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（別記関係団体） 御中

事 務 連絡
平成27年 12月10日

厚生労働省保険局医療課

使用薬剤jの薬価（薬価基準）の一部改正等について

標記について、別添のとおり地方厚生（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）長及び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）長あて通知しましたのでお知らせいたします。



［別記］

公益社団法人 日本医師会
公益社団法人 日本歯科医師会
公益社団法人 日本薬剤師会
一般社団法人 日本病院会
公益社団法人全日本病院協会
公益社団法人 日本精神科病院協会
一般社団法人 日本医療法人協会
公益社団法人全国自治体病院協議会
一般社団法人 日本私立医科大学協会
一般社団法人 日本私立歯科大学協会
一般社団法人 日本病院薬剤師会
公益社団法人 日本看護協会
一般社団法人全国訪問看護事業協会
公益財団法人 日本訪問看護財団
一般社団法人 日本慢性期医療協会
公益社団法人 国民健康保険中央会
公益財団法人 日本医療保険事務協会
独立行政法人 国立病院機構本部企画経営部
国立研究開発法人 国立がん研究センター
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター
独立行政法人地域医療機能推進機構
独立行政法人労働者健康福祉機構
健康保険組合連合会
全国健康保険協会
社会保険診療報酬支払基金
各都道府県後期高齢者医療広域連合（47カ所）

財務省主計局給与共済課
文部科学省高等教育局医学教育課
文部科学省初等中等教育局財務課
文部科学省高等教育局私学部私学行政課
総務省自治行政局公務員部福利諜
総務省自治財政局地域企業経営企画室
警察庁長官官房給与厚生課
防衛省人事教育局
大臣官房地方課
医政局医療経営支援課
保険局保険課
労働基準局補償課
労働基準局労災管理課
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殿

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
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）

の一部改正等について使用薬剤jの薬価（薬価基準）

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。）が、平成27年厚生労働省告示第464号をもって改正されるとともに、療担規則及
び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成18年厚生労
働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）が、平成27年厚生労働省告示第46
5号をもって改正され、いずれも平成27年12月11日から適用することとされたところで
すが、その概要は下記のとおりです。

また、薬価基準の改正に伴い、「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬
品J等について（平成26年 3月5日付け保医発0305第13号。以下「加算等後発医薬品通
知」という。）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206品目、注射薬103品目及び外用薬9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7品目及び外用薬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。

l
T
 

歯科用薬剤薬用外薬射注薬用内分区

4 2 1 1 7' 2 6 6 1 4 2, 2 1 0 4, 5 7 1 1 0' 品目数



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22品目、注射
薬25品目及び外用薬3品目）について、掲示事項等告示の別表第7に収載すること
により、平成28年4月1同以降、保険医及び保険薬剤師が使用することができる医
薬品から除外するものであること。

(2) 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7品目及び外用薬3品目）について、掲示事項等告示の別表第7に収載
することにより、平成28年4月1日以降、保険医及び保険薬剤師が使用することが
できる医薬品から除外するもーのであること。

(3) (l~ 及び（2）により掲示事項等告示の別表第 7 に収載されている全医薬品の品目数
は、次のとおりであること。

区分｜内用薬｜注射薬｜外用薬｜歯科用薬剤｜ 計

品目数 3 0 5 1 4 9 8 6 。 540 

3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) ランソプラゾールOD錠15mg「RTOJ及び同30mg「RTO」

本製剤は、使用期聞が、胃潰湯、吻合部潰蕩、逆流性食道炎においては、通常8
週間まで、十二指腸潰蕩においては、通常6週間までと限定されていることから使
用に当たっては十分留意すること。

(2) フリウェル配合錠LD
① 本製剤の効能・効果は、「月経困難症」であること。
② 木製剤が避妊の目的で処方された場合には、保険給付の対象とはしないこと。

(3) メトホノレミン塩酸塩錠500mgMT「トーワJ及び同「日医工」
既収載のメトホノレミン塩酸塩製剤については、本製剤より最高投与量が低いもの

が存在するため、その使用に当たっては製剤ごとの用法・用量を確認すること。

(4) セノレセプト懸濁用散31.8見
本製剤を腎移植後の難治性拒絶反応の治療に用いる場合は、免疫抑制療法及び腎

移植息者の管理に精通している医師が、高用量ステロイド、ムロモナブーCD3等の既
存の治療薬が無効又は副作用等のため投与できない患者に対して使用した場合に限
り算定できるものであること。

(5) イマチニブ錠200mg「サワイ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。

(6) リネゾリド錠600mgr明治j

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だ行うこ
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）を確認するとと。
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。

(7) ソマトロピンBS皮下注5mg「サンドJシュアパノレ及び同lOmg「サンドj シュアパ
ノレ
本製剤は、ヒト成長ホルモン剤であり、本製剤jの自己注射を行っている患者に対

して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59
号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）区分「ClOlJ在
宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

(8) へパリンCa皮下注1万単位／0.4mL「サワイ」
本製剤は、へパリンカルシワム製剤であり、本製剤の自己注射を行っている愚者

に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分「ClOl」在宅自己注射指導管理
料を算定できるものであること。

、（9) ゲムシタビ、ン点滴静注液200mg/5.3mL「ホスピーラ」及び同 1g/26.3mL「ホス
ピーラJ
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、本製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。

(10) オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「サンドJ及び同「ホスピーラ」
本製剤の使用上の注意において、「本剤を含むがん化学療法は、緊急時に十分対

応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもと
で、本療法が適切と判断される症例についてのみ実施すること。」と記載されてい
るので、使用に当たっては十分留意すること。

(11) デスモプレシン点鼻スプレー0.01%「ILSJ
① 本剤の効能・効果は、次に掲げるものである。

尿浸透圧あるいは尿比重の低下に伴う下記疾患
夜尿症

② 本剤の使用上の注意に、本剤使用前に観察期を設け、尿浸透圧あるいは尿比
重が低下していることを確認することとされているので、使用に当たっては十
分留意すること。

4 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21年 5月15日付け保医

発第0515002号）の記の 2 (10）、使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について
（平成21年11月13日付け保医発1113第 1号）の記の 2 (7）、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 6月24日付け保医発0624第2号）の記の
2 (9）及び使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平成27年6月18
日付け保医発0618第2号）の記の 3 (9）を削除する。

(2) 加算等後発医薬品通知を以下のとおり改正する。
①加算等後発医薬品通知の別紙1に別添1に掲げる医薬品を、別紙3に別添2に

掲げる医薬品を加え、平成27年12月11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、平成28年1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、平成28年4月
1日から適用すること。
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別紙1診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品
※平成27年12月11日より適用
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別紙1診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品
議長平成27年12月11日より盗用
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別紙1診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品
※平成27，年12月11日より適用
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アシカムル岬ククピムン吋ホ狗噌絢梅・アトルパスタチ 1健 アマバ，17ト配骨民，.『KN』

~~~ロジt’1ピ世ンムベ本軍シ噸晶融竃ー7トルパ，，チ 1健 アマルZタトE合..番 ITCKJ
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，．量 7-?"/'.':Z:.7ト配骨量3昏『E" 

ア神ム的ロジピH山ホ崎楠，..，，山叩 、健 7-V/l-::S:.:tトE合u 暑 OKN』

TンコA酎ルロジシ：；~再本和骨’晶駒E塩・ 7トルパ;;t.：$＇チ,. 7.，レ17ト配合員3番「.TCK』

アシム市Jロbフシtピ，.ユ＇＜：和4，，助b歯車，7トルバ;;t.？チ

"' 7-.,11-;c.7ト配合健3量『ケミ 77>

7ン方AルMシクム＞：；：v駅構哨 ・71-11-.rt;;t.タチ a健 .,. ... ＂＇エy ト記告R•書『サPイ E

アシム3・rロ，夕シク日ム水宮制崎駒怠・71仰は＇チ E鍵 7宇＇fo:J!.7ト車台民3番 IサンドJ

7ンA市，固bシPウピzム，4本t和＂拘..車・アトルパ•？チ ’健 7•川，且7 トE台車3暑 I ト＿，，

アyム..  ロシロピウAン品＊胸，，骨b画壇ー7トルパス＇チ
’鍵 ，.，レ17トE合臆，.『目匪工』

アVム責Jロbシジr守ムンdホ和v，物b蹴圏，.アトルバ旦タチ Z鍵 ，.，レ17トE合盤2嘗『昌プロ』

~~＇回＞；ジ2 ピウムンベ＊シ和f柿b融司，.アトM 竜丸＇チ 1医 7.,,.w::r.タトE昔..骨『D..，.』

アンム舟J回.＇シFピザム7~ホ和v，相L骨量塩・アトルパス＇チ .. 薩 ア宇fレ17ト配合昆..『E., 

九…時即一時晴世アトルパスタテ 1邑建 7 ... "'1，， トE倉庫4番『KN』

TンカAル.，シピクン」』4車i回＂胸>M岨ー 7トルバ，，チ 】h建 7VJ1,::S:.7ト匝骨量＂番 ITCKJ

ア神ム仲ロジE合，，.同h楠Vル総省•·ア1ト，レパスタチ 、，電 7.,.il'::r:.<:,1ト配合..暑 wミ77』
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メ日.日. 寵鍾

サンド ~！ 20 

.拘＇~晶 仏 国

酒匹
‘. " 

＝プロ ...初

寓‘三共::S:.)>;77 ,,. 
＂イレメ y}'" :<:.- 立∞

小嗣t江 ,,. 
援巳化局幹 12-00 

日本ケミ77 松岡

.，事侵＂ ，，伺

サンド ＂側

東和斎晶 τ，.  

四位 ＂附

ニプロ ,,. 

·－~－·77 肱 2・

；，イ".171' x- 見却

小体罰包工 見出

辰巳化学 処罰

E本＇茸 77 68.20 

開咽a医 民~

サンド .. ~ 

東拘束晶 O<W 

目配 .. ~ 

＝プロ SB.20 

，.＿~＂＂＇＂＇ 箇 箇

;r;Jl,,1.yl' ::i;;-
踊 ω

ザイ

ふ術也エ 崎 町

民包＂＇字 邸側

日本ケミ77 ~ .• 

区分 ’医•a豪車畠庫ヨーm・ド. 

向調婿 創価lOIFI咽

内..属 副開I叫円却l

内酒豪 :l!IOUMPU凶

内mヨE ＂酬 ll0-IFJll3

内 掴 . ＇＂町田 Fll21

内閣莫 ~u四百回同唖

内u 町間1悶

内..  盟問。！6FI自主

向調豪 ＂割問醐

内用実 3剛山

内聞案 お2畑町出

内m震

B噛寮 ~叩曲

内m裏 制酬明

内厨案 訓…
内綱案

副 4…
内閣震 副 4醐円柵

内·m•‘ 制醐剛

内府軍 :!31~開F叫Z

内 周 . 罰則回目

内閣誕 ＂向山

内周案 ＝… 
内周裏 ＂＂＂＇路副

内m震

内周寓 …初

内＂＂＇ 諸 問 問

肉周桑 :S!IOOO!lf'S::n 

内.. 院 s… 

内fflI ＂＂加羽町＂

別紙1診療報聞における加算等の算定対象となる後発医薬品
磁平成27年12月11日より適用

成治. 処搭 ＂＇島

ン7：·‘，.冒~＇ピ.~：；：和古＂駒b艶塩・ Tl-11'.rt.A:l>チ E健 7-.rJ!,x－；； ト担金昆4書 fサロイ』

TシAカ~f，ピpム74ホ和V紺晶画壇，アトルパ＂チ •• 7.,,.J1-::s:.7J-E合健4昏’~7ド』

アンムカルロ担ヨ，，ぜ.~4本V和F拘b院証， 71-ft'，＜；＞；：$＇チ
‘.  TvN::r.'.I'ト記合..暑 fトーP』

アンム舟hロジシピすムンベホミ脂F舟肪量祖，.アト11-.. ＜；＜.？チ 2・z 7""faX7ト毘音量4番『，.工｝

Tン~~~ピOムンベホ和シF柚..，塩， 7トJレパ貝タチ E鍵 7・＿，，N::S:.<:,1ト配合瞳4書・＝プロ1

ピ74;(;11,酋 Z信 i-..:=.:.-s配合肱

ピフイズ.筒 1健 i,,...：：＝.ンS配合.

銅色＇＂＇爾 1・E ＂＂＂噌

チプレ，， S白田昌，.プセ申 テプv;ン.プ＇t,.,50且耳『テパ』

レJ宅主ぜド l白白田＂健 レパミrv睦E目白血g:fDSE F』

ランYプ？:t-1レ l 51n1: l健 ランYプラ~－.n-ODli!:I 5皿g fRT 
。』

ランYプラゾ－・ 耳目皿＂健 ~r，プFプールOD量耳目阻Z 『RT

民re干F事事，~A 且2略l• a電化.，串...摘桂昌昌弘『ョ ＂；／1'』

酷化7グキ，.ム 250tall:l碇 ~』＂＂グキ 1'？ム薩＂＂凹 i:: f3V 

M胎7グキシ世ム ＇，.田 E’E 捕ダ監J守グヰシ..健＂＇阻~ fl!r~ 

提~マグネシ..  ＇＂且 z’E
腫ダ』re•グキシ..瞳Z uomc:『ヨシ

•it-~グ事~！）A 5 0 Oa>1; E瞳 昌グ』也Tグネ~！）.A健， ..皿E『ヨジ

揖臨Tグ串古川，. ...回EE健 国ダ電t』.，ネシウム瞳耳目白血， 1a~

融也？グキ~~A 400mi: E瞳 画ダ』化.，キシ.ムJi40 白血E 『•'l

メトタロプラミド E困＂鍵 メトク回プ~~I'll:E皿事『テバI

＇~ヲジン , ..回目 E健 メサ予ジン圃膚＂＂白血 EEサFイ』

Jオー•1ルチ耳デ日 ~·:S:.'j'-=.k:S:.；＜. トラタ
＇~ 7' 世田•/1<12企uo

;CrJI！.＂／ゲナーゼ ' E単位1瞳 書ロジノゲナーゼ瞳＂単位..ゆみ』

i?J..~ロシン塩.. 塩 ロ. lmJ E僅 ~~~ 』Eシシ塩at•oDlrO. lmc 

＇ム耳目タン岨贋櫨 o. ＇皿 E,. ＇『A民~』ロシン埴.. 塩OD量 o. ＇且曜

ナ7トピジル 50mKl健 ナ7トピクルOD.lli!SO国軍『トーV』

ナ＇＇＂ジル 7 6in&" lli: ナ7トピ？..... 01Jll7 5皿EFトーヲ』

ナ7トピジル ＂皿 zl量 ナ7 ト~~／＼－OD躍＂mZ『トーF』

トラキキサム雌 S%lmL ト予ネキサム酷シロクプE弧『テパ』
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メ白・－会 薬価

氏Z筒船底 ~.凶

す＇＇・ ~ .• 
東和3廃品 ・＆・・

関医ヱ 筒、ω

Zプロ 鴎 00

わか＂民事 6.20 

わかもと製薬 6.20 

わかもと量調E 5初

テ，，，.・E 6, B~ 

調 e三共zス，，
ーω

ま，K化局幹エ薬 ~.刷

遅刻医化学エ.. ...目。

官四製薬 13 4D 

議関・明E •.oo 

宮個製薬 &.GO 

吉岡民東
ーιω

省関’＇＂ •.~ 

育園即刻隆 rn 

4量阻製鋼‘ " 
テ，唱団 巴印

沢2舘健民 48.40 

，守岡製＂ ＂鼠初

あゆみ製薬 •.~ 

小体位エ 38.50 

必体化工 ,,. 
敬司国賓轟 ‘5乱闘

成淘薬品 ね＇・＂

寝耳h’描 笥伺

テ，iJOl J.~D 



区分 薬医ヨ価廃釜品草ヨ取ーaド

内綱案 …個

内..値 国側剛闘＂＇

内周夜 一＇＂

内用襲 ＂醐由同

肉用調区 師向日2

内調＂ ，，，＿，，附

内.. 良 … 
内周藁 … 
内周裏庭 …s 

肉綱案 醐醐叩

肉銅賞 醐醐醐1

内周到尾 叩＂＂剛

内周東 四 H叩

内... 四 M剛 2

内周＂ 3醐 1嗣 闇

内府軍 四 H叩

肉府軍 四＇＂聞

内属軍 捌 OU帥

肉周案 .. 蜘 叩

内用調巴 判盟関E岡山田

内.業 仰向

肉用調臨 “…，  

肉用鷲 “ 開 閉 舵

肉周驚 制醐 開 国

内掴叢 6113曲目un

内酒豪 回＂闘 IFlllO

内周軍医 間町田Z

注射裏 l124401Al醐

注射訓区 ＂醐 IA4122

別紙1診療報百聞における加算等の算定対象kなる後発医薬品
※平成27年12月11日より適用

怠翁司h .. 絡 長名

イ＝サ吋，ト酷エチrレ ＇＂血 EE包 イ，＇血『軍F，ミrンCHト融』エチ品事叫，.プセ，...

イヨザ’ミント酷且チル 面白 Omii;l包 イoヨmサz内.~~田J..テル省局，.プセ11-80 

イー＋ベント睡zチN 由自由...包 イ。mヨザ~~『CンMト股』ぉテル・回健カプセル，。

メトホルミン塩酷塩 ＇＂田 EZ昆 ，『トトホF ルP』ミン塩量塩量E口E皿EMT 

メトホルミン塩融塩 ＂目園... メ『冒トホ医ル工Jミン車庫壇：asoo皿＜MT

レ柑，·＝~唱帥 ＂＇圃寛 1健 セレイポ』':b＂＇＝－ チy塩化物量lOOm.-『イ

レ政治ルaチJ極化物 100mc1健 ヤ匪ボ工F』’Jレ且チン塩化刷瞳lOOmc『日

νポカルエチ，，.化物 lOOm1lJl Yνーポ2』’k＝チV塩也駒健100四 . ., 

レポ伊豆チシ檀酬 3001111:官員 セ~イ，，』骨Jレニチシ塩化物量300mE『イ

レポ.’‘’zチJ強化馴 ＇＂皿 EE盤
匡ヤ工ボカ』ル且チν塩化鞠量300nuf日

レポ＇j}Jt,：＝.チJ温化締 耳目。田..健 ~ー.舟』Iレ＝チン塩也鞠堕300担 E'7 

？ ~12!!A~＊和物 o. 51111r 1瞳 ,!>?12!1A；＞；健白， 5皿E『あゆみ』

??n!IA：：：＜.ホ和物 Z皿..昆 ??t1!1A；＜；障1皿z『晶ゆみ』

' F回PA見本和骨 1. 5mg 1盤 聖書官 J)A7'til.5且昆『あゆ皐』

＂ロ，.，本和鞠 3皿＂昆 ＂ロ PA;>;Jl3mc『あゆみ』

＂ロ型ム見本和鞠 5mg1健 ??1:1J)A；＞；健5国Efあゆみ』

ヲ由キシ7＝＞壇画壇 唖...E佳 イ＂ロキシ7•＞塩鼠塩瞳＂拍車『サヲ

イTチ＝プ，.~，.，，骨髄証 200mc Z健 イマチ＝プ健200m軍『サPイ』

エピづトスチン箆強盗 2omc l量 zぜナzチン極圏竃瞳＂田 E『目軒J

且プ予？；＞；トト＞k薗塩 E口回..カプセル ~プ『テラバ＂』 トトシル融塩津プtN• 白田

見プヲ，，トトVル歯車 ＇＂回 cl；＃プセ 九田プEラ『テタZバ』トトシル歯車カプセル...
瓜，

オロパ•vン塩圃塩 o. ＇弘’ z
オEロKパ』＂ン塩量塩軍艦 o. ＇悼『 ME

オロパタジン田 2. Sm E官民 オ『ロ.~＇』<Vシ塩量塩OD盤2. Sm& 

オロパ，，ン塩量車 5皿..量 オG』ロ~＜？予ン塩量司［ODRO皿 E 『1

バν＝守イ＞＞車量温： 5白Omcl嵐
~＜；；::i ... イシン樹園姐；融O.51: fME 
EK』

サ'jJ'；えル7Tピ，，， E目白血..健 サ『i.ゾF工＜N』7TピE~：.－J直E 白白田 E

Fキゾ＂ 600m1tl健 Hキ＂＇健 600mc『明拍』

ミグゾヲ. ..皿a2mLl昔 ミダゾヲム注射植..且耳『テバ』

構:11'!1-e-!I：.－，果騎 200mLlli! 町一合点叫
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メーカー. 譲 価

長生堂製業 自民削

長会盆銀東 関∞

長生＂製菓 "" 
ヨ漂＇＂＇‘ ＂‘。

日E 10. 40 

＝ーアイセイ "" 
回Eエ 5臥.. 

倹桑療品n 58.40 

自』アイセイ "'" 
日匡ヱ 175.20 

徒長商品工業 175Zll 

.ゆ羽田 割前

あゆみ易頃 ＇＂・切

.ゆ柑環 ＂長田

.ゆ砂製業 ..誼I.70 

.ゆみ’割E ..射止抽

沢dヰ’U健 70.BO 

決S昨’朗廃 九四却

, ..鴎仙沼9 民 w

テ，，，盛罵 33 ~o 

テバ民業 33. 7~ 

4命制化エ 組組

日本，. .， γず •• 
日本子zキ日，， a・0
d刷工 1,5)3,30 

回医工 ". 
M・Ij I Sa t，叫刊
』k• 77~ 

テパ臨 2眠∞

＝プロ 2踊 ω

区分 費医値罵2晶E・；ー..ド

注M禽 幻鉱糊線網

注射東 2問。昔日＂副首

注射寮 2畑山剛叩

話謝＂＇ .，山間

注射訓区 3¥l:UOJAI醐

注射訓区 3112401A刷 2

注射裏 耳目E回目＇＂回目

注射，. 山側四

注射実
叩 z…

注射実 ＂＇… 

注射覇軍 31 U40IA20S7 

注射震 311240 抽

性射累 3¥¥24自IA3G37

注射実 3112401A304S 

注射実 311?401同時耳

醤 謝 . ＂＇羽田同町】

設謝a臨 3醐醐1207

注射薬 間酬＂＇叩

注射訓医 叩…

在射＂ 四…

注射集 331951臥.4113

注総酒昆
山 9…

注射案 叩抽出咽

注射寮 33195111.5050 

栓金銅良 四臨1醐 1

設主＇＂ 問。1叩

注射藁 出醐剛

注射薬 3999411店舗u

注射実 明…

別紙1診療報酬における加算等司算定対象どなる後発医薬品
業平成27年12月11Rより適用

~ 規槍 ... 
.，，セ＂〆ー』県揖 ＇＂且... ヒ時ト晴制間住

檀ダFセ，，，鼻捧 ＇＂四＂襲 ヒ内トル包合措拙

Yマトロピン唾缶子組島幻 百四EI簡 ~·』シトロュア.，パルB S直下草E皿E『サY

7•トロピン白血伝子量損え｝ ..皿..情 ~』Tシトロ品7ぜパYル' S直下注E白血E ，~， 

吋Fキ，.，レシト－N
~· ,.,>mL< ~守『サテsパM』4〆トール静注遺軒用2.5μ 

マキサ-;/JN~ トール 管2. 5μ If Z皿L< マzキ『サ目3匪•N工rトーN静世遁折周2.511 

マキサカルνトール
菅2. 5p&lmLl マzキ『サ＝＇プMロPシ』ト＿，，静注量折用2. s,. 

マキサカルシト一昨 管2. 61< c lmLl マEキ『サ，；＇イレザシートーJル静注遭折周 2.Sp 
コr

ザキサ.，，，，’ト－N s,. r: 1皿LE菅 T『キテサバ舟』ルジトール静置車智朗 s.... 

?"t"}-;hJレシト＿，，， 611-glmLl'f マ『キ同サ医舟ヱJ』w ト－N静注量折周51<I" 

マキサカルヤトール ＂温＂皿L•菅 7『キ＝ザプ3ロ＂』＇.Vトール静陸軍師周＂＇

マキザ'/Jfl,＇／ ト－N s,.clmLl曹 T『キフサ，＇イMザF」シ』ト－N静注量折周Spll 

マキサ車，，，，トール lOp&lmLl管 マ『キテ争パ点』，..，，トール静注遍折用 lo,,c 

マキサカルv，トール l 0μ I Z皿L＜曹 T『キ白サ医貴工h』Vト＿，，，静撞遁折周 1Opt 

マキサ方ルシトール l 011 I:’田L'管
マ＇＝キサプ1口，，』レシト＿，，静陸軍軒周 l01n:

甲骨サカルシトール IO,. IJ: E四L＞菅 マZキフ帥ァイ，ザwー』ト岬歯師10pI 

軒チ曹Fzキ耳・ 7?ピνアデ旦ン$1:5t1fI，ォ •mL E菅 7:Aft,J?J.配合住＞ mL

府チ首ドzキ＇・ 7ラピ＞Tヂ＝ン~.lH',,,* 2mLl官 アスルダム配合住＇•L

関始複 500mL E調 YDY9?-Tl号輔檀

関鮪叡 宜自由国ua YD:.>!);-Tl骨軸峨

＂＂両院 ＇＂圃L•a YD:l)11'-T3号値檀

組持続 200mL1調 YDY9,,.-T3骨骨院

鎗持. E 口口田L•• YD:l9~－T S畢G帽樟

維持箆 ＇＂皿 L＜量 YD ＞＇~：！＇－T B骨G崎臨

プ.. 著掴廊睡FYゲル ZOOmLl捜 日すセート樟置

ト晋キキサ.融 d ＂悼..田 LE菅 Jト4』予卓キサ晶画性射槙＇＂目＂＇『テ

....... ~，ン:IJ1"~'7A 臨E口， 000単位1 ；：＇号『サ9νFイc』，直下住1万単位／0.4田

オザグ•Acトト，.ム
目E聾。回g:l 0 OmL オ0ザ阻グL＇レtル，~·『点I調F静』桂昌日田 it/10

出シタピシ醐 ~：貰OtnclS. 3m ゲ.~；圃＇ピLン『阜ホ商且静ピ注ー櫨予』Z白Omll'/
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回q添1]

;t.-;lT-$ ヨ区舗

＝プロ 381).00 

＝プロ 凪∞

サシド ..回目j圃

f"!.-1-' 47,67＆.国

テバ盛寮 凪鍋

""' 
阻 ω

ナN世嗣 “ι ．． 

マイヲJ臨 錨.閃

テメ醐 蝿国

日医工 醐 ω

ナ世田 ·~－· 
マイラン，瞳 自由良∞

テ，《単調毘 ...盟国

回E L阻止伺

ナガ...司廃品 ... ~，曲

マイヲ，.援 1,123，個

＝プu ... 
zプロ ＂凶

陽進盆 135.00 

脅進. ＂＇倒

．高ヨ邑 .... 
蝿ヨ.. 125 00 

・・a邑
128.00 

..盆 127. DO 

エイヲイ7T--V 156.閃

テバ廃案 oaoo 

択ヨ牛島醒 473 00 

共和＂ティケア I，訂正問

車且ピ 7·~1' ...国．帥
バン



区分 ヨ医民Z鍾•＇晶E噂ヨ4ー虫館ド

注創業 42:!44剛阻

注射＂＇ 424G4G4All“ 

注射薬 岨削叫＂倒

注射緩 岨＂＇仙川

注射策 抽出制 旧

注射実 6ll:MOOAll凹

注射訓臨 印刷醐

注射誕 ＂＇＂醐間

注射覆 例制旬開

注射寮 問問1細

注射蕪 帥 M伺f416(1

注a陣痛 山町＇~

注射摘 四，.＿，.

注射第 印刷叩

注射寮 引羽田4田町串

注射粛 印刷剛6

＂＇暗夜 ＂剛山

食HA ＂問問

住.ti;& 山田醐S

注射訓臨 ＂＇醐叫

注Hl臨 ＂叩醐 2

注射震 ＇＂醐叩

益鎚ヨ毘 印…

注射＂ 間…

住鑑賞臨 ~139 •！岡田

注射実 61395GSF3ll9 

訟訓. ＂拘拍＂剖~

芭鵬賀民 6139505F4U:M 

議盆’E 同叩叫

刷紙1診療緩閣における加算等の算定対象となる後骨医薬品
※平成＂＇年 12月11日より適用

戚切な4島 ，.格 品d各

ゲムシタピ沌醐 瓶1 g 2 6. 3皿Ll ゲ皿ムLシ『4車F見ピンピ息ー冒予静』庄厩lg/26. 且

イPJデ:h~血圃塩水和悼 40 ... g2田LI高 イr，リ、ノシテルカイ』岨鵬首問40m£

イ＂テ.ン塩量塩水車湘
, ..皿＂皿 Ll イEロ『；テ，，舟レイY直』量駆車置陣住植Eロロ匝
．民

＃守サ日プラチン ~ .. O白血耳4日凪L 肺ノ4門0踊プLラZテサンン捕ド』静岡20 Omg 

オ守サ日プラチν ；’＇， O皿＂日皿 L ／オキ＜~mFプLヲ『チホン旦点ピ踊ー静ヲ』置夜2目白且E

バ~;:I...イ，，塩It塩 o. 5 If 1車 バzン＇＂ロマEイEシK』ノ温暖塩潟a・・注用。 ' 

パンヨマイシン瞳量暗証 l i:: llli; パ・zン＇＂ヨマEイEシK』ユ〆虚構塩a漏降注用1 ' 

セ7)1.~ゾールナト H •• ＂＇且＇ lla
セ『テ7パメ』タゾ－／＼，N•IHt用 0. 2 6; 

セ7;1.?Yールナト’.. ＂＇皿 EI鳳
セ7メ＇ゾ－~N.. _.,11踊0.5 g『テ
パ』

セ7メ ？：／－.fl,’ナト~！）＇A ＂＇凪 セ，，FゾールN•軒並Jiil g rテバ』

セ7:1-？ゾ－N-Jート日；A , ＂鳳 セ，，4’Y'-ii-Na静注m，， 『テパ』

メロベネムホ和柑 Ii品1~：~~ メF』ロベキム点画’注用1<:i-:11'l1 fN・ 

，.ベネムホ和相 惜メ』ロdヰム点蘭’桂周パ，－:11'1I『明

Zト＂レ~~?AナトF世.A.•7 ＇：／ぜ，，Yナ
"•' E厩

;>;,VJI：：＂シY酔住用， . 

Rト；バ.~？Aナト !l!i'ム・ 7:.-'t'$'\1:0.-ナ (3 g) 1嵐 ピシF.rt？？陛在用，，

Zト＂レパ.f＂ナト JIJ)A•7：.－ピ~，，ナ (3 c) 1甑 aーシオンー畠静桂周.. 

Xト＇，レパ.f＇ムナト JI\)'A• T＇：／ピ，，，ナ 【3i:)Ui ユナ，ピン静注mo,

9トゾロバ世ム，，.ナト日 \'.TA• ピ＇....t."$'llνナ 【2.2 5 11:) l甑 ?:ft'....t.lii!骨骨盤周2. 2 Ii『C""' 

4トFプpバ.ム{!?Aナト， J)J..ピベヲシ，，ナ {2. 25 g) t鼠 ？プピ4配古骨邑周，， ' E『DK』

4トFゾDバ.；.・ムナ1'9 ¥)'.b..ぜAヲシ，，ナ (2. 25g) l属 ' Yピベ記台静注用2.25fDSE 

" 
タトゾ9バ9ム??Aナト JIJ)A•t'A!予$＇！｝：；ナ (2. 25g) 1旗 ?:ft'.0:2骨骨量周，， ' E『＇N』

? ト~~ム1'? Aナト，.ム，ピベ予，，yナ (2. 2 5 g) 1既 ，，ピ－倉’注用 2,2 Ii『ザンド』

Sト·~~ム＂ムナト B7A• ぜ4予 t-9 ：，，ナ (2. 2 6 U ，旗 ＂ピ＂＂＇合静注用，， , E『テバ1

4ト・；パPム' タムナトF.ム・ぜベラ，，ンナ {2.-zscl E鳳 ＇プピ＂＂＇合静注用 2.2 5 『•E工』

' ト；バ.；.・AナトP;A・ピA予，，，ナ (2. 2 Ii cl Z嵐 ＂ピ F司E合静住用，， ' E『＝プロ』

sト・；；ム？？ムナトF".IA• ピベ予，，Yナ (2. 2 5 g) l陣 ザ＂ーJピ＂＂＇合’ tt.1112.25『＂＂

PトゾFバ.f'Aナト JI!';IA• t'--t?$'JI Yナ (2, 21ig) l嵐 ?:ft'....:.lli!合静邑mz.zs『明惜』

4トFゾ9パ，；.•ムナト !1!1A ・ピベヲ＂＇Yナ (4. Ii&) l& ＇ゾピ－骨’注用，， ＇『 CHM』

タトゾ9バ9ム??Aナトリクム，－~予，，Yナ ＂咽 5cl I属 書プピ＂＂＇合 E注用，，且『＂＂＇
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臼川添ll

コー－:b-Jl島 ..価

市民ピーラ・，，
＂＇副目．曲パシ

ハシルイ医薬 2.HI 00 

ハシルイ匡袈 5, 719.帥

サンド 民岨＇ 00

ホスピー予， U守
臥岨凶パy

小都品工 l，日正岡

イゆ相他エ ，，，田，個

テパ製薬 舗網

テバ醐
'" 00 

刊醐 出 ω

テバ調薬 融凶

"'"""' ，，事国a曲

Mc I J I Se 
し＇＂田ika 7T~ 

$';t／ケミM ＂＇凶

'""' ＂＇凶

糊’U民 431i Oil 

ケミ 7f;:;t. 制凶

ケミ，，， ＇＂佃

大関民. 馴個

調ト三和スプア 叫 ．． 

VオJケミ•N 臨切

サンド 肌仰

テλ間 肌∞

•EI 皿切

＇プロ 臨 ω

マイヲン製薬 醐伺

M・＂』，， 肌∞
’ k且 ＂＇許可

7'<.-,;{17< 1,36ι凹1

大関製薬 ，，却，，曲

冨沿 累医・薬2品·~・~~庫

注射粟 制師同副

位計薬 制醐醐＇

注射案 副山＂＂

注射実 制叩醐

極端業 制叩醐

国揮 6l395Q51'1叩7

注射薬 6L39505AIL5 

注射策 ＂＇錨脳同＇＂

注射実 …。

注射寮 ＂＇… 

注射震 ＂ …  

注射実 ー…

建且ヨ‘ ＂＂－~ 

注射藁 ＂ …  

注射叢 白 一

注単調毘 ＂ …  

注 射 . 72194口四..

注量制昆 721941511:?(階事

注量掴昆 mm田·~

注射案 7219-1同制咽l

注射果 m剛山

注総ヨ巴 羽抑制2(;1021

n1司誕 ＂＇叩＂＇

＊用度 1l1gnor2101 

9半周罵 lll!IT白調＇＂官

外.. 脹 1319間剛

外・11118; 岬 一

外＂＂ 出 叩 醐

外阿蘇 叩附3錨

i'J紙1診諜報腐とおける加算等の算定対象となる後発医薬品
業平成27年12月11日より適用

虫会骨』 網裕 品名

Sト，，型；；.•Aナト＂A ，ピベヲ，，Yナ (4. 6c) 1厩 ＇ゾ r...:ii!合静注用4. 5 fDSEPJ 

9トゾリ；~？Aナト F守ム，ピベ予シリンナ (4. 5 g) l罰 ＂ぜ d居合静注用4. 5 fSNJ 

Fト~，；；.•·ナト P 7.z,,.ピベラ，，，，ナ (4. 6 1) I嵐 ' Yピ＂＂＇台骨庄用，， ＇『サ νド」

4トPゾBバ.~..  ナト 97A· ピ·....： 7~11 ：..－ナ {4,. 6 I 】 1嵐 ＂ピ d配合静注用，，自『テパ』

tトFずF';;,• Aす悟 E亨ム・ピベラミ，，‘，，，. {4. 5 g) l扇 生プピd配合静昆周，，自『日匪工』

4ト·；~ムFタムナト＂ A・ピベ予寺’Fンナ (4. 6~ ） UK デゾピベ配合静性用，， ＇『＝プ E』

Fトf宮パ世ム＂ムナト 9!)"A• ピベ，，，Yナ (4. 5 cl 1.5 ザ＇ーY』.，，，.，合軒並周，， ＇『 7Tイ

4トPゾHバ，r＇＂ナト Jl!)A ，ぜ~.シpvナ (4. 5 g) 1甑 ~:II!＂＇＂配合降注用4晶 s I咽措』

Sト，，型バ，；.•Aナト 99ムーピベラシ，，ナ

lー…l怜l《：~睡，，' 5引眠：：キキヲ。ヲ" 

＇『~ピS·~ 配F合』·~薗時住用バyグ.. ' 

3ト·~；；.•ムナト 97A· ピベラ，，ンナ ＇『＝ゾプぜdロE』合点画’性局パ7グ.. ' 

4トVプHバウPム，.ナト Jt.,.A• ピベヲシ日ンナ oト＇：【叩L付5;・ ftlO ，キヲ ＇『~7ピdイEザ」台直』面静注用パヲグ.. ' 

tトP；；•ム?AナトP.,A• ピベ7,;.-9Yナ 。ト＇：【1生L理“3免ω庖a山z。 F『プサンピベドE』合点樟静注用.. Eパ，，

tトF；~；.·ムナト＂A ・ rベヲシFYナ キ，＂フ.. ト：αp.判z》~雛1鍵 ~D ゾピEベE担F』金.高時注用rC~！／ 2. 2眉

4トFゾ＇~~·Aナト日.ム・ピA予，，シナ キ＂ヲ oト：【盆：・彊付H》’...芝

" 
＇『ゾzプピ4ロ』E台車詞静注用バタグ2.2 5 

dトpi＇世fム~~ムナト日世A• ピベ，~，Yナ キ＂ト~·生：涯付.》’食塩I• ':. 
~7ゾピ7再イ血デー合店』轟静住用バタグ2.25 

dト・；；r＇伊ムナト日 9.t.・ ピベラ，，Yナ キ，＂ァ.. ト~~曙付·：食瞳E際 ＇『ゾチンピ4ド』邑台車薗静住用＇・ ' 5バァグ

イオパミドール r：・摘52%65皿 イLオ『HパK」ミドール＇ 70芭，；－9;..-$165且

ィォ，、キY-N 1 ：・筒＂慎＂阻 イオ....：.，；..－30 0桂V日シヂSOonl. 

4オ.....<¥'!I-II- !t・，開＂鴨 lOO イオベロン30 Oft.シ日ν~100皿L

イオ円キ，＿~
畠4.7 1世＂匝 イ靖吋目ν2白自在，，ン＂＂阻 L
＂儒

ィォ，、キ，＿N n偶4自首＂田 イオベ日ン＂＇並t-'Jl ！－＇~45問 L

アヂノシン 町＂皿＂ O且L' ア『デF~ シ＂ν負荷用、居住00皿畠 ~JI ！－－~

ヒTN回ン届けトF,. .. ＇略 5皿＂踊
＃日』7'レロシ量N•点眼量，＿ E首『膏

ヒTNロン且EナトF＇ム o. 3"5mL UE 枠'7』hロン融N•点聞置＇· ，世『膏

，，，ロ7孟ナ，ナト曹.ム o. 1%1四L 9ゆみ＇』.，，ナ？＇ N•点眼植＇· ＇判『あ

プロム，.ナ＇ナト E¥)'A>t.和骨 0. 1%1rnt. プ口ム7•ナ~N•点E艦o. ＇鴨
，，トーs

ベ：~c;i'. ？：／~C ぜ宮、J樟且E宇，b ：.：甑75m17. ペ醐タ：，メタ，出プ町zシ'7プロ7イピザ＊】シ2.，ステr，点

アセチルνステイy ：曹'・ ＂弘 Z皿L H被.i~~~テ%イrシ.ゆNみ・J• .,. """ 

耳目ピドン冒＿， 7勃l皿L ポ.，，ヨードガ－f/tv7首『あゆみ』
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四j添l]

メ－.1J-$ 震舗

一 円 !,l84.回

ヤオJケミ書作 ，，，制，.

サンド ¥,384.国

テバ踊 1.384.伺

日去工 ，，，.園田

エプロ l,384.田

マイヲン酷 ，，，脳，伺

M<1 I j I S<1 ，，，副，削
ikll 7Tkv 

篤一三幕開7 1,902.曲

＝プロ 1.902.帥

マイラシ製. 1,902.00 

サンド ＇・田2仰

車－三品且>7T ＇・＂車問

Zプロ ....且∞

マイラン’.・E 1,448.00 

サユ，＇ l,44S.OO 

"'-D 3訓∞

テバ眠 ＇・剛旬

テパ眠 ...臼ω

テバ鵬 6,041.凹

テバ臨 2・“...

富士7イルムR,. 
＇・ロ乱闘町「

dデFィ・－オ!1:.<!1.>' 間拘

キヂィ，－オ !1~!1,,t 酷細

.ゆみ須高 相側

布団四回. 開園

マイラz，楓轟 4国側

.ゆ尋＂＇匪 凪凶

あゆみ製薬 .制



区ヨを 薬医価震蓋晶穣ロ収ー健ド

外F署員医 醐醐醐

”Ml医
醐四国

*m震 間四＂＇

外周東 胡町田

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
※平成27年12月l!Bより適用

食傘弘 .. 梅 品名

デスそプレVシ智世盆ホ＊瑚 5口＇＂＇ l嵐 デ『見E号LプS』レシン点鼻＞7レー＇・ロ .. 

ケトプロ7且シ 肱7c.,.Xl0c"'l .トプロ，.，テ日プ20... 11:『膏林』

ケトプ回7•シ ：故Oo且X14c匝 。F トプロ7•ンテープ＂回E 『音峠1

7•ルピナタ ：控OcmX14c皿 7且舟ぜナ，バフプ7日皿＂＂ート
タ』

11 / ll d』マ

［別添l]

多－•－－＜ 建値

'L' ＇・回L伺

デキ富ィ一オ世ンHメ ＂胸

デキ酒ィ－オ !l~!l:J. 
" l白

大石賓室. H.SO 



区分
薬価基準収載
医薬品コード

内用薬 239900902020 

内用薬 399901781025 

外用薬 2649729S5028 

別紙3診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※平成27年12月11日より適用

成分名 規格 品名 メーカー名

メサラジン 94%lg ベンタサ穎粒94% 杏林製薬

200mgl立iL
ミコフェノーノレ酸 モフzチノレ （懸濁後の内周波と セルセプト懸濁用散31. 8% 中外製薬

して）

ケトプロフェン
10cmX14cm 

モーラスパップXR120mg 久光製薬
1枚

1 I 1ベ｝ジ

［別添2]

薬価

164.90 

248. 70 

43. 70 



区分
薬価基準収載
医薬品コード

内用薬 1179046Fl028 

内用薬 l l 79046F2024 

内用薬 1179046F3020 

内用薬 1179046F4027 

内用薬 11 79046F5023 

内用薬 1179046F6020 

内用薬 2149110F2020 

内用薬 2149114Fl021 

内用薬 2149 ll 4F2028 

内用薬 2190101F1020 

内用薬 2190102Fl025 

内用薬 2190103Fl020 

内用薬 2190104F1024 

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
※平成28年1月1日より適用

成分名 規格 品名 メーカー名

塩酸セノレトラPン 25皿 g1錠 ジェイゾロフト錠25皿 E ファイザー

塩酸セノレトラPン 50皿 gl錠 ジェイゾロフト錠50皿 g ファイザー

塩酸セノレトラHン lOOmgl錠 ジェイゾロフト錠lOOmg ファイザー

塩酸セノレトラリン 25mgl錠 ジェイゾロフトOD錠25皿 g ファイザー

塩酸セノレトラリン 50皿 g1錠 ジェイゾロフトOD錠50皿 E ファイザー

塩酸セノレトラリン lOOmgl錠 ジェイゾロフトOD錠 10 0皿 Z ファイザー

ロサノレタンカリウム・ヒドロクロロチアジ
1錠 プレミネント配合錠HD MSD 

ド

パノレサルタン・アムロジヒ園ンベシノレ酸塩 1錠 エックスフォージ配合錠
ノパノレディス
ファーマ

バノレサルタン・アムロジピンベシノレ酸塩 1錠 エックスフォージ配合OD錠
ノバノレティス
ファーマ

アムロジヒ・ンベシノレ酸塩・アトノレパスタチ
1錠 カデュエット配合錠1番 ファイザー

ンカルシウム水和物

アムロジヒ・ンベシノレ酸塩・アトノレパスタチ
1錠 カデュエット配合錠2番 ファイザー

ンカノレミィウム水和物

アムロジピンベシノレ酸塩・アトルパスタチ
1錠 カデュエット配合錠3番 ファイザー

ンカルシウム水和物

アムロジヒ’ンベシノレ酸塩・アトノレパスタチ
1錠 カデュエット配合錠4番 ファイザー

ンカノレ、ンウム水和物

1 I 2ページ

［別添3]

薬価

101. 30 

175. 90 

305.40 

101. 30 

175.90 

305.40 

208.40 

114. 60 

114. 60 

75.30 

120. 10 

97.00 

141. 70 



区分
薬価基準収載
医薬品コード

内用薬 2482009F1031 

内用薬 6249002F1024 

内用薬 3999009F1030 

内用薬 3999009F2037 

内用薬 3999021Fl023 

注射薬 311240 lAl 026 

注射薬 3112401A2022 

注射薬 3112401A3029 

注射薬 6139505F3020 

注射薬 6139505F4026 

注射薬 6!39505G1022 

注射薬 7990402A1029 

外用薬 2419700R2029 

別紙3診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※平成28年1月1日より適用

成分名 規格 品名 メーカー名

ノノレエチステロン・エチエノレエストラジ
1錠 ノレナベノレ配合錠LD ノーベルファーマ

オーノレ

Pネゾリド 600mgl錠 ザイボックス錠600mg ファイザー

レボカノレニチン塩化物 lOOmgl錠 エノレカノレチン錠lOOmg 大塚製薬

レボカノレ＝チン塩化物 300皿 g1錠 エノレカルチン錠300mg 大塚製薬

ラロキシフェン塩酸塩 60mgl錠 エビスタ錠60mg
日本イーライリ
リー

マキサカノレシトーノレ
2. 5 μ g 1皿 Ll

オキサローノレ注2. 5 μ g 中外製薬
管

マキサカノレシトーノレ 5μglmL1管 オキサローノレ注5μ g. 中外製薬

マキサカノレシトーノレ lOμglmLl管 オキサローノレ注lOμg 中外製薬

タゾパクタムナトPウム・ピベラシリンナ (2.25g)l瓶 ゾシン静注用 2 25 大鵬薬品工業
トリウム

タゾパクタムナトリウム・ピベラシリンナ (4. 5g) 1瓶 ゾシン静注用4. 5 大腸薬品工業
トリウム

タゾパクタムナトリウム・ピベラシリンナ (4.生理5食E塩）液1キッ
ト（ 1 0 ゾシン配合点滴静注用パッグ4. 5 大鵬薬品工業

トリウム OmL付）

アデノシン
60皿 g20mL1

アデノスキャン注60皿 g 第一三共
瓶

デスモプレシン酢酸塩水和物 500μgl瓶 デスモプレシン・スプレー 10協和 協和発酵キリン

2/2ベージ

［別添3]

薬価

336.60 

13, 305. 50 

97.30 

292.00 

118. 00 

1,295 

1,681 

2,487 

1,805 

2,687 

3,315 

13,556 

7, 025. 10 



区分
薬価基準収載
医薬品コード

内用薬 2149116F1020 

内用薬 2149116F2027 

別紙3診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※平成28年4月1日より適用

成分名 規格 品名 メーカー名

カンデサノレクンシレキセチル・アムロジピ
1錠 ユニシア配合錠LD 武田薬品工業

ンベシル酸塩

カンデサルタンシレキセチノレ・アムロージヒ・
1錠 ユニシア配合錠HD 武田薬品工業

シベシノレ酸塩

1 I 1ベージ

［別添4]

薬価

135.60 

135.60 



。使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平成21年5月15日付け保医発第0515002号）の記の 2
（参考：新旧対照表）

改正後 現 1，丁－ 
2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について 2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

( 1）～（ 9) 略 ( 1 ）～（ 9) 略

（削る｝ 斗Q2_ メロベネム点滴静注用0.25 g 「タイヨー」、メロベネム点滴

静注用0.25 g 「日医工J、メロベネム点滴静注用o.5 s: rタイ
ヨー」、メロベネム点滴静注用0.5亘「日医工j

本製剤の投与期間は、原則として14日以陶とすること。

斗Q2_ 斗12.略

。使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平成21年11月13日付け保医発1113第 1号）の記の 2

改正後 現 行

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

( 1 ）～（ 6) 略 ( 1）～（ 6) 賂

（削る｝ iエよ メロベネム点滴静注用バッグ0.5 g f N p  J、メロベネム点

滴静注用バッグo.5 s: r日医工j、メロベネム点滴静注用パッ

グ0.5 g 「明治J、メロベネム点滴静注用0.25g:fNP J、メロ

ペネム点滴静注用o.25 s: rケミフ 7J、メロベネム点滴静注用

0.25星「サワイ J、メロベネム点滴静注用0.25亘「グナベJ、

メロベネム点滴静注用0.25 g 「トーワJ、メロベネム点滴静注

用0.25 g 「明治J、メロベネム点滴静注用0.5g fNP J、メロ

ベネム点滴静注用0.5 g 「ケミブアJ、メロベネム点滴静注用0.

5g 「サヲイ」、メロベネム点滴静注用0.5 g 「タナベj、メロ

ベネム点滴静注用0.5亘「トーワJ、メロベネム点滴静注用0.5

g r明治J

本製剤の投与期間は、原則として14日以内とされているので、

使用にあたっては十分留意すること。

( 7) i立よ賂



＠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 6月24日付け保医発0624第 2号）の記の 2

改正後 現 行

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

( 1）～（ 8) 略 ( 1 ）～（ 8) 略

（削る） i旦よ メロペネム点滴静注用0.25g:「ファイザーj 及び同0.5g:「フ

ァイザーJ

本製剤の投与期間は、原則として14日以内とされているので、

使用に当たっては十分留意すること。

i三よ～斗!2. 略 l!Q2_～斗~賂

。使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について【平成27年 6月18日付け保医発0618第 2号）の記の 3

改正後 現 fi' 
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について 3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1）～（ 8) 略 ( 1 ）～（ 8) 略

（削る） i之L メロベネム点滴静注用 1g: rNPJ及び同「明治J

本製剤の投与期間は、原則として14日以内とされているので、

使用に当たっては十分留意すること。

i旦よ略 (10）略



｛参考1) （多考1)
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｛移考1】 ( e考1)

薬価基申告示 薬価基準告示

No 薬価a‘・翁 成分翁 鍵格調隣町位 業信《問 No 譲価a車窓翁 慮湯翁 規絡単位 ，廃価《阿】

＂内洞察 ：＜ナzチシ塩瞳塩量ZD皿z 『田町』 xピナスチシ岨単 Z由皿Z唱健 組却 ＇＂内用車買 •nヲ9ン嵯＂皿E 『膏＃』 塩量.，レトラ，， ＂国軍司躍 "' 
n 内調提 オルメデ：：－:l'OD盤，.圃‘ オルメサルタνメ＂＂＂！／ミル tom, Z盤 制官E t町内用調長 セルトヲ9ν健＂圃 E『.宅7T』 塩E骨セルトヲH, ＂血事 1量 ..初

河内周覇権 オルメテ，，oD陸＂国庫 オルメ宇Jレ·~メ＂＂＂！！電~ 2 0 ... 11: E佳 12:1.3! e関内周覇軍 セルト，Mン盤＂田 E『サPイ』 塩量セルトヲ，， 25m11:l量 関初

＂内局員臨 オル:i!'J'":-?OD健..国庫 オル，サル.，メ＂＂＂，＂＂＇ ..四.＇健 187 7( 同肉周擁 セルトラ，，瞳ZE田z 『サ＂』 壇画セルト予F> 25m& l佐 関＂

＂内 m票 オロパ~~！／埴薗塩ODll!2. 5mc TJG』 才－~·ジン壇画.. 
'・ ＇田. ＇健

~.凶 ＂・肉.. セルトヲ，，陸＂回 zf三和J 塩酷セルトラH> ' S回＇ 1値 侃＂

＂内..駆 オa.r'o~';Jン塩融坦ODtiS田 E 『1o, オロ，，；：，－！＇）：，..塩.塩 E回ZE昆 笥伺 川内用車 tNトヲ，，陸＂皿 E『JG』 塩睡<Nトラ，， ，，.，，匝 馳？目

？？肉... オa；~，－！＇）：.－塩酷直属位 o. 5%『MEEKJ オD.r'o:!"i'Jν塩圃塩 0. ＇昔 z• （~.（0 ＇＂内.. セルトラFン陸＂岡 E『？11？』 趨直＇＇＂レトラ，， ＂皿 Z•• 50 10 

＂肉周旋 局 .ムシ7 E合韓日D Tあすか1 カ5司ν令デ画t壇トルタν~レキセ~~·アムロタピν4 1・E 81 (0 ＇＂肉周囲 E セルトヲ日ン健＂阻亘『.ナベ』 塩量セルトヲHン ＂皿 I"lll 凪宮崎

河内周寮 周 カムν7配合健HD『宇ンF』 カ古川ンデサル.ンシレキセチル，7Al1'lピシベ ,. 
・＇<O 山内用車 セルトヲ，，鍵2Smc r::.-w.r.ラ』 岨圏otkトヲ曹シ ' S皿＂健 鈎 7

m 肉店覇

‘ 
;bA.~7配合憧HD r.＝プロ』 主.晶ν畳ヂ塩サ.n-？：.－~i.-~，セチル・ TA•包） l:":.<.-.t

＂臨 ・1‘ ＂＇肉用車 セルトヲHン民Z＇＂＇『 D•• F』 塩董セルトラFン ＂皿. ＇健 切＂

別肉庖買毘 ，． ;f.!At.-7配合量産LO『あすかJ ~.νb融デサ塩ルタシシレキセチ~·アムロジピン4 u鹿 '" 
山内周来 セルトヲ，，瞳＂田 zfTCK』 埴董＜wトヲ日ン 25mgl陸 "・" 

＂肉用農 局 カム＞7記合健LDr.，.：.－ド』 sシbルy世Fサ塩＇＂＇＂ン~t-~tチルー TA•ジピンベ 1鍵 81.40 ＂，肉用車 セルトラ＇ ν陸E'" Z『ト－・』 直量.，レトラFン ＂田 1Hli': ＂叩

脳内ml< a号 ;b.A.$'712.昔陸Ln 『＝プ.， SシFルV酷デサ塩ル.ンシレキtチ11-•TADi')ピνベ

"' 自1.40 山内用調 セルトラ，，瞳EE田昌『.. ヱr 直量セルト79;.- ＂田 EI監 関叩

別内ml< 書E，，ゲナーゼ盤ZE単位『あゆみ』 カ，~，ゲナーゼ , 5単位1量 S関 a胞内用調関 セルトラHY瞳ZE皿.bプE』 直量セルトラロン 25mi:;lli: ＂・初

院内周離 カンデ.，./IF?:O-ODlli!ZmE 『明措』 カンデサル？￥$＇！.＇キセチ h 2四.＇健 ... 00 2初 l'iJBli! t kトラ，，匝EE皿g『明措J 塩酷セルトヲFν ＂圃 E官僅 6臥，

駒内周.. カンデサル？：.－on健...E明柑』 .，デサルタW ＞キセチル 4皿gllli! 制加 間内周寮 tkトラ担ン匝＂皿 E『YD』 車世t:ll-~7 9 :,.- 25mg官健 侃，

~肉用誕 舟ンデ，・N?:..-oo健Sm E『明陪』 カンデサtレタ：.－＇$＇＼.＇＂キセチル 8mg l院 '"' ＇＂内閣農 セルト79：.－＂健E白血E『7;1.N』 塩置.，レトラリν SO me E健 ... 
園内.. カンデサ・114:.-00’＇＂且 E『明暗』 書ンヂサルタンVレキセチル ＂皿. ＇瞳 民側 t舗内用農 セルトラ，，陸自...『科研』 喧樋量.，，ト？ !J~ 5口E • ＇蛭 .... 
..肉用寮 キプlo-;>;00蛙，.皿E ~νテル舟見トナトp •A ，.皿EE健 且側 u・肉周震 セルトラDン盤50m11:『膏林』 車置セルト予Fン ＂阻＂使 院。

側肉用薬 tトラゾ且k77ピJl!')!--fli!:SOOmc『日医工』 サ＇｝！／ :J<.Jレ77l:"Jl;:1;.- 5目。回..健 "・' E匹肉用車 セNトラ，，盤＂回＂クミ 7T』 塩量セルトラH, ＂皿＂値 '"00 

包1肉..臨 •ftvグキシウム師陸自且世『HYダ』 世f也Tグキz’.』h ＂鴨＂
13.(0 ，.肉.. セNトラ，，昆E口皿afザPイ』 塩酸セNトラ，， SOm& Z健 ... 00 

＂内... 画化マグネシウム提200皿• rヨシグ』 画量化マダ＊i:'!)'A ＂＇皿. ＇量 '00 1m肉..臨 セルト晋!J!/1@60mE『サンド』 檀量セtレト予，， ＂皿 E且健 ... 
阻内周＂ 融化Tダキ$＇！）＇ J..lt26 0皿＂ヨシダ』 直也·~キシ.ム , ＂皿，，蛙 S切 ｜鴎内臓 セルトヲPンu0皿E『三和』 埴量セルトラリ， ＂皿 c1 It m ・6

M 内周到隠 量化.，ヰ$＇ J)A健耳目白皿z 『ヨシダ』 睡也Tグネ..ム ，.日匝zE佐 '00 長 内 鵬 セルトヲ9:.-lli!50mg『JGf 塩量セルトヲH> ＂皿 zf健 凪.

路内期損傷 融化Tグキシ世ム’，，，口..『ヨ＞￥』 融4己，－.，，－if.i;.,!)'A ，，白血，，瞳 5刷 l悶肉用車 セルトヲEY健＂皿 E『.カ＇』 塩量セルトヲF> 5 Orn ii: l’E .... 
弱肉掴覇軍 量化マグヰシウム瞳...皿E『ヨVグ』 -.it; ...グヰシ.ム ＇＂皿，，盤 5伺 ｜山内用聾 セルトラ且ン健..皿＂＇ナベ』 撞量セルト.，ン 5 0 ... 11: l盤 肱∞

肝醐薦 酷化マグキ..ιJii!S0白血E ＇＂＂ダ』 世巴可，，，事t.-J)A ＇＂皿，，盤 ,.oo L包 内周ヨ臨 セルトヲPシ.llil:SOms f:l'Nr-7』 塩量セルトラ日ン ..田EI陸 肌 ω

”肉府軍 .，，レ700量lo... , モVテル宵且トナト99ム lOmi:;l健 =・ ＇＂肉属鹿 セルトラFン健somllrosE F』 塩酸セNト，，ν ＂田. 1薩 別冊

伺内周到臨 Zプラ＂トトシル画壇カプセル＂圃 zfテバ』 ＇プラ＂トトシル量塩 ' E皿E• カプセル 羽伺 ＂・肉用裏 セルトヲPシ障5...『Tc K』 重量セルトラ，， SOm.c l盤 自a• 

削内周，. スプラ＂トト·~融塩書プセル. 00皿耳『テバ』 高プヲ＂トトシル圃姐 L • 00皿EEカプセル ＂河 雌肉.. セJレトラ且ン瞳＂皿 E『トーP』 塩量.，レトラ，y ＂皿，，量 関白ω

...肉用車 .. ルセプト軍横用量...且暢 主o:>-7$.,/-11-量モ7，ιチル ＇＂皿...内用 L障【圏と構して笹の) 羽a.re ・.肉周到区 セルトラHν1@50皿z『且E工』 塩監セNトラ日ン ＂皿. ＇匪 .. 00 

，.肉用薬 セルトラFνOD匪＂皿 E『アメル』 塩量セルトラ，， ＂岨 E,. ,., a幻肉府案 セルトラ型Y堕＂且 Z 『＝プE』 塩... Nトヲリシ ..皿，，盤 ’.. 

間内m震 セルトヲ!J:.roo量E白血Z『アメル1 塩蔵セルトラ，， 50m11: l盤 88.00 ..内周寒 セルトラFン健＂皿 E『明柚』 車量セルト79¥ 50皿•＇値 問。

l同肉用調臨 セルトヲHY瞳ZS皿E『アメル』 塩量tkトヲ9シ ＂国軍 1量 00.初 l舗内用＂ tkトF，，健EE皿crvnJ 車直骨セルトヲ，， 5日回＂健 肱。

附肉周軍 セルトヲPν・＇＂ E且『輔曹』 塩耳ttNI・ラ，， ' S皿＂健
印加 l・.，内.. セルト予Fン健10白血zf71A-』 車量tll-~7!1:.- 1目日田，，健 J5Z.9Q 

3/10 .... _./ ‘／10""-' ... 



｛参考1) ｛参考1》

薬価基準告示 裏面基準告草

No ’i&li1'軍~ 成分名 観絡単位 高価（円｝ N。 ＂‘·~棋名 成分名 規符単位 東毎【阿｝

l・1拘.., セルトラ，，健1OOm E『三和J 直畳セルトラFン I OOmg Iii! 152.g t稲内.. ピ，パ，，チンc ・ •OD匪E圃 E 『サFイ』 ピヲパ＂チン ';llW:!l"o'/A 官皿＂健 '°'" 
＂＇内用累 セルトラPY使＇＂皿E 『~:JI ？』 埴量tNト？ !l:Y ＇＂田＂檀 B自ユ9 l百内周揮 ピ，，唱；＞：？，.！.＇Ca•OD陸Z田町『サpイ」 ピ，パ，，チン.，レシ.. 2JJ>e 1佳 位 2

＂省内用農 セルトラ，，民1白日皿 It £7.W~、ラ』 瞳最.，レトラ＇~ ＇°＇皿匝 E瞳 ’~· t毘内用量 ピ，バ7.？チ！.＇C• ・OD匪4皿E『サPイ』 ピ，，弓＂チン；書 Jレシ世ム 4mgt・E ’＂ , 

t・4内鯛象 セルトヲ9:.-titOO皿E『明暗』 塩崎セルトラFン ＂＂阻匝 1量 E，司駒 h司内剤薬 局 ピ？~7-？チンCa健1皿Z.fUKJ 1: ？~＜ 7. ？チ；.－;/J'JV!ro'/A ••• E佐 ，，目

＂＇内用車 ？？＜＇ ~A.Ai;i!O. Smc Eあゆみ』 ？？ロ )IA;o;忠和物 0. Smg l健 ＇＇＂川 tも肉m調E 周 ピ？~7- ？宇ンc a~2mc ro K』 ピ，パ＂チン.，レ，.ム 2回EZ健 巴 2

＇＂内掴罵 ??D'JA耳障1阻Z 『あゆみ』 タ世田Pム＂＂和駒 E皿＇ 11!: 5拘 3附 E町内周軍 局 ピ？rl；；＜.？チンc.民4回E 『DK』 ピ，パ＂チ，.ル，.ム 4岨＂盤 117 90 

t相内周豪 ？？ロ，.，健，， ＇皿 EIあゆみ』 ??<>9ム＇＊租物 L ＇皿 E"" 
725 f;(I 2町内用車 ． .，レシ指イーF塩H電車カプ七，，，，S且＂テバ』 ピJl..$';bイzF塩醜塩水胸胸 ＂岨＂カプセ Jレ 28.10 

＂＇肉周復 ..ロFム;1;1!3皿E 『あゆみ』 ＂ロ日ム見本和蜘 呂田＂＇＂ l,::81.10 E胞内m菜 ，． ピルシカイ：＇塩量塩.プセ11-50皿• rテバ』 ピルシカイエト喧蹴塩水和鞠 ＂皿 gltlプセル " ~ 
問内mヨE ，，.，ム•U皿E 『あゆみ』 タ11"<1J)A;o;木和駒 5皿＂提 J,9m,3o 同肉用車 ． 7,.,1,,;-""I!"？ール『ホzイ，~末 7•／パルピ·－』，

" ~－＇＂ 

山内用豪 ?AA恒シン植民壇OD昆o. 11111『KN, ?A；；.ロシン極量園E 0. ＇回目＂ .. 羽駒 間内用車 プチル，，ポヲミシ臭化拘.11!:1Omc『H軒i プチ・J!,;>;=iポ予ミY臭化拘 ＂皿＂盤 •. .. 
山内m震 ?AAP:!I"！－＇埴酷堀口 D瞳0. ＇皿 IIKN』 タム且ロヨ，，塩圏直塩 日. ＇皿＂健 ＂佃 t陣内用高 7!1?'="'fi!骨院co ／舟エチ.宇.，，且チ＝＜W:o:.；；.ト？9オール 1鍵 17J •. :rn 

＂柵~ テプレJ，.プセNS0皿匝『テバJ 守ず、F,, ＂皿＂カプセル ＆釦 E悶＇＂凋＂ .-::.-9-!t園田＂胃 メサ予，， ＂鴨＂ a“”  

旧内m" ト予串キサム雌シロyプ5覧『テパ』 トラネキサA目度 書誌E田L 、＂ ’同内用畢 メサ予＂ン由市民＇＂＂皿 E『サPイ』 メサラジv ＂白田＂昆 4目.. 

附内.，廃 ~ ナ7トピジルOD鍵25皿E『トーP』 ナフトピジル ' 5皿clli!. ~伺 印刷調E 局 メトクロプ.主，.，皿gEテパ』 メト＇ロプ予＂
・-・ E’E 

..• 
＂肉周豪 局 ナ7トピジルODli!SO皿E 『トー.， ナ7トピジル ＂皿＂＇＂ 451.GI 自宮町内H 局 メトホル主主塩量塩屋soomcMTr~－!1』 メトホルミン壇画電車 ＂口 IDJl'l健 ,. .. 
3筋肉... A骨 ナ7トピヂルOD’ll:TSmE 『ト－・』 ナフトピジル ＂且 E’健 ＂‘。 l山内綱高 局 ，トホルミン埴齢壇Jtsoonu:MTra11工』 メトホルミン塩齢塩 ＂＇血 E’.. '"・" 
間内用薬 =<YNf.'ピンEE皿＂テパ」 ::.:JJl.-f)ピy 5,..g 1健 "・' 肉＂＇＂ ：；.~－70日曜Z抽匝 シnl'v：ン 2皿EE暁 .,_" 
t舗内m裏 パル骨ll-?;.."OD盤耳目皿z 『椅晋』 パルサ‘’タン ＇＂圃‘ 1健 ＂初 内m• ユ.11-7'0白昼4且E シロ，，ン ... E瞳 81 30 

，.内..廃 パルサル，ンOD健＇＂且耳『 Tc K』 ’叫M ν ＇＂皿＂盤 "・' 肉m藁 予ロキV7•ン埴融岨盤＂皿z IザPイ』 ラロキシ7•＞且回世且 6 Orne E盤 '"・"" 
2臼内周集 パルザル：！＇ :YOO瞳＇＂田 zI目匡Z』 パルサレタシ 耳目田昌 E量 " ' 内m鑑 予νYプラゾー，b口Dlli:lSrnc IRTO』 予Fn晋プール 15mg且健 M.船

州 l内m慕 パルサ＇J'V？シOD盤20田Z ，，，イザー』 ’‘砂サか4伊， E口問EE民 "-' 内..臨 ?>YプラプールODJl3白血ZIRTO』 ヲー，yプ晋プール 30mgtli; ＂・

間d内網実 ~ル~，，，タンOD.40圏直＂＇研』 バルサルタン ‘ ＇＂血 ~lit u 内周集 Fキ＂＇’＂＂白血 zt明前』 リネプF' ＇＂＇皿＂健 1,030. 7~ 

l揃 内... パルサルタ：.－ooR40111.g ITCK』 ’・－・レタシ ＂皿 E官民 ~· ＇＂内.. 局 レパミピi:1t1001111: rosE P』 レパミピド ＂＇皿＂匪 ... 
内.，. ~＜/V"tk?:.'ODR4 Omi: f日匡工』 バルサずレタン ＂皿 E'R ~－＇ l”内則東 i-...：：＝ン＇~合融 ピヲ，~.砲 '• "'" 
肉用，E パMA-?:.-'OD量＂田直『 77イザーJ ’W ルタン ＂皿 EE瞳 盟 3 側内·~ I-~ン＇~合E ピ7ィ~·薗 ＂定

., 
肉m裏 パルサルヂンon民＇＂回 E 『科研』 パ，~JV,,:.- 苗白田EZ畠 臼伽 訓内＂＂ ν，坦噌 覇院事... 2鍵 .... 
内周震 J匂レサルタンOD民＇＂皿 E『TCK』・ バルサかタン ＂皿 ZZ陸 弘同 ，，内用高 レポ均ル＝チン岨化嶋監＂＇皿 E 『イセイ』 レポカルーチシ塩化” ＂＂皿＂健 砥 .. 

＇，周到E バルサル？：.－oo健＂皿 EI目EX』 ’W 岬 ν 80mclli! M.冊 知3 内·~ レポヵ，，~チン埴~物量lOOmE『臼E工J 吋掛zチン嵯帥 ＇＂同＂陸 S抱4

内用事 パ，，，サM ンODJ;l8白血c(';17イザー1 バルサルタシ BO mg且匝 M.• 訓内周司区 レポ舟Jr,：＝.チン塩化歯昆I00m＆＂『 7:1-J レポカルーチJ盗品絢 ＇＂四＂健 5同‘

no肉ml< パA，サル？：.－oo陸＂白血 E ＇＂研』 バルサルタν ＂＇皿＂醍 '"' ..内周司区 レポ舟Noチン塩化物Q.300皿E『イセイ』 レポ加＝チン雀帥 ＇＂＇田＂陸 ＂除却

m 肉腐葉 パルサk？シ0Dll16E皿E『Tc K』 パルザルタシ ＂口..且健 ., . 部内隅 レポ:f1N：：：.チン塩化物量＂目。 E • 『自民工』 レポカ日骨塩化絢 耳目白回＂健 us 2( 

ーすコ肉m栗 ＇＂，サ 1レダンODlt160皿E『日医工』 ’‘…ν ’＇＂聞 z,,. ・＂
E同内... ＂＃ カ』，zチン塩化柑＂耳目白血匝『 7Y-J 吋•＜－：チン抱帥 呂田口回＂僅 115. 2( 

＇＂肉.. パルil'W?!-'ODJtl8 0皿z 『77イザー』 ’W 岬 y l 6 Oms 1.ll .，，型自 田内mヨ匹 • ロサ・r.-1:.1'配合li:llDfEEJ 田"'1-ft.~Y舟ロウム，ヒド回.ロロチアジド ＇~ 同初

日4内周薬 パV田守イシン埴蹟塩融0. Sc fMEEK』 パン旦マイシン岨陸直 ＂＂皿＇＂＇
I 513 JO ヨR肉周議 局 ロサ1.-1.:l'"l'C量提no『書梓』 ロサル，，カH.ム・ l:~D';lr ロロチ7?' 2鍵 出＇＂

』ぉ内鯛援 ピオZPー配合OD健 盛飢薗 E鍵 •.oo " 内用離 局 ロザ~＇ド記合民HD rKNJ ロサル？~:b9!)'A• l:I'ロタロロチTV• 1鍵 出＇＂

5/10""-v 6/10＂＂＇→ 



〈参舗＇＂ 【参考ll

業価基単告示 薬価基事告示

No .. ・.事名 成＇＂島 規格調隣位 ..画 I円】 N。 ’R・.恕. 成分名 規格単位 費値｛阿》

＂＇肉用鴛 局 ロサルヒ V配合瞳HDf~園』 ロサルタンカp9.1...ヒF田空回目チ7VF 3鍵 E悦＂ 2絹注射厚 :J9 ？~？見－H柚註 組持軍｛プ，.植却1 ..口問LE趨 却

＂＇肉 ml< 局 ロザル己 F配合官量HD『JG』 - ロサrレタ ~;b-99.1..• t: Fロ？ロロチ7~1' 1・庭 ＂生＇＂ ＂＇註射実 :l!l?-Tl号輸臨 側婚披 Z曲目皿Li鞭 ’‘3 

凶肉用篤 局 ロ宇・ft-t:I'配合曜日D 『テパ」 国サルタシ主H.ムー ti'<>?Eロチ，，， ＇~ ·~－拘 2・.＂＇略環 :l!l:!l'-Tl号櫨臨 開始骸 ＂白血 Li嚢 m 

＂＇注射業 7?.N!/'J.配合註E皿L 肝障エキ且・ 7ヲピν7デ＝ン~:it?Vオチド E圃L>菅 関 2値制覇鹿 えH?-7 Z骨柚櫨 観水舗鎗副鹿 ＂日 mLi製 '" 
凶註lf.E ，，ルダム配合住ZrnL 肝園田キz・7ラピ，，，.デ＝ν9.:K？レオチF 2回L•• .. m 注射裏 :l!l'?-T2号柚瞭 －舗，.. 度 SOOmLl喪 m 

制 醐 寮 7デfシν負荷周静注喧 OmrV!Iンタ『FR>』 アデノシシ ＂田 .c20mL1情 "" 笥＇I注射寮 :l!l?-T S号G輸聴 銅噛懐 ＂＇圃 LE提 1‘9 

＂注射藁 周 イオ－~ミ F』N» 白住V!) ：：.－~G 5皿L 『HK』 イオバミ H レ 7 s. 5 2弧＂皿 LE摘 ＇・お 4 •• 1醐票 :l!l?-T3号目崎醜 a量符箆 ＇＂田 ua 1田

＂＇注射翠 眉 イオ~＇ν＇＂住~＇Vヂ＂皿 L イ対r，、今，＿，，，， 64. 71%50圃L＞情 "" 間注射.. YJl~－T S号輸櫨 .. 縛桜 ＂日岨 LE担 1‘z 

＂・注射藁 ，． イオ~， ν＇＂注シFシ980皿L イオ.，..＿l¥":1-W 喧4. 71 %呂田且L>簡 5,1>41 ™注射議 Y9;!1'-T3号結構 ．持能 ＇＂皿L•ll 間

割注射薫 局 イオ・.-t9:,-3 0 0芭シFン？lOOmL ィォ，、キ，＿，レ 64. 71%100mL I筒 ＇・出 間注射寮 ，，.『T<号輪阪 術後聞賓館 ＂＇四 L'1' ‘碕

.，注射裏 局 イオベ!l:..-3 5 0芭シFン945皿L ィォ，、キ:1-11- 7 5. 4宮崎＂皿 LZ蝿 3“s 出注射渠 Y~:5'-T4骨輔憤 術後回復被 5目。皿L五聾 1河

1~ 注射議 イ，，テカン塩酷塩阜商静注草40mcrハ，Nイ』 イFJテカシ塩凪塩水車崎 ..回，，回L,,. L相 おT注射集 局 .ゾピベ昆台静注用Z• 2 s rs N』
ヂウムゾパタタムナトF9A，ピベラシFYナトリ (2. 251) lli ,,, 

m 醐薬 イイ ' Jテ;'1~証醜塩点踊.註蹟＂日同E 『ハンN
イPJテ.，塩量塩水荷物 1目。皿EE皿L"' 5, 719 

』 m 注射集 ． タゾピd配骨’注用，＿ , E『苧YF』 ;ix＂ムナト，.ム・ピベラ，，ンナト日 (2. 2 5 1) E轟 副

2・注射訓区 オ『キサザン~プ1 ラテン血盲静注調r200田g/40皿L オキサ日プラチシ ，.白血..口回L<揖 弘醐 羽注射援 局 ，ゾピd配合静注掴2. 25 rcttM』 ；ゾAパナタムナト !l!)A• ピベラシ＇ンナト F (2. 25c) l甑 醐

包S注射豪 才『キホサ瓦ピPプーヲラ』チν阜商骨在置ZE口J皿車／40mL オキサ日プテチy 200mg40田L• 嵐 昌之醐 錨注射薬 局 ·~ぜ’宅配合静住用＇· , E『DOEF』
ク.ゾAパ9!1AナトF!).A・t'....：ラシHνナトF (2. 2 5 g) l旗 醐

割注射票 オrザEグF』レルNo点前降注E白血ir/10口且Lバ，， オザグレルナト!1'9A 80mg100田L＇喪 I 575 ..注射驚 i局 • Yピ~.. 合静注用，＿ , S『DE』
r FムYパ＂ムナト H.,J. .ピ....：51'!:-')1ンナトF 【2.2 5 cl E嵐 醐

m 注射薬 属損．腸λ血誠濁函館冒~－子 能組強調宙人血議複圏第糧因子 2, 000単位＂＇ f樺畑付植｝ 
'"・ g厨

E 注射議 局 • Yピ＂＂＇合静注用＇・ ' E 『テパ』
；ゾAパ11?.l...ナトHi'/A・ ピベ7V'9~ナト 9 (2. 2511:) lli 醐

m 注射薫 且ゲムピー＞？ラ』ピシ点画’註膏EO白血1/6. 3mL 『布 ~·付ピン隼醐 ，.日皿z•. ＇皿 LUi 1阻 間注射訓院 局 ，，ピベ星合聾注用2. z 5『日医工』
;.  ゾバ'7~Aナト，.ム，ピベラ~·ンナトP 【2. 2 5 g) z車 醐

m 詮射，. ゲrムーVラ』.ピエr点寓’註植Zc/26. 3mL fホR
…ピ噛醐 l '2 6. 3皿L>鼠 払臥’ 酬醐罵I 局 .ゾピベ配合酔世用Z. ZS『＝プロ』

ヂ..ゾバ，，ムナトリウム・ピ·~;J;:,Jj ：，..ナト H (2. 2511 l車 叩

m 注射撮 鼠血7且，プミν＂＇静注 Ec/lOOmL fJBJ 入車務アルゲミン E世＂＇回 LE車 3,492 掛注射揮 局 タゾピベ配合静世周2.25『7Tイザー』
3。FムYパ，.ムナトH.ム・ピベラシ＇ νナト日 c2.25r)t庫 醐

＂＇注射家
献血7 Nプミ：：..－5%静注12. Sc/250皿L<J

人血清ア阿君ン 5%2 5目回L＞麗 置問., 2田注射調書 • クゾピベ配合”注}112.215 E明暗』
ク.ゾAパ？＞ムナトF.ムーぜ4予シ，，ナトp (Z. Z 5 r.:) E嵐 四

泊 2注射定 猷血アルプミν，，.静114c/20皿L 『JB』 人息情アルプミシ ，.鴨，.皿L＞甑 2与田 .，注射議 局 ~＇／＇＜！：，.：.配合静注用.. ＇『 S"' 
. タ合ムゾパ？タムナトF.ム，ピ4ヲシF：，，ナトF {4. 5 ") l.li 1，捌

m 注射誕 献血7 Nプミン20%静住I011"/50匝 L 『JB』 人崎町ミン ＂首..圃 LE楓 '・"' 潤注射実 』冊 ？~~，，..：配合普住用.. ＇『サン F』
タ..ゾh,c11~i.ナト 9o)'A ・ピベラシPYナトP {4. 6 cl 1旗 I, 384 

側副’R 量血ポ＂日ピン N..静注o.6 c/1 OmL ＇＂＇蝿哩麗性人免 §VロプFy ＂＇圃＂＇皿 L＞瓶 ＇・醐 m 注鋪買臨 局 .プピ－合’E思..＇『 CHMJ
タ.ムゾ~？？A世トリウム，ピ4ヲシ，，ナトp 【4. 5 g) 1嵐 E，副

包S注a陣要 鼠血ポ，rロ＜＞NE鴨静注2.Gg/50皿L ＇＂＇蛙哩畳性 λ免＇＂ロプ Fy 2. 5g50mL1.9: ，，開 抑注射寮 局 ?:t~...：fil合静注用 4. 5 fDSE P』
タPゾAバ，.ムナトF.ム・ピベ予~·ンナト H (4. 5 c> 唱車 ＂臥

甜注射実 匝血司＂ Fロピ，.，首静0:5c/l00田L ＇＂＇担軍監性 λ免，.＿，ロプpν SclO日皿L"' 41,9H 制注射累 B奇 • YピベE合静陸周..事『DK』 vムxnムナトFPム・ピベヲシ9ンナトP (4. 5 cl 1a ＇・醐

m 注射JI! 院血ポEFロピ，.，日弘骨量E，／.自国L ＇＂＇処理量住人免度グロプ，， 5g60皿L' 旗 41.914 m 注射駕 局 タゾピベ配合静註用..阜『テバ』
書.プA.f{.1'？ムナト9...ピベヲシ9ンナトp (4. 5 cl 1.lli. ＇・醐

割注射震 院血ポ!lt/oe':YN10%降注lOc/100匝 L ＇＂＇絶望皿住人免 .. グロプ，， l 0 cl日白血L＞甑 紙制 m 注射集 .. ＇ゾピベ E合静注用.. ' r目医工』
；ゾム；＜~？ J..ナト H .ム，ピベラシFンナトH 【4. 5.cl Ui 1，瑚

m 注射藁 Zルバタシシ静注周，，
見』レパナヂムナト9...アン·~·yナトF

",, ＇顕 "" クム
抑制薬 局 ~）＇！：：＇~告静注用＇· ＇『＝プロ』

~. ゾ~ti；！／ムナトリ.ム・ピベヲシリンナトリ 【4. 5 c) 1嵐 E，副

..注射業 局 セ7;i.~:l-NN・普註周目， Z ' E『テパ』 t7;>1タゾールナトp•• ＂＇皿＇＇嵐 舗 m 注射覆 局 ?:/'rt~記合’注用 4. 5 f77イザー』
タ.ムゾパ，タムナト~＼）..1.－ピベラシH ンナト p (4. s cl t甑 ＇・＇刷

z‘2注謝築 局 セ7;i.~ ＂／－/VNa静住用，＿ ' z『テバ』 セ7;i.~ ＂／－kナト， ..  
＇＂皿 z"' 

B悶 ＂＇注射累 周 書プピベ配合’註周.. ＇『明惜』
t~ パ~~i..ナト F \)A• ピベヲシFンナトF {4. 5 1d 1嵐 "" 

＂＇注射策 ’‘ 
i!:7.＞＇~プールNa静注用＂『テ J勺 .，メ~＂／－凡寸トF .. l 11• 出 m 注射援 .ゾピベ配合車構静住用バァグ2. 2 6『DSEPJ タ世ゾムパ'7!7Aナトp""'•t'－－：ラ~·ンナト F ＂理．企2櫨5檀•＞，：キO~Lト付【生｝ ＂＇・

＇＂注射，. 局 世7:1-~ゾールN・静注＂＇＂ fテJ勺 セ7:1-~ゾールナト F .. , . ＇駆 間 m 注射累 .ゾ＂＂＂＇合点薗静注用バッグ 2-26 I.＝プロ』
タ.ゾムバ11~,,Aナト H VA• ピバ予シ日ンナトH ，，理，食Z塩E檀＇＇.:i田＇Lト付【E生 I 448 

“注射票 y~ トロビンBE底下＇＂皿 gfサンl'J$'"'7"~~＂＇ Y守トロぜV 慣伝子組揖え〉 Gm11筒 別問 洞耐震 ザタ」ゾ」＂＂＂合点園陸注用パ ？！＞＇2.21i f77イ タ..ゾバ？ ~Aナト日ウムーピA予V9 ンナト 9 ＂理，食Z塩5植＇＇.＇目キ。皿＇ Lト付＇，生 !,U9 

2・s剖藁 y~ トロピンB＂＂下註 iO皿E『ザン｝＂J~＂＇アパ Y守トロぜν 櫨伝子組換え】 1白血.i筒 ＂町五Jレ
舗注射叢 ~：／ t'-11!.合点薗静註用パ.，， !J'4. 早『DSEPJ

~’ゾムバ？？Aナトロウム，ピベラジ，，ナトP "・ 食5事U檀lキ目y白血トL位付〉理 2叩

口、，，吋 山 日



〈怠考1) ｛容考I)

薬缶基申告示 薬価基準告示

No 薬価~車名 底分. m格単位 寮＇＂問 No ，高値溢軍. 虫命名 線槍単位 薬価｛阿】

..注射提 .，ピベE合点寓聾＂＂＇バタグ.. ＇『＝プロ』
グ世プムバ＂ム Tトロすムーピベラt-!1；－－ナトリ 【4 貧5血~：.：キ00ッmトL《倍~理) 1，町 ＂醐寮 YD:l!l?-T3培輸置 lttti!棄 ＂自国＂袋 Eお

m 時 タプピベ記合点揖静桂眉パタグ.. ＇『 77イザー』 タ.ムゾ，，，Fムナトp.ム・ピ4ラy＇ンナト9
＂・金5塩，，麗E，キ＂＇ mト，＂甘＂理 S，町 ＂，外思案 ；＇也tチ『ルあシゆZみテEィ＞N，塩佳入・現入用確＇＂’／ アセチルシAテイy 1 7. 6 2覧2且L'w 臨 1

割注 射薬 .，ぜd配合点膏静住居2. 2 5 ，＜~~『ザン＂ vムバ~？ムナト，.ム，ピ4ラシFFナト9
＂・竃企2虚5構z"i＇口F問＇，ト，J,生 ’4‘8 ＂＇外 m薬 ケトプロ，.ンテープ＂皿 E『膏韓』 ケトプロ，.ン ＂回.，目 E皿＂＂ ，，圃

a・注射張 ?:/'r!＂＇－配合阜商静盗用4. sx，.？＂『サンド』 ；ムゾ，t，，.？ムナトF世ム・ピベ，，，ンナト9
"・ 食5塩z】..：キH プ白血ト ~I生S理) ’ 叫 ＂＇外周桑 ケトプロ，，ιンテープ40mcr寄枠4 ケトプロ7-> ...田Xl4c皿Z牧 18.10 

沼お単射高 局 トラキキサム融邑町檀1000田区 『テバ』 トラネキサム様 ＂唱＂口皿 LZ管 個 諸外周寵 wロ，.ナ＇＂・ ti.•tt: 白. ＇略『あゆみ』 wロ，.ナ＇ナト H9ム .. ＇揖＞ mL 位。z

2尚注射覆
’‘ 

パν，.イV~M.畠点蘭降住用＇· ＇畠『 MEE パ，，.イヤン塩岡国E o. s g E甑 . " ., ＂＇件周罵 デ旦モプレシy~轟Zプレー o. 0 1悼『IL S』 デスモプ＂Vン前副誕ホ和助 6 0 0" II: l踊 2九回.... 

四百食射累 ’E 
パ，，.イシν埴講壇；車薗静住用 L Os IMEE 

パ＞7•イVン塩雌塩 " E雌 E冊., 店外m• ＂＂＂ロシ酷N•点圏康.. ＇棋『音柿』 ＂＂＂司，，捷ナト F•• o. ＇世 E回＂嵐 副知

翻桂＂薬 ヒシセ培、司A省E会届椅”往 量＂セ，，・黒崎 200mL Z畏 同 l!1 J1.10震 ヒアルロンMNa点盟鹿o. 3% r膏枯』 ヒ7'レロン酷ナトF.ム
日，＇%＇皿 L"' 国 ω

湖｜制実 ヒシセ才」ル信金，E複”注 量？＇ !1~9 ：，－－.栗崎 ＇＂阻 LE聾 "' ＂＇鼻周司 E ，，，..ピ十クパ？プ7口固ZI且ート＇』 ，.λ，I:!+? 目白 cmXl4c血1栓 ..回

割注射藁 ヒシセオ』ルE合点横脚注 置＝＂!l-k:!I：.－・黒崎 ＇＂田 LE聾 "' 巴外周藁 プロム，.ナ＇＂且車庫置ロー•%『~，トー』 プ眉ム7晶十＇ナト 9..本和胸 ロ. ＇悼 1且L ... 00 

加｜ 闘藁 ぜ，，パ＂静注用＇•
~N.-<:I'タムナト !l!TA ，アンピシpyナトF

何，， ＇嵐 or, 
クム

何百舛j咽震 4『；由TメイザPーゾン』プロピオン雌，，テ，r.-.!i.ff雄＂戸畠 ，.，恒；＜？プンプロピオンlltx.；＜；テル 9. 3 7 5皿 g7. Sgl甑 ‘... .. 

mJ幽嘉 ヘパ!I:.-c •Bl:下注Z万単位／ O. 4皿L 『サFイ』 内パHンカルシ！？ム E口，＂＂単位 E庫 "' ..外周煮 ポピドンヨー 1::11－ ~1レ 1% Iあゆみ』 ポピドνョ＿， 7鴨 l回L Z‘E 

.. J凶暴 マキ1'-.1111-Vトール島陸軍折用2. 5" II: fテパ』 7キサ;JJJl>VトーJレ 2. SpglmL E菅 醐 m 外周藁 号一予：：＞；＇~l>'プxRl20mc ケトプロ，.ン 1日c回X＇＂回 E枚 伺初

別｜醐案 マキ宇車JI-！；＂トール膏住遁軒踊＇・ ＇』a• I目匪工』 マキサカ，.，，，ドール 2. S11glmL E管 師

ooJ醐震 マキサ舟，..，トー，b聾註遥軒1112. s" 8 r.＝.プロ』 マキ柑帥1ドール 2. 511c1皿L’管 E 6町

"'i醐家
マザキーサ』;tu1•V トー/I-.注遭軒＇JH2. 5,. .Ill 『77イ マキサ舟ルシトール 2. Sp c 1皿＂’ 師

.,1由晴 マキサカルシトー，..’注量軒凪5pg f~；CJ マキサ.，..シトー，.. 5" g 1匝 LE曹 自伝

m 注射業 マキサカルタト＿，..静性遺軒用＇＂＇『日＂＂』 守キサカルシトール 511 cl皿LE管 回

期注射実 .... +f-車，..，トール静註遥軒周＇＂＇『＝プロ』 マキサ・'J1JI-シトール 5" c lmLl曹 "' 
調注射鍵 マキサ:bJl.'VJ.-1レ静.... 軒周＇••『フTイザ四』 マキサ舟JレVト＿，.. 5 11 C lmL E菅 師

叫醐第 Tキサ貴N Vトール静注遺軒舟l0" II: 『テパ』 マキザ;fur.-！：.－＇ト＿，.. lOpglmL E管 I, 123 

吋醐第 マキサ舟，..，トー，..’桂遥軒用10,. c『日医工』 マキサ.β，yト＿，レ l Op cl岨 LE菅 '・'" 
掴 2注射訓臨 マキ千:hNVトー，..静桂遁4斤周3口＂ i: r.＝.プロ』 Tキサ舟JVi，.トール lo,. g 1皿LE普 ...回

制注射建 マザーキサ』.1111-$＇トール静陸量軒用，.， E『77イ Tキサ.』，vトール i o" ct皿＂管 1,1:!3 

..註針指 ミダゾヲム註射檀’ O皿E『テパ』 ミダゾ.. 百四回E2mL1惇 首

羽鳥注射訓医 向 4 ム点叫四パフグZ• 『＂＇』 メロベキムホ和物 ＂＇キ yト 【生目哩白食m塩L置廿】' ＇・咽

＂＇注射実 周 メロベキム店調静注用パ:l'?'lg『明抽』 メロベキムホ車輪 ＂＇キ 7ト｛生目理白R血岨＂梗f】' 1,616 

M 注射. ι－Yォ，＿，静注用＂
：；；：＂＂＂＇，.ト，..，アシピ v'Vナト’ (3 ;) l鼠 "' 

m 注射薬 且ナRピν静注用，，
;;1 VパデタムナトP..，アンピタロ ンナトF (3 c:l 1覇 山

＂注射東 9ナセート輸楕 プドto•加昨llt!) ：.－グ，.. ＂＇皿＂費 E邸

＂＇注射軍 YDY!H•-T 1骨柚概 開助疲 Z目。四ua "' 
S川2匙針＂ YD:l!l?-T E号帽措置 ，．弛後 ＂＇皿＂＂

E回

叩醐嘉 YD:lll,,.-T3骨G幡罷 纏拘. ＇＂四 LE費 "' 
制凶暴 YDY Fタ』＂号 G輔鹿 旭錬複 ＇＂白 mLl.ft '" 
刻昼間接 YDY Pタ』＂号輸棺 組符権 ' O自由L＇書 ·~ 
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（参考2)

別表第7（平成28年3月31日まで〉
掲示事項等告示

No 薬価基準名 成分名 規格単位

1内用薬 アセチノレシステイy内周波17 6%「ショーワJ アセチルシステイン 1 7. 6叫lmL

2内用薬 塩酷パンコマイシシ世0 5 「MEEE」 パン＝マイシン塩酸塩 500mgl掴

3 内用~ 局 塩敵ピJレジカイニドカプセル25 皿• rタイヨーJ ピルシカイニド塩酸塩水和物 25mglカプセル

4内用薬 局 塩敵ピノレジカイニドカプセル5Omg rタイヨーj ピルシカイニド塩酸塩水和物 5 ・a皿 g1カプセノレ

5内用薬 カロジノグナーゼ錠25単位「ショーワ」 ;iJ y ＂＇ノグナーゼ 25単位1能

6内用薬 カルリール躍200 アセトアミノフェン 200mgl蛙

7内用薬
スプラタストトシノレ酸塩カプセノレ50mg 「タイ

スプラタストトシノレ酸塩 50mglカプセル
ヨーj

8内用薬
スプラタストトシル般車カプセノレ10 Omg fタイ

スプラタストトシル酸塩 lOOmglカプセル
ヨーj

9内用薬 スラマ蛙50 0血 E サラゾスノレファピy＂＇ン 50.0mgl睦

10内用薬 セループカプセノレ50mg テプレノン 50mglカプセル

11内用諜 タクロDムス錠o.5皿 g 「多天J タクロリムス水和物 0. Smg 1蛙

12内用薬 タクロリムス蛙lmg 「重量買」 タクロリムス水和物 lmgl蛙

13内用薬 タタロリムス錠1 Smg r参突J タクロリムス水和物 1. 5皿 g1睦

14内用薬 タクロ Pムス綻3mg「参天J タクロリムス水和物 3mgl睦

15内用薬 タクロリムス蛙5mg f参天j タクロ日ムス水和物 Smg l睦

16 内用~ チムケント健20 エピナスチン塩酸温 20mgl蛙

17内用lll! トラネキサム酸シロップ5拍「タイョー」 トラ本キサム酸 5帖lmL

国内用薬 局 フェノパJレピターJレ「ホエイJ フェノパルピタール 1 g 

19内用lll! プチプロン蛇lOmg プチルスコポラミン臭化物 lOmgl蛙

20内用薬 局 ベラプリン錠5田 g メトクロプラミド 5mgl睦

21内用東 マグラックス細桂83% 酷化マグネシウム 83o/olg 

22内用薬 マグラックス蛙200mg E量化マグネシウム 200mgl蛙

2＇内用薬 マグラックス蛙250mg 酸化マグネシウム 250mgl蛙

24内用薬 マグラックス蛭300mg 酪イ包マグネシウム 300mgl睦

25内用薬 マグラックス臨330皿 E 酸化マグネシウム 330mgl睦

26内用薬 マグラックス蛙400mg 酸化マグネシウム 400mgl蛙

27内用薬 マグラックヌ躍500血 g 酸化マグネシウム 5 0-0mg 1睦

28内用薬 目オハード躍5皿 g エソノレジピン 5mgl睦

29内用葉 レベエンS散 ピフィズス薗 1 g 

30注射薬 アスルダム注lmL 肝臓エキス・フラピンアデニンジヌクレオチド 1皿 Ll管

31注射薬 アスルダム注2mL 肝臓エキス・フラピンアデニンデヌクレオチド 2田 Ll管
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別表第7（平成28年3月31日まで）
掲示事項等告示

No 、 薬価基準名 成分名 規格単位

32注射薬 局 イオベリン－：；yンジ300 イオヘキソーノレ 64 71%50皿 Ll筒

33注射薬 局 イオペリンシリング300 イオへキソール 64 71世80皿 L1筒

34注射薬 局 イオベPンシリンジ300 イオ〈キソーノレ 64. 71%100mLl簡

35注射薬
献血アルブミン5%静注5g/100mLfベネシ

人血清アルブミン 5%10 0皿 Ll瓶
ス」

36注射葉
献ネ血シアルブミン5帖静注12. 5g/250mL fベ

ス」
人血清アノレプミン 5枯25 0皿 L1瓶

37注射薬 赤十宇アルプミンZ0%静注4g/2 OmL 人血清アルブミン 20世20皿 L1瓶

38注射薬 罪十字アルプミン20%静注10g/50mL 人血槽アルブミン 20%50皿 Ll瓶

39注射薬 周 セフメタゾールNa静注用0 z s • rタイョーJ セフメタゾールナトリウム 250mgl瓶

40注射葉 局 セフメタゾールNa静注用 0. 5 g 「タイョーJ セフメタゾーノレナト目 ウム 500mgl瓶

41注射莱 局 セフメタゾーノレNa静注用 Ig rタイヨーJ セフメタゾーノレナトYFム 1g1瓶

42注射薬 局 セフメタゾールNa静注用2• rタイヨー」 セフメタゾールナトリクム 2gl瓶

43注射薬 局 点摘静注用パンコマイシン0. 5 「MEEK」 パンコマイシン塩酷塩 o. 5 g 1瓶

44注射薬 局 点滴静注用パン＝マイシン1. 0 「MEEK」 パンコマイシン塩酷塩 1g1瓶

45注射薬 局 トラネキサム醗注射按lOOOmg 「タイヨーJ トラネキサム酸 10%10皿 Ll菅

46注射莱 日赤ポyiiロピンN5%静注0. 5g/10mL pH4処理酷弛人免疫グロプリン 500mglOmL 1瓶

47注射莱 日昔ポPグロピンN5拍静注2. 5g/50皿 L pH4処理酸性人免疫グロプ目ン 2. 5g50皿 Ll瓶

48注射薬 日赤ポログロピンN5%静注5g/l 0 0皿 L pH4処理醗性人免疫グロプHν 5gl00皿 Ll瓶

49注射集 日揮ポリグロピンNlO拍静注5g/5 0皿 L. pH4処理酸性人免疫グロプリン 5g50mLl揖

田注射薬 日赤ポリグロピンNlO叫静注lOg/100皿 L pH4処理酸性人免疫グロプリン lOglOOmLl瓶

日注射薬 ヒシセオール戒 揖グリセ日ン・果糖 200mL1袋

52注射薬 ヒシセオーノレ液 瞳グリセPン・果糖 300mL1袋

日注射薬 ヒシセオール被 機グリセPン・果糖 500血 Ll謀

54 注射薬 ミグゾラム注射液lOmg「タイヨー」 ミダゾヲム 1 Omg Z皿 Ll菅

55外用薬 アセチrルvシステインNa塩注入・吸入用液20W/
V%  ョーヲj

アセチルシステイン 17.62%2皿 Ll管

56 外用薬 ジクロフェナクNa点眼披0 1%「シヨ｝ヲJ ジクロフェナクナトリウム 0. 1%lmL 

57 外用架 ヒアール点眼被o. 1 ヒアルロン酸ナトロウム 0 1私5mLl瓶

58 外用薬 ポピドンヨードガーグル7唱 fショーヲ」 ポピドンヨード 7%lmL 

59 外用薬 マイ P一点鼻液0 125世 ベクロメタゾシプロピオン酸エステル 9. 375mg7. 5gl揖

60 外周薬 マルチネスパyプ70皿 g 7~1レピナク 1 0 c皿 Xl4cml柱
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