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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25年厚生労働省告示第210号及び第211号をもって改正され、同日付で適
用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医薬品（内用薬520品目、注射薬82品目及び外用薬113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 １０，２１０ ４，１１９ ２，６２８ ２７ １６，９８４



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「JG」

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) エスエーワン配合カプセルT20及び同T25、エヌケーエスワン配合カプセルT20及
び同T25並びにティーエスワン配合OD錠T20及び同T25
本製剤は、頻回に臨床検査が実施でき、緊急時に十分対応できる医療施設にお

いて、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、用法・用量を厳守
して本療法が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定するものであるこ
と。

(3) グリメピリドOD錠0.5mg「AFP 、同「ケミファ 、同「テバ」及びグリメピリド」 」
錠0.5mg「モチダ」
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。

(4) テルビナフィン錠125mg「ファイザー」
① 本製剤の使用上の注意において「本剤の投与は、皮膚真菌症の治療に十分な
経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される患者についてのみ投
与すること」とされていることから、本製剤を皮膚真菌症の治療に十分な経験
を持つ医師のもとで、本製剤の投与が適切と判断される患者に使用した場合に
算定できるものであること。

② 本製剤の効能・効果において「外用抗真菌剤では治療困難な患者に限る」と
されており、また、使用上の注意においても「本剤の投与は、罹患部位、重症
度及び感染の範囲より本剤の内服が適切と判断される患者にのみ使用し、外用
抗真菌剤で治療可能な患者には使用しないこと」とされていることから、本製
剤の内服が適切と判断される患者であって、かつ外用抗真菌剤で治療困難な患
者に使用した場合に限り算定できるものであること。



(5) ドセタキセル点滴静注用20mg「あすか」及び同80mg「あすか」
本製剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な

知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の投与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。

(6) ナテグリニド錠30mg「日医工」及び同90mg「日医工」
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) ノボラピッド注 フレックスタッチ
① 本製剤はインスリン製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対し
て指導管理を行った場合は 「診療報酬の算定方法 （平成20年厚生労働省告示、 」
第59号）別表第一医科診療報酬点数表（以下 「医科点数表」という ）区分番、 。
号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

② 本製剤は注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在
宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加
算は算定できないものであること。

(8) パクリタキセル注射液30mg「NP」及び同100mg「NP」
本製剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な

知識・経験を持つ医師のもとで、本療法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。

(9) リーバクト配合経口ゼリー
本製剤は、血清アルブミン値が3.5g／dL以下の低アルブミン血症を呈し、腹水

・浮腫又は肝性脳症を現有するかその既往のある非代償性肝硬変患者のうち、食
事摂取量が十分にもかかわらず低アルブミン血症を呈する患者、又は、糖尿病若
しくは肝性脳症の合併等で総熱量や総蛋白(アミノ酸)量の制限が必要な患者に使
用するものであること。



（10）ルナベル配合錠LD
① 本製剤の効能・効果は 「月経困難症」であること。、

、 。② 本製剤が避妊の目的で処方された場合には 保険給付の対象とはしないこと

３ 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303品目、注射薬59品目及び外用薬27品目）について、掲
示事項等告示の別表第６に収載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 ３７６ １１３ ７２ ０ ５６１



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 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「ＪＧ」 アスピリン １００ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＮＰ」 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 ○ 22.10

内用薬 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＦＦＰ」 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 ○ 22.10

内用薬 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＫＯＧ」 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 ○ 22.10

内用薬 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ケミファ」 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 ○ 22.10

内用薬 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＪＧ」 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 ○ 22.10

内用薬 アゼルニジピン錠８ｍｇ「タナベ」 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 ○ 22.10

内用薬 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＴＣＫ」 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 ○ 22.10

内用薬 アゼルニジピン錠８ｍｇ「テバ」 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 ○ 22.10

内用薬 アゼルニジピン錠８ｍｇ「トーワ」 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 ○ 22.10

内用薬 アゼルニジピン錠８ｍｇ「日医工」 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 ○ 22.10

内用薬 アゼルニジピン錠８ｍｇ「ＹＤ」 アゼルニジピン ８ｍｇ１錠 ○ 22.10

内用薬 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＮＰ」 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 ○ 39.30

内用薬 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＦＦＰ」 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 ○ 39.30

内用薬 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＫＯＧ」 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 ○ 39.30

内用薬
アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ケミ
ファ」

アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 ○ 39.30

内用薬 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＪＧ」 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 ○ 39.30

内用薬 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「タナベ」 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 ○ 39.30

内用薬 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＴＣＫ」 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 ○ 39.30

内用薬 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「テバ」 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 ○ 39.30

内用薬 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「トーワ」 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 ○ 39.30

内用薬 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「日医工」 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 ○ 39.30

内用薬 アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＹＤ」 アゼルニジピン １６ｍｇ１錠 ○ 39.30

内用薬 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＮＳ」
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「ケミ
ファ」

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「ＴＹＫ」
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「ＮＳ」
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「ケミ
ファ」

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「ＴＹ
Ｋ」

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「アメル」 アナストロゾール １ｍｇ１錠 ○ 309.80

内用薬 アプネカット経口液１０ｍｇ テオフィリン
１０ｍｇ２．５ｍＬ１

筒
1,115.00

薬価基準告示

（参考１）



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
アムロジピンＯＤフィルム２．５ｍｇ
「ＱＱ」

アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 20.00

内用薬
アムロジピンＯＤフィルム５ｍｇ「Ｑ
Ｑ」

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「イセイ」 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「Ｆ」 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「オーハラ」 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「ＱＱ」 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「ＪＧ」 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「ＣＨ」 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「タイヨー」 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「ＤＳＥＰ」 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「ＴＣＫ」 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「ＴＹＫ」 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「ＢＭＤ」 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「フソー」 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「ＹＤ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 42.00

内用薬
アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ
「オーハラ」

アメジニウムメチル硫酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 11.40

内用薬
アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ
「フソー」

アメジニウムメチル硫酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 17.80

内用薬 局
アモキシシリンカプセル１２５ｍｇ
「ＮＰ」

アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル ○ 8.60

内用薬 局
アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ
「ＮＰ」

アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル ○ 8.60

内用薬 アリセプトドライシロップ１％ ドネペジル塩酸塩 １％１ｇ 636.00

内用薬 アルジオキサ顆粒２０％「日医工」 アルジオキサ ２０％１ｇ ○ 5.90

内用薬 局 アルジオキサ顆粒２５％「ツルハラ」 アルジオキサ ２５％１ｇ ○ 6.20

内用薬 局 アルジオキサ顆粒５０％「ツルハラ」 アルジオキサ ５０％１ｇ ○ 6.20

内用薬 局
アルジオキサ錠１００ｍｇ「ツルハ
ラ」

アルジオキサ １００ｍｇ１錠 ○ 5.00

内用薬
アルファカルシドールカプセル０．２
５μｇ「テバ」

アルファカルシドール
０．２５μｇ１カプセ

ル
○ 5.60

内用薬
アルファカルシドールカプセル０．２
５μｇ「フソー」

アルファカルシドール
０．２５μｇ１カプセ

ル
○ 6.50

内用薬
アルファカルシドールカプセル０．５
μｇ「フソー」

アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル ○ 9.90

内用薬
アルファカルシドールカプセル１．０
μｇ「フソー」

アルファカルシドール １μｇ１カプセル ○ 19.30

内用薬
アルファカルシドールカプセル３．０
μｇ「フソー」

アルファカルシドール ３μｇ１カプセル ○ 63.70

内用薬 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「サワイ」
アレンドロン酸ナトリウム水
和物

５ｍｇ１錠 ○ 48.00

内用薬 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「サワイ」
アレンドロン酸ナトリウム水
和物

３５ｍｇ１錠 ○ 380.40

内用薬
アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「サワ
イ」

アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 7.80
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内用薬
アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「テ
バ」

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５ｍｇ「トー
ワ」

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１０ｍｇ「サ
ワイ」

アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 13.10

内用薬
アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「テ
バ」

アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 11.10

内用薬
アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ
「トーワ」

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「サワイ」 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 ○ 6.00

内用薬 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「ＺＥ」 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 ○ 3.10

内用薬 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「トーワ」 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 ○ 6.00

内用薬 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「日医工」 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 ○ 3.50

内用薬 局
アロプリノール錠１００ｍｇ「サワ
イ」

アロプリノール １００ｍｇ１錠 ○ 6.00

内用薬 局 アロプリノール錠１００ｍｇ「ＺＥ」 アロプリノール １００ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 局
アロプリノール錠１００ｍｇ「トー
ワ」

アロプリノール １００ｍｇ１錠 ○ 6.00

内用薬 局
アロプリノール錠１００ｍｇ「日医
工」

アロプリノール １００ｍｇ１錠 ○ 6.20

内用薬
アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ
「日医工」

アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ
「日新」

アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ
「ＹＤ」

アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
アンブロキソール塩酸塩内用液０．
３％「日医工」

アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ ○ 10.30

内用薬 局
イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ
「日医工」

イルソグラジンマレイン酸塩 ２ｍｇ１錠 ○ 7.70

内用薬 局
ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ
「トーワ」

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１００ｍｇ
「サワイ」

ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ○ 6.50

内用薬 局
ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ
「ＴＣＫ」

ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ○ 5.70

内用薬 局
ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ
「トーワ」

ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ○ 6.30

内用薬 エスエーワン配合カプセルＴ２０
テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル
（テガフール相当量）

○ 430.00

内用薬 エスエーワン配合カプセルＴ２５
テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル
（テガフール相当量）

○ 517.30

内用薬 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＮＰ」 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ○ 5.80

内用薬 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 ○ 6.00

内用薬 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ツルハラ」 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 ○ 6.00

内用薬 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 ○ 6.00

内用薬 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 ○ 5.80

内用薬 局 エチゾラム錠１ｍｇ「ＫＮ」 エチゾラム １ｍｇ１錠 ○ 6.30

内用薬 局 エチゾラム錠１ｍｇ「ツルハラ」 エチゾラム １ｍｇ１錠 ○ 6.30

内用薬 局 エチゾラム錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 エチゾラム １ｍｇ１錠 ○ 6.30
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内用薬 局 エチゾラム錠１ｍｇ「トーワ」 エチゾラム １ｍｇ１錠 ○ 6.00

内用薬 エトドラク錠１００ｍｇ「オーハラ」 エトドラク １００ｍｇ１錠 ○ 10.50

内用薬 エトドラク錠２００ｍｇ「オーハラ」 エトドラク ２００ｍｇ１錠 ○ 14.40

内用薬 局
エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍ
ｇ「トーワ」

エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 16.60

内用薬 局
エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ
「トーワ」

エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 29.30

内用薬 局
エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ
「トーワ」

エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 35.00

内用薬 エヌケーエスワン配合カプセルＴ２０
テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル
（テガフール相当量）

○ 430.00

内用薬 エヌケーエスワン配合カプセルＴ２５
テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル
（テガフール相当量）

○ 517.30

内用薬
エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワ
イ」

エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 41.40

内用薬
エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 59.00

内用薬
エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 24.00

内用薬
エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワ
イ」

エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ○ 56.20

内用薬
エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「トー
ワ」

エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ○ 83.30

内用薬
エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ○ 45.70

内用薬
エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児用１％
「サワイ」

エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ ○ 41.00

内用薬
エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児用１％
「トーワ」

エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ ○ 66.00

内用薬 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＫＮ」 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医
工」

エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ
「トーワ」

Ｌ－アスパラギン酸カルシウ
ム水和物

１錠 ○ 5.60

内用薬 オキサゾラム細粒１０％「イセイ」 オキサゾラム １０％１ｇ ○ 10.70

内用薬
オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「テ
バ」

オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 オフロキサシン錠１００ｍｇ「テバ」 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 ○ 28.30

内用薬 オーペグ配合内用剤 ナトリウム・カリウム配合剤 １袋 ○ 577.70

内用薬
オメプラゾール錠１０ｍｇ「ケミ
ファ」

オメプラゾール １０ｍｇ１錠 ○ 54.90

内用薬
オメプラゾール錠２０ｍｇ「ケミ
ファ」

オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 ○ 102.10

内用薬
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ
「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ＯＤ錠２．５ｍｇ
「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ＯＤ錠２．５ｍｇ
「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ＯＤ錠２．５ｍｇ
「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ＯＤ錠２．５ｍｇ
「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ＯＤ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ＯＤ錠５ｍｇ「Ａ
Ａ」

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ＯＤ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ＯＤ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ＯＤ錠５ｍｇ
「ファイザー」

オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬
カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「サワ
イ」

カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 5.80

内用薬
カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０
ｍｇ「ＹＤ」

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「トーワ」 カルベジロール １０ｍｇ１錠 ○ 32.40

内用薬 局 カルベジロール錠２０ｍｇ「トーワ」 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 ○ 61.70

内用薬
カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワ
イ」

カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
カルボシステイン錠２５０ｍｇ「トー
ワ」

カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワ
イ」

カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 ○ 7.90

内用薬
カルボシステイン錠５００ｍｇ「トー
ワ」

カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 ○ 8.90

内用薬
カルボシステインシロップ小児用５％
「トーワ」

カルボシステイン ５％１ｍＬ ○ 2.60

内用薬
カルボシステインＤＳ３３．３％
「トーワ」

カルボシステイン ３３．３％１ｇ ○ 9.50

内用薬
カルボシステインＤＳ５０％「ツルハ
ラ」

カルボシステイン ５０％１ｇ ○ 13.10

内用薬
カルボシステインドライシロップ５
０％「テバ」

カルボシステイン ５０％１ｇ ○ 13.10

内用薬
球形吸着炭カプセル２８６ｍｇ「日医
工」

球形吸着炭 ２８６ｍｇ１カプセル ○ 23.30

内用薬 球形吸着炭細粒分包２ｇ「日医工」 球形吸着炭 １ｇ ○ 73.20

内用薬 局 クエチアピン錠５０ｍｇ「アメル」 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 48.00

内用薬 局
クラリスロマイシン錠小児用５０ｍｇ
「トーワ」

クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠 ○ 39.70

内用薬 局
クラリスロマイシン錠２００ｍｇ
「トーワ」

クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠 ○ 62.50

内用薬
クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％
「トーワ」

クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ ○ 70.40

内用薬 グリクラジド錠２０ｍｇ「サワイ」 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 ○ 8.20

内用薬 グリクラジド錠２０ｍｇ「トーワ」 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 グリクラジド錠４０ｍｇ「サワイ」 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 ○ 8.20

内用薬 グリクラジド錠４０ｍｇ「トーワ」 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
グリベンクラミド錠１．２５ｍｇ「サ
ワイ」

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「サワ
イ」

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「ＡＦ
Ｐ」

グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 ○ 8.70

内用薬
グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「ケミ
ファ」

グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 ○ 8.70

内用薬
グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「テ
バ」

グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 ○ 8.70

内用薬 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「テバ」 グリメピリド １ｍｇ１錠 ○ 10.30

内用薬 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「テバ」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 ○ 24.40
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内用薬 局 グリメピリド錠０．５ｍｇ「モチダ」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 ○ 8.70

内用薬 クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 クロチアゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 クロチアゼパム ５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 クロチアゼパム錠１０ｍｇ「サワイ」 クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 ○ 9.30

内用薬
クロチアゼパム錠１０ｍｇ「ツルハ
ラ」

クロチアゼパム １０ｍｇ１錠 ○ 9.30

内用薬
クロルゾキサゾン錠２００ｍｇ「イセ
イ」

クロルゾキサゾン ２００ｍｇ１錠 ○ 5.40

内用薬 局
クロルフェネシンカルバミン酸エステ
ル錠１２５ｍｇ「ＮＰ」

クロルフェネシンカルバミン
酸エステル

１２５ｍｇ１錠 ○ 6.20

内用薬 局
クロルフェネシンカルバミン酸エステ
ル錠２５０ｍｇ「ＮＰ」

クロルフェネシンカルバミン
酸エステル

２５０ｍｇ１錠 ○ 6.20

内用薬
クロルマジノン酢酸エステル徐放錠５
０ｍｇ「トーワ」

クロルマジノン酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 ○ 64.10

内用薬 局 ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「ＹＤ」 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 ○ 11.50

内用薬 局 酸化マグネシウム「ＮＰ」原末 酸化マグネシウム １０ｇ 14.70

内用薬 酸化マグネシウム細粒８３％〈ハチ〉 酸化マグネシウム ８３％１ｇ ○ 13.60

内用薬 局 ジアゼパム錠２ｍｇ「ツルハラ」 ジアゼパム ２ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 局 ジアゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 ジアゼパム ５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 局 ジアゼパム錠１０ｍｇ「ツルハラ」 ジアゼパム １０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「日
医工」

シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル ○ 67.90

内用薬
シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「日
医工」

シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル ○ 151.70

内用薬
シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「日
医工」

シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル ○ 244.40

内用薬
ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トー
ワ」

ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３
７．５ｍｇ「トーワ」

ジクロフェナクナトリウム
３７．５ｍｇ１カプセ

ル
○ 7.70

内用薬
ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「Ｓ
Ｗ」

ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ○ 16.40

内用薬
ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「トー
ワ」

ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル ○ 7.60

内用薬
ジソピラミドカプセル１００ｍｇ「Ｓ
Ｗ」

ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル ○ 23.70

内用薬
ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「Ｓ
Ｗ」

リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 ○ 22.40

内用薬 ジピリダモール錠２５ｍｇ「トーワ」 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ○ 5.40

内用薬 ジピリダモール錠２５ｍｇ「日医工」 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ○ 5.40

内用薬
ジピリダモール錠１００ｍｇ「トー
ワ」

ジピリダモール １００ｍｇ１錠 ○ 5.90

内用薬
シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「日
医工」

塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 ○ 25.00

内用薬
シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「日
医工」

塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 ○ 35.30

内用薬 局
シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ
「トーワ」

シベンゾリンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 24.50

内用薬 局
シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ
「トーワ」

シベンゾリンコハク酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 40.10
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内用薬 シメチジン錠２００ｍｇ「ＹＤ」 シメチジン ２００ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「日医
工」

ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 ○ 6.10

内用薬
シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「サワ
イ」

シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 ○ 24.00

内用薬
シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「タカ
タ」

シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 ○ 68.10

内用薬
シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「サ
ワイ」

シロスタゾール １００ｍｇ１錠 ○ 47.60

内用薬
シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「タ
カタ」

シロスタゾール １００ｍｇ１錠 ○ 118.10

内用薬 局 シロスタゾール錠５０ｍｇ「ダイト」 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 ○ 20.30

内用薬 局 シロスタゾール錠５０ｍｇ「テバ」 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 ○ 24.00

内用薬 局 シロスタゾール錠５０ｍｇ「トーワ」 シロスタゾール ５０ｍｇ１錠 ○ 24.00

内用薬 局 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ＫＮ」 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 ○ 37.70

内用薬 局 シロスタゾール錠１００ｍｇ「テバ」 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 ○ 37.70

内用薬 局
シロスタゾール錠１００ｍｇ「トー
ワ」

シロスタゾール １００ｍｇ１錠 ○ 47.60

内用薬 局 シロスタゾール錠１００ｍｇ「ＹＤ」 シロスタゾール １００ｍｇ１錠 ○ 37.70

内用薬 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＹＤ」 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 ○ 46.00

内用薬 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 ○ 89.50

内用薬 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 ○ 189.80

内用薬 局 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「テバ」 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 局 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＹＤ」 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 局
スルピリドカプセル５０ｍｇ「イセ
イ」

スルピリド ５０ｍｇ１カプセル ○ 6.30

内用薬
セチプチリンマレイン酸塩錠１ｍｇ
「サワイ」

セチプチリンマレイン酸塩 １ｍｇ１錠 ○ 6.50

内用薬
セトラキサート塩酸塩カプセル２００
ｍｇ「ＹＤ」

セトラキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル ○ 8.70

内用薬
セトラキサート塩酸塩細粒４０％「Ｙ
Ｄ」

セトラキサート塩酸塩 ４０％１ｇ ○ 13.10

内用薬 局
セファクロルカプセル２５０ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル ○ 21.20

内用薬
セリプロロール塩酸塩錠１００ｍｇ
「日医工」

セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 24.50

内用薬
セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ
「日医工」

セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 ○ 38.20

内用薬 センノシド錠１２ｍｇ「セイコー」 センノシド １２ｍｇ１錠 ○ 5.00

内用薬 センノシド錠１２ｍｇ「ＹＤ」 センノシド １２ｍｇ１錠 ○ 5.00

内用薬 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「アメル」 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ○ 6.80

内用薬 ゾピクロン錠７．５ｍｇ「サワイ」 ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠 ○ 9.90

内用薬 ゾピクロン錠１０ｍｇ「アメル」 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 ○ 7.80

内用薬 ゾピクロン錠１０ｍｇ「サワイ」 ゾピクロン １０ｍｇ１錠 ○ 11.00
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内用薬 ソファルコン細粒１０％「ＹＤ」 ソファルコン １０％１ｇ ○ 8.30

内用薬 ソファルコン細粒２０％「ＹＤ」 ソファルコン ２０％１ｇ ○ 10.70

内用薬
タクロリムスカプセル０．５ｍｇ
「ファイザー」

タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセル ○ 325.70

内用薬
タクロリムスカプセル１ｍｇ「ファイ
ザー」

タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル ○ 575.30

内用薬
タクロリムスカプセル５ｍｇ「ファイ
ザー」

タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル ○ 2,156.10

内用薬 局 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「アメル」 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 781.10

内用薬 局 タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 タルチレリン水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 781.10

内用薬 局
チアプリド塩酸塩錠２５ｍｇ「アメ
ル」

チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ○ 6.00

内用薬 チアプリド細粒１０％「サワイ」 チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ ○ 22.80

内用薬 局 チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ○ 7.80

内用薬 局 チアプリド錠５０ｍｇ「サワイ」 チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 11.40

内用薬 チザニジン顆粒０．２％「日医工」 チザニジン塩酸塩 ０．２％１ｇ ○ 13.40

内用薬 チザニジン錠１ｍｇ「ツルハラ」 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０
テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２０ｍｇ１錠（テガ
フール相当量）

675.60

内用薬 ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５
テガフール・ギメラシル・オ
テラシルカリウム配合剤

２５ｍｇ１錠（テガ
フール相当量）

812.80

内用薬 ディオバンＯＤ錠２０ｍｇ バルサルタン ２０ｍｇ１錠 33.80

内用薬 ディオバンＯＤ錠４０ｍｇ バルサルタン ４０ｍｇ１錠 61.40

内用薬 ディオバンＯＤ錠８０ｍｇ バルサルタン ８０ｍｇ１錠 114.80

内用薬 ディオバンＯＤ錠１６０ｍｇ バルサルタン １６０ｍｇ１錠 223.70

内用薬
テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「日医
工」

テオフィリン １００ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
テオフィリン徐放ＤＳ小児用２０％
「トーワ」

テオフィリン ２０％１ｇ ○ 57.10

内用薬
テオフィリン徐放ドライシロップ小児
用２０％「日医工」

テオフィリン ２０％１ｇ ○ 49.30

内用薬
テオフィリン徐放Ｕ錠１００ｍｇ
「トーワ」

テオフィリン １００ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
テオフィリン徐放Ｕ錠２００ｍｇ
「トーワ」

テオフィリン ２００ｍｇ１錠 ○ 6.50

内用薬
テオフィリン徐放Ｕ錠４００ｍｇ
「トーワ」

テオフィリン ４００ｍｇ１錠 ○ 7.50

内用薬 デパケンＲ錠１００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 11.70

内用薬 デパケンＲ錠２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 19.20

内用薬
テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワ
イ」

テプレノン ５０ｍｇ１カプセル ○ 7.40

内用薬 テプレノン細粒１０％「サワイ」 テプレノン １０％１ｇ ○ 15.50

内用薬
テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ケミ
ファ」

テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 ○ 117.30

内用薬
テルビナフィン錠１２５ｍｇ「日医
工」

テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 ○ 123.90
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内用薬
テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ファイ
ザー」

テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 ○ 77.90

内用薬 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「日医工」 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局 ドキサゾシン錠１ｍｇ「日医工」 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ○ 15.10

内用薬 局 ドキサゾシン錠２ｍｇ「日医工」 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ○ 26.50

内用薬 局 ドキサゾシン錠４ｍｇ「日医工」 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ○ 56.10

内用薬
トコフェロール酢酸エステルカプセル
１００ｍｇ「セイコー」

トコフェロール酢酸エステル １００ｍｇ１カプセル ○ 5.60

内用薬
トコフェロールニコチン酸エステルカ
プセル２００ｍｇ「ＹＤ」

トコフェロールニコチン酸エ
ステル

２００ｍｇ１カプセル ○ 5.60

内用薬 ドパコール配合錠Ｌ５０ レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 ○ 7.00

内用薬 ドパコール配合錠Ｌ１００ レボドパ・カルビドパ水和物 １錠 ○ 14.20

内用薬 トフィソパム錠５０ｍｇ「オーハラ」 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「テ
バ」

トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「日医
工」

トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「テバ」 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医
工」

トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 局
トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「イセ
イ」

トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 ○ 6.00

内用薬 局
トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「日医
工」

トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 ○ 6.00

内用薬
トリメブチンマレイン酸塩細粒２０％
「オーハラ」

トリメブチンマレイン酸塩 ２０％１ｇ ○ 9.50

内用薬
トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍ
ｇ「オーハラ」

トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍ
ｇ「日医工」

トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 ドンペリドン錠５ｍｇ「日医工」 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 ドンペリドン錠５ｍｇ「日新」 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 ドンペリドン錠１０ｍｇ「日医工」 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 ドンペリドン錠１０ｍｇ「日新」 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 局 ナテグリニド錠３０ｍｇ「日医工」 ナテグリニド ３０ｍｇ１錠 ○ 12.70

内用薬 局 ナテグリニド錠９０ｍｇ「日医工」 ナテグリニド ９０ｍｇ１錠 ○ 31.60

内用薬 局 ニセルゴリン錠５ｍｇ「日医工」 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ○ 8.70

内用薬 ニトラゼパム錠５ｍｇ「ツルハラ」 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ○ 5.40

内用薬 ニトラゼパム錠１０ｍｇ「ツルハラ」 ニトラゼパム １０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠１００ｍｇ
「トーワ」

バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 ○ 8.10

内用薬
バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠２００ｍｇ
「トーワ」

バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 ○ 12.70

内用薬 局
バルプロ酸ナトリウムシロップ５％
「日医工」

バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ ○ 6.50

内用薬 パロキセチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 36.20
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内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「ＥＥ」 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「オーハラ」 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「ＫＮ」 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「ＫＯ」 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「ザイダス」 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１０ｍｇ「ザイダス」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 ○ 63.40

内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「ザイダス」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 ○ 110.90

内用薬 パンテチン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 パンテチン １００ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
ピコスルファートナトリウム錠２．５
ｍｇ「日医工」

ピコスルファートナトリウム
水和物

２．５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
ピコスルファートナトリウムドライシ
ロップ１％「日医工」

ピコスルファートナトリウム
水和物

１％１ｇ ○ 11.80

内用薬
ピコスルファートナトリウム内用液
０．７５％「日医工」

ピコスルファートナトリウム
水和物

０．７５％１ｍＬ ○ 9.90

内用薬
ヒドロキシジンパモ酸塩錠２５ｍｇ
「日新」

ヒドロキシジンパモ酸塩 ２５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍ
ｇ「トーワ」

ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル ○ 26.60

内用薬
ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍ
ｇ「トーワ」

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「オーハ
ラ」

ファモチジン １０ｍｇ１錠 ○ 9.50

内用薬 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬
ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

ファモチジン １０ｍｇ１錠 ○ 15.20

内用薬
ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「オーハ
ラ」

ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ○ 15.80

内用薬 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「テバ」 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ○ 13.50

内用薬
ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「トー
ワ」

ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ○ 27.10

内用薬 局 ファモチジン散２％「オーハラ」 ファモチジン ２％１ｇ ○ 18.80

内用薬 局 ファモチジン散２％「トーワ」 ファモチジン ２％１ｇ ○ 29.40

内用薬 局 ファモチジン散１０％「オーハラ」 ファモチジン １０％１ｇ ○ 98.70

内用薬 局 ファモチジン散１０％「トーワ」 ファモチジン １０％１ｇ ○ 146.10

内用薬 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「オーハラ」 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「テバ」 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ○ 15.20

内用薬 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「オーハラ」 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ○ 15.80

内用薬 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「テバ」 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ○ 13.50

内用薬 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「トーワ」 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ○ 27.10

内用薬
フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０
ｍｇ「ＮＰ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬
フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０
ｍｇ「トーワ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40
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内用薬
フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０
ｍｇ「ファイザー」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬
フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０
ｍｇ「ＮＰ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬
フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０
ｍｇ「ＦＦＰ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬
フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０
ｍｇ「トーワ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬
フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０
ｍｇ「ファイザー」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
「アメル」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
「ＳＡＮＩＫ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
「ＮＰ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
「ＦＦＰ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
「杏林」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
「ＫＯＧ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
「ケミファ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
「三和」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
「ＺＥ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
「ダイト」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
「ＴＯＡ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
「ＤＫ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
「ＴＣＫ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
「テバ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
「トーワ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
「日新」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
「ファイザー」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
「明治」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
「モチダ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ
「ＹＤ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
「アメル」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
「ＳＡＮＩＫ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
「ＮＰ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
「ＦＦＰ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
「杏林」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
「ＫＯＧ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
「ケミファ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40
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内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
「三和」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
「ＺＥ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
「ダイト」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
「ＴＯＡ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
「ＤＫ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
「ＴＣＫ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
「テバ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
「トーワ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
「日新」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
「ファイザー」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
「明治」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
「モチダ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ
「ＹＤ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬 局 ブシラミン錠５０ｍｇ「日医工」 ブシラミン ５０ｍｇ１錠 ○ 20.30

内用薬 局 ブシラミン錠１００ｍｇ「日医工」 ブシラミン １００ｍｇ１錠 ○ 25.80

内用薬 局
プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「オーハ
ラ」

プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 ○ 14.90

内用薬 局
プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「オー
ハラ」

プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 ○ 32.80

内用薬 局
プラバスタチンナトリウム錠５ｍｇ
「ＮｉｋＰ」

プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 ○ 14.90

内用薬 局
プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ
「ＮｉｋＰ」

プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 ○ 25.20

内用薬
プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．１
２５ｍｇ「トーワ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．１２５ｍｇ１錠 ○ 29.60

内用薬
プラミペキソール塩酸塩ＯＤ錠０．５
ｍｇ「トーワ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．５ｍｇ１錠 ○ 101.30

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「アメル」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．１２５ｍｇ１錠 ○ 29.60

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「ＥＥ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．１２５ｍｇ１錠 ○ 29.60

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「ＡＡ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．１２５ｍｇ１錠 ○ 29.60

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「ＳＮ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．１２５ｍｇ１錠 ○ 29.60

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「ＦＦＰ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．１２５ｍｇ１錠 ○ 29.60

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「ＭＥＥＫ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．１２５ｍｇ１錠 ○ 29.60

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「ＫＯ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．１２５ｍｇ１錠 ○ 29.60

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「ザイダス」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．１２５ｍｇ１錠 ○ 29.60

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「サワイ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．１２５ｍｇ１錠 ○ 29.60

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「ＪＧ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．１２５ｍｇ１錠 ○ 29.60

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「タカタ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．１２５ｍｇ１錠 ○ 29.60
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内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「ＤＳＥＰ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．１２５ｍｇ１錠 ○ 29.60

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「ＴＣＫ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．１２５ｍｇ１錠 ○ 29.60

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「日医工」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．１２５ｍｇ１錠 ○ 29.60

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「日新」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．１２５ｍｇ１錠 ○ 29.60

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「明治」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．１２５ｍｇ１錠 ○ 29.60

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「ＹＤ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．１２５ｍｇ１錠 ○ 29.60

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「アメル」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．５ｍｇ１錠 ○ 101.30

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「ＥＥ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．５ｍｇ１錠 ○ 101.30

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「ＡＡ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．５ｍｇ１錠 ○ 101.30

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「ＳＮ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．５ｍｇ１錠 ○ 101.30

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「ＦＦＰ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．５ｍｇ１錠 ○ 101.30

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．５ｍｇ１錠 ○ 101.30

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「ＫＯ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．５ｍｇ１錠 ○ 101.30

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「ザイダス」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．５ｍｇ１錠 ○ 101.30

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「サワイ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．５ｍｇ１錠 ○ 101.30

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「ＪＧ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．５ｍｇ１錠 ○ 101.30

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「タカタ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．５ｍｇ１錠 ○ 101.30

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．５ｍｇ１錠 ○ 101.30

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「ＴＣＫ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．５ｍｇ１錠 ○ 101.30

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「日医工」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．５ｍｇ１錠 ○ 101.30

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「日新」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．５ｍｇ１錠 ○ 101.30

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「明治」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．５ｍｇ１錠 ○ 101.30

内用薬
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「ＹＤ」

プラミペキソール塩酸塩水和
物

０．５ｍｇ１錠 ○ 101.30

内用薬
プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ
／ｍＬ「テバ」

プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０００５％１ｍＬ ○ 3.80

内用薬
プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ
／ｍＬ「日医工」

プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０００５％１ｍＬ ○ 3.80

内用薬
プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ「日
医工」

プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０２５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
ブロチゾラム錠０．１２５ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ブロチゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＮＰ」 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ○ 7.60

内用薬
ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「アメ
ル」

ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ○ 6.10

内用薬
ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「トー
ワ」

ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ○ 7.60

内用薬
ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「日医
工」

ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ○ 7.60

内用薬 局
プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 33.30
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内用薬 局
プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ○ 52.70

内用薬 局 プロブコール錠２５０ｍｇ「日医工」 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 ○ 6.40

内用薬
プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル
６０ｍｇ「サワイ」

プロプラノロール塩酸塩 ６０ｍｇ１カプセル ○ 36.40

内用薬 ブロムペリドール細粒１％「サワイ」 ブロムペリドール １％１ｇ ○ 30.70

内用薬 ブロムペリドール錠１ｍｇ「サワイ」 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「サワイ」 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「サワイ」 ブロムペリドール ６ｍｇ１錠 ○ 19.20

内用薬
ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「フ
ソー」

ブロモクリプチンメシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 48.60

内用薬 局
ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「Ｃ
ＥＯ」

ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ○ 6.00

内用薬 局
ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「Ｔ
ＳＵ」

ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ○ 6.00

内用薬 局
ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ
「ＣＥＯ」

ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ○ 6.30

内用薬 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「トーワ」 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 ○ 20.30

内用薬 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「トーワ」 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ○ 38.20

内用薬 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「トーワ」 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 ○ 68.00

内用薬 局
ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ツルハ
ラ」

ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 ○ 6.30

内用薬 局
ベラプロストＮａ錠２０μｇ「オーハ
ラ」

ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ○ 24.80

内用薬 局
ベラプロストＮａ錠２０μｇ「トー
ワ」

ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ○ 32.90

内用薬 局 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ＹＤ」 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ○ 24.80

内用薬 局
ベラプロストＮａ錠４０μｇ「トー
ワ」

ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 ○ 62.90

内用薬 局 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「ＹＤ」 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 ○ 38.40

内用薬 局
ベラプロストナトリウム錠２０μｇ
「Ｆ」

ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ○ 27.60

内用薬
ペリンドプリルエルブミン錠２ｍｇ
「サワイ」

ペリンドプリルエルブミン ２ｍｇ１錠 ○ 41.40

内用薬
ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ
「サワイ」

ペリンドプリルエルブミン ４ｍｇ１錠 ○ 72.20

内用薬 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「テバ」 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「テバ」 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ○ 6.80

内用薬 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＮＳ」 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ○ 16.80

内用薬 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「杏林」 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ○ 20.90

内用薬 局
ボグリボース錠０．２ｍｇ「ケミ
ファ」

ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ○ 20.90

内用薬 局 ボグリボース錠０．２ｍｇ「ＹＤ」 ボグリボース ０．２ｍｇ１錠 ○ 16.80

内用薬 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＮＳ」 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ○ 23.40

内用薬 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「杏林」 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ○ 28.80

内用薬 局
ボグリボース錠０．３ｍｇ「ケミ
ファ」

ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ○ 28.80



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）

内用薬 局 ボグリボース錠０．３ｍｇ「ＹＤ」 ボグリボース ０．３ｍｇ１錠 ○ 23.40

内用薬 マグミット細粒８３％ 酸化マグネシウム ８３％１ｇ ○ 13.60

内用薬 局 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 9.90

内用薬 局
マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医
工」

マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 14.80

内用薬 局
マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「日医
工」

マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ○ 25.50

内用薬
メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ
「サワイ」

メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル ○ 6.80

内用薬
メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ
「ＴＣＫ」

メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル ○ 6.80

内用薬
メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ
「日医工」

メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル ○ 6.80

内用薬
メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍ
ｇ「サワイ」

メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル ○ 13.80

内用薬
メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍ
ｇ「日医工」

メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル ○ 13.80

内用薬 メコバラミン錠２５０μｇ「ＹＤ」 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 メコバラミン錠５００μｇ「ＹＤ」 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 局
メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ
「サワイ」

メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 ○ 7.30

内用薬 局
メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ
「サワイ」

メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 ○ 7.40

内用薬
メドロキシプロゲステロン酢酸エステ
ル錠２．５ｍｇ「ＰＰ」

メドロキシプロゲステロン酢
酸エステル

２．５ｍｇ１錠 ○ 12.20

内用薬 局 メフルシド錠２５ｍｇ「日医工」 メフルシド ２５ｍｇ１錠 ○ 6.00

内用薬 ラニチジン錠７５ｍｇ「ＹＤ」 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ○ 8.30

内用薬 ラニチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ○ 13.60

内用薬 局 リシノプリル錠５ｍｇ「オーハラ」 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 11.40

内用薬 局 リシノプリル錠５ｍｇ「日医工」 リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 12.70

内用薬 局 リシノプリル錠１０ｍｇ「オーハラ」 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 ○ 14.20

内用薬 局 リシノプリル錠１０ｍｇ「日医工」 リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠 ○ 15.70

内用薬 局 リシノプリル錠２０ｍｇ「オーハラ」 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 ○ 19.10

内用薬 局 リシノプリル錠２０ｍｇ「日医工」 リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠 ○ 20.40

内用薬
リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「アメ
ル」

リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 ○ 6.70

内用薬
リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「ヨシ
トミ」

リスペリドン ０．５ｍｇ１錠 ○ 12.20

内用薬
リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「ヨシト
ミ」

リスペリドン １ｍｇ１錠 ○ 21.90

内用薬
リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「ヨシト
ミ」

リスペリドン ２ｍｇ１錠 ○ 39.60

内用薬 リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「アメル」 リスペリドン ３ｍｇ１錠 ○ 35.00

内用薬
リスペリドンＯＤ錠３ｍｇ「ヨシト
ミ」

リスペリドン ３ｍｇ１錠 ○ 57.40

内用薬 局
リセドロン酸Ｎａ塩錠２．５ｍｇ「タ
ナベ」

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塩錠１７．５ｍｇ
「タナベ」

リセドロン酸ナトリウム水和
物

１７．５ｍｇ１錠 ○ 401.60
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内用薬 局
リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

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「杏
林」

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「サン
ド」

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１７．５ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

リセドロン酸ナトリウム水和
物

１７．５ｍｇ１錠 ○ 401.60

内用薬 局
リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

リセドロン酸ナトリウム水和
物

１７．５ｍｇ１錠 ○ 446.20

内用薬 局
リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ
「Ｆ」

リセドロン酸ナトリウム水和
物

１７．５ｍｇ１錠 ○ 401.60

内用薬 局
リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「Ｆ
ＦＰ」

リセドロン酸ナトリウム水和
物

１７．５ｍｇ１錠 ○ 446.20

内用薬 局
リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「杏
林」

リセドロン酸ナトリウム水和
物

１７．５ｍｇ１錠 ○ 401.60

内用薬 局
リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サ
ンド」

リセドロン酸ナトリウム水和
物

１７．５ｍｇ１錠 ○ 401.60

内用薬 局
リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

リセドロン酸ナトリウム水和
物

１７．５ｍｇ１錠 ○ 401.60

内用薬 局
リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「Ｚ
Ｅ」

リセドロン酸ナトリウム水和
物

１７．５ｍｇ１錠 ○ 446.20

内用薬 局
リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「タ
カタ」

リセドロン酸ナトリウム水和
物

１７．５ｍｇ１錠 ○ 446.20

内用薬 局
リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「テ
バ」

リセドロン酸ナトリウム水和
物

１７．５ｍｇ１錠 ○ 446.20

内用薬 局
リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ
「トーワ」

リセドロン酸ナトリウム水和
物

１７．５ｍｇ１錠 ○ 446.20

内用薬 局
リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「日
医工」

リセドロン酸ナトリウム水和
物

１７．５ｍｇ１錠 ○ 446.20

内用薬 局
リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「日
新」

リセドロン酸ナトリウム水和
物

１７．５ｍｇ１錠 ○ 446.20

内用薬 局
リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ
「ファイザー」

リセドロン酸ナトリウム水和
物

１７．５ｍｇ１錠 ○ 401.60

内用薬 局
リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「明
治」

リセドロン酸ナトリウム水和
物

１７．５ｍｇ１錠 ○ 446.20

内用薬 局
リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ
「ユートク」

リセドロン酸ナトリウム水和
物

１７．５ｍｇ１錠 ○ 446.20

内用薬 局
リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

リセドロン酸ナトリウム水和
物

１７．５ｍｇ１錠 ○ 401.60

内用薬 局
リセドロン酸ナトリウム錠１７．５ｍ
ｇ「アメル」

リセドロン酸ナトリウム水和
物

１７．５ｍｇ１錠 ○ 401.60

内用薬 局
リセドロン酸ナトリウム錠１７．５ｍ
ｇ「ケミファ」

リセドロン酸ナトリウム水和
物

１７．５ｍｇ１錠 ○ 446.20

内用薬 リーバクト配合経口ゼリー
イソロイシン・ロイシン・バ
リン

２０ｇ１個 246.50

内用薬 リバロＯＤ錠１ｍｇ ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 66.40

内用薬 リバロＯＤ錠２ｍｇ ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 125.90

内用薬
リボフラビン酪酸エステル細粒１０％
「ツルハラ」

リボフラビン酪酸エステル １０％１ｇ ○ 6.20

内用薬
リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ
「ツルハラ」

リボフラビン酪酸エステル ２０ｍｇ１錠 ○ 5.40

内用薬 硫酸バリウム散９８．８％「ホリイ」 硫酸バリウム ９８．８％１０ｇ 14.80

内用薬 ルナベル配合錠ＬＤ
ノルエチステロン・エチニル
エストラジオール

１錠 327.90

内用薬
ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「Ｒ
Ｍ」

ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ○ 40.70

内用薬
ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「Ｙ
Ｄ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０％１ｇ ○ 10.60

内用薬
ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「三
和」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 ○ 6.10
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内用薬
ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ
「トーワ」

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Ｎａ錠６０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

６０ｍｇ１錠 ○ 7.80

内用薬
ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワ
イ」

ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠 ○ 9.20

内用薬
ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ「サワ
イ」

ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠 ○ 14.80

内用薬
ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「フ
ソー」

塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル ○ 15.00

内用薬
ロペラミド塩酸塩細粒０．１％「フ
ソー」

塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ ○ 15.40

内用薬
ロペラミド塩酸塩細粒０．２％「フ
ソー」

塩酸ロペラミド ０．２％１ｇ ○ 32.20

内用薬 ロラタジンＤＳ１％「サワイ」 ロラタジン １％１ｇ ○ 144.50

内用薬
ロラタジンドライシロップ１％「日医
工」

ロラタジン １％１ｇ ○ 144.50

注射薬 局
アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ
バッグ１００ｍＬ「アイロム」

アシクロビル
２５０ｍｇ１００ｍＬ

１袋
○ 1,123

注射薬
アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ
「アイロム」

アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 ○ 872

注射薬 局
アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ
「ＮｉｋＰ」

アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管 ○ 104

注射薬
アルプロスタジルアルファデクス注射
用２０μｇ「ＡＦＰ」

アルプロスタジル　アルファ
デクス

２０μｇ１瓶 ○ 507

注射薬
イオパミドール３００注５０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

イオパミドール
６１．２４％５０ｍＬ

１瓶
○ 3,143

注射薬
イオパミドール３００注１００ｍＬ
「ＨＫ」

イオパミドール
６１．２４％１００ｍ

Ｌ１瓶
○ 4,548

注射薬
イオパミドール３７０注シリンジ５０
ｍＬ「ＨＫ」

イオパミドール
７５．５２％５０ｍＬ

１筒
○ 3,938

注射薬
イオパミドール３７０注シリンジ８０
ｍＬ「ＨＫ」

イオパミドール
７５．５２％８０ｍＬ

１筒
○ 4,562

注射薬
イオパミドール３７０注シリンジ１０
０ｍＬ「ＨＫ」

イオパミドール
７５．５２％１００ｍ

Ｌ１筒
○ 5,973

注射薬
イオパミドール３７０注２０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

イオパミドール
７５．５２％２０ｍＬ

１瓶
○ 1,761

注射薬
イオパミドール３７０注５０ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

イオパミドール
７５．５２％５０ｍＬ

１瓶
○ 3,477

注射薬
イオパミドール３７０注１００ｍＬ
「ＨＫ」

イオパミドール
７５．５２％１００ｍ

Ｌ１瓶
○ 5,817

注射薬
イオヘキソール３００注シリンジ１０
０ｍＬ「ＨＫ」

イオヘキソール
６４．７１％１００ｍ

Ｌ１筒
○ 4,564

注射薬 １％ディプリバン注 プロポフォール
２００ｍｇ２０ｍＬ１

瓶
1,275

注射薬
イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍ
ｇ「ＮＰ」

イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 ○ 3,124

注射薬
イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍ
ｇ「トーワ」

イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 ○ 3,124

注射薬
イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍ
ｇ「日医工」

イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 ○ 3,124

注射薬
イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００
ｍｇ「ＮＰ」

イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ○ 7,334

注射薬
イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００
ｍｇ「トーワ」

イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ○ 7,334

注射薬
イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００
ｍｇ「日医工」

イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 ○ 7,334

注射薬
エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管 ○ 3,769

注射薬
エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／
５ｍＬ「ホスピーラ」

エピルビシン塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ○ 3,131

注射薬
エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／
２５ｍＬ「ホスピーラ」

エピルビシン塩酸塩 ５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶 ○ 10,762
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注射薬
エポプロステノール静注用０．５ｍｇ
「ＡＣＴ」

エポプロステノールナトリウ
ム

０．５ｍｇ１瓶 ○ 9,210

注射薬
エポプロステノール静注用０．５ｍｇ
「ＡＣＴ」

エポプロステノールナトリウ
ム

０．５ｍｇ１瓶（溶解
液付）

○ 9,430

注射薬
エポプロステノール静注用１．５ｍｇ
「ＡＣＴ」

エポプロステノールナトリウ
ム

１．５ｍｇ１瓶 ○ 18,898

注射薬
エポプロステノール静注用１．５ｍｇ
「ＡＣＴ」

エポプロステノールナトリウ
ム

１．５ｍｇ１瓶（溶解
液付）

○ 19,118

注射薬
Ｌ－アスパラギン酸カリウム点滴静注
液１０ｍＥｑ「トーワ」

Ｌ－アスパラギン酸カリウム
１７．１２％１０ｍＬ

１管
○ 56

注射薬
オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッ
グ「テルモ」

オザグレルナトリウム
８０ｍｇ２００ｍＬ１

袋
○ 1,384

注射薬
コカルボキシラーゼ注射用２５ｍｇ
「イセイ」

コカルボキシラーゼ
２５ｍｇ１管（溶解液

付）
○ 56

注射薬
コカルボキシラーゼ注射用５０ｍｇ
「イセイ」

コカルボキシラーゼ
５０ｍｇ１管（溶解液

付）
○ 56

注射薬 サイゼン注用１．３３ｍｇ
ソマトロピン（遺伝子組換
え）

１．３３ｍｇ１瓶（溶
解液付）

8,237

注射薬 サイゼン皮下注射液１２ｍｇ
ソマトロピン（遺伝子組換
え）

１２ｍｇ１筒 64,085

注射薬 サイゼン皮下注用８ｍｇ
ソマトロピン（遺伝子組換
え）

８ｍｇ１瓶（溶解液
付）

43,906

注射薬 局
セファゾリンナトリウム注射用０．５
ｇ「日医工」

セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 ○ 122

注射薬 局
セファゾリンナトリウム注射用１ｇ
「日医工」

セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 ○ 122

注射薬 局
セファゾリンナトリウム注射用２ｇ
「日医工」

セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶 ○ 259

注射薬 局
セフォチアム塩酸塩静注用０．２５ｇ
「ＮＰ」

セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶 ○ 231

注射薬 局
セフォチアム塩酸塩静注用０．５ｇ
「ＮＰ」

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「Ｎ
Ｐ」

セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶 ○ 356

注射薬
セフォチアム塩酸塩点滴静注用１ｇ
バッグ「ＮＰ」

セフォチアム塩酸塩
１ｇ１キット（生理食

塩液１００ｍＬ付）
○ 699

注射薬
テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ
「明治」

テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 ○ 3,115

注射薬
テイコプラニン点滴静注用４００ｍｇ
「明治」

テイコプラニン ４００ｍｇ１瓶 ○ 4,680

注射薬
デキストロメトルファン臭化水素酸塩
注射液５ｍｇ「日医工」

デキストロメトルファン臭化
水素酸塩水和物

０．５％１ｍＬ１管 ○ 54

注射薬
ドセタキセル点滴静注用２０ｍｇ「あ
すか」

ドセタキセル
２０ｍｇ０．５ｍＬ１

瓶（溶解液付）
○ 12,552

注射薬
ドセタキセル点滴静注用８０ｍｇ「あ
すか」

ドセタキセル
８０ｍｇ２ｍＬ１瓶

（溶解液付）
○ 43,164

注射薬
ドブタミン塩酸塩点滴静注１００ｍｇ
「ＫＮ」

ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ○ 301

注射薬
ドブタミン点滴静注１００ｍｇ「ＡＦ
Ｐ」

ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ○ 416

注射薬 局 トラネキサム酸注１ｇ「ＮＰ」 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 ○ 61

注射薬
トラネキサム酸注１ｇシリンジ「Ｎ
Ｐ」

トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１筒 ○ 166

注射薬
ナファモスタットメシル酸塩注射用１
０ｍｇ「ＡＦＰ」

ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 ○ 252

注射薬
ナファモスタットメシル酸塩注射用５
０ｍｇ「ＮｉｋＰ」

ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ○ 691

注射薬
ナファモスタットメシル酸塩注射用１
００ｍｇ「ＡＦＰ」

ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 ○ 865

注射薬
ナファモスタットメシル酸塩注射用１
００ｍｇ「ＮｉｋＰ」

ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶 ○ 1,749

注射薬
ニトログリセリン点滴静注２５ｍｇ／
５０ｍＬ「ＨＫ」

ニトログリセリン ２５ｍｇ５０ｍＬ１袋 ○ 1,647
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注射薬 ノボラピッド注　フレックスタッチ
インスリンアスパルト（遺伝
子組換え）

３００単位１キット 2,319

注射薬
パクリタキセル注射液１００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

パクリタキセル
１００ｍｇ１６．７ｍ

Ｌ１瓶
○ 15,474

注射薬
パクリタキセル注射液３０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

パクリタキセル ３０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ○ 5,587

注射薬
ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリ
ンジ「ＮＰ」

ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ○ 589

注射薬
ビダラビン点滴静注用３００ｍｇ
「Ｆ」

ビダラビン ３００ｍｇ１瓶 ○ 5,239

注射薬 ５－ＦＵ注２５０ｍｇ フルオロウラシル ２５０ｍｇ１瓶 368

注射薬 局
ファモチジン注射用１０ｍｇ「オーハ
ラ」

ファモチジン １０ｍｇ１管 ○ 92

注射薬 局 ファモチジン注射用１０ｍｇ「テバ」 ファモチジン １０ｍｇ１管 ○ 102

注射薬 局
ファモチジン注射用２０ｍｇ「オーハ
ラ」

ファモチジン ２０ｍｇ１管 ○ 140

注射薬 局 ファモチジン注射用２０ｍｇ「テバ」 ファモチジン ２０ｍｇ１管 ○ 140

注射薬 局 ファモチジン注用１０ｍｇ「トーワ」 ファモチジン １０ｍｇ１管 ○ 102

注射薬 局 ファモチジン注用２０ｍｇ「トーワ」 ファモチジン ２０ｍｇ１管 ○ 140

注射薬
ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ
シリンジ「ＮＰ」

ブチルスコポラミン臭化物 ２０ｍｇ１ｍＬ１筒 ○ 159

注射薬 ブドウ糖注５％シリンジ「ＮＰ」 ブドウ糖 ５％２０ｍＬ１筒 ○ 176

注射薬 ブドウ糖注２０％シリンジ「ＮＰ」 ブドウ糖 ２０％２０ｍＬ１筒 ○ 178

注射薬
フルコナゾール静注液５０ｍｇ「イセ
イ」

フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 ○ 1,011

注射薬
フルコナゾール静注液１００ｍｇ「イ
セイ」

フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 ○ 1,400

注射薬
フルコナゾール静注液１００ｍｇ「テ
バ」

フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 ○ 1,390

注射薬
フルコナゾール静注液２００ｍｇ「イ
セイ」

フルコナゾール
０．２％１００ｍＬ１

瓶
○ 1,893

注射薬
フルコナゾール静注液２００ｍｇ「テ
バ」

フルコナゾール
０．２％１００ｍＬ１

袋
○ 1,761

注射薬
プロチレリン酒石酸塩注１ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

プロチレリン酒石酸塩水和物 １ｍｇ１ｍＬ１管 ○ 1,020

注射薬
プロチレリン酒石酸塩注２ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

プロチレリン酒石酸塩水和物 ２ｍｇ１ｍＬ１管 ○ 2,559

注射薬 局
ホスホマイシンＮａ静注用０．５ｇ
「タカタ」

ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶 ○ 199

注射薬 局
ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「タカ
タ」

ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶 ○ 361

注射薬 局
ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「タカ
タ」

ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶 ○ 567

注射薬
メコバラミン注５００μｇシリンジ
「ＮＰ」

メコバラミン ５００μｇ１ｍＬ１筒 ○ 164

注射薬
リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ
「オーハラ」

リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管 ○ 242

外用薬 アシクロビル軟膏５％「テバ」 アシクロビル ５％１ｇ ○ 145.90

外用薬
オキシブプロカイン塩酸塩点眼液０．
４％「ニットー」

オキシブプロカイン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ ○ 8.90

外用薬
オフロキサシン点眼液０．３％「テ
バ」

オフロキサシン ０．３％１ｍＬ ○ 43.00

外用薬
クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０
５％「テイコク」

クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ ○ 12.40

外用薬
クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用
液５％「ＮＰ」

クロルヘキシジングルコン酸
塩

５％１０ｍＬ ○ 10.30



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
ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「テイ
コク」

ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ○ 14.30

外用薬
ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「テイ
コク」

ケトプロフェン
１０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
○ 19.80

外用薬
ジフルプレドナート軟膏０．０５％
「ＫＮ」

ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ ○ 12.30

外用薬
硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「テ
イコク」

硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚 ○ 45.10

外用薬 消毒用アルコール配合液「ＮＰ」 エタノール １０ｍＬ 4.30

外用薬 消毒用エタノールＩＰＡ液「東豊」 エタノール １０ｍＬ ○ 6.30

外用薬
ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「Ｙ
Ｐ」

ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ○ 33.60

外用薬 ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＹＰ」 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ○ 45.50

外用薬 ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＹＰ」 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ○ 59.20

外用薬 ティアバランス点眼液０．３％ ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ○ 467.60

外用薬 局
テルビナフィン塩酸塩クリーム１％
「日医工」

テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ ○ 20.10

外用薬 ヒアロンサン点眼液０．３％ ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 ○ 430.00

外用薬 ビダラビン軟膏３％「イワキ」 ビダラビン ３％１ｇ ○ 132.20

外用薬 ビダラビン軟膏３％「Ｆ」 ビダラビン ３％１ｇ ○ 132.20

外用薬
フェルビナクパップ７０ｍｇ「ラクー
ル」

フェルビナク
１０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
○ 15.10

外用薬
フェルビナクパップ１４０ｍｇ「ラ
クール」

フェルビナク
２０ｃｍ×１４ｃｍ１

枚
○ 24.70

外用薬
フェルビナクローション３％「ラクー
ル」

フェルビナク ３％１ｍＬ ○ 4.00

外用薬 麻
フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ
「明治」

フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 ○ 1,260.80

外用薬 麻
フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ
「明治」

フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 ○ 2,338.50

外用薬 麻
フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ
「明治」

フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 ○ 4,337.40

外用薬 麻
フェンタニル３日用テープ１２．６ｍ
ｇ「明治」

フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 ○ 6,225.40

外用薬 麻
フェンタニル３日用テープ１６．８ｍ
ｇ「明治」

フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 ○ 8,044.90

外用薬
フルオシノニドクリーム０．０５％
「テイコク」

フルオシノニド ０．０５％１ｇ ○ 9.10

外用薬
フルオシノニド軟膏０．０５％「テイ
コク」

フルオシノニド ０．０５％１ｇ ○ 9.10

外用薬
フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用
「杏林」５６噴霧用

フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

○ 549.30

外用薬
フルチカゾン点鼻液５０μｇ「杏林」
２８噴霧用

フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

２．０４ｍｇ４ｍＬ１
瓶

○ 512.10

外用薬
フルチカゾン点鼻液５０μｇ「杏林」
５６噴霧用

フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

４．０８ｍｇ８ｍＬ１
瓶

○ 968.10

外用薬
プレドニゾロンクリーム０．５％「テ
イコク」

プレドニゾロン ０．５％１ｇ 8.10

外用薬 プロビスク０．６眼粘弾剤１％ ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 ○ 3,696.50

外用薬
ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
クリーム０．０６４％「テイコク」

ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ ○ 9.40

外用薬
ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
軟膏０．０６４％「テイコク」

ベタメタゾンジプロピオン酸
エステル

０．０６４％１ｇ ○ 9.40

外用薬 ポビドンヨード含嗽用液７％「ＹＤ」 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ○ 2.40
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外用薬
レボカバスチン点眼液０．０２５％
「ＫＯＧ」

レボカバスチン塩酸塩 ０．０２５％１ｍＬ ○ 96.30

外用薬 局
レボフロキサシン点眼液０．５％「Ｋ
ＯＧ」

レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ ○ 76.10

外用薬 局
レボフロキサシン点眼液１．５％「ア
メル」

レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ ○ 85.50

外用薬 局
レボフロキサシン点眼液１．５％「Ｆ
ＦＰ」

レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ ○ 85.50

外用薬 局
レボフロキサシン点眼液１．５％
「オーハラ」

レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ ○ 85.50

外用薬 局
レボフロキサシン点眼液１．５％「科
研」

レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ ○ 85.50

外用薬 局
レボフロキサシン点眼液１．５％「杏
林」

レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ ○ 85.50

外用薬 局
レボフロキサシン点眼液１．５％「Ｋ
ＯＧ」

レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ ○ 76.90

外用薬 局
レボフロキサシン点眼液１．５％「タ
カタ」

レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ ○ 85.50

外用薬 局
レボフロキサシン点眼液１．５％「Ｔ
Ｓ」

レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ ○ 85.50

外用薬 局
レボフロキサシン点眼液１．５％「テ
バ」

レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ ○ 85.50

外用薬 局
レボフロキサシン点眼液１．５％「日
新」

レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ ○ 85.50

外用薬 局
レボフロキサシン点眼液１．５％
「ファイザー」

レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ ○ 76.90

外用薬 局
レボフロキサシン点眼液１．５％「Ｙ
Ｄ」

レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ ○ 85.50

外用薬
ロキソプロフェンＮａゲル１％「Ｎ
Ｐ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１％１ｇ ○ 4.50

外用薬
ロキソプロフェンＮａゲル１％「Ｊ
Ｇ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１％１ｇ ○ 4.50

外用薬
ロキソプロフェンＮａゲル１％「ラ
クール」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１％１ｇ ○ 4.50

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ
「アメル」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ○ 19.80

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ
「ＥＥ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ○ 19.80

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ
「ＳＮ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ○ 19.80

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ
「ＮＰ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ○ 19.80

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ
「ＦＦＰ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ○ 19.80

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ
「科研」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ○ 19.80

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ
「杏林」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ○ 19.80

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ
「ＫＯＧ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ○ 19.80

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ
「三和」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ○ 19.80

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ
「ＪＧ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ○ 19.80

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ
「タカタ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ○ 19.80

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ
「ＴＳ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ○ 19.80

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ
「ＤＫ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ○ 19.80

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ
「トーワ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ○ 19.80

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ
「日本臓器」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ○ 19.80
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外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ
「三笠」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ○ 19.80

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ
「ユートク」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ○ 19.80

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ
「ラクール」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ○ 19.80

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ
「ＹＤ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ○ 19.80

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍ
ｇ「アメル」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍ
ｇ「ＥＥ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍ
ｇ「ＳＮ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍ
ｇ「ＮＰ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍ
ｇ「ＦＦＰ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍ
ｇ「科研」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍ
ｇ「杏林」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍ
ｇ「ＫＯＧ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍ
ｇ「三和」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍ
ｇ「ＪＧ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍ
ｇ「タカタ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍ
ｇ「ＴＳ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍ
ｇ「ＤＫ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍ
ｇ「トーワ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍ
ｇ「日本臓器」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍ
ｇ「三笠」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍ
ｇ「ユートク」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍ
ｇ「ラクール」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍ
ｇ「ＹＤ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍ
ｇ「ＮＰ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍ
ｇ「杏林」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍ
ｇ「ＫＯＧ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍ
ｇ「三和」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍ
ｇ「ＪＧ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍ
ｇ「タカタ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍ
ｇ「トーワ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍ
ｇ「三笠」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍ
ｇ「ＹＤ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60



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
ロキソプロフェンＮａパップ２００ｍ
ｇ「三笠」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

２０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 47.30

外用薬
ロキソプロフェンナトリウムテープ５
０ｍｇ「ケミファ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ○ 19.80

外用薬
ロキソプロフェンナトリウムテープ５
０ｍｇ「タイホウ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ○ 19.80

外用薬
ロキソプロフェンナトリウムテープ５
０ｍｇ「日医工」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ○ 19.80

外用薬
ロキソプロフェンナトリウムテープ５
０ｍｇ「ファイザー」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 ○ 19.80

外用薬
ロキソプロフェンナトリウムテープ１
００ｍｇ「ケミファ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンナトリウムテープ１
００ｍｇ「タイホウ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンナトリウムテープ１
００ｍｇ「日医工」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンナトリウムテープ１
００ｍｇ「ファイザー」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンナトリウムパップ１
００ｍｇ「ケミファ」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンナトリウムパップ１
００ｍｇ「日医工」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60

外用薬
ロキソプロフェンナトリウムパップ１
００ｍｇ「ファイザー」

ロキソプロフェンナトリウム
水和物

１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚

○ 30.60



（参考２）

別表第6（平成26年3月31日まで）

区分 品名 成分 規格単位

内用薬 局 アイタント錠５０ シロスタゾール ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 アイタント錠１００ シロスタゾール １００ｍｇ１錠

内用薬 局 アスラーン錠５ｍｇ リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠

内用薬 局 アスラーン錠１０ｍｇ リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠

内用薬 局 アスラーン錠２０ｍｇ リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠

内用薬 アセメール錠５ アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠

内用薬 アセメール錠１０ アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 アテネントイン顆粒２５％ アルジオキサ ２５％１ｇ

内用薬 アテネントイン顆粒５０％ アルジオキサ ５０％１ｇ

内用薬 アテネントイン錠１００ｍｇ アルジオキサ １００ｍｇ１錠

内用薬 局 アニスタジン錠２ｍｇ トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠

内用薬 局 アニスト錠１０ カルベジロール １０ｍｇ１錠

内用薬 局 アニスト錠２０ カルベジロール ２０ｍｇ１錠

内用薬 アプネカット経口１０ｍｇ テオフィリン １０ｍｇ２．５ｍＬ１筒

内用薬 アペリール錠２．５ ピコスルファートナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠

内用薬 アペリールドライシロップ１％ ピコスルファートナトリウム水和物 １％１ｇ

内用薬
アムロジピンＯＤフィルム２．５ｍｇ「興和テ
バ」

アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠

内用薬 アムロジピンＯＤフィルム５ｍｇ「興和テバ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠

内用薬 局 アモペニキシンカプセル１２５ アモキシシリン水和物 １２５ｍｇ１カプセル

内用薬 局 アモペニキシンカプセル２５０ アモキシシリン水和物 ２５０ｍｇ１カプセル

内用薬 アルファスリーカプセル０．２５μｇ アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル

内用薬 アルラント顆粒２０％ アルジオキサ ２０％１ｇ

内用薬 アロチノイル錠５ｍｇ アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠

内用薬 アロチノイル錠１０ｍｇ アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 アロチノン錠５ｍｇ アロチノロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠

内用薬 アロチノン錠１０ｍｇ アロチノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 局 アロチーム錠５０ｍｇ アロプリノール ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 アロチーム錠１００ｍｇ アロプリノール １００ｍｇ１錠

内用薬 局 アロリン錠５０ｍｇ アロプリノール ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 アロリン錠１００ｍｇ アロプリノール １００ｍｇ１錠

掲示事項等告示



区分 品名 成分 規格単位

内用薬 イソクリン錠５ｍｇ クロチアゼパム ５ｍｇ１錠

内用薬 イソクリン錠１０ｍｇ クロチアゼパム １０ｍｇ１錠

内用薬 局 イルガス錠２ｍｇ イルソグラジンマレイン酸塩 ２ｍｇ１錠

内用薬 局 ウビロン錠１００ｍｇ ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠

内用薬 局 ウルソトラン錠２ｍｇ トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠

内用薬 局 ウルデストン錠５０ｍｇ ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 ウルデストン錠１００ｍｇ ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠

内用薬 ウロリープ錠５０ ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 エジェンヌ錠１００ シロスタゾール １００ｍｇ１錠

内用薬 局 エスカロン錠２５ｍｇ メフルシド ２５ｍｇ１錠

内用薬 エスメラルダ錠２００ シメチジン ２００ｍｇ１錠

内用薬 エセブロンカプセル１００ｍｇ トコフェロール酢酸エステル １００ｍｇ１カプセル

内用薬 局 エチカーム錠０．５ｍｇ エチゾラム ０．５ｍｇ１錠

内用薬 局 エチカーム錠１ｍｇ エチゾラム １ｍｇ１錠

内用薬 局 エチゾラン錠０．５ｍｇ エチゾラム ０．５ｍｇ１錠

内用薬 局 エチゾラン錠１ｍｇ エチゾラム １ｍｇ１錠

内用薬 エピナジオン錠１０ エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 エピナジオン錠２０ エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠

内用薬 エピナジオンＤＳ小児用１％ エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ

内用薬 エルシボンカプセル０．２５μｇ アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル

内用薬 エルシボンカプセル０．５μｇ アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル

内用薬 エルシボンカプセル１．０μｇ アルファカルシドール １μｇ１カプセル

内用薬 エルシボンカプセル３．０μｇ アルファカルシドール ３μｇ１カプセル

内用薬 エルスプリーＣＡ錠２００ｍｇ
Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和
物

１錠

内用薬 エルピナン錠１０ エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 エルピナン錠２０ エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠

内用薬 エルピナンＤＳ小児用１％ エピナスチン塩酸塩 １％１ｇ

内用薬 エンプラール錠１０ オメプラゾール １０ｍｇ１錠

内用薬 エンプラール錠２０ オメプラゾール ２０ｍｇ１錠

内用薬 オペアミン錠１．２５ グリベンクラミド １．２５ｍｇ１錠

内用薬 オペアミン錠２．５ グリベンクラミド ２．５ｍｇ１錠

内用薬 オーペグ ナトリウム・カリウム配合剤 １袋



区分 品名 成分 規格単位

内用薬 オーロライド錠１５０ ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠

内用薬 局 ガスポート錠１０ｍｇ ファモチジン １０ｍｇ１錠

内用薬 局 ガスポート錠２０ｍｇ ファモチジン ２０ｍｇ１錠

内用薬 ガスポートＤ錠１０ｍｇ ファモチジン １０ｍｇ１錠

内用薬 ガスポートＤ錠２０ｍｇ ファモチジン ２０ｍｇ１錠

内用薬 カプテレノール錠２５μｇ プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０２５ｍｇ１錠

内用薬 カプテレノールシロップ５μｇ／ｍＬ プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０００５％１ｍＬ

内用薬 局 ガモファー散２％ ファモチジン ２％１ｇ

内用薬 局 ガモファー散１０％ ファモチジン １０％１ｇ

内用薬 局 ガモファー錠１０ｍｇ ファモチジン １０ｍｇ１錠

内用薬 局 ガモファー錠２０ｍｇ ファモチジン ２０ｍｇ１錠

内用薬 ガモファーＤ錠１０ｍｇ ファモチジン １０ｍｇ１錠

内用薬 ガモファーＤ錠２０ｍｇ ファモチジン ２０ｍｇ１錠

内用薬 カルテロール錠５ｍｇ カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠

内用薬 局 カルネート錠２．５ｍｇ エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠

内用薬 局 カルネート錠５ｍｇ エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠

内用薬 局 カルネート錠１０ｍｇ エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 カルバジャスト錠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 カンファタニン錠６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠

内用薬 キューカルカプセル２８６ｍｇ 球形吸着炭 ２８６ｍｇ１カプセル

内用薬 キューカル細粒分包２ｇ 球形吸着炭 １ｇ

内用薬 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「タイヨー」 グリメピリド １ｍｇ１錠

内用薬 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「タイヨー」 グリメピリド ３ｍｇ１錠

内用薬 局 クリレールカプセル「２５０」 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル

内用薬 グルタミール錠２０ｍｇ グリクラジド ２０ｍｇ１錠

内用薬 グルタミール錠４０ｍｇ グリクラジド ４０ｍｇ１錠

内用薬 コバスロー錠２ｍｇ ペリンドプリルエルブミン ２ｍｇ１錠

内用薬 コバスロー錠４ｍｇ ペリンドプリルエルブミン ４ｍｇ１錠

内用薬 コフノール錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠

内用薬 局 コリスパー錠１２５ｍｇ
クロルフェネシンカルバミン酸エス
テル

１２５ｍｇ１錠

内用薬 局 コリスパー錠２５０ｍｇ
クロルフェネシンカルバミン酸エス
テル

２５０ｍｇ１錠

内用薬 コロナモール錠２５ ジピリダモール ２５ｍｇ１錠



区分 品名 成分 規格単位

内用薬 局 サクベルコート錠２５０ｍｇ プロブコール ２５０ｍｇ１錠

内用薬 サワタールＬＡカプセル６０ｍｇ プロプラノロール塩酸塩 ６０ｍｇ１カプセル

内用薬 サワテン錠２５０ｍｇ カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠

内用薬 サワテン錠５００ｍｇ カルボシステイン ５００ｍｇ１錠

内用薬 シクポラールカプセル１０ シクロスポリン １０ｍｇ１カプセル

内用薬 シクポラールカプセル２５ シクロスポリン ２５ｍｇ１カプセル

内用薬 シクポラールカプセル５０ シクロスポリン ５０ｍｇ１カプセル

内用薬 局 シノベジール錠５０ｍｇ シベンゾリンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 シノベジール錠１００ｍｇ シベンゾリンコハク酸塩 １００ｍｇ１錠

内用薬 シフロキノン錠１００ 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠

内用薬 シフロキノン錠２００ 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠

内用薬 局 「重質」カマグＧ「ヒシヤマ」 酸化マグネシウム １０ｇ

内用薬 ジルスタンＬ錠５０ｍｇ クロルマジノン酢酸エステル ５０ｍｇ１錠

内用薬 シンスタチン錠５ｍｇ シンバスタチン ５ｍｇ１錠

内用薬 シンスタチン錠１０ｍｇ シンバスタチン １０ｍｇ１錠

内用薬 シンスタチン錠２０ｍｇ シンバスタチン ２０ｍｇ１錠

内用薬 スコーウエ細粒１０％ ソファルコン １０％１ｇ

内用薬 スコーウエ細粒２０％ ソファルコン ２０％１ｇ

内用薬 スプラン錠５０ｍｇ ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠

内用薬 スプラン錠１００ｍｇ ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠

内用薬 スラックシン錠２００ｍｇ クロルゾキサゾン ２００ｍｇ１錠

内用薬 スローハイム錠７．５ ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠

内用薬 スローハイム錠１０ ゾピクロン １０ｍｇ１錠

内用薬 局 セエルカム錠２ ジアゼパム ２ｍｇ１錠

内用薬 局 セエルカム錠５ ジアゼパム ５ｍｇ１錠

内用薬 局 セエルカム錠１０ ジアゼパム １０ｍｇ１錠

内用薬 セキロイド錠１００ｍｇ テオフィリン １００ｍｇ１錠

内用薬 ゼストロミン錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠

内用薬 局 セナプロスト錠２０μｇ ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠

内用薬 セネバクール錠１２ｍｇ センノシド １２ｍｇ１錠

内用薬 セフタックカプセル５０ テプレノン ５０ｍｇ１カプセル

内用薬 セフタック細粒１０％ テプレノン １０％１ｇ



区分 品名 成分 規格単位

内用薬 セプロブロック錠１００ セリプロロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠

内用薬 セプロブロック錠２００ セリプロロール塩酸塩 ２００ｍｇ１錠

内用薬 セルマキール錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠

内用薬 局 セレブシロップ５％ バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ

内用薬 センナル錠１２ｍｇ センノシド １２ｍｇ１錠

内用薬 ゾピクール錠７．５ ゾピクロン ７．５ｍｇ１錠

内用薬 ゾピクール錠１０ ゾピクロン １０ｍｇ１錠

内用薬 ソレルモンＳＲカプセル３７．５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム ３７．５ｍｇ１カプセル

内用薬 ソレルモン錠２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠

内用薬 ダイアグリコ錠２０ｍｇ グリクラジド ２０ｍｇ１錠

内用薬 ダイアグリコ錠４０ｍｇ グリクラジド ４０ｍｇ１錠

内用薬 ダイアリード錠１０ｍｇ アメジニウムメチル硫酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 タリザート錠１００ｍｇ オフロキサシン １００ｍｇ１錠

内用薬 チアプリム細粒１０％ チアプリド塩酸塩 １０％１ｇ

内用薬 局 チアプリム錠２５ チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠

内用薬 局 チアプリム錠５０ チアプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠

内用薬 チザニン顆粒０．２％ チザニジン塩酸塩 ０．２％１ｇ

内用薬 チザニン錠１ｍｇ チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠

内用薬 チスボン錠５ ニトラゼパム ５ｍｇ１錠

内用薬 チスボン錠１０ ニトラゼパム １０ｍｇ１錠

内用薬 テオフルマートＬ錠１００ｍｇ テオフィリン １００ｍｇ１錠

内用薬 テオフルマートＬ錠２００ｍｇ テオフィリン ２００ｍｇ１錠

内用薬 テオフルマートＬ錠４００ｍｇ テオフィリン ４００ｍｇ１錠

内用薬 テオフルマートドライシロップ２０％ テオフィリン ２０％１ｇ

内用薬 テトリネン錠１ｍｇ チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠

内用薬 デパケンＲ錠１００ バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠

内用薬 デパケンＲ錠２００ バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠

内用薬 局 デムナット錠０．５ｍｇ エチゾラム ０．５ｍｇ１錠

内用薬 局 デムナット錠１ｍｇ エチゾラム １ｍｇ１錠

内用薬 デライブ錠１ｍｇ オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠

内用薬 テルビナール錠１２５ｍｇ テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠

内用薬 テルフィナビン錠１２５ｍｇ テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠



区分 品名 成分 規格単位

内用薬 局 ドキサゾン錠０．５ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠

内用薬 局 ドキサゾン錠１ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠

内用薬 局 ドキサゾン錠２ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠

内用薬 局 ドキサゾン錠４ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠

内用薬 トコニジャストカプセル２００ｍｇ トコフェロールニコチン酸エステル ２００ｍｇ１カプセル

内用薬 ドパコール錠５０ｍｇ レボドパ・カルビドパ水和物 １錠

内用薬 ドパコール錠１００ｍｇ レボドパ・カルビドパ水和物 １錠

内用薬 トフィール錠５０ｍｇ トフィソパム ５０ｍｇ１錠

内用薬 トライシー細粒２０％ トリメブチンマレイン酸塩 ２０％１ｇ

内用薬 トライシー錠１００ｍｇ トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠

内用薬 ナオリーゼ錠５ｍｇ クロチアゼパム ５ｍｇ１錠

内用薬 ナオリーゼ錠１０ｍｇ クロチアゼパム １０ｍｇ１錠

内用薬 ニコナス錠１００ｍｇ エトドラク １００ｍｇ１錠

内用薬 ニコナス錠２００ｍｇ エトドラク ２００ｍｇ１錠

内用薬 ニチマロン錠１００ｍｇ トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠

内用薬 ネルフィン錠２．５
メドロキシプロゲステロン酢酸エス
テル

２．５ｍｇ１錠

内用薬 局 ノイリラーク錠２５ｍｇ チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠

内用薬 ハタナジン錠２５ｍｇ ヒドロキシジンパモ酸塩 ２５ｍｇ１錠

内用薬 局 パパベリアン錠６ｍｇ ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠

内用薬 バルデケンＲ錠１００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠

内用薬 バルデケンＲ錠２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠

内用薬 パルレオン錠０．１２５ｍｇ トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠

内用薬 パルレオン錠０．２５ｍｇ トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠

内用薬 パーロミン錠２．５ｍｇ ブロモクリプチンメシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠

内用薬 バンブロアン錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠

内用薬 ビソプール錠１ｍｇ セチプチリンマレイン酸塩 １ｍｇ１錠

内用薬 局 ピリカップルカプセル５０ｍｇ スルピリド ５０ｍｇ１カプセル

内用薬 局 ヒルブリンＮ錠５ｍｇ ニセルゴリン ５ｍｇ１錠

内用薬 ピロアン錠２５ ジピリダモール ２５ｍｇ１錠

内用薬 ピロアン錠１００ ジピリダモール １００ｍｇ１錠

内用薬 局 ピロラクトン錠２５ｍｇ スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠

内用薬 局 ファモスタジン散２％ ファモチジン ２％１ｇ



区分 品名 成分 規格単位

内用薬 局 ファモスタジン散１０％ ファモチジン １０％１ｇ

内用薬 局 ファモスタジン錠１０ ファモチジン １０ｍｇ１錠

内用薬 局 ファモスタジン錠２０ ファモチジン ２０ｍｇ１錠

内用薬 ファモスタジンＤ錠１０ｍｇ ファモチジン １０ｍｇ１錠

内用薬 ファモスタジンＤ錠２０ｍｇ ファモチジン ２０ｍｇ１錠

内用薬 ファンミルカプセル５０ｍｇ ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル

内用薬 局 ブシレート錠５０ ブシラミン ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 ブシレート錠１００ ブシラミン １００ｍｇ１錠

内用薬 ブラウリベラ錠７５ ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠

内用薬 ブラウリベラ錠１５０ ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠

内用薬 局 プラテミール錠１００ シロスタゾール １００ｍｇ１錠

内用薬 局 プラバメイト錠５ｍｇ プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠

内用薬 局 プラバメイト錠１０ｍｇ プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠

内用薬 局 プラメバン錠５ プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠

内用薬 局 プラメバン錠１０ プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠

内用薬 プリンドリル細粒１％ ブロムペリドール １％１ｇ

内用薬 プリンドリル錠１ ブロムペリドール １ｍｇ１錠

内用薬 プリンドリル錠３ ブロムペリドール ３ｍｇ１錠

内用薬 プリンドリル錠６ ブロムペリドール ６ｍｇ１錠

内用薬 局 プレコート錠１００ｍｇ ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠

内用薬 局 プレラジン錠５０ シロスタゾール ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 プレラジン錠１００ シロスタゾール １００ｍｇ１錠

内用薬 プロカプチンシロップ５μｇ／ｍＬ プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０００５％１ｍＬ

内用薬 局 プロスナー錠２０μｇ ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠

内用薬 局 プロスナー錠４０μｇ ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠

内用薬 ブロゾーム錠０．１２５ｍｇ ブロチゾラム ０．１２５ｍｇ１錠

内用薬 ブロゾーム錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠

内用薬 ブロチゾラン錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠

内用薬 局 プロピベ錠１０ｍｇ プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 局 プロピベ錠２０ｍｇ プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠

内用薬 ブローミィ内服液０．３％ アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ

内用薬 局 ベイスロース錠０．２ｍｇ ボグリボース ０．２ｍｇ１錠



区分 品名 成分 規格単位

内用薬 局 ベイスロース錠０．３ｍｇ ボグリボース ０．３ｍｇ１錠

内用薬 局 ベスタミオン錠０．２ ボグリボース ０．２ｍｇ１錠

内用薬 局 ベスタミオン錠０．３ ボグリボース ０．３ｍｇ１錠

内用薬 局 ベニトーワ錠２ｍｇ ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠

内用薬 局 ベニトーワ錠４ｍｇ ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠

内用薬 局 ベニトーワ錠８ｍｇ ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠

内用薬 局 ベラドルリン錠２０μｇ ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠

内用薬 局 ベラドルリン錠４０μｇ ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠

内用薬 ペリゼリン錠５ｍｇ ドンペリドン ５ｍｇ１錠

内用薬 ペリゼリン錠１０ｍｇ ドンペリドン １０ｍｇ１錠

内用薬 ペルサール細粒１０％ オキサゾラム １０％１ｇ

内用薬 ベルベロン内用液０．７５％ ピコスルファートナトリウム水和物 ０．７５％１ｍＬ

内用薬 ヘルボッツ錠１０ エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 ヘルボッツ錠２０ エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠

内用薬 局 ベルラー錠２０μｇ ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠

内用薬 局 ベロム錠０．２ ボグリボース ０．２ｍｇ１錠

内用薬 局 ベロム錠０．３ ボグリボース ０．３ｍｇ１錠

内用薬 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「タイヨー」 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠

内用薬 局 ボグシール錠０．２ ボグリボース ０．２ｍｇ１錠

内用薬 局 ボグシール錠０．３ ボグリボース ０．３ｍｇ１錠

内用薬 局 ボルビット錠８０ｍｇ ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠

内用薬 局 マゴチロン錠４０ｍｇ ベラパミル塩酸塩 ４０ｍｇ１錠

内用薬 局 マサトン錠５０ｍｇ アロプリノール ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 マサトン錠１００ｍｇ アロプリノール １００ｍｇ１錠

内用薬 局 マニジップ錠５ｍｇ マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠

内用薬 局 マニジップ錠１０ マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 局 マニジップ錠２０ マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠

内用薬 ミオペリゾン錠５０ｍｇ エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 ミニプラノール錠５０ｍｇ アロプリノール ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 ミニプラノール錠１００ｍｇ アロプリノール １００ｍｇ１錠

内用薬 ミンザイン錠０．１２５ｍｇ トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠

内用薬 ミンザイン錠０．２５ｍｇ トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠



区分 品名 成分 規格単位

内用薬 メキシバールカプセル５０ メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル

内用薬 メキシバールカプセル１００ メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル

内用薬 メチスタ錠２５０ｍｇ カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠

内用薬 メチスタ錠５００ｍｇ カルボシステイン ５００ｍｇ１錠

内用薬 メチスタシロップ小児用５％ カルボシステイン ５％１ｍＬ

内用薬 メチスタＤＳ３３．３％ カルボシステイン ３３．３％１ｇ

内用薬 メデタックス錠１ ロフラゼプ酸エチル １ｍｇ１錠

内用薬 メデタックス錠２ ロフラゼプ酸エチル ２ｍｇ１錠

内用薬 局 メデピン錠２０ メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠

内用薬 局 メデピン錠４０ メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠

内用薬 メレートカプセル５０ メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル

内用薬 メレートカプセル１００ メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル

内用薬 局 モーズン錠０．５ｍｇ エチゾラム ０．５ｍｇ１錠

内用薬 局 モーズン錠１ｍｇ エチゾラム １ｍｇ１錠

内用薬 モバレーンカプセル５０ｍｇ メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル

内用薬 モンロビア錠５ ドンペリドン ５ｍｇ１錠

内用薬 モンロビア錠１０ ドンペリドン １０ｍｇ１錠

内用薬 ユニコンＣＲドライシロップ２０％ テオフィリン ２０％１ｇ

内用薬 ヨウコバール錠２５０ メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠

内用薬 ヨウコバール錠５００ メコバラミン ０．５ｍｇ１錠

内用薬 ヨウテチン錠１００ パンテチン １００ｍｇ１錠

内用薬 ヨウフェナック錠２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠

内用薬 局 ヨウラクトン錠２５ スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠

内用薬 局 ラノミン錠５０ シロスタゾール ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 リクモース錠小児用５０ｍｇ クラリスロマイシン ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 リクモース錠２００ｍｇ クラリスロマイシン ２００ｍｇ１錠

内用薬 リクモースドライシロップ小児用１０％ クラリスロマイシン １００ｍｇ１ｇ

内用薬 リスピンＲ錠１５０ｍｇ リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠

内用薬 リスピンカプセル５０ｍｇ ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル

内用薬 リスピンカプセル１００ｍｇ ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル

内用薬 リズミラート錠１０ｍｇ アメジニウムメチル硫酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 リズムコートカプセル２５ｍｇ ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル



区分 品名 成分 規格単位

内用薬 リズムコートカプセル５０ｍｇ ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル

内用薬 リボビス細粒１０％ リボフラビン酪酸エステル １０％１ｇ

内用薬 リボビス錠２０ｍｇ リボフラビン酪酸エステル ２０ｍｇ１錠

内用薬 リンゲリーズ細粒１０％ ロキソプロフェンナトリウム水和物 １０％１ｇ

内用薬 リンゲリーズ錠６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠

内用薬 リンプラール錠５０ｍｇ エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠

内用薬 ルナベル配合錠
ノルエチステロン・エチニルエスト
ラジオール

１錠

内用薬 レスラートカプセル２００ｍｇ セトラキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１カプセル

内用薬 レスラート細粒４０％ セトラキサート塩酸塩 ４０％１ｇ

内用薬 レトラック錠６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠

内用薬 ロペランカプセル１ｍｇ 塩酸ロペラミド １ｍｇ１カプセル

内用薬 ロペラン細粒０．１％ 塩酸ロペラミド ０．１％１ｇ

内用薬 ロペラン細粒０．２％ 塩酸ロペラミド ０．２％１ｇ

内用薬 局 ロンゲリール錠５ｍｇ リシノプリル水和物 ５ｍｇ１錠

内用薬 局 ロンゲリール錠１０ リシノプリル水和物 １０ｍｇ１錠

内用薬 局 ロンゲリール錠２０ｍｇ リシノプリル水和物 ２０ｍｇ１錠

内用薬 ロンフルマン錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠

注射薬 アシクリル点滴静注用２５０ｍｇ アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶

注射薬 イオヘキソール注３００シリンジ「ＨＫ」 イオヘキソール
６４．７１％１００ｍＬ１

筒

注射薬 ウテメナール点滴静注液５０ｍｇ リトドリン塩酸塩 １％５ｍＬ１管

注射薬 エダラボン点滴静注３０ｍｇ「ＦＦＰ」 エダラボン ３０ｍｇ２０ｍＬ１管

注射薬 エルスプリー注１０ｍＥｑ Ｌ－アスパラギン酸カリウム １７．１２％１０ｍＬ１管

注射薬 局 ガスポート注射用１０ｍｇ ファモチジン １０ｍｇ１管

注射薬 局 ガスポート注射用２０ｍｇ ファモチジン ２０ｍｇ１管

注射薬 局 ガモファー注射用１０ｍｇ ファモチジン １０ｍｇ１管

注射薬 局 ガモファー注射用２０ｍｇ ファモチジン ２０ｍｇ１管

注射薬 ５％糖注シリンジ「ＮＰ」 ブドウ糖 ５％２０ｍＬ１筒

注射薬 サイゼン注１．３３ｍｇ ソマトロピン（遺伝子組換え）
１．３３ｍｇ１瓶（溶解液

付）

注射薬 サイゼン８ｍｇ皮下注 ソマトロピン（遺伝子組換え） ８ｍｇ１瓶（溶解液付）

注射薬 １０％トランサボン注シリンジ トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１筒

注射薬 スポラミン注２０ｍｇシリンジ ブチルスコポラミン臭化物 ２０ｍｇ１ｍＬ１筒

注射薬 注射用サメット１０ ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶



区分 品名 成分 規格単位

注射薬 注射用サメット１００ ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶

注射薬 注射用ストリーム５０ｍｇ ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶

注射薬 注射用ストリーム１００ｍｇ ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶

注射薬 局
点滴静注用アシクリルバッグ２５０ｍｇ／１００
ｍＬ

アシクロビル ２５０ｍｇ１００ｍＬ１袋

注射薬 ドブックス点滴静注１００ｍｇ ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管

注射薬 局 トランサボン注１ｇ トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管

注射薬 ニコアゾリン注射液０．１％ フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶

注射薬 ニコアゾリン注射液０．２％ フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶

注射薬 ニコアゾリン注射液０．２％ フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶

注射薬 ２０％糖注シリンジ「ＮＰ」 ブドウ糖 ２０％２０ｍＬ１筒

注射薬 ハイトコバミンＭ注５００μｇシリンジ メコバラミン ５００μｇ１ｍＬ１筒

注射薬 ハイフスタン注５ｍｇ
デキストロメトルファン臭化水素酸
塩水和物

０．５％１ｍＬ１管

注射薬 局 パセトクール静注用０．２５ｇ セフォチアム塩酸塩 ２５０ｍｇ１瓶

注射薬 局 パセトクール静注用０．５ｇ セフォチアム塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶

注射薬 局 パセトクール静注用１ｇ セフォチアム塩酸塩 １ｇ１瓶

注射薬 パセトクール静注用１ｇバッグＳ セフォチアム塩酸塩
１ｇ１キット（生理食塩液

１００ｍＬ付）

注射薬 ヒシダリン注１ｍｇ プロチレリン酒石酸塩水和物 １ｍｇ１ｍＬ１管

注射薬 ヒシダリン注２ｍｇ プロチレリン酒石酸塩水和物 ２ｍｇ１ｍＬ１管

注射薬 ビフビン点滴静注用３００ｍｇ ビダラビン ３００ｍｇ１瓶

注射薬 ヒルネート関節注シリンジ２５ｍｇ ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒

注射薬 ５－ＦＵ注２５０協和 フルオロウラシル ２５０ｍｇ１管

注射薬 局 ファモスタジン注用１０ｍｇ ファモチジン １０ｍｇ１管

注射薬 局 ファモスタジン注用２０ｍｇ ファモチジン ２０ｍｇ１管

注射薬 フルカード静注液１００ｍｇ フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋

注射薬 フルカード静注液２００ｍｇ フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１袋

注射薬 プロフィット注射用２５ｍｇ コカルボキシラーゼ ２５ｍｇ１管（溶解液付）

注射薬 プロフィット注射用５０ｍｇ コカルボキシラーゼ ５０ｍｇ１管（溶解液付）

注射薬 局 ベルマトン注１００ｍｇ アミカシン硫酸塩 １００ｍｇ１管

注射薬 局 ホロサイルＳ静注用０．５ｇ ホスホマイシンナトリウム ５００ｍｇ１瓶

注射薬 局 ホロサイルＳ静注用１ｇ ホスホマイシンナトリウム １ｇ１瓶

注射薬 局 ホロサイルＳ静注用２ｇ ホスホマイシンナトリウム ２ｇ１瓶

注射薬 メディプロスト注射用２０μｇ アルプロスタジル　アルファデクス ２０μｇ１瓶



区分 品名 成分 規格単位

注射薬 モイオパミン注３７０シリンジ イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１筒

注射薬 モイオパミン注３７０シリンジ イオパミドール ７５．５２％８０ｍＬ１筒

注射薬 モイオパミン注３７０シリンジ イオパミドール
７５．５２％１００ｍＬ１

筒

注射薬 モイオパミン３００注５０ｍＬ イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１瓶

注射薬 モイオパミン３００注１００ｍＬ イオパミドール
６１．２４％１００ｍＬ１

瓶

注射薬 モイオパミン３７０注２０ｍＬ イオパミドール ７５．５２％２０ｍＬ１瓶

注射薬 モイオパミン３７０注５０ｍＬ イオパミドール ７５．５２％５０ｍＬ１瓶

注射薬 モイオパミン３７０注１００ｍＬ イオパミドール
７５．５２％１００ｍＬ１

瓶

注射薬 局 ラセナゾリン注射用０．５ｇ セファゾリンナトリウム ５００ｍｇ１瓶

注射薬 局 ラセナゾリン注射用１ｇ セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶

注射薬 局 ラセナゾリン注射用２ｇ セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶

注射薬 レタメックス点滴静注液１００ｍｇ ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管

外用薬 アスゼスパップ７０ｍｇ フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

外用薬 アスゼスパップ１４０ｍｇ フェルビナク ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

外用薬 アスゼスローション３％ フェルビナク ３％１ｍＬ

外用薬 アパティアテープ４０ｍｇ 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚

外用薬 オールカット液５％ クロルヘキシジングルコン酸塩 ５％１０ｍＬ

外用薬 消毒用ヒシヤマアルコール エタノール １０ｍＬ

外用薬 タリザート点眼液０．３％ オフロキサシン ０．３％１ｍＬ

外用薬 ツロブテンテープ０．５ｍｇ ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚

外用薬 ツロブテンテープ１ｍｇ ツロブテロール １ｍｇ１枚

外用薬 ツロブテンテープ２ｍｇ ツロブテロール ２ｍｇ１枚

外用薬 局 テルフィナビンクリーム１％ テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ

外用薬 ビスオクリーム０．５％ プレドニゾロン ０．５％１ｇ

外用薬 ビスコザールクリーム０．０５％ フルオシノニド ０．０５％１ｇ

外用薬 ビスコザール軟膏０．０５％ フルオシノニド ０．０５％１ｇ

外用薬 ビゾクロス軟膏５％ アシクロビル ５％１ｇ

外用薬 ビフビン軟膏３％ ビダラビン ３％１ｇ

外用薬 プラパスタ軟膏０．０５％ ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ

外用薬
フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液２５μ
ｇ小児用「ＰＨ」５６噴霧用

フルチカゾンプロピオン酸エステル ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶

外用薬 フロダームクリーム０．０６４％
ベタメタゾンジプロピオン酸エステ
ル

０．０６４％１ｇ

外用薬 フロダーム軟膏０．０６４％
ベタメタゾンジプロピオン酸エステ
ル

０．０６４％１ｇ



区分 品名 成分 規格単位

外用薬
プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０μｇ「Ｐ
Ｈ」２８噴霧用

フルチカゾンプロピオン酸エステル ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶

外用薬
プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０μｇ「Ｐ
Ｈ」５６噴霧用

フルチカゾンプロピオン酸エステル ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶

外用薬 ホスラビン軟膏３％ ビダラビン ３％１ｇ

外用薬 ホモドンガーグル液７％ ポビドンヨード ７％１ｍＬ

外用薬 ミルドベート軟膏０．０５％ クロベタゾン酪酸エステル ０．０５％１ｇ

外用薬 ライラテープ２０ｍｇ ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚

外用薬 ライラテープ４０ｍｇ ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚


