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別 記 関 係 団体御中

事 務 連絡
平成27年 6月 18日

厚生労働省保険局医療課

使用薬剤の薬価（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
独立行政法人 国立がん研究センター
独立行政法人 国立循環器病研究センター
独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター
独立行政法人 国立国際医療研究センター
独立行政法人 国立成育医療研究センター
独立行政法人 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課
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



地方厚生（支）局医療課長
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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

殿

保医発 06 1 8第 2号
平成 27年 6月 18日

厚生労働省保険局医療課長
（公印省略）

使用薬剤の薬価（薬価基準） の一部改正等について

「使用薬剤の薬価（薬価基準）J （平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準j

とし寸。）が、平成27年厚生労働省告示第293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J（平成18年
厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示Jという。）が、平成27年厚生労働省告
示第294号をもって改正され、いずれも平成27年 6月四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」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」）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378品目、注射薬117品目及び外用薬52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) (1）により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりで
あること。

区 分 内 用 薬 注 射 薬 タト 用 薬 歯科用薬剤 計

品目数 1 0' 3 3 2 4, 0 8 5 2, 5 9 9 2 6 1 7' 042 



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120品目、
！注射薬74品目及び外用薬43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のであること。

(2) (1）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 1 6 6 1 0 3 5 7 。 3 2 6 

3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) アジスロマイシン細粒小児用10出「トーワ」

本製剤は、 3日間に限り算定できるものであること。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間に相加作用又は相乗作用の可
能性は否定できないので、木製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。

(2) イマチニブF錠lOOmg「JGJ、同「TCKJ、同「トーワJ、同「日医工j及び同「ファ
イザー」並びにイマチニブ錠200mg「トーワj 及び同「日医工」
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年すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族
に有効性及び危険性を十分に説明し、同意を得てから投与を開始すること。」と記
載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

(3) エスエーワン配合頼粒TZO及び同T25並びにエヌケーエスワン配合頼粒TZO及び同
T25 

本製剤は、頻回に臨床検査が実施でき、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。

(4) ゾノレミトリブタンOD錠2.5mg「アメノレJ、同「JG」、同「タカタJ、同「トーワ」、
同「日医工J、同「日新j及び同「ファイザーJ
木製剤は、片頭痛の確定診断が行われた場合にのみ投与すること。

(5) メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和J、同「JGJ、同「TE」、同「DSEPJ、同「TC
KJ、同「トーワJ、同「日医工J、同「ニフ。ロ」及び同「ファイザーJ並びにメト
ホノレミン塩酸塩錠500mgMT「三和」、同「JG」、同「TE」、同「DSEPJ、同「TCKJ、同
「ニプロj及び同「ファイザーj

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。

(6) レボフロキサ、ンン錠250mg「SUN」及び同「日医工J並びにレボフロキサシン錠5
OOmg「SUN」及び同「日医工j



① 本製剤の用法及び用量は以下のとおりであるので、使用に当たっては十分留
意すること。

ア 通常、成人にはレボフロキサシンとして1回500聞を1日l回経口投与する。
なお、疾患・症状に応じて適宜減量する。

イ 腸チフス、パラチフスについては、レボフロキサシンとして1回500聞を1
日l回14日間経口投与する。

② 既収載の内用レボフロキサシン製剤jについては、本製剤と用法・用量が異な
るものが存在するため、その使用に当たって陪製剤ごとの用法・用量を確認す
ること。

(7) オキサリプラチン点滴静注液50~g/10mL 「KCCJ 、オキサリプラチン点滴静注液10
Omg/20mL「KCC」、オキサリプラチン点滴静注液200mg「NKJ、同「FFPJ、同！「サワ
イ」、同「DSEPJ、同「テノ＇（ J、同「日医工」及び同「ニプロj、オキサリプラチン
点滴静注液200mg/40mL「KCC」、同「ケミフアJ及び同「ファイザーJ並びにオキ
サリプラチン点滴静注200mg「トーワ」
木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。

(8) ドセタキセノレ点滴静注液20mg/1 mL「ファイザーj、ドセタキセノレ点滴静注液80m
g/ 4mL「ファイザーJ、ドセタキセ／レ点滴静注20mg/1 mL「EEJ、同「ニフ。ロj及び
同「ヤクノレトj並びにドセタキセノレ点滴静注80mg/4 mL fEEJ、同「ニプロj及び
同「ヤクノレト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) メロベネム点滴静注用 lg「NPJ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。

(10) リネゾリド点滴静注液600mgr明治J
木製剤の使用に当たっては、耐性菌の発現を防ぐため、次の点に留意すること。
①感染症の治療に十分な知識と経験を持つ医師又はその指導のもとで行うこ

と。
② 原則として他の抗菌剤及び本製剤に対する感受性（耐性）を確認すること。
③ 投与期間は、感染部位、重症度、患者の症状等を考慮し、適切な時期に、
木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。

4 関係通知の一部改正について
加算等後発医薬品通知を以下のとおり改正する。
(1) 加算等後発医薬品通知の別紙1に別添1に掲げる医薬品を、別紙2に別添2

に掲げる医薬品を加え、平成27年6月19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、同年7月 1

日から適用すること。
(3) 加算等後発医薬品通知の別紙3に別添4に掲げる医薬品を加え、同年10月1

日から適用すること。
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内附薬 IL490l9Fl676 ロキYプロアェンナトリウム木和物 ＂田昌 l健
局 ロ軒キJYプロプ孟ンNa健6日mE 「目 目軒製車｛山形｝ .... 内周策 2129抑制1156 ピル；ンカイ＝ド塩田聖塩水和助

25m耳..プセ 周 ピ，＇レrシcカHイ』 ＂＇塩盈塩出プセル 25m 憂さ主~製鷺 23. 30 
ル

内舟苓 1 l490!9Fl684 ロキYプロ7，ンナトリウム木＂物 目。国＇＇陸 周 回日キ『；プ7イ目ザ7ーzン』ナト Ho)IJ;健OOm マイラン製薬 巴＇° 内m実際 21290由倒目的 ピルシカイニド塩血塩水和物
5 Omi; lカプセ 周 ピ日ル『シCカHイ』 ード塩.. 塩カプセル50m 長生盆＂＂穏 払＂ル

内凋＂ 1!62001Cl051 ピベロデン塩崎塩 1%1且 ピベFデン岨血岨帽位1判『アメルj 共和薬品工鶏 l且.. 内加薬 2132司OJFl4Si トリPロルメチアジド 2m~ l陸
周 ト， !/t:11Vメチアジド陸2同居『Tc 

K; 民巴ヒ学 .... 
内m麹 L!6200¥F1074 ピベHデン塩措塩 !me l院 ピペリデン堪監塩健＞ mE 『7hレJ 共和葉県工業 •. .. 内m東 213900SFIOG4 アゾセミド 60mg1匝 アゾセミド民自日間E 『Jc, 誕生堂製驚 ... .. 
内... L1700¥7F¥072 劇画量日チウム l 0 Om g I院 ガ出世』リチウム民1口口mH 『フジナ 腸永製.. 10. LO 内用策 21391JOSF2阿4 アゾセミド 30mgl健 アゾセミド昆aomi:『J05 長生盆製業 '"' 
内... U790L7!'207冒 民酷リチウム ＇＇°同＂民

民酷リチウム民200mi;「フジナ
暦永製薬 民間

ガJ
内m察 2l44003Fll26 T予セプリル l 2. 5m~ I且 用 アラセプ＂N陸 l2. Sm E 『目新I 目新民－＂ I山形） ＆” 

内m薬 ll79025F!336 エチゾラム O. Smi:: 1民 屑 エチゾラム毘b. Sm c『7ジナガ』 藤永良薬 6.JC 内用策 ＂＇剛山 ベナゼプリル塩薗唱E l Om& l民
ベナゼプ，，レ塩血塩盤lOmg「Tc 

民巴化学 41.50 
K』

内刷業 ＂＇臨問倒 zチゾラム !mg 1盤 周 エチゾラムl:i!lmE 『プジナガ1 E事永良司区 E孔伺 内周薬 214400自Fl200 イミダブp，レ塩腔塩 '・ 5回目 1提
局 イミダプリル塩.. 塩陸2. 5m c「テ

"' 
テ，宅製買蕗 ＇＂的

内問責程 1179025F31凹 Zチゾラム 0. 25mgl.£il ~ Zナゾラム詫O ' E同E 『Tc K』 艮巴化学 .. " 肉剤費定 2l4t008F2206 イミゲプリル塩圏直塩 5mg l民 高 イミダプ，，レ塩.. 塩鮭＇ mE 『テバ』 テパ民家 35. 60 

内周燕 ＂＇司自 25F3118 エチゾラム 。‘＂ m且1民 周 エチゾラム民0 ＂国民「 7'Jレ』 共和薬品工業 .. .. 内用認 山町＇＂＂ イミダブリル壇雌塩 lOmgl陸
周 イミダプ官ル塩量塩陸1Omg rテ

’勺
テバ駆車 71, 20 
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別紙l 診療報酬における加算等の算定封車となる桂発医薬品 別紙1 診療報酬における加算等の算定対車となる桂発医薬品

区分 員医書鴛留A品S湘＝収ー総ド 成分名 鰻格 品名 メーカー名 男限価 区分 薬医価薬a品a僧ヨ収ー歳ド 成分名 規俗 品名 メーカー名 ヨ昆鋸

内問礎 2149QlOF!l90 メトプロロール官官般車 20tngllif 周 メ「テトパプj回ロール酒右酷塩錠2口＂＇ テパ蜘 uo  内用禁 2l71021F22S4 ~＂ジピン塩虚塩 4tngl陸 局 ~＂ジピン塩盛~提＇ mz「NS』 日続製薬｛山形｝ 払 b。

内問凝 2M9Q26Fl217 ドキサゾシンメシル借地 0, 5rng l民 局 ドキサゾ；ンン詫0 om＇「 ME D」 メディザ軒高 12. 10 内問責起 2l7l021F2292 ベzジピン塩盟埴 'm' I舘 周 ιzジピン塩酷塩提＜ m• 『テパ』 テパ闘 ＂伺

内問駕 2ト・19-026F229・1 ドキザゾシン＇ yル酷塩 ' m且l院 局 ドキサゾシン昆1四 z「ME D』 メディザ軒高 " " 内向叢 2171021F3264 ベコジピン塩盤底 且m＂犀 周 ベ＝ジピン壇盛温佐呂町日『＂＇＇ 日新製薬【山野｝ 印加

内問責路 ＂＇剛山 ドキ＋ゾシンメシ＂酷埴 2rn g l昆 周 ドキサゾシン健＇ m＇「 ME D』 メディサ新薬 ＂咽＂ 内m薬 2171阻盟国＂ アム回ジピンベシノレ酷塩 I Omi: 1碇
周 アムロジピンOD龍 >GmE 『あす

ヵ＂
泌すか製＂ 挽 2・

内問薬 214902GF4246 Fキザゾシ：ノメシル肢崎正 4tn g l陸 局 ドキサゾシン龍4皿g 「MED• メディ＋宥「藁 釘＇＂ 内綱策 ＂町四 プロプョール 250m且1綻 局 プEプ＝ール昆，； Om＇.「ザワイ」 沢井製薬 す硲

内問藁 2l49027Fl17S マ＝ジピン塩腔塩 5mgl提 周 マ＝ジピン塩蝕塩監om耳「日軒』 日新星藁｛山形］ 乱制 内用線 218901目Fl438 プラバ見.チンナトリウム 5同巨 1健 島 プヲパ且＇チン Na盤Em＜『NS』 目指担藁｛山形｝ W.00 

内問認 '!l 490'!7F2191 マユジピン血血塩 >Om且1能 局 マエジピン塩酸塩陸JOmg「＇新』 目H 藁，.形） ＂・初 内用薬 2189由IOl'l4t6 プテパスゲチンナト？？ム S1n ~ I且 周 プ「ラ7バ，＇イRザFチーンJナトリウム撞霞om, マイラン鵬 ・,," 
内H薬 21490271'319自 マ＝ニジピン塩盟塩 2日間 百 1健 局 マ＝ジピン臨回塩陸2Orng r目斬』 目新蝿耳障｛山静） '" .. 内.，. 2l890!0F2450 プラパλタチンナトリウム lOmcl健

周 プラパ見書チンNa建 1Omg fN 
S』

日新担藁〈山形） 37 so 

内加薦 ＂＇冒 OJ2Fll45 カルベジロール l Omg 1民 局 カJレベジロール昆1日m＇「 Tc K』 辰巳化彰 "・"" 内周策 21890101'2469 プラパスヂチンナトロウム ＂同＂起
周 プzヲ「パ7ス7イデチザン』Jナトロ世ム壇民 >Om マイラン担藁 ＂・加

内用裏庭 2149032Fl153 カルベジロール ＂皿＂院 局 カノレベジロール民 lOmg『テパj テパ劃袈 26 80 内.., 21890l6F1273 ピヂパスヂチンカルシウム !mg I提 局 ピダパ，，チ'lCa佳 lm＇「 J" 日本ジ＝キ!1::-P' 32.80 

内用裏庭 2!49032F2l50 カルベクロール 2日m' I民 局 カルベジロール民ZOm E 『TCK> 民巴化学 51. 70 内用環 21S90l6目＇＂ ぜ，p也，，＿.；；.，.ンカルシヲム 2mg l盤 局 ピPパ見タチンCa昆＇ mz「J" 日本ジョ正キロ，， "・" 
内鋼薬 ＇＂剛＂剛 カンデサノレクンシレキセチル 2回目 1緯

カyデザノレタンOD陸 om,『ト』
東和薬品 '"' ワj

内開策 ＂開口＼ 6F32詰 ピ9パ＂チンカルシワム <m' l健 局 ピグパス＇チン Ca民4mg fJGJ 日本ジ孟ネリァク 117. 90 

内m者定 2149口＇＂＇回目 カンデサルクンシレキセチル 4 mg 1健 カンデザルタンDD昆4mg rトー
東和策晶 34.90 

ワj
内問薫 ＂関口 161'3233 ピデパス＇チンカルシウム 4mgl昆 周ピ.パ，，チンCa盤＇ mH 『町YD』 陽道堂 llB. 00 

内用禁 ＇＂叩 7脚 カンデサルクンシレキセチル 8mg l蹟 カンデサノレヂンOD昆Em' rトー
東和薬品 回初

ワj
内用薬 2189016F3241 ピタパスヲチンカJレyウム 4 m c 1陸 周 ＂＇パ M チンCa 健•mH 『ケミ

目本ケミ＂ llS.M 
フアj

内m拠 214¥KMOF8055 カンデサルデン目／レキセチル 1 2mg I健 カンデザIレタンOD昆 12rn.: rトー
東和策品 踊j 輸

ワ』
内ffl！庭 , 2189Gl6F3250 ピタパスFチンカル~＇ム 4回E>R 

ピ~，，λ＇チンC 且躍＜ m• 「サン
サンド !18.00 

ド』

内月苓 2!60001F20Jl ゾルミトリプデン z‘ 5 rn g I能 ゾfノJレミト日ブタンoo.ti2 5mi: 
c, 

目本ジzネリ，， 500. JO 内用薬 21890l6F3268 ピタパスタチンカJレシウム 4 Ing 1民
局 ピ者パエミ＇チン Ca提＜m＇「ツルハ

ラ』
－~製累 118.00 

内川越 2!60004FW!O ゾルミトリプ＇ン 2. 5rng 1昆 ゾルミトりプ＇ン ODJ:i!2. Smi: 共和~品工業 500.3目
『アメJレ』 内用禁 ＂＇昔日 16F3276 ピタパユタチンカルシウム 4 In~ 1院 周 ピタパスデチンC•昆4 同 z 「目新J 目新製薬（山形） llB.00 

内刷業 21 oooo.JF2osa ゾルミトリプ＇ン 2. 5mg l院 ゾfノpレミト Fプ＇ン OD院 2. Sm且 高飼製議 500.JO 
カタ』

内用禁 2189由16F404.3 ピ，パスタチンカルシウム lm~ t昆
ピデパエミヂテンCa’OD健＂＂. 4嶋本ヒエ 品目。
『MEEK」

内周薬 2160附捌 ゾルミトロプデン 2. Sm g 1健 ゾfルトミト日プ亨ンODlii2. 呂田Z 翼民私有高品 5日0.>0』ワ』 内用薬 218¥!016f4051 ピ7,i;<.7チンカル＂＇ム lmg 1錠
ピタパ玉礼子チンC•• 0 D提＞ m< Me 1 1 1 Se 32.80 r明治』 l kB -;171レマ

併用鍵
＂…＂  ゾルミト日プ＇ン 2. Sm~ 1健 ゾ『ル目匹ミエト』リプデ'lOO院2 om, 日医工 帥初 内周鶏 2189日16F504.0 ピグパM チンカJレシ＇ム 2mg l毘 ピ＜MゲパIλグチンCa’0Df.i'2mg 

EEKJ 
ィ、休化エ " " 

内用挺 2lfi0口04F:)(l92 ゾルミトリプヲン 2. 5 mg 1民 ゾルミトリプデンOD健2 om且
日輔担司~ hlUn) 500. 30 

『日新J 内用務 ＂＇叫！ 6F5058 e•パ，，チンカJレ；ンウム 'm' l甚
ピ『明，パ惜ユ』デチンCa・ OD陸2回E Me 1 J 1 Se 

位＇＂1 k a 71'1レマ

内m蕪 216000羽田刊 ゾルミト日プデン 2. Sm g l健 ゾノレミトザリ』プ』FンOD昆 2. Sm g マイラン民事 500.J日『，，イ 内周業 2189由·~帥＂ ピゲパ，，チン.，レシウム 4 mg  l詑
ピタパ，，チンC.. o D健4皿臣 Me! j I Se 117.由。
『明治』 I k a 771レ7

内周薬 2l71005Fl343 ジヲゼプ塩崎岨水和物 50mgl陸 ジラゼプ塩酸血院50m耳『日新』 日荷量出（ill問 5.60 内·~ 2Z2400lF3122 ~ントキシベ日ンタzン酷塩 ＂皿＂錠
ベzシf：ト，，キレJシ、ペラ』リンFエン国担能＞；m 絹原製薬 5.40 

内用策 2l71005P.l161 ジヲゼプ塩盟塩水和物 IOOrngl民 ジラぜプ塩雌塩躍1日Gm品「目官「』 目荷量藁，，，』形1 .. .. 内周薬 2Z2900!Bl078 ジメモル＂ン Fン撤塩 ＂世＇ . 
ジメモル＂ンリン酷塩融＂略「 T

辰巳化学 幻 .. 
CK> 

内·~ 2171010日1067 ジピロダモール I 2. 5%1且 ジピログモール惟＂・ 5抗『JG• 長生堂侃苓 2o ao 内周旋 2Z2900lQ¥070 ジメモル77：，－，ン醜塩 o. 2 5悼＇ me 用ジメ白モ，ル，＇；首7ン「TリンC酷K塩』＇＂＇プ，，、児 辰巳化学 ,... 
内用禁 211lOLOF¥43J ジピ ログモール 1 2. Sm且1詫

ジピHダモール陸 l2. Sm g「J
長生虫色弘司区 rn 

c, 
内用策 カルポシzテイン 5 0% l c 

カルポシ凡テインDs 5 0%「トー
東和薬品 ＂・釦ワJ

内周司区 217¥0lOP.l臼2 ジ＂＇グモール "m且1健 ジピロダモール民2Sm g『JG』 長生誕製薬 rn 内附議 2制。~IF!31\3 プロムへキVン塩量塩 4皿El提
プロムへキシン塩国塩甚4冊且『サロ

沢井製薬 ;.oo 
イJ

内問員事 217l0l2Fl2JS トラピジJレ 50tngl碇 トラピクル提5Otng fサワイ』 沢井製＂ '・" 内用禁 テルプ.Fン離島塩 1首＇ ' 
テノレプ＂ン諸島塩細位＞%『 Tc 

民巳化学 10.so 

" 
e.m建 2l71021Fl261 ベニジピン塩虚血E 2mg l匝 局 ベ＝ジピン埴虚血健2mgIN S』 日軒製業（山形） 11. 10 内用薬 テルプFFン確酸塩 2m~ l健

テルプタリン蕗重量埴li!2mg『Tc 
度巴化学 ; " K> 

内·~ 2171021FJ270 ペェジピン壇民塩 2mi: 1健 局 Aェジピン塩＂塩院 2岡耳「テパ』 テパ製薬 13.30 内用策 2325003Fl369 プァモチジン 1 Oms l健 局 77モチタン提＂回目『 JG• 菱生虫製薬 1乱闘
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別紙1 診療報酬における加揮等の算定対象となる桂揖医薬品 別紙1 診療報酬における加算等の算定対象となる桂発医薬品

区分 掲隠区笛宿区芯品~収日aド' 成分名 続格 品名 メー;b-t;, 薬価 区分 簿医価薬品·~収ー健ド 成分名 ≪格 品名 メーカー4 ＂＇錨

内凧司Z ZJZ500JF!377 77モチジン 1 日同＂~ 周 77モチジン毘1日開 店『MEDJ メディサ新東 14. 50 内鵬 25900凶F2!08 ナプトぜジル 50mi:l民 周 ナフトピジル陪JOmE 「あすか』 るすか製震 4弘切

内周認 プアモチジン 1 Orne I院 周 77モチジン民 IOmg『目前』 目前民高 I山形］ ＂~ 内m薬 ＂＇伺的 F2!16 ナ7トピ：，，レ 5-0mgl旋 局 十7トピジル昆JOms 『吉林』 キデ2日リンリメ
イオ ， 

紙切

内用疑 ~~~5叩問 77号チタン 20同信 1民 ~ 77モチジン院2Omi: fMEDJ メディサ軒藁 ＂~ 内用業 笥叩＂＂ ナフトピジ＂ JO同日 1陸 周 ナプトピジル躍OOmE 『聖書？』 術岡県案 ... .. 
内m毒事 日 S鉱山回 77モチジン 2白田且 1昆 崎 77モチジン健20mg「白冊』 日餌民事 (Ill形1 ... .. 内..定 羽田田宮F2l32 ナ7トピクル 5 Om i: I民 ~ ナフトピジル陸sOmg rトーロ』 東和薬品 ＂印

em鶏 … 77'f:チジン I Om~ I碇 77モチジンOD民1日開店『田商J 日新民高［山形｝ '°・" 内問実露 ＂＇凹凹 F2140 ナブトピクル 5日同居 1躍 局 ナフトピジル健JOmE 『目医工J 周医工 .... 
内剤薬 国… 77モチジン I Om~ 1健 ザ7ー7号jチジンOD民＂＇＂ E 『77イ マイラン民需 ＂・関 肉剤蔑 ＂碕附開問：＂ ナ7トピジル 5 Om g 1 Ji! 

同 ナプトピジル昆JOmE 『77イ
ザーJ マイラン劃＂ ＂関

内＂＇燕 2J2500JF4279 77モチジン 20m~I 院 77モチジンOD民 20mE 「目新J 目軒唄寵（山形） "・ .. 内周驚 …。 ナプトピジル 7 Sm g I院 局 ナ7トピジル昆75mi:「EE』 zザhイ，，ドエー 73 40 

内m月思 2J2500JF42自7 ファモチジン 20m邑 1健 ザ77'f:テジンOD随＂田昌「 77イ マイラン割高 "・'" 内..覧 25900開問。＇＂ ナ7トピジh ＂＇＂且 1提 周 ナ7トピジル詫＂ mE 『JCJ 提生盆製＂ 73.40 

内n薦 ピレンゼピンm附I草木拘物 25mgl昆
ピレンゼピン塩前塩碇＂回 Erサワ

沢井製裏庭 .. .. 
イ』

内聞宅医 ＂＇応。 09f;Jt6S ナ7トe，，レ ＂田昌 1盤 周 ナ7トピジル緯75mi:『KN』 ’l林化工 73.40 

内周被 セン／シド I 2mi: l提 センノシド躍t2m~ r J DJ ヅェイドル71!!；鴫 5 oo 内m’E ＂…  ナフトピジル 7 Sm g I Ii! 周 ナ7トピクル陸＂＇＂菖「 Tc K』 辰巳化ネ 九 .. 

内R喫 235-10-03F2・11J セン／シド 1 2mc !Ji! センノシド健＂加匝『 77イザー』 マイラン民事 ' .. 内＂＂ ＂ …  ナプトピジル 75mi:l陸 局 ナプト 1::'~1t<Ji!75m E 『YDJ 揚到底~ 13 40 

内用提 23510刀剣＂＇沼 ピ，，，レ77－トナトロゥム木和物
2. 5-m c l貴プ ぜ，.＂ス5 ル皿~＇，ーTCトナJトリ ウムカプセル 別枠カプセル .. .. 
セル

内.，民 2刻。ゆw肉明。 ナ7トピジル 7'5mg l民 周 ナ7トピジル陸75mg『あすか』 あすか製蕗 73.40 

内m司区 一F叩 6
1ザラジン 4 0 Om i: I随 ザメFサjラジン腸植民＂＇田昌「 77イ マイラン提唱 48.40 附薬 2鈎醐岡山 ナフトピジル 7 Sm c I昆 間 ナ7トピクル民75m.c「杏林』

デキp-!):,-!))I 
イオ

73.40 

内用＂ ＂宮 100!F5226 ヵロジノゲナーゼ ＂単位 1民 • F ジJゲ十日ゼ~＂胤位『日新J 目新型藁（山蹄｝ ... , 内加薬 ＂＇伺凹 F3112 ナフトピジル 75-mgl龍 周 ナ7トピジル健＂回目 r-5'，申書」 高図録援 73. 40 

内問高 笥叩＂＇師 ナフトピジル 25mgl健 周 ナ7トピジル緯2JmE 『EE; 
エルメ7ドエー

2~.40 
ザイ

内問責庭 …＂＂  
ナプトピジル ＂田昌 1健 周 ナプトピジル民HmE 『トーヲ』 東和策＆ 73,40 

内m凝 ＂＇叩田＂＂臼 ナフトピジル 25mi:l賀 周 ナフトピクル健 25m~ 『 J G』 長生堂製東 25.40 内開業 ＂盟国伺目＂＇ ナプトピジル 75mg1毘 蝿 ナアトピジル昆75mg「巨医エ』 日産エ 73.40 

内m駕 ＂＇問仰 Fl07l 十7トピジル ＂肌＂陸 周 ナ7トピジル民25-mi: fK N』 イ林包工 :!5.40 内fflJI! 日900091'3147 ナフトピジル 75mgl~ 蝿 ナザープ』トピジル民75mg「77イ 7イラン担藁 73 40 

内m穫 2590009Fl080 ナ7トピジJレ 25-m~ l民 曙 ナ7トピクル民2Jm且「TCK> 民巳化学 25.40 内m，震 ＂＇叩醐 ナフトピジル 5日間且 1陸
周 ナフトピ，，レ00陸some『口SE 

PJ 
m一三共エ且 77 " .. 

内... 田 町四 ナ7トピクル 25mi:l匝 用 ナアトピジル民＂田 E 「YD』 陪＂蛍 ＂伺 内用薬 ＂＇回開閉 F<倒e ナフトピジル 50mgl提 周 ナプトピジルOD値 5Orng「EE』 エザルイ;l':,I ]' :c- 組 ω

内周薬 お抑制問 ナ7トピジル ＂皿＂匝 周 ナフトピ；ジル昆＂冊 目『あすか』 あすか駒楚 2瓜＂ 内問薬 2旬開。9何時4 ナ7トピジル 50mgl民
局 ナプトrジルOD民5日mg fFF 富士フィルム , .... 
" 77-"? 

内鵬 ＂＇田明 Fl¥lO ナフトピジル " m且JR 周 ナ7トピジル緯2Jm E 『杏休』 7 キョ＿，ン世メ
イオ

25 10 内... ＇＂醐 F<叫 ナ7トピジル 50m&l健 局 ナ7トピヅルOD院5日mE 『JOJ 日本ジ且キ日 －，，？ ..... 
内綱策 259000宮Fl¥28 ナフトピジル 2Jm日1健 周 ナフトピジル民2Jm E 『~jJ~』 前開銀＂＇ 25.40 内聞説 ＂＇醐附＇＂ ナフトピジル 50mgl碇 周 ナ7トピジルOD健 50mgfKNJ ’l林化工 "" 
内Y司犠 2590009Fl 136 十7トピジル 2 5mi: I陸 周 ナ7トピジル院'5m且「トーワ』 東和策品 25.40 内fflJ! 2sgoow向。＂＇ ナ7トピジル 50mcl民

周 ナフトピジルOD民 50mg「Tc 
KJ 

辰巳化学 ..卵

内問蝶 25900悶FllH ナットピジル ＂冊目＇~ 周 ナ7トピ＇＂民 25mi:「日直工j 四区ヱ お＂ 内周駕 ＂ …  ナフトピクル 50mcl毘 周 ナ7トピクルOD僅 50mg『YDJ 陽逝~ .... 
内岡藤 2臼回目9Fl152 ナ7トピ，ル 2 Sm K l院 用 十プトピジル民＂＇＂ H 「77イ

ザーJ
マイラン製薬 25.40 内m策 ~590009FHOO ナ7トぜジル ＂冊＇ ＇陸

局 ナフトピ，ルOD桂昌 Om，『あす

＇、』
あすか民＂＇ 仕切

内m薬 ＂叩問 1 ナ7トピジル 50mi:l民 崎 ナプトピクル毘JOmE 『EE』
~，レメァドエー ... .. 
ザイ

内周認 ~590009F~ ！ l9 ナフトピジル JOm且1提 局 ナ7トピ；ジル0D.li50tng「杏林』 7 キョーリンリメ ... .. 
イオ

内＂＇軍 笥醐＂醐 ナフトピクル OOm且JR 局 ナプトr，，レ民JOmH 『JGJ 量生堂製革 叩 ω 内fflJ区 ＂＇醐刊＂ ナ7トピジル JO回目 1健
周 ナ7トピジルOD陸5Otng rヶミ

フアj
日本軍品工業 ... .. 

内問員賞 十7トピ：，ル 50mgl民 周 ナ7トピジル昆SOmi:「KN』 ｜岬ヒエ 4弘ω 内ffl>I ＂日間回！＇ 4135 ナフトピジル 5口m＂陸
商 ナ7トピジルOD霞50mg『サワ

イ』
沢井製議 倒的

内n蕉 ＂叩醐 ナフトぜジル S口町民 1随 周 ナフトピジル~＂閉店「TCKJ 辰巳伝写 ＂・閃 内問責庭 ＂目関叩 FU4J ナフトピジル JOm且1民
周 ナ7トぜジルOD質 5Om g f,!tヵ

タj
高凶担寝 伺的

内..… ナフトピジル JO田昌 l健 月号 ナ7トピジル陸自口同E 『YD』 4弘ω 内＂＂ 2590009F4L51 ナ7トピジル 5 日 m• l健
用 ナフトピジルOD陸JOm且「？ナ

~， 
田辺三菱担＂ ..... 
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~lj紙1 診療報酬における加算等の算定対象となる笹発医薬品 別紙1 診療報酬における加算等の算定対象となる佳発医薬品

区分 薬毘斉価賞品＂＇ヨ，収ー oド' 成分. 浪路 品名 メーカーf色 薬価 区分 譲医価＂＇品誕 2ロR収総ド 成分名 続格 品名 メーカー名 Z定価

内用策 ＂… ＞W ナブトピジル 50mgl l草 周 ナ7トピジルOD健5日mz 「テパ』 テパ製薬 ... .. 内周薬 ＂ … l ナフトピジル 2. Smg 1陸 周 ナ7トピジルOD健2Smg『Tc 
KJ 

民巳化学 25 40 

内m"' ＂…＂＂ 
ナプトピジル 50mgl睦 周 ナアトピジルOD昆＇°＂＇：日医

エj
関医エ 4弘印 内刷費際 "''""'"" 

ナヲトピクル 25mgl匝 鯖 ナフトピクル0口信＂回目『 YD』 陽場盆 25.40 

内m薬 2590009F・1!85 ナアトピジル 50mgl錠 局 ナ7トピジルOD民E口mE 『自衛』 目軒盤調~ (II!陪］ 4弘閃 内m南区 ＂＇醐＇＂＇＂＇ ナフトピジル ＂岡＇＇昆
周 ナプトピジルO』D健＂• M 「あす

＂』
あすか場機 25.40 

内照策 :l590骨09F4!94 ナフトピジル 50tngl檀
周 ナフトピジルOD民5Om~ f：：：.ッ

トーJ
日東メデイ，， ...,, 内..区 ＂世 0009F6111 ナ7トピジJレ 25mg l錠 局 ナフトピデルOD館＂•z 「杏祢1 キデ" リンリメ

イオ
25 40 

内m諸経 :l590009F120日 ナプトピジノレ >Om且1健 局 ナザーフ」トピジAOD甚 E口回E 『7'イ すイラン製薬 .... 内用禁 掛町田 ナアトピジノレ ＂•昭 1 盤
周 ナフトピジルOD盤＂•且「ケミ

フア』
国本第品工業 2尽伺

内阿穣 2590009F42l6 ナブトぜジル 50mgl健
周 ナ7トピジJレOD起 E口町E 『7

ソーJ
シオノケミカル ... .. 内開策 ＂自問叩 F6!3自 ナフトピジJレ 25rngl陸

局 ナプトピジル0Dlle25mE 『サロ
イJ

沢井u 25.40 

内問自誕 出酬F酬 ナフトピジJレ 75m~l 陸
局 ナフトピジルOD健 15mi: rosE 

" 
第一三共エユ77 ね＇＂ 内開策 ＂＇閃 09F6146 ナフトピジル ＂•且 1 健

局 ナフトピジルOD蛙 25mc r9カ
タj

薦問製薬 お .. 

内問援 ＂＇問問 2 ナ7トピジル ＇＂同区 1且 局 ナ7トピジノレOD陪＇＇回 g rE EJ 
エルメッドヱー n.仰
ザイ

内用禁 笥9醐 F刷 ナ7トぜジル 0 6m邑1健 局 てへ』7トピジルOD健 25mg「Fナ 関辺三菱製薬 25. 40 

内用忍 ＂醐＂＇叩 ナ7トピジル ＇＂皿 61民 Z時 十プトぜジルOD使＂岡 Z 「F' 富士フィルム
ね＇＂P』 77-7 内用飛 ＂…＂  

十プトピジル 2 5m ~ 1昆 周 ナ7ト『ジルOD錠EE岡昌「テバ』 テパ製.. "・" 
内用薬 ＂叩蜘 ナ7トピジル 7 5m g I ti! 眉 ナプトピヅJレOD民75mi:「JG』 目本ジzネリック η 仰 内剤薬 ＇＂叩 6170 ナ7トピジJレ 2 5rn ~ I緯

局 ナプトピジルOD健 25mg『目匡
ヱj

自医ヱ ＂・＇冷

内刷指定 ＂酬明間 7 ナフトピジル 75mi: l位 周 十プトピジル0ロ民15mi: rK N』 小林化工 ね＇＂ 内剤薬 一＂＇的 ナフトピヅル 25mg l詫 局 ナブトピジルOD健 25mg『目厨』 日新製薬（山野） ZS.40 

内m薬 ＂帥 F剛 ナプトピジル 75mgl~ 局 ナアトピジルOD健Hm且「Tc 

" 
艮巴化対 7は＇＂ 内開通高 お9醐 FS197 十7トピクル 25mg I担 局 ナ7トピジル00昆＂ mE 『ユァ

トーJ
日東，デイ，， 25.40 

内m司区 笥叩，，叩 ナアトピジル 75mi:l値 周 十プトピジルOD昆 75m~fyD』 問i路盤 7な ω 内用藁 2.~ ！ 000'.lF!i2問。 ナ7トピジノレ :? 5mg l陸 用 ナアトピジル00健＇° mE 「77イ
ザーJ

マイラン型車 25.40 

内用務 2訪問F5107 十7トピジル 75mg1提
周 ナプトピジルOD昆 751n g『あす

fp) 
あすか製薬 73.40 内開業 2.19000SF6219 ナフトピジル 2 Smc l院 局 ナ7'ピジルOD民＂ mz 「7

ソー』
シオノケミカノレ 25 ~o 

内川~ 2印叫凹F5ll5 十ブトピジル 75mgl蛇 周ナ7トe，，レODJ;i!75mg『育柿』
キョーリシリメ

73.40 
ディオ 内.. 区 ＇＂問問 ガン7オリザノール ＇°加~ i.r;; 

ガンマオFザノール畠＂即日，，，レ
総服製薬 ＇閃ハ7』

内用薬 ＂叩＂幻 ナフトピジル 7 Sm g 1詫 周 十7 トピジJ~OD.1:<!7 5mc「ケミ
フアj

岡本務品工業 ね .. 内問責誕 ＂＇日凹 21'127! トコ7，口＿，.酢酷エ兄テル 50m~l 健
トコプ孟回ーザルー酔I雄エステル睦EOm 
E 「7'イー』

77イザー ..,, 
内m英高 ＂＇目骨口 9F51Jl ナ7トピジJレ 75mgl健 局 ナプトピジルOD民，，.H 「サヲ

沢井奥義 13.40 
イJ

内開策 3150002!111!4 ト，，，ロール酢酸エステル
l _O Om g lカプ ト，，.ロー『~レ酢7嘩イzザ』ステJレカプセル 7イラン担藁 '・" セル 1日Om，』

内附薬 ＂＇凹凹 F5140 ナ7トピ，，レ 75mgl詑
局 ナフトピジル口D院 7Sm c 11' :fJ 

高悶劉穣 九 .. 
タJ

内問薬 3l2!il02F243冒 和カル物パゾクロム，，レホン醍ナト＇＂ムホ 30m~ l健
カルパゾクロム＂レホン陛 Na健3口

循環製＂ .. .. m E 「，，..，，，ハヲ』

内IBj誕 2590009F5158 ナフトrジル 75mgl錠
周 十フトピジルOD駐 75mg r.，ナ

関辺三去を段高臨 73.10 
ベJ

内周驚 ，，，君。。！ClOS6 チタErジン塩酷塩 ＂判＂
チPロピジン塩酷塩細位 10%『目医

omエ "・" 工j

内m藁 2590009F5165 ナフトピジJレ Hm且1監 周 ナ7トピジルOD躍HmH 『テパJ テパ製薬 73.40 が用薬 3399005fl2自； ベラプ口ストナト自ウム 2 a" g 1健
局 ベラプロλトNa僅 20 jl g『アメ

ルJ
共和軍晶工業 24.40 

内m喝 2590009F5174 ナ7トピジノレ 7’om,i桂
局 ナ7トピクルOD詫 7Sm g『日医

ヱJ
目医工 73.40 内期買高 一 l捌 サルポグレヲート塩陸塩 SOmc I値 周 サ『fテレポパ』グレラート塩盈塩提50mi: テパ製薬 <0.W 

内用笥 2sgrn】091'5182 ナブトrジJレ 75mgl提 局 ナ7トピクルOD健＂冊目『目新』 日新製薬｛山形） ロω 内周賀高 … サル＂＇グレヲート壇虚血 E 1 0 Om g l甚 周 サ『Jテレポパ』グレヲート塩畦塩緯JOOmg テ パ 臨 " .. 
内用者認 一＇＂＂

ナ7トピジノレ 75mg l艶 局 ナプトピクルOD健Hm且「ニァ
ト戸j

日用メディッデ 73.40 内用策 タロピドグレル確酎境 25m~l 佳 周 ク由ピドグレル陸25mg fA A」 あiすョか厳司A区c I av ",, 
内別鶏 2醐 rnF520l ナプトピジノレ 7. Sm g I民 同 ナザー7』トピジルOD提Hm且『77イ マイラン担藁 73.40 内mm ，，，唖OOBflMI クロピドグレル硫僧塩 25mgl盤 局 芦田ピドグレル旋＂同＇ 'DKJ 大奥良薬 "・" 
内臓 一見＂ 十7トrジJレ 75m~l 健

周 ナプトぜジ＂ 0D民 75mg「7
シオノケミカル 73. 4~ ソ戸』 内用m ね醐＇＂剛 タロrドグレル硫酸塩 25mgl健 月号 クロピドグレル昆＂ mz 「E" 

エルメッドエー ,..,, 
ザイ

内m ' ＂ …  
ナ7トピジノレ 25mgl昆

周 ナフトピ『，，レOD健2om邑『DOE 
第一三共エ，，， お＇＂

" 
内·~ ＂＂醐＇＂醐 ＇ロピドグレル硫酸塩 "m日1健 局 クロピドグレル随25mg「F"'  

富士フィルム

"・" 77ーマ

内m，隠 ＂醐＂＇剛 ナフトピジJレ 25mg1J;E 周 十プトピジルOD民 25mgIE E』
＂＇レメッドェー

お .. 
ザイ 内m男鹿 ＂＂醐＂＇耐 タロピドグレル硫融塩 25mgl健 間 Fロピドグレル陸25mg「JG』 日本ジ＝キロ，， 48.30 

内用’E お蜘＇＂＂悶 7 ナ7トrヅJレ 25mgl健 周 十7トピジルOD民＂田昌「 F' 富士プイルム
2況＇＂

" 
77-v 内用禁 ＂＇醐＂剛 ＇ロピドグレル蹴酷塩 25mg I躍 周 ＇回ピドグレ＇）~~2 5 mι 「托N』 小ゆ齢化ヱ . ..,, 

内舟1認 2~90\的問＂ ナプトrジノレ 2 Srng I健 局 ナ7 トピジルOD昆＂•z 「IGJ 日本ジ旦串リック 2指伺 内用薬 ＂醐＂叫 タロピドグレル硫世直 ＂回且 1健 間 ＇ロピ戸グレル民 25mi: fK O』 寿，＂区 . ..，附

内別布院 20QOOO'l~6073 ナブトピジル 2 Sm g 1-'i! 局 ＇プトピジル 00院 2Sing rK N』 小林化エ お .. 内用薬 ＂冒卯田＂＇凶 ;oピドダレル硫蝕塩 25mgl健 周 ?at’Vグレル提25tni; fl<;O口』 興和 4s.aa 

7 I 17ペジ a 111ヘーγ



［別添I] ［別陪I]

別紙1 診療報酬における加算等の算定対車となる桂発医薬品 日j紙l 診療報酬における加算等の算定対象となる桂発医薬品

区分 泉t医信薬A品＂ョz川区aド. 成分名 規嶋 品名 メーカーJ包 蒸留 区分 買医価薬品盆噂コ収ー健ド 成分名 処格 品名 メーカー名 薬価

内m議 3l9900BFlll.¥ クロピドグレル硫酷壇 25m&l随 周 ＇ロピドグレル健＂同＆ fSAN I サテnィ・ゼン

"・" "' 
ィ，e 内聞議 339900BF21LO クロピドグレ，＿直酷塩 7 Sm c I民

周 ク司ピドグレル陸75mg fSANl サ/7ィ・ゼン
121.30 

"' 
ティパ

内用驚 ＂＇官官 -OSFlL22 ＇ロピドグレル硫西空塩 2 Smi: l昆 崎 クロピドグレル民＇° mz 「EN』 シオJケミ＂＇レ 48.JO 内綱策 クロピドグレA薩腔塩 75mgl健 用 9ロピドグレル躍＂回 E rs NJ シオノケミカル 121.30 

内m•司区 J39900SF! !30 空白ピドグレル宿世塩 " m陪 1韓 局 クロピドグレル健＂田昌「 TCK> 辰巳化学 ・lS.30 内原案 33990081'2137 'cピドグレA瞳酷塩 7 Sm~ 1盤 周 空ロピドグレル民75mg『Tc K』 民巳化学 121.30 

附駕 339900SF!M9 'cピドグレル硫盛塩 2 Sm g I健 周 ＇ロピドグレルf:l25m~ fYDJ 間切陣掌 .. ,. 内周薬 醐醐F2145 クロピドグレル＂惜塩 75mgl民 周 タロピドグレル~7 5m E 『YD』 面進室 !21.30 

内周薬 33990回Fl157 Fロピドグレル院院塩 2 5mi: l健 蝿 クロピドグレル民25mi: rz E』 金星駕品エ実 ...叩 内綱案 3J9900目F2L53 'cピドグνル碇雌塩 7 5ntG l昆 局 タロピドグレル陸75mi「ZE』 全星薬品工業 121.30 

内問. 3J99008f1165 クロピドグレル硫惜塩 ' 5岡＂詫 周 ＇ロピドグレル健＂回目『アメル i 共和総品工業 48 30 内.，. 33990081':?!61 ' Hピドグ i,.-，も麗園生虫 75rngl民 周 ＇冒ピドグレル碇＂ mE 『，，，レ』 共和景品エ嵩 l21 JO 

内問看覧 Pロピドグレル龍随塩 ＂回＂民 周 FロピドグレFレ詑＂冊目『科研』 グイト 48.30 内ffl~ 一mo
タロピドグレル植地塩 75mgl健 ’E ＇ロピドグレル~7 5m& r科研』 ダイト 121.30 

内剤鶏 339!lOOBFL＼自l ＇口ピドグレル硫惜唱 E "m且1陸 周 ' Eピドグレル陸＂ m且「吉林』
キ7冒』リンリメ

イオ "・'" 内HI~ ＂＇＂町田 Fロピドダレル直盤底 7呂田＇＇詫 局 タロピドグレル健75m且『杏林』 キデ旦ーリンリメ
イオ

121.30 

内用鑓 33990-0目FllOO クロピドグレル融問塩 ＂田昌 1健
局 クロピドグレル民25m11: rヶミ

ファ』
B本ケミ，， 48.30 内m" 33g~~脚＂＂ 9ロピドグレル硫惜塩 75mgl陸

周 9ロピドグレJレ健75m c Tケミ
ファ』

日本ケミ 77 l?l.30 

内岡高 339900BF¥203 空白ピドグレl~liitM:塩 ' 呂田＂健 周 ＇ロピドグレル民 25mi;『ザワイ』 沢井製鵡 48.30 内ffl• お阿gM8f2:!llll タロぜドグレル障盤塩 7 5mi: l提 周 ＇口ピドグレル院 75mg『サワイ』 沢井援策 12!.30 

内問灘 3399目開Fl2ll クロピドグレ，~a融塩 2 Sm~ l院 周 F ロピドグレル~＂m邑 fサy ド』 サシド "・'" 内m驚 間 醐 問.. クロピドグレII-lit融証 7 Sm g I民 踊 Fロピドグレル盤'5mE 『サンド』 サンド 121.30 

内用業 問削8FL22<1 ＇ロピドグレル硫白書塩 25mi::l民 屑 P司ピドグレル民25mi:『三和』 百本終品工業 ，..，附 内mi区 間関酬＂＂ F ロピドダレル確世~ 75mg1健 周 ＇口ピドグレル陸 75mg「三和j 目見ド液晶工業 121.30 

内H 339900BFl2J自 タロピドダレル硫借塩 25mgl盤 周 クロピドグレル盤25mgf？ナ~， 問辺三聾型車 "・'" 内m繋 ね… 空ロピドダレA蹴盤底 7 5m11 l民 周 ＇ロピドダレル昆＂田 g r~ナベ』 田辺三菱劇薬 121.30 

内用薬 ＂＂醐~F\246 ＇ロピドグレル＂世岨 "m日1健
周 ＇回ピドグレル昆＂ m且『，，レハ

ラj
.，開製員民 48. 30 内用薬 国… Fロピドグレ11-lilf:融~ 75mgl院

周 ＇ロピドグレ Jレ陸75mg f?1レハ
ヲ』

鉱山原霊協 121.30 

内鋼鶏 ＂＇蜘＂＂訓 ＇ロピドグレル臨陪塩 25mg1陸 周 ' Eピドグレル民＂ m耳「テバ』 チパ盟事 48. 30 内ffi!I! ね”。問問＂＂ 夕日ピドグレル晴世塩 7 5mi; l健 局 クロピドグレル健'5m耳『テパj テ パ 醐 121.30 

内m~ 3399008Fl262 ＇ロピドグレル蹴陛塩 25mgl昆 局 タロピドグレル昆＂ m匝「トーワ' 東和策品 ,..,. 内用禁 Pロピドグレル直融塩 75mi:t提 周 クロピドグレル健75m g『トーヲ』 東和薬品 12!. JU 

内fflJ足 339900BF127口 タロピドグレル硫惜塩 ＂回耳 1誼 間 ヂロピドダレル健＂ mH 『日新J 自軒製薬［山形｝ "・'" 内＇＂~ ＇ロピドグレJ~lil酷塩 7 Sm g I院 周 ＇目ピドグレル覧＂ m且「E軒』 日軒型車＂山形｝ 121.ao 

内m毛症 沼 町四 タロピドグレル斑措唱 2 5m g I民 周 s，回ピドグレル民＂肺 E 『＂＇
トーj 目班＇ディ v' 48.JO 内問責躍 ＂＇均昨 Q!FZロ＂＇ 'cピドグレル硫前週E 75ms1R 局 ＇ロピドグレJl.-~7 5回耳『＂＇

ト＿， 目東メディ y' 121. 3~ 

内刑業 ＇ロピドグレ Fレ躍醍塩 2 Sm c l院 周 Pロピドグレル民25mi:「＝プ由』 ＝プ包 ...，ぬ 内附襲 タロピドグレル確薗塩 7 Smg IJ:i! 周 Pロピドグレル提'5mE 『ニプE』 ＝ユプロ 121. 3() 

内周篤 ね剛＇＂抑 クロピVグレ＂硫同電車 25mi:l昆 . ザクーロ』ピドグレル民25mg 「プ7イ
マイ予ン担＂ ''・" 内ffl~ 捌~~8F叩 Pロピドダレル蹟陪塩 75mcl匝 周 ザ＇ーロ』ピド－~，レ民，，.且「77イ マイラン製薬 t21 3o 

内問誕 339900日1'!31由 ＇ロピドグレル聞西空』量 "m邑 1健 周 クロピドグレル民＂ m院『明拍1 高聞製潔 ...初 内m駕 ＂＇哩 008F23J5 クロピドダレル硫限塩 75rn~lli 用 ' Eピドグレル昆＂ mz 『明治』 目前悶製業 121.30 

内周毒患 339900SFJJZ7 ＇ロピドゲレル匝借塩 Z5mgl賀 周 ＇回ピドグレル Si!2Sm g『モチグ』 持m’t鶏 ,..,. 内m翼 国醐悶＂ タロピドグレル硫蝕塩 7 5mi; lf.i! 周 ＇ロピドグレル毘 75m＆『号チダ』 時国製.. 121.30 

内用認 クロピドダレノレ確，.塩 1 Sm g I民 周 クロぜドグレル民7Smi:『AA』 品t寸sか県高A"  翻 V 121.30 内用禁 … タロピドグレル植揖塩 5日田＂民 ~ F回ピドグレル陸50mg rEEJ zザ，イレメ yド エー 86.Jt 

内m鴛 ＇ロ rドグレル硫限塩 7 Smi: I民 ~ ~ロピドグレル民7Sm11: 「DKJ 大興製＂ 121.30 内剤薬 ＂＇怜 UOEfJ附＇＂ 7cぜドグレル疏僧塩 OOm且1健 周 ク E ピドグレル佳50m~ 『KN』 小林包工 錨鈎

内m司路 …E 
9ロピドグレル硫惜塩 75mgl躍 周 ＇ロぜドグレル佳 75mg『EEJ エル.>t::-1< :r:: 

121.30 
~イ

内m~ ＂…  クロピドグレル硫融塩 50mi:I盤 。ロピドグレル覧5Omi:『Tc K』 辰巳化学 86. 30 

内m務 田畑町“ ' Eピドグレル班員費車 7 Sm g I提 周 ＇ロピドグレル民 'OmE 『F' F』
富士プイルム 121.30 
,,7マ

内向到底 …2 
タロピドグレル確融塩 "m耳1院 周 ＇ロピドグレル民 50mz 「サロイ』 沢井製~ o;." 

内m業 問。河町 9ロピドグレル匝盟塩 7 Sm g I Si! 周 ＇回ピドグ，，レ民＂ mE 「JG』 日本ジ＝ヰリ，， 121.30 内開業 ＂＂関附＂＇印 ' Eピドグレル龍鴫塩 5 Orne. l健 クロピドダレル健OOm日．『クナベ』 関辺三愛製＂ ぬ叩

内朗建 羽町醐 ＇回ピドグレル＂酷唱 E "m邑 1陸 周 クロピドグレル昆＂同 c fKNJ 小林包工 121.30 内.，定 ＂醐 m"' F回ピドグレル融債塩 50mgl健 周 タロピドグレル躍50mE 「岡拍』 高関製薬 8ι 初

内用策 ＂…  タロピドグ t.-ft..碇酷壇 " mι1碇 局 Fロピドグレル健7Smg fK O』 舟製薬 ロuo 内ffll区 3962002；時間E メトホルミン塩盈塩 250micl1'! 商 うト古川了醐塩昆250mgMT
DSEP 

揖一三共;:io:;o,77 E孔仰

内m議 33990081'21目2 ＇ロピドグレル龍盛塩 7 Sm g I陸 周 ＇ロピドグレル院 15mg IKOG』 興~ 121.30 内剤薬 … メトホルミン塩.. 塩 250mG1昆 周 ，「JトホGル』ミン塩薗塩民＇＂回目 MT 日本ジzネリ，， .. .. 
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別紙1 診療報酬における加算等の算定封輩となる桂発医薬品 別紙l 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品

区分 薬広価耳慣品溢切ヨ取ー組ド 成分名 規梅 品名 メーカー名 ~価 区分 薬医価薬A品6司コ＂収ー総ド 成分名 規絡 品名 メーカー名 薬価

内問斉聴 ＇°＇山町 1 メトホルミン塩陛塩 2 5 Om1: l碇 周 メ「TトホC~レ』ミン塩艶塩健ZE口mgMT 民巴化学 E札” 内＇＂＂ 429100JF回＂ デモキシフヱンpzン酸塩 20mgl陸
タモキシ7xン躍 2Om; Iパイz

パイエル薬品 出＇＂ル』

内用買事 ＇＂＇明。•F:!COC メトホルミン塩酷壇 250tnlll昆 周 メ「TトホE; レミン塩雌塩提250mnMT トー7~イヨー 9.90 内問探 429Hl¥1Pl!U イマチ＝プメシル酷塩 ＇＂回＂盤 イマチ＝プ提＇＂回目『 JG』 目本ジzネF,, 1,385 JO 

内用寝 …＇＂  メトホルミンj置酷壇 ＇＂田区 1院 周 メ「三トホ和ルJミン塩酷塩盤＇ ;o回EMT  三和化学研究所 5札” 内陥規定 129!01!Fl150 イ7チ＝プメシノレ酎塩 I 0 Om K l嬉 イマチ＝プ民 lOOrn~ 『TCK< 民巳畔 ＇－＇自； '" 

内m：廃 四 ZC~F醐 メトホ，レミン』在世塩 250mgl陸 周 メfトト－ホルF, ミーJ塩融塩健250mcMT 東和薬品 9.90 内m指定 429!0l!FllS自 イ守チエプメシル陪塩 ＇＂同時 1碇 イ？チzプ健 l001ng「トーワJ 東和議品 ＇・＇日 630 

内川鑓 j ト＊＇レミン塩酷車 250mcl民 局 ＇『目ト医ホル工 jミン血酷塩健＂日 mgMT 目医エ "'' 内剤薬事 429l011Fl176 イマナニプメシル酸塩 1日日同苗 1院 イマチエプ匝 1 日 Om• 「目医工』 日医エ l,386 30 

内附駕
一＂°＂ メト＊＇レミン塩間塩 ＂日 m＂民

局 メ『ェトホプルロlミン塩酷塩昆 250mi:MT ニプロ 9.90 内問爽 429¥0!IFl!IM イマチニプメシル鵬塩 ＇＂同＂佐
イザマチF プ随 1日Omo『77イ_, 7イラン聾藁 1,386.a口

内＂＂路 3目62002P21l6 メトホノレミン塩雌塩 , ＂田＇＇碇 局 メ『7トホ7ノイレザミン』塩』腔埴院 250mgMT 7'イザー 9拘 内問責Z 42910l!F'i.05宮 イマチユプメシJレ田空塩 200mgl誌 イ7チユプ毘 200mE 「トーワ」 東和薬品 Z，宮53.20

内＇＂＇誕 3山＂＂＇ メトホルミン塩＂場 5日Om且1陸 用 メ「DトホSルEミ＂ン塩酷塩健 ;o日m邑MT 第一三共エ兄77 L0.40 内周薬 42910llF2067 イマチニプメシル酷壇 ＂口同＂院 イマチ＝プ健200tng「日医工』 目医エ ' eパ＇・＇＂

内用薬 メトホルミン塩酸塩 ＂日 m" l健
局 メ「 JトホGル』ミン塩酸塩碇； oo回目MT 目本ジヱネ自ヴ F ＂・.目 内用指定 4;)9l0l5F1034 レトロゾーノレ 2. 5m G l健 レトロゾーノレ躍2咽 'm昌『D" 

第一三共エ＇77 皿 ωP』

内用務 ＂位。 OlF305S メトホルミン』宜融塩 ;oo回目 1民． 周 メトホルミン塩酷埴民;o口m<MT 
辰巳化学 10.10 

「TCK< 
内用薬 42910】SFIOU レト日ゾール z咽 5回目 1錠 レト口ゾール陸2 5回目『EE< z•レ＇ yドエー 292. 60 

ザイ

内鯛認 制•coir附 メトホ1~t ：，，壇耐塩 500mg l民 周 メ'7トホEル』ミン塩酷鹿提SOOmgMT トーアzイヨー 1臥＇＂ 内周＂ 42S¥Ol5F1050 レトロプール 2. 5m ~ 1健 レトロゾール~，‘ Smg fF』 富士観葉エ業 肌 ω

内問~ 四~oai町 メトホルミン塩酸岨 500mg I嬉 周 ＇，三トホ和ルJ、ミン塩酷塩陸5日日m •MT 三滑化学研究所 肌＇＂ 内閣m 4291015Fl069 レトロゾーJレ 2. 5mg l健 レトロゾール健2. 5mg lff F』
富士フィルム

恥 ω
ファーーマ

内·~ ~9620021':'叫 メトホルミン塩惜塩 500mgl盤 局 ＇『ニト 1プ＂ロレ』ミン塩盛塩姐 500mi:MT Zプロ 』.... 内周男鹿 4291015F1071 レトロゾ＿，レ 2. Sm菖 1昆 レトロゾール院2. 5mg r1 G』 日本ジーネリ，， 肌 ω

内岡高際 … メトホルミンj証民塩 so om且1昆 局 ＇『7トホTルイザミーン塩』鮭塩民 SOOmgMT 77イザー 10.10 内用議 .，宮10!5F!OB5 レトロゾ＿，レ 2. 5m & l健 レトロゾ←Fレ提2 om，『KN』 イゆk化工 皿 ω

内m燕 39990l3Fl37l エパJレレ1，，ト SOmgl民 局 エパJレレ＂ vト健 ;omH 『口SE 

" 
第一三指エ，，， 16.10 内用漢 4四lO!SF！凹3 レト回ゾー＂ '・ ；同＂民 レトロプール陸2 5回目『NK』 日本ヒ薬 叫 印

内刷繋 ＂自由014~!04冒 タタロリムス木和物 lmi: lカプセル ,,1t1 'l ム zカプセル •mo 『 J G' 日本ジーネリ 7ク 519.30 内用調健 429l015Flt07 レトロゾール 2. 5m g l提 レト口ゾール昆 2. Sm~ 『アメルJ 共和蕪＆工業 皿 ω

内用薬 3官自宮0HM1057 ，，ロザムスホ和物 Im~ 1カプセル 9ド』?a！）ムスカプセル 1冊目『サン
＝プロパッチ 519.30 内用薬 429l0!5FIL15 レトロゾール 2. 5m ~ I提 レトロゾ－・レ民＇・ ＇国臣『ケミ

グイト 叫 回
フアj

内m’E 羽田町l1Ml065 ' Fロリムスホ和物 !mg lカプセJレ ' FロHムス舟プセル1回 g-r＝.プ
エプロ 519.30 

ロ』
内綱策 42910l5Fll23 レトロゾール 2. 5m g 1提 レトロゾ＿，レ盤2‘＇ mz 「サワイl 沢井製薬 29i.6加。

内·~ 明14~2叫 ' Pロ日ムスホ和物
O. Smg lカプ ＂ロリム見方プセル o. 5mg r1 

目本ジヱネリ，， 297. so 
セル G' 

内用＂ ""'"'""" レトロゾール 2 5tni; l陸 レトロゾール健2. 5mg『テパ』 テバ製策 羽＇・関

内m藁 J9990HM205J I/？ロリム旦木和物
0. 5m且1カプ ＂ロ！リムスカプセル口. Sm c「サ

＝プロパッチ 山町
セル ンド』

内剤薬 12910l5F1140 レトロゾール 2. Sm且1詫 レトロゾール碇2. 5m E 『トーワ』 東和薬品 血 間

内m鶏 39990MM206l タFロHムユ水和物
0. 5tng Iカプ プ＂ロリム 1カプセル.. ；皿眠「z

ニプロ ＇＂＇切セル 包』 内m裟 ＂目 1口l5Fl158 レトロゾール '・ 呂田.＇畠 レト目ゾール健2 ;m，『日医工』 B屋工 292.60 

内m終 ＇＂問。 MllJ叫l ＇／？回目ム丸木和物 Om日1カプセル ヲタロリム見方プセノレ； m，「 JG』 日本ジェネリ γF l, 916 30 内開業 4291016Fl166 レトロゾール 2. 5m s l健 レトロゾール昆2. 5m c『エプロJ エプロ 鈎＇・＇ゆ

内m高 四 M叩 ヂタロりムス水和物 Smc Iカプセル’ 4ド7』9ロリムZカプセJレOm，「＋ン ニプロパyチ ¥,946. 30 内mm 4291015Fl174 レトロゾ』Jレ 2. 5m c l民
レトロゾール提2. 5m E 『77イ

77イザ｝ 皿 ω
ザーj

内m毒事 3醐 M叩 タクロ目ムユホ和物 Sm~ Iカプセル ' P 口担ムスカプセル •m• 「＝プ Zプロ l, 946. 30 
ロJ

内.，区 4291目15Fll自2 レトロゾール 2. 5 mg l昆 レト司ゾール昆2. Sm E 『明拍J Me 1 J 1 Se 
恥 ω

i k a 7"!' Jレマ

b叩 3999016M109日 メトトレキサート 'm' lカプセル
周 メトトレキサ』トカプセJレ2mcrs 

シオノケミカル !35.40 

" 
内開策 ＂冒 1015Fl190 レトロゾーJレ 2. 5rng I盤

レト司ゾール昆2. 5m E 『十＇ノレ
富士化学工業 皿 ω

トJ

内畑一司区 ＂＇日 ¥OlDlOJJ テガ7 －•レーギメラシノレ・オフーヲシルカ '°m E相I包当Jチ） ＂エーワン配合開抱 no 沢井製鶏 出 .. 
リウム配合剤 ガフール

内問有能 44l0002Ql133 d-7ロル7"ニヲミンマレイン融塩
0 ＂・品 1日間 シ，＿口；ロプル.：~~ラ抗ミ「ンYマIレハレイラン』融証 働原組事 "・'" ' 

内問認 4229Hl¥0104J 
テガ7-J~ ，ギメヲシル・才テラシルカ 20mgl包当厭（）テ ＂ケ＿，，ワン配合開怯 no 目：本fヒ藁 4&3.80 
リ0ム配合剤 ガフ＿，レ相 内m策 “叩＂叫 オーラノプィン 3同＂昆 局 オーラノブイン陸＇ m＇「サワイ l 沢井製薬 幻 ω

内問有限 42291口l02030 
テガフーJレ・ギメラシrレーオテラシルカ OOm j屯1包当医（）テ エスzーヲン配合頼位T" 沢井組薬 臨刊世ウム毘合剤 ガブーノレ掴 内ffll定 畑町1叩 オキサトミド 日 2%1tnL オ「キ7サ，，トザミード』シロァプ小児用.. Z叫 『ずイラン蝿＂＇ 8.10 

内問J略 422910102目.. テガ。 7 －•レ’ギメラシル・オテラ，，レカ ガ2フ；m』ルg相I包当依｛〕テ ニ己ヌケーエ旦ワン配合層性＂＇＇ 四本化薬 556. 70 
リ .l.i2合剣 内m男鹿 ＇＂自由削 Gll02 7~7-ロマイシンホ和物 lOOmglg アジヌロマイシン細粒小児用 1白羽

来季初穂品 194. JO 
トーワ』

内＂＇路 429l003Fl236 タモキ町"7且ン＇エン融塩 1日m' I昆
クモキシプェン健 <Om民 fバイエ

パイZノレ東品 肌＇＂ルJ
内問薬 621lQ08i'Jl55 塩酷シプロブロキサシン l 0 Omg l桂 シプロフロキサシン昆 lOOmg「T

辰巳化学 2乱”CK< 

11 / [7へ－7 12 / 17ベーν



［別添1] [El需1]

別紙1 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品 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

区分 簿医椛価白A鳥＂ロ慣収ーoド' 成分名 続格 品包 メーカー名 ~値 区分 買医臨価第晶•：収日健ド 成分名 処絡 品名 J’－・ー名 薬価

内問者定 S~1l0\0C10J2 ト且7ロキザシyトシル蹄I証本和物 l 5 Om G I i; 用トス1フ5唱ロキ『ザ＂・ン旨ン＇』 トシ＂雌塩楓世小児 繍聞製司覧 3肌却 注射蕪 2l90SOIA3100 車グリセリン・果柚 500mLl庇
グリセロン・果暗E合点蘭静注「H

先製薬 出

" 
内m鶏 62~10lOClO~il トス7ロキザシントシル融塩水和物 1 5 Om c 1且 用ト~；%ロキ『サトーシンワ』トシル雌車掴阻小児 ＊鞠策晶 四国 注射薬 2!90SOIA3118 ~グ官官日ン・県桔 500mL l脹 グリポーゼ配合店舗鈴注 ＂＂寮品工業 揃

内＂~ 624lOLOC!059 トλ7目キサシントシル間塩水荷物 150mclc 胞ト'7ロキ「サシントシル融届E小児用細 Mo t』＇ ,, 
，，弘＇°＂判明治 J ! ka 77J~宇 注射業 219050lMI開 誼グリセロンー果陪 Z口Omt.l Ir.! ＂セ官ンー果桔配合点画静注『 H

光製.. 国
K』

内問買高 6~4l0!3F:!3H レポ7ロキサシン木和物 2【5レ1 ポ＇.m，フ、ロg砕l昆サシ 局 レポ7司キサシン昆2som11rsu 

"' 
ザン77-? 126. 80 注射案 ＂＇由50IM114 漉グリセリンー 果時ー 200mLl使 グリセレプE合点滴静注 テル号 1白

内ffl;I! 6N1013F2322 レポ7ロキザシンホ和物 ＇＜＇レポ＇；ロ zキサシ 周 レポフロキサシン院250閉店「日匹

ヱ』
目医エ 126.80 注射＂＇ 2l905C!A508~ 車グリセリン，果糖 500mLI提 グリセレプ配合点滴静注 テルモ 醐

が叩欝 62110IJFJJL0 レポ7ロキ＋シンホ和拍 ＇，＇レポOmフロ区キ一一サ、シ 周 レポ7ロキサシン桂昌 OOmg「Su 
サン7，ーマ 225.40 

"' 
注射議 2L90SOIA6109 揖グリセリン・果措 aOOmLl鈍

グ日セFン・果崎E合点摘静注『H
光製薬 "' K< 

' m認 62・¥lOIJl'3329 レポプロキサシンホ和物 ; " レ.ポu' mザフ、ロSキ1民サシ 周 レ~フ回キザシン~500回目「目匡
エ』 日~工 臨＂ 注射務 219050¥A51l7 揖グ ~t9 ：.－・ 3性情 3日OmLlR グロセレプ配合点靖静注 テJレモ m 

I m賀高 ＇＂官。。訓 1"' プル＝ナゾール
5 Orne l j]プセ 局 7，レ＝ナゾール.プセル＂同居『タ

高閲興員蕗 田鍋
ル お.， 注射鶏 22l9i03A1086 7ルマゼ＝ル

0. 5m11 5mL 7N~ぜ＂＂静注臨0. ＇回 z「テ
テパ製業 I 495 

1管 ，宅1

ジυ目薬 ＂盟国 O訓2174 7'レョナゾ＿，レ l OOmc ¥;tiプ 局 7『JタLカ＂；』ゾ日ルカプセル IOOmg 高関製薬 498.60 セル 注射藁 2山..刷出 シメチ，ン ＂叫＇ .mel菅 シメチジン注200mE 『イセイj イセイ

“ 
内用禁

…＇°＂ 
イトラ＝ナゾ＿，レ 5 Omg I舟プセ イトラヨナゾ－fl,j]プセル50mg 沢井製議 171. 20 ル SWJ 注射業 Z39l400A3!99 グラエセトロン極量岨 !mg Im LI菅 グラotトロン静也被1回E 『テパ』 テ，〈製＂ '" 

内＂議 6:?90005FlJOO テルピナ7ィン塩融塩 '25回目 ＜Q
テルピナプイン提 12 5mg rト日

東和薬品 '"・"' ヲ』 注射薬 ；，宮HOOA4195 グラ＝セトロン塩陪塩 3mg 3tnL l菅 グラ＝セトロン静注植Zm E 『テパ』 テ，4製鶏 z醐

注射高 l¥49402Al080 ケトプロ，.ン 50mcl菅 。トプロ 7，ン鵬桂昌 om，「目前j 日新民慎仙階｝

" 注射策 2452102.'.!095 
ヒドロコルチゾンリン融~－テルナトリ l00mg2mL 静ヒ世ド情ロ~ル0チOmゾンHリrンA回F世エF且』テルN • エール＝品 m 
クム 1菅

主主例議 ll19・l03A!017 ププレノルアィン塩惜I証 。‘ 2冊目 1管
ププレ1"7ィン注O. 2m c『日

目輔民;I!＇山間 自l
自時l

注射薬 2・l5210:!ASU2 
Eドロロルチゾンリン酷Z ステルナトリ 500mg lOm 静ヒ注ド暗07'レチゾンリ『ンA~~zテルN • エールヨ健晶 "' ウム L(紙 500ms 』

注射議 ＂刊・！ OJA却口 ププレJJレ7'ン塩舵塩 。‘ Bm魁 1菅
ププレノルプイン注0. 3m品『目

日胃提唱仙問

'" 続j
注射礎 ＂＇臼 OOOIOSJ

メチルプレド＝ゾロンコハ＇惜＂テ Jレ 解4械Om付）＂鼠｛滞 fルチNルaプ注射レ用ドーゾロンヨハ＇陛＂＇テ エール策品 "" ナトリウム 4 Dmg rAF F』

注射趨 1119501All49 ムロン，サドロ世イチチル酷ン閣ナ情トエリス7チムル・rトp7 JOmL.l菅 ヤ旦ラミン配合静注 ユプロ 副 注射複 ＂＇醐＂＂剛
メチルプレドニゾロンコハF僧エ1テル 付＇，＂ l胤 l語解檀 ルメチNル・プ注射レ用＇＂ゾロンコハク『融A~ Rテ エ】ル第品 ＇叩ナト＂ム I 0 0 0回目 F』

注射裂 l2lHOOA50i目 塩前リドカイン 日. ＇拍 5mLI リ『ドカイザン境ー醍』塩注射棟。 •% マイヲン担藁 随
菅 ファイ

注射業 311~40凱1旧宮 カルシトリオール
。咽 5.11g lmL カfルF』シトリオール静注棺O '"' 富士良薬工費 "' 1管

注射凝 121HOOA回＂ m耐Mドカイン 日1官. ＇判 lOmL リ『ドカイザン埴ー腔j~昆射~o. s•品
ファイ

マイヲン民唱 関 注’f薬 31 l2102A2035 カルシト日オール l μ c 1 ml I晋 カルシトHオール静注棺＂＇『 F』 富士製業ヱ集 間

t主納鋪 1211400~；071 』在借リド方イン 1明 5mLI菅 ザFドカイン塩陛塩注射能1%177イ
マイラン製司E " 】』 注射業 Jl2210lM!37 7'レ，，レチアミン塩融塩

＂冊目 2OtnL 711.-;>;Jレチアミン注5日回目『目斬1 H軒艶＂【山形｝

“ l管

注’rn 1211"1目。AB07B 塩. ., Vカイン 1首 1OmL I菅 ザ日ド3りイン境問E塩注射披1弛「7'イ
』』 マイラン製薬 邸 注射薬 314040IA!03宮 7'7ルピン融 500m揖 1菅 7新』＇コルピン酷昆 500mi:PB 『日 目；厨担藁〈山形） 弱

注射完結 l2lHOOA9074 喧＇＂ドカイン Z抗 5mLI管 ザ日ードカ』イY塩＂塩 tt射戚2・%「7'イ マイラン担高 鈎 注射薬 3229501GI089 塩化f ン，，，，確固量亜相木和物配合剤 'mL I情 ミネロァク＿，，.合点描静注シリンジ Z プロ 制

注併鶏 l2LH00Hl01¥ 塩蝕~！＇.trイン Zう｛.JOmLl菅 ザ日ード』カイン塩最塩注射旗E明『7'イ マイラン担萄 "' 注射家 3319500AlllO 開始晴 200mLI庖 YD:nJ?'-Tl母輸液 陽遭堂 "' 
注射終 1229103!'1050 ~，ロ＝ウム臭化物 棺＜m付1＇＇菅（ i'SM ベ＇ロ ：＝.？.b.静注用＜mE 『＂ 富士蛇終工禦 由 注射M 33195凶A~i25 開始液 SOOmL I甑 YD;t¥l?-Tl号輸液 陽~盆 m 

注射翠
l… ~，ロ＝ウム奥化物 1口町 EL鳳 ~，ロ＝ワム静注用 <OmE 『F』 富士製薬工業 民4 注射策 3319510>.1076 級持織 200mL1嵐 YDY9:!>-T3号輸旗 鍋＂盤 m 

注射凝 21!9402P1097 ドパミン醐島区 ＇・民1 う~2 0 Om 

"' 
周 官パミン「塩7血7塩イ点ザ輔ー静』注祇20 Om11 

キァト
マイラン眠薬 師 注射袈 J3l95WAJ095 組舟波 500mLlli YD Yリヂーn 号輪雄 副過盆 "' 

注射薬 2ll9・¥02P2107 ドパミン塩凪』量 。‘提3叫 200m

" 
周 キドパッミトン『塩7融T壇イ点ザ高ー静J注椛＇＂日 me マイラン製薬 1描 注射梨 JJL95JLALOS4 権持続 2 0 OmL l臨 YD:l ，~－T3号G柚棺 陽進~ 1幻

注射高 2L 19-104G初日 ドプ＇ミン埴酷塩 0 関I %2 0 0回
L< 

ドプ「＇ミイン点ザ摘ー静J注旋200mcキ7
トファ

マイラン割.. ¥,421 注射策 33195llA2069 維持捜 ＂口同 L(庖 YD:l!J:l'-T3号G輸液 陪進盆 ＂悶

注射蕪 2119・1削G4050 ドプタミン塩酷塩
o. 3%200m Fトプ「タミインザ点摘ー静注腹自口 Omgキ7 マイラン民事 2 587 L<袋 ファ 』

注射篤 間側1剛 ダルチパFンナトロウム ，＇，、，パ．OリンO間O似関勿単位千 ダルテパリンNa静注5000単位／
日軒民宿［山陪1 ,,, 

Om L 『目新

注射鶏 217l40:?Al¥67 ジピリゲモール
o. 5%2mL l クピリダモール静注1口mE 『イセ

イセイ '" 管 イ』
也訓藁 山町1帥 Eグ合リ剤チルPチンーグリシン，・ン且テイン 20mL l普 ヒシ7，ーゲンE合静注 ＝プロ S泌

注射薬 ＂宮 050lA1093 嵩グリセリンー果蹄 ＂口 mL(瓶 グリポーゼa合点滴鯵益 狭義欝品工業 '" 注射薬 39l9502Gt0as 配グ合Fチ剤ルリチン・グ，，ン・シユテイン 20mLl情
ヒシ7，ーゲン配合静注・ンpvジ＂

＝プロ m mL  

注射鑓 2190501AZ090 轟グ明セリン’県惜 300mLl瓶 グ日ポーゼ配合点蘭静注 扶桑d第品工業

"' 注射袈 …？ 配グ合Fチ剤ルリチンー＂シンーシ；テイン
＂回 L(簡

ヒシファーゲン配合静注シリンジ＂
エプロ m mL  
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別紙l 診療報酬における加算等の算定封象となる曲尭医薬品 別紙1 診療報酬における加算等の算定対象となる桂発医薬品

区分 薬医価薬江~固mコm健ド 成分名 線梅 品名 メーカー名 薬価 区分 薬医価薬お品盆司ョR収総ド 成分名 製提格 品名 メーカ』名 薬価

注射認 42"3401 M問。 プノレオロウヲシFレ 店＇・口口口 m且l フルオロウラシル注＇ 00日m' 
東和薬品『ト←ワ』 '" ＂＇サ楽 6!l910101!75 テイ＝プヲ＝ン 200mgl脂 テ「イテパコ』プラーン点摘静注用 200mg テパ製薬 3 113 

注射誕 4223~口＇＂口：＂ 7'レオロウラシル 250ingle: 7'レオロウラシル注25 Otn耳 fト』
庄和薬品

ワj "' 注射議 ＂＇ヨ 40003026 ＇ロベキムホ和物 I g 1 Jli: 局 メロベネム点稿静注用＂『 NPJ Z プロ ＂描

世射F民 ＇＂口 ・l05A3口.， ドセ＇キセノレ
2 口 m~ I mL 1 ドセデキセル点輔静註Z日田昌／＇ rn エルメ y ド Z』

眠 L rE EJ ザイ
l0,997 注射驚 6¥J9<100D30J5 メロベキムホ和物 1昌1瓶 局 メロベキム点摘静注用＂『明拍 J Mel 1 ! 目。 l酬

''" 7アJレマ

tt射薬 '1240405AJ!02 ドセ＇キセル
20m~ltnLl ドセヂキセル点摘静注 20m 且／ •rn

エプロ
也 L 「ニプロJ 10,997 注射業 ＂＇問問

見ルパ＂ムナト＇＂ム・アンピシリン (3 g) 1瓶 ，，レパシリン静注用，， M白tj i Se 
明ナトリウム I k a 77JI-宇

注射業 424M05A3l10 Fセ亨キセル ＂回目 I皿u l't<I' キセル点滴静注1&20tn~ ／ l
阪 rn c 『7，イザーJ マイヲン~藁 10,997 注射終 6!J9504F3041 

見Jレ，＜7！；ムナトリウムーアンピシ，， (Jg) l瓶 ピ月Jレ‘ンン静注用＂ 大探察関工袋 m 
ナトリウム

注討薬 4~41J.l05A312古 ドセタキセル
2日mg lmL I ドセ＇キセル点摘静注＂同封／＇ rn 
嫁 ＂ヤクルト J

ヤクルト本f上 ＂叩 注射黄信 6219叩＂叩 日ネゾFド
600tng300 拍リネ』ゾEF点摘静建碑6日Orn岨「明 Me! Ji Se 9,672.0C 
rnU提 1 k a 77'1レマ

注射驚 山… !'1".:I'キセrレ OOrn昆 4mLI ドセグキセル点摘静註80rnc/4m エルメッド Z』
版 L 『EE』 ザイ

38,480 注射薬 …＂＂  プル2ナゾール o. ＇判 50mL プル＝ナゾ』ノレ静注疎5Otng『グカ
市関’E寿医 l.107.0-0 

1阪 タ』

t主＂・＇民 ＇＂口 40SMI09 ＇＂タキ tJレ
8日mg4mLl ドセ＇キセル点描静注 B自国，／，皿

エプロ
瓶 L 『 プロ』

38, 480 注射策 629040lA2249 ブル＝ナゾール
0. ＇世 50mL 7＇レコナゾール静注臨IOOm邑『＇

高岡民認 1,522.00 1紙 カタ』

注射裳 ＂＇旧国 Ml¥7 ドセタキセル " m揖 4mL1 ドセグキセル点摘静注桔80rnc/4
紙 rn L 「7，イザーJ マイラン阻＂＇ 38. 480 也射議 62904日1A3237 フルロナゾール 口u 庖2%100tn 7'レ＝ナプール静注按200mc『＇

~関製＇＂ 2,695.00 
カタJ

益”Z聴 ＂＇叫 OSMl25 l•t7キセJレ
且白1ni;4mL1 ドセタキセル点前静注80mg/4m

ヤクルト本社
総 L 『ヤクJレト1 38,480 注射線 ＂＇冒 4121'3040 イオパミドール 7 5, 5 2判＂ 局 バイZテージ注＇＂シ Fンヅ＂ rn

テ パ 醐 3肌 ω
同u 簡 c 

注射薬 429l401All27 シエプラチン 10m&20皿L シZブラチン点揖静注按1日回目
1続 『77イザー』

フ7イザ』 2, 155 注射~ 7219415G9069 イオA 寺，＿，レ 6 4. 7 l日 JJ 局 イオベ日ン耳目白註シFンジ11Om 
テパ臨 6醐 ω

日mu 簡 c 

注射薬 4291401A2123 シZプラチン
2呂田E50mL シスプ7チン点摘静詑桟25mg

ファイザー1紙 『77イザ日』
3,81宮 外ffll区 U!970!Gl092 イ，7，レラン JmC 周 イサ，ーYJフノレラン殴入麻酔捜『77イ マイラン型車 ,,,., 

注射義 4291101A3120 シλプラテン SOm~lO 日田 シスプラチン点輔静也被50mg

＂瓶 「77イザー』
77イザー 9, 127 外周薬 1147700Jl 1自9 ジクロ7，ナpナトリウム 1 2. 5mi: 1個

ジデロ 7，ナタNa坐剤 I2. 5mg 
MM!:躯薬 19.3C 

ツルハラJ

注射議 429HlOA1!50 オキサリプヲチン
SOmg!OmL 

オ／キ1サ，，リnプLラfチkンC点C滴』静注椛＂田昌 共和クリティケア1楓
18,279 外周鶏 ll47700Jll97 ジタロ 7>ナFナトリ ？ム l 2. 5冊目 1個

ジクロ7>ナ＇ Na虫剤I2. 5tng 
目軒盟主＂山形］ ＂・却R新j

注射終 42911lOA2l57 オキザリプラチン
1口口mg20m オキザPプラチン点滴静注椛！ OOm

共和クリティケアu 楓 s/20mL「KCCJ ＂闇 外m寮 1141700]2240 ジFロ7且ナFナトリウム 25m~l 個
ジ，回 7，ιナFN a虫剤2Sm; f'/ 

舗原＂＇寝 ＂叩JレJ、ヲ』

注射薬 1~9l4l0A3030 オキサリプ7チン
＂口 mg40m オキfHプラチン点滴静注棋＂口 m

共和Pリティケア
'・ J瓶

g/ 4 0皿L r;<:cCJ ＂＇醐 外周薬 111170-0}2出 ジ＇ロ 7'ナFナト世ウム 25mgl個
ジタロフzナFN a虫剤25m G r目

目新皇軍 l山形1 19 90 
続j

注射薬 429Ml0A3018 オキサリプヲチン ＂日 mg40m オキサHプラチン点滴静注棋2日日田 十プ.，.，藁品u 紙 日／40mL 「ケミファ』 ＇＇醐 外用禁 ll47700J3269 ジ；ロプェ十世十トリウム 50mgl個
ジクロ7>十＇＂ a虫剤5Otn g「，

鎗原製有路 "'" ノレハラ』

注射業 ＂日 14lOA3051i オキサリプラチン ＂口 m＇＇°田 オキサロプラチン点摘静注棺200m
u 紙 ，／，日間L 「ファイザー」

マイラン魁罵 °＇醐 外m薬 11~9700J1121 ケトプ四フヱン 50m~l 個 ケトプロ7且ン坐剤OOrn且「SN』 シオノケミカJレ 幻 .. 

注射粟 ＂引 4l0AJO制 オキサリプ7チン 200m~40m オキサリプヲチン点摘静注椛200m
情一三共zスファu 紙 日 fD"  F』 ＂＇醐 外周繍 ＇＂目 700J2l20 ケトプロ 7,y ＂田昌 I個 ケトプロプ且ン坐剤7$mg「EN』 シオノケミ.，レ 26.9Q 

注射飛 12911lOAJOJ2 オキサリプヲチン ＂口同信 .Orn オキサロプラチン点摘静注構200m 官土フィルム
u 瓶 日『F' F』 77 －~.－ ＂＇醐 外F白書区 JOJ自7!7Q¥324 クロモグ日夕酎ナトリウム

1 OOmi:SmL タロモグリ F酷Na点眼椛2世「ファ
マイラン製菓 408 80 

1麟 イザー』

注射煮 4Wl4LOA3080 オキサリプラチン
2口口m，.，日m オキサりプヲチン忠商静注椛＂＇回
u 楓 ' 'N K」

日ホヒ薬 ＂醐 外用薬 ll19719lli002 アシ＇ロゼ Jレ 3首1且 周 アシ；ロピル眠軟膏日持「エ，トー』 東亙薬品 5四 ω

注射郊 4WHlOA3099 オキサリヅヲチン
200tng4日m オキザリプヲチン点圏静注椛200m

沢井’巡業u 紙 ' ＇サワイ』
は醐 外周薬 m自72001156 ヒアルロン酷ナトロワム

1悦 0. 4mL 1 ヒ7，レロン融NR 0. 4臨枯弾剤 J%
テパ製薬 4 140. 5C 

情 テパ』

注射巡 429l4LOAJL02 オキサ日プラチン
200rng4日間 オキサ日プラチン忠商静注被200m

テパ製驚u 舵 E 『テパ』
臼醐 外..定 13l97WQ7219 ヒアルロン酷ナトりウム

1首 0. 6rnL I ヒ7，レロン雌N • o. 日阻粘弾剤l弘
テバ製薬 3,250 I口

筒 テパ』

注射鵡 ＂目 14lOAJllO オキサリプラチン
200mg40rn オキサりプラチン点高静注200mι

東和＂＇晶u 腐 『トーワ』
回問 外周薬 131972叩＂＂ ヒアルロン酷ナト＂ム : 拍簡0. 8 5mL ヒ1拍アル「予ロパン陸』Nao. B5llil.枯弾剤 テパ臨 3,307.0目

1定射実 1Z911lOAJl2日 オキサロプラチン
2口口同居 <Orn オ昌キ『サ日医り工プ』ラチン点摘静注植2日日田

＇医エ m叫u 瓶 外周鶏 13l9722QL244 オフロキサシン 白 3%lmt
オフロキサシン点眼椛0 3% rs 

シオノケミカル 4S.90 
NJ 

注射真実 42911!01.3!37 オキサロプヲチン
200m昌40m オキサHプ予チン胤輯静註椛20 Om 

エプロL I瓶 且『ユプロ』
臼醐 外淵駕 13l972GQll88 ジ＇国プ孟.，，，ナトリウム 口＇ J世 JrnC 

ジクロフェナナNa点眼枝o. l ~も
日軒製唱｛山間

" '" ロ街』

注射策 61!2401A1!60 ＇リングマイシンリン階ニ＂＇テル 3口口m区 1管 局 4日Fgmンダ品7「イF』シン~ :--t喧Zステノレ邑3 富士艇車工業 "' 外周旋 ¥3l972TQ1239 ; Jレフロキサシン 口＇ ＇枯 JrnC 
軒ノ；レプロキザシン点眼植o. 3判『目

日新民軍（山形） ＂叩

注射諜 6112・1日IAl178 クリングマイシンリン借孟ステル 300mgl管
局 夕日ンダマイシンリ ν酷エステル注射

ニプロ

"" i夜300mg「N" 
外周東 l四 7剛拙 クロモグ＂醍ナトリ世ム

190tng9. 5 ？ロモグ~？lll:N a点鼻械2弘『77
宇イランE藁 羽， " rnU踊 イザーJ

注射諸島 6l12401A2!74 タリングマイシンリン舵＂＇ぇチル 600mgl菅 局 夕。口日mンダH守「イ＂シンリ Y酷＂＇テ Jレ詑6 富士製薬工聾 笥8 外m薬 1329701Ql0l6 ジオクチルYジウムスルホサ＇シネート 5弘 JrnL ジオ科タ用チル雄ソヅウ「ムスルホサタシネー
ト耳 E世 CEOJ 

セオリ777-"l' 55.10 

注病薬 6L ＼ ~10LA2!82 クリンダマイシンリン拠エステル ＂＇回＇ l菅
周 ; Fンダマイシンリン陪zステルt主射

ユプロ お自
前 60 Om回「NF」 外ffl＇司区 l329705QlJ28 ケトチ7，ιン7..，，，；，盛塩 6 0 4 Sm且昌 ケザトーチフヱン点鼻櫨0. 0 5うも『プア

すイラン製藁 442.60 
rnU瓶 イ J

15 / L7ペーン 15 / l7ベジ
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別紙l 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品

区分 高匡値薬品基準コ収ー組ド 成分名 鰻格 品名 )-:b－名 ヨ高値

外用負第 ~25970l~LOil F口モグ＂世ナトリウム 1悦 2mLl普
F回号グ11:l'lltN a'l1i.λ植 1日『ザワ

沢井’E策 ,,.,. 
イj

外.，民 2~6070lFl387 ポピドンヨード 7叫 lme 
ポピドンヨードガーグル7首『マイヲ

マイラン闘員E 2.40 

" 
外 限. :!35770lK313Z グリセリン 個50判30mLl グHセリン混腸控5日刊『ムネ＇＂

ムネ製英露 ＂・駒me 

外... 問。＂叩 グ日セリン
5日悼6白岡＂ P'!lt，ン混＂＇由 50弘「ム.t.J 6 0 ムネ製薬 1肌刊
姻 me 

外ffll信 ~J5i70lK8\8S ダリセ明ン ；個0拍 l2 OrnL グリセリン世胴i夜50叫『ムネ1" ムネ興策 日目，.
。m' 

外胤稽 235i70LK9ljJ ダリtVン ；個0首！ 50mL グリtPン農腸臨百日叫『ムキ＇ " 
ムネ蹴 158 00 OmC 

外m高 2Gl2i01QZ125 ＂ピ甘ン宣ード I 0% l 0 g 
ポピドンヨードゲル＂首「？イラ 7イラン提唱 ~3. 10 ,, 

外川驚 26l2701Q315S ポピドンヲード ＂首 I0 ml 
ポピドンヨード外用椛＂悌『マイラ

γ イラン民曜 H. 70 
ン』

外川高 制 叩0 デロルへキシジングル＝ンl世塩 5%10mL グルヨン惜9「ロルrイ、ザキーシ』ジン刑事丹J;世
SW/V噛 77

マイラン製駕 ＂目。

外別選 26197l61Jl240 7'キルジアミノエチルグM；ンン塩世埴 ＂弛 IOtnl ア用ル栴キlル口Wジ／アWミ哨JZ「チ7ル7イグザリーシ』ン消毒 守イラン制』E ,... 
外附認 W49i29S22・1目 ケトプロフzン

7cmX¥Ocm ケトプロ 7'ンテープ＂回目「日
シオJケミカル "・" 1枚 N; 

外問慣 2臼9729SJ17J ケトプ且プョιン 加＇~仕cmX14& ケトプロヨーンテープ4日間 ' ,, 
シオ，.ミカル " " "' 

外＇＂~ 26'197J!Rl028 7 dピナ＇ 3首l回L スミル外周ポンプ1プレー3首 三笠製策 7切

外＇＂＇起 2&l973lSL2自3 7:r.J：.－ピーj』＇ ,; ：仕cmX14c 7:r.Nピナpパップ＂ m且『サロ
沢井製＂ 14.80 

イj

外＂藁 ，.引凡叩 7ルルピプロ7ェン
10cmX14c フfルュルーピプロアェンテープ<Om且 枯陣薬品工提 L3.6n 
m＞枚 トタ』

外川灘 261973捌＂ 7ルルピプ目フzン ；位cmXlOcm 7『FュレルーピトプP』ロフェンテープ 20m~ 拍釦薬品工費健 '・'" 
外F有者高 2副司＂＇日 1'" ジクロ 7:c.-T!Iナト F.ム 1首 1ι ジタロ 7'ナONaゲル1明 rsNJ シオノケミカル rn 

外m有能 25191J5RI026 ロキYプロフ且ンナト Fウムホ和物 ＂色 l' 
ロキYプE7'ンN幽外用ポンプ昆プ

民巳化詳 , .. 
レー 1悦『TCKJ 

外周燕 Z制町JSR！閃4 口キyプロ 7，ιン・）トリウムホ和物 l首 1耳
ロキソプEフzンNa外周ポンプZプ

陪il!l:t .... 
レー•%『YD』

外... 2659710Nl2¥7 テルビナプィン埴惜塩 1%1 ~ 周 テ「ルトーピナワ』7イン塩盟塩9リーム1判 武和東品 M.00 

外m.• 2659711珂H" テルピナプィンj草島埴 1%1 ~ 周 テ「ルトーピナワ』プイン塩血塩件用i夜1世 刻限称薬品 N.00 

外開誕 2&6970LN20事l 尿議 ＂首＂ 原鼎＇ Fーム2目前「ENJ －ンオJケミカル E印

外問4震 ＂＇宮＂＇凹 llLS目 ヘパリン慣聞物質

" 
，、パ官fン顕E阻工物J質油性＇リーム..
l3 目

目医工 10.10 

外m薬 ~問問1叫 内パHン面倒物質 " 
，、パ官『ンF医E但工物』宵件用スプレー..
,3 ロ 目mヱ ¥8. 70 
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区分
薬価基準収載
医薬品コード

内用薬 2229001Fl070 

別紙2診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目
（加算等の算定対象とならない後発医薬品）

成分名 規格 品名 メーカー名

ジメモノレファン日ン酸塩 lOmgl錠
ジメ.'f-ノレナァンリン酸塩錠lOmE 「T

辰巳化学
CKJ 

1 I 1ベージ

[Jjlj添 2]

薬価

5.60 



区分

内用薬

内用薬

内用薬

内用薬

内用薬

内用薬

内用薬

内用薬

内用薬

内用薬

内用薬

内用薬

内用薬

別紙3診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品j

※平成27年7月1日より適用

薬価基準収載
成分名 規格 品名 メーカー名医薬品コード

2160004F1027 ゾノレミトリプタン 2. 5mg 1錠 ゾーミッグ錠2. 5mg アストラゼネカ

2160004F2023 ゾノレミトリブタン 2. 5mg 1錠 ゾーミッグRM錠2. 5mg アストラゼネカ

2239001G2027 アンプロキソーノレ塩酸塩 45mgl錠 ムコソノレパンL錠45mg 帝人ファーマ

2590009F1039 ナフトピジノレ 25mgl錠 フリパス錠25mg 旭化成ファーマ

2590D09F2035 ナフトピジノレ 50mgl錠 フリパス錠50mg 旭化成ファーマ

2590009F3023 ナフトピジル 7 5mg l錠 フリパス錠75mg 旭イ巴成ファーマ

2590009F4020 ナフトヒ。ジノレ 50mgl錠 ブリバスOD錠 50mg 旭化成ファーマ

2590009F5026 ナフトヒ。ジノレ 75mgl錠 フリパスOD錠 75mg 旭化成ファーマ

2590009F6022 ナフトヒ。ジノレ 25mg l錠 フリパスOD錠25mg 旭化成ファ－7

3399008F1025 クロピドグレノレ硫酸塩 25mgl錠 プラピックス錠25mg サノフィ

3399008F2021 クロピドグレノレ硫酸塩 75mgl錠 プラピックス錠75mg サノフィ

3962002F2027 メトホノレミン塩酸塩 250mgl錠 メトグノレコ錠250mg 大日本住友製薬
局

3962002F3023 メトホノレミン塩酸塩 500mgl錠 メトグルコ錠500mg 大日本住友製薬
局

1 / 2ベージ
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薬価

960.80 

960.80 

67.70 

49. 10 

99.20 

146. 70 

99.20 

146. 70 

49. 10 

112. 50 

282. 70 

10.20 

19.00 



内用薬 4291015Fl026 レトロゾーノレ 2. 5mg 1錠 ブエ7ーラ錠2. 5mg 
ノパノレティス

674. 10 
77-7  

内用薬 624101CC!024 トスフロキサシントシノレ酸塩水和物 150mglg オゼ、ツクス細粒小児用15% 富山化学工業 568.40 

注射薬 3112402Al020 カノレシトリオーノレ
0 5μglmL1 

ロカノレトローノレ注0. 5 協和発酵キリン 1160 
管

注射薬 3112402A2027 カノレシトリオーノレ lμglmLl管 ロカノレトローノレ注1 協和発酵キリン 1717 

注射薬 4223401A3022 フノレオロワラシノレ l, OOOmgl瓶 5-F U注 lOOOmg 協和発酵キリン 1356 

注射薬 4223401A4029 フノレオロウラシノレ 250mgl瓶 5-F U注 250mg 協和発酵キリン 358 

注射薬 6249401A!025 リネゾリド
6 0 Omg-3 0 Om  

ザイボックス注射液600mg ファイザー 18287 
L 1袋

2/2ページ



区分

内用薬

別紙3診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品j

※平成27年10月1日より適用

薬価基準収載
成分名 規格 品名 メーカー名

医薬品コード

2399009F3028 メサラジン 400mgl錠 アサコーノレ錠400mg ゼPア新薬工業

1 I 1ページ
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薬 価

88. 60 



｛参考l) ｛参考1)

薬価基準告示 薬価基準告示

No 薬価~~名 成分名 処絡単位 軍価｛円｝ No 薬価~館名 成分名 規格単位 誕価（円｝

1内用軍 アジエぇロマイシン細胞小児用 10%『ト｝ワJ アジ且ロ7イシンホ和物 I 0 Om~ I耳 191.1目 ＂内用車 エッタ ；＜.7＊ージE合ODii(: バルサルヲン・アム回ジピンベシル酸塩 1鍵 114. 60 

2内用荒 7セトアミ '7孟ン細胞＇°鳴『 JG• アセト 7'<..I ＂？~ン ＂首 1耳 S倒 ＂内用軍 エヌケーエ兄ワン配合開位T" テE合ガ剤，＿，レ・キメラシル・オテラシルカリウム 20mg l包｛テガ7－当h量）相 "' .. 
3内用可E アセトアミノ 7且ン担 200m 且『 JG• アセトアミノフヱン 200m且1健 "" ＂内用車 ＂ケ＿，スワン配合輔位 no テ但合ガ剤7 Jレ・ギメラシル・オテラシルカ 3ウム 2 5 mg I包［テガフー当ル量柑｝ 問問

11'1四；E アセトアミノ 7孟ンli'200m~ 『F カ＇』 7セトアミ， 7，ン 200m~ltl 巴 .. ＂内局員医 局 エパルレAP'llト健SOmg「ロS"'  zパルレユヲァト 50mgl陸 46. 10 

5内開高 アセトアミノフェン貸 300m~ fJGJ 7セト7~ )7ョーン 300mglf.i': E，目日 ..内用車 オキサトミドシロップ小児用0 2首「＂イザー』 オキサトミド o. ＇判 •ml B.10 

6内用車 アセトアミノ 7"ンDS小児用日日叫 I?1J?J アセトアミノ 7"ン ＂叫＂ ＇＂刷。 ..内用. 局 オーラ '7ィン院＇ mR 『サワイl オーラ '7イン 3回世 1佐 37.60 

7内川軍 7'セミ l'i<'30m~ 『 JG• アゾセミド 30mgl健 ＂・剖 ＂内用車 ガスチーム融4万単位／眉 プ司ナーぜ 2 0, 0日日単位 112.10 

白内用高 アゾセミ l'li'60悶且 fJ G』 アゾセミド OOm且1健 18. 5・ ＂内用車 カ担ジJゲナーゼ健＂単位「目厨』 カFジ／ゲナーゼ ＂単位 1健 ..制

。刷用車 77回世アロン民 2om~ rサワイ』 アフ口 '7ロン 2日m＂昆 臥3同 ..内用罵
＂，レバゾタロム ZJレホン酌Na健3日mE 『，，レハ

＂＇レパ ；／9<1.ム見ルホン世ナトHウムホ和助 3 0 m c I盤 5関
ラ』

l目的問高 局 7ムロジピンODti'.IOmK「あすか1 アムロジピンペシル酸塩 I 0 m K ! Iii' "'° ＂内用車 カルパマゼピン細位＇＂枯『 7ジナガJ カルパマゼピン ＂弘＂ 17.20 

＂内用. 局 アラセプリル町 I2 5 m E 「H罰I アラセプ世ル 1 2 5 m c I Ii! E弘剖 ＂内用. ＂＇レパマゼピン院＼ OOmz『7ジナガ』 :hr.-パマゼピン I 0 Orne l昆 ＇・関

＂内用. アルプラゾラム昆0 <m E 「7,CNJ アルプ＇ゾ予ム o. ＇＂＇＇陸 ... ＂内用買 ＂＇，パマゼピン昆 200mgIフジ十＂ カルパマゼピン 200mgl陸 "" 
＂内用軍 アルプラゾラム1:110. 8mc r7:1 ルI アルプ予ゾラム 0. Sm c l健 ..,. 4目内周軍 局 方ノレベジロール蝿 1Omc rTc K』 .，レベジロール ＇＂同百 1提 26 BO 

＂内用！哩 イトヲ＝ナプールカプセル Some『Sw, イトラヨナゾール ＂同匝..プセル 171. 2日 ＂内用車 局 拘Jレベジロール覧＇＂冊目『チバ J カルベヅロール 1日田耳 1健 " .. 
＂内用司 E イププロ7孟ン町位2日唱.，，レハラj イププ口7"ン 2日鴨1自 ..,. 町内用車 局 カル.－－： ~c-Jl-院 20m~ 『TCKJ- .，レベジロール 2日m＂健 5). 70 

I目的開高 イマチニプ~·日日間E 『JG』 イマチzプメシノレ世塩 '00冊... ¥,3S6.30 ＂内.. .，レポシ貝テインD＂日悦「トーヲ』 克JレポシRテイン ＇＂判＂ '"" 
＂内用軍 イマチエプ質1ロロ..『TCK< イマチニユプメシル酷塩 I 0 Om K I健 ¥, 386 JO ＂内.. カyデサルデンOD提＇ mE 「トーワJ カンデサルタンシレキセチル 2mgl院 】.... 

1日内用；耳 イマチエプ昆IOOm昌「トーロl イマチユプメシル酷塩 l 0 Om g l位 1咽3B6.30 ＂内用車 カンデサルヂ70  D鮭－！ merトーロl .ンデサルクンシレキセチル 4mgl陸 ＂則

＂内用車 イ7チ＝プ民＇°日同昌「日 E工l イマチユプメシル酷塩 ＇°日田昌 1碇 l.386,JO ＂内用薫 カンデサル＇ン 00民，.，『トーワ』 カyデ~，レ？！／・ンレキセチ＂ 呂田＂健 67.80 

＇＂内用高 イマチ＝プ院1日日mz 「7，イザー』 イマデユプメシル酷塩 1日日間＂鮭 ＂日＇・＇口 ＂内用車 カンデサルタン00昆＂ m耳『トーワI カンデサルタンシレキセチル l 2 mg 1 Ill 間関

＂内周. イマチユプ民Z目。皿E 『トーワ」 イマチ＝プ1シfレ酷塩 ＂日冊目 1院 ＂脱却 ＂内用薬 ガンマオHザ，＿，レ健5日田E 「＂レハヲ』 ＂ンマオ目ザノール 50rngl健 ..関

＂刷用車 イマチιプ蝿200mg『日匡エ』 イマチエプメシN陪塩 200mclf.i': 醐剖 ＂内用車 局 ' zチ7ピン細位t0% rrメルl ヲェチ7ピン，.，レ醍塩 ＇＂弛＂ ＂” 

出 向 同 . 鮒 イミダブHJレ塙酷塩院Z S目隠『テ，，」 イミダブリル塩踊塩 2. 5m c I健 却 ω 臼内用藁 局 ~：：＜.. 'f-7 ピン細位＇＂世 fMEEKJ ; zチアピン，.ノヤ瞳塩 ＂鴨 1' J2B. 10 

＇＇内岡高 局 イミダブリル塩酷塩•om 且「テパI イミダプリル塩陪塩 5mcl陸 羽印 ＂内用高 局 ' Zチ7ピン組組＂拍『明拍 J ，，，アピン7マ＂＇量塩 5口%＂ 328.10 

，，内用高 馳 イミダプリ＂塩陪塩 J:i:IOm E 「テパ』 イミダブ，，レ塩..塩 1日m＂碇
,..,, 日内用車 周 P回ピドグレ＂民＂問 E 『7;,11'.’l 夕日ぜドグレル疏酷塩 Z5mi:lil 48.30 

＂内用高 ＂＇ーロン血合町耽＂＇
テ配ガ合剤，＿，レ・ギメラシル・オテヲシルカロ＇ム 20mgl包（テガ7当J量レ）掴 4SJ.ao 町内用車 局 ＇ロピドグレ＂院 25mgri:: E』 クロピドグレル疏陸塩 Z 5mg llli! 

"" 
町内用車 ＇＂ーワン配合阿世＂＇

テ配1合7割，＿，レ，ギメラシル・オテラシルヵ p＇ム 25m11:l包 Iテガ7当ル量相｝ 臨羽 ＂肉用寮 周 クロピドグレJレ梶25mg「AA』 タロピドグレル鴫睦唱E 25mxll:t .. ＇ゆ

＂刷用軍 周 zチゾラム笹口咽＂四 E r71'/l,J zチゾラム 日， 25 m c I陸 ーし.. 日内用担 局 ＇ロぜドグレル置 25mg fSANI K』 タロピドダレル随腫塩 ，，皿＇ 1民 ~8.30 

＂内問： E 局 ヱチゾヲム昆日 25mg『オーハラl :>:..'f'：／ラι 0.25mct量 ..,. 白内用罵 局 9ロピドグレルJ:i!!25m z 『 ON• クロピドグレル離陸塩， 25msl民 ...叩

＂内周期 局 Zチゾラム配口 "m  E 『TCK< zチゾラム 0. 25mc I昆 '・'° 日内用軍 周 ＇ロピドグレ N.li'25mgIFF F』 ？ロピドグレル融酷塩 ＂田＂蝿 ＇＂・＇日

山内用車 局 zチゾラム笹口. ＂田 Z 『トーワ』 ヱチゾラム o. Z品目＇＇質 民間 ..内用車 周 ＇日ピドグレル健 2...「科研』 ＇ロピドグレル離陸塩 25mg1健 ...初

＂内用. 局 ヱチゾラム陸口 25mc「目E工J エデゾラム 日＂岡＂盤
..,, 町内鵬 局 クロピFグレルli':25皿E 『杏林I ＇ロピドグレル龍酷塩 "m巨1陸 .. ,. 

＂＇内用薬 局 zチゾラム健O , S回＇ ＇フジナガ l エテゾラム 0.25mgl提 "" 剖内用調E 局 タロピドグレルJ:i!25mE 『KN」 ＇ロピ＂レ Iレ躍世塩 25mi;l昆 4S.30 

M 内臓 局 zチゾラム民日 5国臣『7ジナ＂ エチゾラム 0. 5m& l健 "'" 田内用藁 局 タロピドグレル院2Smi: IK O』 9ロピドグレル碑酷塩 2Smgl昆 4目・＇＂

店内用高 局 ヱチゾラム&ElmE 「プジナガ』 エチゾラム lmc I盤 9別 河内飼葉 局 9回ピドグレル健25mg rKoGJ 世田ピドグレル硫酷塩 25mgl提 48. ~日
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ー｛$考＇） 《参考1)

薬価基準告示 薬価基準舎示

No 薬師~·名 成分. 焼梅単位 薬価（円〉 N。 簿価基醜名 成分名 規惜単位 車価｛円｝

＂内用高 月時 クロぜドグ＂＇レ捉 25 m & J',rミ，，， 空白ピドグレJレ碑腔塩 ' 8由回 1健 4目2日 ＇°＇内用寵 府 Pロピドダレノレ健7呂田g rKOGJ ＇回ピドグレル臨血塩 75mgl陸 121.J口

n内用：E 局 デロピドグレル民HmE 「サワイJ 9ロピドグレ／レ眠障塩 ＂冊＂健 何初 ＇°＇内用車 局 クロピドグレル盤7Sm g fケミ 7'1 ヂロピドグレル硫酷壇 7 5ml: l錠 121.30 

＂内用車 局 P ロピドグレル佐 25m~ fサンドJ クロピドグレル臨酷塩
' E冊＇＇R

48.30 1田内用車 鳳 Pロピドグレル民＂同居 fサロイ』 ＇ロピドグレル硫酷塩 75mgl~ 12).JO 

，，内用車 局 P回ピドグレル恒Z呂田E 「三和J クロピドグレル臨酸塩 25mg l綻 4a.3o 1凹内用車 局 空白ピドグレル提＂曲直『サンド l ずロピドグレル硫酸塩 75mgl甚 121.JO 

，，内用高 局 クロピドグレル誼HmE 「JG• クロヒ ドグレル硫酸塩 2 5mG IR ＇＂初 ＂＇内用車 局 タロピドグレNli!:7Sm E 『三和』 ＇ロピドグレル臨酸塩 7 5 mg l錠 12!.JO 

河内用薬 局 者口ピドグレノレ陸Z;m g 「Z" ク四ピドグレル硫酸塩 25mgl.tf: '" ,. ＂＇内用~ 絹 ＇ロピドグレル蝿 HmE 『JG」 ＇ロピドグレル櫨陸直 ＂回百 1健 121.JO 

H 内岡高 局 クロピドグレル陸25mg「＇ナベ 1 クロピドグレル臨世塩 2 5 mg 1笹 4B 3~ t山内用車 問 ク司ピドグレル睦HmE 『ZEl ＇目ピドダレル随酸塩 75mgl健 !21.JO 

＂内服 局 ＇ロピドグレル陸 25mi:「ツrレJ、予1 クロピドグレル硫酪塩 2 5 mg 1鍵 柑＇＂ 山 内 用 車 局 ク口ピドグレル昆 7Smg r9ナベJ ＇ロピドグレル臨凪塩 ＂皿＇＇健 121.JO 

＂内問： E 周 ；ロピドグνル匝＂ m且「口K' クロピドグレル臨陛塩 ＂皿耳 1綻 '"'" ' H内用車 局 ＇ロピドダレル桂 75 mg f'/1レハヲ』 クロピドグレル碑監塩 75mgl提 121.30 

ω内周到区 用 タロピドグレル~＂ mz「rGK< ずロピドグレル航監塩 2 5 mg I院 4目＇＂ ＇＂内用車 局 タ口ピドグレル量75mg『DK• ＇ロピドグレル硫酸塩 75mc1槙 12¥.30 

＂内問~ 用 ；ロピドグレル盤，；mz「テバI 空自ピドグレル硫酷塩 ＂皿＂提 48.30 ＇＂内用軍 局 クロピドグレル昆75mg「TCK• クロピドグレル硫酸塩 75mgl蝿 121.30 

＂内聞東 R号 タロピドグレル.l:l!25rng「ト＿，， ；口ピドグレル硫盈＂ 25mgt桂 48.3n ＇＂内用車 局 ＇＂ピ，，グレ Jレ陸＂皿 z「テパ』 ＇＂ピドグレル硫酷塩 ＂田＇＇盤 121.30 

山内問主 間 クロピドグレル提z;m，「日新』 クbピドグレル硫酸塩 Z呂田正1錠 個別 ＂＇内用高 用 クロピドグレル院 >Omz「トーワ』 タロピドグレル硫酷塩 75mg1健 121.30 

品1内用車 局 タロピドグレル蝿＂回＇ ＇ユットー 1 ＇ロピドグレル硫酸塩 Z呂田昌 1錠 "・'" ＇＂内用車 局 ＇ロピ Fグレル昆nmz「日新l デロピドグレル疏酷塩 75mc l民 121.30 

邸内用粟 周 9"' ~·ドグレル艶 25mg 「ユプロ』 Fロピドダレル硫酷塩 25mgl健 48.JC ＇＂内用車 M Pロピドグレル昆75mi:「＝ットーj ＇ロピドグレル硫酸塩 7Smgl陸 121.30 

町内四軍 局 クロピドグレリレ健2Stng 「77－｛ザー』 クロピドグレル硫酸塩 ,;m昌1陸 48.30 』＂内用粛 周 ＇ロピドグレ NJ:i175mi: f＝プロ』 F回ピドグレ＂硫酸塩 75mgl民 121.30 

町内用車 見 Fロピドグレル院＂田昌「明拍』 ＇＂ピドグレル硫酷担 E 25mgl昆 ＂関 ＂＇内用車 局 ＇回ピドグレ Nlii115mg 177イザー1 ＇＂ピドグレ＂碕醒塩 75mi:l盤 121.30 

側内 隅 局 ずロピドダレル詫2Sm g l'E"チダl クロピドグレル硫酷塩 ＂由＇＇檀 48.JC t町内用車 • タロぜドグレルJ:i!75mE 「明抽』 クロピドグレル躍世塩 ＂皿＇＇蝿 121.30 

約内m•震 局 タロピドグνル昆25mg「＇°＇ タロビドグレル硫酸塩 ＂四＂陣 48 3C ＇＂内用環 周 タロピドグレル睦HmE 「号チダ』 PロピドグレJレ硫酸塩 75mgl民 121.30 

関 内m：蕊 同 ＇ロピドグレ Jレ.l:l!50mg「E" ＇ロピドグレル硫監壇 SO mg I担 ぬ羽 ＇＂内問藁 局 ' Eピドグレル院7Sm~ fYDJ F日ピドグレル陪陸場 7呂田＂提 121.30 

＂内用； E 周 クロピドグレル民50mg「K"' クロピドグレル蹴酷塩 5日m＜＇錠 院初 ＇＂＇内用車 局 合成ケイ酷アノレ主＝ウム「7'イザーj原末 合成ケイM71レミニウム

'"' 
礼町

＂内用高 局 タロピドグレN健OOmE 「サロイJ クロピドグレル陳酸塩 50mgl昆 脱却 ＂＇内用車 局 サルポグレラート塩出塩民OOmz「テバj サルポグレラード塩艶塩 SO mg l§! 45.60 

山内用藁 PロピドグレJレ陸5日間陪 f9-J-,..;J クロピドグレル前酸塩 ＂回＂覧 80.JO 山首内用車 局 サルポダレラート塩雌塩健100mE 「テパ」 サルポグレラート塩酸塩 1OOmi;:1霞 11 ao 

山内用軍 ずロピドグレJレ蛙＂四時 ITCKJ タロピドグレル時世塩 5 Om g l蝿 66.30 ＇＂＇内用車 ジ7<>7xナクNa 健＂回~ r:;r，レハラJ ジクロ 7，；・111－トロ ＇ム ＂冊＇ ＇艶 5.Gil 

世5内用軍 姉 7ロピドグレノレti'sOm g r明拍」 ＇ロピドグレル臨酸塩 50m~ll'i 80.30 ＂＇内用車 ジソピ予ミド，，プセル;omE 「7'イザーJ ジソピラミド 50mg lカプセル ¥$. 70 

叫内用i寓 伺 ヂロピドダレル院 75mg !7;< Jレ」 クロピドグレル硫酸塩 "m"  l毘 121.30 ＂＇内用揮 ジソピラミド＂プセ Jレ1日日mE 「7'イザー』 "' r予ミド '00冊目，.プセル " 00 

世7内用高 M 。ロ＇’ドグレノレ足 75mc『巴E' タロピドグレノレ碕酷，宜 7 5 mg l配 121.30 日2内用高 ，プピラミド梅拙昆 150mE 「7＞イザーJ リン盈ジYピラミド 1 5 Om g 1佐 ...目。

山内用車 局 世ロピドグレIレ.Ii7 5 mg『AA』 クロピドグレル耐i酷塩 7 Sm cl健 121.JO 日日内用高 ，ピHダモーIレ散＂・ 5悦「JG• ，ピHグモール
" ＇弘＇ ' "・'" 

山内用車 局 タロピドグレル健7日mg fSANIKJ 芦田ピドグレル疏酷塩 ，，冊目 1健 12!.JO ＂＇内用車 ，ピHグモール鍵 I2. 5m g r J G』 ジピリダモール 1 2. Sm匝 1提 5. 7~ 

m日内用車 周 クロピ I＇グレ＂民 7Smg rs NJ クロピドグレル硫酸塩 7 Sm g I健 121.30 ＂＇内用車 " ピPダモール綻＂皿車 fJG• ジピ日ダモーノレ 25m~I 盤 "'" 
＇°＇内阿茶 周 デロピドグレル民75mg fFFPJ ＇回ピドグレル硫酷塩 7 Sm g 1陸 121.J日 日6内用高 シプ回フロキサシン民lOOmc「Tc K』 塩酸；ンプロプ口キサシン l 0 0 mg l陸 23.9( 

＇＂＇内用車 府 夕日ピドグレル錠HmE 「科研』 Pロピドグレル硫酸塩 1 Sm g l陸 121.J日 ＂＇内用車 チメモル7'ン官ン酷塩散 JO叫＇ TCK』 ジメモJl...77ンPン酷塩 1日誌＇＇ 37.10 

＇°＇内問書 E E号 クロピドグレル主主75mg「杏剖；』 クロぜドグレル硫酸塩 75mgl陸 121.30 ＂＇内用藁 ジメモl'v77ンEン酷塩健lOmE 『Tc K』 デメモJレ77:,.>V：－－酷塩 lOmgl陸 S剖

山 内同車 局 ク司ピドグレJi.-.§!15皿i: rKNJ ＇＂ピドグレル硫監塩 75mgl盤 121.3目 ＂＂内用車
ジメモル7TンHン酷塩シロップ小児用o. 2 5杭

ジメモル7'ン，，酷塩 0. 25%lmL 2.SC 
TC K』

＇＂＇内用藁 局 ＇＂ピドグレル民 7Smg fKOJ ク目ピドグレル臨監塩 75mgl提 121.J目 ＇＇＂内岡高 テラゼプ塩酸塩随SOmg『日新J ジヲゼプ塩酷塩水和物 50mgl盤 •. " 
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（怠考1) ｛書考1)

薬価基準告示 薬価基準管示

No 司E匝革推. 成分名 規俗単位 調E価｛円】 No 高価基車名 成分. 規格単位 ;11 i5 （円｝

＇＂内用軍 ジラゼプ塩酷塩R＞日，.，「日新l ジヲゼプ塩崎塩木和物 1 0 Omi; l昆 , .. I＂川用高 R両 ドキサゾシン健lm且『ME D』 ドキサゾシンメシN酷塩 lmgl民 21.10 

＇＂内用： E ＂レトプリド塩酷壇賞 50mc 『7~J"J ユルトプ日ド塩酷塩 5 0 m ~ 1 Ii': ... , 内周葉 局 ドキサゾシン院，.E 「MED; Fキザゾシンメシル酷塩 2同21 l':i! 31.10 

山内用；現 センノシド陸 I2mi; r J DJ セン／シド 12mc l霞 5仰 内周到医 局 ドキサゾシン躍4田昌『MED; ドキサゾシンメシル量塩 4mi;l盤 '"' 
＇＂内用車 セン／シドSil2mi; f7ァイザーl センJシF I 2m g I民 ヨし例 1,,,1内用車

トヨ 7• ロ ル酢酷エステJレ出プセル 10 0 mg 
ト＂＂ロール酢陛エ且テ h l OOmi: I.tiプセル .... 

7'イ~一』

H島内用車 ゾルミトロブタンOD睦2 ＇•届「7;1-Jレ』 ゾルミトEプ世ン '・ ＇回且 1起 刷＇° ... 1内用藁 ザト77>ロ ル酢酷>Aテル健SOmi: 177イ
ト77エロール酢酷>Aテル SOmi;lll .. .. 

H品内用高 ゾルミト日ブタンOD!i2. 5国臣「JG> ゾルミトFプヲン 2. 5 mi; l質 '"・"' 1町内用車
トス7ロキサシントシル酷塩細胞小児用＂杭 r~rfl

ト見フロキサシントシル酷塩水和物 150mi::lc 309.20 
タj

＂＇内用. ゾルミトリプFンOD.ci'.2. 5m E 『夕方デ』 ゾルミトリプヲン
'・ ＇冊＂健

抽羽 ＇＂内用車
トZプロキザシントンル監塩掴位小児用＂拡『ト

ト，，ロキサシントt’＂＇量塩水和鞠 l50mglg 肌却
ヲI

同園内同. ゾルミトリブタンDD町2. Sm g『トーワ ' ゾルミドリプタン ,. 5田昌 1昆 叩叩 ＇＂＇内用車
拍トスl7回キサシントシル酷塩小児用組位＂判『明 トス7ロキサシントシル酷塩水和物

＂日 m'"  明＇＂

＇＂内用. ゾルミト Pプデン001!<'2. Sm z 「H医工J ゾルミトEブタン 2. 5 mg l Ii': 500.30 目凹内用車 ト7ィソパムlli!SOmE 『サワイl トフィソパム SOmi;lll 5悶

日o内用罵 ゾルミト担プFンOD提2 5冊目 『自新』 ゾルミトリプデン 2‘ Sm i; 1陸 間＂ ＇＂＇内用高 トラピジル盤＂皿＇ ＇サワイ』 トヲピジ＂ 50mi:l盤 S九側

山 内用車 ゾルミト自ブタンODI0!2咽 Smi; 177イザー』 ゾJレミトリブタン 2. Sm g I健 同叩 ＇＂＇内用車 トリアゾラムRO. l 2 S同ET目新J ト'7ゾヲム 0.12Smgtlli! 5回

＇＂内用車 ククロ Hム，.プセル口‘，.，『サンドI タ9回出ム＇ホ和物 O. 5 mg lカプセル "'-" も町内用車 トリ7ゾヲム民0. 25mc『日新J トリアゾラム o. 2 5回＂民 .. .. 
＂＇内用. タタ回目ム旦力プセJレ0.5mcfJGJ Fクロ目ム＇＊和物 D. D同g111プセル ＇＂切 l皿内用車 局 ト＂ロ Jレメチアジド鍵Z皿E『Tc., ト)J!;r:Jレメテアジド Zmi:l盤 6し＇＂

＇＂内用車 ＂ロリムス舟プ t:NO咽 Smc r＝プ回」 ＂ロリム見本干 E物 。‘ 島岡＂＇旨プセル 間切 t国内用車 局 ナ7トピクルOD且＂同 E rあすか』 ナアドピクル 25mgl躍 25.40 

＇＂内用車 ~7 ロリム ＞ ftプセk ＞同 E 『サンド』 ' Fロリム見本和物 lmg 111プセル 51~.30 1囲内用車 局 ナ7トピジJレOD碇，，.耳『EE』 ナ7トピジル 25mgl範 25. 40 

＂＇内用高 ＂回目ムスカプセル！ mi; fJ G』 ?'Jロ目ムスホ和助 1mg1カプセル ....羽 ＇＂内用車 局 ナ7トピジルOD昆25mi:rrr F』 ナフトピジル 2 Smi:: 1.li! 25.40 

＇＂内用某 ＇クロ日ム凡カプセル 1同居 ooプロ』 ' pロ＂＂＇木和物 l mg 1カプセル 519.JO ＂＇内用車 局 ナ7トピクル0Dlo'!25mE 「宮林l ナプトピジル 25mi:l陸 25.~0 

＂＂内用薬 ' Pロリムzカプセノレ＇＂＇「サンド l ' Fロリムスホ和物 Smi; ¥:t.7プセル I，由16JO ＇＂内用車 局 ナフトピクルODJ:i!25mg『KN』 ナ7トピジル 25mi;l甚 25.40 

＂＂内用車 ' Fロロムス泊プセル5mc r J GJ ＂ロ担ム＇＊和物 Smg 1 .bプセル l.916 30 同S内用寓 同 ナ7トピジ1'-0D健2，.，『ケミ＂＇ ナフトピジル 2 5m ,1: 1 Ji! 25. 40 

＇＇°内聞東 ＂日首ムスカプセル E.，『＝プ由l ＂ロ 3ム＇木和物 5 m cl tiプセル 1.91ι＇＇ ＇＂＇内用高 局 ナフトピジルOD蝿，，.E「サワイ1 ナプトピジル ＂皿＇＇提 お .. 

l岨1内用車 ＇モキシ 7，ιン匪！ OrneIバイエル1 デモキシ7>ン＇ zン酷塩 l Orne t昆 99.30 附内m~ 局 ナフトピジルOD蝿 25mc fJGJ ナフトピジル ＂回目 1健 25.~日

＇＂内用 i罵 グモキシ7•ン民 20mg 「パイエル1 ＇モキシ 7>ン＇エン酷塩 20mgl民 201.50 I町内用~ 局 ナ7トピジルOD陸Z5mg f?;IJタ』 ナ7トピヲル 25mgl昆 - 25 40 

＂＇内用軍 出酷リチワム健 lOOmi:「プジナガJ 民醍リナウム l 0 Om c 1民 10.10 1’目内用車 局 十7トピクルD日曜zSm~ f pナペ』 ナ7トピジル 25mglli Z5 40 

l刷内用環 m酷リチウム民zoomE 『7ジナガ』 出酷リチウム ＇＇°冊目 1民 ., .向 t回内用誕 局 ナ7トピジルOD民＂冊目 rosEF』 ナプトピジル 25mg l佐 お .. 

＇＂内用；寝 テンポzール細位＂世 7レ.イ＝ド酢自宅塩 ，，弘I' 出初 2国内用車 局 ナアトピジルOOJli!ZS回日『TCKl ナフトピジル , E同基 1健 ＂伺

＂品内用；寝 チキジウム臭化物.プセル呂田E 「サロイ1 チキジウム臭化物 ＇•耳..プセル .. .. 2町内周目隠 局 ナ7トピジルOD民，，.z 『テパ』 ナフトピクル 25mi:l民 2s. ~o 

1町内用車 チキジウム臭化物カプセル1口同E fサロイ』 チキジ＂ム臭化物 tOm:gt;i'1プセル •. .. ＇＂＇内用罰 局 ナ7トピジルOD蝿＂•E 「臼EエJ ナ7トピジル 25mcl霞 :!5.40 

l刷 内問薬 チクロピジン塩酷塩品目立＂弘＂匡工』 チFEピジン塩世直 1日私＇ ' 飢切 ＇＂＇内用車 局 ナ7トピジルロD民＂冊目『 E軒l ナ7トピジル 25mgl健 "・" 
内用薬 チメピジウム良化物瞳DDmz 『サヲイ』 チメピジウム臭化物水干E物 耳目m耳.. 5ルω 制内周業 局 ナ7トピ：フルOD!i25田昌『o，トー』 ナ7トピクル 25mglR 25.40 

＇＂内用車 ；判9「yロrルレハ7>ラ~ヲZYマレイン酷塩シロタプ口 D ，＿，ロ凡，7>ニ予ミンマレイン酷塩 日. °＇叫 tOmL u.o目 2邸内用環 周 ナ7トピジルOD健25mg177イザーJ ナァトピジル 25mGl健 25.40 

｜川内同車 局 デゾ宇ムl:i'.o. 2 Smi: エチゾラム D. ' 呂田＇＇量 ＆羽 ＇＂内淘議 縄 ナフトピジルOD桂＂冊目『フソー』 ナ7トピジル ，，.匝 1民 zs.40 

内周z廃 テNrナ？ィ；／担125m且『トーワl テルピナ7ィン塩酷塩 l 2 Sm g I健 ＂＂加 Z町内用車 局 ナフトピジル00碇，，回Z 『YD』 ナ7トピジル ＂皿＂錠 "" 
内朗栗 テルプ＇リン融監塩相位 I引「TCK; テルプタリン副監塩 1世l• ...叩 ＇＂＇内m~ 周 ナアトピジルOD艶 DDmE 「bすか』 ナアトピジル SOmcl健 49.60 

I•叶内岡高 テルプヲリン硫陛塩院Zm E 「TCK; テルプFリン匝酷塩 2mi; 1碇 ..創 ＇＂＇内用~ 局 ナ7トピジルODt:i!SOmg fEEJ 十7トピジル 50mgl甚 " .. 
I• 局 ドキザゾシンlli'O. 5mc 'MEDJ ドキサゾシンメシル酷塩 0. Sm c l陸 12. LO ＂白内用車 用 ナフトピジルOD民DOmz 『F'"  ナプトピジル SOmi:l陸 何回
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〈参考l) （＠考l)

薬価基準舎示 薬価基準告示

No 栗価基準名 成分名 舵格単位 薬価｛円｝ No 薬価＆箪名 成分名 続絡単位 東価（円｝

＂＇内用高 " 
ナ7トピジル00盤 50mg 「杏林J ナフトrジル _5 Om g I院 伺印 ＂＇内用藁 局 ナフトピジJレ昆25mgfあすかJ ナ7トピジル 25mgl盤 ＂・相

日＂内用烹 崎 ナ7トピジル0口組5Omg rKNJ ナ7トピクル ＂回＇ l提 49.60 ＂＇内用高 局 ナフトピVil-昆 25mg 「EE』 ナ7トピジル 25mcl昆 2ι＇＂ 

日目内用高 局 ナプトヒ・ジル00覧 >Omz 「ケミ 7n ナ7.J、ピジル ＂回区 1院 ＇＂・的 ＂＂内周誕 局 ナ7トピジル盤2Smi: r杏林』 ナ7トピジJレ 25mgl慢 2止＇＂

＂＇内用車 時 ナプト！！＇＞－＂＇レ 00陸50mg 「サワイJ ナ7トピジル 5 0 m cl盤 ＂翻 ＂＇内用環 周 ナフトピジル鐘Z,. E 『K"' ナ7トピクル 25mgl錠 ＂伺

＇＇＂内阿茶 周 ナ7 トピジJl-0 口健 50m~ 『 J G> ナフトピジル ＇＂皿＇ l蝿 4札制 ion肉用策 鵬 ナアドピジル艶25rng fJGJ ナ7トピジル 25mgl佐 ＂・相

＂＇内同車 周 ナアトピジノレ00院OOmE 『タカク」 ナ7トピジル ＂皿＇＇院 ...刷 ＇＂内用車 局 ナフトピジル昆2smc rタ:b5'J ナ7トピジル 25mcl碇 お制

~17 l'l用高 周 ナフトピヅルOD盤 5om g r pナベl ナフトピ；＂＇レ 50mgl蝿 ...切 ＂＇内用車 局 ナ7トピジル健25mg 「TCK> ナフトピジJレ 2呂田＂鍵 2! 40 

2間内閣高 局 ナフトピジルOD盤 50m~ 「D SE!'J ナフトピジル OOmι1蝿 4Y.60 ＇＂＇内用車 局 十7トピクル民25mg 「トーロ』 ナブトピデJレ 25mgl提 お＇＂

＂＇内用事 局 ナフトピジルODJ;i50mc 「Tc"' ナフトピジル 5日mn健 個別 E同内用罵 局 ナ7トピジル蛙＂皿 E 『目医工』 ナ7トぜジル 2 Sm g l Sli'. 25.4( 

＇＂内用曙

“ 
ナフト rジルOD躍 50mg 「テパj 十フトピジル ＂同日 1健 ＂し加 2邸内周到鹿 局 ナアトピジル佐＂•E 『7ァイザーl ナ7トぜヅ＂ 25mg l昆 ＂・伺

山 内用車 尉 ナ7トピジルOD院50 in g fl'l匡工J ナフトピジル 5 0 mg I錠 ... .. ＂渇内周到医 局 ナ7トピジル健2Smg fYDJ 十7トピジル ＂回＂院 お制

町内mヨ医 5毒 ナ7トピジノレOD碇 5Om g Ill軒』 ナフトピジル ＂皿＇＇院 4机ω ＂河内閣案 局 ナアトぜジJレ健50mg 「あずかJ ナ7トピジ，レ 5日mgl健 49.6目

＂＇内用嵩 周 ナアトピジルOD陸SOmg 『＝ットーJ ナブトピジJレ 呂日 m，＞甚 4仏ω ＂調内周薬 局 ナフトピジル陸OOmz 「EE> ナフトピジJレ ＂皿＇＇草 何回

2出内問~ 周 ナ7トピジルOD健5日m，『7，イザー」 ナプトピジル 50mg l艶 ＂・凶 ＇＂内用車 A雨 ナ7トピジル睦5Om g f杏林』 ナブトピクル 50mg l担 ＂側

＂＇内用車 周 ナ7トピジルOD院50mgf?Y-J ナブトピジJレ ＂皿， lR ...駒 2曲内用車 局 ナフトピジ＂質 5日田Z '" N』 ナフトピジル， 50mcl陸 ＂礼ω

＇＂内用車 周 ナ7 トピジルODl!i'50m~ fYDJ ナ7トピクル 5日mn健 49.60 ＇＂内用高 局 ナフトピジル民＂同 E 『JG> ナアトピジル 50mgl蝿 49.60 

＂＇内用駕 局 ナフトピジル0Dfi:i:75m日『あすかj ナ7トピジJレ "m届.. n.40 ＇＂内用車 局 ナ7トピジル甚5口me f?:JJ:!IJ 十7トピジル 5 Om11 l錠 49.60 

2山内用1酉 局 ナフトピクルODl:i'.75m~ rEEI ナアトピジJレ "m且1昆 7J.40 ＇＂内用高 局 ナ7トピジル碇5白mE 『TCK> ナ7トピジル 50mg1盤 " "' 
＂＇自内用車 府 ナ7トピジル口口捉 75mg fFFPJ ナ7トピジIレ 7 Sm g 1躍 7J.40 2臼内用車 局 ナ7トピジル値目白mE 『トーワ』 ナ7トピジル 50mgl薩 仰関

＂＇＇件 l用車 局 十7トピジルODl'.i'75mE 「杏林i ナアトピジル 75mgl健 n.4o ＇＂＇内用高 局 ナブトピデル艶OOmE 『目医工』 ナ7トピジ＂ 50mi;l佐 ＂印

＇＂内問~ 局 ナプトピジル口口Iii'7 5 m E 「Km ナ7トピジJレ 7 Sm g I民 73.40 ＇＂内用車 助 ナ7トピジル健5日.，『7，イザーl ナフトピ，，レ ＂四＇＇昆 ... .. 
＇＂内用車 』る 十フトピジルロ口民＂ mE 「ケミ 7" ナ7トピグノレ , 7 5 m c I陸 ＂＇＇由 ＂汀内問叢 局 ナフトピジル陸OOmz 「Y"' ナフトピジル， ＂皿＂健 " .. 
＂＂内用車 局 ナフトピジルOD.I:('.7 5 m E 「ザワイ j ナフトピジJレ ＂田＇ ＇健 ＂＇＇日 ..内..臨 局 ナアトピジル昆75mi: fあすかJ ナフトピジル 75mcl鍵 73.4( 

＂＇内用車 局 ナ7トピジルOD民＂皿 E リ G' ナアトピジノレ 7 5 mg I院 刀＇＂ ω内開業 局 ナブトピジル臣75mg 「E" ナフトe，，レ 7 Smg l健 1~. 4日

出品円周罵 局 ナ7トピジルODt.i'75m E 「ヲカタ』 ナプトピヅIレ 7 Sm g I健 η ＇＂ ＂＂内問預 局 ナ7トピジル民75mg 「杏枯』 ナ7トピジ＂ 75mi:1盤 η ＇＂ 

,,. 刷用車 局 ナブトピジルOD民＂岡高「ヲナベ』 ナフトピクル ＂回＇＇睦 73.40 m 内府議 周 ナ7トピジル碇75mg 「K"' ナ7 トヒ·~，i, 75mgl霞 73 40 

w I'：用車 局 ナフトピジル00提＂ mE 「Ds E P J ナプトピジノレ 7 5 mg l陸 η ＇＂ ＂＇内用薬 周 ナプトピジル陸Hmz 「JG』 ナ7トピジル ＂皿＂提 ね <O

＂＂内用車 局 ナ7トピジルOD挺 75mg fTCKJ ナ7トピジJレ ＂回＂健 η ＇＂ ＂＇内聞東 周 ナ7トピジル健＂同 Z 「1''fl1'J ナプトピジル 75msl陸 73.40 

＂＇内用車 局 十7トピジルOD盤 75 mg rテパJ ナ7トピジノレ 75mgl'°" 73.40 ＂・内周薬 局 ナ7 トピ~＂＇院Hmz 「TCK> ナ7トピジル 75mcl提 ね＇＂

2~0 !-':ill車 局 寸7トピジルOD昆＂皿 E 『日匡工I ナァトピジJレ 7 5 mg 1院 n.4o m 内用薬 局 ナプトピジル鍵Hmz 「トーヲ』 ナフトピジル 75mg1提

"'" 
'"I内用環 ぬ ナ7トピジルDD昆 75mgf日新』 ナ7トピジル ＂回＇ l健 13.4n ＂＇内用車 局 ナ7トピジル聾＂回且「目医工 I ナアトピジJレ "m耳 1健 、73.40

叫内服 局 ナフトピジルOD貿 7Sm~ r：：：.ットーl ナ7トピジノν ＂回＇＇陪 ＂＇初 ＂＇内用車 局 ナ7トピクル健Hmz 「7，イザー』 ナプトピクル 75mgl質 η ＇＂ 

,.,i内洞察 月同 ナアトピジルOD躍 75mg f77イザー』 ナアトピジ＂ Hm.i院 13 40 ＂＂内朗自 E 局 ナ7トピジル民Hmz 「YD』 ナ7トピジル ＂回＂佐 η ＇＂ 

＂＇内用車 局 ナアトピジpレODJi!7 Sm日 f:;>Y-J ナ7トピジJレ ＂冊目 1健 13.40 ＂島内用藁 局 パルプロ酷Na民 1 日 Om• 「プジナff• パルプロ酷ナトPPム lOOmi:l健 ,,. 
m 内問司E 崎 ナ7 トピジルDD民 75m~ 『YD』 ナ7ドピジrレ ＂回＂健 7札＇＂ ＇＂内用車 局 パルプ回世Na健Z日日田E 「7ジナガJ パルプロ酷ナト Hウム Z口OmirI昆 l¥.SO 
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（診考1) , ..考1)

薬価基準告示 東価基準告示

N。 高値基喧名 成分名 規格単位 藁価 t円l N• 現区‘li1'111名 成分名 線格単位 東価｛円】

パルプ回世Na倫肱岡位＂叫「フジナガ』 パルプロ酷ナトリウム 4日明＇ ' '" "' 3日内用車 局
プザヲパヌヲチンナト自ウムJ;IUi'tOm z 『77イ

】 J プラパ，，チンナト＇＇＂ l Omi: I Ii' " .. 
局 パルプ回世N 且シロップ•%『7ジナガI パルプ回世ナト担ウム E悼，.， ..刊 2日内用車 同 7，レコナゾ－k方プセk50mi:『Fカタ』 7•レコ十ゾール 50mi: ttJプセル 362.9目

団，I内用罵 ピ，，，レ7'ード十トリウムカプセル＇・ ＇冊目『 T
ピコ昆ル7'ートナトリウムホ和物 2. 5mi: t::trプセル ；.別

" 
＂＇内用罵 局 7ルコナゾール.プセル1日日mg f?1J?J 7kヨナゾール 1 0 Om g lカプセル 498.60 

＂＇内閣東 ピタパzpチンC••OD院 tms rMEEKJ ピヲパM チンヵ，レシウム lmg 1蝿 ~2.80 ＂＂内用車 周 プロプコールll25日.. ＇サロイ l プ目プ＝ール 250mi:l健 7関

，.，内用曙 ピタパ－・チンCo・OD昆1同E f明＂＇ ピF，＜：＞.？チン，，，レシウム lm.11:.l碇 ＂・関 ＂＇内用薬 プロムへキシン塩酷塩O<mE 『ザワイ』 プロムh キシン塩酸塩 4mg l.l:i' ;.oo 

“内問司区 ピデパ見デチンC• •OOR,mo <MeoK> ピタパ丸子チンカルシウム 2 m c 1 Sf: "" ＂＇内用車 ベナゼプロル塩酷塩健！ Omg『Tc K』 ベナぜプリル塩監塩 1 Orne! Ill! 41.50 

2田内周. ぜ＇パスゲチン Ca• OD院Z•• T明治j ピデパエえタチンカルシウム 2mi: I民 "・ '° ＇＂内周目 E 絹 ベ＝ジピン塩酷塩昆2m11 IN S』 パ＝ジヒ・ン塩M塩 2 mg I Iii: 17.10 

＂＇内用. ピ＇＂兄，，.ン Ca •ODSf:4m E 「明恰』 ピヲパ，，チンカルシウム 4 mg 1民 111. 90 担Z 内用車 局 ベ＝ジピン塩酸塩昆2皿＇ ＇テバ l ベエジピン塩監塩 2mg l.l:i1 13.30 

2間内用車 尉 ピヂパ旦＇チン Co.l:i'I m c「JG< ピタパスタチン方pレシウム 1皿耳 1錠 "・"' ＂＇内開策 局 ベ＝ジピン埴重量塩睦＜ mo『＂＂ ベzジピン塩酷塩 4国 臣 1健 ぬ制

2田内用高 同 ピタ，~；：＞：.？チン Colii'2m.c rJGJ ピタバM チンカpレシウム 2皿＂院 位却 ，，内周到底 局 ベo~ピン塩酷塩...E 『テパ』 ベェジヒ’ン塩酸塩 4mgl旋 ~.約

2引内用車 同 ピ!J,{;A!JチンCa.l:i14m E 「ケミ＂＇ ピグパ亘書チンカJレシウム 4mi: 1院
""・ 日目 ＂＇内用藁 刷 ベータピン塩世塩昆呂田＇ '" S』 ベニジピン塩圏直塩 呂田＇＇鍵 的印

，，，内用高 ピ＇パエぇ＇チンC• 昆 4 m c f"J』ンド』 ピヲパ＂チンカルシ＇＂ 4岡高 1健 118.00 担？内用来 局 ベラプロZ トNall20111: rアメル』 ペ予プロZ トナト四ウム 2 0" g 1健 24.40 

叩ユ内用高 局 ピ＇パス FチンCa健 4mg ! J G』 ピクパ，，チンカルシウム 4mi:l坦 !17.90 閣内朗建 ベントキシペリン？エン酷塩提l5mg l'.)'1レハラl ベントキシベリン？Zン酷塩 tsm~tR 5 .. 

＂＇内用車 周 ピ＇パ兄ヂチン Ca健...『ツルハラ1 ピ？，｛；＞＜.？チンカルシウム 4mg 1健 n自日目 ，.内m~ 局 マージピン塩薗塩陸..E 『日軒』 ＂＂＂ピン塩薗塩 5皿＇＇民 9」ω

＂＇内用藁 局 ぜ＇ パユタチンCa民＇＂＇「目新』 ピ1n<?.I/チンカJいンウム 4mg IR 118.00 旬。内周到蕗 崎 マニジピン塩酷塩担lom c r目新I マ＂＇ピン塩酷塩 lOmgl健 "・'" 
＇＇°内用 l事 局 ピタパ見＇チ yc a陸4皿E ryoJ ピ＇パ且＇ Tン:JJlvシウム 4 mg 1健 ILS.00 珂＇I内用藁 局 マ＝ジピン塩酷塩盤2日同居『SJiJ マ＝ジピン塩酸塩 2 0 mg l健 "・'" 
四百内問環 ピベリデン塩酎塩相位1弘『アメル』 ＂＂＇デン~陛塩 1悦＂ 19 10 司2 内用~ ムョ，，レバン L.ll45mc 7>プEキ，＿，レ塩監塩 4 5rn ~ l健 67 70 

＂＇内用高 ピベ日デン塩酷塩民lmE 『7'ルl ピベpデン塩酸塩
・＇＂＇＇盤 '・"' メキシレチン塩闘塩院5Om.i:: fKCCJ メキーンレチン塩酷塩 ;o田昌 1提 15 70 

：：叩内用；草
5・ピルシ＂イエド塩酷塩カプセル 2呂田＇ •c H」 ピルシカイユド塩酷塩水和物 ＂冊. ＇カプセル "・'° 司＂内周司区 メキシレチン橿酷塩健 lOOmGrKcC』 メキシレチン塩酸塩 ＇＂皿＂健 "'" 

ヨ同内用車 局 ピルシカイ＝ド塩院塩，，プセJレ5日間E 『CH< ピルシカイ＝ド塩世塩水和物 5 Om g 1カプセル ＂・刊 出｜内用車 メサラジン師陣健400mR f?7イザー』 メサラジン ＂口同匝 1旋 48.40 

＇＂＇内同軍 ピルv拘イ＝ド塩酷塩健，，.E 『三和』 ピルシカイ＝ド塩盛塩水布物 2 Sm c I陸 28.10 ＇＂内用車 局 メトトレキサート.プセル2mgfSNJ メトトレキサート 2mgt;bプセル 135.40 

，，，内用：E ピルシカイニド塩融塩Jf:50mE 『三和』 ピルシJ1－＜＝ ド塩血塩水和物 5 Om g I健 ...目。 3町内周東 局 メトプロロール栖石酷塩健2日間耳「テバ1 メトプ口百ール酒石酷塩 2 Om.ii: 1民 "' 
＇＂内用； E ピヤンゼピン塩醜塩昆＂•z 『サワイ』 ピレンゼピy塩酷塩水干目掛 , S皿＂碇 '・"' ＂＇内用環 局 メトホルミン塩酷塩健＂日 mgMT『三和』 メトホルミン塩酸塩 "0同＂蝿 9.90 

3凹内用車 7'モチジン00民！ Omg『田駅』 7ァ号チジン I 0 m cl .ct '" "' ＇＂内用車 局 メトホJレ芝ン塩酷塩鍵250m~MT 『 J G』 メトホルミン塩島塩 250mcllil '・'" 
＇＂内用車 7'モチジンODI<!! Omi: f?7イザー」 7'司，.ジン ＂冊目 .. '" '" ＂＂内周囲 E 局 メトホルミン塩田豊塩Jil250mi;MT 『TE』 メトホルミン塩畳塩 ＇＂回＇＇~ "' 
＇＂＇＇内問 .. 7'モチジン001:?.~0mg I臼踊I 7;r~チジン 2 Om g I健 四回 ＂＇内用車 局 メトホルミン塩躍塩匪＂日 moMT 「D" F』 メドホルミン塩醜塩 , 5日田正 1民 9卯

抽T内問. 7'号チジンODl:i:20mg「フTイザーl 7，モチジン 2日m＂健 " "' ＇＂内用車 局 メトホルミン塩酷塩民250mcMTrTCKJ メトホルミン塩酷＂ 250mi::l健 5札卯

＇＂＇内用. 局 7，モチジン院1日間E 「M'°' 7，モチジン 1日..，蝿 ¥4, 5日 ＂＇内用~ 局 メトボルミン塩融塩健250msMTIトーワj メトホルミン塩，.塩 2 5 o rn cl民 9” 

主田内用；罵 対 7ア壬ずジンQtomc r1c1 7，モチジy 1日m, ＇睦 ...悶 山 内 用 車 局 メトホルミン塩酸塩員250mgMT『目匡ヱI メトホルミン塩睡塩 ＇＂回目 1健 ’” 

＂＇内用電 同 7，毛チジン.，口m • ' H新J フrモチジン I Omg 1院 '""' ＂＇内用~ 府 メト市ルミン塩画監塩lii':25 0田昌MT 「＝プE' メトホルミン塩酸塩 250mg1瞳 ＇・＇目

事＂内阿高 同 7；モチジン陪2日..『M'°' ファモデジン 20mgl健 ＇＂・.沿 3絹肉用策 局 1トホルミン塩監塩li'25 Om11:MT r?7イザーl j トホルミン塩畦塩 ＂日間 ＂健 '・"° 
ユ＂内用. 局 7；号チジン院Z日目耳「日新I 7；モチヲン 20mgl量 "・"' ＂内.罵 周 メトホルミン塩酷塩昆500mi:;MT『三和』 メトホルミン塩世塩 5 0 Orn G l艶 10.40 

＂＇内周. 局 プラパ旦クチンNa健5冊g fNSJ プラパ：＜.!Iチンナトリウム 5mg IR 叩闘 ＂＇内用車 鮒 メトホルミン塩陪塩匪＂日 mgMTfJGJ メトホルミン塩酷塩 500mgllli1 10.40 

「H 内用車 同 プ予 ＇＇＂－ 11チンNo民＇°血且『 NO< プラバM チン十ト＇ウム 1日同＂健 37 so ＂＇内用藁 局 メトホルミン塩監塩陸5日日間 oMT「TE; メトホルミン塩量塩 500mi:l昆 10.40 

引S内用；E 同 プ予パ，，チンナトロウム塩昆..E 『77イザーI プ予パM チンナトリウム 5mi:I陸 '"・"' ＇＂内 m環 局 メトホルミン塩酷塩昆500mi:;MT『DSEPJ メトホルミン塩畳塩 500mc ll:l 10 40 

’＂＇ページ ＇＂＇＂パージ



（参考1) ｛参考l)

薬価基準告示 薬価基準告示

No 薬価益事名 成分名 匁格単位 薬価｛円｝ No 震価基畑名 成分名 会処絡単位 車恒 f阿｝

＂＇内用車 局 メトホルミン塩酸塩昆500mi:MT 『TCK> メトホルミン塩酸塩 ＂日 m＂鍵 ＂・＇目 ＂碍注射環 R号 イオペリン＇＂注シ自ンジ l1 OmL イオヘキソール 6 4. 7 1悦 110mLl間 ＇・醐

＂＇内用車 周 メトホルミン塩醒塩健500mgMT 『ιプロI メトホルミン塩酷塩 500mgl陸 10.4目 開 法 射 薬 オキサ担プヲチン点滴静注椛5日mg/IOmLrK 
オキサリプ7チン SOmg lOmLl瓶 18,279 

CCI 

＂＇内用~ 局 メトホルミン~酸塩健 SO Om且MT 『77イザーj メトホルミン塩酸塩 500mg 1健 10.40 ＂＂注射薬
オキサリプヲチン阜商静注植100mg/20mL

オキサリプヲチy ＇＂皿＂＇回 u 揖 3乱闘KCCJ 

2同内用車 硫酸バリウム肱冒 9 5悦 fFSKJ 硫監バリウム 自由． 日誌＇＂ ..... 3凶注射寮 オキサリプラチン点補静佳麗200mg 「NK』 オキサロプヲチン 200mg40mLl顕 ＂帥

』＂内用車 レト口fーん睦Z S田昌『アメル」 レトロゾーノレ , . ＇同＂艶 四回 2釦注射烹 オキサリプラチン点画静注漉＇＂同 E " '  F』 オ.サPプラチン 200mg40mLl甑 ＂醐

＂＇刷用車 νトロゾ－Jl..fli!2. 5mg「ECo レトロゾーJレ 2 5 mg l健 叫岡 制注射累 オキサリプラチン点薗静註時200mE 『サヲイ』 オキザPプラチン 200mg40mLl版 ＂醐

＂＇内用車 レトロゾ＿，，毘 Z. Sm g 「NK」 レトロゾーN ' 6冊目 1桂 問問 ..，注射~ オキサ日プラテン点画静也被200mE 『DSEPJ オキサ3プラテン 200mg40m!..11li 62 06B 

，，店内用車 レト回ゾール配2 Om z 「F' レトロゾール 2. 5 m c 1買 292.60 3悶注射薬 オキサPプラチン点描静注情2日OmE 『テパJ オキ.Fプラチン 200mg40mLl庫 ＂・醐

＂＂内用曙 レトロゾール提2 5田昌「F'"  レトロゾール 2 5 mg l蛙 問的 ＇＂＇注射罵 オキサEプラテン点摘静也前＇＂皿耳「日医工 J オキサリプラチン 200mg40mL1Jm ＂醐

＇＂帥内用車 レトロゾール$l2 Sm g 「K" レトロゾール 2. Smi: lR 出駒 関誌注射東 オキサMプラチン点滴静陸樟200mg「zプロJ オキサPプラチy 200mg40mLI踊 ＂醐

珂1内用車 レト百ゾー1~ £（ 2 5mg fケミフ＂ レトロゾール 2. Smg I盤 肌切 ＂泊注射議
オキサリプラチン点蘭静詰裡Z日Omg/4日同L ，.キサリプヲチン 200mi:40皿u 踊 低 醐KCCJ 

ユ自2内用. レトロゾール躍2. 5m g r-1}-Pイ1 レト目、／ーノレ
'・ ＇皿耳 1質 四回 訓注射司区

オキサリプラチン点滴静控捜Z日日mg/4日同L
オキサリプラチン 200mg4日目u 踊 ＂・醐ケミ 771

ユ田内閣彊 レトロゾ－＂院 2 ，.，「JG> レトロゾーN
' ＇回＇＇錠 鈎， .. ＇＂＇注射軍 オrキ7サ7イリプザーラチ』ン点滴静也楠＂日 mg/40mL オキサリプラテy Z日Omg40皿u 掘 ＂醐

山内用；E レトロゾール健Z Om E 「口 SEPI レトロ・ノール 2‘ 5mg＼昆 出制 ＂ぬ注射環 オキサリプヲチン点画静也200mz 『トーロI オキサHプヲチン Z日日出量 4日目 u 店 臼醐

拓民内m1聴 レトロゾ＿，.民2 ' m且「テパI レトロゾール
' ＇•民＂書 ＂弘側 ＇＂醐粟 カルシト担オーJレ静注蹴0. 5 ,,-g fF J カルシト Fオー凡， O. Sμg'lmLl菅 閉

もE品内用；E レトロプール詫2 Om g 「トーロ1 レトロゾール
'・ ＇田＂綻 叫 .. 相 1醐環 カルシトリオール静注椛＂＇ E 「FI カルシトロオール l 11 g 1mL1菅 開

加 T内ffil民 レト司ゾーJレ艶2 5回呂「日匡工I レトロゾール 2 Smgl錠 蹴倒 ＂注射案 キンダリー逓揖剤A＂骨 人工透析臨 9 L l Si 【観世＊＊ナム裡ト付＇Iウ 乱闘

日R 内用高 レトロゾール錠2 Sm i: rニプロ1 レトロプール 2 Sm g 1鮭 批 ω 信問注射栗 グラーセトロン静注.ill!lmE 「テパ1 グヲιセトロン塩酸~ lmglmLl管 ;o; 

＇＂内用高 レトロゾール鈍＇.昌.，「 7'イザ－・ レト目ゾー＂ Z，呂田＂健 皿関 ＂＇注射薬 グラ＝セ人ロン静注構，.，「テパ』 グラユセトロン塩酸塩 3mg3mLl菅 ＇・醐

問。内用司E レトロゾールR• 5回届「明拍j レトロゾール 2. Smg 1提 皿 ω 伺＇°注射叢 ' Hセリンー~柑配合点滴~桂 rHKJ 撞グロセPン・県崎 ＇＂皿 u 瓢 揃

m 内用高 レトロゾー＂民 2 Om z 「ヤクルト」 レトロゾー＂
'・ ＇皿＂提

批 6同 ＇＂注射薬 ＂セ日ンー果騎 E合点描静註 rttKJ 量＂セロン・果艦 2 日日田 Cl~ 1筒

耳目内沼環 周 レポアロキサシン.l:l!250mg rsUNJ レポフロキサシンホ和物 250mgl艶サシ｛ンレポと7して＂，キ 120 80 個 T注附罵 グりセ世ン・果騎配合点滴静注＇＂ K」 揖グ引セPン・果植 300mLl袋 "' 
m 内用高 局 レポ7ロヰサシン健250mg ra~工』 レポ7ロキザシンホ和物 , E口町＂昆サシ（ンレポとプしてロ） キ ""・'" 制自 主主射薬 グリセレプ配合点摘静桂 槙グ，.，ン・県揖 ＂日 mLU!! 1路

＂＇内用高 局 レポフロキサシン民SOOm g 『Eu N』 レポ7回キザシンホ和物 ＇＂田区 1民サシtンレポと7して日）キ 盟＇＂ ＂°＂注射 M グロセレプ居合点滴静注 量グ，.，ンー果桔 3 日日田＂~ "' 
，，島内用車 局 レポプロキザシン院SOOm百『日医工』 レポ7ロキサシンホ和物 ＂口.. I鮭サシ（ンレポkプしてロ）キ 出＇＂ ＂＂注射買 グリセレプ配合点滴静桟 捜グロセPン，黒崎 ＇＂・＂＇星 珊

＂＂内用； z 府 ロキソプロ 7，品ンNa提6Om i; 『アメル』 ロキYプ口7且ンナトリウムホ和物 6 0 mg I提
''" ＂＂櫨射車 グリポマゼ配合点滴静注 撞グロセ担ン’黒崎 ＂日間 u 甑 国

＂＇内用車 局 ロキソプロ 7>ンNa提60mg『日新』 ロキソプロアェンナト担ウムホ.物 自口冊＇＇陸 7関 ＂＇住射罵 グリポーゼ血合点滴静注 費グ目セロン・果桔 ＇＂品 u 厩 出

＂＂内用車 局
ロキゾプロ7，ンナト世ウム髄＂田 z 「7'イ

回キyプ四7>ンナト担ウムホ和物 日ロm＇＇瞳 S閃ザーj ＂＂桂射＂＇ グリポーゼE合点滴静注 櫨グFセ，，・呆崎 5日OmLl甑 3齢

刑法射実 7 ;<.:::uレピン菌桂昌日日回Z＇＂目新 I 7;<;;1）レピン陪 ＇＂冊目 1菅

“ 
＂＇＂誌射菓 局 ヂ＇NリンFグ」マイシン官ン酷，，テル注射謹300mc ＂ンダマイシンリン酷＂テル 耳目。阻＂菅 m 

自制位’J業 アドベイト静桂問＂＇ ルリオクトョグアルフ 7 （遺伝子組換え］ ＂口単位 1甑｛博解根付】 ＂・世田昌 ＂＂誌射軍 局
デリンダマイシンロン酷~，テJレ註射~6 日日皿 E

" ングマイシンリン酷zxテJレ ＂日.，，菅 間
N P」

＇＂＇注射軍 アドベイト静也用＇＂ ルリオクトコグアル77（遺伝子組換え｝ "0単位1踊｛出解間肘｝ 4仏刑 ＂＂桂射藁 同 ＂ンダ Tイシン日ン酷＂テル桂昌 OOmE 「F』 ' 3ンダマイvン日ン酷エステル 300mgl管

"" 
M 注射業 アドベイト静桂用1日目。 " Pオタトコグアル 77 （遺伝子組権主） t. 0 0口単位1瓶｛溶解＂植｝ 

＂・日＂ m 注射業 局 9リングマイνンリン酷zステノレ桂＂日田 E 「＂ ＂ンダマイシンリン酷 zステJレ 6日O田昌 1菅 国

加｜注射夜 アドベイト静注用 I5 O O ルPオPトログアノレ77 （遺伝子組担え｝ I. 5 0 0単位1踊（躍解＂＇ 被 山間 ＇＂証射望 E グJレコ Pン匝合静註 グリチ＂＇チン，グ，，，，シヌテイン配合剤 2日間u 菅 '" 
アドベイト静住用 20 0 0 ノレ，，.，トコグ7，レ77 （遺伝干踊換え｝ 2' 0 0 0単位1瓶（溶解＂情｝ 

＇＇＂，日＂ 4凶法射薬 ケトプロ7且ン臨邑＂•z 「日新』 。トプロ，，， 50mgl菅

" 
山手出射藁 アミ ;7イリン静注250mgPB 「日新I アミノプィリンホ和物 '・ ＇払＂皿＂晋 騎 ＇＂誌身 t議

献チ血ヤア子ル』ブミン阜鴨静注 t2. 5K/250mL r= 人血情アルプミン 5事＇＂皿 u 阻 5,671 
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｛多考1) （参考1)

薬価基準告示 薬価基準管示

No 高価革準名 成分名 規格単位 高価｛円】 No 駕恒＇＂＇名 成分名 規格胤位 .缶｛円】

＂＇注射軍
献血アルブミン＂世肺出 4匝／2OrnL『zチヤ

人血情7'レプミン ＂叫 20mLl瓶 2,67J 
クJ ＇＂醐~ ヒzド＇Aロ~ルPチ』ゾン自ン惜エスチルNo静注漉lOOm ヒドロヨルチゾン自ン酷エステルナト＂ム l 00mg2mL1菅

"' 
＂＇桂軒高

献血アルブミン＂明静也 I目白／＂回 L 「＝チヤ
人血情アルブミン ＂私 50mLI肱 S田ク』 ＂＇注射罵

ヒzド＂回~·.レチ』ゾン官ン艶エ主主チJI-Na静注構＂日間 ヒドロヨルチゾY' Y腫エステルナトPウム ＇＇°阻 i:lOmLl甑 間

＂＇住射~ 献チ血ヤアルブミン＂弘静注 12. 5~ ／50同＇＇＝
クI

人血情アルブミン ＂う＇＂回＂肱 5,8!7 4関注射薬 ファイパ静注用＇＂ 位県人血槙唖盟国干院惇置固居住班合体 '00単位1白m＂雌｛審制付捜｝ 92,J.'2 

·~· 11射；璽 シRプラテン点1膏静世世 lOmi; 17ァイザーJ シ＇プラチン l Omi; Z日mu庫 2, 155 4悶注射薬 7'イバ静注用 1口目白 位晶人血棋輔固因子抗体託圃居性理合体 L 日目白単位20mL解1凪店付f語｝ 191,55~ 

＂＇也射軍 シEプラチン点調静注祇 25mi:177イザーJ シ見プヲチン 25mg5日m＂脹 3，目＇＂ ＂°回調 ププレノルフィン注o.2mc I日厨』 ププレノルプィン埴地直 o. 2mg I 'If " 
＂＇誌射：罵 シ且プヲチン点滴静也在50mg 177イザーl シ見プラチン 5日冊目＇＇°同＂躍 Z ~. 127 ＂＇注射葺 ププレJhフィン11:.0. 3由居『自衛』 ププレノル7ィy庫融壇 日 3"'1I 'II' ”7 

叩注射建 ジピPグ't・－／レ静注 1Omi: fイセイJ ジピ日ダ号ーノレ o. ＇拡 Zme>菅 '" ＂＇注射斎 7N才ロウ予かん世＇＂剛届「トーワ』 7 kオ回守予シfe ＇＂同事＞ H "' 
叩月注射音区 デ7＞ ンヒドラミン塩酷塩注 lOmc 『目指』 ?7且ンヒドラミン塩酷塩 1桔 lmLI管

'" 
4臼注射実 7'，オロウラシル誼100目同居『ト＿，』 フルオEウラシrレ .. 0目。m... ... 

＂唖注射軍 ジプヱンヒド予ミン塩田監塩詑30m~ 『日新I ジ，.ンヒドラミン塩.. 塩 .. SうもZme>菅

“ 
似往射9臨 7N＝ナゾール肺匝措置目m~ 1!1古書J 7 N且ナゾ－・ o. ＇払 50mLl嵐 1,107 

＂”注射 1罵 ジプ回フィリシ法＂日同日『日新』 ジプロ 7ィPン 15%2mLl菅 ω ，.始5注射菓 フル＝ナプー..注班 IOOmg r~古 F' ＂＂ナゾール o. ＇悼 5OmL I属 !S:?:! 

＂＇怯射：葛 シ，.ジン注＂＇田正『イセイ l シ，チジン 10悦 2mLI菅 騎 注射業 71V~ナゾール静注橿 Z 白白 mg r~11~』 7 kロ十ゾール 0. Z% I 0 0皿＂瓶 ＇・師

収益’＂区
スノレパ？？ムナトリウム・アンピシPンナト日

"' 
，，レパシ官ン仲住用＇＇

ウ＂
【3~） 1軍 注射累 7'レ見川レチT~ :.-1主50mg『日間』 7'レ見.ザアミン凪融壇 5 Orn~ Z日＂＇＇普 .. 

＂＇注射高 ダルテバロンNo静桂E目白日単位／SmL「H軒』 ダルテパリンナトリ＇ム s o o o-0色分与A際パ単位＇~管悶
'"' M 注射薬 7kマゼ＝＇J~D注班 O. Smg『チパ』 7'レマゼ＝• 白， 5mg5mt.l菅 1柑

＇＂注射薬 チオ安ト世出25mcI日新l チオタト酷 。咽 5%5mLl管

'" 
号制聞東 ベ＇ロニウム静桂用 4mgr F』 -'.!Jc.：守ム臭化物 41ng I菅｛棺解植付｝ 由

＂＇注射罵 テイョプラ＝ン点滴静也周＂日目耳 TテパJ テイ＝プ予＝ン 200mgl臨 J, l!J 叫闘機 ＜＇口旦ウム静庄町，，.厚『 F』 ベクロ＝•ム臭化物 1白血医 1周
＂‘ 

日品 t主射車 ザドセ＇キセル点摘静桂情 20mg/lmL 『，，イ
-; ドセ＇キセ pレ 20mc lmLll!i ＂卯 7 ml田嶋 ベルベUン楓＂塩佳，.，「臼斬』 4舟~，，〆硫凪壇ホ和胸 O. 1 ?'2mL I昔 " 

＂＇桂射高 ザドセータlキセル点調停注情 80rni:/4mLf?7イ ドセFキセル 80mc4mLI瓶 JS,4HO ＂＇注射豪 ミヰリ：d'-5配合点調帥注シ日ンジ 塩＂マンガ y，凪M＜柑ホF日鞠配合耐 2m!. ＼問 出

＇＂注射： E ドセタキセル点柵静注2日田且／＞ mL 「E" ドセ＇キセ Jレ ＂皿 ElmLl肱 問抽7 ‘＂住与薬
メIチAルFプP』レドzゾロン＝ハヂM＞ステrレNo注射用4Om g メチJレプレ＇＝ゾロンヨハ＇融 zステル十トリ＇ム 4 Om~ l庇（栂解槙付』 出

＂＂注射藁 ドセ＇キセル点調静注 20mi:/lmL 「zプロl ドセ＇キセル 20mglmLl肱 ＂・” 7 ＂＇注射薬 m〆チzルfプAレFPドエ』ゾロンヨハ＇融 zス千kNa注射用 1000 メチルプレ＞＝ゾEン白ハタ薗且且デJレナト日ウム ＇＂庖｛融解棋＂＂ 2叩

HO注 射. ドセヂキセル点輔静臨2日mg/lmLrャ＇N トl ドセ＇キセル 20mg¥mLl甑 l仏羽7 ＂付注射. 局 """''f.ム点掴静注用I話＇＂ P』 1回ペヰムホ刷物 ＇＂凪 l珊

＂＇証制. ドセFキセル点酒昨注80mc/4mLrEEJ ドセ＇キセル B日開g4mLI匝 JS,480 4刊注射廼 局 メロバヰム点嵩静注用＂「明 f白』 』ロベヰムホ和鞠 I gill 1醐

＇＂桂射 j璽 ドセタキセル点1膏静珪且口 mg/4mL『＝プロJ ドセデキセル 80m~4mLI 踊 " .同
m 注射薬 ヤzラミ＂•音軒並 ナ国ントHドtロFイムチン植地zス手作ナトリ＇ムーサリチル借

＂岡＂曹 " 
w 注射. ドセ＇キセ Fレ点蘭静注 80mg/4rnLIヤクルトl ドセ ？ ~·tJレ 80mg4mLI間 JB,1目。 ・＂注射栗 ~！＇;trイシ庖酷壇注射直 o. 5%『ファイザー』 庄町tFドカイン o. ＇怯 5mLI菅 " 
＂＇註 1トl荒 同

ザドパミン塩隈塩点滴時注楠200mEキット「，，イ
ドバミン塩酷塩 o. 1杭＂日回＂担 蜘 m 注，..，医 日，.イシ塩曲塩誌射帽.. ＇弘『 7'イザー』 壇檀＇＂旨イン o. Sうも1白m＂官 伺

m 注射；E

" 
ザドパーlミン塩隅塩点調停桂裡GOOm Eキット「7，イ ドパミン塩融塩 O. 3%2 0 OmL l民 ..踊 側副f駕 リドカイン塩曲直邑肘槙lT品『ファイザー』 極構日ドカイy 1首S., l管 阻

＂＂注射； E ザドープタIミン点滴仲桂棺＂＇同店キット，，，イ
ドプ＇ミン塩 E量塩 日 1う~200mLl 損 1,421 ＂＇注射高 Pド.イン埴司直注射誼i払『7'イザーl 塩It,l'J.iイν 1叫＂田＂腎 騎

＂＇注射 i輯
ザドープデIミン点調静t主権白日 OmEキγ ト「77イ ドプタミン塩酷塩 o. ＇鴨 2日日m＂担 2臼？ ＂＇注射藁 ＂＇』イン岨揖車担割証 2怯『7'イザー』 埴融自ドカイン 立ウ＇5mLl菅 .. 

＇＂注射. ，，，，トM静注用＇＇°単位 乾燥捜楠人血眼誕回前広因子 5日日単位1版【溶解捜＂＇ n：制 伺3注側爽 y l';I>イ，.酷塩注射檀2%177'イザー』 瞳世日ドカイン 耳鳴IOmLI’ "' 
＂＂龍射車 ／パタトM静注用 10 0 0単位 乾踊壇楠人血檀糧圏構E因子 l, 00日胤位1匝【棺解＂＂ 檀 38,664 ＂＇注射栗 リ卓ゾHF点圏肺龍檀品目。..『明『畠』 日ヰゾU' 自由 Omr;:300mLI提d ＂ η 

将ロ注射驚 ／パ＇ト M静注用2000単位 乾蝿揖棺人血棺延岡閉店因子 2, 0 0 0単位 1鼠｛棺解付1栴 町制 ＇＂注射業 ' z』プリンSR注射用.，ト II, 2 Sm~ リュープEレ＂〆酢曲直 I I 2 5mg I間 n wa 

出注射藁 鯖 パイzテージ住＂＇シリンジ＂田 L イオパミドール 1 s. 5 2弘65rnLl間 J og3 細目｛斎 日＝ープリシ注射用キγトI.8 !:lmg リュープロレリン酢歯車 I. 8 Smg l簡 ＂・拙

品Z也射軍 ヒシフ7ーゲン配合昨桂 グ日チルリチン・グPシンーシzテイン配合剤 20mLl膏 5渇 ＂＇注射賓 ，.ープ日ン注射用キvト3. 7 5剛Z ，，＿プロレ，，酔揖岨 札 75rng l陶 何回

4時E注射事 ヒシ77ーゲン配合静也シHYジ20mL グリチルリチン・グリシン， ；7テイン配合剤 20mL 1簡

"' 
側副寮 立品ープ日ン注射Jill.88mg ，.ープロレロン酢酷塩 I, 8 8mi< I蹴 t息調用確付｝ 札掴

＂＇桂射； E ヒシ77ーゲン配合静注シ目ンジ4日皿L グリチルリチンーグリシン・シ見テイン配合間 40mLI慣

"' 
4四注射罵 リzープ日ン注射用3.7 s阿菖 リュープロ v~:-.n幽直 a. 1Srng1臆晦濁用限付｝ 仏咽

亀町注射. ピユルシン静注同3且
スルパデグムナト＂ム・ 7ンピシHンナト F (3 g) l直

"' クム
細目繍 YO ：.＇~？－ TI号輔棋 開始括質 Z目白mCI畠t '" 
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｛多考1) 〈参考l)

薬価基準告示 薬価基猶告示

No ~価基準名 成分名 規格単位 高値（円｝ N。 高値£0院名 成分名 続得単位 薬価｛円】

＇＂＇注射車 '" Yリ，＿， l号輸措 m，脅威 5日omcI凪 l喝 昭S外伺業 局 現ホ＂ーム『シオエ 1 民ホクリーム

"' 
USO 

制注射長 ＇＂＂日~－ T 3号G柑捜 絵師 200mLl凪

"' ＇＂外鰯薬 周 県ホクリーム『ホエイ』 農水デリーム '" ＂・剖

判ユ也判. ，.，，リグー＂屠 G曲班 維降続 5日Oml.1凪 ,, 間外鵬 局 民水＂ーム IEシダ』 現本＇リーム "' ＂・剖

＂＇世制高 ＇＂＂リタ ＂＇＇柑揖 ＂＂被 ~OUmL L眠 1お 間外m栗 スミル外J自ポンプスプレーヨ弘 ，.，，ピナタ 耳鳴 •me 7釦

＇＂＇馬注射完走 ＇＂＇日 F 『3守柑暗 纏向機 5 0 Om L l臨 ''° ＇＂外用高 局 テルピナフィン血酷塩外同措 1恰「トーワJ テルrナプイン血融. 1私＂ """ 
＇＇＂外川薬 尉 γ，，ロピ片隅怯膏：1%Iニγトー」 7シクロピ0 3世1' 間関 ＂＇外聞置 局 テルピナ7ィン壇融壇＇日ーム 1弘『トーロ』 テルrナ7イン塩酒量壇 1首＂ 羽 m

＂＇外周苓 T「ル7キァルイジザーァ」ミノエチルグ日 ν：Jf向車用確 lOW/IV世
7＂＇＂＇＇ レジアミノzチルグ日シン庖融也 ＂判 IOmL ' 00 叫外鵬 鼠Jf?Yーム 203 rs N』 思司E ＂哨＂ S印

4帥外川. 周 イソ，，レラン唖入麻酔虚『ヲァイザー』 イ，，，レラ〉’ .. , 
" 00 

制外周延 ／ルフロキザシ，，昌也膚日 3弘『目新』 ノ /t.7C ＜＼：~＞－＇ン 0, ＇枯 •mC ＂・潤

4凹1外川貰 エストラ』ナヂ』プ白 09mx Z ストラジオーJレ f日. 0引回届＇ ' ＂＂；按"' ‘Z '" 

刷..諜 ヒアルロン摺Na仏 4眼枯弾剤l日「デバJ ヒアルロY世ナト F•• 1悼O‘ omCE間 4 740，鎚

ー凹外fill;!, エストヲ』ナ苧ープ0 !HmR Z ストラジオール ｛白 18m~l 2 25~nl仕' 58.:t<l 間外向誕 ヒ＂ロン揖 Na日. ＇眼枯骨剤 E弘「テ＂＇ ヒアルロン世ナト日ウム 1甲品目＋ 6田＂同 3出削

同.1外用事 且ストラーナテープ日 36mg エスト，ジオーん ｛日， 3Bmgl 4 s~n1 I肱 ＂＂・印 間6外..露 ヒア0回ン雌N" • B眠粘弾副1叫＂パ』 ヒ＂，ロ J酷ナトM.ム 1判O. 85mL1簡 ＇・＇町＋自由

M＇外... オブ巴キザシレf点眼前日 3弘 0,N』 才フロキサシン 日、 3判 •mC 48.!•0 凶T外岡兼 7>0JI-ピナ＇パ77' 目 m• 「ザワイ』 7晶 o＜ナ， lOcmXl4<ml位 比凶

同外財保 カ目ナーA坐削4目。 アセトアミ n耳ン 4目。同苗 1個 仏側 間外同業 ，，む0ピプロフー：／デ目プ2Omg f品目トク』 7kft-ピプロ7畠ン ＇＇皿 xt 白 •m•栓 ..., 
刷外鵬 局 日ホ，リーム『＂イザー l 唖ホ7リーム

"' 
立はw ＂凶外周東 711-JOピプロ，，，テープ<Omz『昌一トず』 7A>J•ピプロ 7， ン 10cm><l4cml位 は ω

同外 鵬 グザセリン院副班耳目引「ムネJ3 OmL '" tリン 5白叫3日m＂個 ＂抑 ＇＇＂外周藁 ，、パ日ン語阻物宮外用具プレー日. ＇世「日医エ 1 同パ日ン植岡物質

" 
H弘知

同外.. グHtリン院蹄桂昌 0引「ムヰ＂白 m' グ＂＂リン 5白悦 6OmL I個 凪加 ＇＂外鵬 内パリン盟阻物質油性＂ーム白 3うも「日医工』 ..... ,;y y萌阻物質

" 
凶 .. 

同T 外lll>al ＇＂セリン抗日商＂＇品「ムネ」 I2 OmL グ日セリン ＇＂首 l2 OmL I掴 l~B. 70 加外鵬 局
ペザーンザ』07エウム塩化物禍車用棺 IOW/V世，，，イ ベ：ノザJレコエウム直化物 ＂弧 lOmL 且回

糊舛 鵬 グりセリン龍胞植＇＂判「ムヰ 1 ' 5日開 ' '" tリy ＇＂叫＂日 m＂個 1倒 閃 °＂外.. ポピドンヨー F外用概 16首『マイラン』 ポピドンヨード ＂私 lOmL ＂・刊

陶9 9宇如来 ザ，，ーレI＝ン酷タ百ルへキシジン摘膏用膚5W/V払『，，イ クロルh キヤジyグルコン酷出 E略＂同 L ... "" 側外鵬 ポピドYヨF ドガーグル7略..イ冒，， ポピドンヨーF 7弘＇＂＇ ＇鍋

＂＂外周，. クロモグ＂＇耐 N誼唖λ椛 l叫「千ワイ1 Fロ号グ目ク融十ト＂＇ム I刊2nil.t曹 " '" 加外鵬 ポピドンヨーFゲJI,!0杭 fマイ晋，， ポピドンヨーF ' Bう＂白星
。叩

＂＇外＇＂藁 クロモF＂舵 NR点眼.，・品『ファイザー』 ＇ロ.グ目安酷ナト Hウム ＂日 mg SmL l抱 ~OS BO ＂＇＇外恩来 回＜＼：·~プロ 7 ，ンN，外周ポンプスプレー 1 日『T"'  官キYプロ7，ンナト F.ムホ和物 1私 i' ’し飽

事＂外 m軍 タロ号グジタ世No点.暗昌世「ファイザー』 F目奇ダ9＇酷ナト日ワム 190mg9 SmLl凪 叫駒 ＂＇外鵬 ロキYプロ 7:<e:.'Not!-用ポyプスプレー1払『Y"' ロキYプロ，，，ナト Hウムホ和助 1叫l' "" 
＂市l外＂＇耳 ケトチフェ，，舟破口 日5払 fファイザー』 ケトチフ温ン：7 －，，.，~M庖 自. 0 4 8阻＂回＂嵐 442.60 

ι.. 1外111;1;1, ケトプロ＇＂ Y虫剤 50mK『SN』 ケトプロプ孟J ＇＂回定 I個 "'" 
＇＂外＂＇壇 ケトプロ＇＂＇出刑，； m畦『S" ケトプロ 7.,.;/ 7 5mg I個 払 凶

＂品舛＇＂尭 ケトプロ，，，テ－7'2om• fsN↓ ケトプロ，，， 7<m/.IO<ml枕 ''"" 
5日外m眠 ケトプ回ブ立ンテープ'Om眠 rsNJ ケトデロブ＂＇＂＇ I日cmXI 4 em l世 1凪開

....外J¥j＇哩
ジ＇クチ 0YジウムスルホサFシヰ ト＂科用暗 5・品「ιE ジ~·7 チル；ノジウム呉川レホサ7 シキート 5叫 lmC "'" o, 

制。外＂＇高 ジクロ 7，ナク NaゲJレ1%rs N』 三＂ロ 7,,.・J-?J・卜引ウム 1日l' 。＇＂

日。耳目！哩 ジ7ロ；，ナタN阻坐剤 t7 Om g 『ツルハラj ジ707，.ナクナト自ウム I 2. Smg I個 以却

日＇I外用車 ジクロフ孟ナク Natl.l~Jl 2. 5m~ 「日新」 ヅF匝 7孟ナクナトリウム I 2 Sm g l個 1日・＇日

＂＇外月 I需 ジヲロ7，ナタNa虫剤25tnRfッ，レハ予I ジクロ7，ナクーJ’トリウム 2 Sms 1個 I旬＂＇

間 同志 ヅ，ロ＇＂ナク N回出削2Sm K r日罰」 ジク Eフzナクナトリヲム 2 5mg I個 四回

脳 外隅 ジタロフ，zナoNE虫剤som g rツルハ予』 ジクロ7，昆ナ，ナトロウム 5 Om g I個 ＂・剖

ジFロヲ品ナ.＼＇ No点蝿柾D l首「日厨」 ジクロフーナクナトリウム 札 1%lmL 41,W 
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（参考2) ［＠考2)

別捜第7（平成28年3月31臼まで）
掲示事項等告示

別表第7（平成28年aJia1aまで｝
掲示事項等告示

No 産価基醜名 成分名 銀格単位 No 薬価審箪名 成分名 規絡＇＂位

,I内m契 アイロメート健 20ms 77ロヲアロン 20回＂錠 32内用累 ガスチーム プロナーゼ 2 o, 0 0 0単位

2内用提 アキリデン個性1悦 ピベリデン塩酸塩 1世＂ 33内用罵 局 ガ，ベヲジン陸！ Omg 77号チジン I 0皿＇ I盤

3内府高 アキリデン盤＇ m< ピベリデン塩酸塩 l mg l盤 34内用＂＇ 周 ガ;;i;！）：；；ク佐！ Omg 77号チジン !Omgl盤

4内用＂＇ アスロマーナ艶0. 125mg トリアゾラム 0. 125mi:l佐 35内用異 局 ガスリック陸20 rn g 77モチジン 20mg l佐

5内用車 7'コマーナ位。. 25 ドリアゾラム 0. 2 5回＇ I錠 36内用罵 ガユリ y? D健 lOmg ファモチジν l Omg I健

6内用藁 アストマト 7プ佳 15mg ベントキシベリン·~ン酸塩 1 Smg l佳 ＂内用車 ガ；＞；！），クD院 20田昌 77モテジン 20mgl監

7内用車 局 アテノート綻＇ 0 .ルベジロール 1 Omg l院 ＇＂内用＂＇ カームダン健0. 4回E 7，レプラゾラム 0, 4mg l睦

E内用提 アトミ 7• ン艶 200 アセトアミノ 7• ン 200mgl健 3宮内用藁 カームダン健0. Smg アJレプラゾラム O. Bmg l健

日内用＂ アトミフzンドライシロップ20% アセトアミ 17ェン 20判＂ 40内用提 カル.ゾン健30 カルパゾ？ ロムスルホン酸ナトリウムホ和物 30mgl健

＇°内用喪 アニル～メ紺粒＇°% アセトアミノ h ン 2 0弘＂ ＂内用車 局 カルドナン躍。. 5四 Z ドキサゾジンメシル酸塩 O. Smg l睦

" 内m突 アニルーメ院200mg アセトアミノ 7ェン 200皿El健 '2内用車E 局 カルドナン陸lm< ドキサゾシンメシル酷塩 lmg l錠

＂内用藁 アニルーメ蛇300mg アセトアミ 17•ン 300mgl健 ＂内閣藁 局 カルドナン佐2m, ドキサゾシンメシル酷出 2m' l健

＂内用；高 局 アルミワイス 合成ケイ酸アルミ＝ウム I 0' ＂内用藁 局 カルドナン健4皿E ドキザゾシンメシル酸底 4mg l佐

＂内 tll"' アンギナ・4 ル肱＂・ 5・品 ジピログモール I 2. 5拍＂ 45内用罵 カルナコール健50回E トラピヅFレ SOmgl箆，

'5内開票 アンギナール健 I2. 5 ITT& ジピリグモ－＂ l 2. 5冊目 1院 ＂内用＂＇ 局 カルベクロール健1日『タツミ』 カルベジロール ＇°田昌 1健

＂内問藁 アンギナール健 25mg ジピリダモール 2 Smg l碇 H 内用車E 局 カルベジロール健20『タアミ」 カルベ~ロール 2 Omg I佳

＂内用車 イトヲートカプセル 50 イトラコナゾール 50mg l方プセル ＇＂内用藁 vーバルトッタスン健50回E ガンマオリザノール SO mg l陸

＇＂内用藁 局 イミダ7リル出世塩盤Z. 5mg 「＇イヨー」 イミダプリ ル揖酌単 2. Smg 1健 ＂内用薬 局 キャルマyF健 50同耳 エパルレZ タy卜 5 Qmg 1健

＇＂内用翼 局 イミダブFJレ塩酷単蛙 5m,fタイヨーJ イミダプリ，b塩酷出 Smgl錠 50内用翼 タリマーゲン00健 lOm g 77モチデン 1Omg1健

20内用栗 局 イミダプリル塩酪壇盤 <Omz 「タイヨー」 イミダプリ ル邸酸塩 !Omgl陸 ＂内用車 ~ !/""7ーゲン00健 20回目 71モチジン 2 0田昌 1健

＂内閣藁 局 ウナH ン陸自 om, ロキYプロプェンナトリウム木和物 6 Omg I健 ＂内用 .. 局 ＝＝プロス盤2m' ベzジピン虫酸塩 2回＇ I健

＂内用事 E 5－カルジー健＂ カリジノゲナーゼ 25単位1蛇 53内用.. 局 7~プロ見健4m, ~~ジピン且酸塩 4mg 1健

＂内用翼 局 エピレナート錠 <00回Z パルプロ酷ナトリ ウム I 0 0同耳 1錠 白内用罵 局 ロニプロ7健Em< ベェジピン塩酷塩 Smgl盤

21内用担 E捻 且ピレナート健 20日田昌 パルプロ酷ナト日ウム 200同居 1健 55内用罪 "'!I' !I' 7~陸 3·0mg テメビーフワム臭化物水和物 3 0同居 1健

＂内用莱 エピレナート怯肱町控＇°叫 パルプロ酸ナトリウム 40拍 l' 56内用＂＇ コンポン細粒1弘 テルプタリン硫酸塩 1%1 g 

＂内用＂ 局 エピレナートシロップ5% パルプロ盟ナトリウム 5 弘 •mL ＂内用藁 2ンポン昆2m' テルプタリン硫酸鹿 2皿＇ I佐

＂内問藁 同 カオルトーン錠5 マユジピン塩酷塩 Smgl健 ＂内用藁 局 サルポグレラート塩酸塩鍵50mE 『タイヨー』 サルポグレラ｝ト塩酷塩 50同耳 1盤

28内卸業 局 ガオルトーン駐 I0 マェジピン塩酷事 10mgl盤 59内用罵 周 サルポグレラート底酸塩健＇ 00皿E 『9イヨー』 サルポグレラート卑醍嵐 lOOmgl盤

＂内用車 騎 カオルトーン健 20 マユデピン塩眠塩 20mgl陸 回内用＂＇ スタドル7健 50 rn g ，，レトプロド塩酸鹿 50mgl陸

＇＂内用＂ 局 ガスセプ卜健＇ 0 77モチジン l Omg l健 町 内 用 藁 セキタール‘ンロ 7プ 0. 2% オキサトミド o. 2弘 lmL

＂内用畏 問 11＞セプト健 20 77モチジン 20回目 1盤 '2内用罪 局 セナプHド錠 12 Srng アラセプリル l 2. Smg l鮭
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別表第7（平成＇＂年 3,EI31日まで）
掲示事項等告示

別表第7（平成28生存3JJ31日まで｝
掲示事項等告示

No 薬価E再指名 成分名 ＂－絡単位 No 薬価基準名 成分名 続格単位

日内用薬 ;J11.<ドール蛇12皿E センノシド I 2同＇ I昆 別内用車 ベクタンカプセル 100皿耳 トコ7，ιロール酢融エ只テル 10 0田昌＇＂プセル

町内用薬 ダイタリッ 9車g3 0 mg アゾセミド 3 0皿EI昆 町内用藁 ベクタン蝿SOmg トコ7::c.P-Jレ酢取エ7テル 50mgl盤

05内用環 ダイ夕日 γ？綻60 rn g アゾセミド 60mgl鮭 町内用揮 局 ベエジピン塩酸塩錠 2m• 「タイヨーJ ベ＝ジピン塩酷塩 2mi: l健

町内用事E ＇スオミン艶 lOm g タエpキシフエンタヱン酸塩 I Oms I健 ＂＇内用罵 局 ベェジピン塩酸塩蛇4m' f；イヨーJ ベ＝ジピン壇酷壇 4mg l錠

町内用事 ，，オミン位20mg ＇モキシ 7，ンクエン酷坦 20mgl盤 ＇＂内用藁 ホフパン散 I0弘 ジメモル77ンリン酸塩 10弘I' 

同内用東 タツジピン錠！ Omg ベナゼプリル塩酸塩‘ 1 Omg l碇 田内用車E ホプパン佐I0田E ジメモル77ンリン酸塩 10血＇ I蛙

印内用型E チワンカプセル5 チキジウム臭化物 呂田昌 Iカプセル 回目内用＂＇ ホフパンシロ yプo. 2 5弘 ジメモFレファンロン酷塩 0. 2 5払1回L

＇°内用東 チロンカプセル I0 チキジウム臭化物 !Omglカプセル ＇＂＇内用翼 ポラポミン健25mg ジタロ 77ナタナト＇＂ム 2 Smg 1健

＂内用提 トフィユ蛇50mg トプィソノfム 50m&l碇 ，.，内用東 マゴチミンシ07プ0. 04% d－クロルフェェラミンマレイン酸壇 0. 0 4弛 10皿L

＂内用提 局 トリスメン鎚Em, トリタロルメチアジド 2m' l盤 ＇＂内用車 ミ＝シストカプセル50皿S プルコナゾール 50皿＇ Iカプセル

n内用提 トルクシール健50mg ジラゼプ塩酷塩水和物 5 Omg l錠 ＇＂内用車 ミヨシストカプセル lOOmg プルコナゾール I 0 0皿＇ Iカプセル

71内用葉 トルクシール健 lOOmg ジラゼプ塩酸塩水和物 ro o田昌 1値 ＇＂内用諜 ，キシレート鮭50 メキシレチン塩酸塩 SOrngl盤

＂内用薬 局 トレキサメット.プセli.-2mg メトトレキサート 2mglカプセ，b 』町内用累 メキシレート佐 I0 0 メキシレチン虫酸血 10 0皿＇ I健

＂内用＂ エチ＇テート細位 10% チナロピジン塩酸塩 l 0%1 g ，.，内用藁 局 メトプH7？碇20mg メトプロロール酒石酸坦 20mgl館

77内用薬 ノルベ』スブJプセrレ50回E タソピラミド SOmglカプセル ＇＂＇内用喪 局 メパリ 7チ鍵E プヲパスタデンナトリウム 昌皿＇ I錠

＇＂内用提 ノルベ＿，カプセル lOOrng ジyピラミド I 0 Omg Iカプセル ＇＂＇内用藁 局 メバリ 7~蝿 10 プラパ7？チンナトリウム l Omg 1健

＇＂内用高 ノルベ－；＞； CRf'Zl50rn~ リン酷ジyrラミド I 5 Omi: I蛙 ＂＂内用薬 ランデールン覇地20弛 イププE7，ン 20杭 I' 

日日内用栗 同 パルギン健0 Sm, エチゾラム 。.5 rn g I陸 】＂内用藁 局 リザ7ト鮭3同居 オー予ノブィン 3皿＇ I鮭

日l内＂葉 局 パルギン盤 Im起 エチゾラム l mg I鐘 ＇＂内用課 日ズムサョyトカプセル 25mg ピルーンカイェド塩酷塩水和物 25皿＇ Iカプセル

＂＇内府県 ピ：＞ Alレ，，，トカプセル 2. Sm g ピコスル77ートナト Uウム水和物 2. Smg 1カプセb ＇＂内用罵 リズムサットカプセ11.<SOrng ヒVレシ方イニド塩酷塩水和物 50mglカプセル

山内用者耳 ピヲス鮭 125mg テルピナプイン壇酷壇 l 2 5 mg l民 ＂＇内用葉 日チオマール蛇 100血E 民融リチウム 10 0田＇ I錠

"1内用；事 ピルヅカイニド埴酸担蛇'5mE 「三和J ピル・ンカイエド塩酸塩水和物 25mgl蝿 ＇＂内用罵 リチオマール錠200mg 炭酸リチウム 200mgl蛇

＂＇内用嘉 ピルジカイニド臨酷極鮭50 rn g f三和」 ピル司ン.イニド境酸塩水和物 50mgl健 ＂＂内用車 レキシン健1日om, カルパマゼピン lOOmgl蛇

町内刷藁 ピロデイン錠 25皿E ピレンゼピン塩世塩水和物 2 Sm i: l蛇 ＇＂内用車 レキシン健2日Om, カルバマゼピン 20 0田＇ I提

＂＇内周畏 7，.ルセニッド蛇 I2 rn g セ以ノシド I 2mg I健 ＂目内用異 レキシン 50%紺粒 カル＂~ゼぜン 5 °＇も I' 

町内閣藁 局 プラパスヂチンNa塩鮭 Sm，「K'" プラパ見書チンナトリウム Smg l蛇 ＂日内用車 局 ロキソ｝ト蛇60mi; ロキソプロ，.ンナトリウムホ和物 60mgl健

出内用高 局 プヲパ，，チンNa塩鮭 I0田昌 fKHJ プラパスタチンナトリウム I Omg I艶 ＂＂内用薬 局 ロキベイン健60mg ロキソプロ 7，ンナトリウムホ和物 6 0回＇ I鮭

回内用藁 プリモール随 lOOmg 塩陪シプロブロキサシン IOOmgl蛇 ＇＂注射翼 アジリース静注lOmg ジピリダモール 0. 5弘2rn L l智

91内用提 ブルベン鑓4回目 プロムヘキ、ンン庖融塩 4m草 l艶 l明注射実 アドベイト注射用 25日 ルリオクトコグアル77（遺伝平紐換え） 250単位 1瓶（溶解摘付）

叫内用薬 周 プロスエード蛇 250mg プロプコール 250mgl健 ＂＇注射藁 アドベイト注射用 500 ルリオ？トコグアル77 （遺伝子組換え） 500単位1瓶（溶解棺付｝

山内用摂 局 プロスグリン陸 20" g ベラプロ Z トナトリウム 2 0 μ g I健 ＇＂注射罵 アドベイト注射用 100日 Jレリオクトコグアル77 （遺信子組換え） 1, 0 0 0単位1瓶（稽解付披） 
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別表第7（平成28年3月＂＇まで｝
掲示事項等告示

No 薬価基調陣名 成分名 短絡単位 No 翼価基埴名 成分名 匁格単位

＇＂住射＂＇ アドベイト注射用 2000 ルリオタトコグアルフ 7 ＇遺伝子組換え｝ 2' 0 0 0単位1瓶｛溶解付棋） 1鈍注射実 ザルパン註O‘呂田昌 ププレノルフィン塩酷塩 0. 3mg l管

＇＂注射誕 7,cキオーネ注zooms シメチジン 10首2mLl菅 ＂＇注射環 3 0回Eレ，ミン注射植 ジ7ェンヒドラミン塩酸塩 l. 5明2mL1管

＇＂注射藁 Z見アリヰート注50問 E フル＂レチアミン塩酸塩 50ms20回u 菅 ＇＂注射薬 !Omgレ，ミン注射桂 ジ7zンヒドラミン塩酷塩 1払 1皿 Ll管

i潤注射藁 ，，レベン注 2m• ベルベリン硫酸塩水和物 0. l悌 2mL1管 l日注射援 チオトミン注25回菖 チオクト酷 o. 5杭 SmLl管

』目注射英 周麻用フリードカイン注0 5弘 塩酷リドカイン 0. 5~も 5mLl 管 ,00注射票 注射用プ日ドール40
メチルプレドニゾロンコハタ酸エス7＇レナトリ

40回目 1庖｛溶解雄付］
ウム

＂＂注射藁 局麻用7日目ドカイン注0 5弘 虫酸リドカイン 。.5弘 10田 Ll管 ＂＇注射翼 桂射用プリドール l0 0 0 メウチムルプレドーゾロンロハク酷zスァルナト F
l ' l瓶｛帯解雄付｝

＂＇注射費 局麻用フリード1』イン注1弘 』匝酷リドカイン l弘5mLI管 ，.，注射菰 テイロプラユン点滴静注用 200m• 19イヨー」 テイコプラニン 200mgl版

＂＇注射買 崎麻周フリードカイン注1弛 塩融リドカイン I弛 l0田 Ll管 l回注射莱 ドプミンK注200 ドプタミン凪酷犠 0. l弛200回Ll袋

l叩注射藁 局麻用フリードカイン注Z鳴 塩酷リドカイン 2う｛.SmL1菅 l臼注射費 ドプミンK注目 00 ドプタミン塩酸塩 0. 3%200mLl袋

＇＂注射藁 局麻閉7リード＂イン注＂も 境醜リドカイン 2%10mL1菅 注射実 エチ7ィリンM注300mg ジプロフィリン 15払 2mLl管

＇＂注射建 グラzセトロン静注椛 lm c fタイヨー』 グラユセトロン虫歯坦 lmgl皿 Ll管 注射震 ＝チフィリン注PB250rng アミ／ブイリン水和物 2 5弘 1OmL l管

＂＂注射藁 グラニセトロン静注椛 3m~ 「 Pイヨー』 グラェセトロン出醍堪 3mg3mL l管 l 注射実 ヒシフ7ーゲンC静注20mLシリンジ グリチルロチンーグリシン・シユテイン配合剤 20mLl簡

＂＇注射提 グリセリ YF也 揖グリセリン・果糖 SOOmLl瓶 l凹注射提 ピシ77ーゲンC静怯<OmLシロンジ グリチルリチンーグロシン咽シ，テイン配合剤 40皿 Ll簡

＂＂注射藁 グリセリンF注 潰グリセリンー果結 200mLl袋 ＇＂注射累 ヒシ77←ゲンC註 グ日チルリチン・グリシン，システイン配合剤 20rnLI管

l珂注射累 グリセリンF注 温グリセリンー果措 300mL1袋 ＂目注射買 ピタミンC注 l0弘PB アユコルピン酷 500mgl管

＂＂也射翼 グリセレプ点満静注 損グリセロン・果楕 200mLl袋 m 注射葉 ファイバ注射用 500 乾棋人血眼蝿固因子抗体迂回活性祖合体 50 0単位lOmL解l版根付（摺｝ 

＂＇注射費 グロセレプ点荷静注 温グリセロン・果椅 300mLli担 ＂＇注射実 77イバ注射用 10 0 0 乾煉人血権藤田因子抗体迂自活性根合体 1. 0 0 0単位＇，溶0解m按L付1版) 

＂＇也射彊 グリセレプ点滴静注 漬グリセHン・果崎 SOOmL l袋 ＇＂注射累 プラトシン注 l0 シZプラチン 10mg20mLl瓶

＇＂並射砲 局 ＇リグマシン注 300mg タリンダマイシンリン酸，，テル 300mg l菅 ＇＂注射藁 プラトシン注25 シスプラチン 25mg50mLl瓶

＇＂注射東 局 ＇リダマシン注目口口 m• タFングマイシンリン酸エステル 600mgl菅 ＇＂注射袈 プラトシン注50 シスプヲチン so-m11:lOOmLI旗

＇＂注射罵 グリポーゼ注 謹グリセリンー黒崎 200mLl隔 ＂＂注射麗 ，，，マゼ＝ル静注椛o. Sm E 『タイヨー』 フルマゼニル 0. 5mg SmL l管

＇＂＇注射英 グ自ポーゼ注 漉グリセ日ンー果暗 300rnLI瓶 177 t主対環 プレλパル静住5000単位／ SmL ダルテパリンナトリウム 5, 0 0 0低分子ヘ際ハ単位リン1閏管

＇＂注射実 グリポーゼ注 潰グリセリン・果崎 SOOmL l鼠 ＂＂注射薬 局 プレドパ注 200 ドパミン単酷塩 0. l悌 200mLl袋

＂＂注射護 グルコリンS注射柑 グリチルロチン，グリシン・シ，テイン血合制 20mLl管 ＇＂桂射擁 局 プレドパ注600 ドパミン塩酸塩 0. 3%2 0口mLl袋

＂＇’｜注射担 ＇レイトン静注誼 I0 Om~ ヒドロコルチゾンリン酷，，テルナトリウム 100回目 2mLl管 ＇＂＂注射莱 守ユキュレ』ト静注用4m• ベタロ＝ウム臭化物 4mg l管［溶解液｛寸1

＂目出射東 ＇レイトン静也椛 SOOrne. ヒドロヨルチゾンリン酷エ，テルナ卜 3ウム 500mgl日mL I版 同1詑射費 マスキzレム卜静注用！ Omg ベタロエウム臭化物 l 0 rn & l嵐

,.,I注射彊 献血アルプミン5』エチヤタ 人血柑アルブミン 5弘250mLl瓶 ＇＂注射実 ミ2・ンユト静注椛0 1弘 フルコナゾール 0 l拡SOmLl旗

＇＂＇注射高 献血，，，，プミン20 ニチヤク 人血情アルプミン 20弛20mLI瓶 ＇＂＇注射藁 ミヨシ，ト静注椛0. 2首 フルコナゾール 0. 2弘SOmLt瓶

＇＂注射実 献血アルブミン 20ーユチヤF 人血清7＂プミン 20うもSOmLl臨 ＇＂注射累 ミコシRト静注枝o. 2慌 7ルロナゾール 。‘ 2弘100回Ll瓶

＇＂注射曙 献血アルプミン 25－＝－テャp 人血清アルブミン 25杭 SOmLl瓶 同日注射粟 ミネリッ？－ 5注シリン・3 塩化マンガン・醜酷亜鉛水和物配合剤 2mL1簡

＇＇＂注射実 サ’ルパン也0. 2 mg ププレノルアィン塩酌塩 0. 2mg l管 l開l注射実 メジェイド陪註SOmg ケトプロ 7，ン 50回目 1管
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別表第，，平成2"年3JlJi目まで｝
掲示事項等告示

No 東価高準名 成分名 鋭格＇＂位 No 薬価基調世名 成分名 規格単依

＇＂＇注射藁 ヤスラミン注 チコルン酸ドナロイトチリンウ硫ム酷エステルナトリウム・サロ ＂皿 u 管 ＂日外用薫 ピーnテン油性;It~ －ム日 昌弘 へパリン類似物質
I ' 

＇＂＂注射累 日zープリンER誌射用キット ll 2 5 リュープEレリン酢酸塩 IL25mg l筒 ＂＇外用薬 局 ピラス椛 1% テルピナフィン塩酸塩 1弘 Io 

＇＂日注射藁 リ品ープリン注射用キyトL ＇日 リュープEレロン酢酸＂ 1 日E"" l鮪 Z却外用藁 局 ピラスクローム 1弛 テルピナプィン血重量塩 1%1 g 

＇＂日注射藁 リュ」プリン＂射用キット 3. 7 5 日ュープロレリン酢酸車 3, 7 5mg l筒 ＂＇外用藁 7，ルクンテープ20mg フルルピプロプェン ，，皿x1 0 c回 1枚

＇＂＇注射菓 リュープリン注射用 l. 88 リュープロレロン酢酷底 !. 8日田昌 1瓶（懸濁用付被） ＇~外用薬 7，；レケンテープ40 rn g プルルピプロ 7，ン 10cmX14cml枚

＇＂＇注射藁 リュ」プリン注射用 3. 7 5 日昌一プロレリン酢酷塩 3‘ 75mgl肱（陪濁用｛寸捜） 
＇＂外用実 ベギータゲル 1% ジクロプエナクナトリウム 1%1 g 

山3注射藁 局 リンタシン注射棺30 0 mg クリングマイシンリン酸ヱヌテル 300mgl管 2剖外用罵 ベンタロジド 5%椛 タロルへキシジングルロン酷塩 5%10mL 

川｜注射実 局 リンタシン注射枝 500mg ＂ンダマイ・ンンリン酷 zステル 600mgl管 2お外ffl＇区 局 ホエ＇ミン梢毒枝 10拡 ベンザルコzウム塩化物 10判 lOmL

ml外用翼 局 ヱスカイン吸入府＂陪 イyフノレラン >mL ＂＂外周東 ポナフ，，，坐剤＂ 5 
・J

ジタロ 7，ナクナトリウム 12. Smgl個

＇＂＂外用型 エレデタ』点鼻椛0 口5弘 ケトチフェンヲマル酷境 ' 日48mE呂田L＞瓶 ＂＇外周藁 ポナ7;r_？）坐再＂＂ ジクロプエナPナトリウム 25mg l個

＇＂＇外用費 オルカピット点眼棺0 3弘 オ7ロキサシン o. 昌弘 lmL ＇＂外周 .. ポナフェッヲ点目E液o. 1杭 ジ？ c7:r.ナFナトリウム 0. I拍 lmL

四日外用者E 局 吸水軟膏「ホエイJ 盟水＂ーム '°' m 外周実 ポラポミン坐剤 12. 5mg ジタロ 7，ナ？ナトリウム l 2 Smg l個

刊以外阿罵 グリ七日ン詰岨「ムヰJ"° グリセリン 50%30mLl個 ＂＂外周薬 ポヲポミン坐剤25mg ジクロフェナクナトリウム " 田昌 1個

＂＂日外周~ グリセリン詰踊「ムネJeo グリセリン ＂弘呂 OmLl個 ＂＇外用実 ポヲポミン坐1i!J5Omg ジクロ 7：ナタナト Hウム SOmgl個

＂＇＂外用車 グリセリン詰師「ムネJI 2 0 グリセリン ＇°抗 I20田LI個 ＇＂外周累 メインタ一点眼椛2叫 Fロモグ日夕酷ナトリウム 100皿EE皿LI抵

＂＂＇外用車 グリセリン詰踊「ムネJ 150 グ日セ日ン 50叫 I5 OmL l個 ＇＂外用藁 メインタ一点鼻棺2拡 ;¥'tl"I;グ日夕酸ナトリウム 190mg9‘ SmLl瓶

＂＂＂外用車 デリード吸入捜1弛 ヂロモグリク酷ナトリウム 1%2mL1管 ＂＇外用藁 レイナノン虫剤50 ケトプロ 7：ン 50mgl個

＂＂＇外用高 ケラベンス軟膏 20悌 尿ヨ緊 20弘 I' 坦5外用車 レイナノン坐1i'J75 ケトブロブヱン 75mgl個

＂＂＂外用＂＇ コンクノール椛 10鴨 アルキルジアミノエチルグリシン塩酎塩 I 0怖 l0 rn L 割高外用藁 レイナノンテープ 2o皿届 ケトプロ 7：ン 7cmX10cml枚

2日E外用高 周 来観ホ軟膏｛シオエ｝ 観ホナローム 10' ＂＇外周裏 レイナノンテープ40mg ケトプロプzン I 0 o皿x14＇同 1牧

2口T外用藁 局 現水軟膏 fホエイ』 観水？日ーム 10' 

2ロヨ外周累 局 観水軟置『ヨシダ』 親水クリーム I 0 o 

2目日外周粟 セプテァトパップ＇°田昌 7:<:11.-ピナ？ 10cmX14cml牧

＂＂外用車 ネグミン椛I0目 ポピドンヨード 10首 IOmL

＂＇外周粟 ネグミンガーグル＇% ポピドンヨード 7叫 lmL

＇＇＂外周莱 ネグミンゲル 10うも ポピドンヨード 10叫 10'

＂品外用藁 パP77ミル点眼視0. 3% ノルフロキサシン 0. 3弘 1皿L

＂＂外用藁 ピオヰ＇°・ 4阻枯弾剤 1% ヒアルロン酸ナトロウム 1拡o. 4rnL1筒

＂＇外用事 E ピオネX0. ti!!l.柚弾剤 1% ヒアルロン酷ナトリウム 1うも0 6mLl怖

~I!＼外用誕 ピオネス 0. s 5眼枯弾剤 1% ヒアルロン酷ナトリウム ＂も O司自 5mLl筒

＂＇外用，. ピーソ7テン外周スプレー0. 3% へパリン掴似物質 I o 

＂＂ページ 'I＂，、ージ


