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使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

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

う。）及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等

（平成 18 年厚生労働省告示第 107 号。以下「掲示事項等告示」という。）が平成 29 年厚生

労働省告示第 343 号をもって改正され、平成 29 年 11 月 29 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 28 年３月４日付け保医発 0304 第 13 号。以下「加算等後発医薬品通知」

という。）を下記のとおり改正しますので、併せて貴管下の保険医療機関、審査支払機関等

に対して周知徹底をお願いします。

記

１ 薬価基準の一部改正について

(１) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年

法律第 145 号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医

薬品（内用薬８品目、注射薬８品目及び外用薬１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 外 用 薬 歯科用薬剤 計

品目数 １０，５２６ ４，０２２ ２，４７８ ２８ １７，０５４

２ 掲示事項等告示の一部改正について

(１) 医療上の需要がなくなる等の理由により製薬企業から削除依頼があった医薬品（内

用薬 73 品目、注射薬 49 品目、外用薬 25 品目及び歯科用薬剤２品目）のうち、平成

30 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（以下「使

用医薬品」という。）から除外するものについては、掲示事項等告示の別表第５へ追

加し、また、同告示別表第３に収載されている医薬品であって、同年４月１日以降、

使用医薬品から除外するものについては、同告示別表第６へ追加したものであるこ

と。

(２) (１)により掲示事項等告示の別表第５に収載されている全医薬品の品目数は、次の

とおりであること。

区 分 内 用 薬 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 計

品目数 ２３９ １１８ ９４ ０ ４５１

(３) (１)により掲示事項等告示の別表第６に収載されている全医薬品の品目数は、次の

とおりであること。

区 分 内 用 薬 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 計

品目数 ０ ０ ０ ２ ２

３ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(１) リツキシマブ BS 点滴静注 100mg「KHK」、同 BS 点滴静注 500mg「KHK」

CD20 陽性の B細胞性非ホジキンリンパ腫及び免疫抑制状態下の CD20 陽性の B細胞

性リンパ増殖性疾患に用いる場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、CD20 陽性を確認

した検査の実施年月日について記載すること。



(２) エムラパッチ

① 本製剤を単なる美容を目的とした皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和に使用し

た場合は算定できないものであること。また、本製剤の使用上の注意において「国

内ではシミ、シワ、ニキビ跡、脱毛等（半導体レーザーや炭酸ガスレーザー等を用

いた皮膚レーザー照射療法）に対する本剤の有効性及び安全性は検討されていな

い。」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。

② 本製剤を注射針・静脈留置針穿刺時の疼痛緩和に用いる場合、本製剤の薬剤料は

麻酔の部において算定するが、これに伴う手技料は算定できない。

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。

別紙１に別添１に掲げる医薬品を、別紙３に別添２に掲げる医薬品を加え、平成 29

年 11 月 29 日から適用すること。



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬 価

注射薬 2399403F1047
インフリキシマブ（遺伝子組換
え）[インフリキシマブ後続１]

１００ｍｇ１瓶
インフリキシマブＢＳ点滴静注用
１００ｍｇ「ＣＴＨ」

Ｃｅｌｌｔｒ
ｉｏｎ

56,382

注射薬 2399404F1025
インフリキシマブ（遺伝子組換
え）[インフリキシマブ後続２]

１００ｍｇ１瓶
インフリキシマブＢＳ点滴静注用
１００ｍｇ「あゆみ」

ヤクハン製薬 56,382

注射薬 2399404F1033
インフリキシマブ（遺伝子組換
え）[インフリキシマブ後続２]

１００ｍｇ１瓶
インフリキシマブＢＳ点滴静注用
１００ｍｇ「日医工」

日医工 56,382

注射薬 4291439A1027
リツキシマブ（遺伝子組換え）
［リツキシマブ後続１］

１００ｍｇ１０ｍ
Ｌ１瓶

リツキシマブＢＳ点滴静注１００
ｍｇ「ＫＨＫ」

サンド 24,930

注射薬 4291439A2023
リツキシマブ（遺伝子組換え）
［リツキシマブ後続１］

５００ｍｇ５０ｍ
Ｌ１瓶

リツキシマブＢＳ点滴静注５００
ｍｇ「ＫＨＫ」

サンド 122,143

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

［別添１］

品名



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬 価

注射薬 4291407A1027 リツキシマブ（遺伝子組換え）
１００ｍｇ１０ｍ
Ｌ１瓶

リツキサン注１０ｍｇ／ｍＬ 全薬工業 43,641

注射薬 4291407A2023 リツキシマブ（遺伝子組換え）
５００ｍｇ５０ｍ
Ｌ１瓶

リツキサン注１０ｍｇ／ｍＬ 全薬工業 213,815

［別添２］

別紙３ 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」

品名



（参考１）

薬価基準名 成分名 規格単位 　薬 価 (円)

1 内用薬 エルカルチンＦＦ内用液10％分包５mL レボカルニチン 10％５mL１包 362.00

2 内用薬 エルカルチンＦＦ内用液10％分包10mL レボカルニチン 10％10mL１包 724.00

3 内用薬 ジャドニュ顆粒分包90mg デフェラシロクス 90mg１包 1,433.80

4 内用薬 ジャドニュ顆粒分包360mg デフェラシロクス 360mg１包 5,707.70

5 内用薬 タシグナカプセル50mg ニロチニブ塩酸塩水和物 50mg１カプセル 1,289.20

6 内用薬 リクシアナＯＤ錠15mg エドキサバントシル酸塩水和物 15mg１錠 294.20

7 内用薬 リクシアナＯＤ錠30mg エドキサバントシル酸塩水和物 30mg１錠 538.40

8 内用薬 リクシアナＯＤ錠60mg エドキサバントシル酸塩水和物 60mg１錠 545.60

9 注射薬 アコアラン静注用1800 アンチトロンビン　ガンマ（遺伝子組換え）
1,800国際単位１瓶（溶解液

付）
84,861

10 注射薬 インフリキシマブＢＳ点滴静注用100mg「あゆみ」
インフリキシマブ（遺伝子組換え）[インフリキ
シマブ後続２]

100mg１瓶 56,382

11 注射薬 インフリキシマブＢＳ点滴静注用100mg「ＣＴＨ」
インフリキシマブ（遺伝子組換え）[インフリキ
シマブ後続１]

100mg１瓶 56,382

12 注射薬 インフリキシマブＢＳ点滴静注用100mg「日医工」
インフリキシマブ（遺伝子組換え）[インフリキ
シマブ後続２]

100mg１瓶 56,382

13 注射薬 エルカルチンＦＦ静注1000mgシリンジ レボカルニチン 1,000mg５mL１筒 1,035

14 注射薬 リツキシマブＢＳ点滴静注100mg「ＫＨＫ」
リツキシマブ（遺伝子組換え）［リツキシマブ
後続１］

100mg10mL１瓶 24,930

15 注射薬 リツキシマブＢＳ点滴静注500mg「ＫＨＫ」
リツキシマブ（遺伝子組換え）［リツキシマブ
後続１］

500mg50mL１瓶 122,143

16 注射薬 レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー エボロクマブ（遺伝子組換え） 420mg3.5mL１キット 44,481

Ｎｏ

薬価基準告示
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薬価基準名 成分名 規格単位 　薬 価 (円)Ｎｏ

17 外用薬 エムラパッチ リドカイン・プロピトカイン １枚 251.60
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（参考２）

別表第５（平成30年３月31日まで）

薬価基準名 成分名 規格単位

1 内用薬 アプネカット経口液10mg テオフィリン 10mg2.5mL１筒

2 内用薬 局 アムロジピン錠2.5mg「ＭＥＤ」 アムロジピンベシル酸塩 2.5mg１錠

3 内用薬 局 アムロジピン錠５mg「ＭＥＤ」 アムロジピンベシル酸塩 ５mg１錠

4 内用薬 局 アムロジピン錠10mg「ＭＥＤ」 アムロジピンベシル酸塩 10mg１錠

5 内用薬 イピノテック錠10mg アメジニウムメチル硫酸塩 10mg１錠

6 内用薬 ウイントマイロン錠250 ナリジクス酸 250mg１錠

7 内用薬 ウイントマイロン錠500 ナリジクス酸 500mg１錠

8 内用薬 ウイントマイロンシロップ５％ ナリジクス酸 ５％１mL

9 内用薬 局 エカベトＮａ顆粒66.7％「ＪＧ」 エカベトナトリウム水和物 66.7％１ｇ

10 内用薬 局 エカベトＮａ顆粒66.7％「タイヨー」 エカベトナトリウム水和物 66.7％１ｇ

11 内用薬 エフミン錠25mg クロルマジノン酢酸エステル 25mg１錠

12 内用薬 局 オルメテック錠５mg オルメサルタンメドキソミル ５mg１錠

13 内用薬 局 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ＫＯ」 オロパタジン塩酸塩 2.5mg１錠

14 内用薬 局 オロパタジン塩酸塩錠５mg「ＫＯ」 オロパタジン塩酸塩 ５mg１錠

15 内用薬 カプトプリルＲカプセル18.75「ＳＷ」 カプトプリル 18.75mg１カプセル

16 内用薬 クリキシバンカプセル200mg インジナビル硫酸塩エタノール付加物 200mg１カプセル

17 内用薬 局 コデインリン酸塩散１％「タナベ」 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ

18 内用薬 コバマミドカプセル250µg「ツルハラ」 コバマミド 0.25mg１カプセル

19 内用薬 サーカネッテン配合錠 パラフレボン・センナ末配合剤 １錠

20 内用薬 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「ＺＥ」 ジルチアゼム塩酸塩 30mg１錠

21 内用薬 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「ＹＤ」 ジルチアゼム塩酸塩 30mg１錠

22 内用薬 ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「ＺＥ」 ジルチアゼム塩酸塩 60mg１錠

23 内用薬 ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「ＹＤ」 ジルチアゼム塩酸塩 60mg１錠

24 内用薬 スカジロールカプセル25mg アルプレノロール塩酸塩 25mg１カプセル

25 内用薬 スカジロールカプセル50mg アルプレノロール塩酸塩 50mg１カプセル

26 内用薬 スクラルファート細粒90％「アメル」 スクラルファート水和物 90％１ｇ

27 内用薬 ゾピクロン錠7.5mg「ＴＣＫ」 ゾピクロン 7.5mg１錠

28 内用薬 チアトン顆粒２％ チキジウム臭化物 ２％１ｇ

29 内用薬 チオガム錠100mg チアプロフェン酸 100mg１錠

30 内用薬 チオガム錠200mg チアプロフェン酸 200mg１錠

31 内用薬 局 テモカプリル塩酸塩錠１mg「サンド」 テモカプリル塩酸塩 １mg１錠

32 内用薬 局 テモカプリル塩酸塩錠２mg「サンド」 テモカプリル塩酸塩 ２mg１錠

33 内用薬 局 テモカプリル塩酸塩錠４mg「サンド」 テモカプリル塩酸塩 ４mg１錠

34 内用薬 テラビック錠250mg テラプレビル 250mg１錠

35 内用薬 局 トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「サンド」 トスフロキサシントシル酸塩水和物 75mg１錠

掲示事項等告示

Ｎｏ
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薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

36 内用薬 局 トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サンド」 トスフロキサシントシル酸塩水和物 150mg１錠

37 内用薬 トファルコンカプセル100mg ソファルコン 100mg１カプセル

38 内用薬 トファルコン錠50mg ソファルコン 50mg１錠

39 内用薬 トフィソパム錠50mg「ＪＧ」 トフィソパム 50mg１錠

40 内用薬 ナシロビン錠５ ドンペリドン ５mg１錠

41 内用薬 ナシロビン錠10 ドンペリドン 10mg１錠

42 内用薬 ニカルジピン塩酸塩錠10mg「イセイ」 ニカルジピン塩酸塩 10mg１錠

43 内用薬 局 ハッカ水（シオエ） ハッカ水 10mL

44 内用薬 ハロネロールカプセル0.1mg タムスロシン塩酸塩 0.1mg１カプセル

45 内用薬 ハロネロールカプセル0.2mg タムスロシン塩酸塩 0.2mg１カプセル

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

47 内用薬 フルニトラゼパム錠１mg「ＳＮ」 フルニトラゼパム １mg１錠

48 内用薬 プレラン0.5mg錠 トランドラプリル 0.5mg１錠

49 内用薬 プレラン１mg錠 トランドラプリル １mg１錠

50 内用薬 プロカテロール塩酸塩錠25µg「テバ」 プロカテロール塩酸塩水和物 0.025mg１錠

51 内用薬 局 ブロムワレリル尿素「メタル」 ブロモバレリル尿素 １ｇ

52 内用薬 ヘモタイトカプセル200mg トリベノシド 200mg１カプセル

53 内用薬 ペルミルチン錠25 ジピリダモール 25mg１錠

54 内用薬 ペンタジン錠25 塩酸ペンタゾシン 25mg１錠

55 内用薬 マスレチンシロップ0.01％ クレマスチンフマル酸塩 0.01％10mL

56 内用薬 マプロミール錠10mg マプロチリン塩酸塩 10mg１錠

57 内用薬 マプロミール錠25mg マプロチリン塩酸塩 25mg１錠

58 内用薬 マプロミール錠50mg マプロチリン塩酸塩 50mg１錠

59 内用薬 ミゼロン配合シロップ 鎮咳配合剤 １mL

60 内用薬 局 ミノマイシン錠100mg ミノサイクリン塩酸塩 100mg１錠

61 内用薬 メサラジン錠250mg「ＳＮ」 メサラジン 250mg１錠

62 内用薬 メサラジン錠250mg「ＤＫ」 メサラジン 250mg１錠

63 内用薬 メサラジン錠500mg「ＳＮ」 メサラジン 500mg１錠

64 内用薬 メサラジン錠500mg「ＤＫ」 メサラジン 500mg１錠

65 内用薬 ユビデカレノンカプセル５mg「杏林」 ユビデカレノン ５mg１カプセル

66 内用薬 ラクスパン散1.8％ 耐性乳酸菌 １ｇ

67 内用薬 局 硫酸マグネシウム「トミタ」 硫酸マグネシウム水和物 10ｇ

68 内用薬 局 レスポリート錠50mg ラベタロール塩酸塩 50mg１錠

69 内用薬 局 レスポリート錠100mg ラベタロール塩酸塩 100mg１錠

70 内用薬 局 ロートエキス散　シオエ ロートエキス １ｇ

71 内用薬 ロペカルド小児用ドライシロップ0.05％ 塩酸ロペラミド 0.05％１ｇ

72 内用薬 ロラタジンＯＤ錠10mg「ＤＫ」 ロラタジン 10mg１錠
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薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

73 内用薬 ロラタジン錠10mg「ＴＹＫ」 ロラタジン 10mg１錠

74 注射薬 局 イオパーク300注150mL イオヘキソール 64.71％150mL１瓶

75 注射薬 局 イオヘキソール300注150mL「ＨＫ」 イオヘキソール 64.71％150mL１瓶

76 注射薬 局 イセパマイシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」 イセパマイシン硫酸塩 200mg２mL１管

77 注射薬 局 イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「サワイ」 イセパマイシン硫酸塩 400mg２mL１管

78 注射薬 局 イノバン注200mg ドパミン塩酸塩 200mg10mL１管

79 注射薬 Ｅ・Ｐ・ホルモンデポー筋注
ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステ
ル・エストラジオールプロピオン酸エステル

１mL１管

80 注射薬 イントロンＡ注射用300
インターフェロンアルファ－２ｂ（遺伝子組換
え）

300万国際単位１瓶（溶解液
付）

81 注射薬 イントロンＡ注射用600
インターフェロンアルファ－２ｂ（遺伝子組換
え）

600万国際単位１瓶（溶解液
付）

82 注射薬 イントロンＡ注射用1,000
インターフェロンアルファ－２ｂ（遺伝子組換
え）

1,000万国際単位１瓶（溶解液
付）

83 注射薬 エダラボン点滴静注バッグ30mg「ＡＡ」 エダラボン 30mg100mL１キット

84 注射薬 局 エダラボン点滴静注30mg「アメル」 エダラボン 30mg20mL１管

85 注射薬 局 エダラボン点滴静注30mg「ＨＫ」 エダラボン 30mg20mL１管

86 注射薬 局 エダラボン点滴静注30mg「ＴＣＫ」 エダラボン 30mg20mL１管

87 注射薬 エトポシド点滴静注液100mg「ＤＫ」 エトポシド 100mg５mL１瓶

88 注射薬 エポエチンアルファＢＳ注1500「ＪＣＲ」
エポエチンカッパ（遺伝子組換え）［エポエチ
ンアルファ後続１］

1,500国際単位１mL１瓶

89 注射薬 エポエチンアルファＢＳ注3,000「ＪＣＲ」
エポエチンカッパ（遺伝子組換え）［エポエチ
ンアルファ後続１］

3,000国際単位２mL１瓶

90 注射薬 エポプロステノール静注用0.5mg「Ｆ」 エポプロステノールナトリウム 0.5mg１瓶（溶解液付）

91 注射薬 エポプロステノール静注用1.5mg「Ｆ」 エポプロステノールナトリウム 1.5mg１瓶（溶解液付）

92 注射薬 オオホルミンルテウムデポー筋注125mg ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル 125mg１管

93 注射薬 オバホルモンデポー筋注５mg エストラジオールプロピオン酸エステル ５mg１管

94 注射薬 コメスゲン注射液500µg メコバラミン 0.5mg１管

95 注射薬 局 シオセシン注射液200 イセパマイシン硫酸塩 200mg２mL１管

96 注射薬 局 シオセシン注射液400 イセパマイシン硫酸塩 400mg２mL１管

97 注射薬 シプロフロキサシン点滴静注液200mg「ケミファ」 シプロフロキサシン 200mg100mL１袋

98 注射薬 シプロフロキサシン点滴静注液200mg「ＤＫ」 シプロフロキサシン 200mg100mL１袋

99 注射薬 シプロフロキサシン点滴静注液200mg「日医工」 シプロフロキサシン 200mg100mL１袋

100 注射薬 シプロフロキサシン点滴静注液300mg「ケミファ」 シプロフロキサシン 300mg150mL１袋

101 注射薬 シプロフロキサシン点滴静注液300mg「ＤＫ」 シプロフロキサシン 300mg150mL１袋

102 注射薬 シプロフロキサシン点滴静注液300mg「日医工」 シプロフロキサシン 300mg150mL１袋

103 注射薬 セロイク注射用40 セルモロイキン（遺伝子組換え）
40万国内標準単位１瓶（溶解

液付）

104 注射薬 トーモル静注10mg ジピリダモール 0.5％２mL１管

105 注射薬 ナスパルン静注用0.5ｇ
スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナト
リウム

（500mg）１瓶

106 注射薬 ナスパルン静注用１ｇ
スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナト
リウム

（１ｇ）１瓶

107 注射薬 ハイピリドキシン注10mg ピリドキサールリン酸エステル水和物 10mg１管

108 注射薬 ハイピリドキシン注30mg ピリドキサールリン酸エステル水和物 30mg１管

109 注射薬 ハイピリドキシン注60mg ピリドキサールリン酸エステル水和物 60mg１管
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110 注射薬 ビタミンＫ１注30mg フィトナジオン 30mg１管

111 注射薬 ビタミンＫ１注50mg フィトナジオン 50mg１管

112 注射薬 ビデュリオン皮下注用２mg エキセナチド ２mg１キット（懸濁用液付）

113 注射薬 局 ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「ＳＮ」 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶

114 注射薬 局 ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「ＳＮ」 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶

115 注射薬 フエロン注射用600万 インターフェロンベータ
600万国際単位１瓶（溶解液

付）

116 注射薬 プラチアミン50注射液 チアミンジスルフィド 50mg１管

117 注射薬 ペンタジン注射液15 ペンタゾシン 15mg１管

118 注射薬 ペンタジン注射液30 ペンタゾシン 30mg１管

119 注射薬 ボセルモン水懸注 テストステロン・エストラジオール １mL１管

120 注射薬 ボセルモンデポー筋注 テストステロン・エストラジオール配合剤 １mL１管

121 注射薬
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「イセ
イ」

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 0.02％１mL１管

122 注射薬 ルミステロンディスポ関節注25mg ヒアルロン酸ナトリウム １％2.5mL１筒

123 外用薬 アズレン散含嗽用0.4％「杏林」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 0.4％１ｇ

124 外用薬 ※ アズレン散含嗽用0.4％（大正薬品） アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 0.4％１ｇ

125 外用薬 アボコート軟膏0.1％ ヒドロコルチゾン酪酸エステル 0.1％１ｇ

126 外用薬 局 イソプロパノール「アマカス」 イソプロパノール 10mL

127 外用薬 イソプロ70「アマカス」 イソプロパノール 70％10mL

128 外用薬 イトロンクリーム0.1％ 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン 0.1％１ｇ

129 外用薬 イトロン軟膏0.1％ 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン 0.1％１ｇ

130 外用薬 イトロンローション0.1％ 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン 0.1％１mL

131 外用薬 イムシスト膀注用81mg 乾燥ＢＣＧ膀胱内用（コンノート株） 81mg１瓶（溶解液付）

132 外用薬 局 塩化ナトリウム「トミタ」 塩化ナトリウム 10ｇ

133 外用薬 カーマスプラスター パップ剤 10cm×14cm１枚

134 外用薬 局 献血トロンビン経口・外用剤１万 トロンビン 10,000単位１瓶

135 外用薬 局 献血トロンビン経口・外用剤5000 トロンビン 5,000単位１瓶

136 外用薬 50Ｖ／Ｖ％消毒用イソプロパノール「アマカス」 イソプロパノール 50％10mL

137 外用薬 局 酢酸　シオエ 酢酸 10mL

138 外用薬 ザルックスクリーム0.12％ デキサメタゾン吉草酸エステル 0.12％１ｇ

139 外用薬 ザルックス軟膏0.12％ デキサメタゾン吉草酸エステル 0.12％１ｇ

140 外用薬 ツロブテロールテープ0.5mg「アメル」 ツロブテロール 0.5mg１枚

141 外用薬 ツロブテロールテープ１mg「アメル」 ツロブテロール １mg１枚

142 外用薬 ツロブテロールテープ２mg「アメル」 ツロブテロール ２mg１枚

143 外用薬 ティアバランスミニムス点眼液0.3％ ヒアルロン酸ナトリウム 0.3％0.4mL１個

144 外用薬 ハーユロン軟膏0.1％ 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン 0.1％１ｇ

145 外用薬 局 フェルマジン液20％ クロルヘキシジングルコン酸塩 20％10mL

146 外用薬 ポステリザン（軟膏） 大腸菌死菌 １ｇ
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147 外用薬
酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン軟膏0.1％「Ｙ
Ｄ」

酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン 0.1％１ｇ
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