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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。）については、平成26年厚生労働省告示第449号をもって改正されるとともに、
「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。）が、平成26年厚生労
働省告示第450号をもって改正され、平成26年11月28日から適用とされたところですが、
その概要は下記のとおりです。
また、薬価基準の改正に伴い、「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬

品」等について」（平成26年３月５日付け保医発0305第13号。以下「加算等後発医薬品
通知」）を下記のとおり改正しますので、併せて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) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（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10品目、注射薬９品目及び外用薬４品目）について、薬価基準
の別表に収載したものであること。

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

区 分 内 用 薬 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 計

品目数 ９，５３０ ３，８３７ ２，５０６ ２６ １５，８９９



２ 掲示事項等告示の一部改正について
(1) 医療上の需要がなくなる等の理由により製薬企業から削除依頼があった医薬品
（内用薬101品目、注射薬38品目及び外用薬11品目）のうち、平成27年４月１日以
降、保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品（以下「使用医薬品」
という。）から除外するものについては、掲示事項等告示の別表第２へ、同年10月
１日以降、使用医薬品から除外するものについては、同告示別表第４へそれぞれ
追加し、また、同告示別表第３に収載されている医薬品であって同年４月１日以
降、使用薬剤から除外するものについては、同告示別表第５へ追加したものであ
ること。

(2) (1)により掲示事項等告示の別表第２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 ３４２ １１１ ６８ ０ ５２１

(3) (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 ０ ２ ０ ０ ２

(4) (1)により掲示事項等告示の別表第５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 １ ０ ０ １

３ 関係通知の一部改正について
(1) 既収載品である「マクジェン硝子体内注射用キット0.3mg」及び「ルセンティス
硝子体内注射液2.3mg/0.23mL」については、今回収載された「ルセンティス硝子
体内注射液10mg/mL」と同様、投与に係る手技料として、「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区分番号「G016」硝
子体内注射を算定できるものであることから、以下のとおり関係通知を改正する。
① 「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について」（平成20年９月12日付け
保医発第0912002号）の記の２の(2)を削り、(3)を(2)とする。

② 「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について」（平成21年３月13日付け
保医発第0313002号）の記の２の(4)を削り、(5)を(4)とする。

(2) 加算等後発医薬品通知を以下のとおり改正する。
① 加算等後発医薬品通知の別紙１に別添１に掲げる医薬品を加え、平成26年11
月28日から適用する。

② 加算等後発医薬品通知の別紙３に別添２に掲げる医薬品を加え、同年12月１
日から適用する。



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬 価

内用薬 1141007F3023 アセトアミノフェン
５００ｍｇ１
錠

カロナール錠５００ 昭和薬品化工 10.30

注射薬 2399403F1020
インフリキシマブ　（遺伝子組換
え）　［インフリキシマブ後続1］

１００ｍｇ１
瓶

インフリキシマブＢＳ点滴静注
用１００ｍｇ「ＣＴＨ」

Celltrion 59,814

注射薬 2399403F1039
インフリキシマブ　（遺伝子組換
え）　［インフリキシマブ後続1］

１００ｍｇ１
瓶

インフリキシマブＢＳ点滴静注
用１００ｍｇ「ＮＫ」

日本化薬 59,814

注射薬 3399411G1025
フィルグラスチム（遺伝子組み換
え）［フィルグラスチム後続3］

７５μｇ０．
２５ｍＬ１筒

フィルグラスチムＢＳ注７５μ
ｇシリンジ「サンド」

サンド 6,143

注射薬 3399411G2021
フィルグラスチム（遺伝子組み換
え）［フィルグラスチム後続3］

１５０μｇ
０．５ｍＬ１
筒

フィルグラスチムＢＳ注１５０
μｇシリンジ「サンド」

サンド 9,987

注射薬 3399411G3028
フィルグラスチム（遺伝子組み換
え）［フィルグラスチム後続3］

３００μｇ
０．５ｍＬ１
筒

フィルグラスチムＢＳ注３００
μｇシリンジ「サンド」

サンド 15,093

［別添１］

別紙１ 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品

品名



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬 価

注射薬 2399402F1026
インフリキシマブ（遺伝子組換
え）

１００ｍｇ１
瓶

レミケード点滴静注用１００ 田辺三菱製薬 89,536

別紙３ 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」

［別添２］

品名



（参考：新旧対照表）

◎｢使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について｣(平成20年９月12日付け保医発第0912002号)の記２

改 正 後 現 行

２ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について ２ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) （略） (1) (略)

削除 (2) マクジェン硝子体内注射用キット0.3mg

本製剤は硝子体内注射により投与する製剤であるが、本製剤

を投与した場合は、投与に係る手技料として、「診療報酬の算

定方法」（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一第２章第

９部第１節区分「Ｊ０８７」の「前房穿刺又は注射（前房内注

入を含む。）」を準用して算定できるものであること。

(2) シムレクト小児用静注用10mg (3) シムレクト小児用静注用10mg

① 本製剤は、免疫抑制療法及び臓器移植患者の管理に精通し ① 本製剤は、免疫抑制療法及び臓器移植患者の管理に精通し

ている医師のもとで使用した場合に限り算定できるものであ ている医師のもとで使用した場合に限り算定できるものであ

ること。 ること。

② 本製剤は、初回投与は移植術前２時間以内に、２回目の投 ② 本製剤は、初回投与は移植術前２時間以内に、２回目の投

与は移植後４日後に行い、２回に限り算定できるものである 与は移植後４日後に行い、２回に限り算定できるものである

こと。 こと。

◎｢使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について｣(平成21年３月13日付け保医発第0313002号)の記２

改 正 後 現 行

２ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について ２ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略)

削除 (4) ルセンティス硝子体内注射液2.3㎎/0.23mL

本製剤は硝子体内注射により投与する製剤であるが、本製剤

を投与した場合は、投与に係る手技料として、「診療報酬の算

定方法」（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一第２章第９

部第１節区分「Ｊ０８７」の「前房穿刺又は注射（前房内注入

を含む。）」を準用して算定できるものであること。



(4) アドエア50エアー120吸入用 (5) アドエア50エアー120吸入用

本製剤は、既に薬価収載後１年以上を経過している「アドエ 本製剤は、既に薬価収載後１年以上を経過している「アドエ

ア100ディスカス」（以下「既収載品」という。）と有効成分及び ア100ディスカス」（以下「既収載品」という。）と有効成分及び

配合割合が同一であり、今般、吸入用散剤である既収載品にお 配合割合が同一であり、今般、吸入用散剤である既収載品にお

いて小児における用法・用量が追加されたことに伴い、小児が いて小児における用法・用量が追加されたことに伴い、小児が

吸入しやすいエアゾール剤として承認された剤型追加医薬品で 吸入しやすいエアゾール剤として承認された剤型追加医薬品で

あることから、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づ あることから、「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 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）第10第２号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制 第107号）第10第２号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制

限（14日間を限度とする）は適用されないものであること。 限（14日間を限度とする）は適用されないものであること。



（ 参 考 １ ）

薬価基準名 成分名 規格単位

1 内用薬 エルカルチンＦＦ錠100㎎ レボカルニチン 100mg１錠 97 .30

2 内用薬 エルカルチンＦＦ錠250㎎ レボカルニチン 250㎎１錠 292 .00

3 内用薬 カロナール錠500 アセトアミノフェン 500mg１錠 10 .30

4 内用薬 スタレボ配合錠Ｌ50 レボドパ／カルビドパ水和物／エンタカポン １錠 217 .30

5 内用薬 スタレボ配合錠Ｌ100 レボドパ／カルビドパ水和物／エンタカポン １錠 217 .30

6 内用薬 ディナゲストＯＤ錠1mg ジエノゲスト １mg１錠 475 .50

7 内用薬 トラマールＯＤ錠25mg トラマドール塩酸塩 25mg１錠 38 .60

8 内用薬 トラマールＯＤ錠50mg トラマドール塩酸塩 50mg１錠 67 .80

9 内用薬 ノベルジン錠25mg 酢酸亜鉛水和物 25mg１錠 269 .50

10 内用薬 ノベルジン錠50mg 酢酸亜鉛水和物 50mg１錠 422 .30

11 注射薬 インフリキシマブＢＳ 点滴静注用100mg「ＮＫ」
インフリキシマブ　（遺伝子組換え）　［インフ
リキシマブ後続1］

100㎎１瓶 59,814

12 注射薬 インフリキシマブＢＳ 点滴静注用100mg「ＣＴＨ」
インフリキシマブ　（遺伝子組換え）　［インフ
リキシマブ後続1］

100㎎１瓶 59,814

13 注射薬 オノアクト点滴静注用50mg ランジオロール塩酸塩 50mg１瓶 6,633

14 注射薬 パレプラス輸液 － 500mL１キット 647

15 注射薬 パレプラス輸液 － 1000mL１キット 883

16 注射薬 フィルグラスチムＢＳ注75µgシリンジ「サンド」
フィルグラスチム（遺伝子組み換え）［フィルグ
ラスチム後続3］

75µg0.25mL１筒 6,143

17 注射薬 フィルグラスチムＢＳ注150µgシリンジ「サンド」
フィルグラスチム（遺伝子組み換え）［フィルグ
ラスチム後続3］

 150µg0.5mL１筒 9,987

18 注射薬 フィルグラスチムＢＳ注300µgシリンジ「サンド」
フィルグラスチム（遺伝子組み換え）［フィルグ
ラスチム後続3］

300µg0.5mL１筒 15,093

19 注射薬 ルセンティス硝子体内注射液10mg／mL ラニビズマブ（遺伝子組換え） 0.5mg0.05mL１瓶 181,270

20 外用薬 フルティフォーム50エアゾール120吸入用
フルチカゾンプロピオン酸エステル／ホルモテ
ロールフマル酸塩水和物

120吸入１瓶 5,780 .70

21 外用薬 フルティフォーム125エアゾール120吸入用
フルチカゾンプロピオン酸エステル／ホルモテ
ロールフマル酸塩水和物

120吸入１瓶 6,759 .10

22 外用薬 レルベア100エリプタ30吸入用
ビランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾ
ンフランカルボン酸エステル

30吸入１キット 5,987 .20

23 外用薬 レルベア200エリプタ30吸入用
ビランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾ
ンフランカルボン酸エステル

30吸入１キット 6,692 .60

薬価基準告示

Ｎｏ 　薬 価 (円)



別表第２（平成27年３月31日まで）

薬価基準名 成分名 規格単位

1 内用薬 麻 アクレフ口腔粘膜吸収剤200μｇ フェンタニルクエン酸塩（バッカル） 200μｇ１本

2 内用薬 麻 アクレフ口腔粘膜吸収剤400μｇ フェンタニルクエン酸塩（バッカル） 400μｇ１本

3 内用薬 麻 アクレフ口腔粘膜吸収剤600μｇ フェンタニルクエン酸塩（バッカル） 600μｇ１本

4 内用薬 麻 アクレフ口腔粘膜吸収剤800μｇ フェンタニルクエン酸塩（バッカル） 800μｇ１本

5 内用薬 アコレート錠20mg ザフィルルカスト（錠） 20mg１錠

6 内用薬 アデタイド腸溶錠
アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物（腸溶
錠）

20mg１錠

7 内用薬 局 アムロジピン錠2.5mg「イワキ」 アムロジピンベシル酸塩（錠） 2.5mg１錠

8 内用薬 局 アムロジピン錠2.5mg「マイラン」 アムロジピンベシル酸塩（錠） 2.5mg１錠

9 内用薬 局 アムロジピン錠５mg「イワキ」 アムロジピンベシル酸塩（錠） ５mg１錠

10 内用薬 局 アムロジピン錠５mg「マイラン」 アムロジピンベシル酸塩（錠） ５mg１錠

11 内用薬 アンブロン細粒３％ アンブロキソール塩酸塩（細粒） ３％１ｇ

12 内用薬 局 イソニアジド「三恵」 イソニアジド １ｇ

13 内用薬 塩化リゾチーム錠「イワキ」10mg リゾチーム塩酸塩（錠） 10mg１錠

14 内用薬 オーネスＳＺ配合カプセル
ビオヂアスターゼ２０００配合剤（１２）（カ
プセル）

１カプセル

15 内用薬 カベルゴリン錠0.25mg「日医工」 カベルゴリン（錠） 0.25mg１錠

16 内用薬 カベルゴリン錠0.25mg「マイラン」 カベルゴリン（錠） 0.25mg１錠

17 内用薬 カベルゴリン錠1.0mg「日医工」 カベルゴリン（錠） １mg１錠

18 内用薬 カベルゴリン錠1.0mg「マイラン」 カベルゴリン（錠） １mg１錠

19 内用薬 カムリトン0.25mg錠 トリアゾラム（錠） 0.25mg１錠

20 内用薬 カルボシステインドライシロップ33.3％「タイヨー」 カルボシステイン（シロップ用） 33.3％１ｇ

21 内用薬 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒「ヒシヤマ」 乾燥水酸化アルミニウムゲル（細粒） １ｇ

22 内用薬 キサラートＬ錠10mg ニフェジピン（徐放錠） 10mg１錠

23 内用薬 グリセロリン酸カルシウム「イワキ」 グリセロリン酸カルシウム（末） １ｇ

24 内用薬 局 グリメピリド錠１mg「ＫＯ」 グリメピリド（錠） １mg１錠

25 内用薬 グルタチオン錠100mg「ＰＨ」 グルタチオン（錠） 100mg１錠

26 内用薬 局 クロミフェンクエン酸塩錠50mg「Ｆ」 クロミフェンクエン酸塩（錠） 50mg１錠

27 内用薬 ゲファニールカプセル50 ゲファルナート（カプセル） 50mg１カプセル

28 内用薬 ゲファニールカプセル100 ゲファルナート（カプセル） 100mg１カプセル

29 内用薬 ゲファニール細粒10％ ゲファルナート（細粒） 10％１ｇ

30 内用薬 ゲファニールソフトカプセル50 ゲファルナート（カプセル） 50mg１カプセル

31 内用薬 ゲファニールソフトカプセル100 ゲファルナート（カプセル） 100mg１カプセル

Ｎｏ

掲示事項等告示

（ 参 考 ２ ）



薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

32 内用薬 サリチルアミド「イワキ」 サリチルアミド（末） １ｇ

33 内用薬 サンペル錠25mg ジピリダモール（錠） 25mg１錠

34 内用薬 局 ジアスターゼ「ヒシヤマ」 ジアスターゼ 10ｇ

35 内用薬 ジウテレン錠30mg トリアムテレン（錠） 30mg１錠

36 内用薬 局 ※ 次硝酸ビスマス（岩城） 次硝酸ビスマス １ｇ

37 内用薬 局 次硝酸ビスマス「ホエイ」 次硝酸ビスマス １ｇ

38 内用薬 次炭酸ビスマス「ホエイ」 次炭酸ビスマス（末） １ｇ

39 内用薬 局 重曹「ヒシヤマ」 炭酸水素ナトリウム 10ｇ

40 内用薬 ステロジン顆粒50％ テガフール（顆粒） 50％１ｇ

41 内用薬 スミドルミン錠50mg ジラゼプ塩酸塩水和物（錠） 50mg１錠

42 内用薬 セキスパノン細粒50mg セフィキシム（細粒） 50mg１ｇ

43 内用薬 セスファルコ50カプセル ソファルコン（カプセル） 50mg１カプセル

44 内用薬 セスファルコ100カプセル ソファルコン（カプセル） 100mg１カプセル

45 内用薬 セフポドキシムプロキセチルＤＳ５％「ＣＨ」 セフポドキシム　プロキセチル（シロップ用） 50mg１ｇ

46 内用薬 テオフィリン小児用ドライシロップ20％「ＪＧ」 テオフィリン（シロップ用） 20％１ｇ

47 内用薬 テフメチン錠100mg トリメブチンマレイン酸塩（錠） 100mg１錠

48 内用薬 テルビナフィン錠125mg「マイラン」 テルビナフィン塩酸塩（錠） 125mg１錠

49 内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３mg「マイラン」 ドネペジル塩酸塩（錠） ３mg１錠

50 内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５mg「マイラン」 ドネペジル塩酸塩（錠） ５mg１錠

51 内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠３mg「ＺＪ」 ドネペジル塩酸塩（錠） ３mg１錠

52 内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠３mg「マイラン」 ドネペジル塩酸塩（錠） ３mg１錠

53 内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠５mg「ＺＪ」 ドネペジル塩酸塩（錠） ５mg１錠

54 内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠５mg「マイラン」 ドネペジル塩酸塩（錠） ５mg１錠

55 内用薬 局 トリクロルメチアジド錠２mg「ＣＨ」 トリクロルメチアジド（錠） ２mg１錠

56 内用薬 ナイスタール細粒10％ ジメチコン（細粒） 10％１ｇ

57 内用薬 ニチペリゾン錠50mg トルペリゾン塩酸塩（錠） 50mg１錠

58 内用薬 ニチペリゾン錠100 トルペリゾン塩酸塩（錠） 100mg１錠

59 内用薬 ニフランシロップ1.5％ プラノプロフェン（シロップ） 1.5％１ｍＬ

60 内用薬 局 ※ 乳糖（ニプロ） 乳糖水和物 10ｇ

61 内用薬 ネプテン錠100mg トリメブチンマレイン酸塩（錠） 100mg１錠

62 内用薬 ノズレン細粒0.4％ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物（細粒） 0.4％１ｇ

63 内用薬 ノズレン細粒１％ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物（細粒） １％１ｇ

64 内用薬 パトコン細粒10％ ペントキシベリンクエン酸塩（細粒） 10％１ｇ



薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

65 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（錠） ５mg１錠

66 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（錠） 10mg１錠

67 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（錠） 20mg１錠

68 内用薬 パロチン錠10mg 唾液腺ホルモン（錠） 10mg１錠

69 内用薬 パントテン酸カルシウム散10％「三恵」 パントテン酸カルシウム（散） 10％１ｇ

70 内用薬 ピコベン錠2.5mg ピコスルファートナトリウム水和物（錠） 2.5mg１錠

71 内用薬 局 ヒスタール散１％ クロルフェニラミンマレイン酸塩（散） １％１ｇ

72 内用薬 局 ビスミット「ヒシヤマ」 次硝酸ビスマス １ｇ

73 内用薬 ビドクレイン錠50 カリジノゲナーゼ（錠） 50単位１錠

74 内用薬
フェノテロール臭化水素酸塩シロップ小児用0.05％「タ
ナベ」

フェノテロール臭化水素酸塩（シロップ） 0.05％１mL

75 内用薬 フスタゾールシロップ0.2％ クロペラスチンフェンジゾ酸塩（シロップ） 0.2％10mL

76 内用薬 フステン配合シロップ 鎮咳配合剤（１）（シロップ） １mL

77 内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「ザイダス」 プラミペキソール塩酸塩水和物（錠） 0.125mg１錠

78 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（錠） 0.5mg１錠

79 内用薬 プランサスシロップ1.5％ プラノプロフェン（シロップ） 1.5％１mL

80 内用薬 プリジスタナイーブ錠400mg ダルナビル　エタノール付加物（錠） 400mg１錠

81 内用薬 プロエスタカプセル156.7mg
エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水
和物（カプセル）

156.7mg１カプセル

82 内用薬 ベスノリン錠50mg トルペリゾン塩酸塩（錠） 50mg１錠

83 内用薬 ベスノリン錠100mg トルペリゾン塩酸塩（錠） 100mg１錠

84 内用薬 ベノジールカプセル10 フルラゼパム塩酸塩（カプセル） 10mg１カプセル

85 内用薬 ベノジールカプセル15 フルラゼパム塩酸塩（カプセル） 15mg１カプセル

86 内用薬 局 マレイン酸クロルフェニラミン散１％「ＮＰ」 クロルフェニラミンマレイン酸塩（散） １％１ｇ

87 内用薬 ムスカルム顆粒100mg／ｇ トルペリゾン塩酸塩（顆粒） 10％１ｇ

88 内用薬 ムスカルム錠50mg トルペリゾン塩酸塩（錠） 50mg１錠

89 内用薬 ムスカルム錠100mg トルペリゾン塩酸塩（錠） 100mg１錠

90 内用薬 ※ メクロサート錠（寿） メクロフェノキサート塩酸塩（錠） 100mg１錠

91 内用薬 メナテトレノンカプセル15mg「ＴＳＵ」 メナテトレノン（カプセル） 15mg１カプセル

92 内用薬 ユベキノンカプセル５mg ユビデカレノン（カプセル） ５mg１カプセル

93 内用薬 ユベキノンカプセル10mg ユビデカレノン（カプセル） 10mg１カプセル

94 内用薬 ラコビール錠10mg ユビデカレノン（錠） 10mg１錠

95 内用薬 局 リスペリドン錠１mg「サンド」 リスペリドン（錠） １mg１錠

96 内用薬 局 リスペリドン錠２mg「サンド」 リスペリドン（錠） ２mg１錠

97 内用薬 局 リスペリドン錠３mg「サンド」 リスペリドン（錠） ３mg１錠



薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

98 内用薬 ルナポン錠50 フルオロウラシル（錠） 50mg１錠

99 内用薬 ルナポン錠100 フルオロウラシル（錠） 100mg１錠

100 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（錠） 25mg１錠

101 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（錠） 50mg１錠

102 注射薬 局 アトロンボン注射用20mg オザグレルナトリウム（注射用） 20mg１瓶

103 注射薬 局 アトロンボン注射用80mg オザグレルナトリウム（注射用） 80mg１瓶

104 注射薬 アルヒーロ関節注25mg ヒアルロン酸ナトリウム（注射液） １％2.5mL１管

105 注射薬 アンスルマイラン静注用0.75ｇ
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリ
ウム（静注用）

（0.75ｇ）１瓶

106 注射薬 アンスルマイラン静注用1.5ｇ
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリ
ウム（静注用）

（1.5ｇ）１瓶

107 注射薬 イントラリピッド輸液10％ ダイズ油（注射液） 100mL１袋

108 注射薬 イントラリピッド輸液20％ ダイズ油（注射液） 100mL１袋

109 注射薬 イントラリピッド輸液20％ ダイズ油（注射液） 250mL１袋

110 注射薬 局 エダラボン点滴静注液30mg「マイラン」 エダラボン（注射液） 30mg20mL１管

111 注射薬 エピルビシン塩酸塩注射液10mg／５mL「マイラン」 エピルビシン塩酸塩（注射液） 10mg５mL１瓶

112 注射薬 エピルビシン塩酸塩注射液20mg／10mL「マイラン」 エピルビシン塩酸塩（注射液） 20mg10mL１瓶

113 注射薬 エピルビシン塩酸塩注射液50mg／25mL「マイラン」 エピルビシン塩酸塩（注射液） 50mg25mL１瓶

114 注射薬 オンダンセトロン注シリンジ４mg「ＮＰ」 オンダンセトロン塩酸塩水和物（キット） ４mg２mL１筒

115 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
（注射液）

0.5％２mL１管

116 注射薬 コンベルビー注
チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合剤
（注射液）

10mL１管

117 注射薬 シナジス筋注用50mg パリビズマブ（遺伝子組換え）（筋注用） 50mg１瓶（溶解液付）

118 注射薬 シナジス筋注用100mg パリビズマブ（遺伝子組換え）（筋注用） 100mg１瓶（溶解液付）

119 注射薬 ステイセーフＣＡＰＤ／1.5ＤＩＳＣ 腹膜透析液（４－７） １Ｌ１袋（排液用バッグ付）

120 注射薬 ステイセーフＣＡＰＤ－２／1.5ＤＩＳＣ 腹膜透析液（４－４） １Ｌ１袋（排液用バッグ付）

121 注射薬 ステイセーフＣＡＰＤ－２／2.5ＤＩＳＣ 腹膜透析液（４－５） １Ｌ１袋（排液用バッグ付）

122 注射薬 ステイセーフＣＡＰＤ－２／4.25ＤＩＳＣ 腹膜透析液（４－６） １Ｌ１袋（排液用バッグ付）

123 注射薬 ステイセーフＣＡＰＤ／2.5ＤＩＳＣ 腹膜透析液（４－８） １Ｌ１袋（排液用バッグ付）

124 注射薬 セキール注
ノスカピン・メチルエフェドリン配合剤（注射
液）

１mL１管

125 注射薬 注射用カルシトラン10 カルシトニン（サケ）（注射用） 10国際単位１管（溶解液付）

126 注射薬 点滴静注用アンコーマ20％ Ｌ－グルタミン酸ナトリウム水和物（注射液） 20mL１管

127 注射薬 ネオプラミール注射液10mg メトクロプラミド（注射液） 0.5％２mL１管

128 注射薬 ネオペルカミンＳ注脊麻用
ジブカイン塩酸塩・パラブチルアミノ安息香酸
ジエチルアミノエチル塩酸塩（注射液）

３mL１管

129 注射薬 ノルポート注3.6単位
ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液
（注射液）

３mL１管

130 注射薬 局 プレグニール筋注用5000単位 ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 5,000単位１管



薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

131 注射薬 プロポフォール静注１％「ＫＡＢＩ」 プロポフォール（注射液） 200mg20mL１管

132 注射薬 プロポフォール静注１％「ＫＡＢＩ」 プロポフォール（注射液） 500mg50mL１瓶

133 注射薬 プロポフォール静注１％「ＫＡＢＩ」 プロポフォール（注射液） １ｇ100mL１瓶

134 注射薬 メヂバール注50mg ベメグリド（注射液） 0.5％10mL１管

135 注射薬 0.3％ペルカミンエス注脊麻用 ジブカイン塩酸塩（注射液） 0.3％３mL１管

136 注射薬 局 ロザルタット注射用75mg ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩（注射用） 75mg１管

137 外用薬 アズレン散含嗽用0.4％「ＮＰ」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物（散） 0.4％１ｇ

138 外用薬 エパテック坐剤50 ケトプロフェン（坐剤） 50mg１個

139 外用薬 エパテック坐剤75 ケトプロフェン（坐剤） 75mg１個

140 外用薬 局 塩酸テルビナフィンクリーム１％「サンド」 テルビナフィン塩酸塩（クリーム） １％１ｇ

141 外用薬 コトゾール液 クロトリマゾール（液） １％１mL

142 外用薬 コトゾールクリーム１％ クロトリマゾール（クリーム） １％１ｇ

143 外用薬 Ｊヨード液　10％ ポビドンヨード（液） 10％10mL

144 外用薬 局 デルマトール「ホエイ」 次没食子酸ビスマス １ｇ

145 外用薬 局 ※ フェノール（山善） フェノール 10mL

146 外用薬 プロアリシン軟膏１％ インドメタシン（軟膏） １％１ｇ

147 外用薬 ペセタ軟膏 ヘパリンナトリウム（軟膏） 500単位１ｇ



別表第４（平成27年９月30日まで）

薬価基準名 成分名 規格単位

1 注射薬 注射用オノアクト50 ランジオロール塩酸塩（注射用） 50mg１瓶

2 注射薬 ルセンティス硝子体内注射液2.3mg／0.23mL ラニビズマブ（遺伝子組換え） 0.5mg0.05mL１瓶

（ 参 考 ３ ）

掲示事項等告示

Ｎｏ



別表第５（平成27年３月31日まで）

薬価基準名 成分名 規格単位

1 注射薬 ＦＤＧスキャン－ＭＰ注 フルデオキシグルコース（１８Ｆ） 10ＭＢｑ

（ 参 考 ４ ）

掲示事項等告示

Ｎｏ
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