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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 31 年厚生

労働省告示第 62 号をもって改正され、平成 31 年３月 15 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、薬価基準等の改正に伴い、「「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 30 年３月５日付け保医発 0305 第８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) 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品目及び注射薬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 １０，７４１ ３，９７７ ２，４０３ ２８ １７，１４９ 

 

 

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 138 品目、注射薬 77 品目、外用薬 56 品目及び歯科用薬剤１品目）について、薬

価基準の別表に収載されている医薬品は掲示事項等告示の別表第５に収載し、掲示事

項等告示の別表第３に収載されている医薬品は掲示事項等告示の別表第６に収載す

ることにより、平成 32 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。）から除外するものであること。 

   また、掲示事項等告示の別表第２に収載されている医薬品については平成 31 年４

月１日以降、使用医薬品から除外することとしているが、医療上の必要性の観点等か

ら、その使用期限を延長する医薬品（外用薬２品目）について、掲示事項等告示の別

表第２から削除し、掲示事項等告示の別表第５に収載することにより、平成 32 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) 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品目及び注射薬１品目）について、掲示事項等告示の別表第５に収載する

ことにより、平成 32 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。 

 

(３) (１)及び(２)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 １３９ ７８ ５８ ０ ２７５ 

 

(４) (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 １ １ 

 

 

３ 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３中、次の表に掲げる医薬品を削り、平成 31 年３月 15 日から適用する。 

 

区分 
薬価基準収載

医薬品コード 
成分名 規格 品名 メーカー名 薬価 

内用薬 2190005C1040 
イフェンプロジ

ル酒石酸塩 
４％１ｇ 

局 セロクラール細粒 

４％ 
サノフィ 19.80 

内用薬 2259003F1124 
トリメトキノー

ル塩酸塩水和物 
３ｍｇ１錠 イノリン錠３ｍｇ 

ニプロＥＳ 

ファーマ 
13.00 

内用薬 2329004M1175 
セトラキサート

塩酸塩 

２００ｍｇ

１カプセル 

ノイエルカプセル 

２００ｍｇ 

第一三共エス

ファ 
11.50 
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（参考１）

薬価基準名 成分名 規格単位 　薬 価 (円)

1 内用薬 ＡＴＰ腸溶錠20mg「ＡＦＰ」 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 20mg１錠 5.60

2 注射薬 ※ パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10％（ＡＦＰ） パラアミノ馬尿酸ナトリウム 10％20mL１管 1,284

Ｎｏ

薬価基準告示
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（参考２）

別表第５（平成32年３月31日まで）

薬価基準名 成分名 規格単位

1 内用薬 局 アスコルビン酸原末「タケダ」 アスコルビン酸 １ｇ

2 内用薬 アデロキザール散7.8％ リン酸ピリドキサールカルシウム 7.8％１ｇ

3 内用薬 局 アムロジピンＯＤ錠2.5mg「ＴＹＫ」 アムロジピンベシル酸塩 2.5mg１錠

4 内用薬 局 アムロジピンＯＤ錠５mg「ＴＹＫ」 アムロジピンベシル酸塩 ５mg１錠

5 内用薬 局 アムロジピンＯＤ錠10mg「ＴＹＫ」 アムロジピンベシル酸塩 10mg１錠

6 内用薬 局※ アルミゲル細粒99％（中外） 乾燥水酸化アルミニウムゲル １ｇ

7 内用薬 イクスタンジカプセル40mg エンザルタミド 40mg１カプセル

8 内用薬 局 イコサペント酸エチルカプセル300mg「ＣＨ」 イコサペント酸エチル 300mg１カプセル

9 内用薬 局 イフェンプロジル酒石酸塩細粒４％「ＴＣＫ」 イフェンプロジル酒石酸塩 ４％１ｇ

10 内用薬 インテバンＳＰ25 インドメタシン 25mg１カプセル

11 内用薬 インテバンＳＰ37.5 インドメタシン 37.5mg１カプセル

12 内用薬 インプロメン細粒１％ ブロムペリドール １％１ｇ

13 内用薬 インプロメン錠１mg ブロムペリドール １mg１錠

14 内用薬 インプロメン錠３mg ブロムペリドール ３mg１錠

15 内用薬 インプロメン錠６mg ブロムペリドール ６mg１錠

16 内用薬 ＡＴＰ腸溶錠20mg「第一三共」 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 20mg１錠

17 内用薬 Ｓ－アドカル錠30mg
アドレノクロムモノアミノグアニジンメシル酸
塩水和物

30mg１錠

18 内用薬 エヌ・エス配合散 カンゾウ末配合剤 １ｇ

19 内用薬 局 エバスチンＯＤ錠５mg「タイヨー」 エバスチン ５mg１錠

20 内用薬 局 エバスチンＯＤ錠10mg「タイヨー」 エバスチン 10mg１錠

21 内用薬 エピナスチン錠10mg「ＫＴ」 エピナスチン塩酸塩 10mg１錠

22 内用薬 エピナスチン錠20mg「ＫＴ」 エピナスチン塩酸塩 20mg１錠

23 内用薬 オイテンシンカプセル40mg フロセミド 40mg１カプセル

24 内用薬 麻 オキシコンチン錠５mg オキシコドン塩酸塩水和物 ５mg１錠

25 内用薬 麻 オキシコンチン錠10mg オキシコドン塩酸塩水和物 10mg１錠

26 内用薬 麻 オキシコンチン錠20mg オキシコドン塩酸塩水和物 20mg１錠

27 内用薬 麻 オキシコンチン錠40mg オキシコドン塩酸塩水和物 40mg１錠

28 内用薬 局 オメプラゾール錠10mg「ＴＹＫ」 オメプラゾール 10mg１錠

29 内用薬 局 オメプラゾール錠20mg「ＴＹＫ」 オメプラゾール 20mg１錠

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

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

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

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

掲示事項等告示

Ｎｏ

THRDE
線



2 / 8 ページ

薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

34 内用薬 麻 カディアンカプセル20mg モルヒネ硫酸塩水和物 20mg１カプセル

35 内用薬 麻 カディアンカプセル30mg モルヒネ硫酸塩水和物 30mg１カプセル

36 内用薬 麻 カディアンカプセル60mg モルヒネ硫酸塩水和物 60mg１カプセル

37 内用薬 カルボシステインＤＳ33.3％「トーワ」 Ｌ－カルボシステイン 33.3％１ｇ

38 内用薬 カンテック錠200mg マロチラート 200mg１錠

39 内用薬 局 苦味チンキ「東豊」 苦味チンキ 10mL

40 内用薬 局 ゲンチアナ末「マルイシ」 ゲンチアナ 10ｇ

41 内用薬 局 コデインリン酸塩散１％「マルイシ」 コデインリン酸塩水和物 １％１ｇ

42 内用薬 コトブロール錠15mg アンブロキソール塩酸塩 15mg１錠

43 内用薬 コルベット錠25mg イグラチモド 25mg１錠

44 内用薬 局 シスダイン錠250mg Ｌ－カルボシステイン 250mg１錠

45 内用薬 局 シスダイン錠500mg Ｌ－カルボシステイン 500mg１錠

46 内用薬 ジソピラミドカプセル50mg「ＳＷ」 ジソピラミド 50mg１カプセル

47 内用薬 ジソピラミドカプセル100mg「ＳＷ」 ジソピラミド 100mg１カプセル

48 内用薬 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％「マルイシ」 ジヒドロコデインリン酸塩 １％１ｇ

49 内用薬 ジフェニドール塩酸塩錠25mg「ＴＹＫ」 ジフェニドール塩酸塩 25mg１錠

50 内用薬 シメチジン細粒20％「トーワ」 シメチジン 20％１ｇ

51 内用薬 シメチジン細粒40％「トーワ」 シメチジン 40％１ｇ

52 内用薬 シメチジン錠200mg「トーワ」 シメチジン 200mg１錠

53 内用薬 シメチジン錠400mg「トーワ」 シメチジン 400mg１錠

54 内用薬 ジメンシー配合錠
ダクラタスビル塩酸塩・アスナプレビル・ベク
ラブビル塩酸塩

１錠

55 内用薬 シンセロン錠８mg インジセトロン塩酸塩 ８mg１錠

56 内用薬 スクリット配合内用剤 ナトリウム・カリウム配合剤 １袋

57 内用薬 局 セフポドキシムプロキセチル錠100「ＴＣＫ」 セフポドキシム　プロキセチル 100mg１錠

58 内用薬 局 セフポドキシムプロキセチル錠100mg「タイヨー」 セフポドキシム　プロキセチル 100mg１錠

59 内用薬 局 セルテプノンカプセル50mg テプレノン 50mg１カプセル

60 内用薬 ※ センブリ散（丸石） センブリ １ｇ

61 内用薬 局 センブリ・重曹散「マルイシ」 センブリ・重曹 １ｇ

62 内用薬 ソファルコン細粒10％「トーワ」 ソファルコン 10％１ｇ

63 内用薬 ソファルコン細粒20％「トーワ」 ソファルコン 20％１ｇ

64 内用薬 局 タイシロール錠10mg 一硝酸イソソルビド 10mg１錠

65 内用薬 局 タイシロール錠20mg 一硝酸イソソルビド 20mg１錠

66 内用薬 局 タイプロトンカプセル15mg ランソプラゾール 15mg１カプセル

67 内用薬 局 タイプロトンカプセル30mg ランソプラゾール 30mg１カプセル

68 内用薬 タルロング錠５mg ベタキソロール塩酸塩 ５mg１錠

THRDE
線
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薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

69 内用薬 チザネリン錠１mg チザニジン塩酸塩 １mg１錠

70 内用薬 トスメリアン錠３mg トリメトキノール塩酸塩水和物 ３mg１錠

71 内用薬 トスメリアンシロップ小児用0.1％ トリメトキノール塩酸塩水和物 0.1％１mL

72 内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠３mg「ＢＭＤ」 ドネペジル塩酸塩 ３mg１錠

73 内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠５mg「ＢＭＤ」 ドネペジル塩酸塩 ５mg１錠

74 内用薬 ドンペリドン錠５mg「ＴＹＫ」 ドンペリドン ５mg１錠

75 内用薬 ドンペリドン錠10mg「ＴＹＫ」 ドンペリドン 10mg１錠

76 内用薬 局 ナテグリニド錠30mg「マイラン」 ナテグリニド 30mg１錠

77 内用薬 局 ナテグリニド錠90mg「マイラン」 ナテグリニド 90mg１錠

78 内用薬 局 ニザチジンカプセル75mg「ファイザー」 ニザチジン 75mg１カプセル

79 内用薬 局 ニザチジンカプセル150mg「ファイザー」 ニザチジン 150mg１カプセル

80 内用薬 ノンタス錠15mg アンブロキソール塩酸塩 15mg１錠

81 内用薬 ハドドリン錠「10」 ドンペリドン 10mg１錠

82 内用薬 バリトップ120 炭酸ガス・硫酸バリウム 10mL

83 内用薬 パントテン酸カルシウム散10％「マルイシ」 パントテン酸カルシウム 10％１ｇ

84 内用薬 ピオグリタゾンＯＤ錠15mg「アメル」 ピオグリタゾン塩酸塩 15mg１錠

85 内用薬 ピオグリタゾンＯＤ錠15mg「テバ」 ピオグリタゾン塩酸塩 15mg１錠

86 内用薬 ピオグリタゾンＯＤ錠30mg「アメル」 ピオグリタゾン塩酸塩 30mg１錠

87 内用薬 ピオグリタゾンＯＤ錠30mg「テバ」 ピオグリタゾン塩酸塩 30mg１錠

88 内用薬 局 ピオグリタゾン錠15mg「ＫＯ」 ピオグリタゾン塩酸塩 15mg１錠

89 内用薬 局 ピオグリタゾン錠15mg「ＴＹＫ」 ピオグリタゾン塩酸塩 15mg１錠

90 内用薬 局 ピオグリタゾン錠30mg「ＫＯ」 ピオグリタゾン塩酸塩 30mg１錠

91 内用薬 局 ピオグリタゾン錠30mg「ＴＹＫ」 ピオグリタゾン塩酸塩 30mg１錠

92 内用薬 局 ファモチジン錠10mg「アメル」 ファモチジン 10mg１錠

93 内用薬 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「テバ」 フェキソフェナジン塩酸塩 30mg１錠

94 内用薬 局 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「テバ」 フェキソフェナジン塩酸塩 60mg１錠

95 内用薬 ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「日新」 ブチルスコポラミン臭化物 10mg１錠

96 内用薬 プラノプロフェン錠75mg「トーワ」 プラノプロフェン 75mg１錠

97 内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「ＫＯ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 0.125mg１錠

98 内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「ＫＯ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 0.5mg１錠

99 内用薬 プラミールシロップ0.1％ メトクロプラミド 0.1％10mL

100 内用薬 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ＴＣＫ」 フルボキサミンマレイン酸塩 25mg１錠

101 内用薬 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「ＴＣＫ」 フルボキサミンマレイン酸塩 50mg１錠

102 内用薬 局 フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「ＴＣＫ」 フルボキサミンマレイン酸塩 75mg１錠

103 内用薬 局※ ブロムワレリル尿素（山善） ブロモバレリル尿素 １ｇ

THRDE
線

THRDE
線
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薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

104 内用薬 ベセラール錠50μg ペルゴリドメシル酸塩 50μg１錠

105 内用薬 ベセラール錠250μg ペルゴリドメシル酸塩 250μg１錠

106 内用薬 局 ベタヒスチンメシル酸塩錠６mg「トーワ」 ベタヒスチンメシル酸塩 ６mg１錠

107 内用薬 局 ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「トーワ」 ベタヒスチンメシル酸塩 12mg１錠

108 内用薬 局 ベニジピン塩酸塩錠２mg「アメル」 ベニジピン塩酸塩 ２mg１錠

109 内用薬 局 ベニジピン塩酸塩錠４mg「アメル」 ベニジピン塩酸塩 ４mg１錠

110 内用薬 局 ベニジピン塩酸塩錠８mg「アメル」 ベニジピン塩酸塩 ８mg１錠

111 内用薬 局 ペミロラストＫドライシロップ0.5％「ＴＣＫ」 ペミロラストカリウム 0.5％１ｇ

112 内用薬 ホモクロルシクリジン塩酸塩錠10mg「ＮＰ」 ホモクロルシクリジン塩酸塩 10mg１錠

113 内用薬 マプロチリン塩酸塩錠50mg「アメル」 マプロチリン塩酸塩 50mg１錠

114 内用薬 ミルナシプラン塩酸塩錠12.5mg「タイヨー」 ミルナシプラン塩酸塩 12.5mg１錠

115 内用薬 ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「タイヨー」 ミルナシプラン塩酸塩 15mg１錠

116 内用薬 ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「タイヨー」 ミルナシプラン塩酸塩 25mg１錠

117 内用薬 ミルナシプラン塩酸塩錠50mg「タイヨー」 ミルナシプラン塩酸塩 50mg１錠

118 内用薬 メサフィリン配合散 プロパンテリン臭化物・クロロフィル配合剤 １ｇ

119 内用薬 メサフィリン配合錠 プロパンテリン臭化物・クロロフィル配合剤 １錠

120 内用薬 メナテトレノンカプセル15mg「ＫＴＢ」 メナテトレノン 15mg１カプセル

121 内用薬 メロキシカム錠５mg「タイヨー」 メロキシカム ５mg１錠

122 内用薬 メロキシカム錠10mg「タイヨー」 メロキシカム 10mg１錠

123 内用薬 局 モサプリドクエン酸塩散１％「テバ」 モサプリドクエン酸塩水和物 １％１ｇ

124 内用薬 モンブルトシロップ0.05％ フェノテロール臭化水素酸塩 0.05％１mL

125 内用薬 ユビデカレノンカプセル５mg「トーワ」 ユビデカレノン ５mg１カプセル

126 内用薬 ラクマーゼカプセル200mg セトラキサート塩酸塩 200mg１カプセル

127 内用薬 ラシックス細粒４％ フロセミド ４％１ｇ

128 内用薬 ラニチジン錠75mg「ＪＧ」 ラニチジン塩酸塩 75mg１錠

129 内用薬 ラニチジン錠150mg「ＪＧ」 ラニチジン塩酸塩 150mg１錠

130 内用薬 局 ランソプラゾールＯＤ錠15mg「テバ」 ランソプラゾール 15mg１錠

131 内用薬 局 ランソプラゾールＯＤ錠30mg「テバ」 ランソプラゾール 30mg１錠

132 内用薬 局 ランソプラゾールカプセル15mg「ＭＥＤ」 ランソプラゾール 15mg１カプセル

133 内用薬 局 ランソプラゾールカプセル30mg「ＭＥＤ」 ランソプラゾール 30mg１カプセル

134 内用薬 リポクリン錠200 クリノフィブラート 200mg１錠

135 内用薬 局 ロキセタートカプセル37.5mg ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 37.5mg１カプセル

136 内用薬 局 ロキセタートカプセル75mg ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 75mg１カプセル

137 内用薬 局 ロキソマリン錠60mg ロキソプロフェンナトリウム水和物 60mg１錠

138 内用薬 局 ロサルタンカリウム錠25mg「ＢＭＤ」 ロサルタンカリウム 25mg１錠
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139 内用薬 局 ロサルタンカリウム錠50mg「ＢＭＤ」 ロサルタンカリウム 50mg１錠

140 注射薬 アスファーゲン静注20mL グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 20mL１管

141 注射薬 アディノベイト静注用500
ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組
換え）

500国際単位１瓶（溶解液付）

142 注射薬 アディノベイト静注用1000
ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組
換え）

1,000国際単位１瓶（溶解液
付）

143 注射薬 アディノベイト静注用2000
ルリオクトコグ　アルファ　ペゴル（遺伝子組
換え）

2,000国際単位１瓶（溶解液
付）

144 注射薬 アデール点滴静注用10mg コルホルシンダロパート塩酸塩 10mg１瓶

145 注射薬 アミカリック輸液 アミノ酸・糖・電解質 200mL１袋

146 注射薬 アミカリック輸液 アミノ酸・糖・電解質 500mL１袋

147 注射薬 アミノフリード輸液 アミノ酸・糖・電解質 500mL１キット

148 注射薬 アミノフリード輸液 アミノ酸・糖・電解質 １Ｌ１キット

149 注射薬 エダラボン点滴静注液バッグ30mg「ＴＹＫ」 エダラボン 30mg100mL１キット

150 注射薬 局 エダラボン点滴静注液30mg「ＴＹＫ」 エダラボン 30mg20mL１管

151 注射薬 局 エダラボン点滴静注30mg「ファイザー」 エダラボン 30mg20mL１管

152 注射薬 エルカルチンＦＦ静注1000mg レボカルニチン 1,000mg５mL１管

153 注射薬 局 オザグレルナトリウム点滴静注液20mg「ＪＤ」 オザグレルナトリウム 20mg１mL１管

154 注射薬 局 オサグレン点滴静注用20mg オザグレルナトリウム 20mg１瓶

155 注射薬 オメプラゾール注用20mg「アメル」 オメプラゾールナトリウム 20mg１瓶

156 注射薬 カシロン静注10mL
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム・サリ
チル酸ナトリウム

10mL１管

157 注射薬
ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14％シリンジ５
mL「ＳＮ」

ガドペンテト酸メグルミン 37.14％５mL１筒

158 注射薬
ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14％シリンジ５
mL「Ｆ」

ガドペンテト酸メグルミン 37.14％５mL１筒

159 注射薬
ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14％シリンジ５
mL「タイヨー」

ガドペンテト酸メグルミン 37.14％５mL１筒

160 注射薬
ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14％シリンジ
10mL「ＳＮ」

ガドペンテト酸メグルミン 37.14％10mL１筒

161 注射薬
ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14％シリンジ
10mL「Ｆ」

ガドペンテト酸メグルミン 37.14％10mL１筒

162 注射薬
ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14％シリンジ
10mL「タイヨー」

ガドペンテト酸メグルミン 37.14％10mL１筒

163 注射薬
ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14％シリンジ
13mL「Ｆ」

ガドペンテト酸メグルミン 37.14％13mL１筒

164 注射薬
ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14％シリンジ
15mL「ＳＮ」

ガドペンテト酸メグルミン 37.14％15mL１筒

165 注射薬
ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14％シリンジ
15mL「Ｆ」

ガドペンテト酸メグルミン 37.14％15mL１筒

166 注射薬
ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14％シリンジ
15mL「タイヨー」

ガドペンテト酸メグルミン 37.14％15mL１筒

167 注射薬
ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14％シリンジ
20mL「ＳＮ」

ガドペンテト酸メグルミン 37.14％20mL１筒

168 注射薬
ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14％シリンジ
20mL「Ｆ」

ガドペンテト酸メグルミン 37.14％20mL１筒

169 注射薬
ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14％シリンジ
20mL「タイヨー」

ガドペンテト酸メグルミン 37.14％20mL１筒

170 注射薬 ガンマガード静注用2.5ｇ 乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン 2.5ｇ50mL１瓶（溶解液付）

171 注射薬 コージネイトＦＳバイオセット注250 オクトコグアルファ（遺伝子組換え）
250国際単位１キット（溶解液

付）

172 注射薬 コージネイトＦＳバイオセット注500 オクトコグアルファ（遺伝子組換え）
500国際単位１キット（溶解液

付）

173 注射薬 コージネイトＦＳバイオセット注1000 オクトコグアルファ（遺伝子組換え）
1,000国際単位１キット（溶解

液付）
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174 注射薬 コージネイトＦＳバイオセット注2000 オクトコグアルファ（遺伝子組換え）
2,000国際単位１キット（溶解

液付）

175 注射薬 コンドナール注200mg コンドロイチン硫酸エステルナトリウム １％20mL１管

176 注射薬 コンドロイチン注200mg「ウジ」 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム ２％10mL１管

177 注射薬 サイゼン皮下注射液12mg ソマトロピン（遺伝子組換え） 12mg１筒

178 注射薬 サイゼン皮下注用８mg ソマトロピン（遺伝子組換え） ８mg１瓶（溶解液付）

179 注射薬 ザルソロン静注500mg サリチル酸ナトリウム ５％10mL１管

180 注射薬 サングロポール点滴静注用2.5ｇ 乾燥ｐＨ４処理人免疫グロブリン 2.5ｇ50mL１瓶（溶解液付）

181 注射薬 局 セフメタゾンキット点滴静注用１ｇ セフメタゾールナトリウム
１ｇ１キット（生理食塩液

100mL付）

182 注射薬 ダルテパリンNa静注5000単位／５mL「タイヨー」 ダルテパリンナトリウム
5,000低分子ヘパリン国際単位

１瓶

183 注射薬 局 チエペネム点滴静注用0.25ｇ イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム 250mg１瓶

184 注射薬 注射用シナシッド キヌプリスチン・ダルホプリスチン 500mg１瓶

185 注射薬 注射用ロナスタット10 ナファモスタットメシル酸塩 10mg１瓶

186 注射薬 テクネアルブミンキット テクネチウム人血清アルブミン（９９ｍＴｃ） １回分

187 注射薬 局 トキオ注射用0.25ｇ セファゾリンナトリウム 250mg１瓶

188 注射薬 局 トキオ注射用0.5ｇ セファゾリンナトリウム 500mg１瓶

189 注射薬 局 トキオ注射用２ｇ セファゾリンナトリウム ２ｇ１瓶

190 注射薬 局 ドパミン液600「トーワ」 ドパミン塩酸塩 0.3％200mL１袋

191 注射薬 局 ノイアップ注25 ナルトグラスチム（遺伝子組換え） 25μg１瓶（溶解液付）

192 注射薬 局 ノイアップ注50 ナルトグラスチム（遺伝子組換え） 50μg１瓶（溶解液付）

193 注射薬 局 ノイアップ注100 ナルトグラスチム（遺伝子組換え） 100μg１瓶（溶解液付）

194 注射薬 局 ノイアップ注250 ナルトグラスチム（遺伝子組換え） 250μg１瓶（溶解液付）

195 注射薬 ノルディトロピンＳ注10mg ソマトロピン（遺伝子組換え） 10mg１筒

196 注射薬 ※ パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10％（第一三共） パラアミノ馬尿酸ナトリウム 10％20mL１管

197 注射薬 ヒドロキソコバラミン注1000μg「イセイ」 ヒドロキソコバラミン酢酸塩 １mg１管

198 注射薬 局 フルコナゾール静注液100mg「テバ」 フルコナゾール 0.2％50mL１袋

199 注射薬 麻 プレペノン注50mgシリンジ モルヒネ塩酸塩水和物 １％５mL１筒

200 注射薬 ヘキサブリックス320注20mL イオキサグル酸 53.33％20mL１瓶

201 注射薬 ヘキサブリックス320注50mL イオキサグル酸 53.33％50mL１瓶

202 注射薬 ヘキサブリックス320注100mL イオキサグル酸 53.33％100mL１瓶

203 注射薬 ペグイントロン皮下注用150μg／0.5mL用
ペグインターフェロンアルファ－２ｂ（遺伝子
組換え）

150μg１瓶（溶解液付）

204 注射薬 マグネビスト静注 ガドペンテト酸メグルミン 37.14％10mL１瓶

205 注射薬 マグネビスト静注 ガドペンテト酸メグルミン 37.14％15mL１瓶

206 注射薬 マグネビスト静注 ガドペンテト酸メグルミン 37.14％20mL１瓶

207 注射薬 マグネビスト静注 ガドペンテト酸メグルミン 37.14％30mL１瓶

208 注射薬 マグネビスト静注シリンジ ガドペンテト酸メグルミン 37.14％５mL１筒
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209 注射薬 マグネビスト静注シリンジ ガドペンテト酸メグルミン 37.14％10mL１筒

210 注射薬 マグネビスト静注シリンジ ガドペンテト酸メグルミン 37.14％15mL１筒

211 注射薬 マグネビスト静注シリンジ ガドペンテト酸メグルミン 37.14％20mL１筒

212 注射薬 局 メチロン注25％ スルピリン水和物 25％２mL１管

213 注射薬 局 ラノビス注250mg トラネキサム酸 10％2.5mL１管

214 注射薬 局 ラノビス注1000mg トラネキサム酸 10％10mL１管

215 注射薬 ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mg「タイヨー」 ラモセトロン塩酸塩 0.3mg２mL１管

216 注射薬 ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mg「ファイザー」 ラモセトロン塩酸塩 0.3mg２mL１管

217 注射薬 リクスビス静注用500 ノナコグ　ガンマ（遺伝子組換え） 500国際単位１瓶（溶解液付）

218 外用薬 局 亜鉛華デンプン「マルイシ」 亜鉛華デンプン 10ｇ

219 外用薬 アクリノール液0.2％「ヤクハン」 アクリノール水和物 0.2％10mL

220 外用薬 アクリノール外用液0.2％「ヤマゼン」 アクリノール水和物 0.2％10mL

221 外用薬 局 アクリノール「ケンエー」 アクリノール水和物 １ｇ

222 外用薬 アクリノール消毒液0.1％「ＮＰ」 アクリノール水和物 0.1％10mL

223 外用薬 アクリノール消毒液0.1％「昭和」 アクリノール水和物 0.1％10mL

224 外用薬 アクリノール消毒用液0.1％「マルイシ」 アクリノール水和物 0.1％10mL

225 外用薬 局 アクリノール水和物原末「マルイシ」 アクリノール水和物 １ｇ

226 外用薬 局 アクリノール「ホエイ」 アクリノール水和物 １ｇ

227 外用薬 局※ アクリノール（山善） アクリノール水和物 １ｇ

228 外用薬 アクリノール0.1％液「ヨシダ」 アクリノール水和物 0.1％10mL

229 外用薬 アクリノール0.2％液「ヨシダ」 アクリノール水和物 0.2％10mL

230 外用薬 アクリノール0.5％液「ヨシダ」 アクリノール水和物 0.5％10mL

231 外用薬 アムリードクリーム１％ ミコナゾール硝酸塩 １％１ｇ

232 外用薬 ウイルソン軟膏「東豊」 酸化亜鉛・豚脂 10ｇ

233 外用薬 局 塩酸テルビナフィンスプレー１％「マイラン」 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ

234 外用薬 カイノチームクリーム0.05％ ジフロラゾン酢酸エステル 0.05％１ｇ

235 外用薬 グリセリン浣腸液50％「ヨシダ」 グリセリン 50％10mL

236 外用薬 ケトプロフェン坐剤50mg「ＳＮ」 ケトプロフェン 50mg１個

237 外用薬 ケトプロフェン坐剤75mg「ＳＮ」 ケトプロフェン 75mg１個

238 外用薬 ケンエーアクリノール液0.1 アクリノール水和物 0.1％10mL

239 外用薬 ケンエーアクリノール液0.2 アクリノール水和物 0.2％10mL

240 外用薬 ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「ＣＨ」 ジクロフェナクナトリウム 12.5mg１個

241 外用薬 ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ＣＨ」 ジクロフェナクナトリウム 25mg１個

242 外用薬 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ＣＨ」 ジクロフェナクナトリウム 50mg１個

243 外用薬 ソルニムクリーム0.05％ フルオシノニド 0.05％１ｇ
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244 外用薬 タクロリムス軟膏0.1％「ＮＰ」 タクロリムス水和物 0.1％１ｇ

245 外用薬 局 チンク油「昭和」（Ｍ） チンク油 10ｇ

246 外用薬 局 チンク油「ヨシダ」 チンク油 10ｇ

247 外用薬 局 ツロブテロールテープ0.5mg「ＳＮ」 ツロブテロール 0.5mg１枚

248 外用薬 局 ツロブテロールテープ１mg「ＳＮ」 ツロブテロール １mg１枚

249 外用薬 局 ツロブテロールテープ２mg「ＳＮ」 ツロブテロール ２mg１枚

250 外用薬 ディーピーポロンクリーム0.064％ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 0.064％１ｇ

251 外用薬 東豊カンフルチンキ カンフル 10mL

252 外用薬 ニトラステープ40mg 硝酸イソソルビド 40mg１枚

253 外用薬 尿素クリーム20％「ＳＮ」 尿素 20％１ｇ

254 外用薬 バキソ坐剤20mg ピロキシカム 20mg１個

255 外用薬 パステルハップ パップ剤 10ｇ

256 外用薬 バロジェクトゾル100 硫酸バリウム 100％10mL

257 外用薬 ピロキシカム坐剤20mg「ＪＧ」 ピロキシカム 20mg１個

258 外用薬 局 フェノール「東豊」 フェノール 10mL

259 外用薬 フェルデン坐剤20mg ピロキシカム 20mg１個

260 外用薬 局 ブテナフィン塩酸塩スプレー１％「ファイザー」 ブテナフィン塩酸塩 １％１mL

261 外用薬 フルチカゾン点鼻液50μg「アメル」56噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル 4.08mg８mL１瓶

262 外用薬 プレドニゾロンクリーム0.5％「マヤ」 プレドニゾロン 0.5％１ｇ

263 外用薬 ベクラシンクリーム0.025％ ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 0.025％１ｇ

264 外用薬 ベクラシン軟膏0.025％ ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 0.025％１ｇ

265 外用薬 ヘパリン類似物質ゲル0.3％「トーワ」 ヘパリン類似物質 １ｇ

266 外用薬 マズレニンガーグル散0.4％ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 0.4％１ｇ

267 外用薬 ミロル点眼液0.5％ レボブノロール塩酸塩 0.5％１mL

268 外用薬 モクタール モクタール 10ｇ

269 外用薬 ラタノプロスト点眼液0.005％「イセイ」 ラタノプロスト 0.005％１mL

270 外用薬 ラベンダー油 ラベンダー油 １mL

271 外用薬 0.1％アクリノール液「ヤクハン」 アクリノール水和物 0.1％10mL

272 外用薬 0.1％グルコジンＲ水 クロルヘキシジングルコン酸塩 0.1％10mL

273 外用薬 局 レボフロキサシン点眼液0.5％「ＫＯＧ」 レボフロキサシン水和物 0.5％１mL

274 外用薬 局 レボフロキサシン点眼液1.5％「アメル」 レボフロキサシン水和物 1.5％１mL

275 外用薬 局 レボフロキサシン点眼液1.5％「ＫＯＧ」 レボフロキサシン水和物 1.5％１mL
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別表第６（平成32年３月31日まで）

品名 成分名 規格単位

1
歯科用
薬剤

〔象牙質知覚過敏鈍麻剤〕

ダイアデント歯科用ゲル５％ フッ化ナトリウム

掲示事項等告示

Ｎｏ
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