和テバ」
リセドロン酸ナトリウム水和
物

２．５ｍｇ１錠

内用薬 リポオフ錠５ シンバスタチン ５ｍｇ１錠

内用薬 リポオフ錠１０ シンバスタチン １０ｍｇ１錠

内用薬 リポコバン錠５ シンバスタチン ５ｍｇ１錠

内用薬 リポブロック錠５ｍｇ シンバスタチン ５ｍｇ１錠

内用薬 リポブロック錠１０ｍｇ シンバスタチン １０ｍｇ１錠

内用薬 リポブロック錠２０ｍｇ シンバスタチン ２０ｍｇ１錠

内用薬 リリフター錠５ クロチアゼパム ５ｍｇ１錠



区分 成分名 規格単位薬価基準名

内用薬 リリフター錠１０ クロチアゼパム １０ｍｇ１錠

内用薬 局 リンドルフ錠５ｍｇ リトドリン塩酸塩 ５ｍｇ１錠

内用薬 ルナプロン細粒１％ ブロムペリドール １％１ｇ

内用薬 ルナプロン錠１ｍｇ ブロムペリドール １ｍｇ１錠

内用薬 ルナプロン錠３ｍｇ ブロムペリドール ３ｍｇ１錠

内用薬 ルナプロン錠６ｍｇ ブロムペリドール ６ｍｇ１錠

内用薬 レドルパー錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠

内用薬 局 レニベーゼ錠２．５ エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠

内用薬 局 レニベーゼ錠１０ エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 局 レプター錠５０ ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 レプター錠１００ ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠

内用薬 レンデム錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠

内用薬 レンデムＤ錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠

内用薬 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「興和テバ」 ロラタジン １０ｍｇ１錠

内用薬 ロルフェナミン細粒１０％
ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０％１ｇ

内用薬 ロルフェナミン錠６０ｍｇ
ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠

注射薬 アーツェー筋注液１０ｍｇ
カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％２ｍＬ１管

注射薬 アーツェー注２５ｍｇ
カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％５ｍＬ１管

注射薬 アーツェー注５０ｍｇ
カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％１０ｍＬ１管

注射薬 アーツェー注１００ｍｇ
カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム水和物

０．５％２０ｍＬ１管

注射薬 アルガロン注１０ｍｇ アルガトロバン水和物 １０ｍｇ２０ｍＬ１管

注射薬 アルモカリン注１０ｍＥｑ Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７．１２％１０ｍＬ１管

注射薬 エダラボン点滴静注液３０ｍｇ「興和テバ」 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管

注射薬 ガイシード注射液２００ｍｇ
コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム

１％２０ｍＬ１管

注射薬 局 カシミー注１００ｍｇ アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管

注射薬 局 カシミー注２００ｍｇ アミカシン硫酸塩 ２００ｍｇ１管

注射薬 カタクロン静注１％ オザグレルナトリウム ２０ｍｇ２ｍＬ１管

注射薬 カタクロン静注１％ オザグレルナトリウム ４０ｍｇ４ｍＬ１管

注射薬 カタクロン静注１％ オザグレルナトリウム ８０ｍｇ８ｍＬ１管

注射薬
グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッグ「ＡＦ
Ｐ」

グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋

注射薬
グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッグ「タイ
ヨー」

グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋

注射薬 グラニセトロン点滴静注液３ｍｇバッグ「ＢＸ」 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ１００ｍＬ１袋

注射薬 局 静注用カタクロン２０ オザグレルナトリウム ２０ｍｇ１瓶



区分 成分名 規格単位薬価基準名

注射薬 局 セピドナリン静注用０．２５ｇ セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶

注射薬 局 セピドナリン静注用０．５ｇ セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶

注射薬 局 セピドナリン静注用１ｇ セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶

注射薬 セフィローム静注用０．５ｇ
セフトリアキソンナトリウム
水和物

５００ｍｇ１瓶

注射薬 セフィローム静注用１ｇ
セフトリアキソンナトリウム
水和物

１ｇ１瓶

注射薬 局 ニカルピン注射液２ｍｇ ニカルジピン塩酸塩 ２ｍｇ２ｍＬ１管

注射薬 局 ニカルピン注射液１０ｍｇ ニカルジピン塩酸塩 １０ｍｇ１０ｍＬ１管

注射薬 局 ニカルピン注射液２５ｍｇ ニカルジピン塩酸塩 ２５ｍｇ２５ｍＬ１管

注射薬 局 バンマイシン点滴静注用０．５ｇ バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶

注射薬 プロポフォール注１％「マイラン」 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１管

注射薬 プロポフォール注１％「マイラン」 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶

注射薬 リメトラーク点滴静注液５０ｍｇ リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管

注射薬 局 ルニアマイシン注６００ｍｇ リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１管

注射薬 局 ロープストン注２０ｍｇ フロセミド ２０ｍｇ１管

外用薬 アズレン散含嗽用０．４％「ＫＲＭ」
アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

０．４％１ｇ

外用薬 インナミット外用液１％ インドメタシン １％１ｍＬ

外用薬 インナミットクリーム１％ インドメタシン １％１ｇ

外用薬 インナミットゲル１％ インドメタシン １％１ｇ

外用薬 オー消エタ外用液 エタノール １０ｍＬ

外用薬 サワドールテープ４０ｍｇ 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚

外用薬 ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＫＲＭ」 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ

外用薬 レボフロキサシン点眼液０．５％「興和テバ」 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ



（参考３）

別表第６（平成２６年３月３１日まで）

区分 成分名 規格単位

注射薬 新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」 新鮮凍結人血漿
血液２００ｍＬ相当に

由来する血漿１袋

注射薬 新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」 新鮮凍結人血漿
血液４００ｍＬ相当に

由来する血漿１袋

薬価基準名

掲示事項等告示
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