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使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

「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。）が、平成27年厚生労働省告示第293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27年厚生労働省告
示第294号をもって改正され、いずれも平成27年６月19日から適用することとされたと
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378品目、注射薬117品目及び外用薬52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 １０，３３２ ４，０８５ ２，５９９ ２６ １７，０４２



２ 掲示事項等告示の一部改正について
(1) 医療事故防止等の観点から販売名が変更され、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120品目、
注射薬74品目及び外用薬43品目）について、掲示事項等告示の別表第７に収載す
ることにより、平成28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７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 １６６ １０３ ５７ ０ ３２６

３ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」

本製剤は、３日間に限り算定できるものであること。なお、本製剤の組織内濃
度持続時間は長く、投与終了後も他の抗菌剤との間に相加作用又は相乗作用の可
能性は否定できないので、本製剤投与後に切り替える場合には観察を十分に行う
など注意すること。

(2) イマチニブ錠100mg「JG」、同「TCK」、同「トーワ」、同「日医工」及び同「ファ
イザー」並びにイマチニブ錠200mg「トーワ」及び同「日医工」
本製剤の警告に、「本剤の投与は、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
る症例についてのみ投与すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族
に有効性及び危険性を十分に説明し、同意を得てから投与を開始すること。」と記
載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

(3) エスエーワン配合顆粒T20及び同T25並びにエヌケーエスワン配合顆粒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。

(4) ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「アメル」、同「JG」、同「タカタ」、同「トーワ」、
同「日医工」、同「日新」及び同「ファイザー」
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。

(5) メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」、同「JG」、同「TE」、同「DSEP」、同「TC
K」、同「トーワ」、同「日医工」、同「ニプロ」及び同「ファイザー」並びにメト
ホルミン塩酸塩錠500mgMT「三和」、同「JG」、同「TE」、同「DSEP」、同「TCK」、同
「ニプロ」及び同「ファイザー」
既収載のメトホルミン塩酸塩製剤については、本製剤より最高投与量が低いも

のが存在するため、その使用に当たっては製剤ごとの用法・用量を確認すること。

(6) レボフロキサシン錠250mg「SUN」及び同「日医工」並びにレボフロキサシン錠5
00mg「SUN」及び同「日医工」



① 本製剤の用法及び用量は以下のとおりであるので、使用に当たっては十分留
意すること。
ア 通常、成人にはレボフロキサシンとして1回500㎎を1日1回経口投与する。
なお、疾患・症状に応じて適宜減量する。

イ 腸チフス、パラチフスについては、レボフロキサシンとして1回500㎎を1
日1回14日間経口投与する。

② 既収載の内用レボフロキサシン製剤については、本製剤と用法・用量が異な
るものが存在するため、その使用に当たっては製剤ごとの用法・用量を確認す
ること。

(7) オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「KCC」、オキサリプラチン点滴静注液10
0mg/20mL「KCC」、オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」、同「FFP」、同「サワ
イ」、同「DSEP」、同「テバ」、同「日医工」及び同「ニプロ」、オキサリプラチン
点滴静注液200mg/40mL「KCC」、同「ケミファ」及び同「ファイザー」並びにオキ
サリプラチン点滴静注200mg「トーワ」、
本製剤の使用上の注意において、「本剤を含むがん化学療法は、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ついてのみ実施すること。」と記載されてい
るので、使用に当たっては十分留意すること。

(8) ドセタキセル点滴静注液20mg/１mL「ファイザー」、ドセタキセル点滴静注液80m
g/４mL「ファイザー」、ドセタキセル点滴静注20mg/１mL「EE」、同「ニプロ」及び
同「ヤクルト」並びにドセタキセル点滴静注80mg/４mL「EE」、同「ニプロ」及び
同「ヤクルト」
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。

(9) メロペネム点滴静注用１g「NP」及び同「明治」
本製剤の投与期間は、原則として14日以内とされているので、使用に当たって

は十分留意すること。

(10) リネゾリド点滴静注液600mg「明治」
本製剤の使用に当たっては、耐性菌の発現を防ぐため、次の点に留意すること。
① 感染症の治療に十分な知識と経験を持つ医師又はその指導のもとで行うこ
と。

② 原則として他の抗菌剤及び本製剤に対する感受性（耐性）を確認すること。
③ 投与期間は、感染部位、重症度、患者の症状等を考慮し、適切な時期に、
本製剤の継続投与が必要か判定し、疾患の治療上必要な最小限の期間の投与
にとどめること。

４ 関係通知の一部改正について
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、別紙２に別添２
に掲げる医薬品を加え、平成27年６月19日から適用すること。

(2) 加算等後発医薬品通知の別紙３に別添３に掲げる医薬品を加え、同年７月１
日から適用すること。

(3) 加算等後発医薬品通知の別紙３に別添４に掲げる医薬品を加え、同年10月１
日から適用すること。



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

［別添１］

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 1124007F1160 トリアゾラム
０．１２５ｍｇ１
錠

トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 5.60

内用薬 1124007F2263 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 5.80

内用薬 1124023F1126 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠
アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 5.60

内用薬 1124023F2084 アルプラゾラム ０．８ｍｇ１錠
アルプラゾラム錠０．８ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 8.20

内用薬 1124026F1332 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 トフィソパム錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 5.80

内用薬 1139002C1090 カルバマゼピン ５０％１ｇ
カルバマゼピン細粒５０％「フジナ
ガ」

藤永製薬 17.20

内用薬 1139002F1100 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠
カルバマゼピン錠２００ｍｇ「フジナ
ガ」

藤永製薬 7.70

内用薬 1139002F2050 カルバマゼピン １００ｍｇ１錠
カルバマゼピン錠１００ｍｇ「フジナ
ガ」

藤永製薬 5.60

内用薬 1139004D1087 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ
バルプロ酸Ｎａ徐放顆粒４０％「フジ
ナガ」

藤永製薬 26.80

内用薬 1139004F1118 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 局
バルプロ酸Ｎａ錠１００ｍｇ「フジナ
ガ」

藤永製薬 9.10

内用薬 1139004F2190 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局
バルプロ酸Ｎａ錠２００ｍｇ「フジナ
ガ」

藤永製薬 11.80

内用薬 1139004Q1127 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ 局
バルプロ酸Ｎａシロップ５％「フジナ
ガ」

藤永製薬 6.70

内用薬 1141007C1148 アセトアミノフェン ２０％１ｇ
アセトアミノフェン細粒２０％「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 8.60

内用薬 1141007F1152 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠
アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 8.10

内用薬 1141007F1160 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠
アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「タ
カタ」

高田製薬 8.10

内用薬 1141007F2043 アセトアミノフェン ３００ｍｇ１錠
アセトアミノフェン錠３００ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 9.00

内用薬 1141007R1060 アセトアミノフェン ２０％１ｇ
アセトアミノフェンＤＳ小児用２０％
「タカタ」

高田製薬 9.90

内用薬 1147002F1668 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠
ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 5.60

内用薬 1149001D1187 イブプロフェン ２０％１ｇ
イブプロフェン顆粒２０％「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 6.20

内用薬 1149019F1668 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠 局
ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 7.80

内用薬 1149019F1676 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠 局
ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 7.80

内用薬 1149019F1684 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠 局
ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍ
ｇ「ファイザー」

マイラン製薬 9.60

内用薬 1162001C1051 ビペリデン塩酸塩 １％１ｇ ビペリデン塩酸塩細粒１％「アメル」 共和薬品工業 19.10

内用薬 1162001F1074 ビペリデン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 5.60

内用薬 1179017F1072 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠
炭酸リチウム錠１００ｍｇ「フジナ
ガ」

藤永製薬 10.10

内用薬 1179017F2079 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠
炭酸リチウム錠２００ｍｇ「フジナ
ガ」

藤永製薬 15.80

内用薬 1179025F1336 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「フジナガ」 藤永製薬 6.30

内用薬 1179025F2294 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「フジナガ」 藤永製薬 9.60

内用薬 1179025F3100 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 6.20

内用薬 1179025F3118 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 5.80

品名
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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

［別添１］

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 価品名

内用薬 1179025F3126 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局
エチゾラム錠０．２５ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 6.20

内用薬 1179025F3134 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.80

内用薬 1179025F3142 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 日医工 6.20

内用薬 1179025F3150 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局
エチゾラム錠０．２５ｍｇ「フジナ
ガ」

藤永製薬 5.80

内用薬 1179025F3169 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局 デゾラム錠０．２５ｍｇ 大正薬品工業 6.20

内用薬 1179032F1050 スルトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠
スルトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 5.60

内用薬 1179042C1104 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ 局 クエチアピン細粒５０％「ＭＥＥＫ」 小林化工 328.10

内用薬 1179042C1112 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ 局 クエチアピン細粒５０％「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

328.10

内用薬 1179042C2020 クエチアピンフマル酸塩 １０％１ｇ 局 クエチアピン細粒１０％「アメル」 共和薬品工業 77.90

内用薬 1231013M1105 チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル
チキジウム臭化物カプセル５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 6.40

内用薬 1231013M2217 チキジウム臭化物
１０ｍｇ１カプセ
ル

チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 6.40

内用薬 1249005F1122 チメピジウム臭化物水和物 ３０ｍｇ１錠
チメピジウム臭化物錠３０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 5.60

内用薬 1249008F1240 アフロクアロン ２０ｍｇ１錠 アフロクアロン錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 8.30

内用薬 2129002M1167 ジソピラミド
５０ｍｇ１カプセ
ル

ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 15.70

内用薬 2129002M2260 ジソピラミド
１００ｍｇ１カプ
セル

ジソピラミドカプセル１００ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 23.00

内用薬 2129003F1057 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠
メキシレチン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＫＣ
Ｃ」

共和クリティケア 15.70

内用薬 2129003F2053 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１錠
メキシレチン塩酸塩錠１００ｍｇ「Ｋ
ＣＣ」

共和クリティケア 29.00

内用薬 2129005F1234 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠
ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 48.80

内用薬 2129008F1033 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１錠
ピルシカイニド塩酸塩錠２５ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 28.10

内用薬 2129008F2030 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠
ピルシカイニド塩酸塩錠５０ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 46.80

内用薬 2129008M1156 ピルシカイニド塩酸塩水和物
２５ｍｇ１カプセ
ル

局
ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍ
ｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 23.30

内用薬 2129008M2160 ピルシカイニド塩酸塩水和物
５０ｍｇ１カプセ
ル

局
ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍ
ｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 35.70

内用薬 2132003F1451 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局
トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 6.10

内用薬 2139008F1064 アゾセミド ６０ｍｇ１錠 アゾセミド錠６０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 18.50

内用薬 2139008F2044 アゾセミド ３０ｍｇ１錠 アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 12.20

内用薬 2144003F1126 アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 局 アラセプリル錠１２．５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 8.90

内用薬 2144007F3062 ベナゼプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠
ベナゼプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 41.50

内用薬 2144008F1200 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局
イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「テ
バ」

テバ製薬 20.00

内用薬 2144008F2206 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 35.60

内用薬 2144008F3202 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局
イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「テ
バ」

テバ製薬 71.20
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内用薬 2149010F1190 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 局
メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 7.30

内用薬 2149026F1247 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 12.10

内用薬 2149026F2294 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 21.10

内用薬 2149026F3290 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 31.70

内用薬 2149026F4246 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 67.40

内用薬 2149027F1179 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 9.90

内用薬 2149027F2191 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 13.20

内用薬 2149027F3198 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 25.60

内用薬 2149032F1145 カルベジロール １０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 26.80

内用薬 2149032F1153 カルベジロール １０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 26.80

内用薬 2149032F2150 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 局 カルベジロール錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 51.70

内用薬 2149040F5056 カンデサルタンシレキセチル ２ｍｇ１錠
カンデサルタンＯＤ錠２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 18.00

内用薬 2149040F6052 カンデサルタンシレキセチル ４ｍｇ１錠
カンデサルタンＯＤ錠４ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 34.90

内用薬 2149040F7059 カンデサルタンシレキセチル ８ｍｇ１錠
カンデサルタンＯＤ錠８ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 67.80

内用薬 2149040F8055 カンデサルタンシレキセチル １２ｍｇ１錠
カンデサルタンＯＤ錠１２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 85.90

内用薬 2160004F2031 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠
ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 500.30

内用薬 2160004F2040 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠
ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ
「アメル」

共和薬品工業 500.30

内用薬 2160004F2058 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠
ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 500.30

内用薬 2160004F2066 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠
ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 500.30

内用薬 2160004F2074 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠
ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ
「日医工」

日医工 500.30

内用薬 2160004F2082 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠
ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ
「日新」

日新製薬（山形） 500.30

内用薬 2160004F2090 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠
ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 500.30

内用薬 2171005F1343 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 5.60

内用薬 2171005F2161 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 5.80

内用薬 2171010B1067 ジピリダモール １２．５％１ｇ ジピリダモール散１２．５％「ＪＧ」 長生堂製薬 25.80

内用薬 2171010F1433 ジピリダモール １２．５ｍｇ１錠
ジピリダモール錠１２．５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 5.70

内用薬 2171010F2642 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 ジピリダモール錠２５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 5.70

内用薬 2171012F1238 トラピジル ５０ｍｇ１錠 トラピジル錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 5.60

内用薬 2171021F1261 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 17.10

内用薬 2171021F1270 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「テバ」 テバ製薬 13.30

3 / 17 ページ



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

［別添１］

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 価品名

内用薬 2171021F2284 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 29.00

内用薬 2171021F2292 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「テバ」 テバ製薬 22.80

内用薬 2171021F3264 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 63.50

内用薬 2171022F6276 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 局
アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「あす
か」

あすか製薬 36.20

内用薬 2189008F1465 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 局 プロブコール錠２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 7.50

内用薬 2189010F1438 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＮＳ」 日新製薬（山形） 20.60

内用薬 2189010F1446 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 局
プラバスタチンナトリウム塩錠５ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 20.60

内用薬 2189010F2450 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 局
プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「Ｎ
Ｓ」

日新製薬（山形） 37.80

内用薬 2189010F2469 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 局
プラバスタチンナトリウム塩錠１０ｍ
ｇ「ファイザー」

マイラン製薬 37.80

内用薬 2189016F1273 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 32.80

内用薬 2189016F2270 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 62.20

内用薬 2189016F3225 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 117.90

内用薬 2189016F3233 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 118.00

内用薬 2189016F3241 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 局
ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 118.00

内用薬 2189016F3250 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠
ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「サン
ド」

サンド 118.00

内用薬 2189016F3268 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 局
ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 118.00

内用薬 2189016F3276 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 118.00

内用薬 2189016F4043 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

小林化工 32.80

内用薬 2189016F4051 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

32.80

内用薬 2189016F5040 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

小林化工 62.20

内用薬 2189016F5058 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

62.20

内用薬 2189016F6046 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

117.90

内用薬 2224001F3122 ペントキシベリンクエン酸塩 １５ｍｇ１錠
ペントキシベリンクエン酸塩錠１５ｍ
ｇ「ツルハラ」

鶴原製薬 5.40

内用薬 2229001B1078 ジメモルファンリン酸塩 １０％１ｇ
ジメモルファンリン酸塩散１０％「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 37.10

内用薬 2229001Q1070 ジメモルファンリン酸塩 ０．２５％１ｍＬ
ジメモルファンリン酸塩シロップ小児
用０．２５％「ＴＣＫ」

辰巳化学 2.80

内用薬 2233002R2061 カルボシステイン ５０％１ｇ
カルボシステインＤＳ５０％「トー
ワ」

東和薬品 12.50

内用薬 2234001F1363 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠
ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 5.00

内用薬 2252003C1062 テルブタリン硫酸塩 １％１ｇ
テルブタリン硫酸塩細粒１％「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 10.50

内用薬 2252003F1093 テルブタリン硫酸塩 ２ｍｇ１錠
テルブタリン硫酸塩錠２ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 5.60

内用薬 2325003F1369 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 10.60
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内用薬 2325003F1377 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 14.50

内用薬 2325003F1385 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 10.60

内用薬 2325003F2390 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「ＭＥＤ」 メディサ新薬 19.60

内用薬 2325003F2403 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 19.60

内用薬 2325003F3256 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 10.60

内用薬 2325003F3264 ファモチジン １０ｍｇ１錠
ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 10.60

内用薬 2325003F4279 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 19.60

内用薬 2325003F4287 ファモチジン ２０ｍｇ１錠
ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 19.60

内用薬 2329005F1286 ピレンゼピン塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１錠
ピレンゼピン塩酸塩錠２５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 5.60

内用薬 2354003F2405 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ＪＤ」 ジェイドルフ製薬 5.00

内用薬 2354003F2413 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「ファイザー」 マイラン製薬 5.00

内用薬 2359005M1098 ピコスルファートナトリウム水和物
２．５ｍｇ１カプ
セル

ピコスルファートナトリウムカプセル
２．５ｍｇ「ＴＣ」

東洋カプセル 5.80

内用薬 2399009F3036 メサラジン ４００ｍｇ１錠
メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 48.40

内用薬 2491001F5226 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「日新」 日新製薬（山形） 5.60

内用薬 2590009F1055 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「ＥＥ」
エルメッド　エー
ザイ

25.40

内用薬 2590009F1063 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 25.40

内用薬 2590009F1071 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 25.40

内用薬 2590009F1080 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 25.40

内用薬 2590009F1098 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 25.40

内用薬 2590009F1101 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「あすか」 あすか製薬 25.40

内用薬 2590009F1110 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「杏林」
キョーリンリメ
ディオ

25.40

内用薬 2590009F1128 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 25.40

内用薬 2590009F1136 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 25.40

内用薬 2590009F1144 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 25.40

内用薬 2590009F1152 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局
ナフトピジル錠２５ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 25.40

内用薬 2590009F2051 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「ＥＥ」
エルメッド　エー
ザイ

49.60

内用薬 2590009F2060 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 49.60

内用薬 2590009F2078 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 49.60

内用薬 2590009F2086 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 49.60

内用薬 2590009F2094 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 49.60
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内用薬 2590009F2108 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「あすか」 あすか製薬 49.60

内用薬 2590009F2116 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「杏林」
キョーリンリメ
ディオ

49.60

内用薬 2590009F2124 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 49.60

内用薬 2590009F2132 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 49.60

内用薬 2590009F2140 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 49.60

内用薬 2590009F2159 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局
ナフトピジル錠５０ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 49.60

内用薬 2590009F3040 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ＥＥ」
エルメッド　エー
ザイ

73.40

内用薬 2590009F3058 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 73.40

内用薬 2590009F3066 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 73.40

内用薬 2590009F3074 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 73.40

内用薬 2590009F3082 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 73.40

内用薬 2590009F3090 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「あすか」 あすか製薬 73.40

内用薬 2590009F3104 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「杏林」
キョーリンリメ
ディオ

73.40

内用薬 2590009F3112 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 73.40

内用薬 2590009F3120 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 73.40

内用薬 2590009F3139 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「日医工」 日医工 73.40

内用薬 2590009F3147 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局
ナフトピジル錠７５ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 73.40

内用薬 2590009F4038 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 49.60

内用薬 2590009F4046 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＥＥ」
エルメッド　エー
ザイ

49.60

内用薬 2590009F4054 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルム
ファーマ

49.60

内用薬 2590009F4062 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 49.60

内用薬 2590009F4070 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 49.60

内用薬 2590009F4089 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 49.60

内用薬 2590009F4097 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 49.60

内用薬 2590009F4100 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「あす
か」

あすか製薬 49.60

内用薬 2590009F4119 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「杏林」
キョーリンリメ
ディオ

49.60

内用薬 2590009F4127 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 49.60

内用薬 2590009F4135 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 49.60

内用薬 2590009F4143 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 49.60

内用薬 2590009F4151 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 49.60
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内用薬 2590009F4160 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 49.60

内用薬 2590009F4178 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「日医
工」

日医工 49.60

内用薬 2590009F4186 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 49.60

内用薬 2590009F4194 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ニッ
トー」

日東メディック 49.60

内用薬 2590009F4208 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 49.60

内用薬 2590009F4216 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「フ
ソー」

シオノケミカル 49.60

内用薬 2590009F5034 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 73.40

内用薬 2590009F5042 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＥＥ」
エルメッド　エー
ザイ

73.40

内用薬 2590009F5050 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルム
ファーマ

73.40

内用薬 2590009F5069 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 73.40

内用薬 2590009F5077 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 73.40

内用薬 2590009F5085 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 73.40

内用薬 2590009F5093 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 73.40

内用薬 2590009F5107 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「あす
か」

あすか製薬 73.40

内用薬 2590009F5115 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「杏林」
キョーリンリメ
ディオ

73.40

内用薬 2590009F5123 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 73.40

内用薬 2590009F5131 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 73.40

内用薬 2590009F5140 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 73.40

内用薬 2590009F5158 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 73.40

内用薬 2590009F5166 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 73.40

内用薬 2590009F5174 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「日医
工」

日医工 73.40

内用薬 2590009F5182 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 73.40

内用薬 2590009F5190 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ニッ
トー」

日東メディック 73.40

内用薬 2590009F5204 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 73.40

内用薬 2590009F5212 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「フ
ソー」

シオノケミカル 73.40

内用薬 2590009F6030 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 25.40

内用薬 2590009F6049 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＥＥ」
エルメッド　エー
ザイ

25.40

内用薬 2590009F6057 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＦＦ
Ｐ」

富士フイルム
ファーマ

25.40

内用薬 2590009F6065 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 25.40

内用薬 2590009F6073 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 25.40
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内用薬 2590009F6081 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 25.40

内用薬 2590009F6090 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 25.40

内用薬 2590009F6103 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「あす
か」

あすか製薬 25.40

内用薬 2590009F6111 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「杏林」
キョーリンリメ
ディオ

25.40

内用薬 2590009F6120 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本薬品工業 25.40

内用薬 2590009F6138 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 25.40

内用薬 2590009F6146 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 25.40

内用薬 2590009F6154 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 25.40

内用薬 2590009F6162 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 25.40

内用薬 2590009F6170 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「日医
工」

日医工 25.40

内用薬 2590009F6189 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 25.40

内用薬 2590009F6197 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ニッ
トー」

日東メディック 25.40

内用薬 2590009F6200 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 25.40

内用薬 2590009F6219 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 局
ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「フ
ソー」

シオノケミカル 25.40

内用薬 2900002F5290 ガンマオリザノール ５０ｍｇ１錠
ガンマオリザノール錠５０ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 5.60

内用薬 3150002F1271 トコフェロール酢酸エステル ５０ｍｇ１錠
トコフェロール酢酸エステル錠５０ｍ
ｇ「ファイザー」

ファイザー 5.60

内用薬 3150002M1114 トコフェロール酢酸エステル
１００ｍｇ１カプ
セル

トコフェロール酢酸エステルカプセル
１００ｍｇ「ファイザー」

マイラン製薬 5.60

内用薬 3321002F2439
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水
和物

３０ｍｇ１錠
カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０
ｍｇ「ツルハラ」

鶴原製薬 5.60

内用薬 3399001C1086 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ
チクロピジン塩酸塩細粒１０％「日医
工」

日医工 20.50

内用薬 3399005F1285 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局
ベラプロストＮａ錠２０μｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 24.40

内用薬 3399006F1298 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局
サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 45.60

内用薬 3399006F2294 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 局
サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 77.80

内用薬 3399008F1033 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＡＡ」
あすかＡｃｔａｖ
ｉｓ製薬

48.30

内用薬 3399008F1041 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 48.30

内用薬 3399008F1050 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＥＥ」
エルメッド　エー
ザイ

48.30

内用薬 3399008F1068 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＦＦＰ」
富士フイルム
ファーマ

48.30

内用薬 3399008F1076 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 48.30

内用薬 3399008F1084 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 48.30

内用薬 3399008F1092 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 48.30

内用薬 3399008F1106 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 48.30
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内用薬 3399008F1114 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局
クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮＩ
Ｋ」

サノフィ・ゼン
ティバ

48.30

内用薬 3399008F1122 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 48.30

内用薬 3399008F1130 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 48.30

内用薬 3399008F1149 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 48.30

内用薬 3399008F1157 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 48.30

内用薬 3399008F1165 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 48.30

内用薬 3399008F1173 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「科研」 ダイト 48.30

内用薬 3399008F1181 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「杏林」
キョーリンリメ
ディオ

48.30

内用薬 3399008F1190 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局
クロピドグレル錠２５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 48.30

内用薬 3399008F1203 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 48.30

内用薬 3399008F1211 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「サンド」 サンド 48.30

内用薬 3399008F1220 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「三和」 日本薬品工業 48.30

内用薬 3399008F1238 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 48.30

内用薬 3399008F1246 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局
クロピドグレル錠２５ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 48.30

内用薬 3399008F1254 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 48.30

内用薬 3399008F1262 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 48.30

内用薬 3399008F1270 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 48.30

内用薬 3399008F1289 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局
クロピドグレル錠２５ｍｇ「ニッ
トー」

日東メディック 48.30

内用薬 3399008F1297 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 48.30

内用薬 3399008F1300 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局
クロピドグレル錠２５ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 48.30

内用薬 3399008F1319 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「明治」 高田製薬 48.30

内用薬 3399008F1327 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「モチダ」 持田製薬 48.30

内用薬 3399008F2030 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＡＡ」
あすかＡｃｔａｖ
ｉｓ製薬

121.30

内用薬 3399008F2048 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 121.30

内用薬 3399008F2056 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＥＥ」
エルメッド　エー
ザイ

121.30

内用薬 3399008F2064 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＦＦＰ」
富士フイルム
ファーマ

121.30

内用薬 3399008F2072 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 121.30

内用薬 3399008F2080 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 121.30

内用薬 3399008F2099 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 121.30

内用薬 3399008F2102 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＫＯＧ」 興和 121.30
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内用薬 3399008F2110 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局
クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩ
Ｋ」

サノフィ・ゼン
ティバ

121.30

内用薬 3399008F2129 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 121.30

内用薬 3399008F2137 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 121.30

内用薬 3399008F2145 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 121.30

内用薬 3399008F2153 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 121.30

内用薬 3399008F2161 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 121.30

内用薬 3399008F2170 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「科研」 ダイト 121.30

内用薬 3399008F2188 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「杏林」
キョーリンリメ
ディオ

121.30

内用薬 3399008F2196 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局
クロピドグレル錠７５ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 121.30

内用薬 3399008F2200 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 121.30

内用薬 3399008F2218 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「サンド」 サンド 121.30

内用薬 3399008F2226 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「三和」 日本薬品工業 121.30

内用薬 3399008F2234 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 121.30

内用薬 3399008F2242 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局
クロピドグレル錠７５ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 121.30

内用薬 3399008F2250 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 121.30

内用薬 3399008F2269 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 121.30

内用薬 3399008F2277 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 121.30

内用薬 3399008F2285 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局
クロピドグレル錠７５ｍｇ「ニッ
トー」

日東メディック 121.30

内用薬 3399008F2293 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 121.30

内用薬 3399008F2307 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局
クロピドグレル錠７５ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 121.30

内用薬 3399008F2315 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「明治」 高田製薬 121.30

内用薬 3399008F2323 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「モチダ」 持田製薬 121.30

内用薬 3399008F3028 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠５０ｍｇ「ＥＥ」
エルメッド　エー
ザイ

86.30

内用薬 3399008F3036 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠５０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 86.30

内用薬 3399008F3044 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 クロピドグレル錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 86.30

内用薬 3399008F3052 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 86.30

内用薬 3399008F3060 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 クロピドグレル錠５０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 86.30

内用薬 3399008F3079 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠５０ｍｇ「明治」 高田製薬 86.30

内用薬 3962002F2035 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局
メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ
「ＤＳＥＰ」

第一三共エスファ 9.90

内用薬 3962002F2043 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局
メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 9.90
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内用薬 3962002F2051 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局
メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 9.90

内用薬 3962002F2060 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局
メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ
「ＴＥ」

トーアエイヨー 9.90

内用薬 3962002F2078 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局
メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ
「三和」

三和化学研究所 9.90

内用薬 3962002F2086 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局
メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ
「トーワ」

東和薬品 9.90

内用薬 3962002F2094 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局
メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ
「日医工」

日医工 9.90

内用薬 3962002F2108 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局
メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ
「ニプロ」

ニプロ 9.90

内用薬 3962002F2116 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 局
メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ
「ファイザー」

ファイザー 9.90

内用薬 3962002F3031 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局
メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ
「ＤＳＥＰ」

第一三共エスファ 10.40

内用薬 3962002F3040 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局
メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 10.40

内用薬 3962002F3058 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局
メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 10.40

内用薬 3962002F3066 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局
メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ
「ＴＥ」

トーアエイヨー 10.40

内用薬 3962002F3074 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局
メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ
「三和」

三和化学研究所 10.40

内用薬 3962002F3082 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局
メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ
「ニプロ」

ニプロ 10.40

内用薬 3962002F3090 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 局
メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ
「ファイザー」

ファイザー 10.40

内用薬 3999013F1371 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 局
エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 46.10

内用薬 3999014M1049 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル タクロリムスカプセル１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 519.30

内用薬 3999014M1057 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル
タクロリムスカプセル１ｍｇ「サン
ド」

ニプロパッチ 519.30

内用薬 3999014M1065 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル
タクロリムスカプセル１ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 519.30

内用薬 3999014M2045 タクロリムス水和物
０．５ｍｇ１カプ
セル

タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 297.50

内用薬 3999014M2053 タクロリムス水和物
０．５ｍｇ１カプ
セル

タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「サ
ンド」

ニプロパッチ 297.50

内用薬 3999014M2061 タクロリムス水和物
０．５ｍｇ１カプ
セル

タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ニ
プロ」

ニプロ 297.50

内用薬 3999014M3041 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル タクロリムスカプセル５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 1,946.30

内用薬 3999014M3050 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル
タクロリムスカプセル５ｍｇ「サン
ド」

ニプロパッチ 1,946.30

内用薬 3999014M3068 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル
タクロリムスカプセル５ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 1,946.30

内用薬 3999016M1099 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル 局
メトトレキサートカプセル２ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 135.40

内用薬 4229101D1033
テガフール・ギメラシル・オテラシルカ
リウム配合剤

２０ｍｇ１包（テ
ガフール相当量）

エスエーワン配合顆粒Ｔ２０ 沢井製薬 463.80

内用薬 4229101D1041
テガフール・ギメラシル・オテラシルカ
リウム配合剤

２０ｍｇ１包（テ
ガフール相当量）

エヌケーエスワン配合顆粒Ｔ２０ 日本化薬 463.80

内用薬 4229101D2030
テガフール・ギメラシル・オテラシルカ
リウム配合剤

２５ｍｇ１包（テ
ガフール相当量）

エスエーワン配合顆粒Ｔ２５ 沢井製薬 556.70

内用薬 4229101D2048
テガフール・ギメラシル・オテラシルカ
リウム配合剤

２５ｍｇ１包（テ
ガフール相当量）

エヌケーエスワン配合顆粒Ｔ２５ 日本化薬 556.70

内用薬 4291003F1236 タモキシフェンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠
タモキシフェン錠１０ｍｇ「バイエ
ル」

バイエル薬品 99.30
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内用薬 4291003F2097 タモキシフェンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠
タモキシフェン錠２０ｍｇ「バイエ
ル」

バイエル薬品 204.50

内用薬 4291011F1141 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 1,386.30

内用薬 4291011F1150 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 1,386.30

内用薬 4291011F1168 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 1,386.30

内用薬 4291011F1176 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 1,386.30

内用薬 4291011F1184 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠
イマチニブ錠１００ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 1,386.30

内用薬 4291011F2059 イマチニブメシル酸塩 ２００ｍｇ１錠 イマチニブ錠２００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 2,953.20

内用薬 4291011F2067 イマチニブメシル酸塩 ２００ｍｇ１錠 イマチニブ錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 2,953.20

内用薬 4291015F1034 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠
レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 292.60

内用薬 4291015F1042 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＥＥ」
エルメッド　エー
ザイ

292.60

内用薬 4291015F1050 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 292.60

内用薬 4291015F1069 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＦＦＰ」
富士フイルム
ファーマ

292.60

内用薬 4291015F1077 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 292.60

内用薬 4291015F1085 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 292.60

内用薬 4291015F1093 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 292.60

内用薬 4291015F1107 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 292.60

内用薬 4291015F1115 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠
レトロゾール錠２．５ｍｇ「ケミ
ファ」

ダイト 292.60

内用薬 4291015F1123 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 292.60

内用薬 4291015F1131 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 292.60

内用薬 4291015F1140 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 292.60

内用薬 4291015F1158 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「日医工」 日医工 292.60

内用薬 4291015F1166 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 292.60

内用薬 4291015F1174 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠
レトロゾール錠２．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 292.60

内用薬 4291015F1182 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 レトロゾール錠２．５ｍｇ「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

292.60

内用薬 4291015F1190 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠
レトロゾール錠２．５ｍｇ「ヤクル
ト」

富士化学工業 292.60

内用薬 4419002Q1133 ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩
０．０４％１０ｍ
Ｌ

ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩
シロップ０．０４％「ツルハラ」

鶴原製薬 11.30

内用薬 4420001F1082 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 局 オーラノフィン錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 37.60

内用薬 4490005Q1043 オキサトミド ０．２％１ｍＬ
オキサトミドシロップ小児用０．２％
「ファイザー」

マイラン製薬 8.10

内用薬 6149004C1102 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ
アジスロマイシン細粒小児用１０％
「トーワ」

東和薬品 194.10

内用薬 6241008F1155 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠
シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 23.90
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内用薬 6241010C1032 トスフロキサシントシル酸塩水和物 １５０ｍｇ１ｇ
トスフロキサシントシル酸塩細粒小児
用１５％「タカタ」

高田製薬 309.20

内用薬 6241010C1040 トスフロキサシントシル酸塩水和物 １５０ｍｇ１ｇ
トスフロキサシントシル酸塩細粒小児
用１５％「トーワ」

東和薬品 309.20

内用薬 6241010C1059 トスフロキサシントシル酸塩水和物 １５０ｍｇ１ｇ
トスフロキサシントシル酸塩小児用細
粒１５％「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

309.20

内用薬 6241013F2314 レボフロキサシン水和物
２５０ｍｇ１錠
（レボフロキサシ
ンとして）

局
レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＳＵ
Ｎ」

サンファーマ 126.80

内用薬 6241013F2322 レボフロキサシン水和物
２５０ｍｇ１錠
（レボフロキサシ
ンとして）

局
レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「日医
工」

日医工 126.80

内用薬 6241013F3310 レボフロキサシン水和物
５００ｍｇ１錠
（レボフロキサシ
ンとして）

局
レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＳＵ
Ｎ」

サンファーマ 226.40

内用薬 6241013F3329 レボフロキサシン水和物
５００ｍｇ１錠
（レボフロキサシ
ンとして）

局
レボフロキサシン錠５００ｍｇ「日医
工」

日医工 226.40

内用薬 6290002M1178 フルコナゾール
５０ｍｇ１カプセ
ル

局
フルコナゾールカプセル５０ｍｇ「タ
カタ」

高田製薬 382.90

内用薬 6290002M2174 フルコナゾール
１００ｍｇ１カプ
セル

局
フルコナゾールカプセル１００ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 498.60

内用薬 6290004M1070 イトラコナゾール
５０ｍｇ１カプセ
ル

イトラコナゾールカプセル５０ｍｇ
「ＳＷ」

沢井製薬 171.20

内用薬 6290005F1300 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠
テルビナフィン錠１２５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 129.80

注射薬 1149402A1080 ケトプロフェン ５０ｍｇ１管 ケトプロフェン筋注５０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 56

注射薬 1149403A1077 ブプレノルフィン塩酸塩 ０．２ｍｇ１管
ブプレノルフィン注０．２ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 81

注射薬 1149403A2073 ブプレノルフィン塩酸塩 ０．３ｍｇ１管
ブプレノルフィン注０．３ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 107

注射薬 1149501A1149
コンドロイチン硫酸エステルナトリウ
ム・サリチル酸ナトリウム

１０ｍＬ１管 ヤスラミン配合静注 ニプロ 61

注射薬 1214400A5079 塩酸リドカイン
０．５％５ｍＬ１
管

リドカイン塩酸塩注射液０．５％
「ファイザー」

マイラン製薬 58

注射薬 1214400A6075 塩酸リドカイン
０．５％１０ｍＬ
１管

リドカイン塩酸塩注射液０．５％
「ファイザー」

マイラン製薬 68

注射薬 1214400A7071 塩酸リドカイン １％５ｍＬ１管
リドカイン塩酸塩注射液１％「ファイ
ザー」

マイラン製薬 58

注射薬 1214400A8078 塩酸リドカイン １％１０ｍＬ１管
リドカイン塩酸塩注射液１％「ファイ
ザー」

マイラン製薬 85

注射薬 1214400A9074 塩酸リドカイン ２％５ｍＬ１管
リドカイン塩酸塩注射液２％「ファイ
ザー」

マイラン製薬 58

注射薬 1214400H1071 塩酸リドカイン ２％１０ｍＬ１管
リドカイン塩酸塩注射液２％「ファイ
ザー」

マイラン製薬 117

注射薬 1229403F1050 ベクロニウム臭化物
４ｍｇ１管（溶解
液付）

ベクロニウム静注用４ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 259

注射薬 1229403F2049 ベクロニウム臭化物 １０ｍｇ１瓶 ベクロニウム静注用１０ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 554

注射薬 2119402P1097 ドパミン塩酸塩
０．１％２００ｍ
Ｌ１袋

局
ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇ
キット「ファイザー」

マイラン製薬 926

注射薬 2119402P2107 ドパミン塩酸塩
０．３％２００ｍ
Ｌ１袋

局
ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇ
キット「ファイザー」

マイラン製薬 1,395

注射薬 2119404G3064 ドブタミン塩酸塩
０．１％２００ｍ
Ｌ１袋

ドブタミン点滴静注液２００ｍｇキッ
ト「ファイザー」

マイラン製薬 1,421

注射薬 2119404G4060 ドブタミン塩酸塩
０．３％２００ｍ
Ｌ１袋

ドブタミン点滴静注液６００ｍｇキッ
ト「ファイザー」

マイラン製薬 2,587

注射薬 2171402A1167 ジピリダモール
０．５％２ｍＬ１
管

ジピリダモール静注１０ｍｇ「イセ
イ」

イセイ 56

注射薬 2190501A1093 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１瓶 グリポーゼ配合点滴静注 扶桑薬品工業 185

注射薬 2190501A2090 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１瓶 グリポーゼ配合点滴静注 扶桑薬品工業 272
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注射薬 2190501A3100 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１瓶
グリセリン・果糖配合点滴静注「Ｈ
Ｋ」

光製薬 386

注射薬 2190501A3118 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１瓶 グリポーゼ配合点滴静注 扶桑薬品工業 386

注射薬 2190501A4106 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋
グリセリン・果糖配合点滴静注「Ｈ
Ｋ」

光製薬 185

注射薬 2190501A4114 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 グリセレブ配合点滴静注 テルモ 185

注射薬 2190501A5080 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１袋 グリセレブ配合点滴静注 テルモ 386

注射薬 2190501A6109 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１袋
グリセリン・果糖配合点滴静注「Ｈ
Ｋ」

光製薬 272

注射薬 2190501A6117 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１袋 グリセレブ配合点滴静注 テルモ 272

注射薬 2219403A1086 フルマゼニル
０．５ｍｇ５ｍＬ
１管

フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「テ
バ」

テバ製薬 1,495

注射薬 2325400A1255 シメチジン １０％２ｍＬ１管 シメチジン注２００ｍｇ「イセイ」 イセイ 56

注射薬 2391400A3199 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 グラニセトロン静注液１ｍｇ「テバ」 テバ製薬 765

注射薬 2391400A4195 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 グラニセトロン静注液３ｍｇ「テバ」 テバ製薬 2,300

注射薬 2452402A1095
ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリ
ウム

１００ｍｇ２ｍＬ
１管

ヒドロコルチゾンリン酸エステルＮａ
静注液１００ｍｇ「ＡＦＰ」

エール薬品 212

注射薬 2452402A5112
ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリ
ウム

５００ｍｇ１０ｍ
Ｌ１瓶

ヒドロコルチゾンリン酸エステルＮａ
静注液５００ｍｇ「ＡＦＰ」

エール薬品 774

注射薬 2456400D1083
メチルプレドニゾロンコハク酸エステル
ナトリウム

４０ｍｇ１瓶（溶
解液付）

メチルプレドニゾロンコハク酸エステ
ルＮａ注射用４０ｍｇ「ＡＦＰ」

エール薬品 199

注射薬 2456400D4090
メチルプレドニゾロンコハク酸エステル
ナトリウム

１ｇ１瓶（溶解液
付）

メチルプレドニゾロンコハク酸エステ
ルＮａ注射用１０００ｍｇ「ＡＦＰ」

エール薬品 2,027

注射薬 3112402A1039 カルシトリオール
０．５μｇ１ｍＬ
１管

カルシトリオール静注液０．５μｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 597

注射薬 3112402A2035 カルシトリオール １μｇ１ｍＬ１管 カルシトリオール静注液１μｇ「Ｆ」 富士製薬工業 883

注射薬 3122401A4137 フルスルチアミン塩酸塩
５０ｍｇ２０ｍＬ
１管

フルスルチアミン注５０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 56

注射薬 3140401A1039 アスコルビン酸 ５００ｍｇ１管
アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ「日
新」

日新製薬（山形） 56

注射薬 3229501G1089 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤 ２ｍＬ１筒 ミネリック－５配合点滴静注シリンジ ニプロ 204

注射薬 3334403A1090 ダルテパリンナトリウム
５，０００低分子
ヘパリン国際単位
１管

ダルテパリンＮａ静注５０００単位／
５ｍＬ「日新」

日新製薬（山形） 701

注射薬 3919502A1449
グリチルリチン・グリシン・システイン
配合剤

２０ｍＬ１管 ヒシファーゲン配合静注 ニプロ 56

注射薬 3919502G1085
グリチルリチン・グリシン・システイン
配合剤

２０ｍＬ１筒
ヒシファーゲン配合静注シリンジ２０
ｍＬ

ニプロ 175

注射薬 3919502G2057
グリチルリチン・グリシン・システイン
配合剤

４０ｍＬ１筒
ヒシファーゲン配合静注シリンジ４０
ｍＬ

ニプロ 274

注射薬 4223401A3030 フルオロウラシル
１，０００ｍｇ１
瓶

フルオロウラシル注１０００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 814

注射薬 4223401A4037 フルオロウラシル ２５０ｍｇ１瓶
フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 215

注射薬 4240405A3099 ドセタキセル
２０ｍｇ１ｍＬ１
瓶

ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍ
Ｌ「ＥＥ」

エルメッド　エー
ザイ

10,997

注射薬 4240405A3102 ドセタキセル
２０ｍｇ１ｍＬ１
瓶

ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍ
Ｌ「ニプロ」

ニプロ 10,997

注射薬 4240405A3110 ドセタキセル
２０ｍｇ１ｍＬ１
瓶

ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／１
ｍＬ「ファイザー」

マイラン製薬 10,997

注射薬 4240405A3129 ドセタキセル
２０ｍｇ１ｍＬ１
瓶

ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍ
Ｌ「ヤクルト」

ヤクルト本社 10,997
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成分名 規格 メーカー名 薬 価品名

注射薬 4240405A4095 ドセタキセル
８０ｍｇ４ｍＬ１
瓶

ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍ
Ｌ「ＥＥ」

エルメッド　エー
ザイ

38,480

注射薬 4240405A4109 ドセタキセル
８０ｍｇ４ｍＬ１
瓶

ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍ
Ｌ「ニプロ」

ニプロ 38,480

注射薬 4240405A4117 ドセタキセル
８０ｍｇ４ｍＬ１
瓶

ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／４
ｍＬ「ファイザー」

マイラン製薬 38,480

注射薬 4240405A4125 ドセタキセル
８０ｍｇ４ｍＬ１
瓶

ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍ
Ｌ「ヤクルト」

ヤクルト本社 38,480

注射薬 4291401A1127 シスプラチン
１０ｍｇ２０ｍＬ
１瓶

シスプラチン点滴静注液１０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 2,155

注射薬 4291401A2123 シスプラチン
２５ｍｇ５０ｍＬ
１瓶

シスプラチン点滴静注液２５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 3,819

注射薬 4291401A3120 シスプラチン
５０ｍｇ１００ｍ
Ｌ１瓶

シスプラチン点滴静注液５０ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 9,127

注射薬 4291410A1150 オキサリプラチン
５０ｍｇ１０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ
／１０ｍＬ「ＫＣＣ」

共和クリティケア 18,279

注射薬 4291410A2157 オキサリプラチン
１００ｍｇ２０ｍ
Ｌ１瓶

オキサリプラチン点滴静注液１００ｍ
ｇ／２０ｍＬ「ＫＣＣ」

共和クリティケア 33,683

注射薬 4291410A3030 オキサリプラチン
２００ｍｇ４０ｍ
Ｌ１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍ
ｇ／４０ｍＬ「ＫＣＣ」

共和クリティケア 62,068

注射薬 4291410A3048 オキサリプラチン
２００ｍｇ４０ｍ
Ｌ１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍ
ｇ／４０ｍＬ「ケミファ」

ナガセ医薬品 62,068

注射薬 4291410A3056 オキサリプラチン
２００ｍｇ４０ｍ
Ｌ１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍ
ｇ／４０ｍＬ「ファイザー」

マイラン製薬 62,068

注射薬 4291410A3064 オキサリプラチン
２００ｍｇ４０ｍ
Ｌ１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍ
ｇ「ＤＳＥＰ」

第一三共エスファ 62,068

注射薬 4291410A3072 オキサリプラチン
２００ｍｇ４０ｍ
Ｌ１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍ
ｇ「ＦＦＰ」

富士フイルム
ファーマ

62,068

注射薬 4291410A3080 オキサリプラチン
２００ｍｇ４０ｍ
Ｌ１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍ
ｇ「ＮＫ」

日本化薬 62,068

注射薬 4291410A3099 オキサリプラチン
２００ｍｇ４０ｍ
Ｌ１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍ
ｇ「サワイ」

沢井製薬 62,068

注射薬 4291410A3102 オキサリプラチン
２００ｍｇ４０ｍ
Ｌ１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍ
ｇ「テバ」

テバ製薬 62,068

注射薬 4291410A3110 オキサリプラチン
２００ｍｇ４０ｍ
Ｌ１瓶

オキサリプラチン点滴静注２００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 62,068

注射薬 4291410A3129 オキサリプラチン
２００ｍｇ４０ｍ
Ｌ１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍ
ｇ「日医工」

日医工 62,068

注射薬 4291410A3137 オキサリプラチン
２００ｍｇ４０ｍ
Ｌ１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍ
ｇ「ニプロ」

ニプロ 62,068

注射薬 6112401A1160 クリンダマイシンリン酸エステル ３００ｍｇ１管 局
クリンダマイシンリン酸エステル注３
００ｍｇ「Ｆ」

富士製薬工業 178

注射薬 6112401A1178 クリンダマイシンリン酸エステル ３００ｍｇ１管 局
クリンダマイシンリン酸エステル注射
液３００ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 178

注射薬 6112401A2174 クリンダマイシンリン酸エステル ６００ｍｇ１管 局
クリンダマイシンリン酸エステル注６
００ｍｇ「Ｆ」

富士製薬工業 258

注射薬 6112401A2182 クリンダマイシンリン酸エステル ６００ｍｇ１管 局
クリンダマイシンリン酸エステル注射
液６００ｍｇ「ＮＰ」

ニプロ 258

注射薬 6119401D1175 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶
テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 3,113

注射薬 6139400D3028 メロペネム水和物 １ｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用１ｇ「ＮＰ」 ニプロ 1,385

注射薬 6139400D3036 メロペネム水和物 １ｇ１瓶 局 メロペネム点滴静注用１ｇ「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

1,098

注射薬 6139504F3033
スルバクタムナトリウム・アンピシリン
ナトリウム

（３ｇ）１瓶 スルバシリン静注用３ｇ
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

436

注射薬 6139504F3041
スルバクタムナトリウム・アンピシリン
ナトリウム

（３ｇ）１瓶 ピスルシン静注用３ｇ 大原薬品工業 436

注射薬 6249401A1033 リネゾリド
６００ｍｇ３００
ｍＬ１袋

リネゾリド点滴静注液６００ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

9,572
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注射薬 6290401A1153 フルコナゾール
０．１％５０ｍＬ
１瓶

フルコナゾール静注液５０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 1,107

注射薬 6290401A2249 フルコナゾール
０．２％５０ｍＬ
１瓶

フルコナゾール静注液１００ｍｇ「タ
カタ」

高田製薬 1,522

注射薬 6290401A3237 フルコナゾール
０．２％１００ｍ
Ｌ１瓶

フルコナゾール静注液２００ｍｇ「タ
カタ」

高田製薬 2,695

注射薬 7219412P3040 イオパミドール
７５．５２％６５
ｍＬ１筒

局
バイステージ注３７０シリンジ６５ｍ
Ｌ

テバ製薬 3,093

注射薬 7219415G9069 イオヘキソール
６４．７１％１１
０ｍＬ１筒

局
イオベリン３００注シリンジ１１０ｍ
Ｌ

テバ製薬 6,089

外用薬 1119701G1092 イソフルラン １ｍＬ 局
イソフルラン吸入麻酔液「ファイ
ザー」

マイラン製薬 27.00

外用薬 1147700J1189 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個
ジクロフェナクＮａ坐剤１２．５ｍｇ
「ツルハラ」

鶴原製薬 19.30

外用薬 1147700J1197 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個
ジクロフェナクＮａ坐剤１２．５ｍｇ
「日新」

日新製薬（山形） 19.30

外用薬 1147700J2240 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個
ジクロフェナクＮａ坐剤２５ｍｇ「ツ
ルハラ」

鶴原製薬 19.90

外用薬 1147700J2258 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個
ジクロフェナクＮａ坐剤２５ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 19.90

外用薬 1147700J3289 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個
ジクロフェナクＮａ坐剤５０ｍｇ「ツ
ルハラ」

鶴原製薬 27.50

外用薬 1149700J1124 ケトプロフェン ５０ｍｇ１個 ケトプロフェン坐剤５０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 23.40

外用薬 1149700J2120 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 ケトプロフェン坐剤７５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 26.90

外用薬 1319717Q1324 クロモグリク酸ナトリウム
１００ｍｇ５ｍＬ
１瓶

クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「ファ
イザー」

マイラン製薬 408.80

外用薬 1319719M1062 アシクロビル ３％１ｇ 局 アシクロビル眼軟膏３％「ニットー」 東亜薬品 503.60

外用薬 1319720Q1156 ヒアルロン酸ナトリウム
１％０．４ｍＬ１
筒

ヒアルロン酸Ｎａ０．４眼粘弾剤１％
「テバ」

テバ製薬 4,740.50

外用薬 1319720Q7219 ヒアルロン酸ナトリウム
１％０．６ｍＬ１
筒

ヒアルロン酸Ｎａ０．６眼粘弾剤１％
「テバ」

テバ製薬 3,250.10

外用薬 1319720Q8207 ヒアルロン酸ナトリウム
１％０．８５ｍＬ
１筒

ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤
１％「テバ」

テバ製薬 3,307.00

外用薬 1319722Q1244 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ
オフロキサシン点眼液０．３％「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 48.90

外用薬 1319726Q1188 ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ
ジクロフェナクＮａ点眼液０．１％
「日新」

日新製薬（山形） 41.10

外用薬 1319727Q1239 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ
ノルフロキサシン点眼液０．３％「日
新」

日新製薬（山形） 42.30

外用薬 1329700Q1228 クロモグリク酸ナトリウム
１９０ｍｇ９．５
ｍＬ１瓶

クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％「ファ
イザー」

マイラン製薬 330.50

外用薬 1329701Q1036 ジオクチルソジウムスルホサクシネート ５％１ｍＬ
ジオクチルソジウムスルホサクシネー
ト耳科用液５％「ＣＥＯ」

セオリアファーマ 55.10

外用薬 1329705Q1328 ケトチフェンフマル酸塩
６．０４８ｍｇ８
ｍＬ１瓶

ケトチフェン点鼻液０．０５％「ファ
イザー」

マイラン製薬 442.60

外用薬 2259701G1071 クロモグリク酸ナトリウム １％２ｍＬ１管
クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「サワ
イ」

沢井製薬 40.30

外用薬 2260701F1387 ポビドンヨード ７％１ｍＬ
ポビドンヨードガーグル７％「マイラ
ン」

マイラン製薬 2.40

外用薬 2357701K3132 グリセリン
５０％３０ｍＬ１
個

グリセリン浣腸液５０％「ムネ」３０
ｍＬ

ムネ製薬 71.90

外用薬 2357701K6220 グリセリン
５０％６０ｍＬ１
個

グリセリン浣腸液５０％「ムネ」６０
ｍＬ

ムネ製薬 109.70

外用薬 2357701K8185 グリセリン
５０％１２０ｍＬ
１個

グリセリン浣腸液５０％「ムネ」１２
０ｍＬ

ムネ製薬 138.70

外用薬 2357701K9173 グリセリン
５０％１５０ｍＬ
１個

グリセリン浣腸液５０％「ムネ」１５
０ｍＬ

ムネ製薬 168.00
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外用薬 2612701Q2125 ポビドンヨード １０％１０ｇ
ポビドンヨードゲル１０％「マイラ
ン」

マイラン製薬 43.10

外用薬 2612701Q3458 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ
ポビドンヨード外用液１０％「マイラ
ン」

マイラン製薬 14.70

外用薬 2619702Q3240 クロルヘキシジングルコン酸塩 ５％１０ｍＬ
グルコン酸クロルヘキシジン消毒用液
５Ｗ／Ｖ％「ファイザー」

マイラン製薬 10.80

外用薬 2619716Q1240 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 １０％１０ｍＬ
アルキルジアミノエチルグリシン消毒
用液１０Ｗ／Ｗ％「ファイザー」

マイラン製薬 7.00

外用薬 2649729S2240 ケトプロフェン
７ｃｍ×１０ｃｍ
１枚

ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 12.80

外用薬 2649729S3173 ケトプロフェン
１０ｃｍ×１４ｃ
ｍ１枚

ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 18.10

外用薬 2649731R1028 フェルビナク ３％１ｍＬ スミル外用ポンプスプレー３％ 三笠製薬 7.50

外用薬 2649731S1283 フェルビナク
１０ｃｍ×１４ｃ
ｍ１枚

フェルビナクパップ７０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 14.80

外用薬 2649732S2063 フルルビプロフェン
１０ｃｍ×１４ｃ
ｍ１枚

フルルビプロフェンテープ４０ｍｇ
「ユートク」

祐徳薬品工業 13.60

外用薬 2649732S3078 フルルビプロフェン
７ｃｍ×１０ｃｍ
１枚

フルルビプロフェンテープ２０ｍｇ
「ユートク」

祐徳薬品工業 8.50

外用薬 2649734Q1107 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ ジクロフェナクＮａゲル１％「ＳＮ」 シオノケミカル 5.40

外用薬 2649735R1026 ロキソプロフェンナトリウム水和物 １％１ｇ
ロキソプロフェンＮａ外用ポンプスプ
レー１％「ＴＣＫ」

辰巳化学 7.80

外用薬 2649735R1034 ロキソプロフェンナトリウム水和物 １％１ｇ
ロキソプロフェンＮａ外用ポンプスプ
レー１％「ＹＤ」

陽進堂 7.80

外用薬 2659710N1217 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局
テルビナフィン塩酸塩クリーム１％
「トーワ」

東和薬品 24.00

外用薬 2659710Q1116 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局
テルビナフィン塩酸塩外用液１％
「トーワ」

東和薬品 24.00

外用薬 2669701N2091 尿素 ２０％１ｇ 尿素クリーム２０％「ＳＮ」 シオノケミカル 5.60

外用薬 3339950M1188 ヘパリン類似物質 １ｇ
ヘパリン類似物質油性クリーム０．
３％「日医工」

日医工 10.10

外用薬 3339950R1126 ヘパリン類似物質 １ｇ
ヘパリン類似物質外用スプレー０．
３％「日医工」

日医工 18.70
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内用薬 2229001F1070 ジメモルファンリン酸塩 １０ｍｇ１錠
ジメモルファンリン酸塩錠１０ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 5.60

［別添２］

別紙２ 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目
(加算等の算定対象とならない後発医薬品)

品名
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医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬 価

内用薬 2160004F1027 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾーミッグ錠２．５ｍｇ アストラゼネカ 960.80

内用薬 2160004F2023 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ アストラゼネカ 960.80

内用薬 2239001G2027 アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１錠 ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ 帝人ファーマ 67.70

内用薬 2590009F1039 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 フリバス錠２５ｍｇ 旭化成ファーマ 49.10

内用薬 2590009F2035 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 フリバス錠５０ｍｇ 旭化成ファーマ 99.20

内用薬 2590009F3023 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 フリバス錠７５ｍｇ 旭化成ファーマ 146.70

内用薬 2590009F4020 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 フリバスＯＤ錠５０ｍｇ 旭化成ファーマ 99.20

内用薬 2590009F5026 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 フリバスＯＤ錠７５ｍｇ 旭化成ファーマ 146.70

内用薬 2590009F6022 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 フリバスＯＤ錠２５ｍｇ 旭化成ファーマ 49.10

内用薬 3399008F1025 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 プラビックス錠２５ｍｇ サノフィ 112.50

内用薬 3399008F2021 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 プラビックス錠７５ｍｇ サノフィ 282.70

内用薬 3962002F2027 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠
局

メトグルコ錠２５０ｍｇ 大日本住友製薬 10.20

内用薬 3962002F3023 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠
局

メトグルコ錠５００ｍｇ 大日本住友製薬 19.00

［別添３］

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」
※平成27年７月１日より適用

品名
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内用薬 4291015F1026 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 フェマーラ錠２．５ｍｇ
ノバルティス
ファーマ

674.10

内用薬 6241010C1024 トスフロキサシントシル酸塩水和物 １５０ｍｇ１ｇ オゼックス細粒小児用１５％ 富山化学工業 568.40

注射薬 3112402A1020 カルシトリオール
０．５μｇ１ｍＬ１
管

ロカルトロール注０．５ 協和発酵キリン 1160

注射薬 3112402A2027 カルシトリオール １μｇ１ｍＬ１管 ロカルトロール注１ 協和発酵キリン 1717

注射薬 4223401A3022 フルオロウラシル １，０００ｍｇ１瓶 ５－ＦＵ注１０００ｍｇ 協和発酵キリン 1356

注射薬 4223401A4029 フルオロウラシル ２５０ｍｇ１瓶 ５－ＦＵ注２５０ｍｇ 協和発酵キリン 358

注射薬 6249401A1025 リネゾリド
６００ｍｇ３００ｍ
Ｌ１袋

ザイボックス注射液６００ｍｇ ファイザー 18287
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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 2399009F3028 メサラジン ４００ｍｇ１錠 アサコール錠４００ｍｇ ゼリア新薬工業 88.60

［別添４］

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」
※平成27年10月１日より適用

品名
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薬価基準告示

（ 参考１ ）

薬価基準名 成分名 規格単位 　薬 価 (円)

1 内用薬 アジスロマイシン細粒小児用１０％「トーワ」 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ 194.10

2 内用薬 アセトアミノフェン細粒２０％「ＪＧ」 アセトアミノフェン ２０％１ｇ 8.60

3 内用薬 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 8.10

4 内用薬 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「タカタ」 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 8.10

5 内用薬 アセトアミノフェン錠３００ｍｇ「ＪＧ」 アセトアミノフェン ３００ｍｇ１錠 9.00

6 内用薬 アセトアミノフェンＤＳ小児用２０％「タカタ」 アセトアミノフェン ２０％１ｇ 9.90

7 内用薬 アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」 アゾセミド ３０ｍｇ１錠 12.20

8 内用薬 アゾセミド錠６０ｍｇ「ＪＧ」 アゾセミド ６０ｍｇ１錠 18.50

9 内用薬 アフロクアロン錠２０ｍｇ「サワイ」 アフロクアロン ２０ｍｇ１錠 8.30

10 内用薬 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「あすか」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 36.20

11 内用薬 局 アラセプリル錠１２．５ｍｇ「日新」 アラセプリル １２．５ｍｇ１錠 8.90

12 内用薬 アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「アメル」 アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠 5.60

13 内用薬 アルプラゾラム錠０．８ｍｇ「アメル」 アルプラゾラム ０．８ｍｇ１錠 8.20

14 内用薬 イトラコナゾールカプセル５０ｍｇ「ＳＷ」 イトラコナゾール ５０ｍｇ１カプセル 171.20

15 内用薬 イブプロフェン顆粒２０％「ツルハラ」 イブプロフェン ２０％１ｇ 6.20

16 内用薬 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＪＧ」 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 1,386.30

17 内用薬 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 1,386.30

18 内用薬 イマチニブ錠１００ｍｇ「トーワ」 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 1,386.30

19 内用薬 イマチニブ錠１００ｍｇ「日医工」 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 1,386.30

20 内用薬 イマチニブ錠１００ｍｇ「ファイザー」 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 1386.30

21 内用薬 イマチニブ錠２００ｍｇ「トーワ」 イマチニブメシル酸塩 ２００ｍｇ１錠 2953.20

22 内用薬 イマチニブ錠２００ｍｇ「日医工」 イマチニブメシル酸塩 ２００ｍｇ１錠 2953.20

23 内用薬 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「テバ」 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 20.00

24 内用薬 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 35.60

25 内用薬 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 71.20

26 内用薬 エスエーワン配合顆粒Ｔ２０
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム
配合剤

２０ｍｇ１包（テガフール相
当量）

463.80

27 内用薬 エスエーワン配合顆粒Ｔ２５
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム
配合剤

２５ｍｇ１包（テガフール相
当量）

556.70

28 内用薬 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「アメル」 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 5.80

29 内用薬 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「オーハラ」 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 6.20

30 内用薬 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＴＣＫ」 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 6.20

31 内用薬 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「トーワ」 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 5.80

32 内用薬 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 6.20

33 内用薬 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「フジナガ」 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 5.80

34 内用薬 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「フジナガ」 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 6.30

35 内用薬 局 エチゾラム錠１ｍｇ「フジナガ」 エチゾラム １ｍｇ１錠 9.60

Ｎｏ
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薬価基準告示

（ 参考１ ）

薬価基準名 成分名 規格単位 　薬 価 (円)Ｎｏ

36 内用薬 エックスフォージ配合ＯＤ錠 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 114.60

37 内用薬 エヌケーエスワン配合顆粒Ｔ２０
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム
配合剤

２０ｍｇ１包（テガフール相
当量）

463.80

38 内用薬 エヌケーエスワン配合顆粒Ｔ２５
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム
配合剤

２５ｍｇ１包（テガフール相
当量）

556.70

39 内用薬 局 エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 46.10

40 内用薬 オキサトミドシロップ小児用０．２％「ファイザー」 オキサトミド ０．２％１ｍＬ 8.10

41 内用薬 局 オーラノフィン錠３ｍｇ「サワイ」 オーラノフィン ３ｍｇ１錠 37.60

42 内用薬 ガスチーム散４万単位／ｇ プロナーゼ ２０，０００単位 112.70

43 内用薬 カリジノゲナーゼ錠２５単位「日新」 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 5.60

44 内用薬
カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ「ツルハ
ラ」

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 ３０ｍｇ１錠 5.60

45 内用薬 カルバマゼピン細粒５０％「フジナガ」 カルバマゼピン ５０％１ｇ 17.20

46 内用薬 カルバマゼピン錠１００ｍｇ「フジナガ」 カルバマゼピン １００ｍｇ１錠 5.60

47 内用薬 カルバマゼピン錠２００ｍｇ「フジナガ」 カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠 7.70

48 内用薬 局 カルベジロール錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 カルベジロール １０ｍｇ１錠 26.80

49 内用薬 局 カルベジロール錠１０ｍｇ「テバ」 カルベジロール １０ｍｇ１錠 26.80

50 内用薬 局 カルベジロール錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 51.70

51 内用薬 カルボシステインＤＳ５０％「トーワ」 カルボシステイン ５０％１ｇ 12.50

52 内用薬 カンデサルタンＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」 カンデサルタンシレキセチル ２ｍｇ１錠 18.00

53 内用薬 カンデサルタンＯＤ錠４ｍｇ「トーワ」 カンデサルタンシレキセチル ４ｍｇ１錠 34.90

54 内用薬 カンデサルタンＯＤ錠８ｍｇ「トーワ」 カンデサルタンシレキセチル ８ｍｇ１錠 67.80

55 内用薬 カンデサルタンＯＤ錠１２ｍｇ「トーワ」 カンデサルタンシレキセチル １２ｍｇ１錠 85.90

56 内用薬 ガンマオリザノール錠５０ｍｇ「ツルハラ」 ガンマオリザノール ５０ｍｇ１錠 5.60

57 内用薬 局 クエチアピン細粒１０％「アメル」 クエチアピンフマル酸塩 １０％１ｇ 77.90

58 内用薬 局 クエチアピン細粒５０％「ＭＥＥＫ」 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ 328.10

59 内用薬 局 クエチアピン細粒５０％「明治」 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ 328.10

60 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「アメル」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

61 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＥＥ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

62 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＡＡ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

63 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

64 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＮ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

65 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＦＦＰ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

66 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「科研」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

67 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「杏林」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

68 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＫＮ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

69 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＫＯ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

70 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＫＯＧ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30
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薬価基準告示

（ 参考１ ）

薬価基準名 成分名 規格単位 　薬 価 (円)Ｎｏ

71 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ケミファ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

72 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「サワイ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

73 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「サンド」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

74 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「三和」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

75 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＪＧ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

76 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＺＥ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

77 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「タナベ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

78 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ツルハラ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

79 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＤＫ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

80 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

81 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「テバ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

82 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「トーワ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

83 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「日新」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

84 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ニットー」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

85 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ニプロ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

86 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ファイザー」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

87 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「明治」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

88 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「モチダ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

89 内用薬 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＹＤ」 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 48.30

90 内用薬 局 クロピドグレル錠５０ｍｇ「ＥＥ」 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 86.30

91 内用薬 局 クロピドグレル錠５０ｍｇ「ＫＮ」 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 86.30

92 内用薬 局 クロピドグレル錠５０ｍｇ「サワイ」 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 86.30

93 内用薬 クロピドグレル錠５０ｍｇ「タナベ」 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 86.30

94 内用薬 クロピドグレル錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 86.30

95 内用薬 局 クロピドグレル錠５０ｍｇ「明治」 クロピドグレル硫酸塩 ５０ｍｇ１錠 86.30

96 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「アメル」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

97 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＥＥ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

98 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＡＡ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

99 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

100 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＮ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

101 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＦＦＰ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

102 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「科研」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

103 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「杏林」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

104 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＫＮ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

105 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＫＯ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30
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106 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＫＯＧ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

107 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ケミファ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

108 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「サワイ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

109 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「サンド」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

110 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「三和」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

111 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＪＧ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

112 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＺＥ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

113 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「タナベ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

114 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ツルハラ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

115 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＤＫ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

116 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＴＣＫ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

117 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「テバ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

118 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「トーワ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

119 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「日新」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

120 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ニットー」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

121 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ニプロ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

122 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ファイザー」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

123 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「明治」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

124 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「モチダ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

125 内用薬 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＹＤ」 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 121.30

126 内用薬 局 合成ケイ酸アルミニウム「ファイザー」原末 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ 24.00

127 内用薬 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「テバ」 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 45.60

128 内用薬 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「テバ」 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠 77.80

129 内用薬 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「ツルハラ」 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 5.60

130 内用薬 ジソピラミドカプセル５０ｍｇ「ファイザー」 ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル 15.70

131 内用薬 ジソピラミドカプセル１００ｍｇ「ファイザー」 ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル 23.00

132 内用薬 ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「ファイザー」 リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠 48.80

133 内用薬 ジピリダモール散１２．５％「ＪＧ」 ジピリダモール １２．５％１ｇ 25.80

134 内用薬 ジピリダモール錠１２．５ｍｇ「ＪＧ」 ジピリダモール １２．５ｍｇ１錠 5.70

135 内用薬 ジピリダモール錠２５ｍｇ「ＪＧ」 ジピリダモール ２５ｍｇ１錠 5.70

136 内用薬 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 23.90

137 内用薬 ジメモルファンリン酸塩散１０％「ＴＣＫ」 ジメモルファンリン酸塩 １０％１ｇ 37.10

138 内用薬 ジメモルファンリン酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 ジメモルファンリン酸塩 １０ｍｇ１錠 5.60

139 内用薬
ジメモルファンリン酸塩シロップ小児用０．２５％
「ＴＣＫ」

ジメモルファンリン酸塩 ０．２５％１ｍＬ 2.80

140 内用薬 ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「日新」 ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 5.60
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141 内用薬 ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「日新」 ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠 5.80

142 内用薬 スルトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」 スルトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 5.60

143 内用薬 センノシド錠１２ｍｇ「ＪＤ」 センノシド １２ｍｇ１錠 5.00

144 内用薬 センノシド錠１２ｍｇ「ファイザー」 センノシド １２ｍｇ１錠 5.00

145 内用薬 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「アメル」 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 500.30

146 内用薬 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 500.30

147 内用薬 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「タカタ」 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 500.30

148 内用薬 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 500.30

149 内用薬 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「日医工」 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 500.30

150 内用薬 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「日新」 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 500.30

151 内用薬 ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「ファイザー」 ゾルミトリプタン ２．５ｍｇ１錠 500.30

152 内用薬 タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「サンド」 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセル 297.50

153 内用薬 タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ＪＧ」 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセル 297.50

154 内用薬 タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ニプロ」 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１カプセル 297.50

155 内用薬 タクロリムスカプセル１ｍｇ「サンド」 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル 519.30

156 内用薬 タクロリムスカプセル１ｍｇ「ＪＧ」 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル 519.30

157 内用薬 タクロリムスカプセル１ｍｇ「ニプロ」 タクロリムス水和物 １ｍｇ１カプセル 519.30

158 内用薬 タクロリムスカプセル５ｍｇ「サンド」 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル 1,946.30

159 内用薬 タクロリムスカプセル５ｍｇ「ＪＧ」 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル 1,946.30

160 内用薬 タクロリムスカプセル５ｍｇ「ニプロ」 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１カプセル 1,946.30

161 内用薬 タモキシフェン錠１０ｍｇ「バイエル」 タモキシフェンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠 99.30

162 内用薬 タモキシフェン錠２０ｍｇ「バイエル」 タモキシフェンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠 204.50

163 内用薬 炭酸リチウム錠１００ｍｇ「フジナガ」 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠 10.10

164 内用薬 炭酸リチウム錠２００ｍｇ「フジナガ」 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠 15.80

165 内用薬 タンボコール細粒１０％ フレカイニド酢酸塩 １０％１ｇ 202.20

166 内用薬 チキジウム臭化物カプセル５ｍｇ「サワイ」 チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル 6.40

167 内用薬 チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「サワイ」 チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル 6.40

168 内用薬 チクロピジン塩酸塩細粒１０％「日医工」 チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ 20.50

169 内用薬 チメピジウム臭化物錠３０ｍｇ「サワイ」 チメピジウム臭化物水和物 ３０ｍｇ１錠 5.60

170 内用薬
ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ０．０
４％「ツルハラ」

ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 ０．０４％１０ｍＬ 11.30

171 内用薬 局 デゾラム錠０．２５ｍｇ エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 6.20

172 内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「トーワ」 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 129.80

173 内用薬 テルブタリン硫酸塩細粒１％「ＴＣＫ」 テルブタリン硫酸塩 １％１ｇ 10.50

174 内用薬 テルブタリン硫酸塩錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 テルブタリン硫酸塩 ２ｍｇ１錠 5.60

175 内用薬 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＭＥＤ」 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 12.10
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176 内用薬 局 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＭＥＤ」 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 21.10

177 内用薬 局 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＭＥＤ」 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 31.70

178 内用薬 局 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＭＥＤ」 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 67.40

179 内用薬
トコフェロール酢酸エステルカプセル１００ｍｇ
「ファイザー」

トコフェロール酢酸エステル １００ｍｇ１カプセル 5.60

180 内用薬
トコフェロール酢酸エステル錠５０ｍｇ「ファイ
ザー」

トコフェロール酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 5.60

181 内用薬
トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用１５％「タカ
タ」

トスフロキサシントシル酸塩水和物 １５０ｍｇ１ｇ 309.20

182 内用薬
トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用１５％「トー
ワ」

トスフロキサシントシル酸塩水和物 １５０ｍｇ１ｇ 309.20

183 内用薬
トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒１５％「明
治」

トスフロキサシントシル酸塩水和物 １５０ｍｇ１ｇ 309.20

184 内用薬 トフィソパム錠５０ｍｇ「サワイ」 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 5.80

185 内用薬 トラピジル錠５０ｍｇ「サワイ」 トラピジル ５０ｍｇ１錠 5.60

186 内用薬 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「日新」 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 5.60

187 内用薬 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日新」 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 5.80

188 内用薬 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 6.10

189 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「あすか」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

190 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＥＥ」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

191 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＦＦＰ」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

192 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「杏林」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

193 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＫＮ」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

194 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ケミファ」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

195 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「サワイ」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

196 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＪＧ」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

197 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「タカタ」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

198 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「タナベ」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

199 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

200 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

201 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「テバ」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

202 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「日医工」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

203 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「日新」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

204 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ニットー」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

205 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ファイザー」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

206 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「フソー」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

207 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＹＤ」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

208 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「あすか」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

209 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＥＥ」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

210 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＦＦＰ」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60
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211 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「杏林」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

212 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＫＮ」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

213 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ケミファ」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

214 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

215 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＪＧ」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

216 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「タカタ」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

217 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「タナベ」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

218 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

219 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

220 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「テバ」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

221 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「日医工」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

222 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「日新」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

223 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ニットー」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

224 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ファイザー」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

225 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「フソー」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

226 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「ＹＤ」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

227 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「あすか」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

228 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＥＥ」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

229 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＦＦＰ」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

230 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「杏林」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

231 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＫＮ」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

232 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ケミファ」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

233 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

234 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＪＧ」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

235 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「タカタ」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

236 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「タナベ」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

237 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

238 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＴＣＫ」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

239 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「テバ」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

240 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「日医工」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

241 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「日新」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

242 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ニットー」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

243 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ファイザー」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

244 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「フソー」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

245 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「ＹＤ」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40
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246 内用薬 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「あすか」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

247 内用薬 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「ＥＥ」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

248 内用薬 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「杏林」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

249 内用薬 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「ＫＮ」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

250 内用薬 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「ＪＧ」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

251 内用薬 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「タカタ」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

252 内用薬 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

253 内用薬 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「トーワ」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

254 内用薬 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「日医工」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

255 内用薬 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「ファイザー」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

256 内用薬 局 ナフトピジル錠２５ｍｇ「ＹＤ」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

257 内用薬 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「あすか」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

258 内用薬 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「ＥＥ」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

259 内用薬 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「杏林」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

260 内用薬 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「ＫＮ」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

261 内用薬 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「ＪＧ」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

262 内用薬 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「タカタ」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

263 内用薬 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

264 内用薬 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「トーワ」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

265 内用薬 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「日医工」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

266 内用薬 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「ファイザー」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

267 内用薬 局 ナフトピジル錠５０ｍｇ「ＹＤ」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

268 内用薬 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「あすか」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

269 内用薬 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ＥＥ」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

270 内用薬 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「杏林」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

271 内用薬 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ＫＮ」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

272 内用薬 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ＪＧ」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

273 内用薬 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「タカタ」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

274 内用薬 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ＴＣＫ」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

275 内用薬 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「トーワ」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

276 内用薬 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「日医工」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

277 内用薬 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ファイザー」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

278 内用薬 局 ナフトピジル錠７５ｍｇ「ＹＤ」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

279 内用薬 局 バルプロ酸Ｎａ錠１００ｍｇ「フジナガ」 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 9.10

280 内用薬 局 バルプロ酸Ｎａ錠２００ｍｇ「フジナガ」 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 11.80
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281 内用薬 バルプロ酸Ｎａ徐放顆粒４０％「フジナガ」 バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ 26.80

282 内用薬 局 バルプロ酸Ｎａシロップ５％「フジナガ」 バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ 6.70

283 内用薬
ピコスルファートナトリウムカプセル２．５ｍｇ「Ｔ
Ｃ」

ピコスルファートナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１カプセル 5.80

284 内用薬 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 32.80

285 内用薬 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「明治」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 32.80

286 内用薬 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 62.20

287 内用薬 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「明治」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 62.20

288 内用薬 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ「明治」 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 117.90

289 内用薬 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＪＧ」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 32.80

290 内用薬 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＪＧ」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 62.20

291 内用薬 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ケミファ」 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 118.00

292 内用薬 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「サンド」 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 118.00

293 内用薬 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＪＧ」 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 117.90

294 内用薬 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ツルハラ」 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 118.00

295 内用薬 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「日新」 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 118.00

296 内用薬 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＹＤ」 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 118.00

297 内用薬 ビペリデン塩酸塩細粒１％「アメル」 ビペリデン塩酸塩 １％１ｇ 19.10

298 内用薬 ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ「アメル」 ビペリデン塩酸塩 １ｍｇ１錠 5.60

299 内用薬 局 ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「ＣＨ」 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル 23.30

300 内用薬 局 ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「ＣＨ」 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル 35.70

301 内用薬 ピルシカイニド塩酸塩錠２５ｍｇ「三和」 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１錠 28.10

302 内用薬 ピルシカイニド塩酸塩錠５０ｍｇ「三和」 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠 46.80

303 内用薬 ピレンゼピン塩酸塩錠２５ｍｇ「サワイ」 ピレンゼピン塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１錠 5.60

304 内用薬 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「日新」 ファモチジン １０ｍｇ１錠 10.60

305 内用薬 ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 ファモチジン １０ｍｇ１錠 10.60

306 内用薬 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「日新」 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 19.60

307 内用薬 ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「ファイザー」 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 19.60

308 内用薬 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 ファモチジン １０ｍｇ１錠 14.50

309 内用薬 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 ファモチジン １０ｍｇ１錠 10.60

310 内用薬 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「日新」 ファモチジン １０ｍｇ１錠 10.60

311 内用薬 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「ＭＥＤ」 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 19.60

312 内用薬 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「日新」 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 19.60

313 内用薬 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＮＳ」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 20.60

314 内用薬 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＮＳ」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 37.80

315 内用薬 局 プラバスタチンナトリウム塩錠５ｍｇ「ファイザー」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 20.60
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316 内用薬 局
プラバスタチンナトリウム塩錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 37.80

317 内用薬 局 フルコナゾールカプセル５０ｍｇ「タカタ」 フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル 382.90

318 内用薬 局 フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「タカタ」 フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル 498.60

319 内用薬 局 プロブコール錠２５０ｍｇ「サワイ」 プロブコール ２５０ｍｇ１錠 7.50

320 内用薬 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 5.00

321 内用薬 ベナゼプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 ベナゼプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 41.50

322 内用薬 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＮＳ」 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 17.10

323 内用薬 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「テバ」 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 13.30

324 内用薬 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＮＳ」 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 29.00

325 内用薬 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「テバ」 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 22.80

326 内用薬 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＮＳ」 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 63.50

327 内用薬 局 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「アメル」 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 24.40

328 内用薬 ペントキシベリンクエン酸塩錠１５ｍｇ「ツルハラ」 ペントキシベリンクエン酸塩 １５ｍｇ１錠 5.40

329 内用薬 局 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「日新」 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 9.90

330 内用薬 局 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「日新」 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 13.20

331 内用薬 局 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「日新」 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 25.60

332 内用薬 ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１錠 67.70

333 内用薬 メキシレチン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＫＣＣ」 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 15.70

334 内用薬 メキシレチン塩酸塩錠１００ｍｇ「ＫＣＣ」 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 29.00

335 内用薬 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「ファイザー」 メサラジン ４００ｍｇ１錠 48.40

336 内用薬 局 メトトレキサートカプセル２ｍｇ「ＳＮ」 メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル 135.40

337 内用薬 局 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「テバ」 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 7.30

338 内用薬 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「三和」 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 9.90

339 内用薬 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＪＧ」 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 9.90

340 内用薬 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＴＥ」 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 9.90

341 内用薬 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＤＳＥＰ」 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 9.90

342 内用薬 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＴＣＫ」 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 9.90

343 内用薬 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「トーワ」 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 9.90

344 内用薬 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「日医工」 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 9.90

345 内用薬 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ニプロ」 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 9.90

346 内用薬 局 メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ファイザー」 メトホルミン塩酸塩 ２５０ｍｇ１錠 9.90

347 内用薬 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「三和」 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 10.40

348 内用薬 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ＪＧ」 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 10.40

349 内用薬 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ＴＥ」 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 10.40

350 内用薬 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ＤＳＥＰ」 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 10.40
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351 内用薬 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ＴＣＫ」 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 10.40

352 内用薬 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ニプロ」 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 10.40

353 内用薬 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ファイザー」 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 10.40

354 内用薬 硫酸バリウム散９９．５％「ＦＳＫ」 硫酸バリウム ９９．５％１０ｇ 14.60

355 内用薬 レトロゾール錠２．５ｍｇ「アメル」 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 292.60

356 内用薬 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＥＥ」 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 292.60

357 内用薬 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＮＫ」 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 292.60

358 内用薬 レトロゾール錠２．５ｍｇ「Ｆ」 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 292.60

359 内用薬 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＦＦＰ」 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 292.60

360 内用薬 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＫＮ」 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 292.60

361 内用薬 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ケミファ」 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 292.60

362 内用薬 レトロゾール錠２．５ｍｇ「サワイ」 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 292.60

363 内用薬 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 292.60

364 内用薬 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 292.60

365 内用薬 レトロゾール錠２．５ｍｇ「テバ」 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 292.60

366 内用薬 レトロゾール錠２．５ｍｇ「トーワ」 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 292.60

367 内用薬 レトロゾール錠２．５ｍｇ「日医工」 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 292.60

368 内用薬 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ニプロ」 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 292.60

369 内用薬 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ファイザー」 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 292.60

370 内用薬 レトロゾール錠２．５ｍｇ「明治」 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 292.60

371 内用薬 レトロゾール錠２．５ｍｇ「ヤクルト」 レトロゾール ２．５ｍｇ１錠 292.60

372 内用薬 局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＳＵＮ」 レボフロキサシン水和物
２５０ｍｇ１錠（レボフロキ

サシンとして）
126.80

373 内用薬 局 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「日医工」 レボフロキサシン水和物
２５０ｍｇ１錠（レボフロキ

サシンとして）
126.80

374 内用薬 局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＳＵＮ」 レボフロキサシン水和物
５００ｍｇ１錠（レボフロキ

サシンとして）
226.40

375 内用薬 局 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「日医工」 レボフロキサシン水和物
５００ｍｇ１錠（レボフロキ

サシンとして）
226.40

376 内用薬 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「アメル」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠 7.80

377 内用薬 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「日新」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠 7.80

378 内用薬 局
ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「ファイ
ザー」

ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠 9.60

379 注射薬 アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ「日新」 アスコルビン酸 ５００ｍｇ１管 56

380 注射薬 アドベイト静注用２５０ ルリオクトコグアルファ（遺伝子組換え） ２５０単位１瓶（溶解液付） 21,996

381 注射薬 アドベイト静注用５００ ルリオクトコグアルファ（遺伝子組換え） ５００単位１瓶（溶解液付） 40,970

382 注射薬 アドベイト静注用１０００ ルリオクトコグアルファ（遺伝子組換え）
１，０００単位１瓶（溶解液

付）
75,977

383 注射薬 アドベイト静注用１５００ ルリオクトコグアルファ（遺伝子組換え）
１，５００単位１瓶（溶解液

付）
109,039

384 注射薬 アドベイト静注用２０００ ルリオクトコグアルファ（遺伝子組換え）
２，０００単位１瓶（溶解液

付）
140,897

385 注射薬 アミノフィリン静注２５０ｍｇＰＢ「日新」 アミノフィリン水和物 ２．５％１０ｍＬ１管 56
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386 注射薬 局 イオベリン３００注シリンジ１１０ｍＬ イオヘキソール ６４．７１％１１０ｍＬ１筒 6,089

387 注射薬
オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ／１０ｍＬ「Ｋ
ＣＣ」

オキサリプラチン ５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 18,279

388 注射薬
オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ／２０ｍＬ
「ＫＣＣ」

オキサリプラチン １００ｍｇ２０ｍＬ１瓶 33,683

389 注射薬 オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ「ＮＫ」 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 62,068

390 注射薬 オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ「ＦＦＰ」 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 62,068

391 注射薬 オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ「サワイ」 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 62,068

392 注射薬 オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 62,068

393 注射薬 オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ「テバ」 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 62,068

394 注射薬 オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ「日医工」 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 62,068

395 注射薬 オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ「ニプロ」 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 62,068

396 注射薬
オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ／４０ｍＬ
「ＫＣＣ」

オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 62,068

397 注射薬
オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ／４０ｍＬ
「ケミファ」

オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 62,068

398 注射薬
オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ／４０ｍＬ
「ファイザー」

オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 62,068

399 注射薬 オキサリプラチン点滴静注２００ｍｇ「トーワ」 オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 62,068

400 注射薬 カルシトリオール静注液０．５μｇ「Ｆ」 カルシトリオール ０．５μｇ１ｍＬ１管 597

401 注射薬 カルシトリオール静注液１μｇ「Ｆ」 カルシトリオール １μｇ１ｍＬ１管 883

402 注射薬 キンダリー透析剤ＡＦ４号 人工透析液
９Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウ

ム液付）
3,053

403 注射薬 グラニセトロン静注液１ｍｇ「テバ」 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 765

404 注射薬 グラニセトロン静注液３ｍｇ「テバ」 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 2,300

405 注射薬 グリセリン・果糖配合点滴静注「ＨＫ」 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１瓶 386

406 注射薬 グリセリン・果糖配合点滴静注「ＨＫ」 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 185

407 注射薬 グリセリン・果糖配合点滴静注「ＨＫ」 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１袋 272

408 注射薬 グリセレブ配合点滴静注 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 185

409 注射薬 グリセレブ配合点滴静注 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１袋 272

410 注射薬 グリセレブ配合点滴静注 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１袋 386

411 注射薬 グリポーゼ配合点滴静注 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１瓶 185

412 注射薬 グリポーゼ配合点滴静注 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１瓶 272

413 注射薬 グリポーゼ配合点滴静注 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１瓶 386

414 注射薬 局
クリンダマイシンリン酸エステル注射液３００ｍｇ
「ＮＰ」

クリンダマイシンリン酸エステル ３００ｍｇ１管 178

415 注射薬 局
クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ
「ＮＰ」

クリンダマイシンリン酸エステル ６００ｍｇ１管 258

416 注射薬 局 クリンダマイシンリン酸エステル注３００ｍｇ「Ｆ」 クリンダマイシンリン酸エステル ３００ｍｇ１管 178

417 注射薬 局 クリンダマイシンリン酸エステル注６００ｍｇ「Ｆ」 クリンダマイシンリン酸エステル ６００ｍｇ１管 258

418 注射薬 グルコリン配合静注 グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 ２０ｍＬ１管 56

419 注射薬 ケトプロフェン筋注５０ｍｇ「日新」 ケトプロフェン ５０ｍｇ１管 56

420 注射薬
献血アルブミン５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ「ニ
チヤク」

人血清アルブミン ５％２５０ｍＬ１瓶 5,677
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421 注射薬
献血アルブミン２０％静注４ｇ／２０ｍＬ「ニチヤ
ク」

人血清アルブミン ２０％２０ｍＬ１瓶 2,673

422 注射薬
献血アルブミン２０％静注１０ｇ／５０ｍＬ「ニチヤ
ク」

人血清アルブミン ２０％５０ｍＬ１瓶 5,022

423 注射薬
献血アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ「ニ
チヤク」

人血清アルブミン ２５％５０ｍＬ１瓶 5,817

424 注射薬 シスプラチン点滴静注液１０ｍｇ「ファイザー」 シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶 2,155

425 注射薬 シスプラチン点滴静注液２５ｍｇ「ファイザー」 シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶 3,819

426 注射薬 シスプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ファイザー」 シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶 9,127

427 注射薬 ジピリダモール静注１０ｍｇ「イセイ」 ジピリダモール ０．５％２ｍＬ１管 56

428 注射薬 ジフェンヒドラミン塩酸塩注１０ｍｇ「日新」 ジフェンヒドラミン塩酸塩 １％１ｍＬ１管 56

429 注射薬 ジフェンヒドラミン塩酸塩注３０ｍｇ「日新」 ジフェンヒドラミン塩酸塩 １．５％２ｍＬ１管 56

430 注射薬 ジプロフィリン注３００ｍｇ「日新」 ジプロフィリン １５％２ｍＬ１管 50

431 注射薬 シメチジン注２００ｍｇ「イセイ」 シメチジン １０％２ｍＬ１管 56

432 注射薬 スルバシリン静注用３ｇ
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリ
ウム

（３ｇ）１瓶 436

433 注射薬 ダルテパリンＮａ静注５０００単位／５ｍＬ「日新」 ダルテパリンナトリウム
５，０００低分子ヘパリン国

際単位１管
701

434 注射薬 チオクト酸注２５ｍｇ「日新」 チオクト酸 ０．５％５ｍＬ１管 56

435 注射薬 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「テバ」 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶 3,113

436 注射薬
ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／１ｍＬ「ファイ
ザー」

ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 10,997

437 注射薬
ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／４ｍＬ「ファイ
ザー」

ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 38,480

438 注射薬 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ＥＥ」 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 10,997

439 注射薬 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ニプロ」 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 10,997

440 注射薬 ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ヤクルト」 ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 10,997

441 注射薬 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ＥＥ」 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 38,480

442 注射薬 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ニプロ」 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 38,480

443 注射薬 ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ヤクルト」 ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 38,480

444 注射薬 局
ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇキット「ファイ
ザー」

ドパミン塩酸塩 ０．１％２００ｍＬ１袋 926

445 注射薬 局
ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇキット「ファイ
ザー」

ドパミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ１袋 1,395

446 注射薬
ドブタミン点滴静注液２００ｍｇキット「ファイ
ザー」

ドブタミン塩酸塩 ０．１％２００ｍＬ１袋 1,421

447 注射薬
ドブタミン点滴静注液６００ｍｇキット「ファイ
ザー」

ドブタミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ１袋 2,587

448 注射薬 ノバクトＭ静注用５００単位 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 ５００単位１瓶（溶解液付） 22,160

449 注射薬 ノバクトＭ静注用１０００単位 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子
１，０００単位１瓶（溶解液

付）
38,664

450 注射薬 ノバクトＭ静注用２０００単位 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子
２，０００単位１瓶（溶解液

付）
67,460

451 注射薬 局 バイステージ注３７０シリンジ６５ｍＬ イオパミドール ７５．５２％６５ｍＬ１筒 3,093

452 注射薬 ヒシファーゲン配合静注 グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 ２０ｍＬ１管 56

453 注射薬 ヒシファーゲン配合静注シリンジ２０ｍＬ グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 ２０ｍＬ１筒 175

454 注射薬 ヒシファーゲン配合静注シリンジ４０ｍＬ グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 ４０ｍＬ１筒 274

455 注射薬 ピスルシン静注用３ｇ
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリ
ウム

（３ｇ）１瓶 436
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456 注射薬
ヒドロコルチゾンリン酸エステルＮａ静注液１００ｍ
ｇ「ＡＦＰ」

ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム １００ｍｇ２ｍＬ１管 212

457 注射薬
ヒドロコルチゾンリン酸エステルＮａ静注液５００ｍ
ｇ「ＡＦＰ」

ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム ５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 774

458 注射薬 ファイバ静注用５００ 乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体
５００単位１０ｍＬ１瓶（溶解液

付）
92,352

459 注射薬 ファイバ静注用１０００ 乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体
１，０００単位２０ｍＬ１瓶（溶

解液付）
191,559

460 注射薬 ブプレノルフィン注０．２ｍｇ「日新」 ブプレノルフィン塩酸塩 ０．２ｍｇ１管 81

461 注射薬 ブプレノルフィン注０．３ｍｇ「日新」 ブプレノルフィン塩酸塩 ０．３ｍｇ１管 107

462 注射薬 フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トーワ」 フルオロウラシル ２５０ｍｇ１瓶 215

463 注射薬 フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」 フルオロウラシル １，０００ｍｇ１瓶 814

464 注射薬 フルコナゾール静注液５０ｍｇ「タカタ」 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶 1,107

465 注射薬 フルコナゾール静注液１００ｍｇ「タカタ」 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶 1,522

466 注射薬 フルコナゾール静注液２００ｍｇ「タカタ」 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶 2,695

467 注射薬 フルスルチアミン注５０ｍｇ「日新」 フルスルチアミン塩酸塩 ５０ｍｇ２０ｍＬ１管 56

468 注射薬 フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「テバ」 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管 1,495

469 注射薬 ベクロニウム静注用４ｍｇ「Ｆ」 ベクロニウム臭化物 ４ｍｇ１管（溶解液付） 259

470 注射薬 ベクロニウム静注用１０ｍｇ「Ｆ」 ベクロニウム臭化物 １０ｍｇ１瓶 554

471 注射薬 ベルベリン硫酸塩注２ｍｇ「日新」 ベルベリン硫酸塩水和物 ０．１％２ｍＬ１管 56

472 注射薬 ミネリック－５配合点滴静注シリンジ 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤 ２ｍＬ１筒 204

473 注射薬
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルＮａ注射用４０ｍｇ
「ＡＦＰ」

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム ４０ｍｇ１瓶（溶解液付） 199

474 注射薬
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルＮａ注射用１０００
ｍｇ「ＡＦＰ」

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム １ｇ１瓶（溶解液付） 2,027

475 注射薬 局 メロペネム点滴静注用１ｇ「ＮＰ」 メロペネム水和物 １ｇ１瓶 1,385

476 注射薬 局 メロペネム点滴静注用１ｇ「明治」 メロペネム水和物 １ｇ１瓶 1,098

477 注射薬 ヤスラミン配合静注
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム・サリチル酸
ナトリウム

１０ｍＬ１管 61

478 注射薬 リドカイン塩酸塩注射液０．５％「ファイザー」 塩酸リドカイン ０．５％５ｍＬ１管 58

479 注射薬 リドカイン塩酸塩注射液０．５％「ファイザー」 塩酸リドカイン ０．５％１０ｍＬ１管 68

480 注射薬 リドカイン塩酸塩注射液１％「ファイザー」 塩酸リドカイン １％５ｍＬ１管 58

481 注射薬 リドカイン塩酸塩注射液１％「ファイザー」 塩酸リドカイン １％１０ｍＬ１管 85

482 注射薬 リドカイン塩酸塩注射液２％「ファイザー」 塩酸リドカイン ２％５ｍＬ１管 58

483 注射薬 リドカイン塩酸塩注射液２％「ファイザー」 塩酸リドカイン ２％１０ｍＬ１管 117

484 注射薬 リネゾリド点滴静注液６００ｍｇ「明治」 リネゾリド ６００ｍｇ３００ｍＬ１袋 9,572

485 注射薬 リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ リュープロレリン酢酸塩 １１．２５ｍｇ１筒 72,978

486 注射薬 リュープリン注射用キット１．８８ｍｇ リュープロレリン酢酸塩 １．８８ｍｇ１筒 31,304

487 注射薬 リュープリン注射用キット３．７５ｍｇ リュープロレリン酢酸塩 ３．７５ｍｇ１筒 40,975

488 注射薬 リュープリン注射用１．８８ｍｇ リュープロレリン酢酸塩 １．８８ｍｇ１瓶（懸濁用液付） 30,383

489 注射薬 リュープリン注射用３．７５ｍｇ リュープロレリン酢酸塩 ３．７５ｍｇ１瓶（懸濁用液付） 43,468

490 注射薬 ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 開始液 ２００ｍＬ１瓶 131

14 / 16 ページ



薬価基準告示

（ 参考１ ）

薬価基準名 成分名 規格単位 　薬 価 (円)Ｎｏ

491 注射薬 ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 開始液 ５００ｍＬ１瓶 135

492 注射薬 ＹＤソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 維持液 ２００ｍＬ１瓶 127

493 注射薬 ＹＤソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 維持液 ５００ｍＬ１瓶 128

494 注射薬 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 維持液 ２００ｍＬ１瓶 125

495 注射薬 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 維持液 ５００ｍＬ１瓶 125

496 外用薬 局 アシクロビル眼軟膏３％「ニットー」 アシクロビル ３％１ｇ 503.60

497 外用薬
アルキルジアミノエチルグリシン消毒用液１０Ｗ／Ｗ％
「ファイザー」

アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 １０％１０ｍＬ 7.00

498 外用薬 局 イソフルラン吸入麻酔液「ファイザー」 イソフルラン １ｍＬ 27.00

499 外用薬 エストラーナテープ０．０９ｍｇ エストラジオール
（０．０９ｍｇ）１．１２５ｃ㎡

１枚
42.10

500 外用薬 エストラーナテープ０．１８ｍｇ エストラジオール
（０．１８ｍｇ）２．２５ｃ㎡１

枚
58.20

501 外用薬 エストラーナテープ０．３６ｍｇ エストラジオール （０．３６ｍｇ）４．５ｃ㎡１枚 80.50

502 外用薬 オフロキサシン点眼液０．３％「ＳＮ」 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ 48.90

503 外用薬 カロナール坐剤４００ アセトアミノフェン ４００ｍｇ１個 46.60

504 外用薬 局 吸水クリーム「ファイザー」 吸水クリーム １０ｇ 20.20

505 外用薬 グリセリン浣腸液５０％「ムネ」３０ｍＬ グリセリン ５０％３０ｍＬ１個 71.90

506 外用薬 グリセリン浣腸液５０％「ムネ」６０ｍＬ グリセリン ５０％６０ｍＬ１個 109.70

507 外用薬 グリセリン浣腸液５０％「ムネ」１２０ｍＬ グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個 138.70

508 外用薬 グリセリン浣腸液５０％「ムネ」１５０ｍＬ グリセリン ５０％１５０ｍＬ１個 168.00

509 外用薬
グルコン酸クロルヘキシジン消毒用液５Ｗ／Ｖ％「ファイ
ザー」

クロルヘキシジングルコン酸塩 ５％１０ｍＬ 10.80

510 外用薬 クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「サワイ」 クロモグリク酸ナトリウム １％２ｍＬ１管 40.30

511 外用薬 クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「ファイザー」 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 408.80

512 外用薬 クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％「ファイザー」 クロモグリク酸ナトリウム １９０ｍｇ９．５ｍＬ１瓶 330.50

513 外用薬 ケトチフェン点鼻液０．０５％「ファイザー」 ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 442.60

514 外用薬 ケトプロフェン坐剤５０ｍｇ「ＳＮ」 ケトプロフェン ５０ｍｇ１個 23.40

515 外用薬 ケトプロフェン坐剤７５ｍｇ「ＳＮ」 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 26.90

516 外用薬 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「ＳＮ」 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 12.80

517 外用薬 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「ＳＮ」 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 18.10

518 外用薬
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％「ＣＥ
Ｏ」

ジオクチルソジウムスルホサクシネート ５％１ｍＬ 55.10

519 外用薬 ジクロフェナクＮａゲル１％「ＳＮ」 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ 5.40

520 外用薬 ジクロフェナクＮａ坐剤１２．５ｍｇ「ツルハラ」 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 19.30

521 外用薬 ジクロフェナクＮａ坐剤１２．５ｍｇ「日新」 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 19.30

522 外用薬 ジクロフェナクＮａ坐剤２５ｍｇ「ツルハラ」 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 19.90

523 外用薬 ジクロフェナクＮａ坐剤２５ｍｇ「日新」 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 19.90

524 外用薬 ジクロフェナクＮａ坐剤５０ｍｇ「ツルハラ」 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 27.50

525 外用薬 ジクロフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」 ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ 41.10
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526 外用薬 局 親水クリーム「シオエ」 親水クリーム １０ｇ 24.50

527 外用薬 局 親水クリーム「ホエイ」 親水クリーム １０ｇ 24.50

528 外用薬 局 親水クリーム「ヨシダ」 親水クリーム １０ｇ 24.50

529 外用薬 スミル外用ポンプスプレー３％ フェルビナク ３％１ｍＬ 7.50

530 外用薬 局 テルビナフィン塩酸塩外用液１％「トーワ」 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 24.00

531 外用薬 局 テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「トーワ」 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 24.00

532 外用薬 尿素クリーム２０％「ＳＮ」 尿素 ２０％１ｇ 5.60

533 外用薬 ノルフロキサシン点眼液０．３％「日新」 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ 42.30

534 外用薬 ヒアルロン酸Ｎａ０．４眼粘弾剤１％「テバ」 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒 4,740.50

535 外用薬 ヒアルロン酸Ｎａ０．６眼粘弾剤１％「テバ」 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒 3,250.10

536 外用薬 ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％「テバ」 ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒 3,307.00

537 外用薬 フェルビナクパップ７０ｍｇ「サワイ」 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 14.80

538 外用薬 フルルビプロフェンテープ２０ｍｇ「ユートク」 フルルビプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 8.50

539 外用薬 フルルビプロフェンテープ４０ｍｇ「ユートク」 フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 13.60

540 外用薬 ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日医工」 ヘパリン類似物質 １ｇ 18.70

541 外用薬 ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」 ヘパリン類似物質 １ｇ 10.10

542 外用薬 局
ベンザルコニウム塩化物消毒用液１０Ｗ／Ｖ％「ファイ
ザー」

ベンザルコニウム塩化物 １０％１０ｍＬ 6.60

543 外用薬 ポビドンヨード外用液１０％「マイラン」 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ 14.70

544 外用薬 ポビドンヨードガーグル７％「マイラン」 ポビドンヨード ７％１ｍＬ 2.40

545 外用薬 ポビドンヨードゲル１０％「マイラン」 ポビドンヨード １０％１０ｇ 43.10

546 外用薬 ロキソプロフェンＮａ外用ポンプスプレー１％「ＴＣＫ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 １％１ｇ 7.80

547 外用薬 ロキソプロフェンＮａ外用ポンプスプレー１％「ＹＤ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 １％１ｇ 7.80
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  別表第７（平成28年３月31日まで）
掲示事項等告示

（ 参考２ ）

薬価基準名 成分名 規格単位

1 内用薬 アイロメート錠２０ｍｇ アフロクアロン ２０ｍｇ１錠

2 内用薬 アキリデン細粒１％ ビペリデン塩酸塩 １％１ｇ

3 内用薬 アキリデン錠１ｍｇ ビペリデン塩酸塩 １ｍｇ１錠

4 内用薬 アスコマーナ錠０．１２５ｍｇ トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠

5 内用薬 アスコマーナ錠０．２５ トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠

6 内用薬 アストマトップ錠１５ｍｇ ペントキシベリンクエン酸塩 １５ｍｇ１錠

7 内用薬 局 アテノート錠１０ カルベジロール １０ｍｇ１錠

8 内用薬 アトミフェン錠２００ アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠

9 内用薬 アトミフェンドライシロップ２０％ アセトアミノフェン ２０％１ｇ

10 内用薬 アニルーメ細粒２０％ アセトアミノフェン ２０％１ｇ

11 内用薬 アニルーメ錠２００ｍｇ アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠

12 内用薬 アニルーメ錠３００ｍｇ アセトアミノフェン ３００ｍｇ１錠

13 内用薬 局 アルミワイス 合成ケイ酸アルミニウム １０ｇ

14 内用薬 アンギナール散１２．５％ ジピリダモール １２．５％１ｇ

15 内用薬 アンギナール錠１２．５ｍｇ ジピリダモール １２．５ｍｇ１錠

16 内用薬 アンギナール錠２５ｍｇ ジピリダモール ２５ｍｇ１錠

17 内用薬 イトラートカプセル５０ イトラコナゾール ５０ｍｇ１カプセル

18 内用薬 局 イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「タイヨー」 イミダプリル塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠

19 内用薬 局 イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「タイヨー」 イミダプリル塩酸塩 ５ｍｇ１錠

20 内用薬 局 イミダプリル塩酸塩錠１０ｍｇ「タイヨー」 イミダプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠

21 内用薬 局 ウナスチン錠６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠

22 内用薬 Ｓ－カルジー錠２５ カリジノゲナーゼ ２５単位１錠

23 内用薬 局 エピレナート錠１００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠

24 内用薬 局 エピレナート錠２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠

25 内用薬 エピレナート徐放顆粒４０％ バルプロ酸ナトリウム ４０％１ｇ

26 内用薬 局 エピレナートシロップ５％ バルプロ酸ナトリウム ５％１ｍＬ

27 内用薬 局 カオルトーン錠５ マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠

28 内用薬 局 カオルトーン錠１０ マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠

29 内用薬 局 カオルトーン錠２０ マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠

30 内用薬 局 ガスセプト錠１０ ファモチジン １０ｍｇ１錠

31 内用薬 局 ガスセプト錠２０ ファモチジン ２０ｍｇ１錠

Ｎｏ
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  別表第７（平成28年３月31日まで）
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 ガスチーム プロナーゼ ２０，０００単位

33 内用薬 局 ガスペラジン錠１０ｍｇ ファモチジン １０ｍｇ１錠

34 内用薬 局 ガスリック錠１０ｍｇ ファモチジン １０ｍｇ１錠

35 内用薬 局 ガスリック錠２０ｍｇ ファモチジン ２０ｍｇ１錠

36 内用薬 ガスリックＤ錠１０ｍｇ ファモチジン １０ｍｇ１錠

37 内用薬 ガスリックＤ錠２０ｍｇ ファモチジン ２０ｍｇ１錠

38 内用薬 カームダン錠０．４ｍｇ アルプラゾラム ０．４ｍｇ１錠

39 内用薬 カームダン錠０．８ｍｇ アルプラゾラム ０．８ｍｇ１錠

40 内用薬 カルタゾン錠３０ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 ３０ｍｇ１錠

41 内用薬 局 カルドナン錠０．５ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠

42 内用薬 局 カルドナン錠１ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠

43 内用薬 局 カルドナン錠２ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠

44 内用薬 局 カルドナン錠４ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠

45 内用薬 カルナコール錠５０ｍｇ トラピジル ５０ｍｇ１錠

46 内用薬 局 カルベジロール錠１０「タツミ」 カルベジロール １０ｍｇ１錠

47 内用薬 局 カルベジロール錠２０「タツミ」 カルベジロール ２０ｍｇ１錠

48 内用薬 γ－パルトックスン錠５０ｍｇ ガンマオリザノール ５０ｍｇ１錠

49 内用薬 局 キャルマック錠５０ｍｇ エパルレスタット ５０ｍｇ１錠

50 内用薬 クリマーゲンＯＤ錠１０ｍｇ ファモチジン １０ｍｇ１錠

51 内用薬 クリマーゲンＯＤ錠２０ｍｇ ファモチジン ２０ｍｇ１錠

52 内用薬 局 コニプロス錠２ｍｇ ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠

53 内用薬 局 コニプロス錠４ｍｇ ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠

54 内用薬 局 コニプロス錠８ｍｇ ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠

55 内用薬 コリリック錠３０ｍｇ チメピジウム臭化物水和物 ３０ｍｇ１錠

56 内用薬 コンボン細粒１％ テルブタリン硫酸塩 １％１ｇ

57 内用薬 コンボン錠２ｍｇ テルブタリン硫酸塩 ２ｍｇ１錠

58 内用薬 局 サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「タイヨー」 サルポグレラート塩酸塩 ５０ｍｇ１錠

59 内用薬 局 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「タイヨー」 サルポグレラート塩酸塩 １００ｍｇ１錠

60 内用薬 スタドルフ錠５０ｍｇ スルトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠

61 内用薬 セキタールシロップ０．２％ オキサトミド ０．２％１ｍＬ

62 内用薬 局 セナプリド錠１２．５ｍｇ アラセプリル １２．５ｍｇ１錠

2 / 8 ページ



  別表第７（平成28年３月31日まで）
掲示事項等告示

（ 参考２ ）

薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

63 内用薬 ソルドール錠１２ｍｇ センノシド １２ｍｇ１錠

64 内用薬 ダイタリック錠３０ｍｇ アゾセミド ３０ｍｇ１錠

65 内用薬 ダイタリック錠６０ｍｇ アゾセミド ６０ｍｇ１錠

66 内用薬 タスオミン錠１０ｍｇ タモキシフェンクエン酸塩 １０ｍｇ１錠

67 内用薬 タスオミン錠２０ｍｇ タモキシフェンクエン酸塩 ２０ｍｇ１錠

68 内用薬 タツジピン錠１０ｍｇ ベナゼプリル塩酸塩 １０ｍｇ１錠

69 内用薬 チワンカプセル５ チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル

70 内用薬 チワンカプセル１０ チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル

71 内用薬 トフィス錠５０ｍｇ トフィソパム ５０ｍｇ１錠

72 内用薬 局 トリスメン錠２ｍｇ トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠

73 内用薬 トルクシール錠５０ｍｇ ジラゼプ塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠

74 内用薬 トルクシール錠１００ｍｇ ジラゼプ塩酸塩水和物 １００ｍｇ１錠

75 内用薬 局 トレキサメットカプセル２ｍｇ メトトレキサート ２ｍｇ１カプセル

76 内用薬 ニチステート細粒１０％ チクロピジン塩酸塩 １０％１ｇ

77 内用薬 ノルペースカプセル５０ｍｇ ジソピラミド ５０ｍｇ１カプセル

78 内用薬 ノルペースカプセル１００ｍｇ ジソピラミド １００ｍｇ１カプセル

79 内用薬 ノルペースＣＲ錠１５０ｍｇ リン酸ジソピラミド １５０ｍｇ１錠

80 内用薬 局 パルギン錠０．５ｍｇ エチゾラム ０．５ｍｇ１錠

81 内用薬 局 パルギン錠１ｍｇ エチゾラム １ｍｇ１錠

82 内用薬 ピコスルファットカプセル２．５ｍｇ ピコスルファートナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１カプセル

83 内用薬 ビラス錠１２５ｍｇ テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠

84 内用薬 ピルジカイニド塩酸塩錠２５ｍｇ「三和」 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１錠

85 内用薬 ピルジカイニド塩酸塩錠５０ｍｇ「三和」 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１錠

86 内用薬 ピロデイン錠２５ｍｇ ピレンゼピン塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１錠

87 内用薬 フォルセニッド錠１２ｍｇ センノシド １２ｍｇ１錠

88 内用薬 局 プラバスタチンＮａ塩錠５ｍｇ「ＫＨ」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠

89 内用薬 局 プラバスタチンＮａ塩錠１０ｍｇ「ＫＨ」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠

90 内用薬 プリモール錠１００ｍｇ 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠

91 内用薬 フルペン錠４ｍｇ ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠

92 内用薬 局 プロスエード錠２５０ｍｇ プロブコール ２５０ｍｇ１錠

93 内用薬 局 プロスタリン錠２０μｇ ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠
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94 内用薬 ベクタンカプセル１００ｍｇ トコフェロール酢酸エステル １００ｍｇ１カプセル

95 内用薬 ベクタン錠５０ｍｇ トコフェロール酢酸エステル ５０ｍｇ１錠

96 内用薬 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「タイヨー」 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠

97 内用薬 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「タイヨー」 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠

98 内用薬 ホフバン散１０％ ジメモルファンリン酸塩 １０％１ｇ

99 内用薬 ホフバン錠１０ｍｇ ジメモルファンリン酸塩 １０ｍｇ１錠

100 内用薬 ホフバンシロップ０．２５％ ジメモルファンリン酸塩 ０．２５％１ｍＬ

101 内用薬 ボラボミン錠２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠

102 内用薬 マゴチミンシロップ０．０４％ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 ０．０４％１０ｍＬ

103 内用薬 ミコシストカプセル５０ｍｇ フルコナゾール ５０ｍｇ１カプセル

104 内用薬 ミコシストカプセル１００ｍｇ フルコナゾール １００ｍｇ１カプセル

105 内用薬 メキシレート錠５０ メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠

106 内用薬 メキシレート錠１００ メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１錠

107 内用薬 局 メトプリック錠２０ｍｇ メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠

108 内用薬 局 メバリッチ錠５ プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠

109 内用薬 局 メバリッチ錠１０ プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠

110 内用薬 ランデールン顆粒２０％ イブプロフェン ２０％１ｇ

111 内用薬 局 リザスト錠３ｍｇ オーラノフィン ３ｍｇ１錠

112 内用薬 リズムサットカプセル２５ｍｇ ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル

113 内用薬 リズムサットカプセル５０ｍｇ ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル

114 内用薬 リチオマール錠１００ｍｇ 炭酸リチウム １００ｍｇ１錠

115 内用薬 リチオマール錠２００ｍｇ 炭酸リチウム ２００ｍｇ１錠

116 内用薬 レキシン錠１００ｍｇ カルバマゼピン １００ｍｇ１錠

117 内用薬 レキシン錠２００ｍｇ カルバマゼピン ２００ｍｇ１錠

118 内用薬 レキシン５０％細粒 カルバマゼピン ５０％１ｇ

119 内用薬 局 ロキソート錠６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠

120 内用薬 局 ロキペイン錠６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠

121 注射薬 アジリース静注１０ｍｇ ジピリダモール ０．５％２ｍＬ１管

122 注射薬 アドベイト注射用２５０ ルリオクトコグアルファ（遺伝子組換え） ２５０単位１瓶（溶解液付）

123 注射薬 アドベイト注射用５００ ルリオクトコグアルファ（遺伝子組換え） ５００単位１瓶（溶解液付）

124 注射薬 アドベイト注射用１０００ ルリオクトコグアルファ（遺伝子組換え）
１，０００単位１瓶（溶解液

付）
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125 注射薬 アドベイト注射用２０００ ルリオクトコグアルファ（遺伝子組換え）
２，０００単位１瓶（溶解液

付）

126 注射薬 アルキオーネ注２００ｍｇ シメチジン １０％２ｍＬ１管

127 注射薬 エスアリネート注５０ｍｇ フルスルチアミン塩酸塩 ５０ｍｇ２０ｍＬ１管

128 注射薬 エルベン注２ｍｇ ベルベリン硫酸塩水和物 ０．１％２ｍＬ１管

129 注射薬 局麻用フリードカイン注０．５％ 塩酸リドカイン ０．５％５ｍＬ１管

130 注射薬 局麻用フリードカイン注０．５％ 塩酸リドカイン ０．５％１０ｍＬ１管

131 注射薬 局麻用フリードカイン注１％ 塩酸リドカイン １％５ｍＬ１管

132 注射薬 局麻用フリードカイン注１％ 塩酸リドカイン １％１０ｍＬ１管

133 注射薬 局麻用フリードカイン注２％ 塩酸リドカイン ２％５ｍＬ１管

134 注射薬 局麻用フリードカイン注２％ 塩酸リドカイン ２％１０ｍＬ１管

135 注射薬 グラニセトロン静注液１ｍｇ「タイヨー」 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管

136 注射薬 グラニセトロン静注液３ｍｇ「タイヨー」 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管

137 注射薬 グリセリンＦ注 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１瓶

138 注射薬 グリセリンＦ注 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋

139 注射薬 グリセリンＦ注 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１袋

140 注射薬 グリセレブ点滴静注 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋

141 注射薬 グリセレブ点滴静注 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１袋

142 注射薬 グリセレブ点滴静注 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１袋

143 注射薬 局 クリダマシン注３００ｍｇ クリンダマイシンリン酸エステル ３００ｍｇ１管

144 注射薬 局 クリダマシン注６００ｍｇ クリンダマイシンリン酸エステル ６００ｍｇ１管

145 注射薬 グリポーゼ注 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１瓶

146 注射薬 グリポーゼ注 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１瓶

147 注射薬 グリポーゼ注 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１瓶

148 注射薬 グルコリンＳ注射液 グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 ２０ｍＬ１管

149 注射薬 クレイトン静注液１００ｍｇ ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム １００ｍｇ２ｍＬ１管

150 注射薬 クレイトン静注液５００ｍｇ ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム ５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶

151 注射薬 献血アルブミン５－ニチヤク 人血清アルブミン ５％２５０ｍＬ１瓶

152 注射薬 献血アルブミン２０－ニチヤク 人血清アルブミン ２０％２０ｍＬ１瓶

153 注射薬 献血アルブミン２０－ニチヤク 人血清アルブミン ２０％５０ｍＬ１瓶

154 注射薬 献血アルブミン２５－ニチヤク 人血清アルブミン ２５％５０ｍＬ１瓶

155 注射薬 ザルバン注０．２ｍｇ ブプレノルフィン塩酸塩 ０．２ｍｇ１管
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156 注射薬 ザルバン注０．３ｍｇ ブプレノルフィン塩酸塩 ０．３ｍｇ１管

157 注射薬 ３０ｍｇレスミン注射液 ジフェンヒドラミン塩酸塩 １．５％２ｍＬ１管

158 注射薬 １０ｍｇレスミン注射液 ジフェンヒドラミン塩酸塩 １％１ｍＬ１管

159 注射薬 チオトミン注２５ｍｇ チオクト酸 ０．５％５ｍＬ１管

160 注射薬 注射用プリドール４０
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリ
ウム

４０ｍｇ１瓶（溶解液付）

161 注射薬 注射用プリドール１０００
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリ
ウム

１ｇ１瓶（溶解液付）

162 注射薬 テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「タイヨー」 テイコプラニン ２００ｍｇ１瓶

163 注射薬 ドプミンＫ注２００ ドブタミン塩酸塩 ０．１％２００ｍＬ１袋

164 注射薬 ドプミンＫ注６００ ドブタミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ１袋

165 注射薬 ニチフィリンＭ注３００ｍｇ ジプロフィリン １５％２ｍＬ１管

166 注射薬 ニチフィリン注ＰＢ２５０ｍｇ アミノフィリン水和物 ２．５％１０ｍＬ１管

167 注射薬 ヒシファーゲンＣ静注２０ｍＬシリンジ グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 ２０ｍＬ１筒

168 注射薬 ヒシファーゲンＣ静注４０ｍＬシリンジ グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 ４０ｍＬ１筒

169 注射薬 ヒシファーゲンＣ注 グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 ２０ｍＬ１管

170 注射薬 ビタミンＣ注１０％ＰＢ アスコルビン酸 ５００ｍｇ１管

171 注射薬 ファイバ注射用５００ 乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体
５００単位１０ｍＬ１瓶（溶

解液付）

172 注射薬 ファイバ注射用１０００ 乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体
１，０００単位２０ｍＬ１瓶

（溶解液付）

173 注射薬 プラトシン注１０ シスプラチン １０ｍｇ２０ｍＬ１瓶

174 注射薬 プラトシン注２５ シスプラチン ２５ｍｇ５０ｍＬ１瓶

175 注射薬 プラトシン注５０ シスプラチン ５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶

176 注射薬 フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「タイヨー」 フルマゼニル ０．５ｍｇ５ｍＬ１管

177 注射薬 フレスバル静注５０００単位／５ｍＬ ダルテパリンナトリウム
５，０００低分子ヘパリン国

際単位１管

178 注射薬 局 プレドパ注２００ ドパミン塩酸塩 ０．１％２００ｍＬ１袋

179 注射薬 局 プレドパ注６００ ドパミン塩酸塩 ０．３％２００ｍＬ１袋

180 注射薬 マスキュレート静注用４ｍｇ ベクロニウム臭化物 ４ｍｇ１管（溶解液付）

181 注射薬 マスキュレート静注用１０ｍｇ ベクロニウム臭化物 １０ｍｇ１瓶

182 注射薬 ミコシスト静注液０．１％ フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１瓶

183 注射薬 ミコシスト静注液０．２％ フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１瓶

184 注射薬 ミコシスト静注液０．２％ フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１瓶

185 注射薬 ミネリック－５注シリンジ 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤 ２ｍＬ１筒

186 注射薬 メジェイド筋注５０ｍｇ ケトプロフェン ５０ｍｇ１管
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187 注射薬 ヤスラミン注
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム・サリ
チル酸ナトリウム

１０ｍＬ１管

188 注射薬 リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ リュープロレリン酢酸塩 １１．２５ｍｇ１筒

189 注射薬 リュープリン注射用キット１．８８ リュープロレリン酢酸塩 １．８８ｍｇ１筒

190 注射薬 リュープリン注射用キット３．７５ リュープロレリン酢酸塩 ３．７５ｍｇ１筒

191 注射薬 リュープリン注射用１．８８ リュープロレリン酢酸塩
１．８８ｍｇ１瓶（懸濁用液

付）

192 注射薬 リュープリン注射用３．７５ リュープロレリン酢酸塩
３．７５ｍｇ１瓶（懸濁用液

付）

193 注射薬 局 リンタシン注射液３００ｍｇ クリンダマイシンリン酸エステル ３００ｍｇ１管

194 注射薬 局 リンタシン注射液６００ｍｇ クリンダマイシンリン酸エステル ６００ｍｇ１管

195 外用薬 局 エスカイン吸入麻酔液 イソフルラン １ｍＬ

196 外用薬 エレクター点鼻液０．０５％ ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶

197 外用薬 オルカビット点眼液０．３％ オフロキサシン ０．３％１ｍＬ

198 外用薬 局 吸水軟膏「ホエイ」 吸水クリーム １０ｇ

199 外用薬 グリセリン浣腸「ムネ」３０ グリセリン ５０％３０ｍＬ１個

200 外用薬 グリセリン浣腸「ムネ」６０ グリセリン ５０％６０ｍＬ１個

201 外用薬 グリセリン浣腸「ムネ」１２０ グリセリン ５０％１２０ｍＬ１個

202 外用薬 グリセリン浣腸「ムネ」１５０ グリセリン ５０％１５０ｍＬ１個

203 外用薬 クリード吸入液１％ クロモグリク酸ナトリウム １％２ｍＬ１管

204 外用薬 ケラベンス軟膏２０％ 尿素 ２０％１ｇ

205 外用薬 コンクノール液１０％ アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 １０％１０ｍＬ

206 外用薬 局 ※ 親水軟膏（シオエ） 親水クリーム １０ｇ

207 外用薬 局 親水軟膏「ホエイ」 親水クリーム １０ｇ

208 外用薬 局 親水軟膏「ヨシダ」 親水クリーム １０ｇ

209 外用薬 セブテットパップ７０ｍｇ フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

210 外用薬 ネグミン液１０％ ポビドンヨード １０％１０ｍＬ

211 外用薬 ネグミンガーグル７％ ポビドンヨード ７％１ｍＬ

212 外用薬 ネグミンゲル１０％ ポビドンヨード １０％１０ｇ

213 外用薬 バクファミル点眼液０．３％ ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ

214 外用薬 ピオネス０．４眼粘弾剤１％ ヒアルロン酸ナトリウム １％０．４ｍＬ１筒

215 外用薬 ピオネス０．６眼粘弾剤１％ ヒアルロン酸ナトリウム １％０．６ｍＬ１筒

216 外用薬 ピオネス０．８５眼粘弾剤１％ ヒアルロン酸ナトリウム １％０．８５ｍＬ１筒

217 外用薬 ビーソフテン外用スプレー０．３％ ヘパリン類似物質 １ｇ
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218 外用薬 ビーソフテン油性クリーム０．３％ ヘパリン類似物質 １ｇ

219 外用薬 局 ビラス液１％ テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ

220 外用薬 局 ビラスクリーム１％ テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ

221 外用薬 ファルケンテープ２０ｍｇ フルルビプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚

222 外用薬 ファルケンテープ４０ｍｇ フルルビプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

223 外用薬 ベギータゲル１％ ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ

224 外用薬 ベンクロジド５％液 クロルヘキシジングルコン酸塩 ５％１０ｍＬ

225 外用薬 局 ホエスミン消毒液１０％ ベンザルコニウム塩化物 １０％１０ｍＬ

226 外用薬 ボナフェック坐剤１２．５ ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個

227 外用薬 ボナフェック坐剤２５ ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個

228 外用薬 ボナフェック点眼液０．１％ ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ

229 外用薬 ボラボミン坐剤１２．５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個

230 外用薬 ボラボミン坐剤２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個

231 外用薬 ボラボミン坐剤５０ｍｇ ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個

232 外用薬 メインター点眼液２％ クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶

233 外用薬 メインター点鼻液２％ クロモグリク酸ナトリウム １９０ｍｇ９．５ｍＬ１瓶

234 外用薬 レイナノン坐剤５０ ケトプロフェン ５０ｍｇ１個

235 外用薬 レイナノン坐剤７５ ケトプロフェン ７５ｍｇ１個

236 外用薬 レイナノンテープ２０ｍｇ ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚

237 外用薬 レイナノンテープ４０ｍｇ ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚
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