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関係団体御中

事務連絡
平成 24年9月28日

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、別添の左おり地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管部(局)国
民健康保険主管課(部)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)あて連絡したので、お知らせします。



事務連絡
平成24年 9月 28日

⑧
 
御中

地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)

国民健康保険主管課(部 )
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)

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

使用薬剤の薬価(薬価基準) (平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準J.と
いう。)及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲
示事項等J(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24年厚生労働省告示第533号及び第534号をもって改正され、平成24年10月
1日から適用されるところですが、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。

記

「日本薬局方の全部を改正する件J(平成23年厚生労働省告示第65号)に基づく経過
措置期間については、平成24年 9月30日をもって終了することから、薬価基準の別表の
収載品(内用薬373品目、注射薬14品目及び外用薬26品目)及び掲示事項等告示の別表
第 2の収載品(内用薬4品目及び注射薬8品目)について名称変更するものであること。



1 内用薬 アーチスト蛙1. 25mg ⑮アーチスト提 1. 25mg 別表第l部

2 内用薬 アーチスト蛙2. 5mg ⑧アーチスト錠2. 5mg 別表第l部

3 内用薬 アーチスト鮭10mg ⑤アーチスト蛙 10mg 別表第1部

4 内用薬 アーチスト錠20mg ⑮アーチスト蛙20mg 別費第1部

5 内用薬 アテノート錠 10 ⑧アテノート錠 10 別表第l部

6 内用薬 アテノート錠20 ⑧ァテノート錠20 別表第l部

7 内用薬 アエスト範10 ⑤アエス鳩山 別表第1部

8 内用薬 アポラスノン鮭25mg ⑧アポラスノン錠25mg 別費第1部

9 内用薬 アミノパクト配合穎粒 ⑧アミノパクト配合脚 別表第l部

10 内用薬 アミノマイラン配合頼粒 ⑧ァミノマイラン配合頼粒 別表第l部

11 内用薬 アメ ⑧コウイ 別表第1部

12 内用薬 アルジキサール錠5 ⑧アJレジキサール錠5 別表第1部

13 内用薬 アノレジキサール錠 10 ⑧ アノレジキサーノレ錠10 別表第l部

14 内用薬 アルセチン錠5 ⑧アルセチン錠5 別表第1在日目

15 内用薬 アルセチン錠 10 ⑧アルセチン錠10 別表第l部

16 内用薬 アレギサーノレ盤5mg ⑧アレギサール錠 5，mg 別表第1部

17 内用薬 アレギサーJレ蛙10mg @アレギサー崎10mg 別表第1部

18 内用薬 アレギサールドフイシロップO. 5% ⑧アレギサーノレドライyロップO. 5% 別表第1部

19 内用薬 アレンドロン酷蛙5mg fSNJ ⑤アレンドロン酷龍5mgfSNJ 別表第1部

20 内用薬 アレンドロシ酸鑓5'n:l_g fタイヨー」 ⑮アレンドロン醐5mg fタ イ トJ 別表第l部

21 内用薬 アレンドロン酷蛙5出g fDKJ ⑤アレンドロン酷瞳5m'g fDKJ 別喪第1部

22 内用薬 アレンドロン酷瞳35mg fタイヨー」 ⑮アレンドロン酷蛙35mg fタ イ トJ 別表第l部

23 内用薬 アンプラーグ細粒 10判 ⑤ ア ン プ ラ ー グ 細 創 刊 別表第1部

24 内用薬 アンプラーグ蛙50mg ⑮アンプラーグ躍50mg 別表第1部

25 内用薬 アンプラーグ錠100mg ⑧アンプラーグ錠 100mg 別畢第1部

26 内用薬 ウロナベリン錠 10 ⑧ ゥロナベHン錠10 別表第1部

27 内用薬 ウロナベリン錠20 ⑧ウロナベ日曜日 別量第1部

28 内用薬 エースコール躍lmg ⑤エースコール蛙 Img 別表第1部

29 内用薬 冒エースコール誼2mg ⑮エースコール提2mg 別表第1部

30 内用薬 エースコール瞳4mg ⑮エースコール瞳4mg 別表第l部

31 内用薬 エパスチンOD蛙 5mg fSNJ ⑤エパスチンOD瞳 5mg fSN'J 別表第1部

32 内用薬 エパスチンOD蛙 5mg fN'PJ ⑤エパスチンOD蛙 5mg fNPJ 別表第1部

33 内用薬 エパスチンOD提 5mg fタイヨーJ ⑧エパスチンOD蛙 5mg rタイヨーJ 別表第l部

34 内用薬 エパスチンOD錠 5mg fDKJ ⑤エパスチンOD提 5m'g fDKJ 別表第l部

35 内用薬 エパスチンOD蛙 5mg f日匡工J ⑧エパスチンOD瞳 5mg f!3医工J 別表第l部

36 内用薬 エパスチンOD蛙 10mg fSNJ ⑧エパスチンOD蛙 10mg fS.NJ 別表第l部

37 内用薬 エパスチンOD提 10mg fNPJ @エパスチンOD蛙 10mg fNPJ 別表第1部

38 内用薬 エパスチンOD龍 10mg fタイヨー」 ⑤ヰパスチンOD躍 10mg rタイヨーJ 別表第1部

39 内用薬 エパスチンOD盤 10mg fDKJ ⑤エパスチンOD蛙 10皿 g fDKJ 別表第1部

40 内用薬 エパスチンOD提 10mg r日匡工」 ⑮エパスチンOD蛙 10mg f日!l[工J 別表第1部

41 内用薬 エパスチン提5mg fCHJ ⑮エパスチン蛙5mg fCHJ 別表第1部

42 内用薬 エパスチン蛙5mg fトーワJ ⑮エパスチン蛙5mg fトーワJ 別表第1部

43 内用薬 エパスチン蛙5mg r日匿工J ⑮エパスチン蛙5mg r日匡工」 別表第1部

44 内用薬 エパスチン蛙5mg rマイラン」 ⑮エパスチン提5mg f-vイラン」 別表第l部

45 内用薬 エパスチン錠 1Omg TCHJ ⑤エパ只チン蛙10阿 rCHJ 別表第l部



46 内用薬 エパスチン提 10mg rトーワ」 ⑤エパユチン蛙 10mg rトーワ」 別表第1部

47 内用薬 エパスチン提1Omg r日匡工」 ⑧エパユチン提 10mg r日医工J 別表第l部

48 内用薬 エパスチン蛙10皿.rマイランJ ⑧エパスチン鮭10mg rマイラン」 別表第l部

49 内用薬 塩酸タムスロシン錠O. 1 rEKJ ⑧塩酸タムスロシン錠O. 1 rEKJ 別表第l部

50 内用薬 塩酸タムスロシン錠O. 2 rEKJ ⑤塩酸タムスロシン錠O. 2 rEKJ 別表第l部

51 内用薬 塩酸プロピベDン錠 10 rKNJ ⑧塩酸プロピペリン錠10 rKNJ 別表第1部

52 内用薬 塩酸プロピベ日ン錠10 rタツミJ ③塩酸プロピペリン錠10 rタツミJ 別表第1部

53 内用薬 塩酸プロピベFン錠 lOmg 下アメルJ ⑧塩酸プロピベ抑制 Omg rアメル」 ~IJ表第l部

54 内用薬 塩酸プロピベリン錠 10mg fSKKJ ⑧塩酸プロピベ抑制 Omg rSKKJ ~IJ表第1部

55 内用薬 塩酸プロピベ日ン錠 1Omg rS、"J ⑧塩酸プロピベリン錠1Omg rSWJ 別表第l部

56 内用薬 塩酸プロピベロン錠20 fKNJ ⑧塩酸プロピベリン錠20 rKNJ 別表第l部

57 内用薬 塩酸プロピベPン錠20 rタツミ」 ③塩酸プロピベル錠20 r夕刊 別喪第1部

58 内用薬 塩酸プロピベDン錠20mg rアメノレJ ⑧塩酸プロピペリン錠20mg rアメルJ 別表第l部

59 内用薬 塩酸プロピベロン錠20mg fSKKJ ⑮塩酸プロピベリン睦20mg rSKKJ 別表第1部

60 内用薬 塩酸プロピベFン錠20mg fSWJ ⑧塩酸プロピベリン錠20mg fSWJ 別表第1部

61 内用薬 塩酸ロキサチジンアセタート錠 37.5 rKNJ ⑧塩酸ロキサチジンアセタート錠37. 5 rKNJ ~IJ表第1部

62 内用薬 塩酸ロキサチジンアセタート錠 75 fKNJ ⑧塩酸ロキサチジンアセタート錠75 fKNJ 買IJ表第l部

63 内用薬 ガスモチン散1% ⑧ガスモチY散 1% ~IJ表第l部

64 内用薬 カyセキ ⑧ヵッセキ 別表第1部

65 内用薬 カデメシン錠 1m. ⑧カデメシン錠1m. 別表第l部

66 内用薬 :!Jデメシン錠2m. ⑧ヵデメシン錠2m. 別表第1部

67 内用薬 カノレタレチン錠250 ⑤カルタレチン錠250 別表第l部

68 内用薬 カノレタレチン錠500 ⑧カノレタレチン錠500 別表第l部

69 内用薬 カルデナリン錠4m. ⑧カルデナリン錠4m. 別表第l部

70 内用薬 カノレドナン蛙 1m. ⑤カルドナY錠 1m. 別表第1部

71 内用薬 カルドナン錠2m. ⑮カJレドナン蛙2m. 別表第l部

72 内用薬 カルパドゲン提O. 5mg ⑧カルパドゲン錠O. 5m 別表第1部

73 内用薬 カノレパドゲン錠1m. @カlレパドゲン龍 1m. 別表第1部

74 内用薬 カルパドゲン蛙2m. ⑤カJレパドゲン蛙2m. 別費第l部

75 内用薬 カルパドグン錠4m. ⑧カノレパドグン錠4m. 別表第l部

76 内用薬 グロメピPド錠1mg rイセイJ ③グリメピリド錠1mg r枯れ 別表第1部

77 内用薬 グ日メピリド錠 lmg fAAJ ⑧グリメピリド錠lmg fAAJ 別表第1部

78 内用薬 グ日メピリド錠 lmg fAFPJ ⑧グリメピリド錠 lmg fAFPJ 別嚢第1部

79 内用薬 グリメピリド錠 1m g rオーハラ」 ⑧グロメピリド錠 1m g rオー巧J 別表第l部

80 内用薬 グリメピリド錠1m g r杏林J ⑤グロメピHド錠1rng r杏林J 別表第l部

81 内用薬ー グリメピリド錠lmg fKNJ ⑧ グFメピリド錠lmg fKNJ 別表第l部

82 ' 内用薬 グリメピリド錠 lm~ fKOJ ③グリメピリド錠lmg fKOJ 別畢第1部

83 内用薬 グリメピHド錠1m g r興和テパJ ⑧グリメピリド錠1m g r興和テパ」 別査第1部

84 内用薬 グロメピリド錠 1mg rタイヨ-J ⑧グリメピリド錠 1mg rタイヨーJ 別表第1部

85 内用薬 グ目メピリド錠1mg rタナベJ ⑧グリメピリド錠 1mg rタナベJ 別表第1部

86 内用薬 グ日メピリド錠 lmg r日医工」 ⑧グ日メピFド錠1mg r日医工j 別表第1部

87 内用薬 グリメピリド錠1m g rファイザーJ ⑤グリメピHド錠1mg rファイザーJ 別表第l部

88 内用薬 グリメピリド錠1rng rマイフンJ ⑧グリメピリド錠1m g rマイフンJ 別表第l部

89 内用薬 グリメピロド錠3田.rイセイj ⑧グリメピリド錠3mg rイセイ」 別表第1部

90 内用薬 グリメピPド錠3m.g fAAJ ③グリメFリド錠3mg fAAJ ~IJ嚢第1部

91 内用薬 グロメピリド錠3mg fAFPJ ⑤グロメピロド錠3mg fAFPJ 別表第1部



、，

92 内用薬 グロメピリド提'3mg rオーハフ」 ⑮グリメピリド鑑3mgrオーハフ」 別表第1部

93 内用薬 グリメピロド錠3mg r杏林J ⑤グロメピリド錠3mg r杏林J 別表第l部

94 内用薬 グリメピリド錠3mg fI(NJ ⑧グリメピロド即日 rKNJ 別表第l部

95 内用薬 グリメピリド錠3mg fKOJ ⑧グリメピリド錠3mg fKOJ 別表第1部

96 内用薬 グリメピリド錠3mg r興和テパJ ⑧グリメピリド錠3mg r興和テパ」 別表第1部

97 内用薬 グリメピリド錠3mg fZEJ ⑧グリメピリド錠3mg fZEJ 別表第1剖

98 内用薬 グリメピリド錠3mg.rタイヨーJ ⑧グリメピリド錠3mg rタイヨーj 別表第1部

99 内用薬 グリメピリド錠3mg rタナベJ ⑧グリメピリド錠3mg rタナベJ 別表第1部

100 内用薬 グHメピHド錠3mg fTCKJ ⑧グリメピリド錠3mg fTCKJ 別表第1部

101 内用薬 グ日メピリド錠3回 g r日匡工J ⑧グリメピリド錠3mg r時工J 別表第l部

102 内用薬 グロメピリド錠3mg rファイザーJ ⑤グリメピリド錠3mg rファイザー」 別表第l部

103 内用薬 コウベイ ⑧ コウベイ 別表第1部

104 内用薬 コナン蛙5mg ⑧コナン蛙5mg 別表第1部

105 内用薬 コナン蛙10mg ⑤コナン瞳 10mg 別表第l部

106 内用薬 コナン詫20mg ⑮コナン桂20mg 別表第1部

107 内用薬 コペニール配合頼粒 ⑮コベエ}ル配合廟粒 別表第l部

108 内用薬 ゴマ ⑤ゴマ 別表第l部

109 内用薬 サクベ/レコート鮭250mg ⑧サクベJレコート提250皿 g 別表第1部

110 内用薬 サルポグレラート塩酸塩錠5Dmg fNPJ ⑧サルポグレラート塩酸塩錠50mg fNPJ 別表第l部

111 内用薬 サノレポグレラート塩酸塩錠50mg[FJ ⑤サノレポグレフート塩酸塩蛙50mgfFJ 別表第1部

112 内用薬 サノレポグレラート塩酸塩錠 5Dmg TMEEKJ ⑤サルポグレラ}ト塩酸塩錠5Dmg r旧 EKJ 別表第l部

113 内用薬 サルポグレラート塩陛塩錠50mg rオーハラJ ⑮サノレポグレラート塩酸塩提5Dmg rオ}ハラJ 別表第1部

114 内用薬 サルポグレラート塩酸塩錠5Umg fKRMJ ⑧サルポグレラート塩酸蹴50mg fKRMJ 別表第l部

115 内用薬 サルポグレラート塩酸塩錠50mg fKTBJ ⑧サノレポグレラート塩酸塩錠5Dmg fKTBJ 別表第1部

116 内用薬 サルポグレラート塩酸塩錠5Umg rサンドJ ⑤サルポグレラート塩酸塩錠5Dmg rサンドJ 別表第l部

117 内用薬 サルポグレラート塩酸塩錠50mg r三和j ⑧サノレポグレラート塩酸塩錠5Dmg r三和J 別表第1部

118 内用薬 サルポグレラート塩酸塩錠-5Umg rタイョー」 ⑧サノレポグレラート塩酸塩錠50mg rタイヨーJ 別葺第l部

119 、内用薬 サルポグレラート塩酸塩錠5Dmg fDKJ ⑤サノレポグレフート塩酸塩錠50mgJDKJ 別表第l部

120 内用薬 サルポグレラート塩酷塩提50mg fTCKJ ⑧サノレポグレラート塩酸塩錠50mg-fTCKJ 別表第1部

121 内用薬 サノレポグレラート塩酸塩錠5Dm g rTYKJ ⑧サJレポグレトト塩酸塩錠50mg， fTYKJ 別表第l部

122 内用薬 サルポグレラート塩酸塩錠5Dm g r日医工J ⑧サノレポグレラート塩酸塩錠50mg r日医工J 別表第l部

123 内用薬 サノレポグレラート塩酸塩錠5Dmg rファイザ-J ⑧サルポグレラート塩酸塩錠5Dmg rファイザーJ 別表第1部

124 内用薬 サノレポグレラート塩裁塩錠5Dmg rマイランJ ⑤サルポグレラート塩酸塩錠 5Dmg rマイランJ 別費第1部

125 内用薬 サノレポグレラート塩酸塩錠lODmg fNPJ ⑤サルポグレラート塩酸塩錠 100mg fNPJ 別表第l部

126 !内用薬 サノレポグレラート塩酸塩錠lODmg [FJ ⑧サノレポグレアート塩酸塩錠lODmg 吋 J 別表第l部

127 内用薬 サルポグレラート塩酸塩錠lODrng fMEEKJ ⑧サノレポグレラート塩酸塩錠1ODmg rMEEKJ 別表第l部

128 内用薬 サノレポグレラート塩酸塩錠 lODmg rオーハフ」 ⑧サルポグレフート塩酸塩錠100血 g rオーハラJ 別表第l部

129 内用薬 サルポグレラート塩酸塩錠 100mg fKRMJ ⑤サルポグレラート虫酸塩錠1O Dmg fKRMJ 別表第l部

130 内用薬 サノレポグレラート塩酸塩錠 1DDmg fKTBJ ⑧サノレポグレフート塩酸塩錠 100mg fKTBJ 別表第l部

131 内用薬 サルポグレラート塩酸塩錠 10Dmg fサンドJ ⑧サノレポグレラート塩酸塩錠 10Dmg rサンド」 別表第l部

132 内用薬 サルポグレラート塩酸塩錠 100mg r三和J ⑧サノレポグレフート塩酸輔10Dmg r三和J 別表第l部

133 内用薬 サルポグレラート塩酸塩錠 10Dmg fタイヨーJ ⑧サ川グレラート塩酸塩錠 10Dmg rタイト」 別表第l部

134 内用薬 サノレポグレラート塩酸塩錠 100皿 g fDKJ ⑤サルポグレフート塩酸塩錠10Dmg fDKJ ~II器第1部

135 内用薬 サノレポグレラート塩酸塩錠 lODmg fTYKJ ⑧サルポグレラート塩酸塩錠100mg fTYKJ 卸j量第1部

136 内用薬 サルポグレラート塩酸塩鎚 100mg rトーヲJ ⑧サルポグレフート塩酸塩錠 100皿 g rトザJ ~II費第1部

137 内用薬 サノレポグレラート塩酸塩錠 100mg fS医工J ⑧サルポグレラート塩酸塩錠 10Umg r日匡工J 別表第1部



138 内用薬
サザJーレポJグレラート塩酸塩躍100mgfファイ ③サザルーポJグレラート塩酸塩錠100mgfフアイ 別表第1部

139 内用薬 サルポグレラート塩酸塩錠10Umg rマイラン」 ⑧サルポグレラート塩酸塩錠100mg f"""47YJ 別表第1部

140 内用薬 シンレスタール細粒50% ⑧シンレスタール細粒50叫 別表第l部

141 内用薬 シンレスタール睦250mg ⑮シンレスター崎250mg 別査第1部

142 内用薬 スピロノラクトン錠25mg rタナベj ⑮スピロノラクトン蛙25mg rタナベj 別華第1部

143 内用薬 セナプロスト蛙20μg ⑧セナプロスト錠20μg 別表第1部

144 内用薬 セレネース細粒l世 ⑧セレネース細川 別表第1部

145 内用薬 タツモーノレ提5m. ⑤タツモー崎5mg 別表第1部

146 内用薬 タツモーJレ鑓 10mg ⑮ タツモーノレ誼lOmg 別表第1部|

147 内用薬 タツモーノレドライシロップO. 5% ⑤タツモ一川ライシロップQ. 5% 別表第l部

148 内用薬 炭カル錠「タイョーJ500 ⑧炭カノレ錠「タイヨーJ500 別表第l部

149 内用薬 テモカプリノレ塩酸塩錠1回 g fNP J ⑧テモカプロル塩酸塩錠lmg fNPJ 別量第1部

150 内用薬 アモカプリル塩酸塩錠lmg fKTBJ ⑧ァモカプリル塩酸塩錠 lmg fKTBJ 別表第1部

151 内用薬 テモカプリノレ塩酸塩錠lmg rサワイJ ⑤テモカプリル塩酸塩錠1rng rサヲイJ 別表第l部

152 内用薬 テモカプリノレ塩酸塩錠 1rng rサンド」 ⑧テモカプリル塩酸塩錠1mg rサンド」 別査第l部

I 153 内用薬 テモカプリノレ塩酸塩錠 lmg rタイヨー」 ⑧ァモカプリル塩酸塩錠1mg rタイヨーJ 別表第1部

I 154 内用薬 テモカプリノレ塩酸塩錠 1m g' rタナベJ ⑤テモカプリル塩酸底錠1mg rタナベJ 別表第1部

I 155 内用薬 テモカプリル塩酸塩錠 lmg fTCKJ ⑤ァモカプリル塩酸塩錠lmg fTCKJ 別表第l部

内用薬 テモカプリノレ塩酸塩錠1mg rトーワJ ⑧テモカプリル塩酸塩錠1mg rト ヲJ 別表第1部

157 内用薬 テモカプ日ル塩酸塩錠 1mg r日医工」 ⑧テモカプリル塩酸塩錠1rng r日医工J 別表第l部

158 内用薬 テモカプリル塩酸塩錠2mg fNP J ⑧テモカプリル塩酸塩錠2mg'rNPJ 別表第1部

159 内用薬 テモカプリル塩酸塩錠2mg fKTBJ ⑤テモカプリル塩酸塩錠2mg fKTBJ 別表第l部

160 内用薬 テモカプ9)レ塩酸塩錠2皿 g fサヲイJ ⑧ァモカプリ岨酸塩錠2mg rサワイJ 別査第l部

161 内用薬 テモカプリル塩酸塩錠2mg rサンドJ ⑧テモカプリル塩酸塩錠2mg rサンドJ 別表第1部

162 内用薬 テモカプ9)レ塩酸塩錠2mg f]GJ ⑧テモカプリル塩醐錠2mg fJGJ 別畢第l部

163 内用薬 テモカプリル塩酸塩錠2mg rタイヨー」 ⑧ァモカプリル塩酸塩錠2mg fタイヨー」 別表第1部

164 内用薬 テモカプリル塩酸塩凝2mg rタナベ」 ⑤テモカプリル塩酸塩錠2mg fタナベJ 別表第l部

165 内用薬 アモカプリル塩酸塩鎚2mg fTCKJ ⑤ァモカプロル塩酸塩錠2mg fTCKJ 別表第1部

166 内用薬 テモカプリル塩酸塩錠2mg r日匡工J ⑧テモカプリル塩酸塩錠2mg r日医工J 別表第1部

167 内用薬 テモカプリノレ塩酸塩錠4mg fNPJ ⑧テモカプHル塩酸塩錠4mg fNPJ 別査第l部

168 内用薬 テモカプリル塩酸塩錠4mg fKTBJ ⑧テモカずリノレ塩酸塩錠4mgJKTBJ 別表第l部

169 内用薬 テモカプリノレ塩酸塩錠4mg rサワイj ⑧テモカプリル塩酸塩錠4mg rサヲイJ 別表第1部

170 内用薬 テモカプリノレ塩酸塩錠4mg rサンドJ ⑤テモカプリル塩酸塩錠4mg rサンドJ 別表第1部

l7l 内用薬 テモカプリノレ塩酸塩錠4mg fJGJ ⑧テモカプリル塩酸塩錠4mg f]GJ 別表第1部

172 内用薬 アモカプリJレ塩酷塩鮭4mg rタイヨ-J ⑤ァモカプリル塩酸塩錠4mg rタイヨーj 別表第l部

173 内用築 テモカプリJレ塩酸塩錠4mg'rタナベJ ⑤テモカプリル塩酸塩錠4mg r夕刊」 別宮第l部

174 内用薬 アモカプリノレ塩酸塩錠4mg fTCKJ ⑧ァモカプ日ル塩腕錠4mg fTCKJ 別表第1部

175 内用薬 テモカプリル塩酸塩錠4mg rトーヲ」 ⑧ テ 吋 プ9)レ塩酸塩錠4皿. fトーヲ」 別審第1部

176 内用薬 アモカプ9)レ塩酸塩錠4mg r日医工J ⑧ァモカプロル塩酸塩錠4mg r日医工j 別表第1部

177 内用薬 ドキサゾン錠1m. ⑧ ドキサゾン錠1回 g 別表第1部

178 内用薬 ドキサゾン錠2m. ⑧ ドキサゾン錠2m. 別表第1部

179 内用薬 トチモトのカッセキ ⑧ トチモトのカツセキ 別表第1部

180 内用薬 ドナシン錠1m. ⑧ ドナシン錠 1m. 別表第1部

181 内用薬 ドナシン睦2m. ⑤ ドナシン錠2mg 別表第l部

182 内用薬 ドルナリン錠20μg ⑧ ドルナ9ン錠20μg 別表第l部

183 内用薬 ドルナリン綻40μg ⑧ ドJレナリン錠40.ug 別表第1剖



184 内用薬 トレキサメットカプセル2mg ⑧ トレキサメツトカプセル2mg 別表第l部

185 内用薬 ノーラガード錠 10mg ⑤ノーラガード錠 10:rpg 別表第1部

186 内用薬 ノーラガード錠20mg ⑧ノーラガード錠20mg 別費第1部

187 内用薬 パyプベリン提10mg ⑤パァプベリン瞳 10m 別表第l部i
188 内用薬 パyプペリン蛙20mg ⑤パyプベロン盤20mg 別表第1部

189 内用薬 パーノレキット提2m. ⑮ パ ーJレキット鐘2血 g 別表第l師

190 内用薬 パールキyト提5mg ⑧パーノレキyト蛙5mg 別費第1部

191 内用薬 ハロステン細粒l拍 ⑤ハロステン細粒l拍 別表第1部

192 内用薬 ハロベリドール細粒1拍「マイラン」 ⑮ハロベリドール細粒 1% r-;o-イラン」 別表第1部

193 内用薬 パンコミック蛙10 ⑧パンコミック錠 10 別表第l部

194 内用薬 パンコミッタ龍20 ⑧パンコミ yク提20 ~IJ費第1部

195 内用薬 ピオグリタゾン錠15mg fNPJ ⑧ピオグ日夕ゾン錠15mg fNPJ 別表第l部

196 内用薬 ピオグリタゾン錠15mg rサヲイJ ⑮ピオグリタゾン錠 15mg rサワイJ 別表第l部

197 内用薬 ピオグリタゾン錠15mg r日医工」 ⑧ピオグリタゾン錠 15mg r日医工j 別表第1部

198 内用薬 ピオグリタゾン錠30mg fNPJ ⑤ピオグリタゾン錠30mg fNPJ ~IJ表第l部

199 内用薬 ピオグHタゾン錠30mg rサワイ」 ⑧ピオグリゾン錠30mg rサワイJ 別表第1部

200 内用薬 ピオグHタゾン錠30mg r日!l[IJ ⑧ピオグロタゾン錠30mg f_S医工」 別表第1部

201 内用薬 ピフオJレベ日ン蛙10mg ⑮ピフオルベリン提 10mg 別表草1部

202 内用薬 ピフォルベHン瞳20mg ⑧ ピフオノレペリン韮20mg 別費第1部

203 内用築 ピロラクトン蛙25mg @ピロラクトン提25mg 別表第l部

204 内用薬 プラニュート配合扇粒 ⑧プラニユ}ト配合頼栓 ~IJ表第1部

205 内用薬 プラパスタチンNa塩提5mg r.KHJ ⑮プラパスタチンNa塩鮭5mg fKHJ 別表第l部

206 内用薬 プラパスタチンNa塩提5mg rタナベ」 ⑤プラ何タチンNa塩鮭5mg rタナベJ 別表第1師

207 内用薬 プラパスタチンNa塩提 10mg rタナベJ ⑮プラパスタチンNa塩鮭10mg rタナベJ 別表第l部

208 内用薬 プラパ主主タチンNa瞳 5 fKNJ ⑧プラパスタチンNa註 5.fKNJ 別畢第1部

209 内用薬 プラパスタチンNa蛙 5mg rアメノレ」 ⑮プラパスタチンNa&'A5mg rアメル」 別表第1部

210 内用薬 プラパスタチンNa蛙 10 rKNJ ⑮プラパスタチンNa瞳 10 fKNJ 別表第1部

211 内用薬 プラパスタチンNa詫 lOmg rアメル」 ⑧プラパスタチンNa蛙 1Dmg fアメルJ 別表第1部

212 内用薬 プラパA タチンナトリウム蛙5mg fNPJ ⑤プラパスタチンナトリウム錠5mg fNPJ 別表第l部

213 内用薬 プラパスタチンナトリウム 10mg錠 ⑧プラパスタチンナトリウム錠 別喪第l部

214 内用薬 プラパピ}ク蛙5mg ⑧プラパピーク蛙 5mg 別表第1部

215 内用薬 プラパピーク提 lOmg ⑤ プ ラ パ ピ ー ク 制 Omg 別表第l部

216 内用薬 プラパメイト蛙5mg ⑤プラパメイト提5mg 別表第l部

217 内用薬 プラパメイト提 10mg ⑤プラパメイト範 10m 別表第1部

218 内用薬 プラメパン蛙5 ⑤プラメバン提5 別表第1部|

219 内用薬 プラメパン蛙 10 ⑧プラメパン提10 B懐第1部|

220 内用薬 フルポキサミンヤレイン酸塩錠25mg rアメル」 ⑧フノレボキサミンマレイン酸塩錠25mg rアメルJ 別表第1部

221 内用薬 フルポキサミンマレイン酸塩錠25mg fN P J ⑧ 71レポキサミンマレイン酷塩鮭25mg fNPJ 別表第l部

222 内用薬 フルポキサミンマレイン酸塩錠25mg rFFPj ⑤フノレポキサミンマレイン酸塩錠25mg fFFPJ 別表第l部

223 内用薬 フルポキサミンマレイン酸塩錠25rng r杏林」 ⑧フノレボキサミンマレイン酸塩錠25mg r杏林」 別表第1部

224 内用薬
フルポキサミンマレイン酸塩錠25mg r興和テ ⑤フノレボキサミンマレイン酸塩錠25mg r興和テ

別表第1部ノくj /"'J 

225 内用薬 フルポキサミンマレイン酸塩錠25mg rサワイJ ⑧フノレボキサミンマレイン酸塩錠25mg rサワイJ 別表第l部

226 内用薬 フルボキサミンマレイン酷塩蛙25mg fJGJ ⑤フルボキサミンマレイン臓提25皿 g r J GJ 別表第l部

227 内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠25皿 g fCHJ ⑤フルポキサミンマレイン醍塩提25mg fCHJ 別表第l部

228 内用薬 フルポキサミンマレイン酷塩桂25mg fTCKJ ⑤フルポキサLミンマレイン酷塩曜日mg fTCKJ 別表第l部

229 内用薬 フノレポキサミンマレイン酸塩錠25mg r日医工J ⑤フルポキサミンマレイン酸塩錠25mg -[日医工J 別喪第1部



フノレポキサミンマレイン酸塩錠25mg rマイラ @フノレポキサミンマレイン酷塩鮭25mgr.，...イラ
230 内用薬

ン」 ン」 別表第1部

231 内用薬 フルポキサミンマレイン酸塩錠50mg fアメルJ ⑤フルポキサミンマレイン酸塩錠50mgrアメルj 別表第1部

232 内用薬 フノレポキサミンマレイン酸塩提50mg fNPJ ⑤フルポキサミンマレイン酷臨50mg fNPJ 別表第1部

233 内用薬 71レポキサミンマレイン酷塩錠50mg fFFPJ ⑤フルポキサミンマレイン酸塩錠50mg fFFPJ ~IJ表第1部

234 内用薬 フノレポキサミンマレイン酸塩錠50皿 g f杏*J ⑧フルポキサミンマレイン酸塩錠50mg f醐 j 別表第l部

235 内用薬
フルポキサミンマレイン酸塩提50mgr興和ァ ⑧フノレポキサミンマレイン酸塩錠50mg f興和テ

別表第l部ノ<J ノーミ」

236 内用薬 フルポキサミンマレイン酸塩錠50mg fサヲイJ ⑧ 71レポキサミンマレイン酸塩錠50m g fサヲイ」 別表第l部

237 内用薬 フノレポキサミンマレイン酸塩錠50mg fJGJ ⑧フノレポキサミンマレイン醍醐50ing_fJGJ 別表第l部

238 内用薬 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg fCHJ ⑤フノレポキサミンマレイン酸塩錠50mg fCHJ 別表第1部

239 内用薬 フルポキサミンマレイン酷塩蛙50mg fTCKJ ⑤ 71レポキサミンマレイン酷塩提50，日 fTCKJ 別表第1部

240 内用薬 フノレポキサミ:-:マレイン駿塩錠50m.g f日匡工」 ⑤フノレポキサミンマレイン酸塩錠50mgr日医工J 別表第1部

241 内用薬
フルボキサミンマレイン酸塩錠5Om g fマイラ @7Mキサミンマレイン酷塩蛙50mgrマイラ

別表第1部
ンJ ンJ

242 内用薬 フルポキサミンマレイン監塩錠75m g rアメルJ ⑧フノレポキサミンマレイン醐錠75mgrアメルJ 別表第l部

243 内用薬 フルポキサミンマレイン酸塩錠75m g fNP J ⑮フルポキサミンマレイン酸塩提75mgfNPJ 別表第l部

244 内用薬 フルポキサミンマレイン酸塩錠75mg fFFPJ ⑮ 71レポキサミンマレイン醍塩提75mg fFFPJ 別表第1部

245 内用薬 プノレポキサミンマレイン酸塩錠75m g f杏*l:J ⑤フノレポキサミンマレイン醐錠75mgf醐 j 別表第l部

246 内用薬
フルポキサミンマレイン酸塩錠75m g r興和テ ⑤フルポキサミンマレイン酸塩錠75mgr興和テ

別表第1部ノ<J ノ<J

247 内用車 フノレポキサミンマレイン酸塩錠75m g fサワイ」 ③フノレポキサミンマレイン酸塩錠75mgrサヲイJ 別表第1部

248 内用薬 フノレポキサミンマレイン酸塩錠75mg fJGJ ⑮フノレポキサミンマレイン酷臨75mgfJGJ 別表第l部

249 内用薬 フルポキサミンマレイン酸底錠75mg fCHJ ⑧フノレポキサミンマレイン酸塩錠75mgfCHJ 別表第1部

250 内用薬 フノレポキサミンマレイン酷塩鮭75mg fTCKJ ⑤フルポキサミンマレイン酸塩錠75mg fTCKJ 別表第l部

251 内用薬 フノレポキサミンマレイン酸塩錠75mg f日医工J ⑧フノレポキサミンマレイン酸塩錠75mg f日匡工J 別表第l部

252 内用薬
フノレポキサミンマレイン酸塩錠75m g fマイラ @71レポキサミンマレイン酸塩蛙75mg f""7イラ

別表第1部ン」 ン」

253 内用薬 プロス夕日ン蛙20μg ⑧プロスタリン提20μ 芭 別表第I部

254 内用薬 プロスナー提20μg ⑤プロスナー蛙20 tt g 別表第1部

255 内用薬 プロスナー鮭40μg ⑧プロスナ一躍40μg 別表第l部

256 内用薬 プロドナー錠20 ⑧プロドナー錠20 別表第1部

257 内用薬 プロピベリン塩酸塩錠 10mg fFJ ⑮プロピペリン塩酸塩韓 10mg fFJ 別費第1部

258 内用薬 プロピペリン塩酸塩錠 10mg fタナベj ⑧プロピベロン塩酸塩韓 1Omg fタナベ」 別表第l部

259 内用薬 プロピベリン塩酸塩錠20mg fFJ ⑤プ回ピペリン塩酷醐20mg fFJ 別嚢第1部

260 内用薬 プロピペリン塩酸塩錠20mg fタナベJ ⑧プロピベれ塩酸塩錠2Omg fタナベJ 別委第1部

261 内用薬 プロルナー蛙20μg ⑮ プロノレナ-1A20μg 別表第l部

262 内用薬 プロルナ一躍40μg ⑧ プロノレナ-1A40μg 別表第l部

263 内用薬 ベストルナー錠20 ⑧ベストノレナー錠20 別表第1部

264 内用薬 へパアクト毘合頼粒 ⑧~、ァクト配合頼粒 別表第1部

265 内用薬 ベミラストン蛙5mg ⑤ベミラストン蛙5mg 別表第1部

266 内用薬 ベミラストン錠10mg ⑤ベミラ只トン蛙 10m 別表第1部

267 内用薬 ベミラストンドライシロップO. 5% ⑤ベミラストンドライシロップO. 5世 別表第1部

268 内用薬 ベミロラストK蛙5mg fマイラン」 ⑮ベミロラスト時5mg 同ラン」 別事第l部

269 内用薬 ベミロラユトK蛙 10mgrマイランJ ⑮ベミロラストK鑑 10mg fマイランJ 別表第l部

270 内用薬
ベミロラストKドフイシロ yプO. 5% rマイフ ⑤ベミ冶ラストKドライシロップO. 5% f-v.{ラ

別表第l部
ンJ ンj

271 内用薬 ベラストリン蛙20μg ⑧ベラストリン錠20μg 別表第l部

272 内用薬 ベラプロストナトリウム錠20μg fタナベj ⑧ベラプロスト竹内ム錠20ttg fタナベJ 別査第l部

273 内用薬 ベノレナ-1レ錠20μg ⑧ベノレナール錠20日 別表第1部

274 内用薬 ベノレラー錠20μg ⑧ベルト錠20μg 別表第1部

275 内用薬 ベンズフォ一躍10mg ⑧ベンズフォー睦 10mg 別表第l部



276 内用薬 ベンズフォー提20mg ⑮ベンズフォ~tE 2 Umg 別表第1部

277 内用薬 マイパスタン躍5m. ⑧マイパスタン蛙5mg 別表第1部

278 内用薬 マイパスタン提 lOmg ⑮マイパスタン睦 10mg 別表第1部

279 内用薬 マカシーA蛙25mg ⑮マカシ-A韓 25mg 別表第l部

280 内用薬 ミクトノーム輯 10mg ⑧ ミクトノ)ム提 10mg 別表第l部

281 内用薬 ミクトノーム錠20mg ⑧ミクトノーム錠20mg 別表第1部

282 内用薬 メトトレキサートカプセル2mg rサワイJ ⑧メトトレキサートカプセル2mg rサワイ」 別表第1部

283 内用薬 メトトレキサートカプセノレ2mg rトーワJ ⑧メトトレキサートカプセル2mg rトーヲj 別表第1部

284 内用薬 メトトレキサートカプセノレ2mg rマイランJ ⑧メトトレキサートカプセノレ2mg rマイラン」 別表第l部

285 内用薬 メパリ リン桂5 ⑧メパリリン錠5 別表第l部

286 内用薬 メパロリン註 10 ⑮メパ川ン瞳 10 glJ表第1部

287 内用薬 メパロチン細粒 O. 5% ⑤メパロチン細粒O. 5世 別表第1部

288 内用薬 メパロチン細粒 1% ⑮メパロチン細粒1叫 別表第l部

289 内用薬 メパロチン蛙5 ⑧メパロチン躍5 別表第l部

290 内用薬 メパロチン提10 ⑮メパロチン艶10 別表第1部

291 内用薬 メパン蛙5 ⑧メパン蛙5 別表第l部

292 内用薬 メパン蛙 10 ⑮メパン蛙 10 別表第1部

293 内用薬 モナソサール提5mg ⑤モナソサー峨5mg 別表第1部

294 内用薬 モナyサーJレ蛙10mg ⑮ モ ナYサール蛙 10mg 別表第1部

295 内用薬 ユリロシン提 10 ⑤ユHロシン蛙 10 別表第1部|

296 内用薬 ユリロシン躍20 ⑧ュロロシン蛙20 別表第1部 l

297 内用薬 リスパダール細粒1世 ⑤ リスパダーノレ細粒同 別表第1部

298 内用薬 リスパダール蛙1m. ⑮ リスパダー崎 lmg 別表第l部

299 内用薬 日スパダーlレ提2mg ⑮ リスパダー崎2mg 別表第1部

3sO 内用薬 日只パダール蛙3皿 g ⑧ リスパダー崎3mg 別表第l部

301 内用薬 リスパダ-}レ内用楠lmg/田 L ⑤ リスパダーJレ内用植 lmg/mL 別表第1部

302 内用薬 日スベリドン細粒 1% rアメノレJ ⑧ リスベ日ドン細粒1世「アメル」 別表第l部

303 内用薬 リスベリドン細粒 L%fMEEKj ⑧ リスベHドン細粒1叫 rMEEKJ 別表第1部

304 内用薬 リスベリドン細粒1羽「オーハラJ ⑤リスベ9ドン細川「オーハラJ 別表第l部

305 内用薬 リスベリドン細粒 l出「サヲイJ ⑧ リスベリドン細粒1%rサワイ」 別査第l部

306 内用薬 日スベリドン細位 1判 fCHJ ⑧ リスベリドン細粒1% fCHJ glJ表第1部

307 内用薬 リスベリドン細粒1拍 IタイヨーJ ⑤ リスベ日ドン細粒1%rタイヨーJ 別表第1部

308 内用薬 リスベリドン細粒 1% rトーワJ ⑧ リスベリドン細粒1%rトーワ」 別表第l部

309 内用薬 リスベリドン細粒 1% r日医工j ⑧リスベリドン細川「日医工」 glJ表第l部

310 内用薬 リスベリドン細粒1% rマイランJ ⑧リスベ日ドン細川 fマイランJ 別表第l部

311 内用薬 リスベリドン細粒 1% rヨシトミJ ⑧リスベリドン細粒1%旭川ミj 別表第l部

312 内用薬 リスベリドン錠O. 5mg rアメル」 ⑤ リスベリドン錠Q. 5mg rアメ川 glJ衰第l部

313 内用薬 日スベリドン蛙O. 5mg rクエヒロJ ⑤ リスベリドン蛙O. 5mg rクニヒロ」 別表第1部

314 内用薬 日スベリドン蛙O. 5mg rヨシトミ」 ⑧ リスベHドン錠O. 51Il.g rヨシトミ」 glJ喪第1部

315 内用薬 リスベリドン錠1 rME EKJ ⑧ リスベロドン錠 1 rME EKJ 別喪第1部

316 内用薬 '9スベリドン髄1 rオーハラj ⑤ リスベロドン蛙 1 rオーハラJ 別表第1部

317 内用薬 日スベリドン錠1m g rアメノレj ⑧ リスベリドン錠 1m g rアメノレJ 別表第1部

318 内用薬 日スベリドン括lmg fNPJ ⑤ リスペFドン蛙lmg fNPJ 別表第1部

319 内用薬 リスベリドン鮭 1m g rクニヒロJ ⑮ リスベロドン蛙 1m g rクニヒロ」 別表第1部

320 内用薬 リスベリドン錠1m g rサワイ」 ⑧ リスベロドン錠 1m g rサワイ」 別表第l部

321 内用薬 りスベリドン錠 1m g rサンド」 ⑧ リスベFドン錠1m g rサンド」 別表第l部



322 内用薬 リスベリドン鮭 lmg fCHJ， ⑧ リスベリドン錠 lmg fCHJ 別表第l部

323 内用薬 リスベHドン蛙1m g rタイヨーJ ⑤ Hスベリドン範 1mg rタイヨ-J 別表第l部

324 内用薬 リスベ日ドン提1m g rトーワJ ⑧ Hスベリドン錠 1m g rトーヲj 別表第1部

325 内用薬 百スベyドン錠1mg r日医工J ⑤ 日スペロドン錠 1m g r日医工」 別表第l部

326 内用薬 日スベロドン錠1rng rマイランJ ⑤ Hスペリドン錠1mg rマイラン」 別表第1部 l

327 内用薬 リスベリドン錠 1rng rヨシトミj ③ 日スペリドン錠1m g rヨシトミJ 別表第l部 l

328 内用薬 リスベリドン錠2 [MEEKJ ⑤ ロスベリドン錠2 fMEEKJ 別表第l部

329 内用薬 リスベリドン錠2 fオーハラJ ⑮ ロスベリドン蛙2 fオーハラJ 別表第1部

330 内用薬 リスベリドン錠2mg rアメルJ ⑧リスペリン錠2mg rアメ州 別表第1部

331 内用薬 リスベリドン鮭2mg fNPJ ⑧ リスベリドン錠2mg fNPJ 別表第l部

332 内用薬 日スベHドン提2mg rクニヒロJ @ ロスペリドン提2_mg-rタエヒロ」 別畢第1部 l

333 内用薬 リスベ日ドン錠2mg rサヲイ」 ⑤リスペリン錠2mg rサワイJ 別表第1部 l

334 内用薬 リスベロドン錠2mg rサンド」 ⑧ リスベロドン錠2mg rサンド」 別表第l部

335 内用薬 ロスベロドン提2mg rタイヨーJ ⑮ リスベリドン提2mg rタイヨー」 別表第l部

336 内用薬 Hスベロドン錠2mg rトーヲJ ⑤ Hスベリドン錠2mg fトーワ」 別費第1部

337 内用薬 リスベリドン錠2mgr日医工J ⑤ リスベリドン錠2mg f日医工J 別表第l部

338 内用薬 日スベロドン錠2mg rマイランJ ⑮ Fスベリドン提2mg rマイランJ 別表第l部

339 内用薬 リユベリドン提2mg rョシトミJ ⑤ Hスベリドン提2mg rヨシトミJ 別喪第1部

340 内用薬 ロスベHドン錠3 fMEEKJ ⑤ Pスベリドン錠3 fMEEKJ ~Ij表第1部

341 内用薬 リスベリドン躍3 rオーハラJ ⑧ 日スベリドン鮭3 rオーハラ」 別表第1部

342 内用薬 リスベリドン錠3mg rアメJレJ ⑤ リスベリドン蛙3mg rアメル」 別表第1部

343 内用策 リスベリドン鮭3mg fNPJ ⑤ 日スベリドン提3mg fNPJ 別費第l部

344 内用薬 リスベリドン提3mg rクニヒロ」 ⑮ Hスベリドン提3mg rタニヒロJ 別委第1部

345 内用薬 リスベリドン錠3mg rサワイj ⑧ Hスペリン錠3mg rサヲイJ ~IJ表第1部

346 内用薬 リスベリドン錠3mg rサンドJ ⑧ リスベリドン錠3mg rサンド」 別表第1部

347 内用薬 リスベリドン錠3mg rタイヨーJ ⑤ リスベリドン錠3mg rタイヨーJ ~Ij表第1部

348 内用薬 リスベリドン蛙3mg rトーワJ' ⑧リスベロドン錠3mg rト ワJ 別表第1部

349 内用薬 リスベリドン錠3mg r日医工j ⑧ リスペロドン錠3mg rs医工」 別表第1部

350 内用薬 日スベリドン蛙3mg rマイラン」 ⑧ リスベロドン錠3mg rマイランJ 別表第l部

351 内用薬 ロスベリドン錠3mg rヨシトミJ ⑧ リスベy~ン錠3mg rヨシトミj 別表第1部

352 内用薬 ロスベリドン内用液分包o.5mg rアメノレJ ⑤ 日スベ日ドン内周波分包o.5mg rアメルJ 別表第l部

353 内用薬 りスベリドン内用液分包 1mg rアメノレj ⑧ Pスベリドン内用按分包1m g rアメルJ 別表第l部

354 内用薬 ロスベリドン内用液分包2mg rアメノレj ⑧ 日スベリドン内周波分包2mg rアメルj 別表第l部

355 内用薬 リスベリドン内用核分包3mg rアメノレj ⑧ 9スベリドン内用耐包3mg rアメノレj 別表第I部

356 内用薬 リスベリドン内用液o.5mg分包「マイラン」 ⑧ 日スベリドン内用液O. 5mg分包 Hイラン」 別表第1部

357 内用薬 Eスベリドン内用液 1m.分包『マイランJ ⑤ Dスベリドン内周波1m.分包 fマイランJ 別表第1部

358 内用薬 日スベロドン内用液 lmg/mLrアメノレj ③ Hス勺ドン内用組 mg/mLrアメルJ 別嚢第1部

359 内用薬 リスベリドン内用液 lmg/mL fMEEKJ ③ リスベリドン内用液lmg/mL fMEEKJ 別賓第1部

360 内用薬 リスベロドン内用液l田 g/mLrサワイj ⑧ リスペリドン内用液lmg/mLrサワイJ 別表第l部

361 内用薬， リスベリ Fン内用液 lmg/mLrトーヲJ ⑧ リスベリドン内用液lmg/皿 L rトーワJ 別表第l部

362 内用薬 リスベロドン内用液lmg/mLrヨシトミj ⑤ リスベ日ドン内用液lmg/mLrヨシトミJ 別表第l部

363 内用薬 リスベリドン内用被2m.分包「マイフン」 ⑧ リスベロドン内用液2m.分包「マイラン」 別表第l部

364 内用薬 リスベロドン内用液3皿 g分包「マイラン」 ⑧リスベ日ドン内用被3m.分包同ランJ 別表第l部

365 内用薬 リダックM錠 5 ⑧!J?'::tクM錠5 別表第1部

366 内用薬 リダックM錠 10 ⑤げツクM錠 10 別表第l剖

367 内用薬 ロックル配合頼粒 ③ HツクJレ配合離 別表第l軒



368 内用薬 リパレバン配合覇粒 ⑧ リパレパン配合轍 別表第l部

369 内用薬 リントン細粒1帖 ⑧ リントン酬1% 別表第1部

370 内用薬 レオパクトン配合頼粒分包 |③レオパクトン配合穎蹴包 別表第1部

371 内用薬 円 50皿 E | ⑧ ワ /レ提250mg 別表第l部

372. 注射薬 アシクロピン点摘静注250mg |⑧アシクiロビン点滴静注250mg 別表第2部

373 注射薬 アノレタット注75 ⑧ アノレタ yト注75 別表第2部

374 注射薬 |告)ィyフェンインスリ 協 液イソフェンインスリン40単位1

375 注射薬 j⑤インスリ インスリン亜鉛40単位1 司 T 別量第2部

376 注射薬 ⑧インスリン注射液※ インスリン20単位 1mL注射液 別表第2部

377 注射薬 I@インスリン注射液 ※ インスリン40単位1mL注射液 別表第2部

378 注射薬 塩酸ロキサチジンアセタート注75 rタツミ」 |⑧塩酸ロキサチジンアセタ ト注75 rタツミJ

379 注射薬 ガスター注射植10mg ;⑧ガス ー注射蹄 10mg 別表第2部

380 注射薬 ガスター註射揖20mg ⑮ガスター注射鞭20mg 別表第2部

381 注射薬 l@結品性インスリン亜鉛水性懸濁注射液 結液晶世インスvン箆甜40単位
別表第2部

382 注射薬 [⑤プロタミンインスリ プ注射ロ被タミンインスDン亜鉛20単位 1mL 別表第2部

383 世射薬 ベルクスロン注射措250 I@ベルクスロン注射披250 別表第Z部

384 注射薬 |⑤縮性インスHン亜鉛水性懸濁注射被 無液品性インスリン亜鉛40単位1mL
別表第Z部

385 注射薬 ロザノレタット注射用 75mg I@ ロザノレタット注射用 75m 別表第2部

386 外用薬 塩酸テノレピナフイン夕日ーム 1% fMEEKJ l⑧塩酸テノレピナフインクローム 1% fMEEKJ 別表第3部

387 外用薬 塩酸テノレピナフインク Fーム 1% fサンドj !⑧塩酸テノレピナフインクトム 1% rサンドJ 別表第3部

388 外用薬 塩酸テルピナフインクリーム 1% rマイラン」 |⑧塩酸テノレピナフインクリーム 1%同ランj ~II表第3部

389 外用薬 塩酸テルピナフィンスプレー 1% rマイランJ |⑧塩酸テノレピナフインスプレー 1%同ランJ 別表第3部

390 外用薬 也出ノ ノフインクリ ム 1% rマイフン」 ⑤塩酸プァナフインク日 ム1%f-v-i7/'J 別表第3部

391 外用築 岨間ノノ Jフインスプレ 1叫「マイランJ l@塩酸プアナフィンスプレ 1 % rマイフン」 別表第3部

ー、 392 外用薬 |⑧吸水軟膏 |⑤)吸水クリ ム

393 外用薬 ケルガ}液1世 |⑧  ケノレガ一被1% 別表第3部

394 外用薬 ケルガークリーム1拍 |⑧ケルガークローム 1% 別表第3部

395 外用薬 |⑤親水軟膏 ⑤親水クリーム 別表第3部

396 外用薬 テピナシノレクリ ム1% l@テピナシルクリム 1%

397 外用薬 テルピナフィン塩酸塩外用被 1% fF J |⑧テルピナフイン塩酸塩外用液1% fF J 別表第3部

398 外用薬 テルピナフィン塩酸塩クリーム 1% fF j l⑧テノレピナフイン塩酸塩クローム 1% fF J 別表第3部

399 外用薬 テルピナフィン塩酸塩クリーム 1枯 rJ G 1 ③テルピナフイン塩酸塩クリーム同 rJ GI 別表第3部

400 外用薬 テルピナフィン塩酸塩クリーム 1世「タイヨ-1 ⑧テノレピづフイン塩醐クリーム 1拍「タイヨーJ 別表第3部

401 外用薬 テノレフィナピンクローム 1% ⑧テノレフィナピンクトム 1% 別表第3部

402 外用薬 テルミシーノレクりーム 1% ⑧テルミシーノレクローム 1拍 別表第3部

403 外用薬 パタトロパン鼻腔用軟膏2枯 ⑤パクトロパン鼻腔用軟膏2拍

404 、外用薬 ピラス被1% ⑧ ピラス液1% 別圭第3部

405 外用薬 ピラスクリーム 1% ⑧ピラスクリーム1判 別表第3部

406 外用薬 ⑤ 滅菌精製水 ③滅菌精製水(容器入り) 別表第3部

407 外用薬 メリーダム液1% ③メリーダム液1% 別表第3部

408 外用薬 メHーダムクローム1叫 ③メローダムクトム 1叫 別表第3部

409 外用薬 ラミシール外用スプレー 1% ③ラミシール外用スプレーl拍 別表第3部

410 外用薬 ラミテクト外用液1枯 ;③ラミテクト外周波1% 別表第3部

411 外用薬 フミァクトクリ}ム 1% ⑧ラミテクトクローム 1判 別表第3部

412 内用禁 グFメピロド錠 lmg fTYKJ ⑮川河川被1血 g fTYKJ |追補 (1)

413 内用薬 グリメピ日ド錠3mg fTYKJ ⑧グリメピリド錠3mg rTYKJ 
|追補(1)

. 晶司'"，~苛 . . . 



注射薬 (⑥インスリンE鉛水性懸濁注射液

3 注射薬 (扇インスリン注射液※

4 注射薬

5 注射薬

6 注射薬

7 注射薬 ⑧ 無晶性インスリン亜鉛水性懸濁注射液

8 内用薬 グリメピリド錠 1mg r興和テパ」 (5J グリメピロド錠 1mg r興和テパ」

9 内用薬 グリメピリド錠3mg r興和テバJ ⑤ グリメピりド錠3mg r興和テパ」

10 内用薬 カデメシン錠1皿 g

11 内用薬 カデメシン錠 2mg

12 注射薬

※ 告示上は規格単位 (20単位 lmLパイアル、 40単位 1mLパイアノレ)も記載。
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