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保医発 0613 第１号 

令 和 元 年 ６ 月 13 日 

地方厚生（支）局医療課長 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部）長  殿 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部）長 

厚生労働省保険局医療課長 

（ 公 印 省 略 ） 

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。）、

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。）等が令和元年厚生労働省告示

第32号（以下「一部改正告示」という。）をもって改正され、令和元年６月14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、関係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 181 品目、注射薬 30 品目及び外用薬 53 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２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。 



(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 内 用 薬 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 計 

品目数 １０，９３４ ４，０２７ ２，４５９ ２８ １７，４４８ 

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 79 品目、注射薬

18 品目及び外用薬 45 品目）について、掲示事項等告示の別表第５に収載することに

より、令和２年３月 31 日以降、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２品目）について、掲示事項等告示の別表第５に収載することにより、令和

２年３月 31 日以降、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５に収載されている全医薬品の品目

数は、次のとおりであること。 

区 分 内 用 薬 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 計 

品目数 ２２０ ９６ １０３ ０ ４１９ 

３ 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部を改正する件（令和元年厚生労働省告示第八号）の

一部改正について 

 一部改正告示第３条による改正は、一部改正告示第１条による薬価基準別表の改正に伴

う、法令技術的な規定の整備を行うものであり、薬価、適用期日等を改正するものではな

いこと。 

変更後の薬価は従前告示されたとおり、令和元年８月１日から適用されるものであるこ

と。（「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（令和元年５月 21 日付け

保医発 0521 第４号）の記の１の(４)を参照。） 



 

４ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について 

(１) カペシタビン錠 300mg「トーワ」、同「ヤクルト」及び同「日医工」 

本製剤の使用上の注意に、「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、本剤が適

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、使用にあ

たっては十分留意すること。 

 

(２) ゲフィチニブ錠 250mg「サワイ」、同「NK」、同「サンド」、同「ヤクルト」、同「日

医工」及び同「JG」 

本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に、「EGFR 遺伝子変異検査を実施する

こと。EGFR 遺伝子変異不明例の扱い等を含めて、本剤を投与する際は、日本肺癌学会

の「肺癌診療ガイドライン」等の最新の情報を参考に行うこと。」、「本剤の術後補助

療法における有効性及び安全性は確立していない。」及び「「臨床成績」の項の内容を

熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で適応患者の選択を行うこと。」

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) ダルベポエチン アルファ注 5µg シリンジ「KKF」、同 10µg シリンジ「KKF」、同 15µg

シリンジ「KKF」、同 20µg シリンジ「KKF」、同 30µg シリンジ「KKF」、同 40µg シリン

ジ「KKF」、同 60µg シリンジ「KKF」、同 120µg シリンジ「KKF」及び同 180µg シリンジ

「KKF」 

本製剤はダルベポエチン製剤であり、診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省

告示第 59 号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）区分番号

「J038」人工腎臓等における保険上の取扱いは、既存のダルベポエチン製剤と同様で

あること。 

 

(４) リネゾリド点滴静注 600mg／300mL「HK」 

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。 

 

(５) オキシコドン注射液 10mg「第一三共」及び同 50mg「第一三共」 

    本製剤はオキシコドン製剤であり、本製剤を投与した場合は、医科点数表区分番号

「C108」在宅悪性腫瘍等患者指導管理料又は「C108-2」在宅悪性腫瘍患者共同指導管

理料を算定できるものであること。 



 

(６) テルビナフィン錠 125mg「イワキ」 

① 本製剤の使用上の注意において「本剤の投与は、皮膚真菌症の治療に十分な経験

を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される患者についてのみ投与するこ

と」とされていることから、本製剤を皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師の

もとで、本製剤の投与が適切と判断される患者に使用した場合に算定できるもので

あること。 

② 本製剤の効能・効果において「外用抗真菌剤では治療困難な患者に限る」とされ

ており、また、使用上の注意においても「本剤の投与は、罹患部位、重症度及び感

染の範囲より本剤の内服が適切と判断される患者にのみ使用し、外用抗真菌剤で治

療可能な患者には使用しないこと」とされていることから、本製剤の内服が適切と

判断される患者であって、かつ外用抗真菌剤で治療困難な患者に使用した場合に限

り算定できるものであること。 

 

 

５ 関係通知の一部改正について 

(１) 「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 23 年７月 19 日付け

保医発 0719 第５号）の記の２の(１）中「グルベス配合錠」を「グルベス配合錠及び

同配合 OD 錠」に改める。 

 

(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」等について」（平成 30

年３月５日付け保医発 0305 第８号）を以下のとおり改正する。 

① 別紙１に別添１に掲げる医薬品を加え、令和元年６月 14 日から適用すること。 

② 別紙３に別添２に掲げる医薬品を加え、令和元年７月１日から適用すること。 

③ 別紙３に別添３に掲げる医薬品を加え、令和元年 10 月１日から適用すること。 



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 1129009F1360 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 東洋カプセル 12.80

内用薬 1129009F2366 ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 局
ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ
Ｉ」

東洋カプセル 21.00

内用薬 1139005F1058 ゾニサミド １００ｍｇ１錠 局 ゾニサミド錠１００ｍｇＥＸ「ＫＯ」 寿製薬 16.50

内用薬 1141007F1209 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠
アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「三
和」

三和化学研究所 7.10

内用薬 1141007F1217 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠
アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「武田
テバ」

武田テバファーマ 7.10

内用薬 1141007R1086 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％
「三和」

三和化学研究所 8.80

内用薬 1141007R2031 アセトアミノフェン ４０％１ｇ アセトアミノフェンＤＳ４０％「三和」 三和化学研究所 10.60

内用薬 1149019F1730 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「武田
テバ」

武田テバファーマ 7.80

内用薬 1161001C1151 アマンタジン塩酸塩 １０％１ｇ
アマンタジン塩酸塩細粒１０％「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 7.90

内用薬 1161001F1174 アマンタジン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠
アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 5.80

内用薬 1179041F1351 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 30.20

内用薬 1179048B1033 ブロナンセリン ２％１ｇ ブロナンセリン散２％「ＤＳＰＢ」
ＤＳファーマプロ
モ

278.00

内用薬 1179048B1041 ブロナンセリン ２％１ｇ ブロナンセリン散２％「アメル」 共和薬品工業 278.00

内用薬 1179048F1035 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 30.50

内用薬 1179048F1043 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「ＤＳＰＢ」
ＤＳファーマプロ
モ

30.50

内用薬 1179048F1051 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 30.50

内用薬 1179048F1060 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 30.50

内用薬 1179048F1078 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 30.50

内用薬 1179048F1086 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 30.50

内用薬 1179048F1094 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「タカタ」 高田製薬 30.50

内用薬 1179048F1108 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「トーワ」 東和薬品 30.50

内用薬 1179048F1116 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「日医工」 日医工 30.50

内用薬 1179048F1124 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠２ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 30.50

内用薬 1179048F2031 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 57.00

内用薬 1179048F2058 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 57.00

内用薬 1179048F2066 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 57.00

内用薬 1179048F2074 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 57.00

内用薬 1179048F2082 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 57.00

内用薬 1179048F2090 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「タカタ」 高田製薬 57.00

内用薬 1179048F2104 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 57.00

内用薬 1179048F2112 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「日医工」 日医工 57.00

内用薬 1179048F2120 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 57.00

品名

［別添１］

別紙１　診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品
※令和元年６月14日より適用
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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 価品名

内用薬 1179048F3038 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 106.50

内用薬 1179048F3046 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠４ｍｇ「ＤＳＰＢ」
ＤＳファーマプロ
モ

57.00

内用薬 1179048F3046 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「ＤＳＰＢ」
ＤＳファーマプロ
モ

106.50

内用薬 1179048F3054 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 106.50

内用薬 1179048F3062 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 106.50

内用薬 1179048F3070 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 106.50

内用薬 1179048F3089 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 106.50

内用薬 1179048F3097 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「タカタ」 高田製薬 106.50

内用薬 1179048F3100 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「トーワ」 東和薬品 106.50

内用薬 1179048F3119 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「日医工」 日医工 106.50

内用薬 1179048F3127 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ブロナンセリン錠８ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 106.50

内用薬 1179050M1066 アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１カプセル
アトモキセチンカプセル５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 108.50

内用薬 1179050M2062 アトモキセチン塩酸塩 １０ｍｇ１カプセル
アトモキセチンカプセル１０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 129.30

内用薬 1179050M3069 アトモキセチン塩酸塩 ２５ｍｇ１カプセル
アトモキセチンカプセル２５ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 163.00

内用薬 1179050M4065 アトモキセチン塩酸塩 ４０ｍｇ１カプセル
アトモキセチンカプセル４０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 183.60

内用薬 2123005F1290 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠
カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 5.80

内用薬 2144002F1377 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局
エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ
「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

9.90

内用薬 2144002F2420 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 局
エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

11.20

内用薬 2144002F3345 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 局
エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ
「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

18.50

内用薬 2149039F1368 ロサルタンカリウム ２５ｍｇ１錠 局
ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＮＰ
Ｉ」

日本薬品工業 20.80

内用薬 2149039F2364 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局
ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＮＰ
Ｉ」

日本薬品工業 41.20

内用薬 2149039F3352 ロサルタンカリウム １００ｍｇ１錠 局
ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＮＰ
Ｉ」

日本薬品工業 62.20

内用薬 2149041F1373 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠２０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 9.90

内用薬 2149041F2370 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠４０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 16.60

内用薬 2149041F3376 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 局 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 31.20

内用薬 2171006N1164 ジルチアゼム塩酸塩
１００ｍｇ１カプセ
ル

局
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１００
ｍｇ「トーワ」

佐藤薬品工業 22.40

内用薬 2171006N2080 ジルチアゼム塩酸塩
２００ｍｇ１カプセ
ル

局
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル２００
ｍｇ「トーワ」

佐藤薬品工業 24.00

内用薬 2171011N1130 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１カプセル
硝酸イソソルビド徐放カプセル２０ｍｇ
「ＺＥ」

全星薬品工業 5.80

内用薬 2171020F1291 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 局 ニトレンジピン錠５ｍｇ「杏林」
キョーリンリメ
ディオ

9.60

内用薬 2171020F2298 ニトレンジピン １０ｍｇ１錠 局 ニトレンジピン錠１０ｍｇ「杏林」
キョーリンリメ
ディオ

9.90

内用薬 2171023F1104 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 局 一硝酸イソソルビド錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬 5.60

内用薬 2171023F2143 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 局 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「日新」 日新製薬 7.60

内用薬 2183005G1323 ベザフィブラート ２００ｍｇ１錠 局
ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ「Ａ
ＦＰ」

メディサ新薬 13.30

内用薬 2183005G2184 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 局
ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ「Ａ
ＦＰ」

メディサ新薬 9.90

内用薬 2190006M2241 トコフェロールニコチン酸エステル
２００ｍｇ１カプセ
ル

トコフェロールニコチン酸エステルカプ
セル２００ｍｇ「ＴＣ」

東洋カプセル 5.60
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内用薬 2229001R1033 ジメモルファンリン酸塩 ２．５％１ｇ
ジメモルファンリン酸塩ＤＳ小児用２．
５％「タカタ」

高田製薬 10.50

内用薬 2233002C1089 Ｌ－カルボシステイン ５０％１ｇ
カルボシステイン細粒５０％「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 6.40

内用薬 2233002F1344 Ｌ－カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 局
カルボシステイン錠２５０ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 5.60

内用薬 2233002F2162 Ｌ－カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 局
カルボシステイン錠５００ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 6.80

内用薬 2233002Q1140 Ｌ－カルボシステイン ５％１ｍＬ
カルボシステインシロップ５％「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 2.60

内用薬 2239001F1831 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠
アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「Ｎ
ＰＩ」

日本薬品工業 5.60

内用薬 2239001F1840 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠
アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「タ
カタ」

高田製薬 5.60

内用薬 2239001Q1204 アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用
０．３％「タカタ」

ローマン工業 5.10

内用薬 2239001R1129 アンブロキソール塩酸塩 １．５％１ｇ
アンブロキソール塩酸塩ＤＳ小児用１．
５％「タカタ」

高田製薬 34.40

内用薬 2239001R2052 アンブロキソール塩酸塩 ３％１ｇ
アンブロキソール塩酸塩ＤＳ３％「タカ
タ」

高田製薬 27.60

内用薬 2259004R1036 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０１％１ｇ
プロカテロール塩酸塩ＤＳ０．０１％
「タカタ」

高田製薬 46.40

内用薬 2325001C1142 シメチジン ２０％１ｇ シメチジン細粒２０％「ツルハラ」 鶴原製薬 6.20

内用薬 2329020F1159 イルソグラジンマレイン酸塩 ２ｍｇ１錠 局
イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ
「武田テバ」

武田テバファーマ 9.70

内用薬 2329020F2139 イルソグラジンマレイン酸塩 ４ｍｇ１錠 局
イルソグラジンマレイン酸塩錠４ｍｇ
「武田テバ」

武田テバファーマ 16.10

内用薬 2339209M1030 ビオヂアスターゼ２０００配合剤 １カプセル ケイラーゼＡＴ配合カプセル 三恵薬品 5.60

内用薬 2339226D1034 ビオヂアスターゼ２０００配合剤 １ｇ ケイラーゼＳＡ配合顆粒 三恵薬品 10.00

内用薬 2354003F2430 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「サンド」 サンド 5.00

内用薬 2354003F2448 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「武田テバ」 武田テバ薬品 5.00

内用薬 2359005F1269 ピコスルファートナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠
ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍ
ｇ「イワキ」

岩城製薬 5.80

内用薬 2359005F3040 ピコスルファートナトリウム水和物 ７．５ｍｇ１錠
ピコスルファートナトリウム錠７．５ｍ
ｇ「イワキ」

岩城製薬 6.00

内用薬 2359005M1101 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Ｎａカプセル２．５ｍ
ｇ「ＮＰＩ」

日本薬品工業 5.80

内用薬 2359005S1348 ピコスルファートナトリウム水和物 ０．７５％１ｍＬ
ピコスルファートナトリウム内用液０．
７５％「イワキ」

岩城製薬 9.10

内用薬 2399010F1281 モサプリドクエン酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 局
モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「Ｎ
ＰＩ」

日本薬品工業 9.60

内用薬 2399010F2288 モサプリドクエン酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ
Ｉ」

日本薬品工業 9.90

内用薬 2454002S1157 デキサメタゾン ０．０１％１ｍＬ
デキサメタゾンエリキシル０．０１％
「日新」

日新製薬 1.70

内用薬 2478002F1100 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル ２．５ｍｇ１錠
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル
錠２．５ｍｇ「Ｆ」

富士製薬工業 18.40

内用薬 2478002F2068 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル ５ｍｇ１錠
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル
錠５ｍｇ「Ｆ」

富士製薬工業 18.70

内用薬 2478002F3064 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル ２００ｍｇ１錠
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル
錠２００ｍｇ「Ｆ」

富士製薬工業 110.90

内用薬 2590010F1040 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 14.40

内用薬 2590010F1058 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 14.40

内用薬 2590010F1066 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 14.40

内用薬 2590010F1074 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 14.40

内用薬 2590010F1082 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 14.40

内用薬 2590010F1090 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「あすか」 あすか製薬 14.40

内用薬 2590010F1104 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 14.40
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内用薬 2590010F1112 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「杏林」
キョーリンリメ
ディオ

14.40

内用薬 2590010F1120 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「日医工」 日医工 14.40

内用薬 2590010F1139 シロドシン ２ｍｇ１錠 局 シロドシン錠２ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 14.40

内用薬 2590010F2046 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 28.00

内用薬 2590010F2054 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 28.00

内用薬 2590010F2062 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 28.00

内用薬 2590010F2070 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 28.00

内用薬 2590010F2089 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 28.00

内用薬 2590010F2097 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「あすか」 あすか製薬 28.00

内用薬 2590010F2100 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 28.00

内用薬 2590010F2119 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「杏林」
キョーリンリメ
ディオ

28.00

内用薬 2590010F2127 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「日医工」 日医工 28.00

内用薬 2590010F2135 シロドシン ４ｍｇ１錠 局 シロドシン錠４ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 28.00

内用薬 2590010F3042 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 14.40

内用薬 2590010F3050 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 14.40

内用薬 2590010F3069 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 14.40

内用薬 2590010F3077 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「Ｍｅ」 Ｍｅ　ファルマ 14.40

内用薬 2590010F3085 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 14.40

内用薬 2590010F3093 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「あすか」 あすか製薬 14.40

内用薬 2590010F3107 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 14.40

内用薬 2590010F3115 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「杏林」
キョーリンリメ
ディオ

14.40

内用薬 2590010F3123 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 14.40

内用薬 2590010F3131 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 14.40

内用薬 2590010F3140 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 14.40

内用薬 2590010F3158 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「日新」 日新製薬 14.40

内用薬 2590010F3166 シロドシン ２ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 14.40

内用薬 2590010F4049 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＥＥ」 エルメッド 28.00

内用薬 2590010F4057 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 28.00

内用薬 2590010F4065 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 28.00

内用薬 2590010F4073 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「Ｍｅ」 Ｍｅ　ファルマ 28.00

内用薬 2590010F4081 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 28.00

内用薬 2590010F4090 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「あすか」 あすか製薬 28.00

内用薬 2590010F4103 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 28.00

内用薬 2590010F4111 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「杏林」
キョーリンリメ
ディオ

28.00

内用薬 2590010F4120 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 28.00
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内用薬 2590010F4138 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 28.00

内用薬 2590010F4146 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 28.00

内用薬 2590010F4154 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「日新」 日新製薬 28.00

内用薬 2590010F4162 シロドシン ４ｍｇ１錠 シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 28.00

内用薬 3134003F1400 ピリドキサールリン酸エステル水和物 １０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠１０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.60

内用薬 3134003F2163 ピリドキサールリン酸エステル水和物 ２０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠２０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.60

内用薬 3134003F3356 ピリドキサールリン酸エステル水和物 ３０ｍｇ１錠 ピリドキサール錠３０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.60

内用薬 3136004M1173 メコバラミン
０．２５ｍｇ１カプ
セル

メコバラミンカプセル２５０μｇ「日
新」

日新製薬 5.60

内用薬 3229005F1102 Ｌ－アスパラギン酸カリウム錠 ３００ｍｇ１錠
Ｌ－アスパラギン酸Ｋ錠３００ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 5.80

内用薬 3327002F1193 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 局 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 9.90

内用薬 3399004M1417 イコサペント酸エチル
３００ｍｇ１カプセ
ル

局
イコサペント酸エチルカプセル３００ｍ
ｇ「ＴＢＰ」

東菱薬品工業 22.20

内用薬 3399008F1343 クロピドグレル硫酸塩 ２５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠２５ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 29.00

内用薬 3399008F2340 クロピドグレル硫酸塩 ７５ｍｇ１錠 局 クロピドグレル錠７５ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 70.20

内用薬 3943001F1683 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局
アロプリノール錠１００ｍｇ「ファイ
ザー」

ナガセ医薬品 7.70

内用薬 3943001F2345 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局
アロプリノール錠５０ｍｇ「ファイ
ザー」

ナガセ医薬品 9.90

内用薬 3949002F1177 ベンズブロマロン ２５ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「ＮＭ」 ナガセ医薬品 8.00

内用薬 3949002F2238 ベンズブロマロン ５０ｍｇ１錠 ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「ＮＭ」 ナガセ医薬品 12.60

内用薬 3999001Q2082 ラクツロース ６５％１ｍＬ
ラクツロースシロップ６５％「武田テ
バ」

武田テバ薬品 4.80

内用薬 4223005F1049 カペシタビン ３００ｍｇ１錠 カペシタビン錠３００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 136.20

内用薬 4223005F1057 カペシタビン ３００ｍｇ１錠 カペシタビン錠３００ｍｇ「日医工」 日医工 136.20

内用薬 4223005F1065 カペシタビン ３００ｍｇ１錠 カペシタビン錠３００ｍｇ「ヤクルト」 ダイト 136.20

内用薬 4291009F1276 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 294.70

内用薬 4291009F2124 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠
ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 294.70

内用薬 4291010F1228 アナストロゾール １ｍｇ１錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 154.00

内用薬 4291011F1206 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＫＭＰ」 共創未来ファーマ 976.80

内用薬 4291013F1043 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 2,662.00

内用薬 4291013F1051 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 2,662.00

内用薬 4291013F1060 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 2,662.00

内用薬 4291013F1078 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「サンド」 ダイト 2,662.00

内用薬 4291013F1086 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 2,662.00

内用薬 4291013F1094 ゲフィチニブ ２５０ｍｇ１錠 ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ヤクルト」 高田製薬 2,662.00

内用薬 4419002Q1141 ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 ０．０４％１０ｍＬ
ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩シ
ロップ０．０４％「日新」

日新製薬 10.50

内用薬 6179001F1104 ボリコナゾール ５０ｍｇ１錠 局 ボリコナゾール錠５０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 368.60

内用薬 6179001F2100 ボリコナゾール ２００ｍｇ１錠 局
ボリコナゾール錠２００ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバファーマ 1,185.20

内用薬 6290005F1326 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 局 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「イワキ」 岩城製薬 98.70
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内用薬 8119002G5038 オキシコドン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 麻
オキシコドン徐放錠５ｍｇＮＸ「第一三
共」

第一三共プロ
ファーマ

98.20

内用薬 8119002G6034 オキシコドン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 麻
オキシコドン徐放錠１０ｍｇＮＸ「第一
三共」

第一三共プロ
ファーマ

181.10

内用薬 8119002G7030 オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 麻
オキシコドン徐放錠２０ｍｇＮＸ「第一
三共」

第一三共プロ
ファーマ

331.10

内用薬 8119002G8037 オキシコドン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ１錠 麻
オキシコドン徐放錠４０ｍｇＮＸ「第一
三共」

第一三共プロ
ファーマ

605.10

注射薬 2119402P1100 ドパミン塩酸塩
０．１％２００ｍＬ
１袋

局
ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇ
バッグ「武田テバ」

武田テバ薬品 855

注射薬 2119402P2115 ドパミン塩酸塩
０．３％２００ｍＬ
１袋

局
ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇ
バッグ「武田テバ」

武田テバ薬品 1,259

注射薬 2190402D1100 アルプロスタジル　アルファデクス ２０μｇ１管
アルプロスタジルアルファデクス注射用
２０μｇ「Ｆ」

富士製薬工業 363

注射薬 2190402D2114 アルプロスタジル　アルファデクス ５００μｇ１瓶
アルプロスタジルアルファデクス点滴静
注用５００μｇ「Ｆ」

富士製薬工業 5,074

注射薬 3321401A4270
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和
物

０．５％２０ｍＬ１
管

カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ静注１０
０ｍｇ「日新」

日新製薬 56

注射薬 3999407D1319 ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶
ナファモスタットメシル酸塩注射用１０
ｍｇ「武田テバ」

武田テバファーマ 236

注射薬 3999407D2323 ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶
ナファモスタットメシル酸塩注射用５０
ｍｇ「武田テバ」

武田テバファーマ 424

注射薬 3999407D3168 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶
ナファモスタットメシル酸塩注射用１０
０ｍｇ「武田テバ」

武田テバファーマ 931

注射薬 3999425S5036 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）
１０μｇ０．５ｍＬ
１筒

ダルベポエチン　アルファ注１０μｇシ
リンジ「ＫＫＦ」

協和キリンフロン
ティア

1,546

注射薬 3999425S6032 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）
１５μｇ０．５ｍＬ
１筒

ダルベポエチン　アルファ注１５μｇシ
リンジ「ＫＫＦ」

協和キリンフロン
ティア

2,154

注射薬 3999425S7039 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）
２０μｇ０．５ｍＬ
１筒

ダルベポエチン　アルファ注２０μｇシ
リンジ「ＫＫＦ」

協和キリンフロン
ティア

2,727

注射薬 3999425S8035 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）
３０μｇ０．５ｍＬ
１筒

ダルベポエチン　アルファ注３０μｇシ
リンジ「ＫＫＦ」

協和キリンフロン
ティア

3,801

注射薬 3999425S9031 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）
４０μｇ０．５ｍＬ
１筒

ダルベポエチン　アルファ注４０μｇシ
リンジ「ＫＫＦ」

協和キリンフロン
ティア

4,811

注射薬 3999425U1031 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）
６０μｇ０．５ｍＬ
１筒

ダルベポエチン　アルファ注６０μｇシ
リンジ「ＫＫＦ」

協和キリンフロン
ティア

6,706

注射薬 3999425U2038 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）
１２０μｇ０．５ｍ
Ｌ１筒

ダルベポエチン　アルファ注１２０μｇ
シリンジ「ＫＫＦ」

協和キリンフロン
ティア

11,831

注射薬 3999425U3034 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）
１８０μｇ０．５ｍ
Ｌ１筒

ダルベポエチン　アルファ注１８０μｇ
シリンジ「ＫＫＦ」

協和キリンフロン
ティア

16,492

注射薬 3999425U4030 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）
５μｇ０．５ｍＬ１
筒

ダルベポエチン　アルファ注５μｇシリ
ンジ「ＫＫＦ」

協和キリンフロン
ティア

876

注射薬 6132401D3218 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 局 セファゾリンＮａ注射用１ｇ「イセイ」 コーアイセイ 202

注射薬 6249401A1076 リネゾリド
６００ｍｇ３００ｍ
Ｌ１袋

リネゾリド点滴静注６００ｍｇ／３００
ｍＬ「ＨＫ」

光製薬 8,462

注射薬 6250401F1260 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 局
アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「Ｆ
Ｙ」

富士薬品 535

注射薬 6250401F1279 アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 局
アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「武
田テバ」

武田テバファーマ 535

注射薬 7223401A1139 プロチレリン酒石酸塩水和物 ０．５ｍｇ１管
プロチレリン酒石酸塩注射液０．５ｍｇ
「日医工」

日医工 451

注射薬 7223401A2097 プロチレリン酒石酸塩水和物 １ｍｇ１ｍＬ１管
プロチレリン酒石酸塩注射液１ｍｇ「日
医工」

日医工 929

注射薬 7223401A3115 プロチレリン酒石酸塩水和物 ２ｍｇ１ｍＬ１管
プロチレリン酒石酸塩注射液２ｍｇ「日
医工」

日医工 1,972

注射薬 8119400A1033 オキシコドン塩酸塩水和物 １％１ｍＬ１管 麻
オキシコドン注射液１０ｍｇ「第一三
共」

第一三共プロ
ファーマ

164

注射薬 8119400A2030 オキシコドン塩酸塩水和物 １％５ｍＬ１管 麻
オキシコドン注射液５０ｍｇ「第一三
共」

第一三共プロ
ファーマ

747

外用薬 1147700J4048 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１筒
ジクロフェナクナトリウム注腸軟膏２５
ｍｇ「日医工」

日医工 94.20

外用薬 1147700J5044 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１筒
ジクロフェナクナトリウム注腸軟膏５０
ｍｇ「日医工」

日医工 95.70

外用薬 1315700M2057 デキサメタゾン ０．１％１ｇ
デキサメタゾン眼軟膏０．１％「ニッ
トー」

日東メディック 45.80

外用薬 1315704Q1158 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ
フルオロメトロン点眼液０．０２％
「ニットー」

日東メディック 17.60

外用薬 1315704Q3169 フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ
フルオロメトロン点眼液０．１％「ニッ
トー」

日東メディック 19.80
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外用薬 1319701Q1110 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ
カルテオロール塩酸塩点眼液１％「ニッ
テン」

ニッテン 108.80

外用薬 1319701Q1129 カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ
カルテオロール塩酸塩点眼液１％「ニッ
トー」

東亜薬品 86.50

外用薬 1319701Q2117 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ
カルテオロール塩酸塩点眼液２％「ニッ
テン」

ニッテン 149.50

外用薬 1319701Q2125 カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ
カルテオロール塩酸塩点眼液２％「ニッ
トー」

東亜薬品 117.00

外用薬 1319702Q1182 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ
チモロール点眼液０．２５％「ニッテ
ン」

ニッテン 58.20

外用薬 1319702Q1190 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ
チモロール点眼液０．２５％「ニッ
トー」

東亜薬品 58.20

外用薬 1319702Q2197 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロール点眼液０．５％「ニッテン」 ニッテン 85.20

外用薬 1319702Q2200 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ チモロール点眼液０．５％「ニットー」 東亜薬品 85.20

外用薬 1319710Q2124 シアノコバラミン
０．０２％５ｍＬ１
瓶

シアノコバラミン点眼液０．０２％
「ニットー」

東亜薬品 84.80

外用薬 1319717Q1383 クロモグリク酸ナトリウム
１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「タカ
タ」

高田製薬 359.00

外用薬 1319717Q1391 クロモグリク酸ナトリウム
１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「ニッテ
ン」

ニッテン 359.00

外用薬 1319717Q1405 クロモグリク酸ナトリウム
１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「ニッ
トー」

東亜薬品 215.60

外用薬 1319724Q1189 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ
プラノプロフェン点眼液０．１％「日
点」

日本点眼薬研究所 25.60

外用薬 1319724Q1197 プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ
プラノプロフェン点眼液０．１％「ニッ
トー」

日東メディック 19.70

外用薬 1319726Q1218 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％
「ニッテン」

ニッテン 35.30

外用薬 1319730Q1389 ケトチフェンフマル酸塩
３．４５ｍｇ５ｍＬ
１瓶

ケトチフェン点眼液０．０５％「ニッテ
ン」

ニッテン 361.90

外用薬 1319730Q1397 ケトチフェンフマル酸塩
３．４５ｍｇ５ｍＬ
１瓶

ケトチフェン点眼液０．０５％「日東」 メディサ新薬 252.90

外用薬 1319820Q1030 トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩 １ｍＬ トラチモ配合点眼液「ニットー」 東亜薬品 574.60

外用薬 1329707Q1289 フルチカゾンプロピオン酸エステル
２．０４ｍｇ４ｍＬ
１瓶

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「三和」２
８噴霧用

三和化学研究所 417.50

外用薬 1329707Q3230 フルチカゾンプロピオン酸エステル
４．０８ｍｇ８ｍＬ
１瓶

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「三和」５
６噴霧用

三和化学研究所 769.20

外用薬 1329710Q1035
モメタゾンフランカルボン酸エステル水和
物

５ｍｇ１０ｇ１瓶
モメタゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６
噴霧用

キョーリンリメ
ディオ

746.10

外用薬 1329710Q2031
モメタゾンフランカルボン酸エステル水和
物

９ｍｇ１８ｇ１瓶
モメタゾン点鼻液５０μｇ「杏林」１１
２噴霧用

キョーリンリメ
ディオ

1,492.20

外用薬 1329710Q3020
モメタゾンフランカルボン酸エステル水和
物

３．５ｍｇ７ｇ１瓶
モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＭＹＬ」５
６噴霧用

東興薬品工業 746.10

外用薬 1329710Q4026
モメタゾンフランカルボン酸エステル水和
物

６．５ｍｇ１３ｇ１
瓶

モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＭＹＬ」１
１２噴霧用

東興薬品工業 1,492.20

外用薬 2171700S1184 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚
硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「モチ
ダ」

メディサ新薬 46.60

外用薬 2619716Q1258 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液
１０％「日医工」

日医工 6.50

外用薬 2646713M1209 クロベタゾールプロピオン酸エステル ０．０５％１ｇ
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟
膏０．０５％「ＭＹＫ」

前田薬品工業 9.30

外用薬 2646713N1182 クロベタゾールプロピオン酸エステル ０．０５％１ｇ
クロベタゾールプロピオン酸エステルク
リーム０．０５％「ＭＹＫ」

前田薬品工業 9.30

外用薬 2646713Q1138 クロベタゾールプロピオン酸エステル ０．０５％１ｇ
クロベタゾールプロピオン酸エステル
ローション０．０５％「ＭＹＫ」

前田薬品工業 10.60

外用薬 2646726M1125 デキサメタゾンプロピオン酸エステル ０．１％１ｇ
デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟
膏０．１％「ラクール」

東光薬品工業 11.30

外用薬 2646726N1120 デキサメタゾンプロピオン酸エステル ０．１％１ｇ
デキサメタゾンプロピオン酸エステルク
リーム０．１％「ラクール」

東光薬品工業 11.30

外用薬 2646730M1075
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エ
ステル

０．０５％１ｇ
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸
エステル軟膏０．０５％「ＭＹＫ」

前田薬品工業 12.50

外用薬 2646730N1062
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エ
ステル

０．０５％１ｇ
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸
エステルクリーム０．０５％「ＭＹＫ」

前田薬品工業 12.50

外用薬 2646730Q1050
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エ
ステル

０．０５％１ｇ
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸
エステルローション０．０５％「ＭＹ
Ｋ」

前田薬品工業 12.50
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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 価品名

外用薬 2646731M1053 モメタゾンフランカルボン酸エステル ０．１％１ｇ
モメタゾンフランカルボン酸エステル軟
膏０．１％「ＭＹＫ」

前田薬品工業 15.70

外用薬 2646731N1059 モメタゾンフランカルボン酸エステル ０．１％１ｇ
モメタゾンフランカルボン酸エステルク
リーム０．１％「ＭＹＫ」

前田薬品工業 15.70

外用薬 2646731Q1055 モメタゾンフランカルボン酸エステル ０．１％１ｇ
モメタゾンフランカルボン酸エステル
ローション０．１％「ＭＹＫ」

前田薬品工業 15.70

外用薬 2655708N1318 ビホナゾール １％１ｇ ビホナゾールクリーム１％「イワキ」 岩城製薬 10.20

外用薬 2655708Q1195 ビホナゾール １％１ｍＬ ビホナゾール外用液１％「イワキ」 岩城製薬 10.20

外用薬 2655709N1096 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ケトコナゾールクリーム２％「イワキ」 岩城製薬 19.20

外用薬 2655709Q1084 ケトコナゾール ２％１ｇ 局
ケトコナゾールローション２％「イワ
キ」

岩城製薬 19.20

外用薬 2659710N1225 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％「イ
ワキ」

岩城製薬 14.00

外用薬 2659710Q1124 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％「ＭＹ
Ｋ」

前田薬品工業 14.00

外用薬 2659710Q1132 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％「イワ
キ」

岩城製薬 14.00

外用薬 2699711Q1108 アダパレン ０．１％１ｇ アダパレンゲル０．１％「イワキ」 岩城製薬 48.10

外用薬 2699711Q1116 アダパレン ０．１％１ｇ アダパレンゲル０．１％「東光」 東光薬品工業 48.10
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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 1179048B1025 ブロナンセリン ２％１ｇ ロナセン散２％ 大日本住友製薬 678.90

内用薬 1179048F1027 ブロナンセリン ２ｍｇ１錠 ロナセン錠２ｍｇ 大日本住友製薬 75.00

内用薬 1179048F2023 ブロナンセリン ４ｍｇ１錠 ロナセン錠４ｍｇ 大日本住友製薬 140.70

内用薬 1179048F3020 ブロナンセリン ８ｍｇ１錠 ロナセン錠８ｍｇ 大日本住友製薬 262.90

注射薬 8119400A1025 オキシコドン塩酸塩水和物 １％１ｍＬ１管 麻 オキファスト注１０ｍｇ シオノギファーマ 348

注射薬 8119400A2021 オキシコドン塩酸塩水和物 １％５ｍＬ１管 麻 オキファスト注５０ｍｇ シオノギファーマ 1,585

外用薬 1319820Q1022 トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩 １ｍＬ デュオトラバ配合点眼液
ノバルティス
ファーマ

1,149.10

外用薬 1329710Q1027 モメタゾンフランカルボン酸エステル ５ｍｇ１０ｇ１瓶 ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用 ＭＳＤ 1,791.60

外用薬 1329710Q2023 モメタゾンフランカルボン酸エステル ９ｍｇ１８ｇ１瓶
ナゾネックス点鼻液５０μｇ１１２噴霧
用

ＭＳＤ 3,602.30

［別添２］

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」
※令和元年７月１日より適用

品名
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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

注射薬 3999425S5028 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）
１０μｇ０．５ｍＬ
１筒

ネスプ注射液１０μｇプラシリンジ 協和発酵キリン 2,307

注射薬 3999425S6024 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）
１５μｇ０．５ｍＬ
１筒

ネスプ注射液１５μｇプラシリンジ 協和発酵キリン 3,280

注射薬 3999425S7020 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）
２０μｇ０．５ｍＬ
１筒

ネスプ注射液２０μｇプラシリンジ 協和発酵キリン 4,162

注射薬 3999425S8027 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）
３０μｇ０．５ｍＬ
１筒

ネスプ注射液３０μｇプラシリンジ 協和発酵キリン 6,015

注射薬 3999425S9023 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）
４０μｇ０．５ｍＬ
１筒

ネスプ注射液４０μｇプラシリンジ 協和発酵キリン 7,393

注射薬 3999425U1023 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）
６０μｇ０．５ｍＬ
１筒

ネスプ注射液６０μｇプラシリンジ 協和発酵キリン 10,624

注射薬 3999425U2020 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）
１２０μｇ０．５ｍ
Ｌ１筒

ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ 協和発酵キリン 18,744

注射薬 3999425U3026 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）
１８０μｇ０．５ｍ
Ｌ１筒

ネスプ注射液１８０μｇプラシリンジ 協和発酵キリン 26,270

注射薬 3999425U4022 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）
５μｇ０．５ｍＬ１
筒

ネスプ注射液５μｇプラシリンジ 協和発酵キリン 1,265

［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」
※令和元年10月１日より適用

品名
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（参考：新旧対照表） 

 

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 23 年７月 19 日付け保医発 0719 第５号）の記の２の(１） 

改 正 後 現 行 

(１)  グルベス配合錠及び同配合 OD 錠 

① 効能又は効果 

２型糖尿病（ただし、ミチグリニドカルシウム水和物及びボ

クリボースの併用による治療が適切と判断される場合に限る。）

であること。 

② 保険適用上の取扱い 

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮する

こと。糖尿病以外にも耐糖能異常・尿糖陽性等、糖尿病類似

の症状（腎性糖尿，甲状腺機能異常等）を有する疾患がある

ことに留意すること。 

イ 本剤を 2型糖尿病治療の第一選択薬として用いないこと。 

ウ 原則として、既にミチグリニドカルシウム水和物として 1

回 10mg、1 日 3 回及びボグリボースとして 1 回 0.2mg、1 日 3

回を併用し状態が安定している場合、あるいはミチグリニド

カルシウム水和物として 1 回 10mg、1 日 3 回又はボグリボー

スとして 1回 0.2mg、1日 3 回の単剤の治療により効果不十分

な場合に、本剤の使用を検討すること。 

エ ミチグリニドカルシウム水和物の治療により効果不十分な

場合の本剤使用に関する臨床試験を実施しておらず、有効性

及び安全性に関する成績は限られている。 

オ 本剤投与中において、本剤の投与がミチグリニドカルシウ

(１) グルベス配合錠 

① 効能又は効果 

２型糖尿病（ただし、ミチグリニドカルシウム水和物及びボ

クリボースの併用による治療が適切と判断される場合に限る。）

であること。 

② 保険適用上の取扱い 

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮する

こと。糖尿病以外にも耐糖能異常・尿糖陽性等、糖尿病類似

の症状（腎性糖尿，甲状腺機能異常等）を有する疾患がある

ことに留意すること。 

イ 本剤を 2型糖尿病治療の第一選択薬として用いないこと。 

ウ 原則として、既にミチグリニドカルシウム水和物として 1

回 10mg、1 日 3 回及びボグリボースとして 1 回 0.2mg、1 日 3

回を併用し状態が安定している場合、あるいはミチグリニド

カルシウム水和物として 1 回 10mg、1 日 3 回又はボグリボー

スとして 1回 0.2mg、1日 3 回の単剤の治療により効果不十分

な場合に、本剤の使用を検討すること。 

エ ミチグリニドカルシウム水和物の治療により効果不十分な

場合の本剤使用に関する臨床試験を実施しておらず、有効性

及び安全性に関する成績は限られている。 

オ 本剤投与中において、本剤の投与がミチグリニドカルシウ



ム水和物及びボグリボースの各単剤の併用よりも適切である

か慎重に判断すること。 

ム水和物及びボグリボースの各単剤の併用よりも適切である

か慎重に判断すること。 



（参考１）

薬価基準名 成分名 規格単位 　薬 価 (円)

1 内用薬 アセトアミノフェン錠200mg「三和」 アセトアミノフェン 200mg１錠 7.10

2 内用薬 アセトアミノフェン錠200mg「武田テバ」 アセトアミノフェン 200mg１錠 7.10

3 内用薬 アセトアミノフェンＤＳ小児用20％「三和」 アセトアミノフェン 20％１ｇ 8.80

4 内用薬 アセトアミノフェンＤＳ40％「三和」 アセトアミノフェン 40％１ｇ 10.60

5 内用薬 アトモキセチンカプセル５mg「アメル」 アトモキセチン塩酸塩 ５mg１カプセル 108.50

6 内用薬 アトモキセチンカプセル10mg「アメル」 アトモキセチン塩酸塩 10mg１カプセル 129.30

7 内用薬 アトモキセチンカプセル25mg「アメル」 アトモキセチン塩酸塩 25mg１カプセル 163.00

8 内用薬 アトモキセチンカプセル40mg「アメル」 アトモキセチン塩酸塩 40mg１カプセル 183.60

9 内用薬 アナストロゾール錠１mg「ＤＳＥＰ」 アナストロゾール １mg１錠 154.00

10 内用薬 アマンタジン塩酸塩細粒10％「ツルハラ」 アマンタジン塩酸塩 10％１ｇ 7.90

11 内用薬 アマンタジン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」 アマンタジン塩酸塩 50mg１錠 5.80

12 内用薬 局 アロプリノール錠50mg「ファイザー」 アロプリノール 50mg１錠 9.90

13 内用薬 局 アロプリノール錠100mg「ファイザー」 アロプリノール 100mg１錠 7.70

14 内用薬 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「ＮＰＩ」 アンブロキソール塩酸塩 15mg１錠 5.60

15 内用薬 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タカタ」 アンブロキソール塩酸塩 15mg１錠 5.60

16 内用薬
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3％「タカ
タ」

アンブロキソール塩酸塩 0.3％１mL 5.10

17 内用薬 アンブロキソール塩酸塩ＤＳ小児用1.5％「タカタ」 アンブロキソール塩酸塩 1.5％１ｇ 34.40

18 内用薬 アンブロキソール塩酸塩ＤＳ３％「タカタ」 アンブロキソール塩酸塩 ３％１ｇ 27.60

19 内用薬 局 イコサペント酸エチルカプセル300mg「ＴＢＰ」 イコサペント酸エチル 300mg１カプセル 22.20

20 内用薬 局 一硝酸イソソルビド錠10mg「日新」 一硝酸イソソルビド 10mg１錠 5.60

21 内用薬 局 一硝酸イソソルビド錠20mg「日新」 一硝酸イソソルビド 20mg１錠 7.60

22 内用薬 イマチニブ錠100mg「ＫＭＰ」 イマチニブメシル酸塩 100mg１錠 976.80

23 内用薬 局 イルソグラジンマレイン酸塩錠２mg「武田テバ」 イルソグラジンマレイン酸塩 ２mg１錠 9.70

24 内用薬 局 イルソグラジンマレイン酸塩錠４mg「武田テバ」 イルソグラジンマレイン酸塩 ４mg１錠 16.10

25 内用薬 局 エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「杏林」 エナラプリルマレイン酸塩 2.5mg１錠 9.90

26 内用薬 局 エナラプリルマレイン酸塩錠５mg「杏林」 エナラプリルマレイン酸塩 ５mg１錠 11.20

27 内用薬 局 エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「杏林」 エナラプリルマレイン酸塩 10mg１錠 18.50

28 内用薬 Ｌ－アスパラギン酸Ｋ錠300mg「アメル」 L-アスパラギン酸カリウム 300mg１錠 5.80

29 内用薬 麻 オキシコドン徐放錠５mgＮＸ「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 ５mg１錠 98.20

30 内用薬 麻 オキシコドン徐放錠10mgＮＸ「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 10mg１錠 181.10

31 内用薬 麻 オキシコドン徐放錠20mgＮＸ「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 20mg１錠 331.10

32 内用薬 麻 オキシコドン徐放錠40mgＮＸ「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 40mg１錠 605.10

33 内用薬 局 カフェイン水和物「ファイザー」原末 カフェイン水和物 １ｇ 9.50

34 内用薬 カペシタビン錠300mg「トーワ」 カペシタビン 300mg１錠 136.20

35 内用薬 カペシタビン錠300mg「日医工」 カペシタビン 300mg１錠 136.20

36 内用薬 カペシタビン錠300mg「ヤクルト」 カペシタビン 300mg１錠 136.20

37 内用薬 カルテオロール塩酸塩錠５mg「トーワ」 カルテオロール塩酸塩 ５mg１錠 5.80

38 内用薬 カルボシステイン細粒50％「ツルハラ」 Ｌ－カルボシステイン 50％１ｇ 6.40

Ｎｏ

薬価基準告示
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39 内用薬 局 カルボシステイン錠250mg「ツルハラ」 Ｌ－カルボシステイン 250mg１錠 5.60

40 内用薬 局 カルボシステイン錠500mg「ツルハラ」 Ｌ－カルボシステイン 500mg１錠 6.80

41 内用薬 カルボシステインシロップ５％「ツルハラ」 Ｌ－カルボシステイン ５％１mL 2.60

42 内用薬 局 乾燥酵母「ファイザー」原末 乾燥酵母 10ｇ 32.90

43 内用薬 グルベス配合ＯＤ錠 ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース １錠 47.70

44 内用薬 局 クロピドグレル錠25mg「クニヒロ」 クロピドグレル硫酸塩 25mg１錠 29.00

45 内用薬 局 クロピドグレル錠75mg「クニヒロ」 クロピドグレル硫酸塩 75mg１錠 70.20

46 内用薬 ケイラーゼＡＴ配合カプセル ビオヂアスターゼ２０００配合剤 １カプセル 5.60

47 内用薬 ケイラーゼＳＡ配合顆粒 ビオヂアスターゼ２０００配合剤 １ｇ 10.00

48 内用薬 ゲフィチニブ錠250mg「ＮＫ」 ゲフィチニブ 250mg１錠 2,662.00

49 内用薬 ゲフィチニブ錠250mg「サワイ」 ゲフィチニブ 250mg１錠 2,662.00

50 内用薬 ゲフィチニブ錠250mg「サンド」 ゲフィチニブ 250mg１錠 2,662.00

51 内用薬 ゲフィチニブ錠250mg「ＪＧ」 ゲフィチニブ 250mg１錠 2,662.00

52 内用薬 ゲフィチニブ錠250mg「日医工」 ゲフィチニブ 250mg１錠 2,662.00

53 内用薬 ゲフィチニブ錠250mg「ヤクルト」 ゲフィチニブ 250mg１錠 2,662.00

54 内用薬 シメチジン細粒20％「ツルハラ」 シメチジン 20％１ｇ 6.20

55 内用薬 ジメモルファンリン酸塩ＤＳ小児用2.5％「タカタ」 ジメモルファンリン酸塩 2.5％１ｇ 10.50

56 内用薬 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「ＺＥ」 硝酸イソソルビド 20mg１カプセル 5.80

57 内用薬 局 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」 ジルチアゼム塩酸塩 100mg１カプセル 22.40

58 内用薬 局 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル200mg「トーワ」 ジルチアゼム塩酸塩 200mg１カプセル 24.00

59 内用薬 シロドシンＯＤ錠２mg「あすか」 シロドシン ２mg１錠 14.40

60 内用薬 シロドシンＯＤ錠２mg「ＥＥ」 シロドシン ２mg１錠 14.40

61 内用薬 シロドシンＯＤ錠２mg「Ｍｅ」 シロドシン ２mg１錠 14.40

62 内用薬 シロドシンＯＤ錠２mg「オーハラ」 シロドシン ２mg１錠 14.40

63 内用薬 シロドシンＯＤ錠２mg「杏林」 シロドシン ２mg１錠 14.40

64 内用薬 シロドシンＯＤ錠２mg「ＫＮ」 シロドシン ２mg１錠 14.40

65 内用薬 シロドシンＯＤ錠２mg「ＫＭＰ」 シロドシン ２mg１錠 14.40

66 内用薬 シロドシンＯＤ錠２mg「ケミファ」 シロドシン ２mg１錠 14.40

67 内用薬 シロドシンＯＤ錠２mg「サワイ」 シロドシン ２mg１錠 14.40

68 内用薬 シロドシンＯＤ錠２mg「ツルハラ」 シロドシン ２mg１錠 14.40

69 内用薬 シロドシンＯＤ錠２mg「日新」 シロドシン ２mg１錠 14.40

70 内用薬 シロドシンＯＤ錠２mg「ニプロ」 シロドシン ２mg１錠 14.40

71 内用薬 シロドシンＯＤ錠２mg「ＹＤ」 シロドシン ２mg１錠 14.40

72 内用薬 シロドシンＯＤ錠４mg「あすか」 シロドシン ４mg１錠 28.00

73 内用薬 シロドシンＯＤ錠４mg「ＥＥ」 シロドシン ４mg１錠 28.00

74 内用薬 シロドシンＯＤ錠４mg「Ｍｅ」 シロドシン ４mg１錠 28.00

75 内用薬 シロドシンＯＤ錠４mg「オーハラ」 シロドシン ４mg１錠 28.00

76 内用薬 シロドシンＯＤ錠４mg「杏林」 シロドシン ４mg１錠 28.00

77 内用薬 シロドシンＯＤ錠４mg「ＫＮ」 シロドシン ４mg１錠 28.00
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78 内用薬 シロドシンＯＤ錠４mg「ＫＭＰ」 シロドシン ４mg１錠 28.00

79 内用薬 シロドシンＯＤ錠４mg「ケミファ」 シロドシン ４mg１錠 28.00

80 内用薬 シロドシンＯＤ錠４mg「サワイ」 シロドシン ４mg１錠 28.00

81 内用薬 シロドシンＯＤ錠４mg「ツルハラ」 シロドシン ４mg１錠 28.00

82 内用薬 シロドシンＯＤ錠４mg「日新」 シロドシン ４mg１錠 28.00

83 内用薬 シロドシンＯＤ錠４mg「ニプロ」 シロドシン ４mg１錠 28.00

84 内用薬 シロドシンＯＤ錠４mg「ＹＤ」 シロドシン ４mg１錠 28.00

85 内用薬 局 シロドシン錠２mg「あすか」 シロドシン ２mg１錠 14.40

86 内用薬 局 シロドシン錠２mg「オーハラ」 シロドシン ２mg１錠 14.40

87 内用薬 局 シロドシン錠２mg「杏林」 シロドシン ２mg１錠 14.40

88 内用薬 局 シロドシン錠２mg「ＫＮ」 シロドシン ２mg１錠 14.40

89 内用薬 局 シロドシン錠２mg「ＫＭＰ」 シロドシン ２mg１錠 14.40

90 内用薬 局 シロドシン錠２mg「ＪＧ」 シロドシン ２mg１錠 14.40

91 内用薬 局 シロドシン錠２mg「ＴＣＫ」 シロドシン ２mg１錠 14.40

92 内用薬 局 シロドシン錠２mg「日医工」 シロドシン ２mg１錠 14.40

93 内用薬 局 シロドシン錠２mg「ニプロ」 シロドシン ２mg１錠 14.40

94 内用薬 局 シロドシン錠２mg「ＹＤ」 シロドシン ２mg１錠 14.40

95 内用薬 局 シロドシン錠４mg「あすか」 シロドシン ４mg１錠 28.00

96 内用薬 局 シロドシン錠４mg「オーハラ」 シロドシン ４mg１錠 28.00

97 内用薬 局 シロドシン錠４mg「杏林」 シロドシン ４mg１錠 28.00

98 内用薬 局 シロドシン錠４mg「ＫＮ」 シロドシン ４mg１錠 28.00

99 内用薬 局 シロドシン錠４mg「ＫＭＰ」 シロドシン ４mg１錠 28.00

100 内用薬 局 シロドシン錠４mg「ＪＧ」 シロドシン ４mg１錠 28.00

101 内用薬 局 シロドシン錠４mg「ＴＣＫ」 シロドシン ４mg１錠 28.00

102 内用薬 局 シロドシン錠４mg「日医工」 シロドシン ４mg１錠 28.00

103 内用薬 局 シロドシン錠４mg「ニプロ」 シロドシン ４mg１錠 28.00

104 内用薬 局 シロドシン錠４mg「ＹＤ」 シロドシン ４mg１錠 28.00

105 内用薬 センノシド錠12mg「サンド」 センノシド 12mg１錠 5.00

106 内用薬 センノシド錠12mg「武田テバ」 センノシド 12mg１錠 5.00

107 内用薬 局 ゾニサミド錠100mgＥＸ「ＫＯ」 ゾニサミド 100mg１錠 16.50

108 内用薬 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５mg「ＮＰＩ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５mg１錠 12.80

109 内用薬 局 ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「ＮＰＩ」 ゾルピデム酒石酸塩 10mg１錠 21.00

110 内用薬
ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04％
「日新」

ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.04％10mL 10.50

111 内用薬 デキサメタゾンエリキシル0.01％「日新」 デキサメタゾン 0.01％１mL 1.70

112 内用薬 局 テルビナフィン錠125mg「イワキ」 テルビナフィン塩酸塩 125mg１錠 98.70

113 内用薬
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「Ｔ
Ｃ」

トコフェロールニコチン酸エステル 200mg１カプセル 5.60

114 内用薬 局 トラネキサム酸錠250mg「日医工」 トラネキサム酸 250mg１錠 9.90

115 内用薬 局 トリヘキシフェニジル塩酸塩錠２mg「杏林」 トリヘキシフェニジル塩酸塩 ２mg１錠 8.60

116 内用薬 局 ニトレンジピン錠５mg「杏林」 ニトレンジピン ５mg１錠 9.60
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117 内用薬 局 ニトレンジピン錠10mg「杏林」 ニトレンジピン 10mg１錠 9.90

118 内用薬 局 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 乳酸カルシウム水和物 10ｇ 37.70

119 内用薬 局 花扇加工ブシＫ ブシ 10ｇ 89.90

120 内用薬 局 バルサルタン錠20mg「ＮＰＩ」 バルサルタン 20mg１錠 9.90

121 内用薬 局 バルサルタン錠40mg「ＮＰＩ」 バルサルタン 40mg１錠 16.60

122 内用薬 局 バルサルタン錠80mg「ＮＰＩ」 バルサルタン 80mg１錠 31.20

123 内用薬 局 パロキセチン錠10mg「ＮＰＩ」 パロキセチン塩酸塩水和物 10mg１錠 30.20

124 内用薬 局 パンクレアチン「ファイザー」原末 パンクレアチン １ｇ 7.20

125 内用薬 ビカルタミドＯＤ錠80mg「ＤＳＥＰ」 ビカルタミド 80mg１錠 294.70

126 内用薬 ビカルタミド錠80mg「ＤＳＥＰ」 ビカルタミド 80mg１錠 294.70

127 内用薬 ピコスルファートNaカプセル2.5mg「ＮＰＩ」 ピコスルファートナトリウム水和物 2.5mg１カプセル 5.80

128 内用薬 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」 ピコスルファートナトリウム水和物 2.5mg１錠 5.80

129 内用薬 ピコスルファートナトリウム錠7.5mg「イワキ」 ピコスルファートナトリウム水和物 7.5mg１錠 6.00

130 内用薬 ピコスルファートナトリウム内用液0.75％「イワキ」 ピコスルファートナトリウム水和物 0.75％１mL 9.10

131 内用薬 ピリドキサール錠10mg「ツルハラ」 ピリドキサールリン酸エステル水和物 10mg１錠 5.60

132 内用薬 ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」 ピリドキサールリン酸エステル水和物 20mg１錠 5.60

133 内用薬 ピリドキサール錠30mg「ツルハラ」 ピリドキサールリン酸エステル水和物 30mg１錠 5.60

134 内用薬 プロカテロール塩酸塩ＤＳ0.01％「タカタ」 プロカテロール塩酸塩水和物 0.01％１ｇ 46.40

135 内用薬 ブロナンセリン散２％「アメル」 ブロナンセリン ２％１ｇ 278.00

136 内用薬 ブロナンセリン散２％「ＤＳＰＢ」 ブロナンセリン ２％１ｇ 278.00

137 内用薬 ブロナンセリン錠２mg「アメル」 ブロナンセリン ２mg１錠 30.50

138 内用薬 ブロナンセリン錠２mg「ＫＮ」 ブロナンセリン ２mg１錠 30.50

139 内用薬 ブロナンセリン錠２mg「サワイ」 ブロナンセリン ２mg１錠 30.50

140 内用薬 ブロナンセリン錠２mg「タカタ」 ブロナンセリン ２mg１錠 30.50

141 内用薬 ブロナンセリン錠２mg「ＤＳＥＰ」 ブロナンセリン ２mg１錠 30.50

142 内用薬 ブロナンセリン錠２mg「ＤＳＰＢ」 ブロナンセリン ２mg１錠 30.50

143 内用薬 ブロナンセリン錠２mg「トーワ」 ブロナンセリン ２mg１錠 30.50

144 内用薬 ブロナンセリン錠２mg「日医工」 ブロナンセリン ２mg１錠 30.50

145 内用薬 ブロナンセリン錠２mg「ニプロ」 ブロナンセリン ２mg１錠 30.50

146 内用薬 ブロナンセリン錠２mg「ＹＤ」 ブロナンセリン ２mg１錠 30.50

147 内用薬 ブロナンセリン錠４mg「アメル」 ブロナンセリン ４mg１錠 57.00

148 内用薬 ブロナンセリン錠４mg「ＫＮ」 ブロナンセリン ４mg１錠 57.00

149 内用薬 ブロナンセリン錠４mg「サワイ」 ブロナンセリン ４mg１錠 57.00

150 内用薬 ブロナンセリン錠４mg「タカタ」 ブロナンセリン ４mg１錠 57.00

151 内用薬 ブロナンセリン錠４mg「ＤＳＥＰ」 ブロナンセリン ４mg１錠 57.00

152 内用薬 ブロナンセリン錠４mg「ＤＳＰＢ」 ブロナンセリン ４mg１錠 57.00

153 内用薬 ブロナンセリン錠４mg「トーワ」 ブロナンセリン ４mg１錠 57.00

154 内用薬 ブロナンセリン錠４mg「日医工」 ブロナンセリン ４mg１錠 57.00

155 内用薬 ブロナンセリン錠４mg「ニプロ」 ブロナンセリン ４mg１錠 57.00
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156 内用薬 ブロナンセリン錠４mg「ＹＤ」 ブロナンセリン ４mg１錠 57.00

157 内用薬 ブロナンセリン錠８mg「アメル」 ブロナンセリン ８mg１錠 106.50

158 内用薬 ブロナンセリン錠８mg「ＫＮ」 ブロナンセリン ８mg１錠 106.50

159 内用薬 ブロナンセリン錠８mg「サワイ」 ブロナンセリン ８mg１錠 106.50

160 内用薬 ブロナンセリン錠８mg「タカタ」 ブロナンセリン ８mg１錠 106.50

161 内用薬 ブロナンセリン錠８mg「ＤＳＥＰ」 ブロナンセリン ８mg１錠 106.50

162 内用薬 ブロナンセリン錠８mg「ＤＳＰＢ」 ブロナンセリン ８mg１錠 106.50

163 内用薬 ブロナンセリン錠８mg「トーワ」 ブロナンセリン ８mg１錠 106.50

164 内用薬 ブロナンセリン錠８mg「日医工」 ブロナンセリン ８mg１錠 106.50

165 内用薬 ブロナンセリン錠８mg「ニプロ」 ブロナンセリン ８mg１錠 106.50

166 内用薬 ブロナンセリン錠８mg「ＹＤ」 ブロナンセリン ８mg１錠 106.50

167 内用薬 局 ベザフィブラート徐放錠100mg「ＡＦＰ」 ベザフィブラート 100mg１錠 9.90

168 内用薬 局 ベザフィブラート徐放錠200mg「ＡＦＰ」 ベザフィブラート 200mg１錠 13.30

169 内用薬 ベンズブロマロン錠25mg「ＮＭ」
ベ
ン
ズ
ベンズブロマロン 25mg１錠 8.00

170 内用薬 ベンズブロマロン錠50mg「ＮＭ」
ベ
ン
ズ
ベンズブロマロン 50mg１錠 12.60

171 内用薬 局 ボリコナゾール錠50mg「武田テバ」 ボリコナゾール 50mg１錠 368.60

172 内用薬 局 ボリコナゾール錠200mg「武田テバ」 ボリコナゾール 200mg１錠 1,185.20

173 内用薬 メコバラミンカプセル250μg「日新」 メコバラミン 0.25mg１カプセル 5.60

174 内用薬 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「Ｆ」 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル 2.5mg１錠 18.40

175 内用薬 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠５mg「Ｆ」 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル ５mg１錠 18.70

176 内用薬 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「Ｆ」 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル 200mg１錠 110.90

177 内用薬 局 モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「ＮＰＩ」 モサプリドクエン酸塩水和物 2.5mg１錠 9.60

178 内用薬 局 モサプリドクエン酸塩錠５mg「ＮＰＩ」 モサプリドクエン酸塩水和物 ５mg１錠 9.90

179 内用薬 ラクツロースシロップ65％「武田テバ」 ラクツロース 65％１mL 4.80

180 内用薬 局 ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 60mg１錠 7.80

181 内用薬 局 ロサルタンカリウム錠25mg「ＮＰＩ」 ロサルタンカリウム 25mg１錠 20.80

182 内用薬 局 ロサルタンカリウム錠50mg「ＮＰＩ」 ロサルタンカリウム 50mg１錠 41.20

183 内用薬 局 ロサルタンカリウム錠100mg「ＮＰＩ」 ロサルタンカリウム 100mg１錠 62.20

184 注射薬 局 アシクロビル点滴静注用250mg「ＦＹ」 アシクロビル 250mg１瓶 535

185 注射薬 局 アシクロビル点滴静注用250mg「武田テバ」 アシクロビル 250mg１瓶 535

186 注射薬 局 アミカシン硫酸塩注射液100mg「明治」 アミカシン硫酸塩 100mg１管 341

187 注射薬 局 アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」 アミカシン硫酸塩 200mg１管 599

188 注射薬 アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「Ｆ」 アルプロスタジル　アルファデクス 20μg１管 363

189 注射薬
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg
「Ｆ」

アルプロスタジル　アルファデクス 500μg１瓶 5,074

190 注射薬 麻 オキシコドン注射液10mg「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 １％１mL１管 164

191 注射薬 麻 オキシコドン注射液50mg「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 １％５mL１管 747

192 注射薬 カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「日新」 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 0.5％20mL１管 56

193 注射薬 局 セファゾリンNa注射用１ｇ「イセイ」 セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶 202

194 注射薬 ダルベポエチン　アルファ注５μgシリンジ「ＫＫＦ」 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） ５μg0.5mL１筒 876
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195 注射薬 ダルベポエチン　アルファ注10μgシリンジ「ＫＫＦ」 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 10μg0.5mL１筒 1,546

196 注射薬 ダルベポエチン　アルファ注15μgシリンジ「ＫＫＦ」 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 15μg0.5mL１筒 2,154

197 注射薬 ダルベポエチン　アルファ注20μgシリンジ「ＫＫＦ」 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 20μg0.5mL１筒 2,727

198 注射薬 ダルベポエチン　アルファ注30μgシリンジ「ＫＫＦ」 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 30μg0.5mL１筒 3,801

199 注射薬 ダルベポエチン　アルファ注40μgシリンジ「ＫＫＦ」 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 40μg0.5mL１筒 4,811

200 注射薬 ダルベポエチン　アルファ注60μgシリンジ「ＫＫＦ」 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 60μg0.5mL１筒 6,706

201 注射薬 ダルベポエチン　アルファ注120μgシリンジ「ＫＫＦ」 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 120μg0.5mL１筒 11,831

202 注射薬 ダルベポエチン　アルファ注180μgシリンジ「ＫＫＦ」 ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 180μg0.5mL１筒 16,492

203 注射薬 局 ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「武田テバ」 ドパミン塩酸塩 0.1％200mL１袋 855

204 注射薬 局 ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「武田テバ」 ドパミン塩酸塩 0.3％200mL１袋 1,259

205 注射薬 ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「武田テバ」 ナファモスタットメシル酸塩 10mg１瓶 236

206 注射薬 ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「武田テバ」 ナファモスタットメシル酸塩 50mg１瓶 424

207 注射薬 ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「武田テバ」 ナファモスタットメシル酸塩 100mg１瓶 931

208 注射薬 プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「日医工」 プロチレリン酒石酸塩水和物 0.5mg１管 451

209 注射薬 プロチレリン酒石酸塩注射液１mg「日医工」 プロチレリン酒石酸塩水和物 １mg１mL１管 929

210 注射薬 プロチレリン酒石酸塩注射液２mg「日医工」 プロチレリン酒石酸塩水和物 ２mg１mL１管 1,972

211 注射薬 マルトース輸液10％「フソー」 マルトース水和物 10％200mL１袋 209

212 注射薬 マルトース輸液10％「フソー」 マルトース水和物 10％500mL１袋 207

213 注射薬 リネゾリド点滴静注600mg／300mL「ＨＫ」 リネゾリド 600mg300mL１袋 8,462

214 外用薬 アダパレンゲル0.1％「イワキ」 アダパレン 0.1％１ｇ 48.10

215 外用薬 アダパレンゲル0.1％「東光」 アダパレン 0.1％１ｇ 48.10

216 外用薬 アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル ５mg10ｇ１キット 3,958.10

217 外用薬 アルキルジアミノエチルグリシン消毒液10％「日医工」 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 10％10mL 6.50

218 外用薬 カルテオロール塩酸塩点眼液１％「ニッテン」 カルテオロール塩酸塩 １％１mL 108.80

219 外用薬 カルテオロール塩酸塩点眼液１％「ニットー」 カルテオロール塩酸塩 １％１mL 86.50

220 外用薬 カルテオロール塩酸塩点眼液２％「ニッテン」 カルテオロール塩酸塩 ２％１mL 149.50

221 外用薬 カルテオロール塩酸塩点眼液２％「ニットー」 カルテオロール塩酸塩 ２％１mL 117.00

222 外用薬
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05％
「ＭＹＫ」

クロベタゾールプロピオン酸エステル 0.05％１ｇ 9.30

223 外用薬
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05％「ＭＹ
Ｋ」

クロベタゾールプロピオン酸エステル 0.05％１ｇ 9.30

224 外用薬
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05％
「ＭＹＫ」

クロベタゾールプロピオン酸エステル 0.05％１ｇ 10.60

225 外用薬 クロモグリク酸Na点眼液２％「タカタ」 クロモグリク酸ナトリウム 100mg５mL１瓶 359.00

226 外用薬 クロモグリク酸Na点眼液２％「ニッテン」 クロモグリク酸ナトリウム 100mg５mL１瓶 359.00

227 外用薬 クロモグリク酸Na点眼液２％「ニットー」 クロモグリク酸ナトリウム 100mg５mL１瓶 215.60

228 外用薬 局 ケトコナゾールクリーム２％「イワキ」 ケトコナゾール ２％１ｇ 19.20

229 外用薬 局 ケトコナゾールローション２％「イワキ」 ケトコナゾール ２％１ｇ 19.20

230 外用薬 ケトチフェン点眼液0.05％「ニッテン」 ケトチフェンフマル酸塩 3.45mg５mL１瓶 361.90

231 外用薬 ケトチフェン点眼液0.05％「日東」 ケトチフェンフマル酸塩 3.45mg５mL１瓶 252.90

232 外用薬 局 酸化亜鉛「ファイザー」原末 酸化亜鉛 10ｇ 23.20

233 外用薬 シアノコバラミン点眼液0.02％「ニットー」 シアノコバラミン 0.02％５mL１瓶 84.80
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234 外用薬 ジクロフェナクNa点眼液0.1％「ニッテン」 ジクロフェナクナトリウム 0.1％１mL 35.30

235 外用薬 ジクロフェナクナトリウム注腸軟膏25mg「日医工」 ジクロフェナクナトリウム 25mg１筒 94.20

236 外用薬 ジクロフェナクナトリウム注腸軟膏50mg「日医工」 ジクロフェナクナトリウム 50mg１筒 95.70

237 外用薬 硝酸イソソルビドテープ40mg「モチダ」 硝酸イソソルビド 40mg１枚 46.60

238 外用薬 チモロール点眼液0.25％「ニッテン」 チモロールマレイン酸塩 0.25％１mL 58.20

239 外用薬 チモロール点眼液0.25％「ニットー」 チモロールマレイン酸塩 0.25％１mL 58.20

240 外用薬 チモロール点眼液0.5％「ニッテン」 チモロールマレイン酸塩 0.5％１mL 85.20

241 外用薬 チモロール点眼液0.5％「ニットー」 チモロールマレイン酸塩 0.5％１mL 85.20

242 外用薬 デキサメタゾン眼軟膏0.1％「ニットー」 デキサメタゾン 0.1％１ｇ 45.80

243 外用薬
デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1％
「ラクール」

デキサメタゾンプロピオン酸エステル 0.1％１ｇ 11.30

244 外用薬
デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1％「ラ
クール」

デキサメタゾンプロピオン酸エステル 0.1％１ｇ 11.30

245 外用薬 局 テルビナフィン塩酸塩外用液１％「イワキ」 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 14.00

246 外用薬 局 テルビナフィン塩酸塩外用液１％「ＭＹＫ」 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 14.00

247 外用薬 局 テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「イワキ」 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 14.00

248 外用薬 トラチモ配合点眼液「ニットー」 トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩 １mL 574.60

249 外用薬 ビホナゾール外用液１％「イワキ」 ビホナゾール １％１mL 10.20

250 外用薬 ビホナゾールクリーム１％「イワキ」 ビホナゾール １％１ｇ 10.20

251 外用薬 プラノプロフェン点眼液0.1％「日点」 プラノプロフェン 0.1％１mL 25.60

252 外用薬 プラノプロフェン点眼液0.1％「ニットー」 プラノプロフェン 0.1％１mL 19.70

253 外用薬 フルオロメトロン点眼液0.02％「ニットー」 フルオロメトロン 0.02％１mL 17.60

254 外用薬 フルオロメトロン点眼液0.1％「ニットー」 フルオロメトロン 0.1％１mL 19.80

255 外用薬 フルチカゾン点鼻液50μg「三和」28噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル 2.04mg４mL１瓶 417.50

256 外用薬 フルチカゾン点鼻液50μg「三和」56噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル 4.08mg８mL１瓶 769.20

257 外用薬
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリー
ム0.05％「ＭＹＫ」

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 0.05％１ｇ 12.50

258 外用薬
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏
0.05％「ＭＹＫ」

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 0.05％１ｇ 12.50

259 外用薬
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルロー
ション0.05％「ＭＹＫ」

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 0.05％１ｇ 12.50

260 外用薬 モメタゾン点鼻液50μg「ＭＹＬ」56噴霧用 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 3.5mg７ｇ１瓶 746.10

261 外用薬 モメタゾン点鼻液50μg「ＭＹＬ」112噴霧用 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 6.5mg13ｇ１瓶 1,492.20

262 外用薬 モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 ５mg10ｇ１瓶 746.10

263 外用薬 モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 ９mg18ｇ１瓶 1,492.20

264 外用薬
モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1％
「ＭＹＫ」

モメタゾンフランカルボン酸エステル 0.1％１ｇ 15.70

265 外用薬
モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1％「ＭＹ
Ｋ」

モメタゾンフランカルボン酸エステル 0.1％１ｇ 15.70

266 外用薬
モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1％
「ＭＹＫ」

モメタゾンフランカルボン酸エステル 0.1％１ｇ 15.70



（参考２）

別表第５（令和２年３月31日まで）

薬価基準名 成分名 規格単位

1 内用薬 アスケート錠300mg L-アスパラギン酸カリウム 300mg１錠

2 内用薬 アセトアミノフェン錠200mg「テバ」 アセトアミノフェン 200mg１錠

3 内用薬 アテネジン細粒10％ アマンタジン塩酸塩 10％１ｇ

4 内用薬 アテネジン錠50mg アマンタジン塩酸塩 50mg１錠

5 内用薬 アニミングシロップ0.04％ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.04％10mL

6 内用薬 イマチニブ錠100mg「ＮＳＫＫ」 イマチニブメシル酸塩 100mg１錠

7 内用薬 エステルチンドライシロップ0.01％ プロカテロール塩酸塩水和物 0.01％１ｇ

8 内用薬 ＮＥソフトカプセル200mg トコフェロールニコチン酸エステル 200mg１カプセル

9 内用薬 局 カフェイン「ホエイ」 カフェイン水和物 １ｇ

10 内用薬 カリアントＳＲカプセル20mg 硝酸イソソルビド 20mg１カプセル

11 内用薬 局 乾燥酵母「ホエイ」 乾燥酵母 10ｇ

12 内用薬 グリンクール錠15mg アンブロキソール塩酸塩 15mg１錠

13 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

14 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

15 内用薬 ケイラーゼＡカプセル ビオヂアスターゼ２０００配合剤 １カプセル

16 内用薬 ケイラーゼＳ顆粒 ビオヂアスターゼ２０００配合剤 １ｇ

17 内用薬 コカール小児用ドライシロップ20％ アセトアミノフェン 20％１ｇ

18 内用薬 コカール錠200mg アセトアミノフェン 200mg１錠

19 内用薬 コカールドライシロップ40％ アセトアミノフェン 40％１ｇ

20 内用薬 Ｃ－チステン細粒50％ Ｌ－カルボシステイン 50％１ｇ

21 内用薬 局 Ｃ－チステン錠250mg Ｌ－カルボシステイン 250mg１錠

22 内用薬 局 Ｃ－チステン錠500mg Ｌ－カルボシステイン 500mg１錠

23 内用薬 Ｃ－チステンシロップ５％ Ｌ－カルボシステイン ５％１mL

24 内用薬 ジメモルミンドライシロップ2.5％ ジメモルファンリン酸塩 2.5％１ｇ

25 内用薬 シンラック錠2.5 ピコスルファートナトリウム水和物 2.5mg１錠

26 内用薬 シンラック錠7.5 ピコスルファートナトリウム水和物 7.5mg１錠

27 内用薬 シンラック内用液0.75％ ピコスルファートナトリウム水和物 0.75％１mL

28 内用薬 局 セレガスロン錠２ イルソグラジンマレイン酸塩 ２mg１錠

29 内用薬 局 セレガスロン錠４ イルソグラジンマレイン酸塩 ４mg１錠

30 内用薬 センナリド錠12mg センノシド 12mg１錠

31 内用薬 センノサイド錠12mg センノシド 12mg１錠

32 内用薬 局 ソプレロール錠10mg 一硝酸イソソルビド 10mg１錠

33 内用薬 局 ソプレロール錠20mg 一硝酸イソソルビド 20mg１錠

34 内用薬 局 ゾルピデム酒石酸塩錠５mg「ＫＯＧ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５mg１錠

Ｎｏ

掲示事項等告示
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35 内用薬 局 ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「ＫＯＧ」 ゾルピデム酒石酸塩 10mg１錠

36 内用薬 チオグール錠５mg カルテオロール塩酸塩 ５mg１錠

37 内用薬 チスタメット細粒20％ シメチジン 20％１ｇ

38 内用薬 デキサメサゾンエリキシル0.01％「ニッシン」 デキサメタゾン 0.01％１mL

39 内用薬 局 テビーナ錠125mg テルビナフィン塩酸塩 125mg１錠

40 内用薬 局 トリヘキシン錠２mg トリヘキシフェニジル塩酸塩 ２mg１錠

41 内用薬 ナーカリシン錠25mg ベンズブロマロン 25mg１錠

42 内用薬 ナーカリシン錠50mg ベンズブロマロン 50mg１錠

43 内用薬 局 ナサチームカプセル300 イコサペント酸エチル 300mg１カプセル

44 内用薬 局 乳酸カルシウム「ホエイ」 乳酸カルシウム水和物 10ｇ

45 内用薬 局 ニルジピン錠５ ニトレンジピン ５mg１錠

46 内用薬 局 ニルジピン錠10 ニトレンジピン 10mg１錠

47 内用薬 局 ノイファン錠50mg アロプリノール 50mg１錠

48 内用薬 局 ノイファン錠100mg アロプリノール 100mg１錠

49 内用薬 局 バルサルタン錠20mg「サノフィ」 バルサルタン 20mg１錠

50 内用薬 局 バルサルタン錠40mg「サノフィ」 バルサルタン 40mg１錠

51 内用薬 局 バルサルタン錠80mg「サノフィ」 バルサルタン 80mg１錠

52 内用薬 局 パロキセチン錠10mg「ＫＯＧ」 パロキセチン塩酸塩水和物 10mg１錠

53 内用薬 局 パンクレアチン「ホエイ」 パンクレアチン １ｇ

54 内用薬 ピコルーラカプセル2.5mg ピコスルファートナトリウム水和物 2.5mg１カプセル

55 内用薬 局 ファルプリル錠2.5 エナラプリルマレイン酸塩 2.5mg１錠

56 内用薬 局 ファルプリル錠５ エナラプリルマレイン酸塩 ５mg１錠

57 内用薬 局 ファルプリル錠10 エナラプリルマレイン酸塩 10mg１錠

58 内用薬 プルスマリンＡ錠15mg アンブロキソール塩酸塩 15mg１錠

59 内用薬 プルスマリンＡシロップ小児用0.3％ アンブロキソール塩酸塩 0.3％１mL

60 内用薬 プルスマリンＡドライシロップ小児用1.5％ アンブロキソール塩酸塩 1.5％１ｇ

61 内用薬 プルスマリンＡ３％ＤＳ アンブロキソール塩酸塩 ３％１ｇ

62 内用薬 プロゲストン錠2.5mg メドロキシプロゲステロン酢酸エステル 2.5mg１錠

63 内用薬 プロゲストン錠５mg メドロキシプロゲステロン酢酸エステル ５mg１錠

64 内用薬 プロゲストン錠200 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル 200mg１錠

65 内用薬 局 ベザレックスＳＲ錠100 ベザフィブラート 100mg１錠

66 内用薬 局 ベザレックスＳＲ錠200 ベザフィブラート 200mg１錠

67 内用薬 局 ボリコナゾール錠50mg「テバ」 ボリコナゾール 50mg１錠

68 内用薬 局 ボリコナゾール錠200mg「テバ」 ボリコナゾール 200mg１錠

69 内用薬 メコラミンカプセル250μg メコバラミン 0.25mg１カプセル

70 内用薬 局 モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「ＫＯＧ」 モサプリドクエン酸塩水和物 2.5mg１錠
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71 内用薬 局 モサプリドクエン酸塩錠５mg「ＫＯＧ」 モサプリドクエン酸塩水和物 ５mg１錠

72 内用薬 リフォロースシロップ65％ ラクツロース 65％１mL

73 内用薬 リボビックス錠10mg ピリドキサールリン酸エステル水和物 10mg１錠

74 内用薬 リボビックス錠20mg ピリドキサールリン酸エステル水和物 20mg１錠

75 内用薬 リボビックス錠30mg ピリドキサールリン酸エステル水和物 30mg１錠

76 内用薬 局 ルチアノンカプセルＲ100 ジルチアゼム塩酸塩 100mg１カプセル

77 内用薬 局 ルチアノンカプセルＲ200 ジルチアゼム塩酸塩 200mg１カプセル

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

79 内用薬 局 ロサルタンカリウム錠25mg「ＫＯＧ」 ロサルタンカリウム 25mg１錠

80 内用薬 局 ロサルタンカリウム錠50mg「ＫＯＧ」 ロサルタンカリウム 50mg１錠

81 内用薬 局 ロサルタンカリウム錠100mg「ＫＯＧ」 ロサルタンカリウム 100mg１錠

82 注射薬 局 アクチオス点滴静注用250mg アシクロビル 250mg１瓶

83 注射薬 アドカルＡＣ静注100mg カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 0.5％20mL１管

84 注射薬 アピスタンディン注射用20μg アルプロスタジル　アルファデクス 20μg１管

85 注射薬 アピスタンディン注射用500μg アルプロスタジル　アルファデクス 500μg１瓶

86 注射薬 局 アミカマイシン注射液100mg アミカシン硫酸塩 100mg１管

87 注射薬 局 アミカマイシン注射液200mg アミカシン硫酸塩 200mg１管

88 注射薬 局 カタボンHi注600mg ドパミン塩酸塩 0.3％200mL１袋

89 注射薬 局 カタボンLow注200mg ドパミン塩酸塩 0.1％200mL１袋

90 注射薬 注射用ブイペル10 ナファモスタットメシル酸塩 10mg１瓶

91 注射薬 注射用ブイペル50 ナファモスタットメシル酸塩 50mg１瓶

92 注射薬 注射用ブイペル100 ナファモスタットメシル酸塩 100mg１瓶

93 注射薬 局 トキオ注射用１ｇ セファゾリンナトリウム １ｇ１瓶

94 注射薬 局 ナタジール点滴静注用250mg アシクロビル 250mg１瓶

95 注射薬 ボグニン注0.5mg プロチレリン酒石酸塩水和物 0.5mg１管

96 注射薬 ボグニン注１mg プロチレリン酒石酸塩水和物 １mg１mL１管

97 注射薬 ボグニン注２mg プロチレリン酒石酸塩水和物 ２mg１mL１管

98 注射薬 マドロス輸液10％ マルトース水和物 10％200mL１袋

99 注射薬 マドロス輸液10％ マルトース水和物 10％500mL１袋

100 外用薬 局 亜鉛華「ホエイ」 酸化亜鉛 10ｇ

101 外用薬 アルギノン点眼液２％ クロモグリク酸ナトリウム 100mg５mL１瓶

102 外用薬 アンフラベート0.05％クリーム
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステ
ル

0.05％１ｇ

103 外用薬 アンフラベート0.05％軟膏
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステ
ル

0.05％１ｇ

104 外用薬 アンフラベート0.05％ローション
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステ
ル

0.05％１ｇ

105 外用薬 カルテオロール点眼液Ｔ１％ カルテオロール塩酸塩 １％１mL

106 外用薬 カルテオロール点眼液Ｔ２％ カルテオロール塩酸塩 ２％１mL
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107 外用薬 クモロール点眼液２％ クロモグリク酸ナトリウム 100mg５mL１瓶

108 外用薬 クールウェイ点眼液２％ クロモグリク酸ナトリウム 100mg５mL１瓶

109 外用薬 局 ケルガー液１％ テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ

110 外用薬 ジクロスター点眼液0.1％ ジクロフェナクナトリウム 0.1％１mL

111 外用薬 チモレート点眼液0.25％ チモロールマレイン酸塩 0.25％１mL

112 外用薬 チモレート点眼液0.5％ チモロールマレイン酸塩 0.5％１mL

113 外用薬 チモロール点眼液Ｔ0.25％ チモロールマレイン酸塩 0.25％１mL

114 外用薬 チモロール点眼液Ｔ0.5％ チモロールマレイン酸塩 0.5％１mL

115 外用薬 Ｄ・Ｅ・Ｘ0.1％眼軟膏Ｔ デキサメタゾン 0.1％１ｇ

116 外用薬 局 テビーナ液１％ テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ

117 外用薬 局 テビーナクリーム１％ テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ

118 外用薬 デルムサットクリーム0.1％ デキサメタゾンプロピオン酸エステル 0.1％１ｇ

119 外用薬 デルムサット軟膏0.1％ デキサメタゾンプロピオン酸エステル 0.1％１ｇ

120 外用薬 局 ニトラゼンクリーム２％ ケトコナゾール ２％１ｇ

121 外用薬 局 ニトラゼンローション２％ ケトコナゾール ２％１ｇ

122 外用薬 ハオプラ点眼液0.1％ プラノプロフェン 0.1％１mL

123 外用薬 ビクロノール外用液１％ ビホナゾール １％１mL

124 外用薬 ビクロノールクリーム１％ ビホナゾール １％１ｇ

125 外用薬 ビタコバール点眼液0.02％ シアノコバラミン 0.02％５mL１瓶

126 外用薬 ファビ点鼻液50μg28噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル 2.04mg４mL１瓶

127 外用薬 ファビ点鼻液50μg56噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル 4.08mg８mL１瓶

128 外用薬 フサコール点眼液0.05％ ケトチフェンフマル酸塩 3.45mg５mL１瓶

129 外用薬 フマルトン点眼液0.05％ ケトチフェンフマル酸塩 3.45mg５mL１瓶

130 外用薬 フルオロメトロン0.02％点眼液Ｔ フルオロメトロン 0.02％１mL

131 外用薬 フルオロメトロン0.1％点眼液Ｔ フルオロメトロン 0.1％１mL

132 外用薬 ブロキレート点眼液１％ カルテオロール塩酸塩 １％１mL

133 外用薬 ブロキレート点眼液２％ カルテオロール塩酸塩 ２％１mL

134 外用薬 マイアロンクリーム0.05％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 0.05％１ｇ

135 外用薬 マイアロン軟膏0.05％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 0.05％１ｇ

136 外用薬 マイアロンローション0.05％ クロベタゾールプロピオン酸エステル 0.05％１ｇ

137 外用薬 マイセラクリーム0.1％ モメタゾンフランカルボン酸エステル 0.1％１ｇ

138 外用薬 マイセラ軟膏0.1％ モメタゾンフランカルボン酸エステル 0.1％１ｇ

139 外用薬 マイセラローション0.1％ モメタゾンフランカルボン酸エステル 0.1％１ｇ

140 外用薬 ムルキナ点眼液0.1％ プラノプロフェン 0.1％１mL

141 外用薬 リファタックテープ40mg 硝酸イソソルビド 40mg１枚

142 外用薬 両性石ケン液10％「日医工」 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 10％10mL
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143 外用薬 レクトス注腸軟膏25mg ジクロフェナクナトリウム 25mg１筒

144 外用薬 レクトス注腸軟膏50mg ジクロフェナクナトリウム 50mg１筒


