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厚生労働省保険局医療課長
（公印省略）

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j

という。）及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める
掲示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示j という。）に
ついては、平成26年厚生労働省告示第263号及び第264号をもって改正され、平成26年6
月20日付けで適用されたところですが、その概要は下記のとおりです。

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J（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J）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) 薬事法（昭利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35 3品目、注射薬71品目、外用薬29品
目及び歯科用薬剤1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) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医
薬品（内用薬3品目）について、薬価基準の別表に収載したものであるとと。

(3) (1）及び（2）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

品目数

内

9, 

用 薬

498 

注 射 薬

3' 8 0 8 

2 掲示事項等告示の一部改正について

外 用 薬

2' 496 

歯科用薬剤j

26115, 

計

828 

(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 14 7品
目、注射薬39品目及び外用薬24品目）について、掲示事項等告示の別表第2
に収載するととにより、平成27年4月1日以降の保険診療における使用医薬品か
ら除外するものであること。

. (2) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い販売名が変更され、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3品目）について、掲示事項等告示の別表第2に収載することに
より、平成27年4月1日以降の保険診療における使用医薬品から除外するもので
あること。

(3) (1）及び（2）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 2 4 1 7 6 5 7 。 374 

3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) アジスロマイシンカプセノレ小児用lOOmg「TCKJ、アジスロマイシン細粒小児用10

話「TCK」及びアジスロマイ、ンン錠250mg「TCKJ
本製剤は、 3日間に限り算定できるものであること。ただし、アジスロマイシ

ン錠250mgについては、用法・用量に関連する使用上の注意に、「アジスロマイシ
ン注射剤による治療を行った肺炎に対して、本剤に切り替える場合は、症状に応
じて投与期間を変更するこrとができる。Jと記載されているので、肺炎に対してア
ジスロマイシン注射剤からアジスロマイシン錠250mgへ切り替えた場合はこの限り
でないこと。

なお、木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聞に
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とと。

(2) イマチニブ錠lOOmg「NSKK」、同「DSEPJ、同「ニプ百J及び同「明治j並びにイ
マチニブ錠200mg「ニプロJ及び同「明治J
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) グリメピリドOD錠0.5mg「トーワj、同lmgrトーワ」及び同3mg「トーワ」
①効能又は効果

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

②保険適用上の取扱い
ア 糖尿病の診断が確立した愚者に対してのみ適用を考慮すること。糖尿病以
外にも耐糖能異常・尿糖陽性等、糖尿病類似の症状（腎性糖尿、申状腺機能
異常等）を有する疾患があることに留意すること。

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



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

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

(4) サンドスタチンLAR筋注用キットlOmg、同20mg及び同30mg
本製剤は、「診療報酬の算定方法J（平成20年厚生労働省告示第四号）別表第一

医科診療報酬点数表区分番号「ClOl」在宅自己注射指導管理料の厚生労働大臣が
定める注射薬の成分であるソマトスタチンアナログに該当するが、専用分散液に
用時懸濁して用いる製剤であり、また、用法が4週毎に殿部筋肉内に注射するも
のであることなどから、在宅自己注射に使用することは適さない製剤lであること
に留意されたい。

(5) ドセタキセノレ点滴静注液20mg/lmLrNI¥J及び同「サワイj並びにドセタキセノレ
点滴静注液80mg/4mL「NK」及び同「サワイ」
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。

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、本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、本年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、本年 10月1
－日から適用すること。



［別添1]

理l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

区分 薬医価員廃基品調＝院』民総ド 成分名 規格 品名 メーカー名 寮価 区分 薬医価業品＂徴コ収』織ド 成分名 規絡 品名 メーカー名 家信

内用薬 1124007Fll51 ト日アずァム 0. l 2 5皿＇ 1健 ト日アゾラム健0. 125mg fK 小林化工 "" 内局案 213ぬ-OCISFlOOフロセミド 20m.gl鮭 局 7ロセミド厩20mg Iテパ』 テバ鵬 ＂附

内用薬 1124.001f2255 ト!J7'V-7ム 0. 25mgl健 町トH目 アゾラム健0. 2 5皿＇ 'K ＇）晴利己工 "" 内用.. 2139咽 SF24407ローセミド 40m.gl健 局 7ロセミド使40mg Iテパ』 テバ醐 63ド0

内周蕪 1124.0CSF1083 7N  pラゼパム lmgl鮭 7ル＝トラゼバム艇1皿E‘SN』 シオノケミカル 66日 内潮来 2144002Fl326 Zナ77'ルマレイン醜 2. 5皿＇ 1鮭 用 エナラfコ.1;レマレイン融塩li:2. 5 日ヌドS廃品工業 14 40 

内用調医 1124023F1118 アルプ7Y7ム 0. 4mg l盤 アJルlプラゾラム駐日. 4mg Iサロ メァィサ車奇襲 ' 60 l内＇＂＂ Zl440陀F2373I！ナラプ，，~レイン陸 5回＇ 1健 局 エrナ，，.ラ.プ，；A，マレイン回軍民Sm, 日本療品工業 22 90 

内綱案 1124023FZ~76 アルプァプ7ム 0. 8mg 1鍵 アJルEプラプ7ム民0. B皿E IサP メディサ新案 B '° 
内用薬 1124.026ClllS トフィ，，，ム 10弘 1' 『トフEィソパム踊位10% ¥';.'Jレハ 鶴尿麗薬 '"' 
内周薬 1124029Fll31 ロフラゼプ酷エチル lmgl量産 ロn?テゼプ酸zチル"1皿＇ fト 東和震晶 . ,, 

内＇＂＂
2144005F1052 シラザプHルホ和物 0. 2 5皿gl健 周

シ長勢ラザ押子プヲヲル健0 25mg Iト
東和薬品 18 50 

内m寮 Zl44005F2059 シラザプ日ルホ和物 O. 5mgl健 局 日ル健0. Smg ＇ト 東和薬品 21 70 

内m寮 2144005F3056 シァザプMJレホ和物 lm• I雇 局 ＇＂＇健 1皿gTトーP』 東和曙品 27 30 

内凋薬 1139004F1100 バルブロ陸ナトリウム lOOmgl轟： 局 バKルlブロ醒Na健 lOOm直 fTC 炭巳化学 恩 10 内周到艇 2144C061'112C EシノプJ/Mj(和物 5mgl使
R・日シノブ日ル健5皿a IサPイ』 沢弁慶駕 13. llO 

内周薬 ll39004F2181-パルプロ陸ナトリウム 200皿＇ 1鍵 局 パrルEプロ酸Na艇200mg ITC 辰巳化学 6.10 内用漢 2144006F216~ Pシノブ日ル＂＇和物 10皿..健 局 日シノプロル健1om, rサヲイ』 沢弁製薬 21 GO 

内周到眠 l147002Fl633 ｜ジムタロ7%ナタナト日ウ 25mgl健 ジPタpロ7%ナタNallil:2 5皿＇＇ N ＝フロ 5 60 i内周到際 2144!1111'10問＂ 卜7ン F"7~ !J Jレ 0. 5mg 1民 円トラ2ン．ドラコ HJレ健o. 5mg tサ 沢持軍唖 24 ea 

内網薬 1147002Fl641 ジタロ 7：ナタナト H• 25mg l艇 ジr‘zクrロt7:ナクNall@2 Smg IT 辰巳化学 "' ム
内用灘 2144011F20ゆ7 ト7:,-}l"7:;;!11レ lmgl健 ト2ランドラプP，.，，匝1血耳『サ7 沢摘踊 30 70 

内周篠 1147002F1650 ジタロ 7：ナタナトFウ 25mgl佐 ジワイクロ 7：ナクNa健 25皿畠 Iザ 沢井製薬 5 60 
ム

内周幾 21490l0Fll81 メトプロロ ル酒石醜塩 20mgl量産 局 メfトrプr.ロロール酒石酸塩U梶2Omg 養生忽製粛 730 

内周察 1H9032Fll32 エトド7ク lOOmgl提 zトド.ク健100回Z •SWJ 沢井製薬 '" 内周到医 2149026Fl20凶 ドキサゾシンメシル酸塩 0. 5皿＇ 1鮭 周 ドキサソシン健0. 5mg I JGJ 養生盆製薬 9 90 

内周寮 1149附32F217lZ トドヲタ 200tnglB. エトドラク錠200mg •SW』 沢先轟蝿 12 60 内用調医 2149Q26F:l24同 ドキサpUンメ，，... 置塩 lm.glii: 周 ドキサ， Vン能lmgI J 5』 13. 00 

内周薬 1162001F2“凶 ピベロアン塩醍塩 2皿＇ 1鮭 ピベ9デν塩酷塩圃'2皿.fサワ が帥.... 蔦 5 60 内用凝 214902€F3240 ドキサゾUンメシル障担 且皿glli! 局 ドキサ， Vン健2皿E " G』 長生盆製薬 2Z 60 

内周諜 1169008F1086 ベルゴリドメシ肱融当E 50μgl佐 ベ~ル－－ゴa リド錠SOμg 177イ マイ7ン製麗 29 30 内用策 ＇＂皿＂田 3 ドキザゾシンメシル軍軍 4皿.1佐 局 Fキサ：；~ン健4皿. [] G』 養生怠製薬 ＂乱 70

山河電 1169008F2081 ベルゴロドメシル醍塩 250μgl健 ベ~ル－司ゴE リド健250μg 177イ マイラン恩来 117 40 内周襲 2149027Fll52 宇田ジピV哩E眠彊 Smgl健 局 v-vピン塩国当E盤 5m• 'J G』

‘” 
内周驚 117900即1081マフロチリン壇覇軍 lOmglll ;;.:, ロチ日ン橿眠掴耳D Omg 17 共和男廃品工集

6 " 
l内周蕪 2149021Fll60 v~ジピ~·且霞哩E 5 rng l艇 局 マ正予ピン塩瞳塩鮭5m<＇サP 沢持製ヨR . " 

内F省薬 11790防官市2G10マプロチリン塩離塩 畠5m<l艇 マ3ルプ’ロlチ日 ν塩酸塩盤26mg 17 共和薬品工費健 14 70 l内周延 21醐 7F2175守 ＂ピ ν塩画壇 10皿EE雇 局 7王子ピν司.. 彊量'10皿E I J 長生皐製業 13 20 

内局員震 11790081'3068 V7ロチ日ン塩圏直塩 SO mg  1健 7メパ＂.』ロチHシ塩薗塩焼SOmglア 共和薬品工機 29 00 V宮川寮 214902'1F21BJ す日ジピV塩酸塩 1Omit1匪 局 マ， ジピν壇画位置蛭＇1Omit l哩P、駅訴事”‘ 17 30 

内用寮 117902011司2S2ハロベ日ドル o. 75m< 1健 局 ハr.ロEベHド，...0. 75m< '1 長生盤製薬 5.90 i内周票 2149027F3171 守＝ジピV蟻酸塩 20mgl鍵 局 マージピン塩量塩躍20皿E J 長生盆製... 25.60 
G 

内用篠 1179020F211由ハロベリドール 1皿El錠 局 ハロベHドル民1皿耳リ GJ 長生盆製薬 60附 l内周薬！ 2149~27F3180 v~ジピν塩酷塩 2 Omg lli!: 局 マ＝ジピン塩酸塩健20曲直｜サロ 沢畑揮 2s so 

内用環 11790201'3301 ハロ，ベHドル l. ~mg 1鍵 局 ハGロIベ＇＂ A，健1. 5回E 『J 長生盆製剤院 60附 内周到医 2149032F3~32 カルベジロ』Jレ i.25mi:l匪 局 2ワ＂イレベlジロ ル健l. 2 5m11: lサ 沢井製薬 ' 90 

内用擁 117Q02即0160ハロベHドール 2皿.1健 局 ハロベHドル健3m< 'J.GJ 長生盤製薬 6 30 l内周灘 2149唱3ZF4~39 カルベジロル 2. Smg 1陸 腸 ~＇. レベ子ロル健Z．呂田直｜サヲ 沢井製薬 9銅

内用薬 ll7gl'.l2引61'1310zチゾァム o. 5皿.1健 局 エチプラム健0. Sm＜，日新』 日新製薬［山形） 63ゆ 内用薬 2l49040Fl034 I~ンデザルタンシレキセ 2国耳 1鮭 局 »~デサル.，，健E皿E Iあすか』 あす...製薬 21 60 
ル

肉用薬 U79Cl25F2278 エチゾァム lmgl鍵 局 エチプ7ム健lm<l日新』 日新型栗（山形） 6 4.0 l内用薬 214的40F'Z030｜カチルンデサルタンシレキセ 4mgl健 局 »~チサA’.，〆健4皿 E Iあすか』 あすか製薬 41 90 

内局鍵 1179Cl37Fl時3 トラゾドシ纏酸塩 25mg 1民 Jト＂ラlプドン塩酸塩鍵25皿＇ ,7メ 共和環品工業 810 i内用策 , .. 叩，，， ｜方ヂルンデサルタンシレキセ B皿..健 局 カンヲサルタン健呂田昌』あす~·J あすか製薬 81,4日

内用震 U79037F2050 トフゾドン，.酸，. 50mgl鍵 Iト＂ラlゾドン塩世寓艇SOmg Iアメ 共和束品工業 '14.10 内周案 2149040F4033 ｜カチルンデサルタンシνキセ 12rng1健 周 ！：＇＂サルタン健 12m匝 Iあす あすか製薬 103 20 

内周寮 1179042Cl0除。 タエチアピン7vA，融塩 50%1, 局 クエチアピン細胞50%』ヨシト 田辺＝査製累 32R.10 内用薬 2149041F103Q バルサルタン ZOmgl健 周 バルサルタン鍵20m,'AA』 あtすsか岨A藁 "ta v 15 70 

肉用調臨 117冒042F120日タエチアピンアマル酸塩 25mgl健 局 タエチアピン鍵25回E IヨVト 図辺三菱製薬 18 80 肉用薬 Zl49041Fl047 パ，レザJレタシ 20皿＇ 1鍵 局 パルサルタン鍵20m< fDKJ 大奥製薬 16 70 

内周業 U79!14ZF2Z04 タエチアピン7 v，レ酸塩 lOOmg l健 局 タエチアピン綻10 0皿＇ ＇ヨシト 関辺三葎製薬 64 90 内用薬 2149D4IF10~5 バルサルタン 20mgl健 周 パh ル．ザルタン健20回軍『DSE 第三指詰巳ス77 15 70 

内周到隠 11790421'32帥 タエチアピン7.,...;Vlt塩 200mgl健 局 タエチアピン鍵200皿E 『ヨシト 図辺三様盟業 118下。 内局業 2149041FI063 バルサルタン 20mgl健 周 パルサルタン健20mg IEEJ ..，メクド孟 16 70 

内用薬 l22500ffl157 タ号ロシ鴫ルエフaスネテγルシカルパ 125mgl~ 局 クテロルル蜂フ.~ネ5 シン／；，ザdワ《イミン1 園陸エス 沢措揮 5 20 内用累 2149041FI07l パルサルタン 20皿＇ 1鮭 周 パルサルタン健20mg IFF P』 富士フィルム 16 7() 
フ？マ

内用薬 1225001F22~6 タ守ロシλ甚レ之フ昆ェスネテルVンカ，.，，， 250皿＇ 1健 局
テ …クeルロ『ル鍵ツルフ2ハェ5ネラOmシlン，カHルバWミンI.. エス

沢弁製薬 630 

内周寮 "'''"""'"' 血プ目チル＇＇＂ポラミン臭化 1 0皿.1健 ミン臭化物館1Om 鶴原製薬 5 40 

l内周到臨 214S041F1080 バ，vサ，レタン 20mgl健 周 パルザルタン鍵20mg IJGJ 日本事＂＂.，. !1 ＂ク 15 70 

｜内局第 Z149C41Fl09S バルサルタシ 20皿.1艇 R耐 パルサルタン値20皿zIKNJ ’J場料包ヱ 15 70 

内用寮 1249010F1301 γージン宿区－ lmg l鍵 チザ＝クン民lm<IサPイ』 沢井庫調民 590 l内用蕪 214鈎凶lFllOlパルサルタン 20mgl鍵 局 パルサルタンJl20皿＜ 'KOGJ 興和 15 70 

内周爽 211900拙＂＂ 旦ピヂカレノン E皿 g1 :tJプセA’ ユ，，ピs、テヲカレYン.プセル5nu: I :Y 省高原製薬 580 l内局襲 2149041Flll0 ’勺レサA，タン 2 Omir I雇 局 パルサルタン鍵ZOmg rs N』 シオノケミカル 15 70 

内周到隠 21Z3回E同1叩 4ピ甘Yプロロ ル ／VIV酸 O. 625mg 1健 局 ピ，i;mプロ安ロfーE、ルーフりマ3ル酔副oo. s 東和薬品 9"  内周策 Z14!}041Fll28 ，，，レサJレタン 20mgl艇 局 パルサJレタン健2Om< ITCK』 辰巳包学 15 70 

内Jill医 2132C03Fl4~5 ト日夕ロルメチアジド 2tng l健 局 ，ト＂；、ク7ロ』ルメチアジド健2mg l'.l' 鶴原製薬
6 " 

内用薬 214!W41Fll36 ＂＂ぺt'IV~ン 2・omg 1僅 局 パルサルタン艇2Om< fYD』 陽進盆 15 70 
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内周薬 ＇＂醐 IF1144バルサルタン 2 Orng 1健 局 バルサルタン健＇° m' rz E』 金昼薬品工業 16 70 内用累 2149041F222l バルサルタン 40mgl民 周 パル11-A-？＇ン鮭 4om, rサロイJ 沢井皐樺 29 30 

内周薬 2149041F1152 パルサルタy 20mgl健 局 ＇＂レサルタン値 20凪＇ ＇アメ Jレ』 共和薬品工梁 15 70 内用薬 2149041"2'" パレサルタン 40mgl健 局 バルサルタン健40mglサν＇J サンド zg :io 

内用察 2149041F1160 ）＇｛／＼＞サパペタン 20mgl鍵 局 パル＋ルタン鍵20皿E iイセイ』 イセイ 16 70 内用薬 214ゆ041F2248パレサルタシ 40mgl鍵 局 .l~ftrサルタン鍵40mg l?;/J？』 高岡製薬 29 30 

内周薬 2149041F1179 バルサ，レタン 20mgl健 局 バルザ・.rv!Iン盤20皿E オーハ 大原薬品工業 15 70 内用薬 2149凶4.1F2256パレサJレタン 40mgl鍵 局 バ，，，.，.，レタン鮭40mg タナベ』 図辺三饗製薬 zg ao 
ヰ I

内用薬 2149司41Fll自T＇＂ルサ rレタン 20mg1提 局 パAぺ，，レヂン健20mgf科研』 グイト 15 70 内用薬 Zl490凶lf'2.Z~4 パルサルタン 40血＇ l錠 局 バ7ル1ザJレタン健4om, r~，レハ 祖師園長 29 30 

内周寮 2149041Fll95 パルサルタン 20mgl盤 局 バルサルタン範20mgI苦杯』 キョ ロン日メ 16 70 内用寮 214抑制限＂＇ パルザJレタン 40mgl鍵 局 パルサルタシ能40mglト ヲ』 東京嘩＆ 2g 30 

内用薬 21491M1F1209 バルザJレタシ 20皿匝 1健 局 バ，＇；＂，サルタン健2om, rケミ 日本ケミ 77 15 70 内局薬 ，，.制＂＇醐 パルサルタン 40皿＇＇＂ 周 パA-<灼レデン値40回E l日医工J 日医工 29 30 

内周寮 2149041Fl217 ＂，νサルタy 20皿＇ l健 局 バ7ルJサlルタンl陸2om,fサノ 日本震品工寮 15 70 内＇＂区 2149凶41F22QQパレサルタン 40mg1館 局 パA，サルタン鍵40mg 日新』 日新劇蝿仙形） JlQ 30 

内周業 2149041Fl225 ，宅凡イナJレタン 20皿gl健 局 パA，サルタン艇zom,rサロイ』 沢井副業 15 71} 内周＂＇ Zl49吻41Fl302パルサルタン 40血＇ 1鍵 局 バルサルタン健40皿匡『ープロ』 ープロ 29 30 

内用禁 2149041Fl233 パルサルタン 20皿＇ l健 局 パルサル芦ン＂＇口 E • ＂ンド』 サンド 15 70 内鳳震 2149041F2310 パノレサルタン 4 Omg 1.- 局 Jザ＇＇.＂.＂， ！「ルタンte'.40匝＇ ＇ファイ ファイザー 29 30 

内用調高 2149041Fl241 バルサルタン 20mi:l値 燭 バルサル.ン健20mE 』？'h?J 高筒製薬 16 70 内＇＂＂ 2149041F2329 パルザルタシ 40mel鍵 周 パルサルタン健40mg『明拍』 ＇；＇~ r回i;~，Jレ『－' 
29. s附

内＇＂＂
2149041Fl250 パレサルタン 20mgl健 局 バルサルタン鍵2Omg fタナベ」 関辺漉剤薬 15 70 内周擦 2149041F2337 パルサルタン 40mgl健 局 パルサルタν健40mg『モチグ」 持周製案 29 3陥

内周到区 2149Cl41Fl26S パルサルタン 20mgl鍵 局 パ号ルE サルタン蛙20mg1::,-;v;, 鎗原製薬 15 70 内周到降 214904lF3031 パルサルタン 8 Omg llE 局 パルサル•Y随80回 g IAA』 あiすsか製A革 c t av 64. 60 

内周案 214Q041Fl276 内サルタン 20mgl健 局 バルサルタν健 20mz ‘ト ヲ』 i東和薬品 16 70 内周寮 2149<141F3040 パルサルタン 80皿＇ 1健 周 パA，サルタン曜日 Omg DK』 一 54. 60 

内周孫 21酬 m拙， ルタン 20mgl健 局 バルサルタン能20田 E I日医工』 日医工 15 70 内周業 2149咽 UF3~SB パルサルタン 80mgl盤 局 パnルh サルタン鍵8Ome IDSE l扇コ共:::C.A77 54. 60 

内周業 2149041F129'バ A，タン 20m匝1鹿 局 バ ，，レタン値20mgE日新』 日新製擁（山形｝ 16 70 内周累 2149041F30~6 パルサルタン 8 Omg l軍 局 パルサルタン健sOmg re E』 I~メッドエ 6~. 60 

内周到区 2149041F1306 パレサルタン 20mgllli! 局 パルサルタY提 20mg1.::.7ロ』 エ7ロ 16 70 内用業 Zl49041F3074 パルザルタン 8 Oi:ng l鍵 局 パルサルヂン健80皿Z •FFPJ 富プ合アーフィマルム S4 60 

内周寮 2149。41Fl314,,, yルタン 20mgl健 局 パザルーサlルタン健20mg177イ ファイザー 15 70 内周策 2149041F30S2 パルサルタン 80皿＇ 1健 局 パA，サルタン曜日白血E •J G』 日本ジ且キリ yタ S4 60 

内周到区 2149041Fl322 パレサルタシ 20mgl健 局 バルサルタン健20mg』明拍』 Mel j i Se 16 70 内＇＂＂ Z149~41F3090 パルサルタン 80mgl健 局 パルサルタン歯車80mg fKNJ ＇＇＂＇化工 64 6(1 
l k a 77'1レマ

内周薬 2149041Fl330 バルサルタシ 2Omg1健 局 パルサルタン罷20mg rモチダ』 持図製薬 16 70 内周＇＂ 2149041F31日4パルサルタン 8 Omg 1健 局 パルサルタン鮭80皿 g fKOG』 興和 64 60 

肉用調区 21490削回目5パルサルタシ 40皿＇ l旋 局 パルサルタン鮭40皿E lAAJ あiすsか製A薬 c ta v 29 30 内周薬 2149巾41F3112パルサルタン 80mgl鍵 局 パルサルタン健80mg SNJ シオノケミカル li4 60 

内m議 2I4904IF2043 ’勺レサルタン 40皿＇ l健 周号 パルサルタン僅40皿E IDKJ 大奥製薬 29 31} 内局襲 2149巾4IF3120パルサルタン 80mgl盤 局 パルサルタン健80皿z <TC K』 辰巳化学 S4 60 

内周薬 214904IF2061 バ，，，.サルタン 40mgl健 局 パPルtサ＂＇＇y鮭40mg fDSE "' －共エスプア "3目。 内用＂ Zl49041F3139 パルサルタン 80mgl盤 局 パルザルタν健司 O皿＆ IYDJ 陽司車堂 5"4 611 

内周薬 2'4切削限＂＂＇ パ凡サルタシ 40mgl鍵 局 パルサルタY錠4om, fEEJ IC'！：メ yドエ 29 30 nm~ 2149041F3147 パルサルタン 80皿＇ l健 局 パルサルタン鍵80mg <ZEJ 会昼買廃品工業 !i4 60 

内用票 21490地1F20'1Bパルサルタシ 40mg1健 局 パルサルFY健40mg •FF P』 富フ士γーフィマルム 29 30 内府案 Z149041F3155 パルサルタン 80mgl鍵 局 パルサルタン鍵80皿Z アメルJ 共和薬品工業 64 60 

内用薬 214蜘剛山 ルタシ 40mglli: 局 パルサルタン健40回g 1 J GJ 日本ジェキロ yク 29 30 内用業 2149041F3163 パレサルタシ 80凪＇ 1健 局 パルサルタY健自 Omglイセイ』 イセイ 54 50 

勾周累 21490凶IF20!14，！｛）レサ，レタシ 40mgl健 局 パルサルタン鍵4Omg rKNJ ，，ゆ本他工 2g 30 内周薬 2149D41悶m パルサルタン 80mgl寵 厨 パルサルタン鍵80皿耳『オ円 大原薬品工業 54 60 

肉用調区 Zl49041F210B パルサルタン 40mgl健 局 パルサルタシ鮭40mg IKOGJ 興和 zg 30 内周到医 ，，.剛IF3180パレサ，レタン 80mgl綻 局 バルサルタY鍵 80mgI科研』 グイト 5{. 6~ 

内局寮 2149041F:2116 パルザルタン 40mg1健 局 パルサルタンIH.40mg"ISNJ シオノケミカル 29 30 内周察 2149041F319B バルサルタン 80mgl盤 局 バルザルタン提..皿E I杏排J キーa !J~!J メ 64.6~ 
オ

内用疑 2149041F2124 パルサルタン 40mgl蛙 局 バルサルタン提40mgITCK」 辰巳A包学 ＇＂＇ゆ 内＇＂＂＇ 2149a41pna1 パルサルタン 80皿＇ 1鍵 局 パ『ルーサ・ルタン民8Omg I？＇＂ミ E本ケミ 77 6•‘ 60 

内＂薬 lll4!11141Flll3:Z バルサルタン 40皿＇ l健 局 パルサルタン鍵40同 i: IYD』 腸進盆 ＇＂ド O 内鋼業 2'4削問LOパルサルタン 畠白血＇ l健 局 パ7ルdサfルタン提80血Z 『サノ 日本薬品工業 54.. 6~ 

内局薬 2149041F2140 パルサルタン 40mgl健 周 パルサルタン健40皿耳 lZEJ 金星薬品工業 29 30 内用策 2149C411'32Zll バルサルタン 80mgl旋 局 パルサルタン健司白血Z Iサロイ』 沢弁製薬 5ト＇・ 60 

内用調高 2149041F2169 パルサルタン 40mgl艇 局 パルザルタン鍵40mgtアメルJ 共和療品工業 '" 3ド0 内周震 2149114u;n3s パルサルタン 8 0皿＇ 1厩 周 パルザルタン鍵80皿E 『サンド』 サンド 64. 60 

内用策 2149041F2161 ’勺レサ＂，タシ 40mgl値 局 パルサルヂン民40mgrイセイ』 イセイ zg Jo 内劇薬 2'4醐 旧 制 バルサルタン 自Omg1陸 属 パルサルタン鍵aOmg r夕方タ』 日高岡製罵 54, 60 

肉用調障 214904IFZ175 ’勺レサルタン 40mgl健 周 バ号ルiサルタン佐40皿E fオ ハ 大原案品工業 2Q 30 内局案 2149041悶2'2パルサルタン 80mgl鍵 局 パルサルタン健8Omg I？ナペ』 凶辺三夜製薬 64 6~ 

内用寮 Zl49041F2183 バルサルタン 40mgl僅 局 バルサルタン健40m,l科研』 グイト zg 30 内用寮 2149041FJ~6D パルサルタン 80凪＇ 1提 周 パ・7ルhサルタン舵8Omg l:YJレハ 鶴原製薬 S4 60 

内周薬 , .. 伺削F2191パ，Jレ.ン 40mgl鮭 局 バルサル.ンB40mgl杏林』 キ冒 日ン＇メ 却羽 内周薬 2149Cl41F3279 パルサルタシ 80mgl鮭 .. パルサルタン鍵80mg E卜 F』 ~~~·· 
li4 6~ 

内用薬 214叩叫FZ205バルサルタン 40mgl院 局 パ7ルT サlルタン綻40mgIケミ 日本ケミ 77 ＇＂＇問 内周薬 21490411'32Bi バルサルタシ 80mg1健 局 パルサルタン値目 Om• l日医工』 目屋工 54 60 

内用薬 Z14!Kl叫 F2213バルサルタン 40mgl錠 局 パ7ルJサlルタシ蛭40mg『サノ 眉本薬品工業 zg 30 内周蕪 2149041悶＇＂＂ バルサレタシ 80mgl健 局 パルサルタン健80mgr E新』 日新製薬（山形｝ 64.60 
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肉用薬 2149刷1F330gパルサルタン 80凪＂健 局 パルサルクン鮭80皿E ' プロ」 ~7ロ 54. 60 内局案 2149110Fl058 
｜ロドサロルクタロンロカチアジジワムド・ヒ

1錠 ロサルヒド配合展LDIAA』 あiすsか型車Act 11. v 69 9() 

内用実 2149刷1悶'17バルサルタン 80mgl鍵 局 パザルーザ1ルタン健司 Omg177イ 7.7イザー 54. 60 内m孫 21‘，9110Fl066 iロ＂サロルクタロンロカチア9ジウムド・ヒ
1鍵 ロサルヒド配合鍵LD’DK』 大奥製薬 69. 90 

内鳳来 2149041F:l32!i パルサルタン 8 Omg lli! 局 バルザルタY蛭80皿. ＇明拍』 Mo ！！ ~7,S レマ. 
54. 60 

! k. 
内周到駆 Z149UOF1074 

｜ロドサロルクタロ吋ロヂアリジクムド・ヒ
1厩 局 ロサルヒド配合艦LOIE E』 Jo;＇~メ＇＂ x 脱却

内用薬 2149陪4tF3n3パルサルタシ 80mgl健・ 局 パルサルタン健80皿zlモチダJ 持図製案 64. 60 肉用藻 nも，9UOFI082
ロVサロJクレタロンロ3チ0アPジクムド・ヒ 1鍵 ロサルヒド配合鍵LD fE F』 ＝プロパフチ 69 9~ 

内周寮 21‘9041F403H バルサルタシ 160mgl鍵 局 バルサ＂＇＇＂健 16 Omg IAAJ あiすsか劃車Act av 81 90 内綱案 Z149UOF10llO 
ロVサロル。タロンロカチアリジクムド ヒ

1健 周 ロサルヒド配合鍵LD 'FFPJ 富フ士ァーフマィルム 的伺

内周到廃 2149041F4046 パルサルタン 160皿＂蛙 ’E パルサルタン使1自OmE ’DKJ 大奥製薬 .. " 肉用環 2149UOF1104 
ロドサロルクタロンロカチアリジクムド ヒ

1鍵 周 ロザルヒド配合鍵LD 'J G』 日本ジz平日，タ " " 
内周寮 2149041F4054 ，，λ，サ，，，タン l60mgl鍵 局 パDルaザルPン鍵l6 0阻 Z ’DSE 第三共エスアァ 81 90 内用薬 21491101'1112 

ロドサロAグ，タロンロカチア＇ジ9ムドーヒ l鍵 周 ｛ロザルヒド配合盤LDIKNJ 4ゆ利也工 倒”

肉用実 2149041F4062 パJレザJレタン 160mgl鍵 局 パルザルタシl陸160皿， IE E』 エ」aル，メvドエ 81 90 内閣薬 2H!Hl01'1120 
ロドサロルグタロンロカチアリジワムドーヒ

Z鍵 ロサルヒド配合健LDlKOJ 舟製寮 ＂伺

内周薬 2149。41F4010パルサJレタン l 6 0皿＇＇＂ 局 パPルFサルタン盤1自OmglFF 富士7イルム 81.90 
フγーマ

内沼寮 2149110Fll39 ロドサロルクタロンロカチアリジクムk・ヒ 1鍵 ロサルヒド且合鍵LD『KOGJ 興和 69 9~ 

l内用寮 2149041問082バル号Jレタン 160mgl罷 局 パルサルタン罷160mglJG』 日本ジzネ，，タ 日1.90 内周薬 2149110Fll47 
ロドサロルクタロンロカ..リYクジムド ヒ 1鍵 ロサルヒド配合鍵LD •S N』 シ庁ノケミ~，レ 69 90 

内周誕 ＇＂剛山相 バルサJレタン 160mgl健 局 バルサルタン健160mg1KN』 小称化工 日1.90 内周薬 2149ll0F1155 
ロドサロルクタロンロ3守0ア＂ジ？ムド ヒ 1錠 局 ロサルヒド配合鍵LD JTCKJ 辰巳他局幹 69 90 

内周策 214904IF4100 パルサルタン 16 Omg 1健 局 パGル1サルタン健160mg1KO 興和 81.90 内局員定 2149110Flli;:J ロドサロJクレタロSロ，，チ0ア9ジ9ムド ヒ 1健 局 ロザルヒド配合健LD fYDJ 陽道室 69 90 

肉用調廃 2149041F4119 ’勺レサメ’タシ 16 Omg 1健 局 パルサルタン鍵l60m• rs N』 シオノケミカル
" ＇泊 内周到廃 2149ll0Fll7l 

ロドサロルクタロンロカチア9ジOAド ヒ
1健 局 ロサルヒド配合健LD lアメル』 共和寮晶エ鶏 ＂・” 

内周寮 2149041F4127 バルサJレタン 160mgl厩 局 パ下rルEサルタン健160m&ITC 民巴化学 Bl ＇加。 内鳳寮 Zl49110Fll80 lロpサuルOタロンロ3チUア9ジ9ムド ヒ 1鍵 ロサルヒド配合健LDI科研』 lグイト 69. 90 

内周到臨 214904lF4135 パルサJレタシ 160ms:l旋 F 局 パルサルタン民160mg fYD』 陽泡盆 81 90 有用調長 2l49110Fll98 
｜ロドサロ岬クロンロカチアMジKド ヒ

1使 周 ロサルヒ F配合鍵LDI杏林』 キデョィ－オ9ンりメ 69 90 

内周燕 2149041F4143 パルサルタシ 160mgl健 局 パルサルタンl健160m< fZEJ l金星震品工費 81 90 

i内用薬 214904IF415l パルザJ’タシ 16 Omg l躍 局 パJレル1サルタン旋160田正 lアメ 共和薬品工業 81 90 

内＇＂医 21491101'1201 

iロドサロルクタロ2シロ~手，f3ジクfム". ヒ

1健 周 ロサル＜ ＂＇＇合鍵 LD Iケミ 77』 日本ケミ 77 69 90 

内局震 2149110Fl210 
｜ロドサロルクタロ ヒ

1健 局 ロサルヒドE合鍵LDIサVイ』 沢非製薬 69 90 

｜内周粛 2149041F4160 バルサJレタン 16 Omg l匝 局 パJルlサルタン鍵160mglイセ イセイ 81 90 内周到底 Z149110P1Z28 iロドサロルクタロンロ方チアPジワムドーヒ
l a定 周 ロサルヒド配合鍵LD＜サンド』 サンド ＇＂附

内用調際 2149041F4178 パルサルタシ 16 Omg 1錠 局 パルサルタン盤16 Om& rオ』ハ l火原案品工寮 81 90 内局寮 2149110Fl2~~ 
｜ロドサロルクタロンロ叫チアジクムド・ヒ

1健 ロサルヒド配合圃i!LDI三耳目』 ー和化隼研究所 ＂初

内周薬 214904IF4186 ’わレザJ’タν 1 6 Omg t盤 局 パルサルタン鍵160mgI軒研』 lグイト ..銅 内周到庭 2H9UOF1244 
ロVサロルクタロシロ淘チア”クジムド・ヒ

1錐 ロサルヒド配合艦LDlタカタ』 前図製薬 関＂

内周察 2149041F4194 パルザyレタ3〆 160mgl陸 局 パル.，.ルタシ健160m&l杏林』 ：ョ，ー＋ヲシリメ 81 90 内周震 2149UOP1252 ロ＂サロルクタロシロカリジクムド ・ヒ 1鍵 ロサルヒドE合健LD Fナペ』 闘辺三義製薬 69 90 

内周寮 2149041同制8バルサ，L，タン 16 Omg 1健 局 パルザル＇＂畢 160mg I•ケミ 日本ケミ 77 81 90 
フ

内＇＂＂＇ 2149UOF目的
ロVサロル.タロYロ＂＇守 '7,t・ ヒ E鍵 局 ロサルヒド配合健LD< Yルハ7』 鍋原製毘 69 9C 

内用漏 2149041F•必16 パルサルタシ 160m&l置 周 パ7ルdサlルタν鍵160mg サノ 目本蕪品工寮 81 90 内周到廃 2149UOF127由 ロドサロルタdロVYロMチe' dウムr・ヒ 1鍵 ロサルヒド配合健LD Eト＿，， 東和賀廃品 関＇＂

内用機 2149041F4224 バルザルタン l 6 Qmg 1旋 局 パルサJヤタν健 160皿Z EザP 沢弁書揮 81 90 内周震 2149UOF1287 ロドサロルクタロンロ≫Yジpムドーヒ 1銭 局 ロサルヒド配合健LD E日医工』 日医ヱ 6g 90 

内用環 2149041F・も＇＂ パルサルタン 160mgl鍵 局 パkルtサルタν鍵160mg•サV サンド 81 90 

内用実 2149~4IF4240 バルザJレタン 160mgl盤 局 パ8ルEサルタン健160m••?» l開図製薬 81 90 

内用察 Z149UOF1295 
ロドサロルクタロン努ロ3手0務ア，.ジム長ド・ヒ

1鍵 局 ロサルヒド配合鍵LD l日新1 日新製薬｛山形｝ 69 90 

内周到廃 2149UOF1309 ロドサロルグタロ ヒ 1錠 局 ロサルヒド配合鍵LD< zプロ』 '7ロ 6Q 90 

内周到髭 214!1Q4lF・位＂ バルザルタシ 160回＇ 1盤 局 パ－＜ル，サルタン提160nu:I？ナ 図辺三褒製薬 81 9~ 内周到医 Zl49110Fl317 
ロVサロルクタロンロカチアリジクムド ヒ 1鍵 周峰 4ロ＇サ－．ル， ヒド配合健LD 1::77イ ファイザ 69 90 

｜内胴裏 2149041F4267 パルサルタン 160mgl使 府 バ『ル，ザルタν鍵160mg l:YJY，.、 舗原製寮 81 9~ 内網実 2149UOPl325 ロドサロルクタロンロカ手ア9ジ.ムド・ヒ 1鍵 ロザルヒド配合健LD I明柚」 'i':i!! So 5g 90 
・ヲ？日

l内周業 2149041F4275 パルサJレタシ 160mgl綻 局 バr，ル，ザルタン鍵160mg，ト－ 東和薬品 81 90 内周業 2149ll0fl1333 
ロ？とサロJクZ，タロンロチカアリジクムド ヒ 1鍵 局 ロサルヒド配合鍵LD＜モチグJ 待問製薬 69 90 

l内用蕪 214醐 問問 パレザJレタシ 160mgl薩 局 パ〒ル畠サルタン鍵160mg •a医 自医ヱ 111 9~ 内周到廃 2160問21'1109 ミドド目ン塩融塩 2mg1健 ミ， ドド＇＂塩置眠＂＂ 2m,IサP 沢持製薬 16. 80 

内周誕 2149~41F4291 パルサルタン l 6 0皿.1値 周 バルザルタン鍵l6 Omg I日新』 日新畢白鹿 t山形｝ 81 90 内周罵 2160350111323 ｜ジシルヒ薗ド虫ロEエルゴタミンメ lmgl健 ジI同ヒド信ロ『イエルセイゴタlミンメシレ厳塩鍵 イセイ 560 

内周到巴 2149。41宇羽＂ パルサルタン l60mgl民 局 バロル『サルタン健l60mgIニプ ＝フロ 61 90 内周蕪 2171014G1275 -7~ジピン 10凪El健 -7，，.；：.＞ピシL提 lOmgI三和』 和化学研究所 6 60 

l内用調毘 2149041F4313 バルサルタン 160担.1値 局 パキ，＇.＇＿，ザaルタン健l60m& 177イ ファイザ 819問。 内周震 2171014G2310 ーフェジピン 20mgl健 -7~ジピンL健20mg I三和』 ー刷包学研究所 10 70 

l内用環 2149041F却＂ パルサルタン 160mg1鍵 局 バルサルタン健160mgl明拾』 ｜ザ~ ! ; ! So 81 9U 
a フ7ft，マ

内周到医 21710Z!F~323 アムロジピン~vル酸塩 2. 5mg l健 周 アセイムロジピンOD旋2. 5匝E tイ イセイ 17 40 

内用調思 2149041F43aa バルサルタン l60mgl鍵 局 バ~ルs サルタン鍵160mglモチ 待国製薬 81 9~ 内周策 21710:四割 アムロジピン..-.1:.Vll-iil:塩 5mg 1健 局 ~ ムロジピンOD’f:5mg イセ イセイ 32.20 

内用調民 2149041符-034パルサルタン , 20m<l昆 パ「7ルeザル：？＝－＇OD艇 20凪E tト 1東和実品 15. 70 内綱案 2171022F刊関崎8アムロジピンベ＂＇＂＇酸塩 l Omgl健 局 ア」，ムaロジピンOD"lOm< ［イセ イセイ 49 20 

内局寮 2149~1F6030 パルサルタン 4 Orng llli! パワルlサルタンOD鍵40回E ‘ト 東和集品 29 30 周藁 2171023HO附叩 硝酸イ yyルピド lOm.i:l健 周 ーf硝h酸ーイワY' ，，レピ＂＂＇ Omg 東和薬品 "" 
内用調医 2149041F7037 パルサルタン 80皿＂綻 バワルlサルタンOD健80血 E Iトー 東和策品 S4 6C 内周寮 2171023F2135 硝酸イYYA，ピド 20mgl健 局 ーf硝ι理ーイワY' ，，レピド鍵20mg 東和療品 760 

l内周鍵 2149ゆ411'8033パルサルタシ l 6 0皿.1提 パ「ルドーサルワタlンOD健16Omg 東京場... 81 9C 内周寮 2189015F50l国｜アウムト山ョk自ス由hタチVカルシ 20mgl健 局 7トルパ;r..？＂｝＇－＇：／ 匝20mg fl31!£ 日産工 69 80 
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内周薬 Zl8Q~l町3144 ピタバAタチン舟Jレシウ
ム

4mgl艇 ピタバスタチンCa旋4m<I科 ｜グイト 118. 00 内周藁 Z49lOOlF~200 ヵ！｝ 9／ゲナ・宅 25単位1健 A カ~ジノグナーゼ健25単位 Iサ0 東菱勇経品工業 6. 60 

内鋼業 21自開16F3152 ピタJ苛スタチン;t1JV$'? 4mi;: 1鍵 ピタパスタチンカルシウム1@'4mg 持民9駆 ＂＇・佃
ム

内用薬 24910lllF521B :;!)"!)9ノゲナゼ 25単位1健 カ＂シリジ省』ノゲりナl ゼ鍵25単也 昭和薬品化ヱ ..川0

内用薬 21B!IOI6F3160 ピ？,1＜；『タチンカルシウ 4mg lli;. ピ『モタパチゲスタlチシカルシウム健4m• 持陶製薬 118 0附
ム

内周到尾 322沼013D10769Aン酸第舷ナトリウ
1 ' タ3エ%シ『敵ツr第レ一ハ敏ヲナlト，.ム男坊位8. 同一 7.10 

ム
内，.，臨 219000雌2~~3 酷トエo~zロールーョチン 200mg lカプセル カトプヨセフ昆ロ ルーコチ『ン目B隈eエTスIテノレ 日医エ 5 60 

ール 1v2 o o 
内周累 32220131'1157 クエン陸第候ナトリウ 候5Omg 1健 クロエインl融第 献Na健50m匝『サ 沢井製薬 5 60 

ム
内周薬 22Z40011'4056 ーベントキシιpンタエン 30mgl提 ベ皿シEト『キ1シGベf' Yタエン酷塩健soi民生息製薬 5 40 内周薬 32220131'1165 クヱン酸第骸ナトEウ 接 50mgl盤 タzエr＂ン酸J如第、一ラ候lナト Hウム健SOm 鍋岬製薬 5伺

ム
内，.，. z23goo1G1020 7YプロキY ル塩世塩 45mgl健 アンプロキ『YーE凡I塩草塩槍放OD健 直皐策品工業 四回

45m,. Z 
内用累

3…5 
Yi:zA苧ゾル 50皿＇ 1健 シロ瓦タゾルODll¥50mglK 寿製剤隠 57 40 

。

内用寮 223Q001G10~9 アンプロキY-1..-- 45mgl蛙 ア4シ5プ－ロ－ "rや，＿ワ·~レ温I 酸温徐放OD民 沢井製薬 31 60 内用調医 33舗の°＇肉＂＂ Vロスタゾール 50皿＇ 1使 シロスタプ ルOD屍 50皿E ケ 日本薬品工業 57 40 
畠ξ

内綱案 2239001Gl047 アン7ロキY ル塩酸塩 45mgl錠 ア4シ5プmロEキ『；ープルロ塩1酸塩徐放OD錠 ープロ 315淘 内用薬 3399晒-021'4051シロAタゾ，，. lOOmgl健 シ『ロ町スnタaゾールOD健 100mg 痔製薬 102 70 

内周集 2239001N1178 アンプロキYル樺酷塩 45mglカプセル アルン4プ5mロキ.~z＇~殴塩徐放カプセ 金星薬品工業 38. 60 内用薬 3日開削2P40~0 シOAタy ,.. lOOmgl健 シ『ケロZミ; ゾ7ー1ルOD鍵 lOOmg 宿本薬品工業 lOi. 70 

内周濠 ＇＂関 OlN1186アンアロキ Yール塩酸塩 45mgl;tlプセル アルン4プomロキE~ーRル匿糧Z自I費温徐欽カプセ 目隠エ 38.60 門 m無 間醐聞潤 シロスタゾ Jレ 100皿＇＂＇ シ『マロスイタラゾシーTルOD健 lOOmg マ，tランZ民業 '"" 
内用業 223SOOHl11，。 アンプロキY-ft，塩酸塩 O. 3%1mL ア現ン周プ0ロキ3%ソ】「ルT筆C画k監塩rシロ7プ小 炭田包学 ' " 内周薬 33g90o~p』120 ヂ日マクプスロスト アル77 5 J.I il 1健 ；－；プsN ロ；tトアル7ア7タス健＇＂ γ.－ノケミカル 37 20 

内周＂＇ 225S003Q1133 トPメトキノ ル塩酸塩 0 1%lmL 児ト周Pメ0トキ1鳴ノ fルT筆C画F臨C調1区、ンロァプ小 炭田包学 3 90 

内局案 23250山α＂＇ シメチジン 40明 1' シメチジン細粧40枯『トー，， 東和療品 7 5"0 

内周策 3隠9ゆOC3Fll3B 日マプロスト アルファ 5 μ II: 1鮭
」日；」甲... z_ププ『4干ロロ~スパ－' トトアルファデタス鮭＇＂

テパ製薬 37.20 
ス

内局薬 33990~31'2~37 ヂHTクプスロスト アル77 1 0 μ g l健 アルファァタス健10 アバ製薬 82 80 

内，.，. 2325関361120フアモチジン 10弘l' 局 77モチタン散10弘 l否梓』 キ－ョ，ー~・－Hンリメ " 80 
内用調区 3399004lil137Q イヨサベント醸エチル 300皿＇ 1カプセル イ0~ ヨサEペfンCHト酸Iエテルカプセル30 長生盆製薬 17.20 

内用調隆 232500沼田＇＂ 77号チジン 2%lg 局 77号チジン散Z弘 I杏林J キ－ョ・－畠4Hンロメ 21 9加。 内用積極 3持切041'11387イロサベント酸ヱチル 300皿EEカプセル イOm ヨサeペ［Hン，ト園l陸エチルカプセル80 原沢製薬工業 17.20 

内用累 2325004111096 ロ凶hキサH 出チジン酢酸AAテ 75"mg1≫プセル 局 紘ロキカサプテセルジン7酢5酸エス『テ妙ルり塩d陽t故主徐 沢弁製寮 23 90 内用調庭 33凶1004Yl395イコサベント醍エチル 300mglカプセル イ0m ョサgベfンフソト酸ーエlチルカプセル80 会長桑寮品工業 25. 60 

内周到底 232500姐却＂ 崎ロキ臨サチタン酢目度エステ 3~. 5m'1＞申ブセ 局
綾ロキカサプセテルジン3酢1厳エ5mステE'r睡＋眠ワ宙イ開' 沢弁製薬 15 00 

Jレ
内用薬 339四Q5P1277ベラプロストナト日ウム 2 0 μ g 1健 局 ベ『ラTプGロIストナト Hウム綻20μg 受生盆易燭E 36 10 

内用薬 ＇＂駒田 lilll70エサチジシ 150mgl 3相7セル周 ＝ロザイチlジン方プセル150mg ザ 沢井Z腿薬 25 30 内周薬 3949002Hl34 ベンズプロマロン 25皿巨 1健 Aンズプロマロン健2Smi;: アメ 共和薬品工寮 "" Jレ
内周策 2325削剥2134－ーザチジン 75mglカプセル 局 ニJザ，チジンカプセル75m• rサワ 沢井島国 16. 61日 内周薬 3949~~2H142 ベンズプロマロン 25me1屍 ベ円ン目ズプロTロン健25皿z Iト］ ｜東和第晶 5.80 

内周策 問叩E醐 アルジオキサ 1 0%1 g 局 7，レジオキサ頼粧 >0%『トーワJ 東和薬品 6. 60 内用薬 396100~Fll76 グPベシク7ミド 1. 25mg1盤 グ『リrベr.ンEクフミド僅 1. 2 5mg 長生盆製薬 5回

内用寮 2329ゆ02112181アルジオキサ 100mg l鍵 局 アワルlジオキサ提l0 Omg l ト 日便利薬品 6 60 内用薬 S問610031'1184グ＇＂Yクラミド 1. 25mgl健 F『~ペ布ンi ク7ミド錠 1. 2 6国車 ー制包学研究所 "" 
内局案 23!9011Cl2M Y771レコン 1 0叫l' Y77A’＝ν細粗10% トヲ』 東加喋品 ＇＂”。 肉用調臨 S沼610031'22~7 グP＂ンタヲミド 2. 5mg 1健 グG'"Yク7ミド健2. Smgリ 長生堂製薬 5的

内用疑 2329011C2117 Y771レロン zo帖 1' YファルコY細担20判 IJG! 実生堂開業 14 20 内周累 39:61003F2.245 n’4ンタラミド 2. Smg 1鍵 グPベνタラミド提2‘5皿E r 三和包学研究所 5 60 

内用策 2329011C2126 Y77!1’＝コン 20悦 1' '/771レ司ン細粒20弛 IトーヲJ 東和薬品 14 盆目。 内周＂＇ 3961008F4100 グ日メピ日ド lmgl艇 グ＂PメピリドOD罷 lmg＇ト 東和策品 10 60 

内周寮 2SZ9023Fll28 ランYプラプール 15mgl健 ラfテンパYプ『ラゾルOD健15mg テバ製薬 34. 80 肉用覇権 39610CISF6107 グ日メピロド 3mgl鮭 ワグtPメピP•oD蛙am, Iト 東和薬品 25 30 

内周寮 232902悶1'21247ンyプ7ゾ，~ 30mgl健 ラ『子ンパYプ『ラゾールOD鍵30mg テバ製薬 61 80 内用漢 39610081'6090 グリメピ＂ 0. 6mg l提 7 「 Pι－メ~.PドOD鮭0. Sm耳 東和薬品 "" 
内周薬 2344009Fl0~6 酸化マグヰvOム 250皿＇ 1錠 酸ン化zマ－グ1ヰシクム健Z50血 Z 『ケ ’S栄製薬 "" 内用震 3962002Plll0 メトホルミン，...軍 250皿耳 1鍵 周 メr，トホMルEミン塩酷塩健250皿E シオJ ケミ~，レ "" 
内用薬 2344009日＂＂ 陸化7グネシ！？ム 330皿＂健 酸ン化ェマ－グ1ネシウム健330mglケ ’S栄製薬 Ii. 60 内周薬 羽田CU4FI322 噌 Pボス o. 2mg l健 局 ポグDボ A健0. 2皿z r J G』 長生盤製薬 16 60 

内局案 2344009”40£0 酸他マグネシウA 5 0 Omg 1提 酸y化ヨユマ』ーグlヰシOム健500mg『ケ ’S朱製薬 E 60 内局寮 39陥QC04F232Q ヮ ロポ五 0. 3mg 1蛭 周 ポグ日ポ兄健0. 3mg JGJ 長生堂製薬 2.3 so 

内用薬 235"40的31'2383センノシド 12mglli: センノVド佐1Zm, r7，レハヲ』 ｜崎原製薬 50附 内用疑 3999004Cl04D シタロA司tpン 17%1g シザークロlスポH ン締粧 17 出 •77イ マイ 7Y製業 開聞

内周薬 """"""'" ピウムロ＊スル和フ働ァ トナトリ 2. 5mg 1碇 、 ピ『サロスワルイフlアートNa健2. 5mg 沢弁製薬 5 6-0 内周＂＇ 399団＂＂伯臼 !10シタロ見市Hン 1 0皿g1 ：；！）プセJレ シfクヲロ，ス，aボ~.ンカプセル10包 g マ4ラン製薬 84 40 

内周業 23590051'1242 ピウムヨフスkル－フアートナト9 2. 5mg l健 ピョスルfッアァ トナトリ クム艇z. 鶴原製薬 5 60 
5ml! /IN、号

内周薬 39句ゆ011411•も117 シタロ月ポpy 25皿.1カプセル シ『タ7ロ『F月’ポ・”H叶ンカプセル25mg マイラン製薬 l!iO 70 

内凋薬 235900551306 ウピムEブスk和ル柏77 トナト日 0. 7 5悦 lmL. ピ5o/.A『Aト’ー77 トNE内用被0. 7 東和東品 10 50 内用勇軍 四回004誕5113』ンタロニ『ポMン 50mglカプセル シクロスポ＇；ンカプセル 50皿直 マイ 7Y製累 肺 10

内凋策 23”。。隠1313ピウムコス米J和レ助ファ トナトP 。‘ 75%1mL ピo＂ス7ル5%プアrー，，トレナハヲトリlウム内周被 舗原製＂＇ 10 50 内用調庭 39gga13F1347 エパルνス.y卜 50mgl鮭 局 且7パTルtレ貝タyト使50回目『ケミ メティサ穀業 64.Ga 

内周累 ＂＂鈎051'12~0 ドン~!Jrン 5mg 1健 ドンペ日ドン提5m5Iアメル』 共和薬品工業 6. 6泊 肉用調高 399Q01幽ioaoメトトレキサート 2mglカプセル 周 メ『＋トントレ＂キlサートカプセルZ皿Z サンド 185 10 

内用累 23990（出51'1248 ドン＂＇ドン 5mgl盤 ドンベFドン健5m,Iサワイ』 沢井製薬 6. 60 内用禁 39咽Q018H161アムレヰ畠ン品ドロン醜ナトリウ 5回国 1鍵 局 アレンドロン蹴旋Sm,Iテパ』 テパ製薬 58 70 

'"'"-23990附5Fl266 r：：.－~9 rン 5mgl厩 ドン＂＇ドン綻 E皿s ，，ルハ7』 r-・・-- Ii. 80 内用実 何回Ol8Fll70アムレ＂・ιンιドロ y.. ナ卜，. 5皿＇ 1便 局 4ア，＿レンEドロン酸匪E回E •77イ マイラン製集 45 90 

内，.，. 23!W005F2350 ドン＂＇ドン l Omg 1健 ドンペPドン健lOmgIサロイ』 沢弁製策 6. 80 内周寮 3999018F2168 アムレ・・－ンーιドロン酸ナトPウ 35mKl佐 局 アレンドロン酸蛙S呂田E lテパ』 テパ製薬 362 40 

内局員廃 23鈎Oll5Rl210 ドンベ9'Y 1略 1• , ドンaベFFンDS小児用 1%＇サワ 沢井製薬 1•0附 内用調区 羽明0181'2176アムレ．『ν・－・ドL ロン酸ナトp0 35mgl使 局 ア.. 』レ四ン守ドロν酪健35皿E 77イ マイプシ製策 314 70 
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区分 薬医価薬基品準ヨ収ー．ド 成分名 続格 品名 メーカー名 薬価 区分 薬医価薬基品徴ロ収ー織ド 成分名 匁絡 品名 メーカー名 薬価

内用薬 42Q10~BF1073 7λ，？，ド 125mgl龍、 舟フFル』ータミド健125mg177イ 7イ 7~製薬 170 30 内綱案 6241008F2178 塩酷シプロ7ロキサシン 200mg l陸 シ『プS明ロrフlロキサシン鮭2OOmg 沢井易櫨 37. 20 

内用調隠 必91009Fl2側 ピカJレタミド BOmgl鍵 ピカルタミド健且 O皿Z Eテパ』 テバ製薬 3gs IO 内周到隠 625000201202 アシクロピJレ 40%lg アシタロピル頼粒40% l タ~タJ 高岡製薬 13'し30

内局累 42910111'1079 イマチ＝ブメジル酸塩 100田直 1鍵 イpマ，チプ健lOOmg IDS£ 第三共工X77 l,S4日.30 内周薫 6260附｛）2Q3045アνクロピJレ 8%lmL 周 ア占シE タロピルシロ 778弛 I夕方 高岡製薬 36.60 

内用調医 42910111'1087 イマチープメシル世塩 lOOmgl鍵 イ~7チープ健10Omg 'NSK エル景品 1 S40. 30 

肉用調際 42910111'1095 イ？テープメシル檀塩 100mgl健 イ7チープ健100血E 『ープロ』 ープロ l, 5似030

内用薬 42910111'11四 イマチ戸プメシル圏直塩 100皿 gl使 イマチF プ健lOOmgI明治I Mot;~ ，： レマ. 
1. 540. aa 

l k. 

内用策 6290（加。陪IU151プル＝ナゾール 50mgl.≫プセル

フ穀悲fルサ2詩野シナドゾ告炉，ー写ル；；；カ苫百プセル50mg

サンド 382 90 

内凋策 62900飽111160 フルコナY Jレ 5 Otng 1 ;IJプセル プセル50mg' 日医ヱ 221.90 

内綱案 62900腿M215S フルヨナゾール 1 0 0皿＂カプセル プセルlOOmg サシド 49B Ga 

内用薬 4291011F2日24イマチ・ープメシル盈塩 200回＇ 1佐 イマチプ健200mg 1=.7ロ』 ープロ 2, 953 2a 内周薬 ＇＂閲 02M2166 7/V::Iナゾル 1 0 0皿 gl .≫:7セJレ 7『＇sレ隈ロナtゾ1 ルカプセJレlOOmg 日産工 498巴＂

内凋罵 4291011F2日32イT チープメシル腫塩 2 0 Om1: l鮭 イマチニプ健200皿•＇明拾』 ':': l ; l s. 2 953. 20 
. フヂルマ

注射訓臨 lll!M02All03 プロポ7才－.v l~oom,2omLl プfロFポKフlオ ＂静注 1悦 20mL プレゼーウスカ ... 
ピジキパシ

内綱案 4413aa41'12!14 メキタジン 3皿＇ 1健 メキタジン提3mgfTCKJ 反日包学
' 60 

注射薬 111!1402A2134 プロポ7*ル 1,::oom,00皿Ll プ『ロFポK~ オル静注1%5白血L 7レゼ－9;;<;;:(1 "" ピジャパン
内局寮 449吻01加2024，，，ンルカ見トホ事端 225mg lカプセル プ『ラ日Y醒ル.，：~x ト~7セル22 5阻 E 日医工 Ga aa 

内周蕪 4490020F13E7 セチロジノ組酸塩 早田昌 1健 月号 セ.. 』チー' ..、’事揖塩健5mg 177イ マイアン製剤民 31.9日

注射寮 1119402.¥3084 ロポプオール 1g1 0 0皿LI瓶
プサ『『ロF白ロ書ポチK干ル：渇酸・－ナAト：注Pム＂静ι注lOOmL 

フピジνセャパユタンスカ 1 00~ 

｝』R U43400A2149 サリチル融ナト目。ム E明 lOmLl官 0. 5 g 日新製罵（山形｝ " 
内局案 4490020F2345 セチリジシ塩陸直 1Om1:1健 局 セチ日ジン塩睡塩鮭1o BMDJ ピオメァィタλ 46 20 注射療 1214400.鳩町60塩園＂ドカイン 0. 5%5皿Ll管 書P• .＇＂イン壇画塩注 0. s弘目白 日新怠瞳〈山間 関

内周薬 ＂凶崎02aF2~53 セチロジユ〈塩酷塩 lOmgl健 局 セチHジシ塩暗塩健10回E ,,, マイラン製薬 46 2a 注射震 1214400A6067 塩融リドカイン 0. 5弛10皿 L＞管 泊日＂＇ドカイシ塩陵塩注0. 5拍 i日 日新製来【山形｝ 68 

内周震 449ゆ023目＂＇ ｜フ省zキY7~ナジン塩政 60mgl蝿 局 フEェIキYルYハ7，ラナlジン塩酸塩催日 Om ‘思艦’E
31.10 注射驚 1214400.肝明3塩酸リド~イン 1首 5mL1菅 日ドカイン塩草壇註1%『日新1 日薪事四 t山形j '" 

内周薬 449002~F2292 r宣 ... ，フエナジ唯麗 30mgl健 局
フz＇キツルYハフェラナl, 

SOm .，原製獲 24 3a l注射猿 121“OOAB旧河 I＇＂＇＂＂カイン l判 10皿 Ll菅 日ドカイン塩離塩註1%I B新」 臼調既製援｛山形｝ 85 

内局案 ・449002目指'3116I，喧＇＂＇.且キY7•ナ＂~塩.. 60皿＇ 1健 ~·キ~~.且3ナ1 ジン塩酷塩OD健 6 栂進盆 41 40 注射寮 12144附OA90略目 塩盈Pドカイン 2首5皿 Ll智 日ドカイン塩酸塩注Z弛 l日新』 日新製累［山形｝ 58 

｜内局案 4490023阿074｜叫＇；.,., 7. r＜＞~醐 30皿＂健 フ0民キ~~：；ナlジン鑑陵島区OD鍵 3 エ冒”ルaメァドエ 31 ga 注射篠 1214400ffl063 ｜塩..，ドカイン 2判 10皿 Ll菅 日＇＂イシ塩酪寓注 2'も l日蔚J 臼新型..【山形｝ 117 

内周到際 “900231'4082 Ii::＂＂＇フエナジン岨 30mgl健 ~·キ~~zナジン塩雌塩OD鮭 B ，，、格化工 31 ga 戸市 2171402All59 ｜ジピFダ号ル 0. 5百 2mL1管 ロジEFピr日aグモール静注椛lOm• E日 日医エ " 
｜内用薬 449刷唱団組＂＂ 1；；・判フエナジ唱厳 6%lg フfェeキ泡~：·ナジノ塩酎櫨DSO% 商関製薬 67 90 注射擁 2325鍋OA1239シメチジシ 10%2mLl菅 シメチジン注ZOOmg IN P』 ＝プロ " 
｜内周鶏 益4900251'3140オロパタジン塩町塩 2. 5回＇ 1健 オg ロfパトタ－ジnン塩随塩OD院 2. 5m 東和薬品 24. 00 注射薬 2326400Al247 シメチジν 1 0弛Z皿 Ll菅 シメチジY注射棺20 Omg l F】 東加薬品 '" 
内用実 44900251'4146 オロバタジン塩酸塩 5皿＇ 1健 オfロE、パ』タりジlン塩陸塩OD"'5mg 東和察晶 30 50 注射寮 お25401A3CMO77壬チジン 20皿E20血 Ll菅局 77号チジン静注20皿 E L菅栴J キ冒＿，~pメ 137 

内用薬 44900271'1200 ロ7タ＂ン 1Omg1鍵 ロ7タジン＇IE:lOmg fCH』 f更生盆製薬 6珠＂ 注射.. Zじ325401A4046ファモテジシ lOmglOmLl菅 周 ファモチジン静注lOmgh苦杯』 キ－~：9ンP, " 
内，.. 449002げ喰2268ロ7タチン l 0皿＇ 1健 ロ7タジンODli!l0皿匝‘ CHJ 長生公製ヨR 53 40 注射寮 2391400G5aS4 グ，－セトロン塩酸塩 1皿 11:5 OmL l提 グ区ラ／~セ0 トロヤン『点H摘官静t 注パyグ1田 先製鋼眠 1,362 

内周衆 449002η喰lOBBロラタジン 1%1g ロラタジンDSl悦＇ JG』 －~ 1111. 50 注射寮 3136403111230 メヨJ・＜7 ミ~ o. 5mg 1官 メ『コトパーラワミン注射植soo"' 東和来品 " 
内用寮 6132005C1240 セファクロ＂ 100皿 glg 局 セGフlァクロル細粧小児用 103r J 長生盆製薬 16 20 注射寮 3311402G7092 生理食.. 被 10皿LI筒 生食注＂＇ンジ lテパ：J1 OmL テパ恩来 11< 

内周業 613200~Cl258 セ77タc,V lOOmglg 局 セワイ7;タロル細胞小児用 10弘 lサ 沢井•ll!J罷 "・" 注射察 3311402GS099 生寝食祖区桜 20凪 Ll筒 生食注シPンジ lテパ」 20皿L テパ製薬 134 

内周集 6l321Kl6Jil2<“ セ77タロ＂ 250皿＂カプセル用 セr~ アr.タlロルカプセルZ50m1: 長生盤調議 22. 60 詮却累 3311402P2090 金三宮食筆被 E皿L＞而 草食H;V!Iンジ lテバJ5mL テパ製業 no 

内周寮 6132関5111253セファクロ,v 250mgl；白プセル周 セ＇~N7タlロルカプセル250mg シオノケミjJW ＇＂＇”。 注射薬 3日制0~,\2208 ダルテパ日ンナトHPム 5り，Z〆000低分子へパ グ，，~伊－パ.＇，シA~：！ ，注5000単位 ヱール粛品 "' 
内用疑 6132005HJ.ZGI セアァタロ,v 250mglカプセル屑 セ『ザプアワイクロlルカプセル250皿 Z 沢弁..... 22 60 注射来 3回＂噌40ID1179ムレボホリナ トカルシウ 25mgl瓶 用レボ2ホ5Pナzーf妙トカシル＂シ1ウム点滴停注 サンド l, 020 

肉用量廃 6132DllF1128 セセチプルポドキ，，.. Jロキ lOOmgl健 局 セo：ボEド『骨キシワイムプlロキセチJt..lll10 沢井墨田罵 ＂叩 注射割高 39294。・!02167 レポホリナ』トカル，，. JOOmgl楓 用レポ1ホ0リ0ナmーaトfカサルンシドウム点滴停援 サンド 3, 322 
ム

内用調区 6132011Rl086 セセチブポルFキシム プロキ 50mglg セ里用7ポ...ドキ『暗シムりプdロ1キセチ1'DS小 沢弁B踏襲
" 60 

注射薬 ：問。醐46レポホリナ トカルν. 125mg1揮 レ回ポ，ホq リRナ トfサカルンνドワム点滴静注 サンド 5,332 
ム

内周薬 6149002Fll77 ロキシxロマイシン 15 0皿＇ 1健 ロ『キサ~イスロl マイシン健150mg 沢井魁業 29 90 

内用震 6149002FU85 ロキシxロマイシン l50mgl健 ロ『キ目V匪Z主ロl7イシ：.－lli:l5 0皿昌 日医工 29 90 

注射寮 309陪407DJ133 ・77司＇＂＇タ 7トメシ川， l 0 0皿＇ 1瓶 ナ相ヒ1 ア~，ル~『モ皿ロ目ス院ン匡酸τタ『ナ7ァl Yトト－メPシウルム陵聞虫軍注睦射2用5 

3仮差薬品工業 l,435 

注射集 ＇＂＇胞 40防Al295ヒアルロン酸ナトリウム 1私 2. 5皿Ll管 日医エ '"" 
内周到隠 61'蜘＂＇醐 アジスロマイシンホ和助 l 0 0皿＇ 1' ア『γジスCKロマlイシン細胞、児用 10% 辰巳化学 19'し＂ 注射薬 四＂叫 1417 ヒアルロン盟ナトPウム 1拍 2. 5mL l簡 ヒア.ルシロりンシ酸ジナrsト隈”Iワtム，関節注25 日産エ ,,, 
内局襲 61490041'119に2アジ＂＇ロマイシンホ和物 250mgl能 アCジKス1ロマイVン健250mg『T 辰巳化学 146 30 注射寮 3g99生11A40S3,. Yグレルナト Pウム 80mg4mLl智 オ『ザIグPJ レルNa点摘静注目。皿E アイロム製薬 1,245 

内用実 614900側1060アジスロマイシンホ和物 lOOmgl.カプセル ア0ジ0スmロEマ『イTシCンKカ！アセル小児用1 辰巳化学 133 50 注射簸 3999411G4043 l『 グレJレナト Pウム 日O且 1t4mLl簡 岬『IグPレルNa 注目 Omgシ＇~ジ アイロム軍団E 1,915 

内周蕪 6219001Hl099 サ7ゾスル77ピ＇＂~ 5 0 Omg 1寵 ザ0ヲ皿プEスfルS~； ピロクン踊溶鍵50 Vオノケミ舟Jレ 27 40 同市 ＂＂岨 3Al052 レドロン薗水和物 4mg5mL1凪 ~レ＂ドロンt量点構静注4mg/Sm. 富士易自築工業 18, 105 

内用灘 6219001H20S7 サテゾ＂＇＇レ 77ピ引ジン 2 5 Omg 1健 サ0ラプスf，~~； ピロジン踊博蛙Z5 V才ノケミカル n 閃 注射訓廃 39関423凶1060ゾレドロン醍＊和物 4mg5mLl嵐 ゾTレ［NドKロンl醜点摘静注4皿 g/5皿 Ii<図製業 18, 105 

内，，，眠 62410081'1147 塩量シプロプロキサシン 1口口mg1鍵 シrプSWロ：ロキザシy龍 100mg 沢井製菓 23 9~ 注射訓医 39的凶＂附 ionゾレドロν園水和物 4mg5皿 Ll瓶 プレド「サロンワEイ量点l摘静注液4m,/5 沢弁製薬 18, 105 
mL  
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区分 薬医価薬基品調ヨ際収】総ド 成分名 規格 品名 メーカー名 業価 区分 業医薬鏑基品司ロR収ー俄下 成分名 匁格 品名 メーカー名 薬価

注射擦 3QQQ423Al087 ゾレドロン酸ホ和物 4皿g5mLl瓶 ゾrレfサドロンンド酸1点摘傍注4皿g/5m サンド 18, 105 外周策 11釘700]3254ジタロ7ェナクナト，. 50皿＇ l個 ジmタ.ロfフ回ェ医ナ工ク1ナト，.ム坐刻50 関医工 27回

ム
注射篠 3QQ9423A109店｜ゾレドロン酸水和物 4mg5mLl瓶 ~レI目ド医ロ工ン酸1 点満静注4mg/5m イセイ 18, l日5 外周業 1319727Ql220 ノルフロキサシン 0. 3%1凪 L ノfルNフfロkキPサIシン点賊液0. 3% 日医工77-"'7 42 30 

注射孫 39Q9423A1109 ゾレドロン陸木和物 4mg5mLl旗 ゾレ＝ドプロンロ酸l点摘静註4mg/5m Zプロ 18, 105 
, r 

注射訓区 3999423Alll7 I Yレドロン酸ホ和物 4mg5mL1瓶 m yレLド「7ロンT酷イ点ザ摘ー静l注被4mg/5 7イラン盟藁 18 105 

外鋼業 l319739Q1304 ラタノプロスト 0. 0 0 5悦1皿L
ラミ『＋タドンノレプァドロλト点眼植0. 0 0 5＇）も

サンド 482 90 

外周薬 1319BlOQ1070 フトロリンピ虚カ酷ミ塩,. 7耳目レ lmL PンF点目廃液 日東メアイフタ 24. 60 

注射寮 3999423All2店 ゾレドロン陸水和物 4皿g5mL1瓶 プLレ『ヤドクロFシ＂酸ト点1摘静注4皿，／ 5皿 バイオテyクベイ 18, !OS 

注射寮 3999423A3~20 ゾレドロン酸ホ和物 4皿glOO皿Ll袋 ゾレドロンザ融グ点f滴N静K注l4mg/10 高図製薬 18, 105 
Om  Lパ

外周案 223370附Gl070アセチルシ見テイン ｜曹17. 6 2%2mL1 
ア入ホ九セ用ピ’確チョドルーン2シヨヲowースlテノドイトV%ンNグ『ルシa塩固，＇；：3ワ、l吸

昭和薬品化工 50, 10 

外周累 22601011'1379 ポピドンヨ ド 7判 lmL 昭和薬品化エ 2.40 

注射察 3999423A3D39 Yレドロン離水和物 4mg100皿Ll袋 プaレmrドパロンマ酸グ点『君サ臨傍ノ注フ！：＂畠／ 10 アイロム製累 18, 10~ 外用禁 2399714J10民9 ドン~，ドン l Omg 1個 ドンベ日円借胡~lOmg fJG』 長生盆製薬 34 30 

注射訓区 3999423A3l凶7 Yレドロン融水和物 4mgl00皿Ll袋 プ0レmrドパロンw酸グ点『滴1ドー傍注η4mg/l o ，便利第品 18 105 外周到民 239Q714]1077 ドンベ日 ドン l Omg 1恒 ドンベHドン坐剤 lOmgI日新』 日新製薬【山形J 34 30 

注射寮 ＇＂思 423A3D55ゾレドロン酸水和物 4皿g100皿Ll製 プレドロパン酸ヴ点グ爾「静日注民披主~mO/ l 日医工 18, 105 
OOmL 

外周察 2J9Q714]2065 ドンベPドン 30mgl置 ドンペ日ドン坐剤30mgI JGJ 長生堂製薬 47 50 

注射薬 3999423A3063 fYレドロン量水和物 4mgl00皿L1'! プレドロンザ融グ点『滴＝静プ注ロ~mg/l 0 =7ロ 18, 105 
Om Lパ

外周累 2399714JZ073 ドンベPドン 30mgl画 ドンベEドン坐剤30皿E 日新』 日新艶震仙形J " 9  

l注射実 3999423!3071 ゾレドロン離木和駒 4mg100回 Ll袋 γ0レ0ド－ロT バン酸ψ点グ補『修フ詮ァ桜イザ4mー？g/l 7イ7ン盟＂＇ 18 105 外周翼民 オキシ：コナプール硝醗塩 lOOmgl健 オmキeミノf司Fナlゾ ル硝酸塩腫量産100 ＂土製薬工業 48 70 

注射薬 3ggg位3A3関問 ゾレドロン監＊和物 4阻耳 l0 0皿Ll袋 ゾ0レmrドバロシッ酸グ点『構ヤ静ク2注レ4トmg/10 バイオテyクベイ 18, 105 外局累 25297も智也＂＇＂ オキシヨナゾ』，，，硝酸塩 6 0 Omg l鍵 かmキEνr~ナIゾール硝酸壕盤..500 富士製薬工禦 256. oa 

注射寮 4240405A3072 ドセタキセル 20mgl皿Ll瓶 ドセタキ「セNルK点l滴静也被20m_g/ 岡本化案 10,99? 
l rnL 

外周寮 2612701Q3440 ポピドンヨ ド 10%10血 L ポ~ピ． ドンヨード外用被10弛 l日 日新...，山ゐ〉 14. 70 

注射震 4240405A3080 ドセタキセ月寸t和物 20皿glmLl瓶、馬 ド官セ四タ官キ『セザルワ点イ摘l静注綬20mg/ 沢井製薬 10,997 外局案 2634710Y1085 ゲンタマイシン硫.. 塩 lmglg グ『インタワマキイシン硫酸僅軟禽0 l % 岩掠製薬 8.20 

注射第 4240405A407噌 ＇＂タキセル 80mg4mLl瓶 4ドセmタLキfセMルK点l滴鯵陸続8Omg/ 日本化議 38,480 外周到区 264971951355 イシドメタシン i枠10cmX14cml インドメタシンパ7/70mgIB ピオメァィ，，. 19. 30 
MD  

注射訓区 4240405A40町 ドセタキセルサ〈和物 8 Omg 4mL l瓶 局 4ドセmタLキfサセルヮ点，f補t修法被－aOmg/ 沢井思案 38,480 タ専用薬 2649729回 231ケトプロ7且ン 7emX10e皿1枚 ' ケ＂ト、 プロ7~シテープ 20回 g 18 ピオメァイ安広 IZ.Sa 

注射業 611940102腿6ァイヨフラン 400mgl瓶 テ民イ『＝トプ－ラ？~ン点粛静注用400m 東和薬品 4,293 外局集 26<1.972953165 ケトプロ 7•>' 1枠lOcmX14cml MゲDトプlロフ且Yテープ4Omg I 8 ピオメァィク見 18 10 

注射第 613140301250 ピベヲシ＇ンナト HPム l • l瓶 局 MピベEヲシ日ンNa注射用 1g 's シオノケミカ，，， "" 外＇＂＇廃 26~Q734S502Q C タロ7：ナクナト H• 1鋪2,0•mX14oml ジEクfロF フ』ー且ナルタNaパ，－728 Om  三友覇廃品 3~ 40 
ム

注射集 61314030225沼 ピベラシ＇ンナト F.ム 2' l瓶 局 ピベラシH>'N a注射用 2g IS シオノケミカル 261 外周到院 2649n5S2261 ロウキム氷Y和プ物ロフzシナト9 7cmX10c皿1枚 ロW キ『~－プ－ロ 7~ンNaテ』プ5Om 三友寮晶 15 50 

｜注射罵 叩 醐1'1149セフォチアム塩酸塩 250mg E瓶 局 セeフr分sチNアEム塩園陸塩傍注凋0. 2 5 シオノケミカル "' 外周譲 2649735出荷量 ロウキム水Y和プ物ロフzンナトP i色~OomX>4o回 1 目ロキ白y『；古ロFブEェンNaテ・71 0 0 三友薬品 23，。

注射察 61324001'2188 セプオチ7ム塩酸塩 5 0 Omg 1楓 府 セfプSオNチlアム揮酸寝静盗用Q, 5 g シオノケミカル 273 外周集 26‘QQSO岨11186ヘパ9ン類似物質 l' へ，，パ1Hン摘似物質ゲルo. 3% rテ 大正薬品工業 650 

目黒 6132400113206 セフォチアム塩酷塩 l 'l瓶 局 セト直フEォチアム塩融塩静注用 lg IS Vオノケミ.，レ “。 外周寮 6250700帆＇＂ ピダラピン 3%1g ピダ7ピン軟膏呂拓 lト ワ』 東和灘晶 125 40 

注射縫 613240101的時 セアァy' z〆ナト H.ム 2 5 Omg l瓶 局 セr~~ ； Y>'N 回注射用 O，且，， ＝プロ " 歯e科割" 2710S06Ul056 塩＋酷，，，リ’ ドカイン・アドレ 1. 8mL 1曹 エl.ピHド配合法歯軒用:JJ 1-!J yジ エプロ 60 90 
SmL 

注射薬 6132401D3200 セ77yPンナトHウム l 'l掘 局 セpアEアYPンNa仕府周 l< N ヨプロ "' 
注射業 613240104206 セ77Y!JVナト，，ム 2gl瓶 局 セ0;'7Y>>'N園註射用 2g •N ＝プロ '"' 
注射灘 6132401G3087 セプアゾPYナト四ウム 1復1権Z:ii，：；~盟付3 会 Jセ，：＇ゲ＇； NHンPN a吊珊胃注用 l• ープロ 6開

注射累 6132i18Fll49 セ79Vジムホ和物 SOOmgl旗 局 セNフlタジジム静注用 0. 5 g 's シオノケミカル 414 

l注射累 6132418"2151 セアヂデグム＊和物 "l瓶 局 セフタジジム静注用 lg I SNJ シオノケミカル "' 
注射寮 6152401F1154 ミノサイ夕日ン塩酸塩 100皿.l瓶 局 ミノザmイ区タ『；ン1温圃盗点補静注用1 富士製薬工業 '" 00 
注射薬 7~194t5r.607I イオへキY Jレ 1；：惜． 4自悦 lOOm イ0オ0へmキL＇；ーHルR350註シHンジ1 光製薬 6 525 

注射驚 721941565080 イオh キ，＿，レ ~：簡4日弘 lOOm イオペ日ン350注シPンジ l0 0 ァパ製薬 6,281 
mL  

注射薬 7219415GBO陀2イオへキY ル i筒5. 4自%70mL イ0オmへLキ『~；；~レ350注シリンジ7 光製薬 • 5,0S2 

注射灘 7219416[;9042 イオへキY Jレ ｜？？」71%110皿 イオY Jレ注300シリシジ ll 0 東和薬品 5,462 

注射孫 7219415G905冶 イオへキY Jレ 1~·唖・書留 71%11 0回 イ1オ0へmキL，『ーHルK300注＂＇ンジ 1 光製鋼区 6,068 

外周寮 1141700]3161 アセトアミノフェン 2 0 Omg 1個 アoセm • トアfミ目斬ノフ1•＞＇坐剤小児周 20 日新製薬（山形｝ 19 90 

外周薬 ll4?700Jll62 ジクロ7：ナタナトリウ l 2. Smg 1個 ジクロmフ~ナfクナH' ト9クム坐剤1 畏生盆製薬 19 30 
ム 2. 目 C

i外鋼業 1147700]1170 ジタロプ且ナクナト，， l 2. Smg 1個 ジクロ田7且区ナ『タ日ナ医工ト~ クム坐剤1 日医工 19 30 
ム 2 5 

外周旋 1147700]2223 ＂クロ 7：ナクナトHウ 25mg1個 mジタv ロ［~Hzナlタナト H.ム坐帝125  援金堂製＂＇ 19 90 
ム

外恩来 1147700]2231 ジクロ7且ナクナトロウ 25mgl個 皿ジク冨ロ『フ目且医ナ工タIナト P9ム坐剤E5 日医エ 19 90 
ム
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区分 薬医価薬基品準＝収載
ード

外用薬 1141700J1126 

外用薬 1141700J2190 

＼一

別紙Z 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）

成分名 規格 品名 メーカー名

アセトアミノフェン 50皿 g1個 アセトア日新ミノlフェン坐剤小児用50 日新製薬（山形）
m z 「

アセトアミノフェン lOOmgl個 アセトアミ日新ノフ1ェン坐再j小児用10 日新製薬（山形）
O皿. f 

1I1ページ

［別添2]

薬価

19 30 

19 30 



区分

内用薬

内用薬

内用薬

内用薬

内用薬

内用薬

内用薬

内用薬

内用薬

内用薬

内用薬

注射薬

注射薬

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3]

※平成26年7月1日より適用

薬医価薬基品準コ収ー載ド 成分名 規格 品名 メーカー名 薬価

2149032F3024 カルベジロ ノレ 1 25mgl錠 局 アチスト錠1 25mg 第 三 共 17 30 

2149032F4020 カルベジロ Jレ 2 5皿 g1錠 局 アチスト錠2. 5mg 第一共 28 60 

2149041Fl020 パノレサルタン 20mgl錠 局 ディオパン錠20皿 g ノパルテイス 32 30 
ファーマ

2149041F2027 パルサルタン 40mgl錠 局 ディオパン錠40皿 g ノバノレアイス 58 50 
フマーーマ

214904!F3023 パルサルタン 8 Omg 1錠 局 アイオパン錠80mg ノパノレティス 109 10 
ファーマ

2149041F4020 パルサルタン 160mg l錠 局 ディオパン錠1s a阻 g ノパJレティス 212 60 
ファ｝マ

214904!F5026 パノレサルタン 20血 g1錠 ディオパンOD錠2Omg ノパルアイス 32 30 
ファーマ

2149041F6022 ノ匂レサノレタン 4 Omg 1錠 ディオパンOD錠40mg ノパノレティス 58 50 
ファーマ

2149041F7029 〆JレサJレタン 80mgl錠 ディオパYOD錠80mg ノパルティス 109.10 
ファ｝マ

2149041FB025 パルサルタン 1 s a皿 g1蛙 ディオパンOD錠160mg ノパルアイス 212 60 
ファーマ

2149110Fl040 ロサJレタンカ日ジウムド ．ヒ 1錠 プレミネント配合錠LD MSD 139. 70 
ドロクロロチア

3999423Al044 ゾレドロン酸水和物 4mg5mLl瓶 ゾメタ点滴静注4皿 g/5mL ノパJレアイス 33, 176 
ファ』ーマ

3999423A2024 ゾレドロン酸ホ和物 4mg,100阻 LI踊 ゾメタ点滴静注4mg/100mL ノパJレテイス 33, 176 
ファーマ
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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J ［別添4]

※平成26年10月1日より適用

区分
薬価基準収載 成分名 規格 品名 メーカ｝名 薬価医薬品コード

内用薬 2149040F1026 カチルンデサルタンシレキセ 2mgl錠 局 プロプレス眠2 武田薬品工業 37 50 

内用薬 2149040F2022 lカチルンデサルタンシレキセ 4mgl錠 局 プロプレス躍4 武田薬品工業 69:80 

内用薬 2149040F3029 カ手Jンレアサノレタンシレキセ Bmg！錠 局 プロプレス蛭8 武田薬品工業 135.60 

内用薬 2149040F4025 カチルンデサノレタンシレキセ 12mgl錠 局 プロプレス醒12 武田薬品工業 208 50 
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〈参考1) 

薬価基準告示

N。 議鏑盃a，名 成分名 続格単位 軍価｛円｝

No 薬価H 名 成分名 続絡単位 軍缶｛円｝

＂内用契 ＠＝チゾラム瞳o. Sms『目軒J ~~ゾラム o. 5mgl民 6.30 

l内用薫 アシ？ロピル願控＂弘『~'h~j アシ？ロピル ＇°弘＇. 1-35.30 
＂内用策 ＠且チ門ム健 Jm• ＇日新』 且チゾラム 1同＂健 .... 

2内漏薬 @n•ロピルシロヲプ昌弘『タカタ』 アジクロピル 自拍＇ mL " .. ＂内用寮 エトド予？陸 1O Omg fSWJ エトドラ？ J 00田.J民 ' " 
3内周寮

アジ；：＞.t>....イシンカプセル小児用 100mg『Tc 
7ジ旦ロマイシンホ和物 ＂口 mdカプセル 133.印

KJ 

4内周驚 アジスロマイシン細桂小児用 JO弘『TCKJ アジユロマイシンホ和物 lOOmglg ＂刈＂

＂内用軍 エトドラ？健2日目ma rsw』 zトドラク 200mgl院 JJ関

..内m薬 ＠エナラプ，，，.山醐健2・5皿. ，~，，，」 zナラプリルマレイン融塩 3. 5回，，健 14 40 

5内用策 アジスロマイシン健＂ om, 'TCKJ アジユロマイシンホ和物 "0回目 1盤 ＂弘知
＂内用葉 ＠エナラプリルマレイシ醐佳呂田E 1~ ；： 77 』 エナヲ，プリルマレイン酷塩 Sm11健 JJ.00 

6内用衆 ＠アセト7':<./'7~ ン『 JG』原末 アセトアミ '7且ン J • .... ＂内用車 ＠~パ叫却すト健SOm11: r7;:77』 エバルレ，， yト ＂同. J健
““ 

7内用罵 ＠ア川見書チン即日m• ＇目 MI』 アトルパM チンカルシウムホ和物 ＂回. J盤 ωω ＂内用揖 オロパタジン塩酷塩OD民2. Smg「ト＿，』 オロパ.ジン塩酸塩 2. Smg E健 J4 00 

8内用車 @rムロジ針。出. ＇町山イ』 7ムロジピンペシル融塩 2. 5ms1院 17.~0 
..内用車 オロパタジン塩酸塩OD健5mE 『ト＿，』 オロパタジン塩盈塩 Smg 1健 羽別

宮内用車 ＠アムロジピン00鍵＇••旧イ』 アムロ予ピンベシル酸塩 Sm1l院 "" 
..内用菓 カロジJゲナーぜ陸＂単位『サロイ』 カリジノゲナーゼ ＂単位 1健 5胸

..内用車E ＠アムロジピン00健1 日 m• 『山』 アムロジピンAシル酸塩 10mgl健 .. " 
日内用藁 ＠アルジオキサ順位JO%『トヲ」 アルジオキサ JO拍＂ ＇・悶

..内用藁 カPジJゲナーゼ量＂単位『ショー P』 カFジ／ゲナーゼ ＂単位 1盤 5関

＂内用驚 ＠ 古 川 ジ ロ ー ル 民1・25mr『サワイ』 方Jレベジロール L 25mgl盤 .. 剛

＂内用車 ＠アルジオ村民1日目町『トロ』 Tルジオキサ 1日Omgl健 Sし.. 

＂内用藁 ，，レプラゾヲム陸自， 4mE『＋ロイ』 アルプラゾラム 白 4mgl鍵 Eし回

.. 内m寮 ＠ カ ル ベ ジ ロ ー 嶋2 5mo ＜ 村 山 カルペジロール 2. Smg l健 9.90 

＂内周藁 ＠カンデサルタン健＇••『あすかJ カンデサルタンシレキセチル
2m I l健 21.60 

＂肉周駕 ，，レプヲゾラム健0. Smr『ザFイ』 ，，レプラゾラム 0. Bms 1健 "" 
印内用構 ＠カンデ川端4町『あすか』

カンデザルヲシシレキセチル
4ms 1健 心的

JS内用議 ＠アレンドロン醐5皿E 『テパ』 アレンドロン醜ナトFウムホ和物 Smgl陸 S.S. 70 

＂肉用調書 @r叫ドロン醐，.，『77イザー』 アレンドロン酷ナトPウムホ和物 Sm1l院 45 9{I 

日内用車 ＠均ンデサ岬ン健Sm，『あすか』
.，’デサルタンシレキセチル B皿，，陸 8¥.40 

＂内用藁 ＠克νデサ吋ン健12mg『あすかJ カンデサルPンシレキセチル
＂同亘 1健 ＇＂羽

＂内銅粛 ＠アレシドロン酷健＂m• 『テバ』 アレンドロン酸ナト日世ムホ干目駒 3 Sm g l院 362 4附 日内周＂＇ ＠•~チアピン蹴50払『ヨシトミ』 ' zチアピシ7•＞＇陸塩 ＂悦 J' 皿 .. 

＂内m•区 ＠アレンドロン醐35ms『77イザーJ アレンドロン酷ナトリ？ムホ和物 35mg I健 ＂＇刊

＂内用車
アイ』ンプロキYール塩酷塩怯敢O口健4Smg f1/"!7 アンプEキYール檀酷堪 ＂回. J盤 31.60 

＂内用車 E アンプロキyール壇融担晶肱OD健4'皿E 『ZEJ アンプロキYール塩酷極 4'岡.J盤 "'" 

＂内 ffll雇 ＠タzチアピン鍵25mgf即日』 ·~チアピンフマル酸塩 ' E皿.J健 ... .. 
＇＂内 m>! R＇＇チ 7ピン蛙lOOmg『ヨシトミ』 9::£.'f"アピンプマル酷塩 JO白田.J盤 ....叩

＇＂内用，. R＇＇チアピン匪 300回E ，.シトミ』 ' zチアピン77'レ世塩 E日日田，，旋 ＂＇初

＂内用 .. 
7ンプロキプール塩殴塩拍故OD健4'mE 『エプ アンプロキ，＿，，塩酷塩 4'田直 1鍵 31.50 
ロ』

＂内周寮 クエン酷軍日蝕N•健 50m< ＜サPイJ ，，ン圏第ー肱ナト29ム 酷50田.J自主 5閃

U 内mro アンプロキY ル塩酷塩捨故カプセル45皿亘『Z
アンプロキソール塩世極 45m＜＞＇プセル " .. EJ 

5i内用車 ，，ン酸第一院ナト 9?ム帽桂昌. 3% ['.)IJレハヲ』 ，，ン酸餌ー肢ナトP?A 1 • 
' 10 

＂内局薬
7ンプロ ~:1-Jレ塩酷塩給量カプセル45mg 『日匡

アンプロキソール塩酸塩 45皿.Jカプセル 38.60 ヱJ

日内用車 ，，ン酷第一散ナトロ？ム健50mE 『ツルハラ』 ，，ン酸第一散ナトp？ム 候 SOmsl昆 ..閃

＂肉 m寮
アンプロキソ ル塩醍塩シロvプ小児用0. 3% fT アンプロキ，＿，，塩酸塩 o. 3弘JmL 5.10 
CKJ 

田内用離 " 4ン＇ラミド健 L 3 5同匡『三和』 グ，~ンクラミド l. ＂皿＂健 ＇・切

＂内 m1際 イ＝ザペント酷zチル克プセル300皿E 『H" イロサベνト醜エチル 300岡 1l ;IJプセル 11 20 
町内用薫 グ)I－＜：.－！）ヲミド健l. 2 Sm z 『JG』 グ)1-<:--!1ヲミ F l. ' E国庫 1健 ＆別

＂内周到医 イヨサペント敵エチルカプセル300皿E 『CH』 イョ＋ベント陛zチル 300m11:lカプセル 17 20 
＂肉用薬 グ日ベン＇ヲミド健 J. 5同区 f三和』 グリベ：，，pラミド 2. Smgl盤 ＇・駒

幻内用薬 イ＝サベント離zチルカプセル耳目。同事『，，ー』 イョ＋ベント陛zチル ＂日間. Jカプセル 26. 50 
田内用輯 グリベンFラミド瞳2. Smc『JG』 F日ベンFヲミド E咽 Smg1民 .. .. 

＂内用車 ＠ー醐イ，，ルピド陸JO皿E 『トロ』 一周陸イソ，，レピF 10mg1健 6加
＂内用踊 グリメピリドOD院o. 5田z 『ト＿，， グFメピF' 白， Smgl健 9別

＂内用駕 ＠一軸イソジルピ即日同E 『ト－・』 ー硝酷イ Y，，レピド 20mgl盤 7回
府内周薬 グリメピリドDD健lmE 『ト－・」 ＂メピ＂ lm1l健 10.関

＇＂内用駕 イマチzプ盤J00田昌 fNSKK』 イマチ＝プメシル融且 1日日.，，健 1,540.30 
邸内用車E グ＂ピ！｝ !-'OD健3mE『トーロ』 ＂メピ H• 3皿zZ値 Z弘＂

＂内用車 イマチ＝プ院 JO 日 m• foSE F』 イマチニプメシル酸塩 JO日E • J旋’ 1,540.30 
＂内 m案

＠＇，ロ Jレ，.ネシンカルパミン殿山テル陸126mg
サロイJ

t/DIレ7•ヰシンカルバミン酷＂テル l3 E四， ，盤 6.2~ 

＂内周薬 イマチェプ健1目。回. ＇~プロ』 イ宇チエプメシル酸塩 JO日E • J提 I 540.初 ＇＂内用薬
市＼＇＂＇，】， ~ ロル＇＂＊シン釦レパ芝ン酸日時使 350岡 E

＋ロイJ
クロル7•ネシシ；カルパミン融＂テル 350田.l盤 '・" 

＂肉 mJI! イマチエプ陸J00皿Z『明治』 イマチエプメシル酸塩 JO口皿＂陸 1, 540. 30 
＇＂内厨薬 ＋ヲゾ＂レ 77ピリジン踊器量Z5 Omg IS N』 ザラゾ＂レ 77ピHジン 2 5 Om g 1健 17 00 

，.内綱策 1 7テ＝プ艇Z口Oms f；：：.プロ』 イマテ＝プHシル酸塩 200mgl健 ＇・叩 JO
＂内腐葉 サラゾZル77ピリジン周博健5目白田E fSNJ. サヲゾz，レ77ピリジン 500皿，，健 幻仰

＂内用車 E イマチ＝プ使Z日O皿巨『明抽』 イマチzプメシル酷塩 200mgl院 2,953.2C 
n内臓 酷化マグネシウム健25 Omg『ケンzー』 酸f包マグヰシウム ＇＂皿＂健 S伺
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n内周＂ 酸化マグネシウム健330mgIケンエーJ 酸化マグキシウム 330皿＇ 1健 ；.凶 1岨内用薫 ＠ドキサゾシン値札 5皿＜ '! G』 ドキザゾシンメシル醜塩＋ o. ；皿＂民 9.90 

＂内用薬 酸化マグネシ！？ム健5日日皿Z 『ケンエー」 酷化マグネシウム 500mgl盤 •M , ..内用車 ＠ドキ＋ゾシン健lmg fJG』 ドキサゾシンメシル離塩 1皿＇ 1陸 "・" 
＂内用車 シ＇ロ只ポリンカプセル 10同臣『77イザー』 シタロ且ポリン 10皿，，カプセル !14.40 ，，，内用車 ＠ドキサゾシシ民2m＜『 JGJ ドキサゾヤンメシル盈塩 2mgl健 22.60 

＂内用車 シクロスポリンカプセル＂ mz 『77イザー』 シPロスポ＇ン 2 Sm.111.11プセル 1日刊 ＇＂内用東 ＠ドキサゾシン健4田昌『 ！Gl Fキサゾシンメシル酸塩 4mgl健 ＂初

＂内用薬 シタ°＇ポロンカプセル 50mg『77イザー』 シ：！／ J:I；＜.ポ日ン ＂皿匝 1カプセル 醐＇＂ ＇＂肉用藁
ト，，.ロ日＂~＇チン酷.，テルカプセル200m

トコ7墨田ール＝＝チン陸エステル 2 00回匝，.プセル Eι踊
E 「日匡工』

＂肉用策 シタロスポFン細粒＂弘『 77イザーJ シ＇回見ポ日ン l 7% 1 g 枇切 ＇＂肉用罵 トフィソパム細位10%『ツルハラ』 ト7<Yパム 10弘1' '00 

＇＂内周英 ジタ回 7•ナ•Na佳25mg fN F』 ジタ回フーナ＇ナトリウム ＂皿＂院 5.60 ＇＂内用菓 トラゾドン塩鼠塩陸2'mE 『アメJレj トラゾドン塩酸塩 ＂皿＂健 '・'" 
拘内鵬 ジタロプ且ナ？＂ Na住＂皿 E 『サロイ」 ジクロ7且ナタナトリウム 25mgl健 '・" ＂＇内用蕗 トラゾドン塩蔵塩院50mg『7>'NJ トラゾドシ塩酎塩 ;o皿＇ 1盤 1'1。
駒内周到医 ジクロフ且ナ＇ N且鍵＂ mE 『TCKJ ジ＇ロ，.ナ＇ナトリ.ム 2. Sm g 1健 5し凶 山内用藁 トヲンドラプ，，レ陸o. Sm E 『サワイJ トランドラプロル 0. 5m!f 1健 " .. 
＂内用幕 ジヒドロ •wゴF ミンメシル酸塩院1皿 E 『イセイ』 デヒドロエルゴ.ミンメシル酸塩 lm1: l健 .. " ＂＇内用薫 トランドラプ＇＂健 1皿E 『サロイJ トランドラプロル lmr 1範 開 70

＂内用藁 シプロ7ロキサシン健lOOmg rs W』 塩酸シプロ7ロヰザシン 1 0 Omg l盤 ね剖 ＂＇内用車 トリアゾヲム健o. 12;m, <KN1 トリ 7ゾラム o.12sm1l健 5刷

田内用薬 シプロフロキサシン健200皿g fSWJ 塩酷シプロアロキサシン 200田昌 1健 37.2目 ＇＂内用車 トリアゾラム自主o. 25mg fKNJ トリアゾラム o. 2 5回＂盤 ' .. 
..内用車 シメチジン抑位4日弘『ト』F』 シメチジン 4口弘 1' T切 ＂＂内用車 ＠トリロ州チアジド健2mg f~／I•？＇ヲJ ト日空白ルメチ＇＂ド 2mgl範 0.00 

邸内m薬 ＠円ザプ川健0・25mg『ト－9』 シラザプリル木和物 0. 25mgl民 111.sn ＂＇内用累
トロメトキノー.’血酸塩シロpプ小児用 Q. 1% fT 

トロメトキノール塩融塩水和物 0. 1%lmL 3卯
CKl 

筋肉用裏腹 ＠ シ ヲ ザ プPル佳ι 5皿E 『トワ1 シラザプリルホ和物 0. ；回.1健 泊＇＂ ＂＇肉用薬 Fンベロドン盤呂田E 『7'2レj ドンペPドン Smgl鍵 5印

町内m驚 ＠シラザプ＇，レ盤 1皿E 『ト9J シラザプリルホ和物 1同.1院 幻初 ＂＇内周実 ドシ~＇＂ン桂 Sm ＜『サワイ』 戸ンλPドン 5mg l使 •. .. 
駒内周薬 シロス.ゾール00健SOmi: fKO』 シロM ゾール 5 Omg 1院 07.40 '"I内周累 FンベPFン提呂田z 『ツルハラ」 ドン~，ドン 5田＇ 1健 ιm  

的内用契 シロ..ゾール00蛙 som.11fケミ 7T』 シロ貝タゾール 50mgl健 57 40 Fン~，ドン健 lOmz 『サワイJ ドン~， Fン 1口mι1盤 .. .. 
関内周繍 シロM ゾールODJllOOm E 『KO』 シ目見クゾール lOOmi:l健 叫＇＂ t国内用車 ドンベPドンDS小児用 1%『サロイJ FンベPドン 1拍 1' "・"' 
＂内用車 シロ見書ゾール00盤 10口同匡『ケミ 7TJ シ目見書ゾール 1 00師匠 1健 ＇＂河 叩 l内用栗 ＠＝ザチジシカプセ＇＂＇m• 『刊イ」 ＝ザチジン ＂田正 1カプセル 16.50 

国内用車 シロユタゾールOD健 lOOmg『マイラン』 古〆ロユタゾール lOOrngl盤 関同 自国内用車 ＠＝ザチタン舟プセルlsOm1 rサヲイ』 ＝ザチジン 150mglカプセル 25.30 

田内用擁 ＠セチリジン塩酸塩健；m，『77イザー』 セチPジン塩酷塩 5rng l鍵 31.90 E国内用薫 ::..7 :r..-:J＿ピンL健1白血＇ ＇三和』 =7且ジピシ lOmgl盤 ι .. 

..内用薬 ＠セチリジン蝿醐lOmgfファイザー』 セチリジン塩酷塩 1Omg1盤 "'° 2団内用車 ユフェクピンL健20mz 『三和』 =7•ジピン 20mgl鍵 1(1.10 

＂内用車 ，＠セ，，.ロルカプセル250mg『；NJ セ77:!/PIレ 250mg1;11プセル 2B.20 "'I内用驚 パルサルタンロD健20mE 『ト－9』 パルサルタシ 20mgl健 15. 70 

船内腐葉 ＠セ77？ロ岬プセ叫＂叫『サワイ』 セ77？ロ＂ ＇＂皿 gl j;プセル 22.60 l'"I内臓 バルサルヂンOD艶 4oms: r卜－9』 パルサルタン 40mgl盤 251.30 

9汗内m薬 ＠セ77？ロ 岬 プ セ 叫 5日m＜「！GJ セ77？ロル 250mi:1カプセル ＂印 ト4肉用薬 パルサルヂン00健＂田区「ト－ 71 パルサルタン 80m.gl盤 54.6U 

館内周驚 ＠セ，，.ロル細位，J、児用 10弘『押イJ セ，，.ロル lOOmglg 脱却 ｜凶｜内珊 パルサルタンOD盤160皿E 『トーヲ』 パルザルタン 160田正 1健 ＂卯

駒内周擦 ＠セ ， ，.. ，.抑制、児用 10拍『 JGJ セ77？ロル lOOmglg 16.20 ... 1内周薬 ＠パ叶J吋ン健2.Omg fアメル』 パルサル.ン 20mgl健 15. 70 

t凹内用藁 ＠セ7ポドキシムプロキセチ岨lOOmgfi-!7イ』 セ7ポドキシムプロキセチ＂ lOOm1>l健 43 30 叶内閣薬 ＠パ叶J吋ン鍵ZOmg fEE』 パルサル.ン 2 Omg l健 16. 7n 

叩1内用薬
セフポドキシムプロキセチルDS小児用5悦『サワ

セフポドキシムプロキセチル 5日m'1 ' " .. イ』
同｜内用葉 ＠ パJ州レタン値2Omg山イ」 パルサルタン 20mgl随 ''-'" 

＇＂内用車 センノシド健12mJ fγルハラJ センJシド 12皿革 1健 •. oo E田内用藁 ＠パ叶吋ン院＂町『 AA』 パルザルタン 20田＇ 1蛙 16. 70 

，.，内用寓 '.1771レコン細粒10弘『トーワ」 './771レコン 10判1'
' 00 

日宮内周藁 ＠バJ叶吋ン健2Omg fSN』 バルサル，， 20rngl健 16. 7n 

l田内用車 '77 Jレョン掴粒2日私『JGJ '.)771レョン 20弘1' ,..,, 1"01内用車 ＠パ岬付ン院20m, •FHJ バ＇＂サルタン 20田＇ 1健 15. 70 

”5内局第 '/771レョシ細位20悦「トーヲJ ソ77，レzン 20判1' 14.20 I＂い鵬
＠パ叶吋曜 日m＜『オーハラ』 パルサルタン 20mgl盤 15. 70 

問・内周＂ チザzジン陸Em z 『サロイJ チザ＝ジン塩酸塩 1 mg l院 ＇・駒 卜4内鵬 ＠パルザルタン陸2Omg明研』 バレサルタン 20回＇ 1健 15 70 

同？肉用策 デカドロン健4回直 デキサメダゾン 4m g 1健 " .. 1 .. ,1肉珊 ＠パ叶F吋ン院20mg『杏林』 パ叶川レタン zomsl健 15. 70 



No 調区伍義旬開名 成分名 規格単位 耳E恒｛円｝ N。 薬価基調関名 成分名 匁格単位 ＂面｛円｝

川内mi帳 ＠パル サ ル 仲 健 ＂ 回 E 『KN』 パルサル＇ン 2 Om g 1民 払＂ 1町内用薫 R＇＂＂＂岬ン健 4日皿. ＇サンド J パルザル＇ン 40mg1健

"" 
t‘“内周駕 ＠パル＋ルクン即日皿匝 IKOG』 バルザルデン ＂回 EE艶 16 70 ＇＂内周提 ＠ パ 内 レ タ ン 院40mg fJGJ ’W ルタy 40mgl健 "" 
M，内用藁 R＂叶吋 ν即日田正『ケミ 7TJ パルサルタシ 20mgl健 " " ＇＂内用躍 ＠パルサルタン健40mg『ZE』 バルサルタン 40mgl健 2.9 30 

＇＂内用車 R＇＇＇叶吋曜日町山 7イ』 パル子ルタン ＂皿. ＇健 " " 
2田内用車 ＠バルサルヲン健＂皿 E 『同タ』 パルサルタン 40mgl健 羽 ω

1相内用＂ ＠パ叶岬曜日目E 『押イJ パルサルタン 2日m<l盤 ・15. 70 1副内用車 ＠パ附レグY盤4Omg f:SrナベJ パルサルデン 40mli:l健 '"" 
＂＇肉用灘 ＠パル 宇 ル タ ン 即 日 同Efサ，，』 パルサル＇ン 2 Omit 1健 ＂・刊 l絹内周F臨 ＠パ，，..，，＂，ン健＂皿 E川崎』 バルサル＇ン 40岡＂健 29.30 

＂・肉用環 ＠バルサルタン即日msr J GJ バJV<j-／レデン ＂回＂盤 ＂九＂ 悶6内周藁 ＠ パ ル サ 吋 ン 健40mg『DSEPJ バFレ.，.II-?!' 4 Dmr 1健

"" 
l邸内周粛 ＠バル＋ルデン即日目『ZE』 パルサルタン 20mg1健 " " ’町内閣謀 ④ パ ル サ 吋 ン 健4Dm111: IOK』 パルサル＇ン 40m111健

"" 
出 内綱案 ＠パルサルデン即日m• 『山』 パル＋•レタン Z口m,1盤 仏＂ 1邸内用車E ＠パ叶吋ン民＂~·『TCK』 バルサルデン 40mcl健 問問

E回内周東 R＇屯叶岬ン＂＇ 0回目『夕刊』 パルサル＇ン 2 Om g l陸 15. 70 ＂，内府議 ＠ パル吠，レずン ＂皿，，健 "" 
E副内用薫 ＠パ叶岬ン院＇° m'r>wハラJ パルサルタン 20msl健 ＂・初 間内周揃 ＠パルサルタン健40mr『目医工』 パルサルタン ＂同＂健 "" 
＇＂内用車 ＠パルサ吋ン健2omg rosEPJ ’W ルタy 20mg1健

" " 
山内用車 ＠パルサ円滑40皿E 『日軒』 バルサルデン 40皿＂健 "'" 

1田内用車E ＠パルサルタン即日田， roK』 パルサル＇ン 20mgl値 ...旬 E担内用車 ＠パ叶J吋 ν健＂川町ロ』 パル＋•レ＇シ 40mcl健 羽初

1町内用灘 ＠パ ル仲抑制 Omir: fTCK』 パルサル＇ン 20mgl健 ＂・潤 内周寮 R＂＇山タン紅白 mo『77イザーJ バルナルタy 40m1l健 29 30 

＂＇肉用実 ＠パルサ岬ン即日m• 『日J パルサルタン Z日m＂健 16. 70 1.嗣｜内用車 ＠ パ ， 附 吋 ン 院40m1『明抽』 バル＋•レタシ 4日目＂健 '"" 
＂，内周提 ＠パルサルヲン即日m• 『日匪工』 パルサルタン E口m＂院 l瓜 旬 叶内服 ＠刈ザルFン健＂皿 E目的 パル＋，レタン 4 Omg 1量産 羽凋

t凹内用誕 ＠パ叶吋ン即日mo『日新』 パルサルタン ＂回匝 E院 15. 70 附｜内周罵 ＠パルサルタン院40mg『YDJ パルサルタν 40mcl健 2弘＂

t町内用車 ＠ パルサルタン 20mg1蝿

" " 
,,,1内閣蕪 ＠バルザル抑制 OmofアメルJ パルザルタy ＇＂皿，，健 54.60 

E国内用車 ＠パル十吋ン即日m1177イザー』 パルザルタン 20mg1蝿 15 70 E囲内用寓 ＠パ，叶J吋ン即日目『EE』 バルサル＇ン 8 Omg 1鍵 “関

1国内用車E ＠パルサルタン健20mg「明拾』 パルサルタン 20m.gl民 10.10 1剖内用菰 ＠パ岬吋ン院昌 Om＜旧イ』 川ルタシ 80ms; l民 “ ω 

1刷内用.. ＠パルサルタン値20m• 問ダ』 パルサルタン 20mgl院 ＂叩 ＇＂肉用薬 ＠ パ 叶 ル タ ン 健BOmg『AAJ パルサルタン 目白田＂陸 倒的

四E肉用寮 ＠パルサ吋ン健Z 日 m• 『YD』 ’加サルタシ 20mgl健 15 70 ＂＇内m• ＠パルサ吋ン桂昌 Omg fSNJ パルザルタy 自日mg-1健 54.6n 

l駒内周.. ＠パ叶州地＂町『アメル』 パレ＋ルタン 4 Omg l健 四泊 町内用車 ＠ パ 叶 ’ ザ ン 盤80皿z fFFP」 パルサル＇ン 耳目md健 日 ω

" 内周幕 ＠パJ叶 吋 ン 民40mg『EEJ パルサルタシ 40mii:1昆 203附 2悶内用車 ＠バ叶吋ン即日m＜『オーハヲ』 バ叶岬ν 80皿＂量産 " "' 
E国内用藁 ＠ パルサルタン 40m11:l佳 伺卸 叫内m薬 ＠ パルサルタン BOmgl民 0<00 

1田内用.. ＠パルサルタン健40m1fAAJ パルザル＇ン 40mgl使 2~.20 ＇＂＇内用誕 ＠パルザル仲即日m＜『杏林J パルサルタン 80皿＂健 “印

巾内m環 ＠パルサルタン健40mg rsN』 パルサル宮ン 4日田昌 1院 "・" 同内周薦 ，＠パルサルタン健80mg tKN』 バルザル＇ン 8日m ＂起 54.60 

＂＇内用車 ＠刈抑抑制日m• 『FFP 』 ’勺レ少ルタン 4 Omir 1院 '° " 
加7内周薬 ＠バルサJ吋ン即日m＜『KOGJ パルサル，， 君。皿＂健 同印

＇＂内用蕗 ＠パFげ 吋 ン 健40mg『トハラ』 パルサルタン 40田， ，健 ＂羽 ＇＂内用車 ＠バ叶J吋ン盤som,,,..,T』 パルサルタン 80同＂健 " "' 
＂＇内用車 E R ＇＇＂＋吋ン院 40m1『附』 バ叶吋y 40mg1健 "" 

2囲内用車 ＠パ叩レタン民日m＜『ザ，，イ』 パルサルタン 80回＂院 臼印

＂＇内 ffllll ＠ パ叶吋ン院40mg『 醐J バルサルタン 40mgl盤

" " ，，，内用車
＠ 

パルサルタン 日目m<l健 ... 00 

＇＂内用東 ＠パ 吋 ル タ ン 陸 ＂ 回 E 『KN』 パルザル＇ン 40mgl提 2!1.30 ＂＇肉用調隆 ＠パルサルタン提80mg加 ドj パルザルPン 8口m'1健 釘関

店涌内周策 ＠バル＋ルヲン昆4日m1 rKOGJ パルザルPン 4日m＂陸 29.30 ＇＂内用実 ＠パ仲サルタン即日田耳＇ JG』 パルサル＇ン 80田正 1錠 “ ω 

間内周＂ ＠パ ル サ ル 針 盤 ＂ 皿 g f?":( 77』 バルサルタン 4日m＂院 "" ＂＇内用車 ＠バルサルタン嗣口m＜『ZE』 パルサルタン ao回耳 1錠 “関

間内朗藁 ＠パJ叶 Jレタン蛙4日田Z 附 7イ』 パルサルタン 40田＂陸 ＂・羽 ＂＇内用車 ＠パ叶岬ン即日皿.，，.，』 パル＋ルタン 80m1l鍵 ...創

1相内用.. R ，，，~，，吋ン盤4 白川『サワイ』 バルサルタy 4 Omg 1健 "・" ＂＇内用車 ＠ パJ叶岬ン健8Omg f？＇ナベ』 パルサルデン 80皿＂民 54 60 

5/ J3ページ 叫＂←ジ



No 薬価蓮司院名 成分名 規格単位 誕価｛円） No 蒸留基箪名 成分名 規格単位 藁価（同1

＠パ叶吋ン即日mg f~JI.-，ヴ」 バルサルタン ＂回. ＇健 ＂＇釦 ＂＇内用調 Z ＠ パルサルタン 160mg1健 "・ E由

＂＇内周寮 ＠パF叶 岬ン陸自日目『DSEPJ パルサ11.-:S'ン 80mgl随 M 刷 ＂＇内周第 ＠パ叶岬ン健l60回Z 『日新1 パル＋ルタン 160mg1健 81. 00 

＠パルザルタン制 Om＜『DKJ バルザルタン ＂皿. J健 64.60 ＂＇内用薬 ＠ ’W 吋 ン ＂＇皿. l民 自I，岳司

叶内閣繋 ＠パ岬岬曜日m＜『TCK』 ’M サルタン 80mg1健 "'・'" ＂＇内用策 ＠パ叶岬ン陸l6日mg f77イザーJ パルサルタン l 6 Om g 1健 ＂，剖

＠パJ叶ルタン健自白田E 『トワ』 パルサルタン BOmgl佳 "' .. ＇＂内周務 ＠パ叶吋ン健l6＇田 Z 『明治』 パ，レサルタン 160mrl値 81.90 

日い周薬 ＠ パ叶ルタン即日阻E 『白血 パルサルタン a Omg l髄 ＂＇別 ＂＇内用禁 ＠パルサルタン健l6白血Z町 ダJ バルザル：Fン ＂＇皿 EE健 ＂，則

出内用薬 也パ叶ル抑制白血E『時J パルサルタン SOmsl佳 日 ω ＂＇内周務 ＠パルサルタン院l6＇皿 Z 『YDJ パルサルタン 160mg1艶 81.90 

"'I内鵬
＠バ叶ルタン陸自 Om＜日E』 バルサルタン 80mgl健

““  
u，内用環 ＠パルプロ＂ N•担＂＇町『TCK』 パルプロ陸ナトリウム ＇＂回＂健 9.lQ 

山｜内鵬 R＇＇＇叶岬ン民自白川『 7TイザーJ パルサJレタン SOmgl健 ..刷 ＇＂内周策 ＠パルプロ酸NaR.200皿E 『TCKJ パルプ回融ナトリウム 200mgl健 •. JO 

＠パ叶吋ン健BOmg『明治』 バルザJレタン ＂皿. J健 54. 6~ ＂＇内用薬 ＠ハ刊ドー，レ健白・＂m• 『 JG』 ハロベPドール 0.75m11:l健 S鈎

ml内周鷺 ＠パルサルタン陸自白川町内 バルサルタン 80mg E健 .... .，肉用薬 ＠ハ山門噌lm＜『） GJ ハ＂＂＇ドール 1 mg l健 Eし伺

2η 内ffll臨 R＇＇吋ル抑制 Om＜『YDJ パルサル＇ン 80mgl健 日関 ＂＇肉用薬 R＇、刊ト J岨・ 6mgfJGJ ハロ＂＇ドール 1. 5mg l健 '・" 
田内用指 ＠パルザルタン健160mg『アメル』 バルサルタン l 6 Omir l健 ＂卯 2刷内用薬 ＠ハ回....：J)J:-1レ健Smo『JG』 ハロベPドール 呂田.l院 ..,, 
E’内用薬 ＠パ叶＂＂ン健 160mg「EEJ パwサ11-:l'ン 160mgl民 " .. ＂＇内 ffll帳 ピカルタミド盤8日田z 『テパ』 ピ出＂＇ミド 80mgf鍵 3”＇＂ 

円肉用粟 ＠パ 叶 ル タ ン 健160mgfイセイ』 バルザルタン 160mgl健 目l，剖 ＂＇内 ffll鹿 ピコ，，レヲ7ートNa健2 5田且『ザワイj ピ＝スル77ートナ卜，.ムホ和物 2. ＇田＇ l健 .. .. 
，，，，肉用薬 ＠パ叶ル，，陸＂日田 g rAAJ パルサルタン ＂日田. J健 圃L釦 2町内fflll ピ，，，レブアートNa内用植0 7 5%『ト－?J ピ，，，レ7Tートナトリウムホ和物 o. 7 6弘lmL lO関

盟 内周駕 ＠ バI附 吋 ン 蛙160mg「SNJ パルサルタン ＂白 m • J健 81.90 2関内用薬 ピ，，，レ77ートナトリウム健＇・ s同店＇＂ルハ ピ，，，レ77ートナトロ ウムホ和物 2. 5mg1健 "" ラ』

＇＂内 m灘 ＠ パルサ吋ン陸16 O_m g「FFP』 パルサルタy 160mgl院 81 90 E曲内用薫 ピロZル77ートナト＇.ム内用被口‘＂%「ツル ピ＝ユル77ートナトリ ウムホ和物 o. 7 5拍lmL 10 60 J、フ」

剖肉用実 ＠パ，＇~＂＇ン旋160mg トハヲJ パルサルタン 160mgl健 ＂・目。 ＇＂内用葉
＠ ピYプロロー阿V＜レ醐健札岳 '5mo『トー

ワ』
ピyプロロールプマル酷塩 o. 626mg E健 ... 

2福内府議 R＂，附吋ン民 160m＆「科研J バルザJレタン ＂＇皿＂健 81. 90 ＂』内用車 ピ9パスタチシ.，レシウム錠，.，「KDJ ピタパスタチンカ IV~!J'ム 4m11 l健 ＂＇閃

＂＇内用高 ＠パ附吋滑.＂＇皿 E 「帥』 パルサルタン 160mgl健 ＂，由。 ＂＇内用車 E ピタバM チンカルシウム健4国臣「モチダ』 ピタパ；；＞..~チンカルシウム 4mgl健 ＂＇閃

，，内用驚 R＂，附吋ン健 160mrIKNJ パルサルタン 160田＂陸 自！.90 ＇＂内用車 ，.，パス＇チン Ca健，.，「科研』 ピタパスタチYカルシウム 4mgl健 HS.目。

2相内周＂ ＠ パ，附吋ン館16Om& fKOG』 パルザルタン ＂＇岡. 1民 81.90 ＂＇内用車 ピベHデン塩盟塩鮭SmE 『サヲイ」 ピベリデン塩酸塩 Z回.l民 E伺

＂内周第 ＠ パJ附レタン院160mg「ケミ 77』 パルサル，， 160mgl民 ＂・官。 ＂＇内用車 @77モチジン敵同「糊J ファモチジシ 2%lg ＂・銅

＇＇°内 ffl!I< ＠ パJ附吋ン館l6日m＜「ザ／アイ』 パルザル＇ン 160mgl盤 81.90 ，，.内用車 @・77号チジン散1叫『帥』 77モチジン 1口弘 l. B仏関

"'I内局裏腹 ＠バルサ吋曜日 Om＜問イ』 パルサルタン l6＇皿. 1健 ＂初 ＇＂内用東 7•キ，，，ナジン塩酷塩DD値耳目..『EE』 7且キソ7且ナジン塩阻塩 30皿＇ l健 31 90 

＂＇内周到底 ＠パ，レサ岬ン健160mg『サげ』 パルサル＇ン l6日m • 1健 ＂・卯 Z四内用車 フ且キソフzナジン塩陸塩OD健且 OmE 『KN』 7>キ，，，ナジン塩酷塩 耳目m • l健 31.90 

出｜内臓 R＇＇叶岬ン健 160mrIJG』 バルザルタン l6＇田＂陸 自＇・冒0 2円内用車 7且キY7且ナジン塩酷塩OD韓日日田昌『YDJ ，.キy7，ナジン塩酸且 ＂皿＇ l健 41 40 

2“内用禁 ＠州 内 レ タ ぞ 健160mg「ZEJ パルサル宮ン 160mgl提 ＂・切 田内用車 @7孟村山ナジY塩醐健30m11:川ハラ』 7•キソ7>ナジン塩酸塩 3 Otn r 1健 "" 
"'I内臓 ＠パJ叶吋ン健l＂田 E 「夕方向 パルサルタン 160mgl旋 81.90 ＂＇内用車 R＂＇＂＂ナジン塩醐即日 mo『ツルハラ 7孟キソ7•ナジY塩酸塩 ＂皿＂盤 31. l() 

"'I内服
R ＂岬岬ン健 160mgf什ベ』 バルサルタン 160mgl健 81.90 囲内周軍 7•キ Y7oナジン塩酸塩DSS弘『タカタ」 フェキ，7且ナジン嘩量届E 6弘 l' ＂・関

＂＇内周挺 ＠パ叶吋ン健l60m11:「引げ』 パルサル＇ン ＂日皿. l健 ＂，由。 加内用薬 プチル＇＂ポラミン臭化物健 1Omg f';f1レハラ』 プチル＇＂ポラミン臭化物 l Omg l陸 .. .. 
ml棚挺 ＠パルサルタン健l＂田 E fDSEP』 パルサルタン 160mgl健 81.90 制内用葉 プランルカ旦トカプセル，， ＇皿 E 『日匡工」 プランルカZトホ和物 ,, 5皿 g1 :bプセル ωω 

＇＂内府提 ＠パ叶吋ン健1印 刷E 「DKJ バルザル＇ン 160mgl陸 81.90 囲内用車 フル司十ゾールカプセル＂回＇ ＂医工』 プル＝ナゾール 60mglカプセル m 卯

ぉ4内用寮 ＠パ叶吋ン健160mgITCK』 パルサル＇ン 160mgl陸 ＂切 ＇＂＇内用高 フルコ十ゾール出プセルlOOmg『日産エJ プルヨナゾール ＂＇皿＂カプセル 4抱卵

山｜内鵬 ＠パJ叶吋ン健160mgrトーロ』 パルサルタン 160mgl健 ＂・初 加内用車 7'レクミド健125ms 『77イザー』 7N!!:::): ＂＇回＇ l鍵 ＂＂銅



N。 薬価義相名 成分名 規格単位 薬価 t円】

＝内用策 ブル＝トラゼパム健lm&fSNJ 7~ニトラゼパム 1 m I l院 5関

.. 1肉用驚 ＠フ ロセミ曜日町『テパj 7ロセミド 20mgl健
' 00 

田内用聾 @7ロセ ミ曙40m1fテパ」 7ロセミド 4 Omg 1民 6.30 

盟1内用車 ＠ベヲプロ日ナト川崎Z白 川 『 JO』 ベラプロストナトHウム 2日＂＇ 1&: as.10 

町内用車 ベルゴMF健50pg『7Tイザー』 A，レゴ日ドメシル酷塩 5 0" g 1陸 "" 
田内用藁 ベルゴ＂健 250ug『7Tイザー』 ベルゴ日ドメシル酷塩 2sou1l館 117.40 

副内用漏 ベンズプロ干ロン健＂皿 E『アメルJ Aンズプロマロン ＂•匝 1 健 ..制

＂指内周灘 ベンズプロ干ロン健＂田 Etト－9' ベンズプロTロシ 25m11:ll@ .... 
2”内府寮 ペントキシベF ン－~ン酸塩健30mE 『JOJ ベントキシベリン－~ン酷塩 30mgl鍵 .. .. 
m 内H @#'9＃－＞健0・，.，『 JOJ ポグリポース o. 2mg l盤 "" 
却8内mio＠ボ＂ポ＿，健 0. 3mi;:『） OJ ポグリポ＿， 日， 3田＇＇提 i3.50 

羽M肉ffl" @7~ジピン醐醐...『サヲイ』 マニジピン塩酸塩 5mgl盤 "' 
訓内周業 R7ニジピン岨醐E阻 E ') 0』 7~~ピン塩酸塩 5mg l民

' 00 

調。肉周案 ＠マニジピン雄輔1日田昌『サVイ』 Tニジピン塩酸塩 ＂皿＇＇院 17 30 

2国内用車 ＠ マニジピン岨醐＂岡 E『） OJ 守＝ジピン塩酸塩 lOmrl健 " " 
間内用高 ®·~ジピン醐醐2 Omg『サヲイ』 マ＝ジピン塩酷塩 20mg1健 2拡卵

2叫内用車 ＠マニジピン岨醐2Oni1『） OJ マ＂＂ピン壇酷塩 20mgl盤 26.6 

制内用車 マプロチFY塩崎塩鍵1'mz 『アメ，レ』 守プロチロン塩酷塩 10mgl健 . " 
＇°＇内用車 Tプロチ日ン塩酷檀健＂•E『"T;J.N』 Tプロチリン、塩酸塩 25mc1健 14. 70 

町内用調E マプロチ自ン塩酸塩鍵5日mE『アメル』 マプロチリン塩酸塩 SOm1l鍵 ''°' 
初日内用薬 ミドドリン塩盟塩健＇•E『サロイ』 ミドFFン塩酸塩 2mgl民 16.60 

~内用薬 ＇キタジン提 3mg fTCK』 メキ.ジン・ 3mgl民 5印

' B内mi眠 ＠メトプロロ＿，恒石敵陣20mg『JOJ メトプロロール酒石酷壇 Z日皿＇ 1陸 rn 

町内用実 ＠メトホルミン塩酸醐＂＇•• ''NJ メトホルミン塩陸唱E ＇＂冊目 1陸 ' " 
3』2内用慣 ユピデカレJンカプセルSmg f?1レハラ』 品ピデカレ／ン Sm g 1 ;bプセル . " 
＇＂内用車 ヲンYプラゾールOD陣＂ m医 rテパJ ランYプラゾール ＂田区 1健 uo  

＂＇内用車 ランYプヲゾー11-00陸30田町『テパJ ヲンYプヲゾール 30mi:1健 "・" 
＂＇内用調 E R＇シノプロル民，.，「サ PイJ リシJプHJレホ和物 Smgl健 ,,. 耳目

＂＇肉用禁 ＠ロシノプ川健lOmg『サワイ』 日シノブリルホ和物 1 Omg 1盤 ''°' 
町内用環 ，.プロ見トアル7Tデ，，健＇＂『 SN』 ，.プロZトアル7Tデ＂ 5 I' I 1健 " ＇畑

"'I肉周案 ' Tプロユトアル7Tデ＂健＇＂『テパ J ' Tプ°＇トアル 7Tデf' 5 jJ g l瞳 ",. 
,,,I内服 ，.プロR トアルフ7デ，耳障10 pg『テパ』 !}"1"7'.ll~ ト 7ル7Tデヲユ 1 0 pg l躍 " " 
ベ 内鵬

品＝目キサチ『ジンロ醐イ』ロテル塩酸塩糊カプセ叫＇.
Sms .,_ ロキサチジン酢酷エ且lテル塩世塩 37. 5mglカプセル

" 00 

ml内用車 品＝ ロzキEザサチヲジイ』ン酢島~·テル壇醐醐カプセル＂皿 ロキサチタン酔陛且瓦テル塩重量塩 75mglカプセル n卯

田内用車 ロキシ＞ O•イシン健 1 so皿z 『サヲイ』 ロキシ耳目マイシン 150m&l佳 " " 
田内用東 ロキシ旦ロマイシン自主15日..『目医工』 ロキシ2ロマイシン 150mrl健 " " 

’＇＂ベータ

N。

問内用.. 

邸内m•聴

制内用薫

m 内用車

四内用車

m 内用ヨ際

割・内m離

国2内用車

盟内用麗

＂＇内用車 E

制肉恩到底

＂＇内周凝

羽6内周寮

現7内用車

四内用車

品’内用薫

＂＇内 m鷲

同t内用駕

制Z内周到隠

＂＇内m•高

州内用業

剖幅内周薬

＂宮内周薬

目宮内用車

m 内用薬

＂＇内 m策

＂＇内用実

町内周＂臨

話内内周’R

田内用藁

制内周寮

ヨ邸内用車

甜内用車

m 注射案

~注射寮

＂＇注射実

、
＼ 

ヨ震価H 名

＠ロサルヒド酎鍵LD『アメル』

＠ロ＋叫ド配合盤LD『EE』

ロザJレヒド配合陸LD 『EF』

ロサルヒド配合院LD [AAJ 

ロザルヒ F配合健LD fSNJ 

＠ロサルヒド配合値LD『FFP』

ロ＋ルヒド記骨盤LD『科研』

＠叶ルヒド配合民LD『吉祥』

＠ロサルヒド配合健LOfKN』

ロサルE＂＂合健 LOfKOJ 

ロサルヒド配合昆LOfKOO』

＠ロサルE ド配合使LD 『？＂~ 77 J 

＠ロサルヒド配合健LD町内

＠ロザルヒド配合鍵LDfサンド』

ロサルヒド配合健LD 『三和J

＠回サルヒドE合健LD『） OJ 

ロサルEF配合健LDf=';l,J F』

ロサルE＇＂骨盤 LD ＂ナベ J

＠叶日曜時LD『ツルハラ』

ロザルヒド配合陸LD『DK』

＠ロサ川四時LD『TCKJ

ロザルヒド配合蛙LDIトーヲ』

＠同レヒド配合健LD『日匹工』

＠ ロ サ ル ヒ F配合健LD『臼軒J

＠ロサルEド配合鍵LD吋ロ』

＠ロサルEF配合量LD『斤イド』

ロサルヒ F配合健LD『明情J

＠ロザルヒド配合民LD間ダ」

＠ロザルヒド配合鍵LOfYD』

ロフラゼプ薗エチル院，.，『トーヲi

ロラタジンOD健 1Omg ICHJ 

ロラ＇＂ン民 10m＆『CH』

ロラヲジンD51%『） OJ 

イオyール注300シ日ンジllOmL

イオへキYール30日並シHンジ110皿L 『HK』

イオへキ，＿，レ＇＂注シロンジ 7OmL fHKJ 

成分名 続格単依 罵価｛円】

·.~＇レタン指日ウムーヒドロクロロチアジド 1健 6Q 90 

ロサルタンカロ ウム・ EドロタロロチアジF 1健 関叩

ロサルタンカFOム・ EFロ，ロロチアジド 1鍵 脚”

ロサルヲンカHウム・ヒドロ，ロロチアジド 1健 ..鍋

回サル.ンカロ .ム・ヒドロ，ロロチアジド 1健 関叩

ロサII-？ンカリウム， Eドロタロロチアジド 1鍵 闘”

ロサルクンカ，.ムー Eドロ空ロロチアジド 1健 ω初

ロサル？Y；曲目ウム・ヒドロクロロチ7ジド 1健 闘凶

ロサルデンカリ ウム・ヒドロPロロチアジド 1鍵 .. " 
回宇W？ン;IJ!)I)ムーヒド回世ロロチアジド 1鍵 ...卵

ロサルタンカPウム・ヒドロ，ロロチアジド 1健 ..初

ロサルタ：灯台日ウム・ヒ Fロヲロロチアジド 1銭 ..鈎

ロサルPン均リウム・ヒドロ，ロロチアジド "' ＂初

ロサN？ンカリウムー Eドロ，ロロチアジド ＂定 ＂初

ロサルタンカFPム・ヒドロ空白ロチアジド 1健 切羽

ロサル？ン方Pウム， Eドロ世田ロチアジド 1鍵 6Q 90 

ロザル？ンカリウムーヒドロ伊ロロチ7~1< 1錐 的卯

ロサル？ンカ！） ?A• ヒ Fロ F ロロデアジド 1鍵 脱抑

ロサル？ンカ日ウム・ヒド回世官官チアジド 1健 位拘

ロザ~·ン舟日。ム・ヒドロ空ロ回チアジド 1鍵 回初

ロサルタンカPウム・ヒドロ空ロロチアジド 1健 ωω 

回サルタン;IJ!)i}ム・ヒドロクロロチアジド 1後 69 90 

ロサルヲン.，ウムーヒ Jltl'1'ロロチアジド 1鍵 的初

口サルデンカリウムーヒドロ？ oロチアジド 1鍵 白”

ロサルPンカリクム・ヒド田空ロロデアジド 1鍵 開・＂

ロサM ンカ P.ム・＂回 Fロロチアジド 1健 8乱”

ロサルタンカFウム・ヒドロクロロチアジド ＂定 ....附

ロサルタン方ロウム・ヒ戸口，ロロチアジド 1鍵 的叩

ロサルタンカHウムーヒドロPロロチアジド "' 6恩仰

ロフラゼプ世エチル ・1 mg l鍵 ... 
ロヲタジン ＂同＇ 1盤 5エω

ロラ.ジ， 1 Om1 1健

"" 
ロラタジン 1略 1' 118.50 

イオh キYール 6 4. 7 l拍 llOmLE簡 5,462.00 

イオへキ，＿，レ 5 4. 7 l首 11日皿LZ筒 6，胤的

イオへキ，＿，. 1 5. 4 9弘7日皿Ll簡 ..皿凶
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No 議価基調書名 成分~ 規絡単位 薬価【円〉 N。 務価釜筆名 成分名 規格単位 票価｛円）

2闘注＇!f~医 イオへキYール＇＇°注シリンジ lOOmL・fHK』 イオh キソ＿，レ ＂‘＂略＂日皿 u 簡 ..叫ω ”4醐爽
ゾレドロン酸島商静注4mg/5mL『ヰプロ』 ゾレドロン酷＂＇和物 4mg5皿u 鼠 18, 106唱。。

制注射薬 イオベ日ン＂＇注シ日ンジ＂日 mc イ才ヘキy－，レ 7 5. 4 9弘＂白血 u 簡 S叩 ω ＇＂注射 .. ゾレド回ン酸点簡静注4m1/S回L 「ヤ，N ト」 ゾレFロン酷木和物 <m匝5mL1甑 18, 105.00 

3阻注射薬 オザグレルNa註且・om＇＂＇ンジ『 IF』 オザグレルナトP.ム 80mg4皿u 筒 1, 915.00 訓 1注射議
ゾレドロシ酸点摘静注＜m</.>00皿Lパヲグ『N

ゾレドロン量水干目物 4mg100皿u 袋 1目， 106.00

'" 
3時注射訓医 オザグレルNa』草稿静注sOm1: r I F』 オザグレルナトp.ム 80mg4田u 管

' ＂凶＂＂
2泊注射薬

ゾレドロン陸点商静注4mg/l00mLバッグ『サ
ゾ＂＇ロン醜水和物 4mg100田u 袋 珂 1凶叩

ノフイ』

3“注射薬
グラ＝セトロン点滴静注パヲグlmg/5日mL 『H

グラ＝セトロン塩酸塩 1皿，，白血u 袋 1叩 ωK• 4関注射薬
ゾレドロン酷点滴静注4mg/1日OmLパ，，

ゾレドロン離木和物 4mg100田L＞袋 18, 105.00 
ト－7』

ヨ筒注射薬 サリチル酷ナトH＂ム静注目，，，『日新』 サリチル醍ナトp.ム 5首 1白血u 管 国 ω ＂＇注射薬
プゾレドロン酷点滴静注4皿g/lOOmLJ<::tグ『ニ

ロj
ゾレドロン離水和物 4皿1100皿u 袋 18 105. 00 

踊注射＂ サンドユタチンCAR臨注用キット lOmg オFトレオチF酢酸塩 ＂皿＇＇キ yト （溶解付棺｝ ti4. 46ηω ＇＂注射薬
ゾレトド』ロン量点滴静注4rng/100mLパヲグ『ヤ
クル

ゾレドロン酷水和物 4皿glOOmLl.Q ＂＂防 ω

＂η注射実 ザンドス.チンCAR節注用キ，ト＂田耳 オクトレオチ F酢酷塩 20mglキット（檀解付椛｝ 221, 913. 00 ＂＇注射業
ダル7パリンN•静注5000単位／ SmL 「A' グルテパPンナトリウム 5, 0 0 0低分子へ際パ単位Pン1固Iii E野 ω

" 
揃注射策 サンド3王者テンCAR節注用キァト＂皿 E オ，トレオチ F酢酸塩 ＂皿＇＇キット（溶解付概 ｝ 312 39鼠ω ..注射擦 ＠醐用水バッグ「7ソー』 注射用水 1 L till! 216 00 

＂＇桧射＂＇ ジピ日ダモール静注捜＂皿 E 『白医工』 ジピFダモール o.' 5弘2mL1管 Eホω 4凶注射業 テイ＝プラエン点樟静注用400mE 『ト＿，， テイ＝プラ＝ン 400mgl庫 4,293.00 

Z刊栓射議 シメチジン注射植200mE 「トーロJ シメチジン 1日明Z皿u 管 ~6 oa 4問自注射築 ドセPキセIレ点滴静注椛＂田 g/lmLfNK』 ドセ.キセN 20mglmLl楓 ＇＂閉凶

m 注射実 シメチジン芭＂＇皿 E 『NF」 シメチジン ＂弘 2mLl管 関 ω 4附注射慈 ＠ドセPキセI哨静注植20mg/l皿L 『サワイJ ドセタキt.rv;K和物 20mcl皿u 踊 叫開 ω

＂注射実 照射赤血球櫨ー CR『目赤J 人赤血球語良厚様 血椛Z日OmLに由血来す球る1捧捜 8, 8&4. 00 ＇＂注射議 Fセヂキセル点摘静注棺80mg/4mL.『NK> ドセタキセル ＂阻 il4mL 1踊 38,4目0.00

＂＇注射驚 照射樺血雄被ー CR『日罪』 人$血球M/J"椴 血筏400mLに由血来す球る1赤袋 17 725. 00 4問注射凝 ＠ドセ舛セル点摘静注棺＂岡山田 L 『サPイ」 ドセタキセル＊和物 ＂田昌 4皿u 踊 ＇＂醐∞

間注射驚 生食注シロンジ『テバJ5mL 金理食複被 5mL l簡 『 110•0目 ＂＂注射訓医
ナ77号，.，トメシル酸塩注射用1日O皿E 『7

ナ77号ス.yトメシル酷塩 lOOmgl蹴 l 436 00 
ソーJ

＂島注射 .. 生全世シ日 νジ「テパJ1 OmL 生理食謹複 lOmLl筒 114 00 ＂＇注射襲
匡ヒア工ル』ロン陛ナトFPム関節龍'6mzシ日ンジ『自 ヒアルロン腔ナト，.ム 1弘2. 5mL 1簡 開 ω

＂＇注射灘 生全益＂＇ンジ「テパ＇ ＂皿 L 生理食底捜 ＂皿 u 簡 ＂＇・凶 ＂＇住射累 ヒアルロン世ナトリウム関節注＂皿且『目盛工」 ヒアル冒ン韓ナ卜，.ム ‘1悼＂ ＇同 u 管 408. 00 

sη 注射灘 事血陳情ーLR 「日赤』 人保血草案副厚様 ＂＇度 200mLK由血来す縁る1袋捺 ..叫閃 四注射罵 ＠ピ....：；；； v~ :.-Na聞用＇＇『＇ N』 ピベヲシ日ンナト FOム ＂＇甑 165 00 

3惚注射梁 赤血球棟一LR 「日赤』 人赤血縁乱軍椛 血液＂＇回 Lに由来血す球る1袋串 ＂師∞ ＂＇注射藁 ＠ピベヲシ日ンN•注射用 2' "N』 ピベ予シ日ンナトリウム ，，，甑 皿 ω

＂ヲ注射薬 ＠セ77ゾロンN•注射用。 ＂＇『 N" セ7ァゾ9Yナトリウム ＂＇回＇＇鼠 " 00 ＂＇注射票 @77モチテン闘10mi:「時J 7;r'IO"チジン ＂皿＇＇ 0皿u 菅 95 oa 

3脚注射契 ＠セ77ゾリンN担注射用＇ ' 『N＇』 セ77ゾFンナトリウム 1事1楓
"' 00 

＂＇註射藁 @77モチジン静注目皿E 「帥J 77モチジン 20mg20mL1管
"' 00 

羽t注射環 ＠セ77ゾP ンN•醐用 2 g fNPJ セ77ゾ目ンナトリウム ＇＇＇甑 Z関凶 ＂＇注射第 プEポフォール静注1悦 2OtnL fF K』 プロポプオール 2口Bmg20mL1菅 制 ω

詔Z注射寮 セファゾロンNa点画静注用 lg／（：；.＇グ「 NF」 セファゾHンナトHPム ' ' 1キyト （生O理D食同塩L椛付］' 四国 ＂＂注射藁 プロポ7オール静注1%5日皿L 『FK』 プロポプオール ＇＂皿 r50mLl揖 帆 伺

羽z遥射策 ＠セプオチアム醐師問 。 ＂且『 SN』 セフォチアム塩酷塩 250rngl描 団関 ＂＇註射藁 プロポフォール静注1%100mL「F., プロポプオ｝ル ' ＇＇日 OmLl揖 1, 003. 00 

掛注射業 ＠セアォチアム塩酸塩静注用0.5＇『 SN」 セ7ォチアム塩酸塩 5_00mgl楓 Zね ω 。。注射訓尾 ＠ミノサイクリン輔極点冊住用＂＇回直『＂ ミノサイクリン塩酷塩 ＇＂田. ＇抵 ＇＂叩

＂ぉ注射鶏 ＠セプオチアム醐塩舶用＇＇『 SN> セプ才テアム塩融塩 ＇＂鼠 440 o~ 但t注射寮 ＇＂パラミン註射祇 E目。＂「トーワ』 メコパラミン O. 6m1 l管 56.0D 

測6注射線 ＠セプ夕刊ム舶用口. 5 fl" ISN』 セアタジジムホ和物 ＂＇皿＇＇瓶 414.日目 位Z注射粟 ＂カイン塩薗塩世＇・ 5私『日斬』 塩酸Fドカイン '・ 6拡E同u 管 関 ω

回注射綴 ＠セ7'~ジム舶用＇ ＇『 SN> セ，，，ジムホ和物 ＇＂瓶 ＇＂地問 4位Z注射準 !I l':bイン塩酷塩注＇・ ＇引『，，軒』 塩酸Pドカイン '・ ＇拡＂岡 u 管 悶叩

＂＂注射麓 ゾレドロン酷点摘静注誼4mg/5mLfサPイ』 ゾレドPY酷木和物 4mg5mL1鼠 ＂・間関 ＇＂注射策 ロドカイν塩鼠塩注＞%「日新』 塩酸Pドカイン 1%5mL1管
'" 00 

制注射訓臨 ザゾーレ』ドロン酷点摘静注控4田直／SmLr77イ ゾレドロン融ホ和物 4m16mLl甑 18,105.00 m 注射驚 !J):;bイン塩酸塩注1杭『目1軒J 塩酪Pドカイン 1%10mL1管 防関

＂附注射訓廃 ゾ『レ日直F工＂，ン酷点摘静注融4mi;;/100皿Lパ，， ゾレドロン酷木和物 4皿glOOmLl袋 沼田∞ ＂＇注射 .. )) ):jJイン塩酸壇注＂も『目斬』 塩酸PF舟田イン '%5岡u 普 ＇＂岡

調1注射薬 ゾレドロンザ醸ー」点滴静注棺4mi;/100皿Lバッグ
『77イ ゾレドロン酷水和物 4mi;:l00皿u 袋 18, 105. 00 ＇＂注射驚 ' Fカイン塩盈塩注＂『日新』 塩酷Pドカイン 2弘1日Eu 曹 117 00 

m 出射薬 ゾレドロンE量点摘静注4mg/5mL 「NK> ゾレドロン酸木和物 4皿＇ 5皿u 瓶 18.105.0口 ＂＇外周覇権 アセチ『ルシシ冨：.テPイJンNa塩注λ ・贋入用情20W/
V% 

アセチルシ旦テイン 11. 62%2皿u 管 初＇＂

羽狩注射寮 ゾレドロン酷点描静注4回匝／5回L 「F』 ゾレドロン直木和物 4mg 5皿u 嵐 18, IQ5.日＂ ＇＂外周累 アセトアミ，，，ン坐剤小児用50mg「団新』 アセトアミ／7::.:/ 50mgl個 19.30 

＇＂注射薬 ゾレドロン融点滴静注4皿，／5皿L 「サンド』 ゾレドロン酷水和物 4mg5mLl甑 18, 105. 00 ..外周＂＇ アセトアミ '7且ν盛期小児用 100mgf目軒』 アセトアミ ／7:.":/ 1 0 Om11 l個 l冒，＇＂

回注射隷 ゾレドロン酸点商静注4mg/5田L 「日医工』 ゾレドロン離木和物 4m1r5mL1瓶 18, 1Q5. 00 叫外周第 アセトアミノ7，ン坐劃小児用＇＂回事『日新』 アセトアミノ7ェン ＂白血＇＇個 ＂剖

”’1宅，，＿，，



No 薬価革問医. 成分名 先見格単位 薬価｛円｝

‘＂外 m驚 インFメデシンパップ7日皿gfBMDJ イン！！JI？＇！〆：〆 ＂＂同 Xl4cml枇 ＂・初

‘問外周藁 オキシロナゾ＿，レ硝酷塩睦健100mE 『F』 オキシコナゾール硝酷塩 1日Omgl民 ...初

‘＂＇争期薬 オキシロナゾ－k碕酷塩園陸自 00皿＇ [F』 オキシコナゾール硝酸埴 60日田耳 1躍 2ゆ＂ 00 

＂凶舛H冒薬 ケトプロ 7•ンテープ 20mg 『BMD』 ケトプロフェン 7cmX10c皿1柱 12 8~ 

＂＇外 m鷲 ケトプロ，.ンテープ40皿gfBMDJ ケトプロ，.ン 10cmX14cml壮 18.10 

側外周薬 ゲンタマイシン硫酷塩歓膏口. l枯 fイワキ』 ゲンタマイシン植陸塩 1町Ig l g ..,. 
..外m•区 ジ，ロ 7•ナクNaパ7プ280m1「ヲ・－k』 ジク日 7•ナ9十ト日ウム 2日cmX 1 4 c皿1仕 問仰

a’外m，区 ジ，ロフ且ナ，ナトPウム虫剤 l2. 5m z 『CH』 ジ＇ロ 7•ナPナト p ＇ム I 2. 5m & 1圃 ＂切

“自外m薬
，，ロ 7•ナ＇ナト p .ム坐剤 l2. 5m z 『E医

ジFロ 7•ナfナト＂ム 12. Sm.11:1個 19.30 
~J 

側外周駕 ,_;9ロ7且ナ＇ナトリウム盛剤 2Sm i『CHJ ジ＇ロ 7且ナクナト目。ム 25mg1圃 ＂羽

4・2外周累 ージナロ7且ナFナトp.ム虫剤＂田 E 『日医工J 古＂ロ，.ナ＇ナト p•• ＂皿＇ l個 ＂初

“＂ヰ周到降 ジ＇ ll7:i::ナ9ナトHウム些剤SOmE 『日医工J ジ＇ロ 7•ナタナト H .ム 50mgl個 2? 5~ 

4“外周策 Fンベ＂ン虫剤 1日田耳『 JG』 ドンベRドン 1口mgl値 34 30 

4絹外周諜 Fンベ！］）－＇：，..－坐剤 lOm.11: ra~軒』 ドンベpドン 1 Omg Z個 34.30 

“ー外周調路 FンベPFン坐剤耳目mz 『JG』 Fンベpドン 30mgl個 ., " 
＂＇外周到高 ドンベ＂ン坐剤 3日間E『日斬』 ドン~， Fン 耳目m • 1個 関拘

...外J司鶏 ノルフロキザシン血眼按ロー 3首『N』kF』 ノル7ロキサシン o. ＇弘 lmL 42.30 

“’外.fflJ駆 ピダラピン軟膏3叫『トーロ』 rダヲピン 3叫＂ lZS 40 

‘回 4作用震 へパリン顕凪物質ゲルO咽 3弘『テパJ へ，，，ン商似物質
1 ' 

... 
仰外周震 ポピドンヨード外用取10桔 1日新』 ポピドンヨード 10弘10田L ＂河

＂＇外周案 ポピドンヨ F ドガーグル7%『ショーロ』 ポピドンヨード 7弘lmL ＇・伺

‘臼外周来 ミドレフリンF点眼披 トロピカミドー 7•ニレ7 リン塩酷塩 lmL ＂印

4“タト... メプチンスイングへラーl0 JI g眠入10日目 プロカテロール塩融塩水和鞠 lmglキyト I，聞広帥

‘“外周薬 ロキYプロ，.ンNaテープ5日mI f.:0.;!(J ロキyプロ，.ンナトリウムホ和物 7cmX10cml栓 " .. 
‘.外周葉区 ロキy7’ロ7:<::.--Naテープ1o Orne r三宮』 ロキyプロ7晶 νナトリウムホ和物 10 ＜回Xl4cml怯 幻関

細雪紫 エピ＂＇配合出歯科用方ート日 vジ1. 串田L 塩陸日ドカイン・ 7 ドレ十日ン 1 BmLl管 岡町
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［参考2) 

掲示事項等告示

別表第2 （平成田年3~31 日まで）

N。 業価基宣告名 成分名 規格単位

＂内用藁 ＠作チアピン提10 0回， fNPJ クエチアピン77＇＂酷塩【鮭｝ lOOmg l民

N。 薬価基指名 底分名 銀格単位 32内用車 ＠•~チアピン健200m, fNPJ クエチアピン7？，レ酸塩｛健） 200mgl鑓

1内用葉 ＠アルサ頼栓10鳴 アルジオキサ｛開柱） 10弘1' 
33内用藁 グリベンクラミド健1. 2 5mg『タナベJ グリペンクラミド［盤） l. 25mg l錠

2内用襲 ＠ア叶健lOOmg アルジオキサ｛陸｝ 1 0 0皿＇ 1鑑 34内用薬 グH~ンクラミド健 2. Sm, ＜•ナペ』 グ自ベンクラミド｛健｝ 2. 5回＇ 1盤

3内用車 @7山ロン醜5回E 「タイヨー』 アレンドロン陛ナト Hワムホ和物｛鮭） 5m• l錠 ＂内用薬 タレ~~パカプセル， 00 イ＝サベYト酸エチル｛カプセJレ｝ 300mgltlプセル

4内用薬 ＠アレンドロン醐Sm,M ラン』 アレンドロン醒ナト H.ムホ和物｛錠） 5皿＇ 1陸 36内用薬 グロスパール覇粒40弛 アシタロピル（願粒］ 40弘1' 

5内用＂＇ ＠アレンドロン醐35皿z ，.，ヨーJ アレシドロン酸ナトリタム＂＇和物（鍵） 35回目 1鍵 37内用車 ＠グロスパールシロフプ昌弘 アシタロピル｛シロフプ｝ 8%lmL 

6内用寵 ＠アレンドロン雌35m, r~イランJ アレンドロン酷ナトリウムホ和物［旋） 35冊目 l昆 38内用車 ＠クロポPジン鍵2m, ト日夕ロルメチアジド｛健） 2回＇ 1蛙

7内用車E ＠アレンフラールカプセル250mg セ77タロル（カプセル｝ 250mglカプセル 39内用藁 ＠ケ7ポリンカプセル25。 セ77クロル［カプセル｝ 250mg lカプセル

8内周到E @7レン7ラ』岬小児 用 lOOmg セフ，，回ル（細粒｝ lOOm匝1' 40内周累 ＠ケ7ポリン糊 10% セ77クロル（細粧］ lOOmglg 

9内用調E アンデプレ健2Sm, トラゾドン塩酸塩｛盤］ 25mgl錠 41内周到E ＝フノールL；白プセル45 アンプロキYール塩酸塩［桧放カプセル］ 4 Smg l;/Jプセル

JO内用車 アンデプレ値50mg トラゾドン塩酸塩｛昆］ 50mgl鍵 42内用＂＇ R .，クール健125mg クロルフ :c;;:f;~ンカルパミン酸~~テル［健］ 125mgl健

11内用車 ＠イ山ール健1Om11: 一硝酸イソ，，レピド｛錠｝ 1 0回＇ 1民 ＂内用擦 ＠，，.＿，レ健250mg クロル7~ネシンカルパミン酸~~テル（健｝ 250皿＇ 1躍

12内用車 ＠イ山トル健20mg ー硝酸イ Y，，レピド｛艶｝ 20mgl昆 ..内用軍 2ン見ーペン鍵2. 5mg ピ司~ル77ートナト，.ムホ和物（酎 E台 6m• l盤

＂内用車 イPナトロン健＂皿 E デクロフェナクナ卜HOム［陸｝ 25mg l健 45内用藁 コン見ーベン内用椛0. 7 5% ピ::::J;;..Iレ77ートナト Hウム水和物（披｝ 0. 7 5略lmL

M 内鯛寮 且パ7ィールカブセJレ， 00 イ＝サベント酷zチル｛カプセル｝ 300mglカプセル 45内用薬 ザーク HンS院 25 ヵロジノゲナーゼ［健｝ 25単位1錠

＂内用斑 Zンチ＝ン..I チザエジン壇酸塩【盤｝ lmgl健 <7内用誕 ＠サ／テン蝿10 0皿匝 パルプロ酷ナト HOム（健｝ lOOmgl錠

16内用襲 オプチラン健＇＂ ＇~プロスト アル7Tデク~（鮭｝ 5 μ g 1鍵 48内用寵 ＠サ／テン盤200mg バルブロ世十トリワム（健｝ 200皿＇ 1民

17内用誕 オプチラシ健10 μ g ＇~プロスト アル7Tデクス｛健］ 1 0 μ Ii: l健 49内用麗 サフィルチンEN鐘 250 サラゾ~，レ7T ピ日夕ン［腸溶鍵） 25 0田＇ 1健

店内用車 ガウト守口ン昆25mi;: ベンズプロマロン｛昆｝ 25回El健 50内用襲 サフィルジンEN盤500 サラゾ只Jレ7Tピリジン【腸，.錠） 500mgl民

1"内用誕 ＠畑町ク散2略 77号チジン｛散｝ 2略1且 51内用車 ＠ザルックラー岬プセル25。 セファクロル｛カプセル） 25 0皿g1 ;bプセル

＇＂内用離 ＠ガ見ドyク散10略 '77号チジン［散） 10%1匝 52内用襲 シ.ロスポH~＂プセル lOmg 『マイラン」 シクロスポHン（カプセル｝ lOmgl;/Jプセル

21内用寵 ＠帥J山健5m, マ＝ジピン塩酸底［健） E皿＇ 1健 ＂内用寵 シクロスポリンカプセル25国臣「マイラン』 シクロ見ポ日ン｛カプセル｝ 25皿g1 ;IJプセル

＂内用環 ＠方JレJ昨民lOmg マニジピン塩酸境［能） 10mgl盤 54内用薬 シクロスポリン＂プセル 5Om, f？イラン』 シタロZポ＇~ （舟プセル｝ 50mglカプセル

23内用車 ＠カルノ昨盤20mg ~~ジピン塩酸塩［鍵］ 20tngl鮭 55内用襲 シ.ロ2屯ポ日ン細粧17略「7イラン』 『ン.ロ見ポ日ン［細桂』 17%1g 

24内用車 ＠ 仰向ン盤0. 5mg ドキサゾシンメシル融塩｛健） 0. 呂田El艶 邸内閉幕 ＠シラザベー唱。 25mg シラザプHFレホ和物［健｝ 。‘ 25mgl範

＂内 m,.＠カルメゾシン竿lm• ドキサゾシンメシル酸塩｛鮭） lmgl昆 57内用藁 @vラザペー噌0 5m, シラザプHJレ水和物（綻） 0. 5mg l健

26内用車 ＠ヵルメゾシン蛙2m, ドキサゾシンメシル酸檀（鍵｝ Z皿＇ 1昆 5B内用調E ＠シラザベース鍵lm• シラザプPJレホ和物｛鍵］ 1皿El健

27内用藁 ＠カルメゾシン鮭4m• ドキサゾシンメシル融塩（昆） 4m• l健 ＂内用擁 ，カルナーゼ健1皿E ロフラゼプ聾エチル｛鮭｝ 1 rn g l錠

＂内用車 カルヨンシロ yプ0. 1鴨 ト日メトキ，＿，レ塩醍塩水和物｛シロyプ） 0. 1払 JmL ＂内用＂＇ ，，レチミン鍵2. Smg ピコ，，レ77ートナトリ ウム＂＇和物｛鍵） 2. 5回＇ 1昆

＂内用薬 ＠キネグル2盤SOmg エパルレM yト［髄） 50皿＇ 1錠 邸内用車 セスファルョ翻粧20% Yフ7'レロン［細粒｝ 20弘l' 

30内用高 ＠タエチアピン昆25m' fNPJ タエチアピン7~，レ酸塩（健］ 2 E回＇ 1鍵 62内用.. ＠セチリチン塩 醐 盤5国 耳 同 日 』 セチHジン塩酸塩（健） 5皿＇ 1蛙
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N。 駕価基準名 成分名 規絡単位 No 薬価基措名 成分名 規格単位

邸内用麗 ＠セテ日ジン塩酸塩院lOmg『マイラン』 セチリジY塩酸塩［位J lOmg l鮭 95内用藁 ＠ハ山ドール鮭3m＜『CH』 ハロベ日ドール｛鍵） 呂田＇ 1鍵

＂内用薬 ゼアロプト健5"' 日7プロスト アルファデクス［鮭｝
'"' l錠 ＇＂内用＂＇ パンエルゴァト健lID< ジヒドロエルゴタミンメシル融事（劇 lm< l鮭

65内用襲 ＠セレクナート鮭20mg メトプロロール酒石酸塩［佐） 20mg l健 97内用薬 ピカ号＿，レ健2m< ピペリデン塩酷塩（健） 2mgl盤

町内用菓 ゼンプロンLカプセル45 アンプロキYール塩酷塩（徐放カプセル） 45皿＇ 1カプセル 98内用栗 ピカルタミド健80皿E 『タイヨーJ ピカルタミド（盤） BOmgl陸

町内用薬 ダムゼール健1. 2 5皿耳 グv~~タラミド（握9 1. 25mgl、陸 ＇＂内周援 ＠ ピ ロ ナ ヅ ン束 アセトアミノ 7"ン
1 ' 

国内用藁 ダムゼール健2. 5・mg , グHベンクラミド（鍵｝ 2. 5皿＇ 1院 l田内用寵 ファレスタ yク按0. 7 5噛 ピヨスル77－トナト Hすムホ和物｛按） 0. 7 5拍 lmL

ω内用藁 チーカプト細枚40弘 シメチジン｛細粒｝ 40%lg ＇＂＇内用聾 プェナシドン健25mg ジタロ 7，ナタナト Hウム｛昆｝ 25mg l陸

70内用藁 ツルベール細粒 10弘 トフィ Yパム｛細位） 1 0弧 1' ＇＂＇内用薬 7エロチーム提50 ク・ェン酸第一候ナ卜，Fウム｛健］ 怯 6Omg 1民

71内用車 トロアラム錠0. 1 2 5皿匝 トHアプラム｛陸｝ O. 125mgl鮭 ＇＂内用＂＇ 7ォPメジン錠5 ドンペF＇ン（健］ 畠血El健

72内用薬 ト日アラム健0. 2 5回巨 トHアプラム［昆』 0.25mgl健 l似内用車 7ォPロミン願粒8. 昌弘 タエシ酸第ー鉄ナ卜 P歩ム（頼粒｝
1 ' 

73内用震 トレピアノーム館25mg ベンズプE守口ン｛健］ 25白昌 1健 ＇＂＇内用麗 プォHロミン健50 クエン陛第一般ナト Hウム｛健｝ 鋲 50mgl民

74内用車E ドンベロン健E ドンペH'y （鐘3 5m< l健 ＇＂＇内用誕 プ，フォ 3ロン鍵lOmg プチル月コポラミン臭化物｛健J lOmgl提

75内用農 ドνベPン蛙10 ドシペリ Vン（鍵） lOmgl提 ＇＂＇内用藁 プズレパンシロ yプ0. 3% アンプロキ，＿，レ塩酸塩仏唱Yプ） O. 3%1mL 

76内用環 ドンベロンDs 1悌 ドンペ日ドン｛シロップ用） 1拍 1,. ＇＂日内用薬 7ルヨナゾンカプセル50 7'レzナゾ←ル＇＂プセル］ 50mg lカプセル

11内用提 ＠ニザチン方プセル7日 ＝ザチジン｛カプセル｝ 75回＇ 1カプセル ＇＂＇内用調 E 7'レコナゾンカプセル 100 フルコナゾール｛カプセル］ lOOmglカプセル

18内用諜 ＠＝ザチンカプセル150 ニザチジン［カプセル｝ 150mg lカプセル HO内用車 7'レタミド館125mE 「マイラン」 7'レタミド（鮭） 125mg l健

79内用車 ＝レーナL健 10皿E ニフェジピン（徐放錠｝ lOmgl錠 ＂＇内用薬 フルトラー，健lm< フルニトラゼパム｛蛙） lmgl艇

加内用薬 エレーナL盤20回目 二 7，ジピン（徐放綻） 20mgl民 m 内用藁 プレシン佐25mg ジタロ 7"ナクナト Hウム（値｝ 25mgl錠

Bl内用寵 ノイオミール健 lOmg マプロチ日ン塩酸塩（鮭） lOmg l鮭 ＂＇内用藁 プレドP7 9健0. 5 トランドラプPIレ｛盤］ 0. 5皿耳 1鍵

82内用薬 ノイオミール健25mg 7プロチHン塩酸塩（錠］ 2 5 mg 1健 ＂＇内用薬 プレド日ック鮭l トランドラプPJレ｛鮭） lmgl健

83内用藁 ノイオ主ール鮭50mg 7プロチHン塩酸塩（躍） 5 Omg 1健 ＂＇内用薬 プロキシール健 10 0 塩酸‘ンプロアロキサシン［健］ 1 0 0皿＇ 1錠

脳内用薬 ノーゼア健Em< ドンペ＇＂ン［随｝ 5m< I健 no内用東 プロキシール提2O O' 塩酸シプロアロキサシン［健〕 200mgl健

邸内用襲 ＠ノンネルプ鍵0 -.5 エチゾラム［鮭｝ 0. 5mg l陸 m 内用車 プロクレイン蛙25 カ日ジノゲナーゼ｛陸1 25単位l鮭

邸内用寵 ③ ノ ン ネ ル プ 錠1 エチゾラム［健1 lmgl錠 ＂＇内用薬 ＠ フ ロ セ ミ ド錠20 f?..fa－』 フロセミド｛健） 20mg l範

町内用車 ＠パナセ77ン健 100mg セフポドキシム プロキセチル［錠］ lOOmgl鍵 ＂＇内用謀 ⑤ 7ロセミド健40『タイヨーj プロセミド｛健］ 40mgl鍵

回内用車 パナセ77ンD55% セフポドキシム プロキセチル（シロvプ用） 50田正 l' 1却内用薬 ＠巧プ叫トナ川崎20μg「夕刊 ベラプロ只トナトリウム（鮭） 2 0 Ii g 1健

田内用藁 パランコ y細粒10% Yフ7'レコン（知性） 1 0切 1' ＂＇内用事 ＠~ルデトル健o 2m< ポグPポース［健｝ O・. 2mg 1健

叩内用築 パランコン細粒20% Yファルコン（細位） 20桔 1' m 内用事 ＠ベルデリール錠0 3m< ポグHポー只｛鮭｝ 0. 3皿＇ 1錠

91内用薬 ハレムエン錠3m< メキタジン｛旋） 耳目耳 1健 』白内用＂＇ ベントキシベHンクヱン殴塩値30mE 「CH」 ベントキシベPンクエン離極［鮭｝ 30皿匡 1提

82内用菓 ＠ハ刊ドール錠o. 75m< rcHJ ハロベPドール｛能） 0. 7 5mg l佐 m 内用揮 ＠マニジピン塩酸富民Sm＜『夕刊』 マニジピン塩酸塩 I鮭｝ 5mgl民

93内用薬 R＇、山トル鍵 l回耳（CHJ ハロdHドール｛健） lm< l健 ＇＂内用車 ＠~~＂ピン醐蝿1 0叫『夕刊 マニデピン塩酷塩［鮭｝ lOm < 1l定

94内用菓 ＠ハロペ日ドー岨1 Sm＜『CHJ ハロベ日ドール｛盤） 1. 5回耳 1鍵 m 内用車 ＠~~ジピン塩醐健20mg 「タナ~J マエジピシ塩酸塩｛佐］ 2 Omg 1錠
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N。 薬価基自陣名 成分名 規格単位 No 震価五指名 成分名 続格単位

＂＇内用車 E メシル酸ペルゴ日ド昆50 μ g fマイラン」 ベルゴMドメシル酸塩｛錠｝ 5 0 μ g 1昆 "' 注射＂＇ シメチラン注200mg シメチジン｛注射按｝ 1 0弘2mLI管

l国内用，. メシル醍，.，ルゴHド陸250"' ＇~イラン』 ベルゴHドメシル酸塩｛健） 250μgl健 1関 注射薬 照射事血球団E原棺ーLR 『日赤』 人赤血球浪厚桜 血棺 200mLに由血来す球る1赤袋

＂＇内用寵 メタパ~カプセル300 イコザペント酸エチル［カプセル］ 300ing l舟プセル ＇＂注射藁 照射赤血疎揖庫慎一LR 『日赤』 人旅血球議厚抜 血液4OOmLに由来血す球るl赤" 

＂日内用罷 メデポリン錠0. 4 アJレプラゾラム［健） 0.4mi:::l鮭 3回注射薬 生食注シPンジ『タイヨーJSmL 生理食塩植｛キ＂＇ SmLl簡

＂＇内用薬 メヂポリン鍵D‘呂 7'レプラゾラム｛僅｝ 0. 呂田El艶 1伺注射薬 生食注シリンジ『タイヨー』 lOmL 生理食塩糠（キyト） lOmLl間

＂＇内用環 メトドリン健Z ミドドリン塩酸塩（鮭｝ 2m• l健 l“注射案 生食注VJJンジ『タイヨーJ2 OmL 生理企境液（キy卜｝ 20rnL1筒

＂＇内用薬 ＠メトFオン健250 メトホルミン塩酸塩（錠｝ 250mg l盤 1鴎注射繋 赤血.. 温厚椛ーLR 『日赤』 人赤血縁浪原被 血捜200mLに由血来す培るI宥袋

＂＇内用車 ユベ ・Q力プセル5回耳 ユピデカレノン｛力プセル｝ 5m, lカプセル 1師注射譲 赤血球損庫龍一LR 『日赤J 人赤血縁海厚波 血液400回Lに由来血す球る1罪袋

＂＇内用藁 ライベγク院 10 0 エトドラク（鍵） lOOmgl佳 1回注射罵 ＠セパダシン静注用0 5草 セフタ？？ムホ和物［静注用］ 500回＇ 1瓶

＂＂内周麗 ライベγタ毘200 エトドラタ（艶］ 200mgl担 1回注射璃 ＠セパダシン静注用 l' セフタクジムホ布物｛静注用）
, 

1 ' 1極

＂＇内用寮 ランソプラゾールOD提 l5m，「タイヨー』 ランYプラゾール｛健） 15mgl陸 1臼注射欝 ＠セフォチアロン静注用。 25' セフォチアム塩酷塩｛静注用］ 250mgl瓶

＂＇内用罷 ランYプラゾールOD蛇3om, rタイヨー』 ランyプラゾール｛健］ 30皿＂盤 ＂＇注射凝 ＠セフォチアロン静注目 " セフォチアム塩陛塩［静註用｝ 500mgl瓶

＇＂内用車 リタセンド民 12mg センノvド｛健） 12mgl値 m 注射策 ＠セアオチアロ：／静注用 l' セフォチアム塩酷塩［静注用｝ 1 ' l旗

＂目内用薬 ル日シシ健 150mg ロキシxロマイシン｛昆｝ 150mg l盤 ＂＇注射獲 ＠セ7~ゾン注射用。 2"  セアァゾHンナトリ ウム（注射用］ 250mgl瓶

＂＇内用藁 ＠レピンベース邸 宅町 zナラプHJレマレイン酸塩（鍵｝ 2. Smg 1錠 同注射鶏 ＠セアマゾン注射用 l' セ77ゾリシナト 90ム（注射用］ 1 ' 1瓶

＂＇内用薬 ＠レピンベーヌ駒田E エナラプリルマレイン酸塩｛健］ 5m< l範 ＂＇注射薬 ＠セ7~ゾン注射用 2' セ77ゾリシナトロウム｛注射用｝ 2＂脂

＂＇内用調 E ＠時打同プセル37 5mg ロルキ｝ザチヅン酢酷zスァル塩酷塩｛徐放カプセ 37. Smg Iカプセル ＂＇注射繋 セ 7~ゾン点簡静注用バyグ l ' セ77ゾロンナト自ウム｛キyト｝ 1 ' lキ7ト｛生o理o食m塩L披f寸）1 

＂＇内用構 ＠ロキタ»•プセル75mg ルロ｝キサチタン酢lt.:c.7.ァル塩酸塩｛抽放カプセ 75皿匝，.プセル ＂＇注射寵 チー方プト注200田Z シメチジン｛注射披｝ l0%2mL l菅

＂＇内用袈 ロキライド健15 0 ロキシxロマイシン［昆｝ lSOmgl昆 ＂η注射察 注射用ベラプ 100mg ナ77号只タットメシル酸塩［注射用］ 100皿El瓶

＂＂内用誕 ＠ロコプール健5 リシノプHFレ水和物［陸｝ 5皿＂院 ＂＇注射鷲 ＠ナミマイシン点滴静注用 lOOmg ミノサイク 9ン庫融塩（静注用） lOOmi:l甑

＂＇内用礎 ＠ロコプール民 10 リシノプリルホ和物（民｝ 10mgl捷 ＂問註射寵 E判パートラン注PB 塩酸Hドヨ白イン｛注射栂｝ 2私E皿Ll管

＂＂内用襲 ロラタクンOD蛙 1om, 1'ナベJ ロラタジン［健｝ lOmgl民 1岡注射藁 Z杭パートラン注PB 塩酸Hドカイン［注射棺｝ 2弘 lOmLl管

＇＂内用車 ロラタジン健lOmg 「タナベJ ロラタジン（健｝ lOmgl陸 ＇＂注射累 ネオザルペ自ン静註0. 5 g サ日チル陛ナトリウム｛注射椛｝ 5%10mLl管

＂＂内用濡 ロラタジンDs 1%「タナベ』 ロラタジン｛シロvプ用｝ l鴨 1' ＇＂注射薬 ＠ 即 日 ア ン ト闘用l' ピベラシロンナト Fウム［注射用） 1 ' l瓶

＂＇注射築 イオベHンシリンジ35.0 イオへキプール（キァトJ 7 5. 4 9弘lOOmLl筒 2幻注射寮 ＠即日アント醐周 2' ピベラシHンナト p.ム［注射用） Z匝1踊

＂＇注射凝 1%パートラン住FB 塩酸日ドカイン（注射故） 1弘SmLl管 出注射察 へパクロン静注5000単位／SmL ダルテパ担ンナトリ ワム｛静注用） 5, 0 0 0低分子際《パ単位Pンl傾回

＂＇注射襲 1%パートラン注PB 塩酷リドカイン（注射栂｝ l弛10回Ll菅 間注射薬 ホXピロン関節注25皿菖 ヒアルロン酸ナトリウム（注射植］ 1%2. SmL l菅

＂＇注射駕 ＠ガx＇＂タ静注 lOmg 77モチジン（注射用） 1 Omg・l OmL l菅 "" 注射策 ホ；.ピロンディスポ閣節注25m< ヒアルロン離ナト E.ム｛キyト｝ 1 %2. 5皿Ll簡

＂＇注射藁 ＠ガス M 静注目m, ファモチタン【注射用） 20mg20回L1菅 ＂＇注射策 0. 5拍パートラン注PB 蟻酸Hド舟イシ［注射旗｝ o. 5%5mL l管

＂面注射罷 キサタロァト注80mgV!Jンジ オザグレルナトロワム（キyト｝ 80mg4mL1簡 , ..注射喪 o. 5%パートラν注FB 塩酸リドカイン（注射植） 0. 5弘 lOmLl管

＂＇注射薬 キサタロ yト点摘静註BOm, オザグレルナトリウム（注射概｝ 80rng4mL l管 ＂＇注射駕 ローミ；.芭SOOμg メロパラミン（注射披］ 0. 5mg l管

2悶注射葉 シ7ノλ静注披 lOmg ジピ自ダモール（注射椴｝ 0. 5払2皿Ll管 ，，.外用環 77ロギス坐~JS 0 アセトアミノ 7，ン｛坐剤｝ 50mg l個
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No 薬価基準名 成分名 規格単位

＂＇外用累 77ロギλ坐剤 10 0 アセトアミノ 7•ン｛虫剤｝ lOOmg l個

＂＇外周＂＇ 77ロギス坐到1200 アセトアミノ 7，ン｛坐剤） 2oom,1個

＂＇外用薬 オキョナール瞳蛙lOOm・g オキシコナプール硝酸塩（眼健｝ 10Omg1提

＇＂外周袈 オキ司ナール腫健600mg オキシコナゾール硝酸塩（睦錠） 600mg I健

＂＇外用襲 オラロン含轍用情7拍 ポピドンヨード［合唱ま椛） 7%lmL 

日E外周藁， ゲルナート軟膏0. 1弘 ゲンヂマイシン硝酸塩｛軟膏｝ lmglg 

＂＇外用車 ザテリット注入・眠入用被20W/V略 アセチルシステイン｛吸入披J 1 7. 6 2鴨ZmLl管

l田外周薬 シオエナール軟膏昌弘 ピダラピン｛軟膏） 3略 1' 

1田外周薬
ジクロ 7，ナタナトリウム坐舟U1 2. 5m  z 『タナ

ジクロアェナタナト Hウム（坐剤｝ 12. 5mgl個
ベ』

＇＂＇外周薬 ジタロ，.ナタナトリウム坐剤 25国臣『タナベ」 ジクロアェナタナト H.ム（坐剤） 2 5皿＇ 1個

2例外周策 ゼムロンゲルo. 3判 へパPン類似物質（ゲル）
1 ' 

＂＇外周薬 テルニジン外用披10% ポピドンヨード［披｝ 1 0拍 lOmL

＂＇外周薬 トラ yプオンパyプ70mg インドメタシン［貼付剤） 10cmX14cml枚

l~ 外周＂＇ ノプロキサン点眼植0. 3首 ノル7ロキサシン｛点眼披） 。‘ 3弘lmL

＇＂＇外周策 ミオナゼ日ン坐剤 10 ドンベリドン［坐剤｝ lOmgl個

＇＂＇外周薬 ミオナゼHン坐剤 30 ドンペ日ドン（坐剤｝ 3 0回＇ 1個

初7外周薬 メリカァト坐剤 l2. 5 ジタロ 7"ナタナト Hウム（坐剤） 1 2‘E皿＇ 1個

＇＂＂外局薬 メロカット坐剤Z5 ジクロフェナクナトリウム｛坐剤） 25mg I個

＂＇外周凝 メリカット坐剤50 ジタロフェナクナト H.ム｛坐剤） 5 0皿＇ 1掴

＇＂外用菓 モンロピア坐剤 10 ドンベリドン（坐膏＇＂ 1 0皿＇ 1個

＂＇外用環 モンロピ7坐剤30 ドンペリドン（坐剤） 30mgl個

＂＇外用薬 ロマールテープz0 ケトプロ7ェン［貼付剤｝ 7cmX10c皿l枚

＂＇外周駕 ロマールテープ40 ケトプロフ且ン（貼付剤｝ 10cmX14cm l故


