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使用薬剤の薬価（薬価基準）等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、
それぞれ平成28年厚生労働省告示第409号及び平成28年厚生労働省告示第410号をもって
改正され、いずれも平成28年12月９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165品目、注射薬16品目及び外用薬10品目）について、薬価基準の
別表に収載したものであること。

(2) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬
品（内用薬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。

(3) （1）及び(2)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次の
とおりであること。



区 分 内 用 薬 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 計

品目数 １０，０５５ ３，９５５ ２，４５０ ２８ １６，４８８

２ 掲示事項等告示の一部改正について
(1) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い販売名が変更され、新たに薬
価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬
品（内用薬１品目）について、掲示事項等告示の別表第２に収載することにより、
平成29年４月１日以降、使用医薬品から除外するものであること。

(2) 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９品目、注射
薬３品目及び外用薬１品目）について、掲示事項等告示の別表第４に収載すること
により、平成29年10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。

(3) (1)により掲示事項等告示の別表第２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 １３７ １０２ ４９ ０ ２８８

(4) (2)により掲示事項等告示の別表第４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 ９ ９ １ ０ １９

３ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) スマトリプタン錠50mg「アスペン」

本製剤は、片頭痛の確定診断が行われた場合にのみ投与すること。

(2) ホリナート錠25mg「タイホウ」
本製剤の使用上の注意に次のように記載があるので、使用に当たっては十分留意

すること。
① 本製剤の使用上の注意において、ホリナート・テガフール・ウラシル療法は、
テガフール・ウラシル配合剤の細胞毒性を増強する療法であり、本療法に関連し
たと考えられる死亡例が認められているので、緊急時に十分に措置できる医療施
設及び癌化学療法に十分な経験を有する医師のもとで、適応患者の選択を慎重に
行い実施することとされているので、使用にあたっては十分留意すること。

② 本製剤は、結腸・直腸癌の患者に対し、ホリナート・テガフール・ウラシル療
法を行う場合に限り使用されるものであること。



(3) ミチグリニドCa・OD錠５mg「フソー」、同「FFP」、同「三和」、同「JG」及び同「T
CK」並びにミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」、同「FFP」、同「三和」、同「JG」
及び同「TCK」
本製剤の使用上の注意に次のように記載があるので、使用に当たっては十分留意

すること。
① 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。
② 糖尿病治療の基本である食事療法・運動療法を行っており、投与の際の空腹時
血糖が126mg/dL以上又は食後血糖１時間値若しくは２時間値が200mg/dL以上を示
す患者に限ること。

③ 本製剤投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、２
～３ヶ月投与しても効果が不十分な場合には、より適切と考えられる治療への変
更を考慮すること。

④ 投与の継続中に、投与の必要がなくなる場合や、減量する必要がある場合があ
り、また、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分と
なる場合があるので、食事摂取量、血糖値、感染症の有無等に留意のうえ、常に
投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(4) アカルボース錠50mg「テバ」及び同100mg「テバ」並びにアカルボースOD錠50mg
「テバ」及び同100mg「テバ」
① 本製剤の効能・効果は、糖尿病の食後過血糖の改善（ただし、食事療法・運動
療法によっても十分な血糖コントロールが得られない場合、又は食事療法・運動
療法に加えて経口血糖降下薬若しくはインスリン製剤を使用している患者で十分
な血糖コントロールが得られない場合に限る）であること。

② 本製剤の使用上の注意に次のように記載があるので、使用に当たっては十分留
意すること。
ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖尿
病以外にも耐糖能異常・尿糖陽性等、糖尿病類似の症状（腎性糖尿、老人性糖
代謝異常、甲状腺機能異常等）を有する疾患があることに留意すること。

イ 本製剤の投与は、糖尿病治療の基本である食事療法・運動療法のみを行って
いる患者では投与の際、食後血糖２時間値が200mg/dL以上を示す場合に限る。

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

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

オ 本製剤を２～３ヵ月投与しても食後血糖に対する効果が不十分な場合（静脈
血漿で食後血糖２時間値が200mg/dL以下にコントロールできないなど）には、
より適切と考えられる治療への変更を考慮すること。

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

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３に別添２に掲
げる医薬品を加え、平成28年12月９日から適用すること。

(2) 加算等後発医薬品通知の別紙３に別添３に掲げる医薬品を加え、平成29年１月１
日から適用すること。

(3) 加算等後発医薬品通知の別紙３に別添４に掲げる医薬品を加え、平成29年４月１



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

内用薬 1139008F1035 トピラマート ５０ｍｇ１錠 トピラマート錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 47.10

内用薬 1139008F2031 トピラマート １００ｍｇ１錠 トピラマート錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 76.90

内用薬 1139008F3038 トピラマート ２５ｍｇ１錠 トピラマート錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 28.80

内用薬 1169012G1036 プラミペキソール塩酸塩水和物
０．３７５ｍｇ１
錠

プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３
７５ｍｇＭＩ「ＤＳＥＰ」

第一三共エスファ 52.80

内用薬 1169012G1044 プラミペキソール塩酸塩水和物
０．３７５ｍｇ１
錠

プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３
７５ｍｇＭＩ「ＪＧ」

日本ジェネリック 64.80

内用薬 1169012G1052 プラミペキソール塩酸塩水和物
０．３７５ｍｇ１
錠

プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３
７５ｍｇＭＩ「アメル」

共和薬品工業 52.80

内用薬 1169012G1060 プラミペキソール塩酸塩水和物
０．３７５ｍｇ１
錠

プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３
７５ｍｇＭＩ「オーハラ」

大原薬品工業 52.80

内用薬 1169012G1079 プラミペキソール塩酸塩水和物
０．３７５ｍｇ１
錠

プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３
７５ｍｇＭＩ「サワイ」

沢井製薬 52.80

内用薬 1169012G1087 プラミペキソール塩酸塩水和物
０．３７５ｍｇ１
錠

プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３
７５ｍｇＭＩ「トーワ」

東和薬品 52.80

内用薬 1169012G2032 プラミペキソール塩酸塩水和物 １．５ｍｇ１錠
プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５
ｍｇＭＩ「ＤＳＥＰ」

第一三共エスファ 185.90

内用薬 1169012G2040 プラミペキソール塩酸塩水和物 １．５ｍｇ１錠
プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５
ｍｇＭＩ「ＪＧ」

日本ジェネリック 214.60

内用薬 1169012G2059 プラミペキソール塩酸塩水和物 １．５ｍｇ１錠
プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５
ｍｇＭＩ「アメル」

共和薬品工業 185.90

内用薬 1169012G2067 プラミペキソール塩酸塩水和物 １．５ｍｇ１錠
プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５
ｍｇＭＩ「オーハラ」

大原薬品工業 185.90

内用薬 1169012G2075 プラミペキソール塩酸塩水和物 １．５ｍｇ１錠
プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５
ｍｇＭＩ「サワイ」

沢井製薬 185.90

内用薬 1169012G2083 プラミペキソール塩酸塩水和物 １．５ｍｇ１錠
プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５
ｍｇＭＩ「トーワ」

東和薬品 185.90

内用薬 1179025F1344 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 6.00

内用薬 1179025F2308 エチゾラム １ｍｇ１錠 局 エチゾラム錠１ｍｇ「クニヒロ」 皇漢堂製薬 6.40

内用薬 1179025F3177 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局
エチゾラム錠０．２５ｍｇ「クニヒ
ロ」

皇漢堂製薬 5.80

内用薬 1179044C1138 オランザピン １％１ｇ オランザピン細粒１％「杏林」
キョーリンリメ
ディオ

154.60

内用薬 1179044C1146 オランザピン １％１ｇ オランザピン細粒１％「タカタ」 高田製薬 154.60

内用薬 1179044C1154 オランザピン １％１ｇ オランザピン細粒１％「日新」 日新製薬（山形） 154.60

内用薬 1179046F3187 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 127.00

内用薬 1179046F3195 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「トーワ」 東和薬品 127.00

内用薬 1179046F3209 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 127.00

内用薬 1179046F6038 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠
セルトラリンＯＤ錠１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 127.00

内用薬 1190011F1048 リルゾール ５０ｍｇ１錠 リルゾール錠５０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 763.10

内用薬 2132003F1460 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 局
トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 6.00

内用薬 2132003F3055 トリクロルメチアジド １ｍｇ１錠 局
トリクロルメチアジド錠１ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 6.10

内用薬 2139005F1095 フロセミド ２０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠２０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 6.00

内用薬 2139005F2458 フロセミド ４０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠４０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 6.30

内用薬 2149037F3078 シルニジピン ２０ｍｇ１錠 局 シルニジピン錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 48.80

内用薬 2149110F2291
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチア
ジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「サワイ」 沢井製薬 74.90

品名

［別添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
※平成28年12月９日より適用
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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 価品名

内用薬 2149110F2305
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチア
ジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「タカタ」 高田製薬 74.90

内用薬 2149110F2313
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチア
ジド

１錠 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ファイザー」 ファイザー 74.90

内用薬 2149112F1057 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 バルヒディオ配合錠ＭＤ「ＪＧ」 日本ジェネリック 53.30

内用薬 2149112F1065 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 バルヒディオ配合錠ＭＤ「ＴＣＫ」 辰巳化学 53.30

内用薬 2149112F1073 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 バルヒディオ配合錠ＭＤ「サワイ」 沢井製薬 53.30

内用薬 2149112F1081 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 バルヒディオ配合錠ＭＤ「タナベ」 田辺三菱製薬 53.30

内用薬 2149112F1090 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 バルヒディオ配合錠ＭＤ「ツルハラ」 鶴原製薬 53.30

内用薬 2149112F1103 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 バルヒディオ配合錠ＭＤ「トーワ」 東和薬品 53.30

内用薬 2149112F1111 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 バルヒディオ配合錠ＭＤ「日医工」 日医工 53.30

内用薬 2149112F2053 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 バルヒディオ配合錠ＥＸ「ＪＧ」 日本ジェネリック 53.90

内用薬 2149112F2061 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 バルヒディオ配合錠ＥＸ「ＴＣＫ」 辰巳化学 53.90

内用薬 2149112F2070 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 バルヒディオ配合錠ＥＸ「サワイ」 沢井製薬 53.90

内用薬 2149112F2088 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 バルヒディオ配合錠ＥＸ「タナベ」 田辺三菱製薬 53.90

内用薬 2149112F2096 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 バルヒディオ配合錠ＥＸ「ツルハラ」 鶴原製薬 53.90

内用薬 2149112F2100 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 バルヒディオ配合錠ＥＸ「トーワ」 東和薬品 53.90

内用薬 2149112F2118 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 バルヒディオ配合錠ＥＸ「日医工」 日医工 53.90

内用薬 2149116F1063
カンデサルタンシレキセチル・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＬＤ「武田テバ」 武田テバファーマ 62.10

内用薬 2149116F1071
カンデサルタンシレキセチル・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＬＤ「日新」 日新製薬（山形） 62.10

内用薬 2149116F2060
カンデサルタンシレキセチル・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＨＤ「武田テバ」 武田テバファーマ 62.10

内用薬 2149116F2078
カンデサルタンシレキセチル・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＨＤ「日新」 日新製薬（山形） 62.10

内用薬 2160003F1154 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠
スマトリプタン錠５０ｍｇ「アスペ
ン」

アスペンジャパン 329.80

内用薬 2189016F4078 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ
「ＪＧ」

ダイト 24.40

内用薬 2189016F4086 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ
「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

24.40

内用薬 2189016F4094 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 24.40

内用薬 2189016F4108 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠
ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠１ｍ
ｇ「日医工」

日医工 24.40

内用薬 2189016F5074 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ
「ＪＧ」

ダイト 46.30

内用薬 2189016F5082 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ
「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

46.30

内用薬 2189016F5090 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 46.30

内用薬 2189016F5104 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠
ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠２ｍ
ｇ「日医工」

日医工 46.30

内用薬 2189016F6062 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ
「ＪＧ」

ダイト 90.90

内用薬 2189016F6070 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ
「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

90.90

内用薬 2189016F6089 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 90.90

内用薬 2190026F1030 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠
ボセンタン錠６２．５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 2,045.40

内用薬 2190026F1049 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 ボセンタン錠６２．５ｍｇ「ＪＧ」 長生堂製薬 2,045.40
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内用薬 2190026F1057 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 ボセンタン錠６２．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 2,045.40

内用薬 2190026F1065 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 ボセンタン錠６２．５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 2,045.40

内用薬 2190026F1073 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 ボセンタン錠６２．５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 2,045.40

内用薬 2190026F1081 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠
ボセンタン錠６２．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 2,045.40

内用薬 2190026F1090 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 ボセンタン錠６２．５ｍｇ「モチダ」 持田製薬販売 2,045.40

内用薬 2190026R1029 ボセンタン水和物 ６．２５％１ｇ
ボセンタン成人用ＤＳ６．２５％「モ
チダ」

持田製薬販売 2,045.40

内用薬 2329027F1045 ポラプレジンク ７５ｍｇ１錠
ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

長生堂製薬 19.50

内用薬 2399004F1251 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 局 メトクロプラミド錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.60

内用薬 2399005F1264 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ドンペリドン錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.80

内用薬 3929004F2048 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「タイホウ」 岡山大鵬薬品 925.60

内用薬 3943001F2310 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 6.00

内用薬 3969003F1131 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボース錠５０ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 12.10

内用薬 3969003F2138 アカルボース １００ｍｇ１錠 アカルボース錠１００ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 21.50

内用薬 3969003F3061 アカルボース ５０ｍｇ１錠 アカルボースＯＤ錠５０ｍｇ「テバ」 武田テバファーマ 12.10

内用薬 3969003F4068 アカルボース １００ｍｇ１錠
アカルボースＯＤ錠１００ｍｇ「テ
バ」

武田テバファーマ 21.50

内用薬 3969008F3030 ミチグリニドカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠
ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「Ｆ
ＦＰ」

シオノケミカル 12.40

内用薬 3969008F3048 ミチグリニドカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠
ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 12.40

内用薬 3969008F3056 ミチグリニドカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠
ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 12.40

内用薬 3969008F3064 ミチグリニドカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠
ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「三
和」

大興製薬 12.40

内用薬 3969008F3072 ミチグリニドカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠
ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「フ
ソー」

リョートーファイ
ン

12.40

内用薬 3969008F4036 ミチグリニドカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠
ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ
「ＦＦＰ」

シオノケミカル 21.90

内用薬 3969008F4044 ミチグリニドカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠
ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 21.90

内用薬 3969008F4052 ミチグリニドカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠
ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 21.90

内用薬 3969008F4060 ミチグリニドカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠
ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ
「三和」

大興製薬 21.90

内用薬 3969008F4079 ミチグリニドカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠
ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ
「フソー」

リョートーファイ
ン

21.90

内用薬 3999018F1188 アレンドロン酸ナトリウム水和物 ５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＲＴＯ」
リョートーファイ
ン

38.50

内用薬 3999018F2184 アレンドロン酸ナトリウム水和物 ３５ｍｇ１錠 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＲＴＯ」
リョートーファイ
ン

255.60

内用薬 3999021F1074 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠
ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「Ｄ
Ｋ」

大興製薬 61.00

内用薬 3999021F1082 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠
ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「Ｓ
Ｎ」

シオノケミカル 61.00

内用薬 3999021F1090 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠
ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 61.00

内用薬 4291009F2116 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠
ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 361.00

内用薬 4490026F2075 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＡＡ」 浜理薬品工業 81.40

内用薬 4490026F2083 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 81.40

内用薬 4490026F2091 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＣＭＸ」 ケミックス 81.40
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内用薬 4490026F2105 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局
モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 81.40

内用薬 4490026F2113 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＥＥ」
エルメッド　エー
ザイ

81.40

内用薬 4490026F2121 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 81.40

内用薬 4490026F2130 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 81.40

内用薬 4490026F2148 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 81.40

内用薬 4490026F2156 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 81.40

内用薬 4490026F2164 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 81.40

内用薬 4490026F2172 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局
モンテルカスト錠１０ｍｇ「アスペ
ン」

ホシエヌ製薬 81.40

内用薬 4490026F2180 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局
モンテルカスト錠１０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 81.40

内用薬 4490026F2199 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「科研」 ダイト 81.40

内用薬 4490026F2202 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局
モンテルカスト錠１０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 81.40

内用薬 4490026F2210 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「サンド」 サンド 81.40

内用薬 4490026F2229 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 81.40

内用薬 4490026F2237 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ゼリア」 日本薬品工業 81.40

内用薬 4490026F2245 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 81.40

内用薬 4490026F2253 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局
モンテルカスト錠１０ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバファーマ 81.40

内用薬 4490026F2261 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 81.40

内用薬 4490026F2270 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 81.40

内用薬 4490026F2288 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「日医工」 日医工 81.40

内用薬 4490026F2296 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 81.40

内用薬 4490026F2300 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局
モンテルカスト錠１０ｍｇ「ニッ
トー」

東亜薬品 81.40

内用薬 4490026F2318 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 81.40

内用薬 4490026F2326 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局
モンテルカスト錠１０ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 81.40

内用薬 4490026F3055 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＡＡ」 浜理薬品工業 61.40

内用薬 4490026F3063 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＣＥＯ」 セオリアファーマ 61.40

内用薬 4490026F3071 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＣＭＸ」 ケミックス 61.40

内用薬 4490026F3080 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 61.40

内用薬 4490026F3098 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＥＥ」
エルメッド　エー
ザイ

61.40

内用薬 4490026F3101 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 61.40

内用薬 4490026F3110 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＫＯ」 寿製薬 61.40

内用薬 4490026F3128 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 61.40

内用薬 4490026F3136 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 61.40

内用薬 4490026F3144 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 61.40

内用薬 4490026F3152 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「アスペン」 ホシエヌ製薬 61.40

4 / 6 ページ



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 価品名

内用薬 4490026F3160 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 61.40

内用薬 4490026F3179 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「科研」 ダイト 61.40

内用薬 4490026F3187 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 61.40

内用薬 4490026F3195 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「サンド」 サンド 61.40

内用薬 4490026F3209 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「三和」 三和化学研究所 61.40

内用薬 4490026F3217 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ゼリア」 日本薬品工業 61.40

内用薬 4490026F3225 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 61.40

内用薬 4490026F3233 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 61.40

内用薬 4490026F3241 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 61.40

内用薬 4490026F3250 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 61.40

内用薬 4490026F3268 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「日医工」 日医工 61.40

内用薬 4490026F3276 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 61.40

内用薬 4490026F3284 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ニットー」 東亜薬品 61.40

内用薬 4490026F3292 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 61.40

内用薬 4490026F3306 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカスト錠５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 61.40

内用薬 4490026F4043 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠
モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

エルメッド　エー
ザイ

81.40

内用薬 4490026F4051 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠
モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「Ｋ
Ｎ」

小林化工 81.40

内用薬 4490026F4060 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠
モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 81.40

内用薬 4490026F4078 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠
モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「武田
テバ」

武田テバファーマ 81.40

内用薬 4490026F4086 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠
モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

81.40

内用薬 4490026F5023 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」
エルメッド　エー
ザイ

61.40

内用薬 4490026F5031 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 61.40

内用薬 4490026F5040 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠
モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 61.40

内用薬 4490026F5058 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠
モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバファーマ 61.40

内用薬 4490026F5066 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

61.40

内用薬 8119002G1032 オキシコドン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 麻
オキシコドン徐放錠５ｍｇ「第一三
共」

第一三共プロ
ファーマ

101.80

内用薬 8119002G2039 オキシコドン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 麻
オキシコドン徐放錠１０ｍｇ「第一三
共」

第一三共プロ
ファーマ

187.20

内用薬 8119002G3035 オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 麻
オキシコドン徐放錠２０ｍｇ「第一三
共」

第一三共プロ
ファーマ

344.60

内用薬 8119002G4031 オキシコドン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ１錠 麻
オキシコドン徐放錠４０ｍｇ「第一三
共」

第一三共プロ
ファーマ

630.30

注射薬 2139401A2218 フロセミド ２０ｍｇ１管 局 フロセミド注２０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 57

注射薬 2499403A1061 オクトレオチド酢酸塩
５０μｇ１ｍＬ１
管

オクトレオチド酢酸塩皮下注５０μｇ
「サンド」

サンド 773

注射薬 2499403A2068 オクトレオチド酢酸塩
１００μｇ１ｍＬ
１管

オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μ
ｇ「サンド」

サンド 1,400

注射薬 3112401A1077 マキサカルシトール
２．５μｇ１ｍＬ
１管

マキサカルシトール静注透析用２．５
μｇ「トーワ」

東和薬品 525

注射薬 3112401A2073 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管
マキサカルシトール静注透析用５μｇ
「トーワ」

東和薬品 682
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注射薬 3112401A3070 マキサカルシトール
１０μｇ１ｍＬ１
管

マキサカルシトール静注透析用１０μ
ｇ「トーワ」

東和薬品 885

注射薬 6134407A1067 ゲンタマイシン硫酸塩 １０ｍｇ１管
ゲンタマイシン硫酸塩注射液１０ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 69

注射薬 6134407A2110 ゲンタマイシン硫酸塩 ４０ｍｇ１管
ゲンタマイシン硫酸塩注射液４０ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 93

注射薬 6134407A3108 ゲンタマイシン硫酸塩 ６０ｍｇ１管
ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０ｍｇ
「Ｆ」

富士製薬工業 106

注射薬 8219401D1030 レミフェンタニル塩酸塩 ２ｍｇ１瓶 麻
レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一
三共」

丸石製薬 1,114

注射薬 8219401D2036 レミフェンタニル塩酸塩 ５ｍｇ１瓶 麻
レミフェンタニル静注用５ｍｇ「第一
三共」

丸石製薬 2,684

外用薬 1119702G1070 セボフルラン １ｍＬ 局 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 日興製薬 44.40

外用薬 2612701Q4071 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ
ポビドンヨードフィールド外用液１
０％「明治」

日東メディック 17.70

外用薬 2634710M1093 ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％
「Ｆ」

富士製薬工業 7.60

外用薬 2655709R1039 ケトコナゾール ２％１ｇ 局
ケトコナゾール外用ポンプスプレー
２％「日本臓器」

日本臓器製薬 44.80

外用薬 2691702M1079 マキサカルシトール
０．００２５％１
ｇ

マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ
「ＣＨ」

長生堂製薬 69.20

外用薬 3339950R1134 ヘパリン類似物質 １ｇ
ヘパリン類似物質外用スプレー０．
３％「テイコク」

帝國製薬 16.50

外用薬 3339950R1142 ヘパリン類似物質 １ｇ
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー
０．３％「ＰＰ」

ポーラファルマ 16.50

外用薬 3339950R1150 ヘパリン類似物質 １ｇ
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー
０．３％「ニットー」

日東メディック 16.50

外用薬 3339950R1169 ヘパリン類似物質 １ｇ
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー
０．３％「日本臓器」

日本臓器製薬 16.50
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内用薬 3999002F3023 ミゾリビン ２５ｍｇ１錠 ブレディニンＯＤ錠２５ 旭化成ファーマ 147.90

内用薬 3999002F4020 ミゾリビン ５０ｍｇ１錠 ブレディニンＯＤ錠５０ 旭化成ファーマ 249.00

外用薬 2649729S6024 ケトプロフェン
２０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ 久光製薬 61.50

［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」
※平成28年12月９日より適用

品名
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成分名 規格 メーカー名 薬 価

内用薬 1139008C1020 トピラマート １０％１ｇ トピナ細粒１０％ 協和発酵キリン 191.90

内用薬 1139008F1027 トピラマート ５０ｍｇ１錠 トピナ錠５０ｍｇ 協和発酵キリン 107.80

内用薬 1139008F2023 トピラマート １００ｍｇ１錠 トピナ錠１００ｍｇ 協和発酵キリン 176.00

内用薬 1139008F3020 トピラマート ２５ｍｇ１錠 トピナ錠２５ｍｇ 協和発酵キリン 65.60

内用薬 1169012G1028 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．３７５ｍｇ１錠 ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ
日本ベーリンガー
インゲルハイム

155.50

内用薬 1169012G2024 プラミペキソール塩酸塩水和物 １．５ｍｇ１錠 ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ
日本ベーリンガー
インゲルハイム

533.70

内用薬 2190026F1022 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 トラクリア錠６２．５ｍｇ
アクテリオン　ファー
マシューティカルズ
ジャパン

4,495.00

内用薬 3969008F1029 ミチグリニドカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 グルファスト錠５ｍｇ キッセイ薬品工業 30.80

内用薬 3969008F2025 ミチグリニドカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 グルファスト錠１０ｍｇ キッセイ薬品工業 54.30

内用薬 3969008F3021 ミチグリニドカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 グルファストＯＤ錠５ｍｇ キッセイ薬品工業 30.80

内用薬 3969008F4028 ミチグリニドカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 グルファストＯＤ錠１０ｍｇ キッセイ薬品工業 54.30

注射薬 8219401D1021 レミフェンタニル塩酸塩 ２ｍｇ１瓶 麻 アルチバ静注用２ｍｇ ヤンセンファーマ 2,566

注射薬 8219401D2028 レミフェンタニル塩酸塩 ５ｍｇ１瓶 麻 アルチバ静注用５ｍｇ ヤンセンファーマ 6,183

［別添３］

別紙３ 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※平成29年１月１日より適用

品名
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薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬 価

内用薬 3929004F2021 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ユーゼル錠２５ｍｇ 大鵬薬品工業 2,264.90

内用薬 3929004F2030 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ロイコボリン錠２５ｍｇ ファイザー 2,229.80

［別添４］

別紙３ 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※平成29年４月１日より適用

品名
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薬価基準告示

（ 参考１ ）

薬価基準名 成分名 規格単位 　薬 価 (円)

1 内用薬 アカルボースＯＤ錠５０ｍｇ「テバ」 アカルボース ５０ｍｇ１錠 12.10

2 内用薬 アカルボースＯＤ錠１００ｍｇ「テバ」 アカルボース １００ｍｇ１錠 21.50

3 内用薬 アカルボース錠５０ｍｇ「テバ」 アカルボース ５０ｍｇ１錠 12.10

4 内用薬 アカルボース錠１００ｍｇ「テバ」 アカルボース １００ｍｇ１錠 21.50

5 内用薬 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＲＴＯ」 アレンドロン酸ナトリウム水和物 ５ｍｇ１錠 38.50

6 内用薬 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＲＴＯ」 アレンドロン酸ナトリウム水和物 ３５ｍｇ１錠 255.60

7 内用薬 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 6.00

8 内用薬 局 エチゾラム錠０．２５ｍｇ「クニヒロ」 エチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 5.80

9 内用薬 局 エチゾラム錠０．５ｍｇ「クニヒロ」 エチゾラム ０．５ｍｇ１錠 6.00

10 内用薬 局 エチゾラム錠１ｍｇ「クニヒロ」 エチゾラム １ｍｇ１錠 6.40

11 内用薬 麻 オキシコドン徐放錠５ｍｇ「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 101.80

12 内用薬 麻 オキシコドン徐放錠１０ｍｇ「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 187.20

13 内用薬 麻 オキシコドン徐放錠２０ｍｇ「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 344.60

14 内用薬 麻 オキシコドン徐放錠４０ｍｇ「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ１錠 630.30

15 内用薬 オランザピン細粒１％「杏林」 オランザピン １％１ｇ 154.60

16 内用薬 オランザピン細粒１％「タカタ」 オランザピン １％１ｇ 154.60

17 内用薬 オランザピン細粒１％「日新」 オランザピン １％１ｇ 154.60

18 内用薬 局 カムシア配合錠ＨＤ「武田テバ」
カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベ
シル酸塩

１錠 62.10

19 内用薬 局 カムシア配合錠ＨＤ「日新」
カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベ
シル酸塩

１錠 62.10

20 内用薬 局 カムシア配合錠ＬＤ「武田テバ」
カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベ
シル酸塩

１錠 62.10

21 内用薬 局 カムシア配合錠ＬＤ「日新」
カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベ
シル酸塩

１錠 62.10

22 内用薬 局 １０％アプレゾリン散「ＳＵＮ」 ヒドララジン塩酸塩 １０％１ｇ 12.20

23 内用薬 局 シルニジピン錠２０ｍｇ「サワイ」 シルニジピン ２０ｍｇ１錠 48.80

24 内用薬 スマトリプタン錠５０ｍｇ「アスペン」 スマトリプタンコハク酸塩 ５０ｍｇ１錠 329.80

25 内用薬 セルトラリンＯＤ錠１００ｍｇ「トーワ」 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 127.00

26 内用薬 セルトラリン錠１００ｍｇ「トーワ」 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 127.00

27 内用薬 セルトラリン錠１００ｍｇ「日医工」 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 127.00

28 内用薬 セルトラリン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 127.00

29 内用薬 トピラマート錠２５ｍｇ「アメル」 トピラマート ２５ｍｇ１錠 28.80

30 内用薬 トピラマート錠５０ｍｇ「アメル」 トピラマート ５０ｍｇ１錠 47.10

31 内用薬 トピラマート錠１００ｍｇ「アメル」 トピラマート １００ｍｇ１錠 76.90

32 内用薬 局 トリクロルメチアジド錠１ｍｇ「トーワ」 トリクロルメチアジド １ｍｇ１錠 6.10

33 内用薬 局 トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「トーワ」 トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠 6.00

34 内用薬 ドンペリドン錠５ｍｇ「トーワ」 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 5.80

35 内用薬 バルヒディオ配合錠ＥＸ「サワイ」 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 53.90

Ｎｏ
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36 内用薬 バルヒディオ配合錠ＥＸ「ＪＧ」 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 53.90

37 内用薬 バルヒディオ配合錠ＥＸ「タナベ」 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 53.90

38 内用薬 バルヒディオ配合錠ＥＸ「ツルハラ」 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 53.90

39 内用薬 バルヒディオ配合錠ＥＸ「ＴＣＫ」 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 53.90

40 内用薬 バルヒディオ配合錠ＥＸ「トーワ」 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 53.90

41 内用薬 バルヒディオ配合錠ＥＸ「日医工」 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 53.90

42 内用薬 バルヒディオ配合錠ＭＤ「サワイ」 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 53.30

43 内用薬 バルヒディオ配合錠ＭＤ「ＪＧ」 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 53.30

44 内用薬 バルヒディオ配合錠ＭＤ「タナベ」 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 53.30

45 内用薬 バルヒディオ配合錠ＭＤ「ツルハラ」 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 53.30

46 内用薬 バルヒディオ配合錠ＭＤ「ＴＣＫ」 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 53.30

47 内用薬 バルヒディオ配合錠ＭＤ「トーワ」 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 53.30

48 内用薬 バルヒディオ配合錠ＭＤ「日医工」 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 53.30

49 内用薬 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「トーワ」 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 361.00

50 内用薬 ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠１ｍｇ「日医工」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 24.40

51 内用薬 ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠２ｍｇ「日医工」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 46.30

52 内用薬 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「杏林」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 24.40

53 内用薬 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「ＪＧ」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 24.40

54 内用薬 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「ファイザー」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 24.40

55 内用薬 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「杏林」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 46.30

56 内用薬 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「ＪＧ」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 46.30

57 内用薬 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「ファイザー」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 46.30

58 内用薬 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ「杏林」 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 90.90

59 内用薬 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ「ＪＧ」 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 90.90

60 内用薬 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ「ファイザー」 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 90.90

61 内用薬
プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３７５ｍｇＭＩ
「アメル」

プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．３７５ｍｇ１錠 52.80

62 内用薬
プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３７５ｍｇＭＩ
「オーハラ」

プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．３７５ｍｇ１錠 52.80

63 内用薬
プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３７５ｍｇＭＩ
「サワイ」

プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．３７５ｍｇ１錠 52.80

64 内用薬
プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３７５ｍｇＭＩ
「ＪＧ」

プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．３７５ｍｇ１錠 64.80

65 内用薬
プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３７５ｍｇＭＩ
「ＤＳＥＰ」

プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．３７５ｍｇ１錠 52.80

66 内用薬
プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３７５ｍｇＭＩ
「トーワ」

プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．３７５ｍｇ１錠 52.80

67 内用薬
プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５ｍｇＭＩ「アメ
ル」

プラミペキソール塩酸塩水和物 １．５ｍｇ１錠 185.90

68 内用薬
プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５ｍｇＭＩ「オー
ハラ」

プラミペキソール塩酸塩水和物 １．５ｍｇ１錠 185.90

69 内用薬
プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５ｍｇＭＩ「サワ
イ」

プラミペキソール塩酸塩水和物 １．５ｍｇ１錠 185.90

70 内用薬
プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５ｍｇＭＩ「Ｊ
Ｇ」

プラミペキソール塩酸塩水和物 １．５ｍｇ１錠 214.60
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71 内用薬
プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５ｍｇＭＩ「ＤＳ
ＥＰ」

プラミペキソール塩酸塩水和物 １．５ｍｇ１錠 185.90

72 内用薬
プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５ｍｇＭＩ「トー
ワ」

プラミペキソール塩酸塩水和物 １．５ｍｇ１錠 185.90

73 内用薬 ブレディニンＯＤ錠２５ ミゾリビン ２５ｍｇ１錠 147.90

74 内用薬 ブレディニンＯＤ錠５０ ミゾリビン ５０ｍｇ１錠 249.00

75 内用薬 局 フロセミド錠２０ｍｇ「ＳＮ」 フロセミド ２０ｍｇ１錠 6.00

76 内用薬 局 フロセミド錠４０ｍｇ「ＳＮ」 フロセミド ４０ｍｇ１錠 6.30

77 内用薬 ボセンタン錠６２．５ｍｇ「ＫＮ」 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 2,045.40

78 内用薬 ボセンタン錠６２．５ｍｇ「サワイ」 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 2,045.40

79 内用薬 ボセンタン錠６２．５ｍｇ「ＪＧ」 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 2,045.40

80 内用薬 ボセンタン錠６２．５ｍｇ「タナベ」 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 2,045.40

81 内用薬 ボセンタン錠６２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 2,045.40

82 内用薬 ボセンタン錠６２．５ｍｇ「ファイザー」 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 2,045.40

83 内用薬 ボセンタン錠６２．５ｍｇ「モチダ」 ボセンタン水和物 ６２．５ｍｇ１錠 2,045.40

84 内用薬 ボセンタン成人用ＤＳ６．２５％「モチダ」 ボセンタン水和物 ６．２５％１ｇ 2,045.40

85 内用薬 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「ＪＧ」 ポラプレジンク ７５ｍｇ１錠 19.50

86 内用薬 ホリナート錠２５ｍｇ「タイホウ」 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 925.60

87 内用薬 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「ＦＦＰ」 ミチグリニドカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 12.40

88 内用薬 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「三和」 ミチグリニドカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 12.40

89 内用薬 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 ミチグリニドカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 12.40

90 内用薬 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 ミチグリニドカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 12.40

91 内用薬 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「フソー」 ミチグリニドカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 12.40

92 内用薬 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 ミチグリニドカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 21.90

93 内用薬 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「三和」 ミチグリニドカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 21.90

94 内用薬 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 ミチグリニドカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 21.90

95 内用薬 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 ミチグリニドカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 21.90

96 内用薬 ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「フソー」 ミチグリニドカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 21.90

97 内用薬 局 メトクロプラミド錠５ｍｇ「トーワ」 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 5.60

98 内用薬 モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

99 内用薬 モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

100 内用薬 モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

101 内用薬 モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「武田テバ」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

102 内用薬 モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「明治」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

103 内用薬 モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

104 内用薬 モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＮ」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

105 内用薬 モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40
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106 内用薬 モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「武田テバ」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

107 内用薬 モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

108 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「アスペン」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

109 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＥＥ」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

110 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＡＡ」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

111 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＳＮ」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

112 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「オーハラ」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

113 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「科研」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

114 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＫＮ」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

115 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＫＯ」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

116 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ケミファ」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

117 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「サンド」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

118 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「三和」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

119 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＣＥＯ」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

120 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＣＭＸ」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

121 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ゼリア」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

122 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「タカタ」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

123 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「武田テバ」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

124 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「タナベ」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

125 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

126 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

127 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「トーワ」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

128 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「日医工」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

129 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「日新」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

130 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ニットー」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

131 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ニプロ」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

132 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ファイザー」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

133 内用薬 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＹＤ」 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 61.40

134 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「アスペン」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

135 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＥＥ」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

136 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＡＡ」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

137 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＳＮ」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

138 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「オーハラ」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

139 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「科研」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

140 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＮ」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40
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141 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＯ」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

142 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ケミファ」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

143 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「サンド」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

144 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「三和」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

145 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＣＥＯ」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

146 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＣＭＸ」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

147 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ゼリア」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

148 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「タカタ」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

149 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「武田テバ」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

150 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「タナベ」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

151 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

152 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

153 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「トーワ」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

154 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「日医工」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

155 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「日新」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

156 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ニットー」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

157 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ニプロ」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

158 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ファイザー」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

159 内用薬 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＹＤ」 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 81.40

160 内用薬 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＮ」 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 61.00

161 内用薬 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＤＫ」 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 61.00

162 内用薬 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「トーワ」 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 61.00

163 内用薬 リルゾール錠５０ｍｇ「タナベ」 リルゾール ５０ｍｇ１錠 763.10

164 内用薬 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「サワイ」 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド １錠 74.90

165 内用薬 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「タカタ」 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド １錠 74.90

166 内用薬 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ファイザー」 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド １錠 74.90

167 注射薬 オクトレオチド酢酸塩皮下注５０μｇ「サンド」 オクトレオチド酢酸塩 ５０μｇ１ｍＬ１管 773

168 注射薬 オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「サンド」 オクトレオチド酢酸塩 １００μｇ１ｍＬ１管 1,400

169 注射薬 カーディオライト注射液　第一
ヘキサキスメトキシイソブチルイソニトリルテ
クネチウム（９９ｍＴｃ）

２５９ＭＢｑ１筒 17,833

170 注射薬 グロウジェクト皮下注６ｍｇ ソマトロピン（遺伝子組換え） ６ｍｇ１筒 49,243

171 注射薬 グロウジェクト皮下注１２ｍｇ ソマトロピン（遺伝子組換え） １２ｍｇ１筒 98,486

172 注射薬 献血ポリグロビンＮ１０％静注２．５ｇ／２５ｍＬ ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン ２．５ｇ２５ｍＬ１瓶 21,441

173 注射薬 ゲンタマイシン硫酸塩注射液１０ｍｇ「Ｆ」 ゲンタマイシン硫酸塩 １０ｍｇ１管 69

174 注射薬 ゲンタマイシン硫酸塩注射液４０ｍｇ「Ｆ」 ゲンタマイシン硫酸塩 ４０ｍｇ１管 93

175 注射薬 ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０ｍｇ「Ｆ」 ゲンタマイシン硫酸塩 ６０ｍｇ１管 106

5 / 6 ページ



薬価基準告示

（ 参考１ ）

薬価基準名 成分名 規格単位 　薬 価 (円)Ｎｏ

176 注射薬 ピノルビン注射用３０ｍｇ 塩酸ピラルビシン ３０ｍｇ１瓶 17,452

177 注射薬 局 フロセミド注２０ｍｇ「ＳＮ」 フロセミド ２０ｍｇ１管 57

178 注射薬 マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「トーワ」 マキサカルシトール ２．５μｇ１ｍＬ１管 525

179 注射薬 マキサカルシトール静注透析用５μｇ「トーワ」 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管 682

180 注射薬 マキサカルシトール静注透析用１０μｇ「トーワ」 マキサカルシトール １０μｇ１ｍＬ１管 885

181 注射薬 麻 レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」 レミフェンタニル塩酸塩 ２ｍｇ１瓶 1,114

182 注射薬 麻 レミフェンタニル静注用５ｍｇ「第一三共」 レミフェンタニル塩酸塩 ５ｍｇ１瓶 2,684

183 外用薬 局 ケトコナゾール外用ポンプスプレー２％「日本臓器」 ケトコナゾール ２％１ｇ 44.80

184 外用薬 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「Ｆ」 ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ 7.60

185 外用薬 局 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セボフルラン １ｍＬ 44.40

186 外用薬
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「ニッ
トー」

ヘパリン類似物質 １ｇ 16.50

187 外用薬
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日本臓
器」

ヘパリン類似物質 １ｇ 16.50

188 外用薬 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「ＰＰ」 ヘパリン類似物質 １ｇ 16.50

189 外用薬 ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「テイコク」 ヘパリン類似物質 １ｇ 16.50

190 外用薬 ポビドンヨードフィールド外用液１０％「明治」 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ 17.70

191 外用薬 マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「ＣＨ」 マキサカルシトール ０．００２５％１ｇ 69.20

192 外用薬 モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ ケトプロフェン ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 61.50

6 / 6 ページ



  別表第２（平成29年３月31日まで）
掲示事項等告示

（ 参考２ ）

薬価基準名 成分名 規格単位

1 内 局 １０％アプレゾリン散「チバ」 ヒドララジン塩酸塩 １０％１ｇ

Ｎｏ
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  別表第４（平成29年９月31日まで）
掲示事項等告示

（ 参考３ ）

薬価基準名 成分名 規格単位

1 内用薬 アカルボースＯＤ錠５０ｍｇ「タイヨー」 アカルボース ５０ｍｇ１錠

2 内用薬 アカルボースＯＤ錠１００ｍｇ「タイヨー」 アカルボース １００ｍｇ１錠

3 内用薬 アカルボース錠５０ｍｇ「タイヨー」 アカルボース ５０ｍｇ１錠

4 内用薬 アカルボース錠１００ｍｇ「タイヨー」 アカルボース １００ｍｇ１錠

5 内用薬 局 アノレキシノン錠５ メトクロプラミド ５ｍｇ１錠

6 内用薬 局 アリスメット錠５０ｍｇ アロプリノール ５０ｍｇ１錠

7 内用薬 局 フルトリア錠１ｍｇ トリクロルメチアジド １ｍｇ１錠

8 内用薬 局 フルトリア錠２ｍｇ トリクロルメチアジド ２ｍｇ１錠

9 内用薬 ペロリック錠５ｍｇ ドンペリドン ５ｍｇ１錠

10 注射薬 エルタシン注１０ｍｇ ゲンタマイシン硫酸塩 １０ｍｇ１管

11 注射薬 エルタシン注４０ｍｇ ゲンタマイシン硫酸塩 ４０ｍｇ１管

12 注射薬 エルタシン注６０ｍｇ ゲンタマイシン硫酸塩 ６０ｍｇ１管

13 外用薬 エルタシン軟膏０．１％ ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ

Ｎｏ
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