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厚生労働省保険局医療課

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

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）長あて通知したのでお知らせします。
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使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」
という。）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」という。）に
ついては、平成25年厚生労働省告示第373号及び第374号をもって改正され、同日付で適
用されたところですが、その概要は下記のとおりですので、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。

また、セルセプトカプセノレ250については、「薬価基準の一部改正について」（平成11
年11月19日付け保険発第156号）において、保険上の取扱いに係る留意事項を通知して
いるところですが、今回のミコフェノール酸モフェチノレカフ。セノレ250mg「テパj及び同
「ファイザー」の薬価基準への収載に伴い、併せて留意事項の記載整備を行ったので、

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。

言己

1 薬価基準の一部改正について
(1) 薬事法（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553品目、注射薬81品目及び外用薬60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。
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2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項についても
(1) アカルボース錠50mg「TCKJ及び同lOOmg「TCKJ

① 本製剤の効能・効果は、糖尿病の食後過血糖の改善（ただし、食事療法・運
動療法によっても十分な血糖コントロールが得られない場合、又は食事療法・
運動療法に加えて経口血糖降下薬若しくはインスリン製剤を使用している患者
で十分な血糖コントロールが得られない場合に限る）であること。

② 本製剤の使用上の注意に次のように記載があるので、使用に当たっては十分
留意すること。
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。また、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、老人
性糖代謝異常、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 本製剤の投与は、糖尿病治療の基本である食事療法・運動療法のみを行っ
ている患者では投与の際、食後血糖2時間値が200mg/dL以上を示す場合に限
る。

ウ 食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下薬又はインスリン製剤を使用し
ている患者では、投与の際の空腹時血糖値は140mg/dL以上を目安とすること。

エ 本製剤の投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察
し、常に投与継続の必要性について注意を払うこと。

オ本製剤を 2～3ヵ月投与しでも食後血糖に対する効果が不十分な場合（静
脈血紫で食後血糖2時間値が200mg/dL以下にコントロールで、きないなのに
は、より適切と考えられる治療への変更を考慮すること。

カ 食後血糖の十分なコントロール（静脈血援で食後血糖2時間値が160mg/dL
以下）が得られ、食事療法・運動療法又はこれらに加えて経口血糖降下薬又
はインスリン製剤を使用するのみで十分と判断される場合には、本剤の投与
を中止して経過観察を行うこと。

(2) アジスロマイシンカプセル小児用lOOmg「SN」、同「JG」及び同「YDJ、アジスロ
マイシン細粒小児用10協同N」、同「JG」及び同「YD」、アジスロマイシン細粒10弱
小児用「町」、アジスロマイシン小児用細粒10九「タカタ」、アジスロマイシン小児
用錠lOOmg「タカタJ、アジスロマイシン錠250mg「アメノレ」、同「SN」、同「NP」、
同「F」、同「剛」、同「KOG」、同「サワイj、同「サンド」、同「JG」、同「タカタj、
同「DSEP」、同「テパ」、同「トーワj、同「日医工j、同「YDJ及び同「わかもと」
並びにアジスロマイシン錠500mg「トーワ」及び同「日医工」
木製剤は、 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及び同500mg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とができる。」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液からアジスロマイシン錠250・mg又は同500mgへ切り
替えた場合はこの限りでないこと。

なお、本製剤の組織内濃度持続時間は長く、投与終了後も他の抗菌剤との聞に
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こと。

(3) イマチニブ錠lOOmg「EE」、同「NK」、同「剛」及び同「ヤクルト」
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。j 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。



(4) エスワンエヌピー配合カプセルT20及び同T25、エスワンメイジ配合カプセノレT20
及び同T25、テノックス配合カプセノレT20及び同T25並びにテメラール配合カプセル
T20及び同T25

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、用法・用量を厳守して本療法が適切と判断され
る症例に使用した場合に限り算定するものであること。

(5) グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」、同lmg「日医工」及び同3mg「日医工」

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 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lこ検査し、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、薬剤の選択等に注意す
ること。

(6) ゲムシタピン点滴静注用200mg「ファイザー」及び同lg「ファイザー」
木製剤は、緊急時に十分な対応が可能な医療施設において、がん化学療法に十

分な経験を持つ医師の下で投与すること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。

(7) シタラピン点滴静注液400mg「テパ」及び同lg「テパj

本製剤の警告に、「緊急医療体制の整備された保険医療機関においてがん化学療
法に十分な知識と経験を持つ医師のもとで本療法が適切と判断される症例につい
てのみ実施すること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意するこ
と。

(8) ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「ホスピーラ」、同SOmg/SmL「ホスピーラJ及
び同120mg/12皿L「ホスピ｝ラ」、 ドセタキセノレ点滴静注用20mg「サワイ」及び同so
mg「サワイ」、 ドセタキセノレ点滴静注20mg/lmL「HKJ、同「ケミフアj、同「テパ」
及び問「トーワj 並びにドセタキセノレ点滴静注80mg/4mLIHK」、同「ケミファJ、
同「テパ」及び同「トーワ」
本製剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な

知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例に使用した
場合に限り算定できるものであること。

(9) ミコフェノーノレ酸モフェチノレカプセノレ250mg「テパj及び同「ファイザー」
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

腎移植患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 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。



(10）ラベキュアパック400及び同800
本製剤は、パリエット錠lOmg、サワシリン錠250及びクラリス錠200を組み合わ

せ、 1日分を 1シートとしたものであって、承認された効能・効果に対してヘリ
コパクター・ピロリの除菌を目的として使用されるものであり、個々の製剤を単
独若しくはこれ以外の組み合わせにより、又は当該目的以外に使用されるもので
lまないこと。

なお、ヘリコパクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについては、
平成12年10月31日付保険発第180号により示しているところであり、本製剤につい
ても同様の取扱いであること。

(11）ラベファインパック
本製剤は、パリエット錠lOmg、サワシリン錠250及びフラジーノレ内服錠250mgを

持旦み合わせ、 1日分を 1シートとしたもので、あって、承認された効能・効果に対
してへリコパクター・ピロリの除菌を目的として使用されるものであり、個々の
製剤を単独若しくはこれ以外の組み合わせにより、又は当該目的以外に使用され
るものではないこと。

なお、ヘリコパクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについては、
平成12年10月31日付保険発第180号により示しているところであり、木製剤につい
ても同様の取扱いであること。

3 セルセプトカブρセノレ250に係る留意事項について
「薬価基準の一部改正について」（平成11年11月19日付け保険発第156号）の記Hの

4を次のように改める。

4 セノレセプトカプセル250の保険適用上の取扱い
木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

腎移植患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 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。

4 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270品目、
注射薬54品目及び外用薬41品目）について、掲示事項等告示の別表第6に収載す
ることにより、平成26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2品目）について、掲示事項等告示の別表第6に収載することに
より、平成26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6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 6 9 6 2 1 5 1 3 1 。 1, 0 4 2 



（参考：新旧対照表）

。「薬価基準の一部改正について」（平成11年11月19日付け保険発第156号）記Eの4
c 

改 正後 現 行
II 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について II 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

4 セノレセプトカプセノレ250の保険適用上の取扱い 4 セノレセプトカプセル250の保険適用上の取扱い

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、 本製剤は、免疫抑制療法及び腎移植患者の管理に精通してい

免疫抑制療法及び腎移植患者の管理に精通している医師が、高 る医師が、高用量ステロイド、乾燥抗ヒトリンパ球ウマ免疫グ

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互旦 ロプリン文はムロモナブ CD3等の既存の治療薬が無効であった

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 息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。

算定できるものであること。



（参考1)

薬価基準告示

区分 薬価基準収載品名 成分名 規格単位 惨お象努宛事いのと誕医て罪な符薬加剛定る品に算対後 薬価（円）

内用薬 アカルボース蛙 50mg rrcKJ アカノレポース 50mgl錠 。 13. 20 

内用薬 アカルボース蛙lOOmg「Tc K」 アカルボース !OOmgl蛙 。 23. 40 

内用薬 アシクロピノレ頼粒40拍「トーワJ アシクロピJレ 40%1 g 。 117. 60 

内用薬 アシクロピ／レ蛙200mg 「トーワ」 アシクロピ／レ 200mgl提 。 63.60 

内用薬 アシタロピノレ蛙40 0 rn g 「トーヲ」 アシタロピJレ 400rngl髄 。 91. 00 

内用薬
アジスロマイシンカプセル小児用 100血 g アジスロマイシン水和物 lOOmglカプセノレ 。 148. 50 
「SNJ 

内用薬
アジスロマイシンカプセル小児用 1O Orng 

アジスロマイシン水和物 lOOmglカプセノレ 。 148. 50 
「JGJ 

内用薬
アジスロマイシンカプセル小児用 10 0血 g アジスロマイシン水和物 lOOrnglカプセノレ 。 148. 50 
「YDJ 

内用薬 アジスロマイシン細粒小児用 10拍 rsNJ アジスロマイシン水平日物 lOOrnglg 。 216.00 

内用薬 アジスロマイシン細粒小児用 10拍 rJ GJ アジスロマイシン水和物 lOOrnglg 。 216. 00 

内用薬 アジスロマイ喝ンン細栓小児用 10叫「YD」 アジスロマイシン水和物 lOOrnglg 。 216. 00 

内用薬 アジスロマイシン細粒10叫小児用「KNJ アジスロマイシン水和物 lOOmglg 。 216. 00 

内用薬
アジスロマイシン小児用細桂10叫『タカ アジスロマイシン水和物 lOOrnglg 。 216. 00 
タ」

内用薬
アジスロマイ喝ンン小児用蛙lOOmg 『タカ

アジスロマイシンホ和物 lOOrngl蛙 。 148. 50 
タJ

内用薬 アジスロマイシン蛙25 Omg rアメルJ アジスロマイシン水和物 250rngl瞳 。 162. 80 

内用薬 アジスロマイシン蛙250mgrSNJ アジスロマイシン水和物 250rngl躍 。 162.80 

内用薬 アジスロマイシン蛙250rng 「NP」 アジスロマイシン水和物 250mgl瞳 。 162.80 

内用薬 アジスロ7 イシン瞳25 0田 g 「F」 アジスロマイシン水和物 250rngl瞳 。 162. 80 

内用薬 アジスロマイ‘ンン睦 250mg rKN」 アジスロマイシン水和物 250rngl蛙 。 162. 80 

内用薬 アジスロマイシン蛙2SOmgrKOGJ アジスロマイシン水和物 250rngl蛙 。 162. 80 

内用薬 アジスロマイシン蛙25 Orn g 「サワイJ アジスロマイシン水和物 250rngl蛙 。 162. 80 

内用薬 アジスロマイシン蛙25 0皿 E fサンドJ アジスロマイシン水和物 250mgl蛙 。 162. 80 

内用薬 アジスロマイシン提25 0皿 g r J GJ アジスロマイシン水和物 250mgl髄 。 162. 80 

内用薬 アジスロマイシン瞳250mE 「タカタJ アジスロマイシン水和物 250mgl蛙 。 162. 80 

内用薬 アジスロマイシン瞳 250mg 「DSE P」 アジスロマイシン水和物 250rngl提 。 162. 80 

内用薬 アジスロマイシン蛙250mg 「テノ勺 アジスロマイシン水和物 250皿 g1瞳 。 162. 80 

内用薬 アジスロマイシン桂25 Orn g 「トーワ」 アジスロマイシン水和物 250mgl盤 。 162. 80 

内用薬 アジスロマイシン撞250mg 「日医工」 アジスロマイシン水和物 250rngl瞳 。 162. 80 

内用築 アジスロマイシン撞250皿 g 「YD」 アジスロマイシン水和物 250rngl睦 。 162. 80 

内用築 アジスロマイシン瞳25 Orn g 「わかもと」 アジスロマイシン水和物 250mgl蛙 。 162. 80 

内用薬 アジスロマイシン瞳500rng 「トーワJ アジスロマイシン水和物 500mgl蛙 。 325.60 

内用薬 アジスロマイシン盤50 0 rn g 「日匡工」 アジスロマイシン水和物 500mgl蛙 。 325. 60 

内用薬 アズレン頼粒1%「ツルハラJ アズレンスルホン酸ナトリワム水和物 1%lg 。 6.20 

内用薬 アズレン提2rn g 「ツ／レハラj アズレンスノレホン酸ナトリウム水和物 2mgl蛙 。 5.00 

内用薬
アゼラ只チン塩酸塩鮭0. 5rng 「ツルハ

アゼラスチン塩酸塩 0. 5mg 1蛙 。 5.60 
ラJ

内用薬 アゼラスチン塩酷塩蛙o. 5mg rrc E」 アゼラスチン塩酸塩 0. 5mg 1提 。 5. 60 

内用薬 アテノロール盤25m g 「ファイザー」 アテノロール 25mgl睦 。 13. 40 

内用薬 アテノロール盤50mg 「ファイザー」 アテノローJレ 50rngl蛙 。 26. 80 



匡分 薬価基準収載品名 成分名 規格単位 診お毎象発銭いのと医縁て算な薬関加定る品に算対続 薬価（円）

内用薬 アテレック蛙 20 シル＝、yピン 2 Omg 1蛙 110. 50 

内用薬 アトノレパスタチンOD錠5mg 「トーワJ アトノレパスタチンカルシウム水和物 5mg 1蛙 。 40. 10 

内用薬 アトルパスタチンOD躍 lOmg 「トーワ」 アトルパスタチンカルシウム水和物 lOmgl躍 。 76.50 

内用薬 ⑤アトノレパスタチン蛙 5mg 「TCKJ アトルパスタチンカルシウム水和物 5mgl提 。 36. 10 

内用薬 ⑤アトルパスタチン提 1Orng fTCKJ アトルパスタチンカルシウム水和物 1 Om g 1蛙 。 68. 90 

内用薬 ⑤アムロジピンOD躍 2 5，吋「テパ」 アムロジピンJやンル酷塩 2. 5mg 1瞳 。 15.80 

内用薬 ⑤アムロジピンOD躍 5mg 巾パJ アムロジピンベシル酷塩 5血 g1睦 。 28.00 

内用薬 ⑤アムロジピンOD瞳lOmg 「NSJ アムロジピンベシル酷塩 lOmgl龍 。 63.00 

内用薬 ⑤アムロジピン0口 組 Omg「科研J アムロジピンベシル酷塩 1 Om g 1蛙 。 52.20 

内用薬 ⑤アムロジピンOD佳 lOmg 「ケミフアJ アムロジピンベシJレ酷塩 1 Om  g 1蛙 。 56. 40 

内用薬 ⑤アムロジピンOD蛙10血 g 「JG」 アムロジヒeンベシノレ酷塩 1 Om  g 1蛙 。 56.40 

内用薬 ⑤アムロジピンOD蛙1Omg fCH」 アムロジピンベシノレ酸塩 lOmgl蛙 。 34. 70 

内用薬 ⑤アムロジピン印刷 Omg「TYK」 アムロジヒーンペシル酷塩 lOmgl蛙 。 49.60 

内用薬 ⑤アムロジピンOD蛙10町 アムロジヒ’ンベシル酷塩 1 0皿 EI提 。 49.60 

内用薬 ⑤アムロジピン口口組 Omg「フソー」 アムロジピンベシル酷堪 1 0皿 g1蛙 。 46‘40 

内用薬 ⑤アムロジピンOD瞳lOmg 「明f台J アムロジピンベシル酷塩 lOmgl髄 。 52. 20 

内用薬 ⑤アムロジピンOD龍 10＇叫「 YDJ アムロジピンベシル酷塩 1 0血 g1瞳 。 42. 00 

内用薬 アムロジピン内用ゼリー 2. 5皿 g f J GJ アムロジヒ。ンベシル酷塩 2. 5mg 1包 。 16. 60 

内用薬 アムロジピン内用ゼリー 5mg fJG」 アムロジヒ’ンベシル酷塩 5mgl包 。 31. 20 

内用薬
アメジニウムメチル硫酷塩鮭 lDmg 『日匡

アメジニウムメチル硫酸事 lOrngl蛙 。 11. 40 工j

内用薬
アルファカルシドールカプセル0. 2 5 μ g 

アルファカルシドー／レ 0. 25μglカプセJレ 。 6.50 
「EEJ 

内用薬
アルファカルシドールカプセル0.25μg
. fN i k P」

アルファカルシドール 0. 25μglカプセル 。 6. 50 

内用薬
アルファカルシドールカプセルo.25μg 

アルファカルシドール o. 25μglカプセル 。 5.60 
「サワイ」

内用薬
アルファカルシドールカプセル0.25μg

アルファカルシドール 0. 25μglカプセル 。 5.60 
「トーワ」

内用薬
アルファカルシドールカプセル 0. 5 μ g 

アルファカルシドール 0. 5μglカプセル 。 9.90 
「EE」

内用薬
アルファカノレシドールカプセル 0. 5 μ g 

アルファカルシドーノレ 0. 5μglカプセル 。 9.90 
「N i k P」

内用薬
アルファカルシドールカプセル 1μ g 「E

アルファカルシドール 1 μ g 1カプセノレ 。 19. 30 
EJ 

内用薬
アルファカルシドールカプセル lμg「Ni 

アルファカル、ンドール 1 μ g 1カプセJレ 。 19. 30 k p J 

内用薬
アルファカルシドールカプセル 3μg  fE 

アルフア‘カル、ンドール 3 μ g 1カプセル 。 63. 70 
EJ 

内用薬
アルファカルシドールカプセル 3μg「Ni 

アルファカルシドール 3μglカプセル 。 52.80 k p J 

内用薬 ⑮ 7レンドロン酷瞳 5mg 「JGJ アレンドロン酸ナトリウム水和物 5mgl躍 。 48 00 

内用薬 ⑤アレンドロン酷提35血 g 「JGJ アレンドロン酷ナトリウム水和物 35mgl蛙 。 380.40 

内用薬 ⑤アロプリノール蛙50mg 「テパJ アロプリノール 50mgl蛙 。 5. 60 

内用薬 ⑤アロプリノー岨lDOmg 円 パJ アロプリノール lOOmgl蛙 。 5.60 

内用薬 アンプロキソール塩酸塩鮭 15mg fN P」 アンプロキソーノレ塩酸境 1 5回 g1蛙 。 5.60 

内用薬
アンプロキyール塩酸塩桂15mg 「トー

アンプロキソール塩酸塩 15mg1蛙 。 5. 60 
ワ」

内用薬
アンプロキソール塩酸塩棒放カプセノレ45血

アンプロキソ－，レ塩酸塩 45mglカプセル 。 37.90 • rトーワ」
内用薬

アンプロキツール塩酷塩シロップ小児用0． 
アンプロキソ－，レ塩酸塩 0. 3拍 lmL 。 5. 10 3叫『トーワ」

内用薬
アンプロキソール塩酸塩内用液0 7 5弘
fJ G」

アンプロキソーノレ塩酸塩 0. 7 5%1mL 。 6. 20 



区分 薬価基準収載品名 成分名 規格単位 2お毎象2発割のいと使医算館てな薬加酬定る品算に対後 薬価（円）

内用薬
イコサベント酷エチJレカプセJレ300mg イコサベント酷エチル 300mg lカプセル 。 14. 70 

YDJ 

内用薬 一硝酸イソソノレピド錠lOmg 「サヲイj 硝酸イソソルピド lOmgl提 。 5. 60 

内用薬 一硝酸イソソルピド錠20mg「サヲイj 硝酸イソソルピド 20mgl蛭 。 6.80 

内用薬
イフェンプロジル酒石酷塩鮭 lOmg 「トー イフェンプロジル酒石酷塩
ヲJ

lOmgl佳 。 5. 40 

内用薬
イフェンプロジル酒石酷塩提 1Omg ry イフェンプロジJレ酒石酷坦
DJ 

lOmgl睦 。 5. 40 

内用薬
イフェンプロジル酒石酷塩蛙20mg 「トー イフェンプロジル酒石酸塩 20mgl錠 。 5. 60 
ヲ」

イフェンプロジル酒石酷塩鮭20 mg ry 
内用薬 イフェンプロデル酒石酷塩 20mgl鮭 。 5. 60 

DJ 

内用薬 ⑤イプリフラポン提ZOOmg 「ツルハラ」 イプリフラボン 200mgl瞳 。 8. 30 

内用薬 ⑤イプリフラポン蛙200mg 「YDJ イプPフラポン 200mgl蛙 。 9. 50 

内用薬 イマチ＝プ蛙lOOmg 「EEJ イマチ＝プメシル酷塩 lOOmg l蛙 。 1, 842. 40 

内用薬 イマチニプ提 lOOmg 「NK」 イマチニプメシル酸塩 lOOmgl躍 。 1, 842. 40 

内用薬 イマチニプ桂 lOOmg rKNJ イマチエプメシル酸塩 lOOmgl錠 。 1,842.40 

内用薬 イマチニプ盤 lOOmg rヤクルトJ イマチ＝プメーンル酷塩 1 0 0田 gl躍 。 1. 842. 40 

内用薬 イリポーOD錠2 5μg ラモセトロン塩酸塩 2. 5 μ g 1提 85 80 

内用薬 イロボーOD錠5μ g ラモセトロン塩酸塩 5 μ g 1瞳 140. 20 

内用薬 ⑤ウエルピー瞳0. 625mg ピソプロロールフマル酸塩 0. 625mgl鮭 。 9.60 

内用薬 ⑤ウルソデオキショール醐5Omg rNPJ ウノレソデオキシコーJレ酸 50mgl桂 。 6.00 

内用薬 ⑤ウルソデオキシコール鵬5Omg"「テパJ ウノレソデオキショール酸 50mgl韓 。 5. 60 

内用薬 ⑮ウJレソデオキシコーノレ醐 1o Omg rN 
PJ 

ウノレソデオキシコール酸 lOOmgl蛙 。 6 20 

内用薬
＠ウ／レジデオキショール醐lOOmg 「テ

ノ＜j ウルソデオキシコール酸 lOOmgl提 。 5. 80 

内用薬 エスワンエヌピ－~合カプセルT20 テガプール・ギメラシル・オァラシノレ 2 Om ガg 1カプセル（ァ 。 430. 00 
カリウム配合剤 プール相当量）

内用薬 エ只ワンエヌピー配合カプセルT25 ァガプール・ギメラシル・オァラシル 2 Sm  ガg 1カプセル（ァ 。 517.30 
カHウム配合剤 フール相当量）

内用薬 エスワンメイジ配合カプセルT20
テガプーJレ・ギメフシル・オァラシル 2 Omガg 1カプセル（ァ 。 430. 00 
カPウム配合剤 プール相当量）

内用薬 エスワンメイジ配合カプセルT25 テガフール・ギメラシル・オァラシノレ 2 Sm  ガg 1カプセル（ァ 。 517. 30 
カ日ウム配合剤 フール相当量）

内用薬 ＠エナラプリルマレイン酷塩蛙2 5mg 「サ
ヲイJ

エナラプリノレマレイン酸塩 2. 5mg 1蛙 。 10. 50 

内用薬 ＠エナラプリルマレイン酷臨5mg 「サワ
イj

エナラプHルマレイン酸塩 5田 g1蛙 。 l~ 40 

内用薬
⑮エナラプリルマレイン醐瞳 lOmg 「サワ

イ』 エナラプリルマレイン酸塩 lOmgl提 。 21. 80 

内用薬 ⑤エパ／レレスタット盤50mg 「オーハラ」 エパノレレスタyト 50mgl蛙 。 43. 70 

内用薬 エパJレレスタyト瞳50mg 「トーワJ エパルレスタyト 5 0田 g1睦 。 43. 70 

内用薬 エピナスチン塩酷塩蛙！ Omg 「杏林J エピナスチン塩酸塩 lOmgl蛙 。 24.00 

内用薬 エピナスチン塩酸溜錠20mg 「杏林」 エピナスチン塩酸塩 20mgl蛙 。 37. 90 

内用薬 エベリゾン塩酷塩瞳50mg 「NPJ エベリゾン塩酸塩 50mgl瞳 。 5. 60 

内用薬 エベリゾン塩酸塩瞳50mg 「トーワ」 エベHゾン塩酸塩 50皿 gl瞳 。 5. 60 

内用薬 L－グルタミン頼粒99拍 rNP J L－グルタミン 9 9弘1g 。 6. 20 

内用薬 オキサトミド錠30mg 「ケミフアJ オキサトミド 30mgl瞳 。 21. 70 

内用薬 ⑮オキシコドン徐敢カプセル5mg 「テJレモj オキシ＝ドン塩酸塩水和物 5mglカプセル 。 103.30 

内用薬
＠オキシコドン晶放カプセル10mg「アJレ

モ」
オキシコドン塩酸塩水和物 1 Omg 1舟プセ／レ 。 190. 20 

内用築
⑮オキシロドン糊カプセル20mg 附レ

モJ
オキシコドン塩酷塩水和物 20皿 g1カプセ／レ 。 350. 00 

内用薬 ⑧オキシコドン鰍カプセル40mg 所レ
モ」

オキシコドン塩酸塩水和物 40mglカプセノレ 。 644. 40 



区分 薬価基準収載品名 成分名 規格単位 診お締象発療のいと医報て算な薬醐加定る品集支後に社 薬価（円）

内用薬 オキシプチニン塩酸塩錠lmg 「トーワJ オキシプチエン塩酸塩 1 mg 1韓 。 5. 60 

内用薬 オキシプチニン塩酸塩錠lmg rvnJ オキシプチ＝ン塩酸塩 lmgl瞳 。 4. 50 

内用薬 ⑧オキノーム散20mg オキシコドン塩酸塩水和物 20mgl包 521. 60 

内用薬 オフロキサシン錠 lOOmg rJGJ オフロキサシン lOOmgl提 。 20. 80 

内用薬 ⑧オメプラゾール腸溶錠lOmg fマイランJ オメプラゾール 1 Om g 1瞳 。 40.00 

内用薬 オメプラゾール腸溶錠2Omg rマイラン」 オメプラゾール 20mgl蛙 。 64. 80 

内用薬 オロパタジン塩酷塩蛙2咽 5mg 「KOG」 オロパタジン塩酷塩 2. 5mg 1韓， 。 28. 40 

内用薬 オロパタジン塩酷塩蛙5mg 「KOG」 オロパタジン塩酸塩 5mgl躍 。 36. 10 

内用薬 カソデyクスOD瞳80mg ピカノレタミド 80mgl龍 957‘30 

内用薬 カプトプロル錠12. 5m g 「日匡工J カプトプリル 12.5mgl韓 。 5. 60 

内用薬
カモスタットメシル酷塩盤lOOmg 『フ

カモスタットメシノレ酸塩 lOOmgl蛙 。 22. 30 
ソーJ

内用薬 カリジノグナーゼ錠25単位「NP」 カリジノグナーゼ 2 5単位1蛙 。 5. 60 

内用薬 カリジノゲナーゼ錠25単位「トーワJ カリジノグナーゼ 25単位1錠 。 5. 60 

内用薬 カリジノゲナーゼ錠50単位 rNPJ カリジノゲナーゼ 5 0単位1蛙 。 9. 80 

内用薬 カリジノグナーゼ錠50単位「テパ」 カリジノゲナーゼ 50単位1錠 。 5.60 

内用薬 カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワJ カリジノゲナーゼ 50単位1錠 。 5.60 

内用薬
カ1レーントロオールカプセル0. 2 5 μ g 「テ

カルシトリオール 0. 25μglカプセル 。 8.40 ノ＜J

内用薬 カルテオロ｝ル塩酸塩錠5mg  ra医工J カルテオロール塩酸塩 5mgl瞳 。 5 60 

内用薬 カルデナロンOD蛙0. 5皿 E ドキサゾシンメシル酸塩 0. 5mg 1蛙 20. 30 

内用薬 カルデナ日ンOD提 lmg ドキサゾシンメシル酸塩 1 mg 1蛙 32. 90 

内用薬 カルデナロンOD錠2mg ドキサゾシンメシル酸塩 2mgl韓 59. 70 

内用薬 カルデナリンOD瞳4mg ドキサゾシンメシル酸塩 4mgl蛙 113. 30 

内用薬
カルパゾクロムスルホン酷Na錠 30mg カルパゾクロムスルホン酷ナトリウム

30mgl蛙 。 5.60 
「TCKJ 水和物

内用薬 カルボシステイン蛙250mg 「テパ」 カノレポシステイン 250mgl瞳 。 5.60 

内用薬 カJレボシステイン蛙500mg 「テパ」 カノレボシステイン 500mgl躍 。 7.90 

内用薬
カルポンステインシロップ小児用 5%「テ

カJレポ句ンステイン 5叫 lmL 。 2.60 ノ＜j

内用薬 肝臓加水分解物腸溶瞳10 0皿 g 'NP J 肝臓加水分解物 lOOmgl提 。 5.60 

内用薬 クエン酷第一棋Na鮭50皿 g r J GJ クエン酸第一鹸ナトリウム 鉄 50皿 gl蛙 。 5. 60 

内用薬 グリクラジド錠20mg rKNJ グリクラジド 20mgl蛙 。 8. 20 

内用薬 グ日クラジド錠40mg 「KNJ グリクラジド 40mgl提 。 8.20 

内用薬 グリメピリドOD錠0 5mg 「日医工」 グリメピリド 0. 5mg 1瞳 。 8. 70 

内用薬 グリメピリドOD錠 lmg 「日医工」 グリメピリド 1 mg  1躍 。 10. 30 

内用薬 グリメピリドOD錠 3ms  r日医工J グリメピリド 3mgl睦 。 24 40 

内用薬
クロルマジノン酢酷ヱステJレ棒敢躍50mg

クロルマジノン酢酷エステノレ 50mgl蛙 。 64. 10 
「KNJ 

内用薬
ケトチフエンドフイシロップ小児用0. 1拍

ケトチフェンアマル酸塩 0. 1%1 g 。 18. 10 Iフソーj

内用薬
サラゾスルファピリジン腸溶瞳250mg

サラゾスルファピリジン 250mgl蛙 。 18. 50 
7パ」

内用薬
サラゾスルファピリジン腸措蛙500mg

サラゾスノレファピリジン 500mgl瞳 。 31. 00 
fテパj

内用薬 ⑤ザルトプロフェン蛙80mg 「テパJ ザノレトプロフェン 80mgl蛙 。 11. 50 

内用薬 サルプタモール鮭2mg 「日匡工」 サノレプタモール硫酸塩 2mgl蛙 。 5. 40 



区分 薬価基準収載品名 成分名 規格単位 2お等象多宛療いのと医鰻て掠な薬加粛定る品算筏に対 薬価（円）

内用薬
ジヒドロエ／レゴトキシンメシル酷塩蛙 lmg ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩 lmgl鮭 。 5.60 
『日医工J

内用薬
ジヒドロエルゴトキシンメシル酷塩瞳2mg ジヒドロエノレゴトキーンンメシJレ酸塩
「日E工」

2mg l蛙 。 5. GO 

内用薬 ジフェニドー／レ塩酸塩蛙25mg f日匡工」 ジフェ＝ドール塩酷塩 25mgl提 。 5.60 

内用薬 シプロブロキサシン提 lOOmg 「JGJ 塩酷シプロフロキサシン 100mgl蛙 。 12.90 

内用薬 シプロフロキサシン躍 1o Omg rトーワJ 填酸シプロフロキザシン 100mgl蛙 。 43. 30 

内用薬 シプロフロキサシン蛙200mg 「トーワ」 塩酷シプロプロキサシン 200mg l提 。 50. 00 

内用薬 シメチジン蛙200mg 「NPJ シメチジン 200mgl蛙 。 5. GO 

内用薬 シメチジン錠20 Omg rサワイ」 シメチジン 200mgl瞳 。 5.60 

内用薬 シメチジン撞40 Om g rN P」 シメチジン 400mgl蛙 。 7.00 

内用薬 ジルチアゼム塩酸塩錠3Om g rトーワj ジルチアゼム塩酸塩 30mgl蛙 。 5. 60 

内用薬 ジルチアゼム塩酷塩錠30mgrYDJ ジルチアゼム塩酸塩 30mgl瞳 。 5. 60 

内用薬 ジルテアゼム塩酸塩錠60mg 「トーワJ ジルチアゼム塩酷塩 60mgl提 。 9.30 

内用薬 ジルチアゼム塩酸塩提60mg 「YD」 ジノレチアゼム塩酸塩 60mgl龍 。 9.30 

内用薬 ⑧シンパスタチン睦5mg 「EMECJ シンパスタチン 5mgl蛙 。 46 OD 

内用薬 ⑤シンパスタチン蛙5mg 「オーハラ」 シンパスタチン〆 5mgl睦 。 35. 70 

内用薬 ⑤シンパスタチン提 lOmg 「オーハラJ シンパスタチン 1 Omg・l蛙 。 71. 30 

内用薬 ⑤シンパスタチン蛙20mg 「オーハラJ シンパスタチン 2 Omg 1瞳 。 218. 50 

内用薬 スクラルフアート頼粒90%『日医工」 スクラルフアート水和物 9 OIも1• 。 6.20 

内用薬 スクラルフアート細粒90叫 fツノレハラ」 スクラノレフアート水和物 90%1g 。 6.20 

内用薬 スクラルフアート内周波10%「日医工J スクラルフアート水和物 1 0帖 lmL 。 2.90 

内用薬 ⑮スピロノラクトン蛙25血 g 「CHJ 只ピロノラクトン 25mgl瞳 。 15.20 

内用薬 ⑤スピロノラクトン提25，叫『ツJレハラJ スピロノラクトン 25mgl瞳 。 5.60 

内用薬
スプラタストトシル酷塩カプセル50mg

スプラタストトシル酸塩 50mglカプセル 。 36.40 
「JGJ 

内用薬
スプフタストトシJレ酸塩カプセルlOOmg

スプラタストトシノレ酸塩 lOOmglカプセル 。 36.40 
r J GJ 

内用薬 ⑧精製水 rNl日」 精製水 lOmL 1. GO 

内用薬
セチリジン塩酸塩ドライシロップ1 2 5% 

セチリジン塩酸塩 1. 2 5弘1. 。 162.60 
「日医工」

内用薬 ⑤セフアクロルカプセル250皿 E 「トーワ」 セファクロノレ 2 5 0皿 glカプセル 。 23. 40 

内用車 ⑤セフアクロJレカプセル250mg 「日匡工」 セファクロル 250mglカプセノレ 。 23. 40 

内用薬
⑧セフアレキシンドライシロップ小児用 50%

f日医工J
セブアレキシン 500mglg 。 22.20 

内用薬 ＠セフジニノレカプセ川 Omg「JGJ セフジエlレ 50mglカプセノレ 。 37.20 

内用薬 ⑤セフジエJレカプセル lOOmg 「JGJ セフジニJv lOOmglカプセ／レ 。 41. 80 

内用薬 ⑧セフジニル細粒小児用 10%「JGJ セフジエJレ lOOmglg 。 62.30 

内用薬
⑤セファラムピボキシル細粒小児用 10%「日

医工j
セフテラム ピポキシJレ lOOmglg 。 61. 80 

内用薬
⑤セフポドキシムプロキセチル錠10 Omg 

「JGJ 
セフポドキシムプロキセチル lOOmgl蛙 。 42 50 

内用薬
⑮セフポドキンムプロキセチル錠lOOmg

「トーワJ
セフポドキシム プロキセチル lOOmgl睦 。 48. 20 

内用薬 センノシド瞳12mg 「クニヒロ」 センノシド 12mgl瞳 。 5.00 

内用薬 センノシド瞳12mg 「サワイ」 センノシド 12mgl蝿 。 5. 00 

内用薬 センノシド錠12 皿• rトーワJ センノシド 12mgl鮭 。 5 00 

内用薬 ゾニサミド散20%「アメノレ」 ゾエサミド 20%1g 。 39.90 



区分 薬価基準収載品名 成分名 規格単位 お診与象発僚いのと医級て算な諜酬加定る品に算対後 薬価（円）

内用薬 ゾェサミド蛙 10 Omg fアメル」 ゾ乙サミド lOOmgl提 。 20.90 

内用薬 ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg 「トーワ」 ゾルヒgテ’ム酒石酷塩 5mgl蛙 。 26.90 

内用薬
ゾルピデム酒右酸塩OD錠 lOmg 「トー

ゾノレピデム酒石陛塩 lOmgl提 。 42. 80 
ワJ

内用薬 タクロリムス瞳0. 5mg 「ドーワJ タクロリムス水和物 0. 5mg 1蛙 。 325. 70 

内用薬 タクロリムス錠0. 5m g 「日匡工J タクロリムス水和物 0. 5mg 1撞 。 325. 70 

内用薬 タクロリムス蛙1田冨「トーワJ タクロリムス水和物 1mg1蛙 。 575. 30 

内用薬 タクロリムス瞳1m g 「日直工j タクロロムス水和物 lmgl睦 。 575. 30 

内用薬 タクロロムス鮭 1. 5mg「ト｝ワJ タクロリムス水和物 1. 5mg l蛙 。 802.50 

内用薬 タクロロムス提3mg rトーヲ」 タクロリムス水和物 3田 g1韓 。 1, 417. 50 

内用薬 タクロロムス瞳5mg 「トーワ」 タクロ日ムス水和物 5mgl盤 。 2156. 10 

内用薬 タクロロムユ瞳5mg 「日医工」 タクロリムス水和物 5血 g1提 。 2156. 10 

内用薬
タムスロシン塩酸塩OD蛙 O. 1 m g 「トー

タムスロシン塩酷塩 0. lmg 1龍 。 41. 80 
空」

内用薬
タムスロシン塩酷塩OD蛙 0. 2m  g 「トー

タムスロシン喧酷塩 0. 2mg 1蛙 。 89. 70 
ワ」

内用薬
タムスロシン塩酸塩カプセル0. 1 mg  

タムスロシン塩酸塩 0. 1 mg  lカプセル 。 28. 10 
「オーハラ」

内用薬
タムスロシン塩酸塩カプセル0. 2mg 

タムスロシン塩酸塩 0. 2田glカプセル 。 48.20 
「オーハラ」

内用薬 ⑤単シロップ f日医工J 単シロップ 1 OmL 8.60 

内用薬 ＠チアプ日曜日mg rテパ」 チアプリド塩酸塩 25mgl蛙 。 5. 60 

内用薬
チキジウム臭化物カプセル5mg 「ツルハ

チキジウム臭化物 5mglカプセル 。 5. 80 
ラJ

内用薬 チキジウム臭化物カプセノレ5mg 「トーワJ チキジウム臭化物 5mglカプセノレ 。 5.80 

内用薬
チキジウム臭化物カプセルlOmg 「ツノレハ

チキジウム臭化物 lOmglカプセル 。 5.90 
ラ」

内用薬
チキジウム臭化物カプセノレ10田g 「トー

チキ、yワム臭化物 lOmglカプセル 。 5.90 
ヲ」

内用薬 チキジウム臭化物頼粒2%「ツルハラ」 チキジウム臭化物 2%1g 。 11. 80 

内用薬 チザニジン蛙lmg fNPJ チザニジン塩酸塩 lmgl蛙 。 5.60 

内用薬 チザエジン蛙lmg 「JG」 チザニジン塩酸塩 lmgl瞳 。 5.60 

内用薬 チザ＝ジン蛙lmg 「テパj チザニジン塩酸塩 lmgl蛙 。 5.60 

内用薬 チニダゾール蛙200mg fFJ チニダゾール 200mgl蝿 。 44 70 

内用薬 チ＝ダゾール蛙50 Om  g 「F」 チェダゾール 500mg l蛙 。 121. 60 

内用薬
ツロプテロール塩酸塩DS小児用0 1% 

ツロプテロール塩酷塩 0. 1帖 1g 。 9.00 
「タカタ』

内用薬
dークロルアェニラミンマレイン酸塩シロッ

d－クロルフェニラミン7レイン酷塩 0. 0 4%1 OmL 。 12.40 
プ0 04%「トーワ.J

内用薬 テオフィリン瞳5Omg fTYKJ テオフィリン 5 0血 g1蛙 。 5.60 

内用薬 テオフィ日ン棒放蛙50mg 「ツルハラJ テオフィリン 50mgl瞳 。 5. 60 

内用薬
デキストロメトルファン臭化水素酸塩散1 デキストロメトノレファン臭化水素酸塩 10%1g 。 9. 10 
0%  r日医工j 水和物

内用薬
デキストロメトノレファン臭化水素酸塩錠15 デキストロメトルファン臭化水素酸塩 15mgl瞳 。 5.60 
m g 「NP」 水和物

内用薬 テノックス配合カプセノレT20
ァガプール・ギメラシル・オテラシノレ 20mガg1カプセノレ量（テ） 。 430.00 
カH'7ム配合剤 フーノレ相当

内用薬 テノックス配合カプセルT25
ァガアールーギメラシJレ・オアフシfレ 25m ガg 1カプセノレ（テ 。 517. 30 
カリウム配合剤 フール相当量）

内用薬 デノパミン蛙5mg r日匡工J デノパミン 5mgl瞳 。 17. 20 

内用薬 デノパミン鮭1Om  g r日匡工J デノパミン 1 Om  g 1蛙 。 28. 70 

内用薬 テメラール配合カプセルT20
ァガフーJレ.ギメフシル・オァラシル 2 0田ガg 1カプセル（ア 。 430. 00 
カ日ウム配合剤 フール相当量）

内用薬 テメラール配合カプセルT25 テガフーノレ・ギメラシル・オァラシル 25m ガg1カプセノ当レ量（テ） 。 517. 30 
カPウム配合剤 フール相



区分 薬価基準収載品名 成分名 規格単位 診お寄象発EいのとR医報て算な認加酬定る品算対後に 薬価（円）

内用薬 テルピナフィン躍 125 皿• rサワイJ テルピナフイジ塩酸塩 125mgl瞳 。 110. 40 

内用薬 ⑧ドキサゾシン錠0 5mg rNPJ ドキサゾシンメシル酸塩 0. 5mg 1提 。 9. 10 

内用薬 ⑧ドキサゾシン錠0 s m • rトーワ」 ドキサゾシンメシル酸塩 0. 5mgl提 。 9.20 

内用薬 ⑤ドキサゾシン瞳 lmg rNPJ ドキサゾシンメシル酸塩 lm.g 1蛙 。 10. 00 

内用薬 ⑧ドキサゾシン錠 lmg 「トーワJ ドキサゾシンメシル酸塩 lmgl提 。 16. 00 

内用薬 ⑤ドキサゾシン錠2mg 「NPJ ドキサゾシンメシル酸塩 2mg1躍 。 17. 10 

内用薬 ⑤ドキサゾシン撞 2mg 「トーワ」 ドキサゾシンメシル酸塩 2mgl蛙 。 32. 40 

内用薬 ⑤ドキサゾシン錠4mg rNPJ ドキサゾシンメシル陸塩 4mg1睦 。 28. 90 

内用薬 ⑤ドキサゾシン躍4mg 「トーワ」 ドキサゾシンメシル酸塩 4皿 g1躍 。 64. 50 

内用薬
トコフエロールニコチン酷エスアJレカプセル トコアエロールニコチン酷エステル lOOmglカプセノレ 。 5.40 
1 0 Omg rNPJ 

内用薬
トコフエロールニコチン酷エステJレカプセル トコフエロールニコチン酷エステル 200mglカプセル 。 5.60 
200m g 「サワイJ

内用薬 ドネベジJレ塩酷塩OD瞳 3mg 「テバJ ドネベジル塩酸塩 3mgl提 。 167. 00 

内用薬 ドネベジJレ塩酷塩OD畦 5mg fテバJ ドネソくジノレ塩酸塩 5mg l提 。 249. 20 

内用薬 ドネベジル塩酸塩OD蛙 lOmg 「アメノレj ドネベジル塩殴塩 10mgl躍 。 429. 00 

内用薬 ドネベジノレ塩酸塩OD錠 10回 g rN P 1 ドネベデル塩陛塩 lOmgl躍 。 429. 00 

内用lli ドネペジノレ塩酸塩OD錠 lOmgrNPIJ ドネベデル塩陛塩 lOmgl蛙 。 386. 10 

内用薬 ドネペジノレ塩殴塩OD蛙 1Omg rFFPJ ドネペジル塩陛塩 lOmgl蛙 。 429.00 

内用薬
ドネベジル塩酷塩OD瞳 lOmg 「オーハ

ドネベジル塩陛塩 lOmgl瞳 。 429.00 
ラJ

内用薬 ドネペジル塩酸塩OD錠 lOmg 「科研」 ドネベジル塩酸塩 lOmgl瞳 。 429.00 

内用薬 ドネベジノレ塩酸塩OD錠 lOmg 「杏林J ドネペジル塩酸塩 lOmgl蛙 。 429.00 

内用薬 ドネペダノレ塩酸塩OD錠 10皿 g rKOJ ドネペジル塩酸塩 10田 gl瞳 。 429. 00 

内用薬
ドネベジノレ塩酸塩DD錠 1Om g rケミ

ドネベジル塩酸塩 10田 gl提 。 429. 00 
ファJ

内用薬 ドネベジノレ塩酸塩OD錠 10田 g 「サワイJ ドネベジル塩酸塩 lOmgl提 。 429.00 

内用薬 ドネベジノレ塩酸塩OD錠 lOmg「サンドJ ドネベジル塩酸塩 lOmgl瞳 。 429.00 

内用薬 ドネベジノレ塩酸塩OD錠 lOmg 「JGJ ドネベジル鹿酸塩 lOmgl蛙 。 429.00 

内用薬 ドネベチノレ塩酸塩OD錠 1Omg rzEJ ドネベジル塩酸塩 lOmg l提 。 429.00 

内用薬 ドネベジノレ塩酸塩OD錠 lOmg 「タカタJ ドネベジノレ塩酸塩 1 0 mg 1髄 。 429. 00 

内用薬 ドネベジル塩酸塩OD錠 10皿g 「タナヘJ ドネベジル塩酸塩 10mg1揖 。 429. 00 

内用薬
ドネへジJレ塩酸塩OD錠 1omg rosE 

ドネベジル塩酸塩 lOmgl提 。 429. 00 
PJ 

内用薬 ドネベジノレ塩酸塩OD錠 10皿• ro s P J ドネベジル塩酸塩 lOmgl蛙 。 429.00 

内用薬 ドネベジル塩酷塩OD蛙！ Omg 「TCKJ ドネベジル塩酸塩 lOmgl瞳 。 429.00 

内用車 ドネペジノレ塩酸塩OD錠 lOmg rTYKJ ドネペジノレ塩酸塩 io皿 g1蛙 。 429. 00 

内用薬 ドネベジノレ塩酸塩OD蛙！ Omg 「テパJ ドネベジJレ塩陵塩 lOmg l瞳 。 429. 00 

内用薬 ドネベジル塩酸塩OD錠 lOmg 「トーワ」 ドネベジノレ塩酸塩 lOmgl瞳 。 429 00 

内用車 ドネベジル塩酸塩OD錠 lOmg「日医工J ドネベジル塩陸塩 lOmgl蛙 。 429.00 

内用薬 ドネベジル塩酸塩OD錠 lOmg 「日新」 ドネベデル塩陛塩 lOmgl提 。 429.00 

内用薬 ドネベジノレ塩酸塩OD錠10皿• r明治」 ドネベジル塩酸塩 lOmgl蛙 。 429. 00 

内用薬 ドネベジノレ塩酸塩OD錠 1Om g 「モチダJ ドネベジル塩酸塩 lOmgl蛙 。 429. 00 

内用薬 ドネベジノレ塩酸塩OD蛙 1Omg rvoJ ドネペジル塩酸塩 1 0血 g1睦 。 429. 00 



区分 薬師基準収載品名 成分名 規格単位 震お等象診発療いのと医報て穿な震酬加定る品対算後に 薬価（円）

内用薬
ドネベジJレ塩酷塩ODフィルム 10 mg rE 

ドネベジノレ塩酸塩 1Omg1瞳 。 429.00 
EJ 

内用薬 ⑧ドネベジル塩酸塩錠3mgfテパJ ドネベジル塩酸塩 3mgl瞳 。 167‘00 

内用薬 ⑤ドネベジル塩酸塩提 5mg「テパ」 ドネベジノレ塩酸塩 5mgl韓 。 249. 20 

内用薬 ⑤ドネへジル塩酸塩錠lOmg 「アメルJ ドネベジノレ塩酸塩 1 Omg 1提 。 429.00 

内用薬 ⑤ドネベジ／レ塩酸塩鮭 lOmg 「NPJ ドネベジノレ塩酷塩 10mg1提 。 429. 00 

内用薬 ⑤ドネベジル塩酸塩蛙 lOmg 「NPI J ドネベジノレ塩酸塩 lOmgl瞳 。 386. 10 

内用薬 ⑤ドネベジ／レ塩酷塩提 lOmg 「FFPJ ドネベジル塩酸塩 1 Om g 1提 。 429. 00 

内用薬 ⑤ドネベジル塩酸塩提 lOmg 「オーハラJ ドネペジノレ塩酸塩 lOmgl錠 。 429. 00 

内用薬 ⑤ドネベジル塩酸塩錠10叫「科研」 ドネペジル塩陛塩 lOmgl瞳 。 429. 00 

内用薬 ⑤ドネベジノレ塩酷塩健 10町 f杏林」 ドネベジル塩酸塩 lOmgl蛙 。 429. 00 

内用薬 ⑤ドネベジル塩酸塩瞳 lOmg 「ケミフアJ ドネペジノレ塩酸塩 lOmgl蛙 。 429.00 

内用薬 ⑤ドネベジル塩酸塩錠lOmg fサワイJ ドネベジル塩酸塩 lOmgl蛙 。 429. 00 

内用薬 ⑤ドネベジル塩酸塩瞳lOmg 『JGJ ドネベジノレ塩酸塩 1 Om  g 1蛙 。 429.00 

内用薬 ⑤ドネベジル塩酸塩錠lOmg 『タカタj ドネペジノレ塩酸塩 1Omg1蛙 。 429.00 

内用薬 ⑧ドネベジル塩酸塩錠 lOmg 「タナベj ドネベジル塩酸塩 lOmgl蛙 。 429. 00 

内用薬 ⑤ドネベジJレ塩酸塩瞳 lOmg 「DSE PJ ドネベジル塩酸塩 1 0皿 g1蛙 。 429.00 

内用薬 ⑤ドネペジル塩酷塩蛙 lOmg 「DSP」 ドネベジル塩酸塩 1 0皿 g1瞳 。 429.00 

内用薬 ⑤ドネベジノレ塩酸塩錠 lOmg 「TSUJ ドネベジノレ塩E射主 lOmgl瞳 。 429.00 

内用薬 ⑤ドネベジJレ塩酸塩提 lOmg 「TCKJ ドネベジル塩酸塩 lOmgl睦 。 429‘00 

内用薬 ⑤ドネベジル塩酸塩提 10田 E 「TYKJ ドネベジル塩酸塩 lOmgl蛙 。 429 00 

内用薬 ⑤ドネベジfレ塩酷塩鮭 lOmg 『テパ」 ドネベジノレ塩酸塩 lOmgl提 。 429. 00 

内用薬 ⑤ドネベジル塩酸塩錠 lOmg 「トーワJ ドネベジル塩酸塩 1 Om g 1鑓 。 429.00 

内用薬 ⑤ドネベジ岨 酸塩鮭lOmg 『日医工』 ドネベジル塩酸塩 1 0田 g1蛙 。 429.00 

内用薬 ⑤ドネベジノ唯酸塩錠 lOmg 「日新」 ドネベジノレ塩酸塩 1 Om g 1蛙 。 429.00 

内用薬 ⑤ドネベジノレ塩酸塩鮭 1Omg rsMDJ ドネベジル塩酸塩 1 Omg 1蛙 。 429.00 

内用薬 ⑤ドネベジ岨 酸塩錠10皿 g f明治j ドネベジノレ塩酸塩 lOmg l蛙 。 429.00 

内用薬 ⑤ドネベジノレ塩酸塩錠lOmg 吋 DJ ドネベジル塩酸塩 1 Om g 1蛙 。 429.00 

内用薬
ドネベジル塩酸塩内服ゼリー lOmg 「N

ドネペジル塩酸塩 lOmg l個 。 441. 80 
PJ 

内用薬
ドネベジル塩酸塩内服ゼリー！ Omg 「日医

ドネベジル塩酸塩 1 0血 g1個 。 441. 80 
工J

内用薬 ドネベジノレ塩酸塩内用液3mg 「タナベ」 ドネヘジル塩酸塩 3mg 1. 5mL1包 。 149.80 

内用薬 ドネベジノレ塩酸塩内用液5mg fタナベ」 ドネペジル塩酸塩 5mg2. 5mLl包 。 223.50 

内用薬 ドネベジル塩酷塩内用液lOmg 「タナベ」 ドネベジノレ塩酸塩 10mg5mL1包 。 384. 70 

内用薬 ドネペジノレ塩酸塩内用液 10血 g 「トーワ」 ドネへジノレ塩酸塩 10mg5mLl包 。 384. 70 

内用薬 トフィソパム撞 5Omg rs匡工」 トフィソノ〈ム 5 Omg 1錠 。 5. 60 

内用薬 ⑤トラネキサム酸錠250mg 「三恵』 トラネキサム酸 250mgl蛙 。 6. 30 

内用薬 トラピジ＂錠 50mg 「日匡工J トラピジノレ 5 Omg 1蛙 。 5 60 

内用薬 トラピジノレ錠lOOmg 「日医工」 トラピジノレ lOOmg l瞳 。 5.60 

内用薬 トランドラプリル盤 O. 5mg「オーハラJ トランドラプリノレ 0. 5mg l蛙 。 15. 20 

内用薬 トランドラプリル錠0 5m g 「トーワJ トランドラプリル 0. 5mg l蛙 。 25.80 



区分 薬価基草収載品名 成分名 規格単位 Eお書象2事発aいのと使匡級て算な演加酬定る品算後に対 薬価［円）

内用薬 トランドラプリノレ蛙lmg 「オーハラ」 トランドラプリル lmgl瞳 。 19. 10 

内用薬 トランドラプ日ル錠lmg 「トーワJ トランドラプリル lmgl睦 。 32. 70 

内用薬 トリアゾラム瞳0. 1 2 Sm  g 「CHJ トリアゾラム 0. 125mgl蛙 。 5.60 

内用薬 トリアゾラム錠0 2 5皿 g fCHJ トリアゾラム 0.25mgl睦 。 6. 10 

内用薬 トリへキ、ンフェエジノレ塩酸塩散1判「CHJ トリへキシフェニデル塩酷塩 1%1 g 。 19. 80 

内用薬
＠トドキシフェージノレ塩酸塩瞳2mg 「C トリへキシフェ＝ジル塩酸塩 2mgl鮭 8 GO 

HJ 

内用薬
トリメプチンマレイン酸塩細粒20拍「ツル ト日メプチンマレイン酸塩
J、ラJ

20うる1g 。 7. 20 

内用薬
トHメプチンマレイン酸塩蛙 lDOmg 「ツ トHメプチンマレイン酸塩 100mgl蛙

'・ 0 
5.60 

ノレ／、ラJ

内用薬
トリメプチンマレイン酷塩蛙 lOOmg トリメプチンマレイン酸塩
「トーワJ

100mgl蛙 。 5.60 

内用薬 ドンベリドン提Smg 「JG」 ドンベロドン Smgl蛙 。 5. 60 

内用薬 ドンベリドン蛙Smg 「YD」 ドンベ日ドン Smgl睦 。 5.60 

内用薬 ドンベリドン提lOmg 「JGJ ドンベ日ドン 1 Om  g 1躍 。 5.60 

内用薬 ドンベ日ドン瞳 lOmg 「YD」 ドンベリドン lOmgl瞳 。 5. 60 

内用薬 ⑤ニザチジンカプセル75mg 「オーハラ」 ニザチジン 75mglカプセル 。 16. GO 

内用薬 ⑤ニザチジンカプセル75mg 「YDJ ニザチジン 7 5回 g1カプセノレ 。 11. 50 

内用薬 ⑮ニザチジンカプセル150mg 「オーハラJ ＝ザチチン 15Omg1カプセル 。 26.80 

内用薬 ニサ’チジン躍 150mg 「YDJ エザチジン 150mgl提 。 13. 40 

内用薬 ⑤ニセルゴリン瞳Smg fNPJ ニセルゴリユ／ 5血 g1提 。 9.60 

内用薬 ＠ニセ／レゴリン睦 5mg f日新J ＝セルゴリン Smgl提 。 9.60 

内用薬 エソルジピン錠Smg・fYDJ ニソルジピン Smgl蛙 。 16. 50 

内用薬 ＝ソルジピン睦 1Om  g ry D」 ニソルジピン 1 0 mg  1.瞳 。 28 10 

内用薬 ＝トラゼパム蛙Smg 「イセイJ ニトラゼパム Smgl蛙 。 5. 40 

内用薬 ニトラゼパム鮭Smg 「テパJ ニトラゼパム Smgl蛙 。 5. 40 

内用薬 ⑮ニトレンジピン瞳Smg 「三和J ニ I<レンジピン 5皿 g1躍 。 8. 70 

内用薬 ニフzジピンカプセルSmg「テパJ ニフェジピン Smglカプセノレ 。 5. 60 

内用薬 ニフzジピンカプセル lOmg 「テパJ エフェジピン lOmglカプセル 。 5.60 

内用薬 ⑧乳融和物（結晶）「N;k P J 乳糖水和物 1 0 g 18.60 

内用薬 ⑧事L潜水和物（粉末） 「日医工J 乳糖水和物 lOg 18.60 

内用車 ⑮ニJレパジピン瞳2mg 「サワイ」 ニルパジピジ 2mgl蛙 。 9.60 

内用車 ⑤エルパジピン睦4mg 「サワイ」 ニルパジピン 4mgl蛙 。 16. 30 

内用薬 ⑤ハッカ水『日E工」 ハyカ水 lOmL 7.80 

内用車 パラシクロピル頭粒50%「MEEKJ パラシクロピJレ車酷塩 50%1 g 。 323. 80 

内用車 パラシクロピル覇粒50帖「トーワJ パラシクロピル塩酸塩水和物 50%1 g 。 323.80 

内用薬 パラシクロピル覇桂50%「日匪工」 パラシクロピル塩酸塩 5 0拍 1g 。 323. 80 

内用薬 パラシクロピノレ頼桂50%「明暗」 パラシクロピル塩酸塩 5 0枯 1g 。 323. 80 

内用薬 パラシクロピノレ瞳500mg 「アメル」 パラシクロピル塩酷塩 500mgl蛙 。 268. oo 

内用薬 パラシクロピル蛙500mg 「EEJ パラシクロピル塩酷塩 500mgl鮭 。 268. 90 

内用薬 パラシクロピJレ瞳500mg 「イワキ」 パラシクロピル塩酷塩 500mg l瞳 。 268. 90 

内用薬 パラシクロピル畦500mg 「NPJ パラシクロピル塩酷塩 500mgl提 。 268.90 



区分 薬価基準収載品名 成分名 規格単位 診お等象発療いのと医飯て算な薬郡加定る品算対後こ 薬価（円）

内用薬 パラシクロピル瞳 500mg rFJ パラシクロピル塩酸塩 500mgl蛙 。 268.90 

内用薬 パラシクロピノレ撞 500皿 g rF F P」 パラシクロピJレ壇酸塩 500mgl瞳 。 268.90 

内用薬 パラシクロピ／レ瞳500mg 「MEEKJ パラシクロピル塩酸嘩 500mgl撞 。 268. 90 

内用薬 パラシクロピル蛙500mg rオーハラJ パラシクロピル事酷塩 500mg l提 。 268. 90 

内用薬 パラシクロピル鮭5o.om g 「科研」 パラシクロピル塩酸車水和物 500mgl提 。 268.90 

内用薬 パラシクロピル蛙 500田＂ r杏林J パラシクロピル塩酸塩 500mgl瞳 。 268. 90 

内用薬 パラシクロピル提 50 Omg rKOGJ パラシクロピ／レ塩酷塩 500mgl提 。 268.90 

内用薬 パラシクロピル蛙 500mg 「ケミファ」 パラシクロヒワレ塩酷塩 500mg l提 。 268.90 

内用薬 パラシクロピル蛙500mg 「サトウ」 パラシクロヒツレ塩酷塩 500mgl錠 。 2E8. 90 

内用薬 パラシクロピル瞳 500mg 「サワイ」 バラシクロヒツレ塩酸塩 500mgl蛙 。 268. 90 

内用薬 パラシクロヒψル蛙500mg 「三和」 パラシクロピル塩酸塩 500mgl蛙 。 268.90 

内用薬 パラシクロヒツレ髄 500mg 「CE O」 パラシクロピル塩酸塩 500mgl蛙 。 268. 90 

内用薬 パラシクロピル蛙 500mg rJGJ パラシクロピル塩酷塩 500mgl瞳 。 268.90 

内用薬 パラシクロピル蛙 500mg 「ツルハラ」 パラシクロピ／レ塩酷塩 500mgl錠 。 268.90 

内用薬 パラシクロピル蛙 500mg rosEPJ パラシクロピノレ塩酷塩 500mgl錠 。 268.90 

内用薬 パラシクロピル蛙 500mg roKJ パラシクロピル塩酸塩水和物 500mg l盤a
。 268 90 

内用薬 パラシクロピル蛙 50 Omg rTCKJ パラシクロピ／レ塩酸塩 500mg l蛙 。 268. 90 

内用薬 パラシクロピノレ蛙 500皿 g 「テパ」 パラシクロピル塩酸車 500mgl睦 。 268. 90 

内用薬 パラシクロピル躍 500mg 「トーワ」 パラシクロピル塩酸塩水和物 500mgl瞳 。 268.90 

内用薬 パラシクロピノレ鮭 500血 g f日直工」 パラシクロピル塩酸塩 500mgl盤 。 268.90 

内用薬 パラシクロヒ勺レ蛙 500mg 「日本臓器」 バラシクロピル塩酷塩 500mgl鮭 。 268.90 

内用薬 パラシクロヒツレ蛙 500mg 「PPJ パラシクロピル塩酸塩 500mg l蛙 。 268. 90 

内用薬 パラシクロピ／レ蛙 5o Omg rファイザーJ パラシクロピル塩酸塩 500皿 g1蛙 。 268. 90 

内用薬 パラシクロピル蛙 500mg 「明治」 パラシクロピル塩酸塩 500mg l蛙 。 268. 90 

内用薬 パラシクロピル瞳 500mg ryoJ パラシクロピル塩酸塩 500mgl蛙 。 268. 90 

内用薬 パラシクロピル蛙500mg 「わかもとJ バラシクロピノレ塩酸塩 500mg l蛙 。 268.90 

内用薬 パラシクロピノレ粧状蛙50 0血 g 「モチダ」 パラシクロピル壇酷塩 500血 g1包 。 313. 70 

内用薬
パルプロ酷ナトリウム SR瞳 lOOmg 「ア

パルプロ酷ナトリウム 100mgl龍 。 8. 10 
メFレ」

内用薬 パロキセチン提 5mg rテパJ パロキセチン塩酸塩水和物 5mgl撞 。 36.20 

内用薬 パロキセチン蛙 lOmg 「テパJ パロキセチン塩酷塩水和物 lOmg l蛙 。 63.40 

内用薬 パロキセチン蛙20mE 「テパJ パロキセチン塩酸塩水和物 20mgl瞳 。 110. 90 

内用薬 ⑮ハロベリドー崎O 75mg 「アメルJ ハロベリドール 0.75mgl蛙 。 5.90 

内用薬 ⑤ハロベリドール提 lmg 「アメル」 ハロベリドール lmgl提 。 5.90 

内用薬 ⑤ハロベリドール提1 5皿＂ rアメル」 ハロベリドール 1. 5mg 1蛙 。 6. 00 

内用薬 ⑤ハロベリドー崎2mg 「アメル」 ハロベリド－1レ 2mg 1躍 。 6. 10 

内用薬 ⑮ハロベりドール蛙3mg 「アメル』 ノ、ロベリドール 3mg l蛙 。 6.30 

内用薬 パンテチン散 20出「テパJ パンテチン 20%1g 。 6.20 

内用薬
ピコスルフアートナトリウム内用被0 7 

ピコスルフアートナトリウム水和物 0. 7 5枯 lmL 。 9. 90 
5jも「JG」

内用薬
⑤ピソプロロールフマJレ酷塩鮭O 625m 

「サワイ」
ピソプロロールフマル酸塩 o. 6 2 5田 g1提 。 9.60 
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内用薬
＠ピYプロロー／レアマノレ酷塩鮭0 625m 

「ZEJ 
ピソプロロール7－，.；レ酷塩 O. 625mgl龍 。 9.60 

内用薬
＠ピソプロロー1レフマJレ臨躍。 625mg 

「テパ」
ピソプロロール7－，.；レ酷塩 0.625mgl瞳 。 9.60 

内用薬
＠ピソプロローJレフマノレ酷塩躍。 625mg ピYプロロールフマル酷塩 O. 625mgl蛙 。 10. 00 

「日医工J

内用薬
＠ピソプロロールフマJレ酷蹴O 625mg 

「目新J
ピソプロロールフマル酷塩 0. 625mgl瞳 。 9.60 

内用薬
＠ピYプロローJレフマJレ醐瞳2. 5m 

「トーワ」
ピYプロロールフマル酷塩 2. 5mg 1蛙 。 28. 50 

内用薬
⑤ピソプロロール，フマル醐蛙2 5mg 「日 ピYプロロールフマノレ酷塩 2. 5mg 1醍 。 18.30 

医工J

内用策
⑤ピソプロロールフマル醐瞳5mg 「トー

ワJ
ピソプロロールフマル酷塩 5mgl躍 。 54 10 

内用薬
⑮工ピ」ソプロロ－；レ7－，.；レ酷塩龍5mg f日匡 ピソプロロールフマル酷塩 5mg l瞳 。 24.80 

内用薬 ピタパスタチンカ／レ、ンウム錠l四 g fKOJ ピタパスタチンカルシウム 1 mg 1提 。 39.80 

内用薬 ピタパスタチンカルシウム蛙lmg fZEJ ピタパスタチンカ1レシウム lmgl瞳 。 39. 80 

内用薬 ピタパスタチンカルシウム提1mg rテパ」 ピタパスタチンカルシウム lmgl蛙 。 39.80 

内用薬
ピタパスタチンカルシウム龍 lmg 『日匪

ピタパスタチンカルシウム 1 mg 1躍 。 39.80 
工」

内用薬
ピタパスタチンカルシウム瞳lmg 「モチ ピタパスタチンカルシウム 1 mg 1躍 。 39.80 
ダ」

内用薬 ピタパスタチンカルシウム龍2mg fKOJ ピタパスタチンカJレシウム 2mgl蛙 。 75. 50 

内用薬 ピタパスタチンカルシウム提2田 g 「ZEJ ヒ。タパスタチンカルシウム 2mgl躍 。 75.50 

内用薬 ピタパスタチンカルシウム蛙2mg 『テパJ ピタパスタチンカルシウム 2mgl蛙 。 75.50 

内用薬
ピタパスタチンカルシウム蛙2mg 「日匡

ピタパスタチンカルシウム 2mgl提 。 75.50 
工」

内用薬
ピタパスタチンカルシウム瞳2mg 「モチ

ピタパスタチンカル、ンウム 2mgl睦 。 75.50 
ダ」

内用薬 ピタパスタチンカルシウム瞳4mg fZEJ ピタパスタチンカルシウム 4mgl蛙 。 143. 20 

内用薬
ピタパスタチンCa・ OD醍 lmg 「トー

ピタパスタチンカルシウム lmgl躍 。 39.80 
ワj

内用薬
ピタパスタチンCa・ OD瞳 2mg rトー

ピタパスタチンカルシウム 2mgl蛙 。 75.50 
ワ」

内用薬 ピタパスタチンCa躍 lmg 「アメル」 ピタパスタチンカルシウム lmgl蛙 。 39.80 

内用薬 ピタパスタチンCa蛙 lmg 「EEJ ピタパスタチンカルシウム 1 mg 1提 。 39.80 

内用薬 ピタパスタチンCa蛙 lmg fNPJ ピタパスタチンカルシウム lmgl蛙 。 39.80 

内用薬 ピタパスタチンCa鮭 1皿 g fF F P J ピタパスタチンカルシウム lmgl蛙 。 39.80 

内用薬 ピタパスタチンCa蛙 lmg 「MEEKJ ピタパスタチンカルシウム lmgl蛙 。 39. 80 

内用車E ヒ。タパスタチンCa蛙 lmg 「科研」 ヒ’タパスタチンカルシウム 1 mg 1蛙 。 39. 80 

内用薬 ピタパスタチンCa蛙1皿 E 「杏林J ピタパスタチンカルシウム 1 mg 1蛙 。 39. 80 

内用薬 ピタパスタチンCa錠 1mg rケミファ」 ピタパスタチンカルシウム lmgl蛙 。 39.80 

内用薬 ピタパスタチンCa瞳 1皿 g 「サワイJ ピタパスタチンカルシウム lmgl瞳 。 39.80 

内用薬 ピタパスタチンCa瞳 1皿 g 「サンドJ ピタパスタチンカルシウム 1皿 gl瞳 。 39. 80 

内用薬 ピタパスタチンCa蛙 lmg 「三和」 ピタパスタチンカノレシウム lmgl蛙 。 39 80 

内用薬 ピタパスタチンCa鮭 lmg 「タカタJ ピタパスタチンカルシウム lmgl提 。 39 80 

内用薬 ピタパスタチンCa躍 1mg fyルハラJ ピタパスタチンカルシウム lmg l提 。 39.80 

内用薬 ピタパスタチンCa艶 lrng fTCKJ ピタパスタチンカルシウム lmgl蝿 。 39.80 

内用薬 ピタパスタチンCa蛙 lmg 「トーワJ ピタパスタチンカルシウム 1 mg 1蛙 。 39. 80 

内用薬 ピタパスタチンCa瞳 1mg  r日新」 ピタパスタチンカルシウム lmgl蛙 。 39. 80 

内用薬 ピタパスタチンCa提 lmgfファイザー」 ピタパスタチンカルシウム lmgl蛙 。 39. 80 

内用薬 ピタパスタチンCa瞳 lmg 「明暗」 ピタパスタチンカルシウム 1 mg 1躍 。 39. 80 
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内用薬 ピタパスタチンCa提 lmg 「YD」 ヒ。タパスタチンカノレシウム lmg l蛙 。 39、80

内用薬 ピタパスタチンCa鮭 2mg 「アメJレ」 ピタパスタチンカノレ、ンウム 2mgl瞳 。 75. 50 

内用薬 ピタパスタチンCa蛙2mg 「EE」 ピタパスタチンカJレシウム 2mg l蛙 。 75. 50 

内用薬 ピタパスタチンCa蛙2mg rNPJ ピタパスタチンカfレシウム 2mg 1錠 。 75.50 

内用薬 ピタパスタチンCa躍2mg rFFPJ ピタパスタチンカ／レシウム 2血 gl蛙 。 75 50 

内用薬 ピタパスタチンCa瞳2mg 「MEEKJ ピタパスタチンカJレシウム 2mgl龍 。 75. 50 

内用薬 ピタパスタチンCa蝿 2mg 「科研J ピタパスタチンカノレシウム 2mgl提 。 75.50 

内用薬 ピタパスタチンCa撞 2mg 「杏林」 ピタ，，スタチンカノレシウム 2mgl瞳 。 75. 50 

内用薬 ピタパスタチンCa鑓 2mg fケミ 7 7J ピタ，，スタチンカノレシウム 2mgl龍 。 75. 50 

内用薬 ピタパスタチンCa蛙2mg rサワイj ヒータパスタチンカJレシウム 2mgl詫 。 75.50 

内用薬 ピタパスタチンCa髄 2mg 「サンド」 ピタ，，スタチンカJレシウム 2mg l蛙 。 75.50 

内用薬 ピタパスタチンCa提 2mg 「三和J ピタパスタチンカJレシウム 2mgl瞳 。 75.50 

内用薬 ピタパスタチンCa龍 2mg 『タカタ」 ピタパスタチンカJレシウム 2mgl撞 。 75. 50 

内用薬 ピタパスタチンCa提 2mE 「ツルハラ」 ピタパスタチンカノレシウム 2mgl鮭 。 75.50 

内用薬 ピタパスタチンCa蛙2mg 『TCKJ, ピタパスタチンカ／レシウム 2mg l瞳 。 75‘50 

内用薬 ピタパスタチンCa蛙2mg 『トーワ」 ピタパスタチンカ／レシウム 2皿 g1蛙 。 75.50 

内用薬 ピタパスタチンCa蛙2mg 「日新J ピタパスタチンカ／レシウム 2mgl提 。 75 .. 50 

内用薬 ピタパスタチンCa鮭 2mg 『ファイザーJ ピタパスタチンカノレシウム 2mgl提 。 75. 50 

内用薬 ヒ’タパスタチンCa龍 2mg f明暗I ピタパスタチンカノレシウム 2mgl鮭 。 75.50 

内用薬 ピタパスタチンCa蛙2mg ry D」 ピタパスタチンカ／レシウム 2mgl瞳 。 75.50 

内用薬 ピタパスタチンCa蛙4mg 「アメル」 ピタパスタチンカ／レシウム 4mgl瞳 。 143. 20 

内用薬 ピタパスタチンCa瞳4mg 「EE」 ピタパスタチンカ／レシウム 4mgl蛙 。 143.・20 

内用薬 ピタパスタチンCa艶4mg 「NP」 ピタパスタチンカ／レシウム 4血 g1瞳 。 143. 20 

内用薬 ピタパスタチンCa鮭 4mg 「FF p J ピタパスタチンカ／レシウム 4mgl盤 。 143. 20 

内用薬 ピタパスタチンCa錠4mg rMEEKJ ピタパスタチンカ1レシウム 4mgl躍 。 143. 20 

内用薬 ピタパスタチンCa蛙4mg 「サワイJ ピタパスタチンカ／レシウム 4mgl躍 。 143. 20 

内用薬 ヒgタパスタチンCa蛙4mg 「タカタJ ピタパスタチンカ／レシウム 4皿 g1撞 。 143. 20 

内用薬 ピタパスタチンCa蛙4mE 「トーワ」 ピタパスタチンカJレシウム 4皿 g1瞳 。 143. 20 

内用薬 ピタパスタチンCa蛙4mg rファイザーJ ピタ／〈スタチンカJレ司ンウム 4mgl蛙 。 143. 20 

内用薬 ピタパスタチンCa提4mg 「明治J ピタノ号スタチンカJレシウム 4mgl蛙 。 143. 20 

内用薬
ヒドロクロロチアジドOD瞳 12. 5皿 g

ヒドロクロロチアジド 12.5mgl瞳 。 5. 60 
「トーワj

内用薬
ヒドロクロロチアジド瞳12. 5皿 g 「トー

ヒドロタロロチアジド 1 2. 5皿 g1瞳 。 5 60 ワj

内用薬 ヒドロクロロチアジド蛙25mg 「トーワJ ヒドロクロロチアジド 25mg l蛙 。 5. 60 

内用薬
ピベリジノアセチルアミノ安息香酸エチル頼 ピベロジノアセチノレアミノ安邑香酸エ 2 0唱1g 。 6. 20 粒2o~も「日医工J チル

内用薬
ピベリジノアセチルアミノ安息香酸エチル錠 ピベリジノアセチルアミノ安息香酸エ lOOmgl錠 。 5 60 lOOm g 「日直工」 チル

内用薬 ピモベンダン躍0. 625mg 「TEJ ピモベンダン 0.625mgl瞳 。 40. 40 

内用薬 ピンドロール蛙5田 g 『イセイ」 ピンドロール 5皿 g1瞳 。 5.60 

内用薬 ピンドローノレ蛙5田 g 「ツJレハラJ ピンドロ｝／レ 5mgl蛙 。 5. 60 

内用薬 ⑤フアモチジン蛙 lOmg 「NPJ ファモチジン lOmg l蛙 。 9. 60 
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内用薬 ⑮プアモチジン蛙 10叫 プアモチジン lOmgl躍 。 9. 60 

内用薬
フェキ '17~ナジン塩酸塩OD蛙 30mg フェキソフェナジン塩酸塩
「サワイ」

30mg l瞳 。 35.40 

フェキソフェナジン塩酷塩OD躍 30mg
内用薬 フェキソフzナジン塩酸塩

fCEOJ 
30mgl提 。 35. 40 

内用薬
フェキソフェナジン塩酸塩OD蛙 60mg フェキソプェナジン塩酷塩
fE EJ 

6 Om g 1蛙 。 52.90 

内用薬
フェキソフェナジン塩酷塩OD蛙 60mg フェキYフェナジン壇酷塩 60mgl蛙 。 52.90 
fKNJ 

内用薬
フェキソフェナジン塩酷塩OD蛙 60mg フェキソフェナジン塩酸塩
「サワイ」

60mgl躍 。 45. 40 

内用薬
フェキソフェナジン塩酷塩OD瞳 60mg フェキソフェナジン塩酸塩 60mg l瞳 。 45.40 
「CE O」

内用~
フェキソフェナジン塩酸車蛙30皿 g 「サヲ フェキソフェナジン塩酷塩 30mgl醍 。 35.40 
イJ

内用薬
⑮フエキソフェナジン塩酸塩蛙30mg 「CE

OJ 
フェキソフェナジン塩酷塩 30mgl躍 。 35.40 

内用薬
＠プエキソフェナジン塩醍塩撞30mg 「J

GJ 
フェキソフェナジン塩酷塩 3 Omg l睦 。 35 40 

内用薬
＠フエキソフエナジン塩酸醐30mg 「タカ

タJ
フェキソフェナジン塩酸塩 30mgl詰 。 35.40 

内用薬
フェキソフェナジン塩酷塩鮭60mg 「サワ

フェキソフェナジン塩酸塩 60mgl盤 。 45.40 
イj

内用薬
⑧フエキYフエナジン塩酷塩鮭60mg 「CE

OJ 
フェキソ7ェナジン塩酸塩 60mgl鮭 。 45. 40 

内用薬
⑤フエキYフェナジン塩酸塩鮭60mg 「J‘

GJ 
フェキソフェナジン塩酷塩 6 Omg 1瞳 。 45 40 

内用薬
＠プエキソフェナジン塩酷塩曜日mg fタカ

タj
フェキソプェナジン壇酷塩 60mgl瞳 。 45. 40 

内用薬
フェキYフェナジン塩酸塩DS6%「トー

フェキソプzナジン塩酷塩 6%1g 。 99.20 
ワJ

内用薬
フェノテロール臭化水素酸塩Ds 小児用。

フェノテロール臭化水素酷塩 0. S%1 g 。 36.20 
5拍「オーハラ」

内用薬 ⑮プラパスタチンNa蛙 5mg 『EEJ プラパユタチンナトリウム 5mgl提 。 26.90 

内用車 ⑤プラパスタチンNa鮭 Smg 「TCKJ プラパスタチンナトリウム Smgl蛙 。 19. 20 

内用薬 ⑮プラパスタチンNa蛙 Smg f7Y-J プラパスタチンナトリウム Smgl睦 。 19. 20 

内用薬 ⑤プラパスタチンNa蛙 1Omg fEEJ プラパスタチンナトリウム lOmgl睦 。 47. 90 

内用薬 ⑤プラパスタチンNa蛙 1Omg fTCKJ プラパスタチンナトリウム lOmgl瞳 。 32.80 

内用薬 ⑤プラパスタチンNal!ElOmg「フソーJ プラパスタチンナトリウム 1Omg1躍 。 38.00 

内用薬
フラポキサート塩酸塩錠2o Omg rフ

フラポキサート塩酸塩 200mgl蛙 。 10. 40 
ソーJ

内用薬
プラミペキソール境酷塩鮭0.125mg

プラミベキソール塩酸塩水和物 0.125mgl瞳 。 29.60 
「ファイザ｝」

内用薬
プラミベキソール塩酸塩錠0 Smg 「ファ

プヲミベキYール塩酸塩水和物 0. Smg l蛙 。 101. 30 
イザー』

内用車 プレミネント配合錠LD アロサジルドタンカリウム・ヒドロクロロチ 1錠 146. 40 

内用薬 プロカテロール塩酸塩鮭25μg 「テパJ プロカテロール塩酸塩水和物 0. 025mgl蛙 。 5. 60 

内用薬 プロチゾラムOD髄 0. 2 Sm g 「アメルj プロチゾラム 0.25mgl蛙 。 6. 10 

内用薬 プロムへキシン車酷塩蛙4mgfイセイ」 プロムヘキシン塩酷塩 4mgl蛙 。 5.00 

内用薬 プロムへキシン塩酷塩躍4mg r日匡工」 プロムヘキシン塩酷塩 4mgl瞳 。 5.00 

内用薬
プロムヘキ、ンン壇酷塩シロップ0. 0 8% 

プロムへキシン塩酸塩 0. 0 8叫 lmL 。 1. 40 
「イセイJ

内用薬 ⑧ペザフイプラート糊錠IOOmg fJGJ ベザフィプラート lOOmgl艶 。 6.30 

内用薬
⑧ベザフイプラート鰍錠lOOmg「 ト

ワJ
ベザフィプラート lOOmgl蛙 。 6.30 

内用薬 ベタキソロール塩酷塩鮭5mg「テパ」 ベタキソロール塩酷塩 Smgl瞳 。 21. 80 

内用車 ペタキソロール塩酷壇瞳！ Omg 「テパJ ベタキソロール塩酸塩 ・1 Omg l提 。 32. 80 

内用車 ⑮ベタヒスチンメシル醍醐6mg 「トーワ」 ベタヒスチンメシル酷塩 6mgl蛙 。 6.00 

内用車
＠ベタヒスチンメシノレ酷塩躍12mg 「トー

ワj
ベタヒスチンメシル酷塩 12mg1蛙 。 6.30 

内用薬 ⑮ベラプロストNa蛙 20μg 「AFP J ベラプロストナトリウム 2 0 μ g 1躍 。 46.20 
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内用薬 ⑤ベラプロストNa提 20μg 「テパj ベラプロストナトリウム 20μgl蛙 。 24.80 

内用薬 ⑮ベラプロストNa揖 40μg 「テパJ ベラプロストナトHウム 40μgl蛙 。 60. 60 

内用薬
ベリンドプ9，レエ／レプミン提2回 g fトー

ペリンドプリノレエルプミン 2皿 gl蛙 。 41. 40 ワ」

内用薬
ペリンドプリルエルプミン蛙4mg rトー

ペリンドプリルエルプミン 4mg l盤 。 72. 20 ワj

内用薬 ベンフォチアミン躍25mg 『トーワ」 ベンフォチアミン 25mgl蛙 。 5.60 

内用薬
ホモクロルシクリジン塩酸塩蛙 lOmg 「N

ホモクロルシクリジン塩酷塩 1Omg1瞳 。 5. 40 P」

内用薬 ⑤マニジピン塩酷塩蛭 5mg fYDJ マ＝ジピン塩酸塩 5mgl蛙 。 9.90 

内用薬 ⑤マエジピン塩酸塩蛭1Omg fYDJ マニジピン塩酷塩 lOmgl提 。 14. 80 

内用薬 ⑤マニジピン塩酸塩錠20mg 「YD」 マニジピン塩酸塩 20mgl瞳 。 25.50 

内用薬 ※マ／レツエキス（高田） マルツエキス 1 g 6.40 

内用薬 出マノレツエキス分包（高田） マルツエキス 1 g 6. 40 

内用薬
ミコフェノール酷モフェチルカプセル25 0 

ミコ 7~ノール酷モ7~チル 250mglカプセル 。 207.80 m g 「テパJ

内用薬 ミコフェノールザ酷ーモフェチルカプセル250
mg f77イ J ミコプzノ－；レ酷 モフェチル 250mglカプセル 。 207.80 

内用薬 ミノサイクリン塩酸塩騒粒2%「サヲイ」 ミノサイクリン塩酸塩 20mglg 。 12. 00 

内用薬 ⑤ミノサイクリン塩酸塩錠50mg 「サヲイJ ミノサイクリン塩酸塩 50mgl蛙 。 17. 10 

内用薬 ⑤ミノサイクリン塩酸塩瞳50mg 「トーヲJ ミノサイクリン塩酸塩 50mg l蛙 。 17. 10 

内用薬 ⑤ミノサイクリン塩酸塩錠lO・Omg 「サヲ
イJ

ミノサイクリン塩酸塩 lDOmgl蛙 。 30. 10 

内用薬 ⑤ミノサイ円ン塩酸塩錠100皿 g 「トー
ワJ

ミノサイクリン塩酸塩 lOOmgl提 。 30. 10 

内用薬 メキタジン蛇3mg 「日匡工J メキタジン 3mgl瞳 。 5. 60 

内用薬 メコパラミン蛙250μg 「JG」 メコ／号ラミン 0.25mgl瞳 。 5. 60 

内用薬 メコパラミン鮭50 0 μ g fN P」 メコ，，ラミ y 0. 5mg 1提 。 5.60 

内用薬 メコパラミン蝿500μg 「JGJ メコ，，ラミン 0. 5mg l提 。 5. 60 

内用薬 メトクロプラミド細粒 2%「ツルハラJ メトクロプラミド 2弘正 g
一 O 6. 20 

内用薬 ⑤メトクロプラミ I'蛙 5mg ry，レハラJ メトクロプラミド 5mgl瞳 。 5. 60 

内用薬 ⑤メトプロロール師酷塩蛙20mg 「トー
ワ」

メトプロロール酒石酸塩 20血 gl蛙 。 6.30 

内用薬 ⑤メトプロロール酒石酸塩鮭20mg 「YDJ メトプロロ｝ノレ酒右酸塩 20mg l蛙 。 6. 30 

内用薬
⑤メトプロローlレ酒石酷塩蛙40mg 「トー

ワj
メトプロロール酒石酸塩 40mgl提 。 6.30 

内用薬 ⑤メトプロロール掴石酷塩錠4Omg fYDJ メトプロロール酒右酸塩 40mgl蛙 。 6.30 

内用薬 メナテトレノンカプセル15mg re H」 メナテトレノン 15mglカプセル 。 20. 90 

内用薬
メベンゾラート臭化物提7. 5m g 「ツルハ

メペンゾラート臭化物 7. 5回 g1蛙 。 5. 60 
ラJ

内用薬 ユピデカレノンカプセル5mg 「日新」 ユピデカレノン 5mg lカプセル 。 5. 60 

内用薬 ユピデカレノン瞳 lOmg 「日新j ユピデカレノン 1 0 mg  1蛙 。 5. 60 

内用薬 ラニチジン瞳75mg rサワイJ ラエチジン塩酸塩 75mg l蛙 。 6. 40 

内用薬 ラニチジン錠75mg 「トーワJ ラニチジン塩酸塩 75mg l蛙 。 6. 40 

内用薬 ラニチジン蛙150mg 「サワイ」 ラニチジン塩酸塩 150mgl躍 。 8. 70 

内用薬 ラニチジン蛙150mg 「トーワJ ラニチジン塩酸塩 150mgl提 。 8. 70 

内用薬 ラベキュアパック 400 ラペプラゾーノレナトリウム・アモキシ
1シート 544. 20 

シリン水和物・クラリスロマイシン

内用薬 ラベキュアパック 800 ラベプラゾーノレナトリウム・アモキシ
1シート 721. 40 

シリン水和物・クラリスロマイシン

内用薬 ⑤ラペタロー ル塩醐瞳50mg 「トーワ」 ラベタロ－；レ塩酸塩 50mgl躍 。 6. [0 
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内用薬 ⑤ラベタロール塩酷塩瞳 lOOmg 「トーワJ ラベタロール塩酸塩 lDOmgl躍 。 9.60 

内用薬 ラベファインパック
ラベプラゾールナトリウムアモキシ 1シ｝ト 438.60 
シロン水和物・メトロェグゾーノレ

内用薬 リパロOD躍4mg ヒ’タパスタチンカ／レシウム 4mg1提 238. 70 

内用薬
リポフラピン酪酸エスアノレ頼粒10%「イセ リポプラピン酪殴エステノレ 10%lg 。 6.20 
イJ

内用薬
リポフフピン酷酷エスアノレ睦2Omg rイセ

リポフラピン酪酸エステノレ
イJ

20mg1提 。 5 40 

内用薬 リルゾール蛙50mg rAA」 日ルゾール 50mgl蛙 。 !, 106. 00 

内用薬 ロキシスロマイシン蛙 15DmgrJG」 ロキシスロマイシン 150mg1睦 。 26. 90 

内用薬
ロキソプロ 7~ンNa蛙 60mgr:Yルハ

ロキソプロフェンナトHウムホ和物
ラJ

60mgl蛙 。 5.60 

内用薬 ロラゼパム蛙0. 5m g 「サワイJ ロラゼパム 0. 5mg 1蛙 。 5 00 

内用薬 ロラゼパム蛙lm g 「サワイJ ロラゼパム 1mg1盟 。 5.60 

注射薬 ⑧アシクロヒツレ点滴静注按250mg fトー
ヲ」

アシクロピノレ 250mgl菅 。 872 

注射薬 β日三Z、JアヲJγクロピJレ点滴静注用250mg 「ト一 アシクロピノレ 250mg1瓶 。 872 

注射薬 ⑤アリプロスト注シリンジ5μg アルプロスタジル 5μglmL1筒 。 1,869 

注射築 ⑤アリプロスト注シリンジ10 μ g アルプロスタジル 10μg2mL1筒 。 2, 234 

注射薬 イオパーク 300注、ンHンジllOmL イオへキソール
6 4. 7 1判 llOmL 。 7,525 

1筒

注射薬
イオパミド－；レ30 0注シロンジ50mL

イオパミドール
61.24%50血 Ll 。 3, 375 

E歪KJ 筒

注射薬
イオパミドール30 0注シロンジ80mL

イオパミドール
6 1. 2 41も80皿Ll 。 4, 326 

rHKJ 筒

注射薬
イオパミドール30 0注シ日ンジlOOmL

イオパミドール
61. 24%100mL 。 4, 548 

HKJ 1筒

注射薬 イオパミドーJレ30 0注2OmL rHKJ イオパミ？とール
61.24%20皿Ll 。 1, 761 

瓶

注射薬
イオへキソール300注バッグlOOmL

イオへキソーノレ
6 4. 7 1拍 lOOmL 。 5, 913 

「HKJ 1袋

注射薬 イオベ9ン300住lOmL イオへキソーJレ
64. 71%10皿L1 。 796 

瓶

注射薬 イオペリン30 0住20皿L イオヘキソール
64. 71%20mL1 。 1, 289 

瓶

注射薬 ⑧イオペリン30 0注50mL イオヘキソール
6 4. 7 1拍 50mL1 。 3,483 

瓶

注射薬 ⑤イオベPン300注lOOmL イオヘキソール
64. 71%100皿L 。 5,465 

1瓶

注射薬 イオペPン35 0註20mL イオへキソ－；レ
7 5. 4 9枯20皿Ll 。 1, 795 

瓶

注射薬 ⑧イオベ日ン35 0注目皿L イオヘキソール
7 5. 4 9拍 50mL1 。 4, 178 

瓶

注射薬 ⑮イオベ目ン35 0注lOOmL イオヘキソール
75. 49%100皿L 。 6, 861 

1瓶

注射薬 ＠イセパマイシン硫酷塩注射植200mg 「サ
ヲイj

イセパマイシン硫酸塩 200mg2mL1管 。 437 

注射薬
⑧イセノミマイシン硫酸塩注射液400mg 「サ

ワイ」
イセパマイシン硫酸塩 400mg2mL1菅 。 887 

注射薬 オムニパーク 35 0注シリンジ45mL イオへキソーノレ
7 5. 4 9枯45mL1 4,847 

筒

注射薬 キシリトール注20枯シリンジ「NPJ キシリトーノレ 20%20mL1筒 。 197 

注射薬 グラニセトロン静注i直lmg 「FF P」 グラニセトロン塩酸塩 lmglmL1菅 。 1,563 

注射薬 グラニセトロン静注i寵3mg 「FF p J グラニセトロン塩酸塩 3mg3mL1菅 。 2,400 

注射薬 ＠ベンダマイシンル酷エステJレ注300m
g トーワJ

クリンダマイシンリン酸エステノレ 300mgl菅 。 188 

注射薬
⑤クリンダマイシンロン酸エステノレ注600m

• rトーワ」
クリンダマイシンリン酸エステル 600mgl菅 。 270 

注射薬
ゲザムシタピン点摘静住用 200mg 「ファイ

一」
ゲムシタピン塩酸塩 200mgl掴 。 2, 596 

注射薬 ゲムシタピン点満静注用1g 「ファイザーJ ゲムシタピン塩酸塩 1 g 1瓶 。 12, 618 

注射薬 シアノキット注射用5gセット ヒドロキソコパラミン 5 g 1旗（溶解液付） 88, 629 

注射薬 シタラピン点滴静注植400mg 「テパ」 シタラピン 400mgl瓶 。 3, 796 



区分 薬価基準収載品名 成分名 現描単位 Eお等象3発療のいと医報て算な驚m加定る品h算対袋jニ 薬価（円）

注射薬 シタラピン点、摘静注il!ilg 「テパJ シタラピン 1g1掴 。 8, 403 

注射薬 シメチジン注射液2o Omg rサヲイJ シメチジン 10%2皿 Ll管 。 56 

注射薬
セアトリアキYンNa静注用 0. 5 g 「テ

セフトリアキソンナトリウム水和物 500mgl瓶 。 382 ノ＜J

注射薬 セアトリアキソンNa静注用 1g 「テパJ セフト日アキソンナトリウム水和物 1 g 1瓶 。 444 

注射薬 ⑤テオ硫酸ナトリウム注射液 チオ硫酸ナトリウム水和物 1 0判 20mLl瓶 493 

注射薬 ドセタキセノレ点滴静注液20mg/2mL
ドセタキセノレ水和物 20mg2mL1瓶 。 12, 552 『ホスピ｝ラI

主主射薬
ドセタキゼノレ点滴静注液80mg/8mL

ドセタキセノレ水和物 80mg8mL1瓶 。 43, 164 「ホスピ｝ラI

注射薬
ドセタキセノレ点滴静注液120mg/12m

ドセタキセル水和物 120mg12mL1瓶 。 61. 946 L 「ホスピーラJ

注射薬 ドセタキセノレ点滴静註用2Om g rサヲイ」 ドセタキセル水和物
20mg0. 5mL1瓶 。 12, 552 

（溶解液付）

注射薬 ドセタキセノレ点滴静注用80mg 「サヲイ」 ドセタキセノレ水和物 80mg2mL 解l瓶世付（溶） 。 43, 164 

注射薬
ドセタキセノレ点滴静注20mg/lmLfH

ドセタキセノレ 20mglmL1瓶 。 12. 552 
E三J

注射薬
ドセタキセノレ点滴静注20mg/1皿 L fケ

ドセタキセノレ 20血 g1mL1瓶 。 12, 552 
ミファJ

注射薬
ドセタキセノレ点滴静注20mg/lmLfテ

ドセタキセル 2 0血 glmLl瓶 。 12, 552 ノ＜j

注射薬 ド「セタキセル点滴静注20mg/lmL
ト｝ワ」 ドセタキセノレ 20mglmL1瓶 。 12, 552 

注射薬
ドセタキセル点滴静注8Omg/4mL fH 

ドセタキセノレ 8 0皿 g4mL1瓶 。 43, 164 
KJ 

注射薬 ドセタキセノレ点滴静注80mg/4mL 「ケ
ドセタキセJレ 80mg4mL1瓶 。 43, 164 

ミファ」

注射薬
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL『テ

ドセタキセノレ 80mg4mL1瓶 。 43, 164 
ノミj

‘注射薬
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL
「トーワ」

ドセタキセノレ 80mg4mL1瓶 。 43, 164 

注射薬 ドプタミン点滴静注液lOOmg fFJ ドプタミン塩酸卑 lOOmgl管 。 301 

注射薬
ナファモスタットメシル酷塩注射用 lOmg

ナファモスタットメシル醍塩 lOmgl掘 。 252 
「NP」

注射薬
ナファモスタットメシル酷塩註射用 50mg

ナファモスタットメシル酷塩 50mgl瓶 。 691 fN P J 

注射薬 ハルトマン輸措「NP」 乳酸リングル 5 0 0皿 Ll聾 。 155 

注射薬 ハルトマン輸植pHS 「NPJ 乳酸リンゲル 500mL1費 。 155 

注射薬 ハルトマン輸措pHS 「NP」 乳酸リンゲノレ 1L1袋 。 273 

注射薬 ヒアルロン睦Na間部註 25mg「サワイj ヒアルロン酸ナト日ウム 1弘2. 5mL 1管 。 344 

ヒアルロン酷Na関節注25mgシリンジ
注射薬

f AF  P J ヒアルロン駿ナトリウム 1%2. 5皿 Ll簡 。 448 

注射薬 ⑤ヒ巧シY"°Na註射用 1g 「テパJ ピベラシリンナトリウム 1g1瓶 。 194 

注射築 ⑤ピベラシリンNa註射用 2g 円 パJ ピベラシリンナトリウム 2 g 1甑 。 297 

注射薬 ⑤ピベラシリンNa11用 1g 「トーワ」 ピベラシリンナトリウム 1 g 1掴 。 185 

注射薬 ⑮ピベラシリンNa注用 2g 「トーワ」 ピペラシリンナトリウム 2 g 1瓶 。 321 

注射薬
プチノレスコポラミン臭化物注20mg 「N

プチルスコポラミン臭化物 2%1mL l菅 。 56 
PJ 

注射薬 ⑤ブドウ精注20叫 fNPJ ブドウ糖 20%20皿 Ll菅 64 

注射薬 71レコナゾール静注 5Omg 「NP」 フルコナゾール 0. 1唱 50mL1袋 。 1, 475 

注射薬 フルコナゾーJレ静注10 Omg fN P」 フルコナゾール 0. 2帖 50mL1袋 。 1,475 

注射薬 フルコナゾーJレ静注 200mg 「NPJ フルコナゾ｝／レ 0.2%100mLH主 。 4, 308 

注射薬 プロチレリン酒石酸塩注0 5mg fNPJ プロチレリン酒石酸塩水和物 0. 5mg 1菅 。 502 

注射薬
ヘパリンCa注射植2万単位／20血 L 「サ

へパリンカJレ‘ンウム
20, 000単位20m 。 607 

ヲイ」 L l瓶

注射薬
へパリンCa注射i庇5万単位／ 50mLfサ

ヘパリンカルシウム
5 o. 0 0 0単位50m 。 1, 325 

ワイ」 Ll瓶

注射薬
ヘパ日ンCa注射液10万単位／lOOmL

へパリンカJレ、ンウム 100, 00 0単位10 。 1. 933 
「サワイJ OmLl瓶



区分 薬価基準収載品名 成分名 規格単位 珍お毎象男aいのとR医算叙てな援酬加定る晶に算対俊 薬価（円）

注射薬
へパロンCa皮下桂2万単位／0. 8mL ヘパHンカルシウム
「サワイJ

20, 000単位1瓶 。 733 

注射薬 命ピ'.0ミ「ノサイクリン塩酸塩点滴静注用 10 0 mg 
サヲイ」

ミノサイクリン塩酸塩 lOOmgl瓶 。 188 

桂射薬 メコパラミン注50 0 μ g 「NPJ メコ，，ラミン 0. 5mg 1菅 。 56 

註射薬 メトクロプラミド註lOmg 「テパJ メトクロプラミド O. 5%2mL1管 。 56 

注射薬
リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1 8 リュープロレリン酢酷塩 1. 88mgl情 。 20,840 
Sm g 「あすかJ

注射薬
リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1 8 リュープロレリン酢酷塩 1.88mgl情 。 20, 840 
Sm g 「NPJ 

注射薬
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3 7 リュープロレリン酢酷塩 3. 75mgl簡 。 29, 519 
Sm g 「あすかJ

注射薬
リュープロレリン酢酷塩注射用キyト3. 7 Y~ープロレリン酢酷塩 3.75mgl簡 。 29, 519 
Sm g 「NPJ 

注射薬 ⑧リンコマイシン塩醐撞300mgfNP」 日ンコマイシン塩酸塩水和物 300mglmL l管 。 99 

注射薬 ＠日ンヨマイシン塩酷塩註600mg fNP」 リンコマイシン塩酷塩水和物 600mg2mL1管 。 99 

注射薬 ワイスタール臣告静注用0 5 g 
Jえ1レパクタムナト Hウム・セフォベラ (500mg) 1瓶 。 362 
ゾンナトリウム

注射薬 ヲイスタール配合静註用 1g 
スルパタタムナトリウム・セフォベラ ( 1 g) 1瓶 。 422 
ゾンナト日ウム

注射薬 ワイスタール配合点滴静注用 1gパッグ
スルパクタムナトリウム・セフォベラ ( 1塩g）被1キット（生理 。 721 
ゾンナト Pウム 金 lOOmL付）

外用薬 ⑧アシクロピノレ軟膏5%「トワJ アシクロピル 5枯 1g 。 161.50 

外用薬 アズレン吉融用額粒o. 4% rツノレハラ」 アズレンスルホン酸ナト日ウム水和物 0. 4叫 1g 。 5 90 

外用薬 アセチロールクリーム 10叫 毘索 10%1 g 。 5. 70 

外用薬 アセチロールクリーム 20% 尿素 20判 1g 。 5. 70 

外用薬
アセトアミノフェン坐剤小児用 50mg 「J

アセトアミノフェン 50mgl個 19. 30 
GJ 

外用薬
アセトアミノフェン坐帯I小児用 lOOmg

アセトアミノフェン lOOmgl個 19. 30 
「JGJ 

外用薬
アセトアミノフェン坐舟l小児用 200mg

アセトアミノフェン 200mg l個 。 19.30 
「JGJ 

外用薬
アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒 アルキルジアミノエチルグリシン塩酷

1 0枯 lOmL 。 7.30 
用液10% fNPJ 塩

外用薬 オフロキサシン点眼液0 3%「JGJ オフロキサシン 0. 3%1mL 。 43.00 

外用薬 オフロキサシン点眼液0. 3唱「日匡工j オフロキサシン 0. 3%1mL 。 53. 10 

外用薬 オフロキサシン点眼液0. 3%「日新」 オフロキサシン 0. 3%1mL 。 43.00 

外用薬 ⑧オりプ抽「日医工J オリプ油 lOmL 21. 30 

外用薬
カルテオロール塩酸底LA点眼披1%「わか

カルテオロール塩醗塩 1枯 lmL 。 281. 80 
もとJ

外用薬
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2% rわか

カルテオロール塩酸塩 2%1mL 。 398. 30 
もと」

外用薬 クロトりマゾーノレクリーム1%『イワキ」 クロトリマゾール 1帖 1g 。 6. 90 

外用薬
クロノレへキシジングJレヨン陵塩消毒用液EW

クロルへキシジングルコン酷塩 0. 5首 lOmL 。 6. 30 0. 5% fNPJ 

外用薬 ケトチフェン点眼液0 o s% rs、l{J ケトチフェンフマル酷塩 3. 45mg5mL1瓶 。 296. 90 

外用薬 ケトチフェン点眼液0 o s% r日匡工J ケトチフェンプマル酷塩 3. 45mg5mL1瓶 。 242. 30 

外用薬 ケトチフェン点鼻液0 o s % rサワイJ ケトチフェン7＂＇＜！レ酷車
6. 048mg8mL1 。 384.50 

瓶

外用薬 ケトプロフェン坐剤 50mg 「JGJ ケトプロフェン 50mgl個 。 19. 30 

外用薬 ケトプロフェン坐剤 7Sm g 「JG」 ク：トプロフェン 75mgl個 。 22. 00 

外用薬
セチルピリジ＝ウム塩化物トローチ2皿 g

セチノレピリジニウム塩化物水和物 2mgl瞳 。 5. 60 
「イワキJ

外用薬 チエダゾール瞳蛙200mg fF」 チニダゾール 200mgl個 。 51. 20 

外用薬 チモロールXE点眼液0 2 5拍「杏林』 チモロ－1レマレイン酷塩 0. 2 5%1mL 。 364.60 

外用薬 チモロールXE点眼液0 25%fTSJ チモロールマレイン酷塩 0. 25%1mL 。 364.60 

外用薬
チモロールXE点眼植0. 2 5拍 f=" 

チモロールマレイン酷塩 0. 2 5判1皿 L 。 364.60 
トー」



区分 薬価基準収載品名 成分名 規格単位 tお等象h宛線いのと怠報算てな業酬加定る品に算対後 薬価（円）

外用薬 チモロールXE点眼液0. 5%「杏林j チモロールマレイン酷塩 0. 5%1mL 。 525. 70 

外用車 チモロールXE点眼液0. 5%「TSJ チモロールマレイン酷塩 0. 5拡 lmL 。 525. 70 

外用薬 チモロールXE点眼概0. 5%「エットーJ チモロールマレイン酷塩 0. 5%1mL 。 525. 70 

外用薬 Yeプテロールテープ0. 5m g 「タカタ」 ツロプテロール 0. 5mg 1枚 。 28. 20 

外用薬 ツロプテロールテープlmg r・？＜カタ」 ツロプテローJレ lmgl枚 。 36.90 

タト用薬 ツロプテロールテープ2mg fタカタ」 ツロプテロール 2mgl枚 。 54.60 

外用薬 ⑧テルピナフイン塩酸塩外用液1% rサワイJ テJレピナフィン塩酸塩 1%1g 。 19. 30 

外用薬 ⑤テルピナフィン塩酸塩川ーム同「サワ
イj

テルピナフィン塩酸塩 1%1 g 。 19. 30 

外用薬 ヂジフロキサシンクリーム 1%rトーワ』 ナジフロキサシン 1%1 g 。 31. 80 

外用薬 ナジフロキサシンローション 1%「トーワJ ナジフロキサシン 11もlmL 。 31. 80 

外用薬 ⑤由色ワセリン「日医工J 白色ワセリン 1 0 g 13. 50 

外用薬 ピーソフテン油性クリーム0 3% ヘパリン額融物質 1 g 。 10. 80 

外用薬 ピホナゾールクリ」ム1拍「FJ ピホナゾーノレ 1払lg 。 10. 80 

外用薬 ピホナゾールクリーム 1%[YDJ ピホナゾーノレ 11も1g 。 12. 40 

外用薬 ＠フエンタニル3日用テープ2 lmg 「テル
モJ

ブエンタニノレ 2. lmgl枚 。 1, 260. 80 

外用薬 ＠フエンタニル3日用テープ4 2mg 「テル
モ」

フエンタニル 4. 2mg 1柱 。 2,338.50 

外用薬 ＠フエンタニル3日用テープ8 4mg 「テル
モJ

フエンタニル 8. 4mg 1枚 。 4,337.40 

外用薬 ＠フエンタニ／レ3日用テープ12 日町「テ
ルモJ フエンタニル 1 2. 6mg l杖 。 6, 225. 40 

外用薬 ＠フエンタニル3日用テープ16 Smg 「テ
ルモJ フエンタエル 1 6. 8皿 gl枕 。 8, 044. 90 

外用薬 ⑧プテナフィン塩酸塩液1% rトーワ」 プテナフィン塩酸塩 11もlmL 。 30. 80 

外用薬 ⑤プテナフイン塩酸塩クトム 1%『トワJ プテナフィン塩酸塩 1%1g 。 30.80 

外用薬 プロムフェナクNa点眼植0. 1唱『日新」 プロムフzナクナトリウム水和物 0. 1%1mL 。 78. 10 

外用薬 フロラーズ点鼻揖50μg112噴霧用 フルチカゾンプロピオン酷エステル
8. 16mg16mL1 。 2,162.30 

瓶

外用薬 ペギンクリーム 10判 尿素 10%1 g 。 5. 70 

外用薬 ベギンクリーム 20% 毘素 20%1g 。 5. 70 

外用薬
へパリン類似物質外用スプレ－o. 31もry

へパリン類似物質 1 g 。 20. 20 
DJ 

外用薬
へパリン類似物質クローム0 3叫「アメ

へパリン額出物質 1 g 。 8.80 Jレ』

外用薬 ヘパリン類似物質クリーム0 3判［YDJ へパリン額四物質 1 g 。 8.80 

外用薬 ヘパリン額四物質ゲル0. 31も「アメルJ ヘパリン額四物質 1 g 。 6.60 

外用薬
へパリン類fl?!物壁ローション0. 3%「Y

へパリン顎世物置 1 g 。 8.80 
DJ 

外用薬 ヘモポ日ゾン軟膏 大腸菌夢E菌・ヒドロコノレチゾン 1 g 。 18. 00 

外用薬 ポピドンヨード液10%消毒用アプリケータ
ポピドンヨード 10%1 0皿 Ll菅 。 10.50 

「オーツカJ1 0 mL  

外用薬
ポピドンヨード液10%消毒用アプリケータ

ポピドンヨード 10%2.5皿 Ll菅 。 16. 80 「オーツカJ2 5mL 

外用薬 ポピドンヨード消毒用液10%「NPJ ポピドンヨード 10判 lOmL 。 14.60 



（参考2)

掲示事項等告示

別表第6 （平成26年3月31日まで）

区分 品名 成分名 規格単位

内用薬 アイロクーノレ錠10 一硝酸イYYノレピド lOmgl錠

内用薬 アイロクーノレ錠20 一硝酸イYYノレピド 20mgl錠

内用薬 ⑮アスタール錠50 ラベタローノレ塩酸塩 50mgl錠

内用薬 ⑤アスター崎10 0 ラベタローノレ塩酸塩 lOOmgl錠

内用薬 アスタージス錠2mg サノレプタモーノレ硫酸塩 2mgl錠

内用薬 アストプチン錠0 5mg アゼラスチン塩酸塩 0. 5mg 1錠

内用薬 アデコック錠30mg オキサトミド 30mgl錠

内用薬 アテネコ日ンーM錠7 5mg メベンゾラート臭化物 7 5mgl錠

内用薬 アテネレン頼粒1%
アズレンスノレホン酸ナトリウム水和 1%1g 
物

内用薬 アテネレン錠2mg 「ツノレハラJ
アズレンスノレホン酸ナトリウム水和 2mgl錠
物

内用薬 アドメッセン錠0 5mg アゼラスチン塩酸塩 0. 5mgl錠

内用薬 アポプりーノレ錠12. 5 カプトプリノレ 12. 5mgl錠

内用薬 アムロジピンOD錠2 5 mg rタイヨーJ アムロジピンベシノレ酸塩 2. 5mg 1錠

内用薬 アムロジピンOD錠 5mg 『タイヨ－J アムロジヒーンベシノレ酸塩 5mgl錠

内用薬 アムロジピン内用ゼ日－ 2. 5m g 「タナベ」 アムロジピンベシノレ酸塩 2. 5mgl包

内用薬 アムロジピン内用ゼリー 5mg 「タナベ」 アムロジヒ・ンベシノレ酸塩 5mgl包

内用薬 アメジニン錠lOmg アメジニウムメチノレ硫酸塩 lOmgl錠

内用薬 ⑤アノレフロシン蛙0 5m ドキサゾシンメシノレ酸塩 O. 5mg 1錠

内用薬 ⑤アノレフロシン蛙 lmg ドキサゾシンメシノレ酸塩 lmgl錠

内用薬 ⑮アノレフロシン錠2mg ドキサゾシンメシノレ酸塩 2mgl錠

内用薬 ⑤アルフロシン蛙4mg ドキサゾシンメシノレ酸塩 4mgl錠

内用薬 アレゲイン錠 10 エピナスチン塩酸塩 lOmgl錠

内用薬 アレゲイン錠20 エピナスチン塩酸塩 20mgl錠

内用薬 アロング錠5mg ベタキソローノレ塩酸塩 5mgl錠

内用薬 アロング錠lOmg ベタキソローノレ塩酸塩 lOmgl錠

内用薬 アントプロンLカプセル45 アンプロキソーノレ塩酸塩 45mglカプセノレ

内用薬 アントブロン錠15mg アンプロキYーノレ塩酸塩 15mgl錠

内用薬 アントプロンシロップ小児用o.3% アンプロキツール塩酸塩 0. 3%1mL 

内用薬 アンプロキソーノレ塩酸塩内用液0 75%「タナベJ アンプロキyール塩酸塩 0. 7 5%1mL 

内用薬 ⑤イパナシン錠200mg イプリアラポン 200mgl錠

内用薬 イプロノーノレ錠lOmg イフェンプロジノレ酒石酸塩 lOmg l錠

内用薬 イプロノ｝ノレ錠20mg イフェンプロジノレ酒石酸塩 20mgl錠

内用薬 ウガコーノレドライシロップ0 5% フェノテローノレ臭化水素酸塩 0. 5%1 g 

内用薬 ⑧ウノレサミック錠50 ウノレソデオキシコーノレ酸 50mgl錠

内用薬 ⑮ウノレサミック錠 10 0 ウノレソデオキシコーノレ酸 lOOmgl錠



区分 品名 成分名 規格単位

内用薬 ⑤ウノレデナシン錠50 ウノレソデオキシコール酸 50mgl錠

内用薬 ⑤ウノレデナシン錠 100 ウノレソデオキシコール酸 lOOmgl錠

内用薬 エクセミド散20% ゾニサミド 20%lg 

内用薬 エクセミド錠lOOmg ゾニサミド lOOmgl錠

内用薬 エパノレレスタット錠50 「0HARAJ エパ／レレスタット 50mg l錠

内用薬 エベリッサー錠50mg エベリゾン塩酸塩 5 Om g 1錠

内用薬 エベル錠50mg エベリゾン塩酸塩 5 Omg 1錠

内用薬 エポス錠lmg ジヒドロエルゴトキシンメシノレ酸塩 1mg1錠

内用薬 エポス瞳2mg ジヒドロエノレゴトキシンメシル酸塩 2mgl錠

内用薬 ⑮エリカナーノレカプセル250 セファクロノレ 250mglカプセル

内用薬 Lーグノレタミン頼粒「ヒシヤマ」 Lーグノレタミン 99%lg 

内用薬 ⑤エレナー崎5mg ニトレンジピン 5mgl錠

内用薬 塩酸タムスロシンカプセノレ0 1 「OHARAJ タムスロシン塩酸塩 O. lmg 1カプセル

内用薬 塩酸タムスロシンカプセル0 2 「0H A  RAJ タムスロシン塩酸塩 0 2mglカプセノレ

内用薬 オーネスミン細粒90% スクラルフアート水和物 90%lg 

内用薬 オフロキサシン錠 lOOmg「タナベ」 オフロキサシン lOOmgl錠

内用薬 オメプラゾーノレ錠10皿 g 「マイランJ オメプラゾーノレ lOmgl錠

内用薬 オメプラゾーノレ錠2Om g 「マイラン」 l オメプラゾーノレ 20mgl錠

内用薬 ⑤ォーレキシンドライシロップ50%小児用 セファレキシン 500mglg 

内用薬 ⑤ガスイサン錠1。 ファモチジン 1Omg1錠

内用薬 カノレγオローノレカプセノレ0 25 カノレシト日オーノレ 0. 25μglカプセノレ

内用薬 カノレニアチンS錠25 カリジノゲナ｝ゼ 25単位1錠

内用薬 カノレニアチン錠5。 カリジノゲナーゼ 50単位1錠

内用薬 カノレピキノンカプセノレ5mg ユピデカレノン 5mglカプセノレ

内用薬 カノレピキノン錠lOmg ユピデカレノン lOmgl錠

内用薬 カノレボシステイン錠500mg 「タイヨー」 カノレポシステイン 500mgl錠

内用薬 ⑤グリノラート錠25m  チアプリド塩酸塩 25mgl錠

内用薬 グリミラン錠20mg グリクラジド 20mgl錠

内用薬 グリミラン錠40mg グリクラジド 40mgl錠

内用薬 クレノレモン錠50 カリジノゲナーゼ 5 0単位1錠

内用薬 ⑤ケイサミン錠250mg トラネキサム酸 250田 g1錠

内用薬 ゲシンL錠50mg クロノレマジノン酢酸エステノレ 50mgl錠

内用薬 ケントンカプセル200mg トコフエロールニコチン酷エステル 200mglカプセノレ

内用薬 ゴスベーJレ・レパー腸博蛙 lOOmg 肝臓加水分解物 lOOmgl錠

内用薬 ⑤コレりツト蛙5mg プラパスタチンナトリウム 5mg 1錠

内用薬 ⑤コレ日ット蛙！ Omg プラパスタチンナトリウム lOmgl錠

内用薬 サイそチンS錠25 カリジノゲナーゼ 25単位1錠



区分 品名 成分名 規格単位

内用薬 サイモチン5錠50 カジジノゲナーゼ 50単位1錠

内用薬 サイロフト錠50mg エパルレスタット 50mgl錠

内用薬 サジフエンドライシロップo 1% ケトチフェンフマノレ酸塩 0. 1%1 g 

内用薬
サラゾスノレファピロジン腸溶錠500mg 「タイ サラゾスノレファピリジン 500mgl錠
ヨー」

内用薬 ⑤サノ同シン錠5mg ニセノレゴHン 5mgl錠

内用薬 ⑤シーシーエノレカプセル250mg セファクロ／レ 250mglカプセノレ

内用薬 シプキサノン錠lOOmg 塩酸シプロフロキサシン lOOmgl錠

内用薬 シプキサノン錠200mg 塩酸シプロフロキサシン 200mgl錠

内用薬 ⑤シプセロン錠20 メトプロロール酒石酸塩 20mgl錠

内用薬 ⑤シプセロン錠40 メトプロロール酒石酸塩 40mgl錠

内用薬 シプロフロキサシン錠 lOOmg 「CHJ 塩酸シプロフロキサシン lOOmgl錠

内用薬 シメチパーノレ錠200 シメチジン 200mgl錠

内用薬 シメチラン錠200mg シメチジン 200mgl錠

内用薬 シメチラン錠400mg シメチジン 400mgl錠

内用薬 ジャックマーノレ錠5 ドンベリドン 5mgl錠

内用薬 ジャックマーノレ錠10 ドンベリドン lOmgl錠

内用薬 シンセラキン錠15mg アンプロキyーノレ塩酸塩 15mgl錠

内用薬 シンパスタチン錠5mg 「0H A  RAJ シンパスタチン 5mgl錠

内用薬 シンパスタチン錠10 mg roHARAJ シンパスタチン lOmgl錠

内用薬 シンパスタチン錠20 mg roHARAJ シンパスタチン 20mgl錠

内用薬 ⑤スピロノラクトン錠25mgfタナベJ スピロノラクトン 25mgl錠

内用薬 スプラタストトシノレ酸塩カプセノレ50皿 g 「タナベj スプラタストトシノレ酸塩 50mglカプセル

内用薬
スプラタストトシノレ酸塩カプセノレlOOmg 「タナ

スプラタストトシル酸塩 lOOmglカプセル
ベ j

内用薬 ⑮精製ホ「ORYJ 精製水 lOmL 

内用薬 セエルミート細粒20% トリメプチンマレイン酸塩 20%lg 

内用薬 セエルミート錠lOOmg トリメプチンマレイン酸塩 lOOmgl錠

内用薬 セオアニン錠50 トラピジノレ 50mgl錠

内用薬 セオアニン錠100 トラピジノレ lOOmgl錠

内用薬 ⑮ゼグミユ｝ラー錠20mg メトプロローノレ酒石酸塩 一20mgl錠

内用薬 ⑮ゼグミューラー錠40mg メトプロローノレ酒石酸塩 40mg l錠

内用薬 ⑮セフ白 川プ セノ レ50mgfタナベ」 セフジエノレ 50mglカプセル

内用薬 ⑤セフジエノレカプセ川 0Omg 「タナベJ セフジ＝ノレ lOOmglカプセル

内用薬 ⑤セフジニ州、児用細粒10%「タナベJ セフジニノレ lOOmglg 

内用薬 セ｝プテンス錠25mg アテノロール 25mgl錠

内用薬 セーブテンス錠50mg アテノロール 50mgl錠

内用薬 セフポドキシムプロキセチル錠 lOOmg「タナベ」 セフポドキシム プロキセチノレ lOOmgl錠

内用薬 セブレチン錠lmg チザニジン塩酸纏 lmgl錠



区分 品名 成分名 規格単位

内用薬 セポキシム錠lOOmg セアポドキシム プロキセチノレ lOOmgl錠

内用薬 セレスナット錠30mg ジノレチアぜム塩酸塩 30mgl錠

内用薬 セレスナット錠60mg ジノレチアゼム塩酸塩 60mgl錠

内用薬 センノサイド錠12mg 「サワイJ センノシド 12mgl錠

内用薬 Yアレジン錠250mg サラゾスノレフアピリジン 250mgl錠

内用薬 ⑤ Yクワー崎5mg ニセノレゴリン 5mgl錠

内用薬 ⑤川イノレピン錠80 ザノレトプロフェン SOmgl錠

内用薬 ⑤タップラミン錠5mg プラパスタチンナトリウム 5mgl錠

内用薬 ⑤タップラミン錠lOmg プラノ、スタチンナトリウム lOmgl錠

内用薬 タムスロンOD錠0. lmg タムスロシン塩酸塩 0 lmgl錠

内用薬 タムスロンOD錠0. 2mg タムスロシン塩酸塩 0 2mgl錠

内用薬 ⑤単シロップ「ORY」 単シロップ 1 0皿 L

内用薬 チアパストンカプセノレ5mg チキジウム臭化物 5mglカプセノレ

内用薬 チアパストンカプセノレlOmg チキジウム臭化物 lOmglカプセノレ

内用薬 チアメロンカプセル5mg チキジウム臭化物 5mglカプセノレ

内用薬 チアメロンカプセルlOmg チキジワム臭化物 1 Om g 1カプセノレ

内用薬 チアメロン頼粒2% チキジウム臭化物 2%lg 

内用薬 チザニジン錠lmg「タナベJ チザニジン塩酸塩 lmgl錠

内用薬 ツノレメリン錠60mg ロキソプロフェンナトリウム水和物 60mgl錠

内用薬 ツロプニストDs 0 1 % ツロプテローノレ塩酸塩 o. 1%1 g 

内用薬 ディーアルフアカプセノレ0. 2 5 アノレファカノレシドーノレ 0 25μglカプセノレ

内用薬 テイガスト内服液10% スクラノレフアートホ和物 10%lmL 

内用薬 デトメファン錠15mg
デキストロメトノレファン臭化水素酸 15mg1錠
塩水和物

内用薬 ⑮テラセフロン細粒lOOmg小児用 セフテラム ピボキシノレ lOOmglg 

内用薬 ⑤ Fナシン錠0. 5m ドキサゾシンメシノレ酸塩 0 5mgl錠

内用薬 ⑤ドナシン錠lmg ドキサゾシンメシノレ酸塩 1 mg 1錠

内用薬 ⑤ドナシン錠2mg ドキサゾシンメシノレ酸塩 2mg l錠

内用薬 ⑤ドナシン錠4mg ドキサゾシンメシノレ酸塩 4mgl錠

内用薬 ドネベジノレ塩酸塩OD錠3mg 「タイヨー」 ドネベジノレ塩酸塩 .3mg 1錠

内用薬 ドネベジノレ塩酸塩OD錠5mg 「タイヨ－J ドネベジノレ塩酸塩 5mgl錠

内用薬 ⑮ドネベジル塩酸塩錠3mg 「タイヨ－J ドネベジノレ塩酸塩 3mgl錠

内用薬 ⑤ドネベジノレ塩酸塩錠5mg「タイヨー」 ドネベジノレ塩酸塩 5mgl鑓

内用薬 トランドラプリノレ錠0 5mg「OHARAJ トランドラプリノレ 0. 5mg 1錠

内用薬 トランドラプリル錠lmg 「OHARAJ トランドラプリノレ lmgl錠

内用薬 トラントーワ錠0 5mg トランドラプリル 0. 5mgl錠

内用薬 トラントーヲ錠lmg トランドラプリノレ lmgl錠

内用薬 トリアゾラム錠0 125m g 「タナベJ トリアゾラム 0 125mgl錠



区分 品名 成分名 規格単位

内用薬 トリアゾラム錠0 25mg「タナベj トリアゾラム O 25mgl錠

内用薬 ⑤ ドノレナリン錠20,, g ベラプロストナトリウム 20,,gl錠

内用薬 ⑮ ドノレナリン錠40,, g ベラプロストナトロウム 40,,gl錠

内用薬 トロンヘイム蛙 50mg トフィソ／＜ム 50mgl錠

内用薬 ドンベリドン錠5mg 「タナベJ ドンベリドン 5mgl錠

内用薬 ドンベリドン錠lOmg 「タナベJ ドンベリドン 1 Om g 1錠

内用薬 ⑤ニザチジンカプセル75mg 『OHARAJ ＝ザチジン 7 5.m g 1カプセノレ

内用薬 ⑤＝ザチジンカプセ川 50mg 「OHARAJ ニザチジン 150mglカプセノレ

内用薬 ⑤ニザトリックカプセ川 5m ニザチジン 75mglカプセノレ

内用薬 エザトリック錠150mg ニザチジン 150mgl錠

内用薬 ニソミナ｝ド錠5mg ニyノレジピン 5mgl錠

内用薬 ニYミナード錠lOmg ニYノレジピン lOmgl錠

内用薬 ニチカイン頼粒 20%
ピベリジノアセチノレアミノ安息香酸 20%1g 
エチノレ

内用薬 ＝チカイン錠 lOOmg
ピベリジノアセチノレアミノ安息香酸 lOOmgl錠
エチノレ

内用薬 ニプエラートカプセ／レ5mg ニプェジピン 5mglカプセゾレ

内用薬 ニフエラートカプセノレ10血 g ＝フェジピン lOmglカプセル

内用薬 ⑮乳糖水和物（結晶） 「ORYJ 乳糖水和物 1 0 g 

内用薬 ⑤乳椋水和物（粉末） 「OR Y」 乳糖水和物 1 0 g 

内用薬 ニュートライド錠12. 5mg ヒドロクロロチアジド 1 2. 5mg 1錠

内用薬 ニュートライド錠25mg ヒドロクロロチアジド 25mgl錠

内用薬 ⑮ニノレジラート錠2 ニノレパジピン 2mgl錠

内用薬 ⑤エノレジラート錠4 ニノレパジピν 4mgl錠

内用薬 ノイクロニツク錠5 エトラゼパム 5mgl錠

内用薬 ハイシジン蛙200mg チニダゾーノレ 200mgl錠

内用薬 ハイシジン提 500mg チニダゾーノレ 500mgl錠

内用薬 ノ、イフスタン散10%
デキストロメトルファン臭化水素酸

10%1 g 
塩水和物

内用薬 パイラプ頼粒10% リポフラピン酪酸エステノレ lOo/olg 

内用薬 パイラプ錠2Omg リボフラピン酪酸エステノレ 20mgl錠

内用薬 ⑤ハッカ水「ORYJ ハッカ水 lOmL 

内用薬 ハピスオ／レ鮭4mg プロムへキシン塩酸塩 4mgl錠

内用薬 ハピスオJレシロップ0. 0 8% プロムへキシン塩酸塩 0. 08%1mL 

内用薬 パンピオチン散（ 2 0 %) パンテチン 20%1g 

内用薬 ピオトーワ錠25mg ベンフォチアミン 25mgl錠

内用薬
ピコスノレフアートナトリウム内用液0. 7 5%「タナ

ピコスノレフアートナトリウム水和物 0. 7 5%1mL 
ベJ

内用薬 ピソポロン錠4mg プロムへキシン塩酸塩 4mgl錠

内用薬 ピタミロアノレファカプセル0. 25,,g アノレファカノレシドーノレ 0. 25,,glカプセノレ

内用薬 ピタミロアノレファカプセノレ0. 5J<g アルファカノレシドーノレ 0. 5,,glカプセノレ



区分 品名 成分名 規格単位

内用薬 ピタミロアノレファカプセノレlμg アルファカノレシドール 1 μ g 1カプセノレ

内用薬 ピタミロアルファカプセノレ3μg アルファカノレシドーノレ 3 μ g 1カプセノレ

内用薬 ピチオローノレ錠5mg ピンドロ｝ノレ 5mgl錠

内用薬 ピネロロ提 25mg ジフェニドーノレ塩酸塩 2 5皿 g1錠

内用薬 ピラミスチン散1% トリヘキシフェニジノレ塩酸塩 1%lg 

内用薬 ⑤ピラミスチン錠2mg トリヘキシフェニジノレ塩酸塩 2mgl錠

内用薬 ピリンガノレ錠5mg ピンドローノレ 5mgl錠

内用薬 ヒノレスカミン錠5mg ニトラゼパム 5mgl錠

内用薬 ピンガスト頼粒90%  スクラノレフアート水和物 90%lg 

内用薬 ファンデヒーデ錠1mg  オキシプチニン塩酸塩 lmgl鑓

内用薬 v EニコチネートカプセノレlOOmg トコフエロ｝／レ＝コチン酷エステ／レ lOOmg lカプセル

内用薬 フォ日クロン細粒2% メトクロプラミド 2% 1 g 

内用薬 ⑤フォリクロン錠5 メトクロプラミド 5mgl錠

内用薬 ブチキノン錠lOOmg ト日メブPチンマレイン酸塩 lOOmgl錠

内用薬 プラチピットカプセル0 25μg アルファカルシドール 0 25μglカプセノレ

内用薬 フラポサート錠200mg フラボキサート塩酸塩 200mgl錠

内用薬 プレミネント配合錠
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロ

1錠
チアジド

内用薬 プロカプチン錠25 プロカテロ｝ノレ塩酸塩水和物 0 025mgl錠

内用薬 ⑤プロデック錠50mg アロプリノーノレ 50mgl錠

内用薬 ⑤プロデック錠lOOmg アロプリノーノレ lOOmgl錠

内用薬 ⑮ベザスターSR錠 10 0 ベザフィプラート lOOmgl錠

内用薬 ⑤ベザフィプラート SR錠 lOOmg 「タナベ」 ベザフイプラート lOOmgl錠

内用薬 ⑤ベストノレナー錠20 ベラプロストナトリウム 2 0 μ g 1錠

内用薬 ベタメノーノレ錠5 カルテオローノレ塩酸塩 5mgl錠

内用薬 ペリンシーノレ錠2mg ベリンドプリノレエノレブミン 2mgl錠

内用薬 ペリンシール錠4mg ベロンドプ目ノレエノレプミン 4mgl錠

内用薬 ベルクスロン頼粒40%  アシクロピツレ 40%1g 

内用薬 ベノレクスロン錠200 アシクロピノレ 200mgl錠

内用薬 ベノレタスロン錠400 アシクロピノレ 400mgl錠

内用薬 ヘノレパミン錠5 デノパミン 5mgl錠

内用薬 へノレパミン錠10 デノパミン 1 0血 g1錠

内用薬 ベンクノレシン錠12mg センノシド 12mgl錠

内用薬 ポスチニン錠lmg オキシブチニン塩酸塩 lmgl錠

内用薬 ホモクリシン錠 lOmg ホモクロノレシクリジン塩酸塩 1 0血 g1錠

内用薬 ポラジットシロップ0 04% 
dークロノレフェニフミンマレイン酷

0 04%10mL 
塩

内用薬 ポロセーブカプセノレ0 25μg アルファカノレシドール 0. 25μglカプセノレ

内用薬 ポロセーブカプセノレ0 5μg アルファカノレシドール 0. 5μglカプセノレ



区分 品名 成分名 規格単位

内用薬 ポロセープカプセノレlμg アノレファカノレシドーノレ 1 μ g 1カプセノレ

内用薬 ポロセーブカプセノレ3μ g アノレファカノレシドーノレ 3μglカプセノレ

内用薬 ⑧マエジロット蛙 5mg マニジヒ・ン塩酸塩 5mgl錠

内用薬 ⑤マニジロ yト提1Om  マニジピン塩酸塩 lOmg l錠

内用薬 ⑮マニジロット蛙 20mg マニジピン塩酸塩 20mgl錠

内用薬 ※ マノレツエキス分包（和光堂） マJvツエキス 1 g 

内用薬 ※マノレツエキス（和光堂） マノレ、Yエキス 1 g 

内用薬 ⑤ミノトーワ錠50 ミノサイクリン塩酸塩 50mgl錠

内用薬 ⑤ミノトーワ錠100 ミノサイクロン塩酸塩 lOOmgl錠

内用薬 ミノベン頼粧2% ミノサイクリン塩酸塩 20mglg 

内用薬 ⑤ミノベン錠50 ミノサイクリン塩酸塩 50mgl錠

内用薬 ⑤ミノベン錠10 0 ミノサイクリン塩酸塩 lOOmgl錠

内用薬 ムコトロン龍250mg カノレポシステイン 250mgl錠

内用薬 ムコトロンシロップ5判 カノレポシステイン 5%1mL 

内用薬 ⑮メイントーワ錠2 5 ピソプロローノレフマノレ酸塩 2. 5mg l錠

内用薬 ⑤メイントヲ錠5 ピソプロローノレフマノレ酸塩 5mgl錠

内用薬 ⑤メインハーツ錠2. 5 ピソプロローノレフマノレ酸塩 2. 5mg 1錠

内用薬 ⑤メインハーツ錠5 ピYプロローノレフマノレ酸塩 5mgl錠

内用薬 メキタゼノン錠3mg メキタジン 3mgl錠

内用薬 メキタック錠lmg チザニジン塩酸塩 lmgl錠

内用薬 メコパ7イド錠50 0 μ g メコパラミン 0 5mgl錠

内用薬 メナテトレノンカプセノレ15mg 「タナベ」 メナテトレノン 15mglカプセノレ

内用薬 ⑤メニタジン錠6mg ベタヒスチンメシノレ酸塩 6mgl蛙

内用薬 ⑤メニタジン錠 12mg ベタヒスチンメシノレ酸塩 12mgl錠

内用薬 モスパン蛙 100 カモスタットメシノレ酸塩 lOOmgl錠

内用薬 ⑤モミアロン錠lOmg ファモチジン lOmgl錠

内用薬 ⑤モンタノレジー錠200mg イプロフラポン 200mgl錠

内用薬 ヤトリップカプセノレ300 イコサベント酸エチノレ 300mglカプセル

内用薬 ユーパン提0. 5mg ロラゼパム 0. 5mg 1蛙

内用薬 ユーパン鮭 1. Omg ロラゼパム lmgl錠

内用薬 ヨウアジーノレ錠lOmg イフェンプロジノレ酒石酸塩 lOmgl錠

内用薬 ヨウアジーノレ錠20mg イフェンプロジノレ酒石酸塩 20mgl錠

内用薬 ヨウチアゼム錠30田 g ジノレチアゼム塩酸塩 30mgl錠

内用薬 ヨウチアゼム錠60mg ジノレチアゼム塩酸塩 60mgl錠

内用薬 ⑤ラクデーン錠25田 g スピロノラクトン 25mgl錠

内用薬 ラデン錠75 ラニチジン塩酸塩 75mgl錠

内用薬 ラデン錠15 0 ラニチジン塩酸塩 150mgl錠



区分 品名 成分名 規格単位

内用薬 ラェザック錠75 ラニチジン塩酸塩 75mgl錠

内用薬 ラニザック錠15 0 ラニチジン塩酸塩 150mgl錠

内用薬 ラミテクト錠12 5mg テノレピナフィン塩酸塩 125mgl錠

内用薬 ⑧リダックM錠5 プラパスタチンナトリウム 5mgl蛙

内用薬 ⑤ UダックM錠 10 プラパスタチンナトリウム lOmgl錠

内用薬 日ポラM錠5 シンパスタチン 5mgl錠

内用薬 ⑤レニメツク錠2. 5 エナラプリルマレイン酸塩 2 5 mg 1錠

内用薬 ⑮レニメック錠5 エナラプ日ノレマレイン酸塩 5mgl蛙

内用薬 ⑤レニメック錠10 エナラプリノレマレイン酸塩 lOmgl錠

内用薬 ⑤レモナミン錠0. 7 5mg ハロベ日ドーJレ 0. 7 5mg 1蛙

内用薬 ⑮レモナミン錠1田 g ハロベリド｝／レ lmg l錠

内用薬 ⑮レモナミン錠1 5mg ハロベリドーIレ 1 5 mg 1錠

内用薬 ⑤レモナミン錠2mg ハロベリドール 2mgl錠

内用薬 ⑤レモナミシ錠3mg ハロベリドール 3mgl錠

内用薬 ロキシスロマイシン錠 15 0田 g 「タナベ」 ロキシスロマイシン 150mgl錠

注射薬 アス日カンディスポ関節注25mg ヒアノレロン酸ナト日 ウム 1%2. 5mL 1筒

注射薬 イオへキツーノレ300注lOOmL 「HKJ イオヘキソーノレ
64. 71%100皿 Ll

袋

注射薬 イオベリン注300 イオへキソーノレ 64 71%10mL1瓶

注射薬 イオベリン注300 イオへキYーノレ 64 71%20mL l瓶

注射薬 イオベリン注300 イオへキYール 64 71%50mL1瓶

64 71%100mL1 
注射薬 イオベリン注300 イオヘキyーノレ

瓶

注射薬 イオベリン注350 イオへキY－ノレ 75 49%20皿 L1瓶

注射薬 イオペリン注350 イオへキyーノレ 75. 49%50mL1瓶

注射薬 イオペリン注350 イオヘキソーノレ
75 49%100mL1 

瓶

注射薬 ⑮イセシン注射液200mg イセパマイシン硫酸塩 200mg2mL1管

注射薬 ⑤イセシン注射液400mg イセパマイシン硫酸塩 400mg2mL1管

注射薬 カプロシン注2万単位／ 20mL ヘパリンカルシウム
2 0, 0 0 0単位2OmL 

1瓶

注射薬 カアロシン注5万単位／5OmL ヘパリンカ／レシウム
50, 000単位5OmL 

1瓶

注射薬 カプロシン注 10万単位／ lOOmL へパリンカルシウム
100, 000単位10 0 

mLl瓶

注射薬 カプロシン皮下住2万単位／ 0. SmL へパリンカルシウム 20, 000単位1瓶

注射薬 グラニセトロン静注液lmg 「EX」 グラニセトロン寝酸底 1皿 glmLl管

注射薬 グラニセトロン静注液3mg 「EX」 グラニセトロン塩酸塩 3mg3mL1管

注射薬 シメチパーノレ注射液200田 g シメチジン 10%2mL1管

注射薬 スポラミン注20mg プチノレスコポラミン臭化物 2%1mL1管

注射薬 セフトリアキYンナトリウム静注用 0. 5 g 「タイ
セフトリアキソンナトリウム水和物 500mgl瓶ヨーj

注射薬 ⑮タイベラシリン注射用 1g ピベラシリンナトリウム 1 g 1瓶

注射薬 ⑤タイベラシリン注射用 2g ピベラシリンナトFウム 2 g 1瓶



区分 品名 成分名 規格単位

注射薬 注射用パスロン 10 ナフアモスタットメシノレ酸塩 lOmgl瓶

注射薬 注射用パスロン50 ナフアモスタツトメシノレ酸塩 50mgl瓶

注射薬 注用ワイスターノレ1gパッグS
スノレパクタムナトリウム・セフオベ ( 1 g 塩）液1キット（生理食
ラゾンナト日ウム lOOmL付）

注射薬 ドプタミン点滴静注液lOOmg ドプタミン塩酸塩 lOOmgl管

注射薬 2 0%キシリトーノレ注シリンジ「NPJ キシリトーノレ 20%20mL1筒

注射薬 ハイトコパミンM注 500μg』
メコノ〈ラミン 0 5mgl管

注射薬 ハロソン関節注25mg ヒアノレロン酸ナトリウム 1%2. 5mL1管

注射薬 ハJレトマン棺－ fH D」 乳酸リンゲノレ 500mL1袋

注射薬 ハルトマン植pH: 8-fHDJ 乳酸リンゲル 500mL1袋

注射薬 ハノレトマン掠pH: 8－「HDJ 乳酸リングノレ 1L1袋

注射薬 ⑤ハンダラミン注300mg クリンダマイシンリン酸エステノレ 300mgl菅

注射薬 ⑤ハンダラミン注600mg クリンダマイシンリン酸エステノレ 600mg l管

注射薬 ヒシダリン注0 5mg プロチレリシ酒石酸塩水和物 0. 5mg 1菅

注射薬 ⑮ブドウ糖注「ヒシヤマJ2 0% ブドウ糖 20%20mL1管

注射薬 ⑮プランジン注用 1g ピベラシリンナトりウム 1 g 1瓶

注射薬 ⑤プランジン注用2g ピベラシリンナト日ウム 2 g 1瓶

注射薬 フノレタンゾーノレ注o.1 % フノレコナゾーノレ 0. 1%50mL1袋

注射薬 フルタンゾーノレ注0 2%' フノレコナゾーノレ O. 2%50mL1袋

注射薬 フルタンゾーノレ注o.2% プノレコナゾーノレ 0. 2%100mL1袋

注射薬 ベラプリン注lOmg メトクロプラミド 0. 5%2mL1管

注射薬 ⑮ベルクスロン注射液250 アシクロピノレ 250mgl管

注射薬 ベノレクスロン点滴静注用 250mg アシクロピノレ 250mgl瓶

注射薬 ⑮ミノベン点滴静注用 lOOmg ミノサイクリン塩酸塩 10Omg1瓶

注射薬 モイオパミン注30 0シリンジ イオパミドーノレ 61. 24%50mL1筒

注射薬 モイオパミン注300シPンジ イオパミドーノレ 61. 24%80mL1筒

注射薬 モイオパミン注300シリンジ イオパミドーノレ
61 24%100mL1 

筒

注射薬 モイオパミン300注20mL イオパミドーノレ 61. 24%20mL1瓶

注射薬 ⑤リンコメイス注300mg リンコマイシン塩酸塩水和物 300mglmL1管

注射薬 ⑮リンコメイス注600mg リンコマイシン塩酸塩水和物 600mg2mL1管

注射薬 ロゼクラ｝ト静注用 1g セフトリアキソンナトリウム水和物 1 g 1瓶

注射薬 ワイスターノレ静注用 0. 5 g スノレパクタムナトリウム・セフォベ (500mg) 1瓶
ラゾンナト日ウム

注射薬 ワイスターノレ静注用 1g スノレパクタムナトリウム・セフォベ ( 1 g) 1瓶
ラゾンナトリウム

外用薬 アイコザーノレクリーム 1% ピホナゾーノレ 1%lg 

外用薬 アセチローノレ軟膏10 尿棄 10%1 g 

外用薬 アセチロール軟膏20 尿素 20%lg 

外用薬 アセトアミノフェン坐剤小児用 50mg 「タナベ」 アセトアミノフェン 50mgl個

外用薬 アセトアミノフェン坐剤小児用 lOOmg 「タナベJ アセトアミノフェン lOOmgl個



区分 品名 成分名 規格単位

外用薬 アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg 「タナベ」 アセトアミノフェン 200mg l個

外用薬 アテネレン吉敷用頼粒0 4% アズレンスノレホン酸ナトリウム水和
0. 4% 1 g 

物

外用薬 オフロキサシン点眼液0 3%「タナベ」 オフロキサシン 0. 3'/olmL 

外用薬 オフロキサット点眼液0. 3% オフロキサシン 0 3%1mL 

外用薬 ⑤オリブ泊「ORYJ オリプ油 lOmL 

外用薬 オールカットE W液（ 0. 5%) クロノレヘキシジングルコン酸塩 0. 5%1 OmL 

外用薬 クラドイド外用スプレー0. 3% へパリン類似物質 1 g 

外用薬 クラドイド軟膏0 3% ヘパリン類似物質 1 g 

外用薬 クラドイドローション0 3% へパリン類似物質 1 g 

外用薬 クロストリンクリーム 1% グロトリマゾーノレ 1'/olg 

外用薬 ケトテン点眼液0 05% ケトチフェンフマノレ酸塩 3. 45mg5mL1瓶

外用薬 ケトテン点鼻液0. 0 5% ケトチフェンアマル酸塩 6 048mg8mL1瓶

外用薬 ケトプロフェン坐剤50mg 「タナベ」 ケトプロアェン 50mgl個

外用薬 ケトプロフェン坐剤75m g fタナベj ケトプロフェン 75mgl個

外用薬 スプロールトローチ 2mg セチノレピリジ＝ウム塩化物水和物 2mgl錠

外用薬 タリキサシン点眼液0. 3% オフロキサシン 0. 3%1mL 

外用薬 ツロプニストテープ0. 5mg ツロプテローノレ 0 5mgl枚

外用薬 ツロブニストテ｝プlmg ツロプテローノレ lmgl枚

外用薬 ツロプ＝ストテープ2mg ツロプテローノレ 2皿 g1枚

外用薬 ナジロキサンクリーム 1% ナジフロキサシン 1%1 g 

外用薬 ナジロキサンローション 1% ナジフロキサシン 1%1mL 

外用薬 ハイシジン陸錠200mg チニダゾーノレ 200mgl偲

外用薬 ⑤白色ワセ日ン「ORYJ 白色ワセリン 1 0 g 

外用薬 ヒシパンチ消毒液10% アノレキノレジアミノエチルグリシン塩
10%10mL 

酸塩

外用薬 ヒシヨード消毒液10% ポピドシヨード 10%10mL 

外用薬 フマルフェン点眼液0. 0 5% ケトチフェンフマノレ酸塩 3 45rng5mL1瓶

外用薬 ベギン軟膏10 原素 10'/olg 

外用薬 ベギン軟膏20 尿素 20'/olg 

外用薬 ヘパダームゲノレ0 3% へパリン類似物質 1 g 

外用薬 ヘパダーム軟膏0 3% へパリン類似物質 1 g 

外用薬 ベノレタスロン軟膏5% アシクロピノレ 5% 1 g 

外用薬 ⑤メリーダム液1% プテナフィン塩酸塩 1%1mL 

外用薬 ⑮メリーダムクトム 1% プテナフィン塩酸塩 1%lg 

外用薬 ⑤ラミテクト外用液1% テノレピナフィン塩酸塩 1%lg 

外用薬 ⑤ラミテクトクリーム 1% テノレピナフィン塩酸塩 1%1 g 

外用薬 レンチェンスクリーム 1% ピホナゾーノレ 1%1 g 


