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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。）が、平成27年厚生労働省告示第464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（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27年厚生労働省告示第46
5号をもって改正され、いずれも平成27年12月11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」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206品目、注射薬103品目及び外用薬９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７品目及び外用薬３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 １０，５７１ ４，２１０ ２，６１４ ２６ １７，４２１



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22品目、注射
薬25品目及び外用薬３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) 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７品目及び外用薬３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。

(3) (1)及び(2)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 ３０５ １４９ ８６ ０ ５４０

３ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) ランソプラゾールOD錠15mg「RTO」及び同30mg「RTO」

本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎においては、通常8
週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使
用に当たっては十分留意すること。

(2) フリウェル配合錠LD
① 本製剤の効能・効果は、「月経困難症」であること。
② 本製剤が避妊の目的で処方された場合には、保険給付の対象とはしないこと。

(3) メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「トーワ」及び同「日医工」
既収載のメトホル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。

(4) セルセプト懸濁用散31.8%
本製剤を腎移植後の難治性拒絶反応の治療に用いる場合は、免疫抑制療法及び腎

移植患者の管理に精通している医師が、高用量ステロイド、ムロモナブ-CD3等の既
存の治療薬が無効又は副作用等のため投与できない患者に対して使用した場合に限
り算定できるものであること。

(5) イマチニブ錠200mg「サワイ」
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与すること。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。

(6) リネゾリド錠600mg「明治」
本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、本
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。

(7) ソマトロピンBS皮下注５mg「サンド」シュアパル及び同10mg「サンド」シュアパ
ル
本製剤は、ヒト成長ホルモン剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対

して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59
号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）区分「C101」在
宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

(8) ヘパリンCa皮下注1万単位／0.4mL「サワイ」
本製剤は、ヘパリンカルシウム製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者

に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分「C101」在宅自己注射指導管理
料を算定できるものであること。

(9) ゲムシタビン点滴静注液200mg／5.3mL「ホスピーラ」及び同１g／26.3mL「ホス
ピーラ」
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、本製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。

(10) オキサリプラチン点滴静注液200mg／40mL「サンド」及び同「ホスピーラ」
本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。

(11) デスモプレシン点鼻スプレー0.01%「ILS」
① 本剤の効能・効果は、次に掲げるものである。

尿浸透圧あるいは尿比重の低下に伴う下記疾患
夜尿症

② 本剤の使用上の注意に、本剤使用前に観察期を設け、尿浸透圧あるいは尿比
重が低下していることを確認することとされているので、使用に当たっては十
分留意すること。

４ 関係通知の一部改正について
(1) 使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平成21年５月15日付け保医
発第0515002号）の記の２（10）、使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について
（平成21年11月13日付け保医発1113第１号）の記の２（７）、使用薬剤の薬価（薬
価基準）等の一部改正について（平成23年６月24日付け保医発0624第２号）の記の
２（９）及び使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平成27年6月18
日付け保医発0618第２号）の記の３（９）を削除する。

(2) 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27年12月11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28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28年４月
１日から適用すること。



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27年12月11日より適用

［別添１］

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 1141007F1179 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠
アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「テ
バ」

テバ製薬 8.10

内用薬 1179046F1036 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 50.70

内用薬 1179046F1044 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 50.70

内用薬 1179046F1052 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 50.70

内用薬 1179046F1060 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 50.70

内用薬 1179046F1079 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 50.70

内用薬 1179046F1087 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「科研」 ダイト 50.70

内用薬 1179046F1095 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「杏林」
キョーリンリメ
ディオ

50.70

内用薬 1179046F1109 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 50.70

内用薬 1179046F1117 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 50.70

内用薬 1179046F1125 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「サンド」 サンド 50.70

内用薬 1179046F1133 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「三和」 三和化学研究所 50.70

内用薬 1179046F1141 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 50.70

内用薬 1179046F1150 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 50.70

内用薬 1179046F1168 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 50.70

内用薬 1179046F1176 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 50.70

内用薬 1179046F1184 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「日医工」 日医工 50.70

内用薬 1179046F1192 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 50.70

内用薬 1179046F1206 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリン錠２５ｍｇ「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

50.70

内用薬 1179046F2032 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 88.00

内用薬 1179046F2040 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 88.00

内用薬 1179046F2059 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 88.00

内用薬 1179046F2067 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 88.00

内用薬 1179046F2075 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 88.00

内用薬 1179046F2083 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「科研」 ダイト 88.00

内用薬 1179046F2091 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「杏林」
キョーリンリメ
ディオ

88.00

内用薬 1179046F2105 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「ケミファ」 日本ケミファ 88.00

内用薬 1179046F2113 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 88.00

内用薬 1179046F2121 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「サンド」 サンド 88.00

品名
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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27年12月11日より適用

［別添１］

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 1179046F2130 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 88.00

内用薬 1179046F2148 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 88.00

内用薬 1179046F2156 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 88.00

内用薬 1179046F2164 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 88.00

内用薬 1179046F2172 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 88.00

内用薬 1179046F2180 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「日医工」 日医工 88.00

内用薬 1179046F2199 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 88.00

内用薬 1179046F2202 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリン錠５０ｍｇ「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

88.00

内用薬 1179046F3039 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 152.90

内用薬 1179046F3047 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「三和」 三和化学研究所 152.90

内用薬 1179046F3055 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 152.90

内用薬 1179046F3063 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 152.90

内用薬 1179046F3071 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 セルトラリン錠１００ｍｇ「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

152.90

内用薬 1179046F4035 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 セルトラリンＯＤ錠２５ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 50.70

内用薬 1179046F5031 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 セルトラリンＯＤ錠５０ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 88.00

内用薬 1242002F1390 ブチルスコポラミン臭化物 １０ｍｇ１錠
ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ
「日新」

日新製薬（山形） 5.40

内用薬 2129008M1164 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル
ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 28.10

内用薬 2129008M2179 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル
ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ
「テバ」

テバ製薬 46.80

内用薬 2149040F5064 カンデサルタンシレキセチル ２ｍｇ１錠 カンデサルタンＯＤ錠２ｍｇ「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

18.00

内用薬 2149040F6060 カンデサルタンシレキセチル ４ｍｇ１錠 カンデサルタンＯＤ錠４ｍｇ「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

34.90

内用薬 2149040F7067 カンデサルタンシレキセチル ８ｍｇ１錠 カンデサルタンＯＤ錠８ｍｇ「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

67.80

内用薬 2149040F8063 カンデサルタンシレキセチル １２ｍｇ１錠 カンデサルタンＯＤ錠１２ｍｇ「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

85.90

内用薬 2149041F5042 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 15.70

内用薬 2149041F5050 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「科研」 ダイト 15.70

内用薬 2149041F5069 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 15.70

内用薬 2149041F5077 バルサルタン ２０ｍｇ１錠
バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 15.70

内用薬 2149041F6049 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 29.30

内用薬 2149041F6057 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「科研」 ダイト 29.30

内用薬 2149041F6065 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「日医工」 日医工 29.30
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内用薬 2149041F6073 バルサルタン ４０ｍｇ１錠
バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 29.30

内用薬 2149041F7045 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 54.60

内用薬 2149041F7053 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「科研」 ダイト 54.60

内用薬 2149041F7061 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「日医工」 日医工 54.60

内用薬 2149041F7070 バルサルタン ８０ｍｇ１錠
バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 54.60

内用薬 2149041F8041 バルサルタン １６０ｍｇ１錠
バルサルタンＯＤ錠１６０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 81.90

内用薬 2149041F8050 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 バルサルタンＯＤ錠１６０ｍｇ「科研」 ダイト 81.90

内用薬 2149041F8068 バルサルタン １６０ｍｇ１錠
バルサルタンＯＤ錠１６０ｍｇ「日医
工」

日医工 81.90

内用薬 2149041F8076 バルサルタン １６０ｍｇ１錠
バルサルタンＯＤ錠１６０ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 81.90

内用薬 2149110F2038
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジ
ド

１錠 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＥＥ」
エルメッド　エー
ザイ

104.30

内用薬 2149110F2046
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジ
ド

１錠 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＪＧ」 日本ジェネリック 104.30

内用薬 2149110F2054
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジ
ド

１錠 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＫＮ」 小林化工 104.30

内用薬 2149110F2062
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジ
ド

１錠 ロサルヒド配合錠ＨＤ「杏林」
キョーリンリメ
ディオ

104.30

内用薬 2149110F2070
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジ
ド

１錠 ロサルヒド配合錠ＨＤ「三和」 三和化学研究所 104.30

内用薬 2149110F2089
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジ
ド

１錠 ロサルヒド配合錠ＨＤ「テバ」 テバ製薬 104.30

内用薬 2149114F1030 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 アムバロ配合錠「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 57.30

内用薬 2149114F1048 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 アムバロ配合錠「ＥＥ」
エルメッド　エー
ザイ

57.30

内用薬 2149114F1056 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 アムバロ配合錠「ＦＦＰ」
富士フイルム
ファーマ

57.30

内用薬 2149114F1064 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 アムバロ配合錠「ＪＧ」 日本ジェネリック 57.30

内用薬 2149114F1072 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 アムバロ配合錠「ＫＮ」 小林化工 57.30

内用薬 2149114F1080 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 アムバロ配合錠「ＳＮ」 シオノケミカル 57.30

内用薬 2149114F1099 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 アムバロ配合錠「ＴＣＫ」 辰巳化学 57.30

内用薬 2149114F1102 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 アムバロ配合錠「ＹＤ」 陽進堂 57.30

内用薬 2149114F1110 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 アムバロ配合錠「アメル」 共和薬品工業 57.30

内用薬 2149114F1129 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 アムバロ配合錠「イセイ」 コーアイセイ 57.30

内用薬 2149114F1137 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 アムバロ配合錠「オーハラ」 大原薬品工業 57.30

内用薬 2149114F1145 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 アムバロ配合錠「科研」 ダイト 57.30

内用薬 2149114F1153 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 アムバロ配合錠「杏林」
キョーリンリメ
ディオ

57.30

内用薬 2149114F1161 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 アムバロ配合錠「ケミファ」 日本ケミファ 57.30
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内用薬 2149114F1170 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 アムバロ配合錠「サワイ」 沢井製薬 57.30

内用薬 2149114F1188 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 アムバロ配合錠「サンド」 サンド 57.30

内用薬 2149114F1196 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 アムバロ配合錠「タナベ」 田辺三菱製薬 57.30

内用薬 2149114F1200 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 アムバロ配合錠「テバ」 テバ製薬 57.30

内用薬 2149114F1218 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 アムバロ配合錠「トーワ」 東和薬品 57.30

内用薬 2149114F1226 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 アムバロ配合錠「日医工」 日医工 57.30

内用薬 2149114F1234 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 アムバロ配合錠「日新」 日新製薬（山形） 57.30

内用薬 2149114F1242 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 アムバロ配合錠「ニットー」 日東メディック 57.30

内用薬 2149114F1250 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 アムバロ配合錠「ニプロ」 ニプロ 57.30

内用薬 2149114F1269 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 アムバロ配合錠「ファイザー」 ファイザー 57.30

内用薬 2149116F1039
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 カムシア配合錠ＬＤ「あすか」 あすか製薬 81.40

内用薬 2149116F1047
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 カムシア配合錠ＬＤ「サンド」 サンド 81.40

内用薬 2149116F1055
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 カムシア配合錠ＬＤ「ニプロ」 ニプロ 81.40

内用薬 2149116F2035
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 カムシア配合錠ＨＤ「あすか」 あすか製薬 81.40

内用薬 2149116F2043
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 カムシア配合錠ＨＤ「サンド」 サンド 81.40

内用薬 2149116F2051
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 カムシア配合錠ＨＤ「ニプロ」 ニプロ 81.40

内用薬 2171019F1124 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 ニソルジピン錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 13.70

内用薬 2189016F1281 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 32.80

内用薬 2189016F2288 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 62.20

内用薬 2189016F3284 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＤＫ」 大興製薬 117.90

内用薬 2189016F4060 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「サ
ワイ」

沢井製薬 32.80

内用薬 2189016F5066 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「サ
ワイ」

沢井製薬 62.20

内用薬 2189016F6054 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「サ
ワイ」

沢井製薬 117.90

内用薬 2190101F1039
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 45.20

内用薬 2190101F1047
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「ＥＥ」
エルメッド　エー
ザイ

45.20

内用薬 2190101F1055
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「ＫＮ」 小林化工 45.20

内用薬 2190101F1063
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「ＴＣＫ」 辰巳化学 45.20

内用薬 2190101F1071
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「ケミファ」 日本ケミファ 45.20

内用薬 2190101F1080
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「サワイ」 沢井製薬 45.20
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内用薬 2190101F1098
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「サンド」 サンド 45.20

内用薬 2190101F1101
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「トーワ」 東和薬品 45.20

内用薬 2190101F1110
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「日医工」 日医工 45.20

内用薬 2190101F1128
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠１番「ニプロ」 ニプロ 45.20

内用薬 2190102F1033
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 72.00

内用薬 2190102F1041
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「ＥＥ」
エルメッド　エー
ザイ

72.00

内用薬 2190102F1050
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「ＫＮ」 小林化工 72.00

内用薬 2190102F1068
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「ＴＣＫ」 辰巳化学 72.00

内用薬 2190102F1076
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「ケミファ」 日本ケミファ 72.00

内用薬 2190102F1084
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「サワイ」 沢井製薬 72.00

内用薬 2190102F1092
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「サンド」 サンド 72.00

内用薬 2190102F1106
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「トーワ」 東和薬品 72.00

内用薬 2190102F1114
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「日医工」 日医工 72.00

内用薬 2190102F1122
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠２番「ニプロ」 ニプロ 72.00

内用薬 2190103F1038
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 58.20

内用薬 2190103F1046
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「ＥＥ」
エルメッド　エー
ザイ

58.20

内用薬 2190103F1054
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「ＫＮ」 小林化工 58.20

内用薬 2190103F1062
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「ＴＣＫ」 辰巳化学 58.20

内用薬 2190103F1070
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「ケミファ」 日本ケミファ 58.20

内用薬 2190103F1089
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「サワイ」 沢井製薬 58.20

内用薬 2190103F1097
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「サンド」 サンド 58.20

内用薬 2190103F1100
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「トーワ」 東和薬品 58.20

内用薬 2190103F1119
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「日医工」 日医工 58.20

内用薬 2190103F1127
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠３番「ニプロ」 ニプロ 58.20

内用薬 2190104F1032
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 85.00

内用薬 2190104F1040
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「ＥＥ」
エルメッド　エー
ザイ

85.00

内用薬 2190104F1059
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「ＫＮ」 小林化工 85.00

内用薬 2190104F1067
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「ＴＣＫ」 辰巳化学 85.00

内用薬 2190104F1075
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「ケミファ」 日本ケミファ 85.00
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内用薬 2190104F1083
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「サワイ」 沢井製薬 85.00

内用薬 2190104F1091
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「サンド」 サンド 85.00

内用薬 2190104F1105
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「トーワ」 東和薬品 85.00

内用薬 2190104F1113
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「日医工」 日医工 85.00

内用薬 2190104F1121
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 アマルエット配合錠４番「ニプロ」 ニプロ 85.00

内用薬 2316003B1066 ビフィズス菌 １ｇ レベニンＳ配合散 わかもと製薬 6.20

内用薬 2316003F1025 ビフィズス菌 １錠 レベニンＳ配合錠 わかもと製薬 6.20

内用薬 2316016F1022 耐性乳酸菌 １錠 レベニン錠 わかもと製薬 5.80

内用薬 2329012M1366 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル テプレノンカプセル５０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 6.80

内用薬 2329021F1323 レバミピド １００ｍｇ１錠 レバミピド錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 9.60

内用薬 2329023F1136 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠
ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ＲＴ
Ｏ」

遼東化学工業 34.80

内用薬 2329023F2132 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠
ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ＲＴ
Ｏ」

遼東化学工業 61.80

内用薬 2344009C1063 酸化マグネシウム ８３％１ｇ 酸化マグネシウム細粒８３％「ヨシダ」 吉田製薬 13.40

内用薬 2344009F1094 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠
酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシ
ダ」

吉田製薬 5.60

内用薬 2344009F2090 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠
酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシ
ダ」

吉田製薬 5.60

内用薬 2344009F3046 酸化マグネシウム ２００ｍｇ１錠
酸化マグネシウム錠２００ｍｇ「ヨシ
ダ」

吉田製薬 5.60

内用薬 2344009F4069 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠
酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ヨシ
ダ」

吉田製薬 5.60

内用薬 2344009F5030 酸化マグネシウム ３００ｍｇ１錠
酸化マグネシウム錠３００ｍｇ「ヨシ
ダ」

吉田製薬 5.60

内用薬 2344009F6037 酸化マグネシウム ４００ｍｇ１錠
酸化マグネシウム錠４００ｍｇ「ヨシ
ダ」

吉田製薬 5.60

内用薬 2399004F1243 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 メトクロプラミド錠５ｍｇ「テバ」 テバ製薬 5.60

内用薬 2399009F3044 メサラジン ４００ｍｇ１錠 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 48.40

内用薬 2482009F1040
ノルエチステロン・エチニルエストラジ
オール

１錠 フリウェル配合錠ＬＤ 持田製薬 173.30

内用薬 2491001F5234 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 カリジノゲナーゼ錠２５単位「あゆみ」 あゆみ製薬 5.60

内用薬 2590008F1174 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ
「ＫＮ」

小林化工 38.50

内用薬 2590008F2170 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ
「ＫＮ」

小林化工 72.00

内用薬 2590009F4224 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 49.60

内用薬 2590009F5220 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 73.40

内用薬 2590009F6227 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 25.40

内用薬 3327002Q1070 トラネキサム酸 ５％１ｍＬ トラネキサム酸シロップ５％「テバ」 テバ製薬 3.40
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内用薬 3399004M2103 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包
イコサペント酸エチル粒状カプセル３０
０ｍｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 17.80

内用薬 3399004M3118 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包
イコサペント酸エチル粒状カプセル６０
０ｍｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 33.00

内用薬 3399004M4114 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包
イコサペント酸エチル粒状カプセル９０
０ｍｇ「ＣＨ」

長生堂製薬 48.40

内用薬 3962002F3104 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠
メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ
「トーワ」

東和薬品 10.40

内用薬 3962002F3112 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠
メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ
「日医工」

日医工 10.40

内用薬 3999009F1049 レボカルニチン塩化物 １００ｍｇ１錠
レボカルニチン塩化物錠１００ｍｇ「イ
セイ」

コーアイセイ 58.40

内用薬 3999009F1057 レボカルニチン塩化物 １００ｍｇ１錠
レボカルニチン塩化物錠１００ｍｇ「日
医工」

日医工 58.40

内用薬 3999009F1065 レボカルニチン塩化物 １００ｍｇ１錠
レボカルニチン塩化物錠１００ｍｇ「フ
ソー」

扶桑薬品工業 58.40

内用薬 3999009F2045 レボカルニチン塩化物 ３００ｍｇ１錠
レボカルニチン塩化物錠３００ｍｇ「イ
セイ」

コーアイセイ 175.20

内用薬 3999009F2053 レボカルニチン塩化物 ３００ｍｇ１錠
レボカルニチン塩化物錠３００ｍｇ「日
医工」

日医工 175.20

内用薬 3999009F2061 レボカルニチン塩化物 ３００ｍｇ１錠
レボカルニチン塩化物錠３００ｍｇ「フ
ソー」

扶桑薬品工業 175.20

内用薬 3999014F1058 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠０．５ｍｇ「あゆみ」 あゆみ製薬 297.50

内用薬 3999014F2054 タクロリムス水和物 １ｍｇ１錠 タクロリムス錠１ｍｇ「あゆみ」 あゆみ製薬 519.30

内用薬 3999014F3042 タクロリムス水和物 １．５ｍｇ１錠 タクロリムス錠１．５ｍｇ「あゆみ」 あゆみ製薬 725.60

内用薬 3999014F4049 タクロリムス水和物 ３ｍｇ１錠 タクロリムス錠３ｍｇ「あゆみ」 あゆみ製薬 1,281.70

内用薬 3999014F5053 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１錠 タクロリムス錠５ｍｇ「あゆみ」 あゆみ製薬 1,946.30

内用薬 3999021F1031 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠
ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 70.80

内用薬 4291011F2075 イマチニブメシル酸塩 ２００ｍｇ１錠 イマチニブ錠２００ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 2,953.20

内用薬 4490014F2331 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「日新」 日新製薬（山形） 56.20

内用薬 4490016M1090 スプラタストトシル酸塩 ５０ｍｇ１カプセル
スプラタストトシル酸塩カプセル５０ｍ
ｇ「テバ」

テバ製薬 33.40

内用薬 4490016M2097 スプラタストトシル酸塩
１００ｍｇ１カプセ
ル

スプラタストトシル酸塩カプセル１００
ｍｇ「テバ」

テバ製薬 33.70

内用薬 4490025D1049 オロパタジン塩酸塩 ０．５％１ｇ
オロパタジン塩酸塩顆粒０．５％「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 40.40

内用薬 4490025F3166 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 24.00

内用薬 4490025F4162 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 25.90

内用薬 6113001B1127 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶
バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＭＥ
ＥＫ」

小林化工 1,513.30

内用薬 6219001F1110 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠
サラゾスルファピリジン錠５００ｍｇ
「日医工」

日医工 16.60

内用薬 6249002F1032 リネゾリド ６００ｍｇ１錠 リネゾリド錠６００ｍｇ「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

7,030.70

注射薬 1124401A1087 ミダゾラム １０ｍｇ２ｍＬ１管 ミダゾラム注射液１０ｍｇ「テバ」 テバ製薬 75.00

注射薬 2190501A4122 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 ヒシセオール配合点滴静注 ニプロ 185.00
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注射薬 2190501A5099 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１袋 ヒシセオール配合点滴静注 ニプロ 386.00

注射薬 2190501A6125 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１袋 ヒシセオール配合点滴静注 ニプロ 272.00

注射薬 2412402A3033 ソマトロピン（遺伝子組換え） ５ｍｇ１筒
ソマトロピンＢＳ皮下注５ｍｇ「サン
ド」シュアパル

サンド 24,930.00

注射薬 2412402A4030 ソマトロピン（遺伝子組換え） １０ｍｇ１筒
ソマトロピンＢＳ皮下注１０ｍｇ「サン
ド」シュアパル

サンド 47,675.00

注射薬 3112401A1034 マキサカルシトール
２．５μｇ１ｍＬ１
管

マキサカルシトール静注透析用２．５μ
ｇ「テバ」

テバ製薬 666.00

注射薬 3112401A1042 マキサカルシトール
２．５μｇ１ｍＬ１
管

マキサカルシトール静注透析用２．５μ
ｇ「日医工」

日医工 666.00

注射薬 3112401A1050 マキサカルシトール
２．５μｇ１ｍＬ１
管

マキサカルシトール静注透析用２．５μ
ｇ「ニプロ」

ナガセ医薬品 666.00

注射薬 3112401A1069 マキサカルシトール
２．５μｇ１ｍＬ１
管

マキサカルシトール静注透析用２．５μ
ｇ「ファイザー」

マイラン製薬 666.00

注射薬 3112401A2030 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
「テバ」

テバ製薬 865.00

注射薬 3112401A2049 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
「日医工」

日医工 865.00

注射薬 3112401A2057 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
「ニプロ」

ナガセ医薬品 865.00

注射薬 3112401A2065 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
「ファイザー」

マイラン製薬 865.00

注射薬 3112401A3037 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１０μｇ
「テバ」

テバ製薬 1,123.00

注射薬 3112401A3045 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１０μｇ
「日医工」

日医工 1,123.00

注射薬 3112401A3053 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１０μｇ
「ニプロ」

ナガセ医薬品 1,123.00

注射薬 3112401A3061 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１０μｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 1,123.00

注射薬 3262400A1207
肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオ
チド

１ｍＬ１管 アスルダム配合注１ｍＬ ニプロ 58.00

注射薬 3262400A2190
肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオ
チド

２ｍＬ１管 アスルダム配合注２ｍＬ ニプロ 95.00

注射薬 3319500A3083 開始液 ５００ｍＬ１袋 ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 陽進堂 135.00

注射薬 3319500A5086 開始液 ２００ｍＬ１袋 ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 陽進堂 131.00

注射薬 3319510A4113 維持液 ５００ｍＬ１袋 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 陽進堂 125.00

注射薬 3319510A5136 維持液 ２００ｍＬ１袋 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 陽進堂 125.00

注射薬 3319511A4053 維持液 ５００ｍＬ１袋 ＹＤソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 陽進堂 128.00

注射薬 3319511A5050 維持液 ２００ｍＬ１袋 ＹＤソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 陽進堂 127.00

注射薬 3319551A8061 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 リナセート輸液 エイワイファーマ 156.00

注射薬 3327401A4282 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管
トラネキサム酸注射液１０００ｍｇ「テ
バ」

テバ製薬 68.00

注射薬 3334400A8024 ヘパリンカルシウム
１０，０００単位１
瓶

ヘパリンＣａ皮下注１万単位／０．４ｍ
Ｌ「サワイ」

沢井製薬 473.00

注射薬 3999411G8022 オザグレルナトリウム
８０ｍｇ１００ｍＬ
１袋

オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ／１０
０ｍＬバッグ「ＩＰ」

共和クリティケア 1,575.00

注射薬 4224403A3029 ゲムシタビン塩酸塩
２００ｍｇ５．３ｍ
Ｌ１瓶

ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／
５．３ｍＬ「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャ
パン

1,825.00
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注射薬 4224403A4025 ゲムシタビン塩酸塩
１ｇ２６．３ｍＬ１
瓶

ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２６．３
ｍＬ「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャ
パン

12,649.00

注射薬 4240404A1164 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶
イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ
「ハンルイ」

ハンルイ医薬 2,491.00

注射薬 4240404A2160 イリノテカン塩酸塩水和物
１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍ
ｇ「ハンルイ」

ハンルイ医薬 5,719.00

注射薬 4291410A3145 オキサリプラチン
２００ｍｇ４０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ
／４０ｍＬ「サンド」

サンド 62,068.00

注射薬 4291410A3153 オキサリプラチン
２００ｍｇ４０ｍＬ
１瓶

オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ
／４０ｍＬ「ホスピーラ」

ホスピーラ・ジャ
パン

62,068.00

注射薬 6113400A1189 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５
ｇ「ＭＥＥＫ」

小林化工 1,132.00

注射薬 6113400A2053 バンコマイシン塩酸塩 １ｇ１瓶
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用１．０
ｇ「ＭＥＥＫ」

小林化工 1,566.00

注射薬 6132408F1072 セフメタゾールナトリウム ２５０ｍｇ１瓶
セフメタゾールＮａ静注用０．２５ｇ
「テバ」

テバ製薬 95.00

注射薬 6132408F2079 セフメタゾールナトリウム ５００ｍｇ１瓶
セフメタゾールＮａ静注用０．５ｇ「テ
バ」

テバ製薬 163.00

注射薬 6132408F3180 セフメタゾールナトリウム １ｇ１瓶 セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「テバ」 テバ製薬 286.00

注射薬 6132408F4160 セフメタゾールナトリウム ２ｇ１瓶 セフメタゾールＮａ静注用２ｇ「テバ」 テバ製薬 580.00

注射薬 6139400G2028 メロペネム水和物
１ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ
付）

メロペネム点滴静注用バッグ１ｇ「Ｎ
Ｐ」

ニプロ 1,903.00

注射薬 6139400G2036 メロペネム水和物
１ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ
付）

メロペネム点滴静注用バッグ１ｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

1,616.00

注射薬 6139504F3050
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナ
トリウム

（３ｇ）１瓶 スルバクシン静注用３ｇ シオノケミカル 436.00

注射薬 6139504F3068
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナ
トリウム

（３ｇ）１瓶 ピシリバクタ静注用３ｇ 日医工 436.00

注射薬 6139504F3076
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナ
トリウム

（３ｇ）１瓶 ユーシオン－Ｓ静注用３ｇ 沢井製薬 436.00

注射薬 6139504F3084
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナ
トリウム

（３ｇ）１瓶 ユナスピン静注用３ｇ ケミックス 436.00

注射薬 6139505F3038
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（２．２５ｇ）１瓶 タゾピペ配合静注用２．２５「ＣＨＭ」 ケミックス 930.00

注射薬 6139505F3046
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（２．２５ｇ）１瓶 タゾピペ配合静注用２．２５「ＤＫ」 大興製薬 930.00

注射薬 6139505F3054
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（２．２５ｇ）１瓶
タゾピペ配合静注用２．２５「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 930.00

注射薬 6139505F3062
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（２．２５ｇ）１瓶 タゾピペ配合静注用２．２５「ＳＮ」 シオノケミカル 930.00

注射薬 6139505F3070
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（２．２５ｇ）１瓶 タゾピペ配合静注用２．２５「サンド」 サンド 930.00

注射薬 6139505F3089
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（２．２５ｇ）１瓶 タゾピペ配合静注用２．２５「テバ」 テバ製薬 930.00

注射薬 6139505F3097
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（２．２５ｇ）１瓶 タゾピペ配合静注用２．２５「日医工」 日医工 930.00

注射薬 6139505F3100
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（２．２５ｇ）１瓶 タゾピペ配合静注用２．２５「ニプロ」 ニプロ 930.00

注射薬 6139505F3119
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（２．２５ｇ）１瓶
タゾピペ配合静注用２．２５「ファイ
ザー」

マイラン製薬 930.00

注射薬 6139505F3127
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（２．２５ｇ）１瓶 タゾピペ配合静注用２．２５「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

930.00

注射薬 6139505F4034
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（４．５ｇ）１瓶 タゾピペ配合静注用４．５「ＣＨＭ」 ケミックス 1,384.00

注射薬 6139505F4042
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（４．５ｇ）１瓶 タゾピペ配合静注用４．５「ＤＫ」 大興製薬 1,384.00
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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27年12月11日より適用

［別添１］

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

注射薬 6139505F4050
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（４．５ｇ）１瓶 タゾピペ配合静注用４．５「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 1,384.00

注射薬 6139505F4069
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（４．５ｇ）１瓶 タゾピペ配合静注用４．５「ＳＮ」 シオノケミカル 1,384.00

注射薬 6139505F4077
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（４．５ｇ）１瓶 タゾピペ配合静注用４．５「サンド」 サンド 1,384.00

注射薬 6139505F4085
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（４．５ｇ）１瓶 タゾピペ配合静注用４．５「テバ」 テバ製薬 1,384.00

注射薬 6139505F4093
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（４．５ｇ）１瓶 タゾピペ配合静注用４．５「日医工」 日医工 1,384.00

注射薬 6139505F4107
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（４．５ｇ）１瓶 タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」 ニプロ 1,384.00

注射薬 6139505F4115
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（４．５ｇ）１瓶
タゾピペ配合静注用４．５「ファイ
ザー」

マイラン製薬 1,384.00

注射薬 6139505F4123
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（４．５ｇ）１瓶 タゾピペ配合静注用４．５「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

1,384.00

注射薬 6139505G1030
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（４．５ｇ）１キッ
ト（生理食塩液１０
０ｍＬ付）

タゾピペ配合点滴静注用バッグ４．５
「ＤＳＥＰ」

第一三共エスファ 1,902.00

注射薬 6139505G1049
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（４．５ｇ）１キッ
ト（生理食塩液１０
０ｍＬ付）

タゾピペ配合点滴静注用バッグ４．５
「ニプロ」

ニプロ 1,902.00

注射薬 6139505G1057
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（４．５ｇ）１キッ
ト（生理食塩液１０
０ｍＬ付）

タゾピペ配合点滴静注用バッグ４．５
「ファイザー」

マイラン製薬 1,902.00

注射薬 6139505G1065
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（４．５ｇ）１キッ
ト（生理食塩液１０
０ｍＬ付）

タゾピペ配合点滴静注用４．５バッグ
「サンド」

サンド 1,902.00

注射薬 6139505G2029
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（２．２５ｇ）１
キット（生理食塩液
１００ｍＬ付）

タゾピペ配合点滴静注用バッグ２．２５
「ＤＳＥＰ」

第一三共エスファ 1,448.00

注射薬 6139505G2037
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（２．２５ｇ）１
キット（生理食塩液
１００ｍＬ付）

タゾピペ配合点滴静注用バッグ２．２５
「ニプロ」

ニプロ 1,448.00

注射薬 6139505G2045
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（２．２５ｇ）１
キット（生理食塩液
１００ｍＬ付）

タゾピペ配合点滴静注用バッグ２．２５
「ファイザー」

マイラン製薬 1,448.00

注射薬 6139505G2053
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（２．２５ｇ）１
キット（生理食塩液
１００ｍＬ付）

タゾピペ配合点滴静注用２．２５バッグ
「サンド」

サンド 1,448.00

注射薬 7219412P3059 イオパミドール
７５．５２％６５ｍ
Ｌ１筒

イオパミドール３７０注シリンジ６５ｍ
Ｌ「ＨＫ」

光製薬 3,334.00

注射薬 7219415G2099 イオヘキソール
６４．７１％５０ｍ
Ｌ１筒

イオベリン３００注シリンジ５０ｍＬ テバ製薬 3,624.00

注射薬 7219415G3133 イオヘキソール
６４．７１％１００
ｍＬ１筒

イオベリン３００注シリンジ１００ｍＬ テバ製薬 5,453.00

注射薬 7219415G4091 イオヘキソール
６４．７１％８０ｍ
Ｌ１筒

イオベリン３００注シリンジ８０ｍＬ テバ製薬 5,041.00

注射薬 7219415H8033 イオヘキソール
７５．４９％４５ｍ
Ｌ１筒

イオベリン３５０注シリンジ４５ｍＬ テバ製薬 3,646.00

注射薬 7990402G1021 アデノシン
６０ｍｇ２０ｍＬ１
筒

アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ
「ＦＲＩ」

富士フイルムＲＩ
ファーマ

7,172.00

外用薬 1319720Q3191 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶
ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

184.70

外用薬 1319720Y2101 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶
ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

259.80

外用薬 1319726Q1196 ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ
ジクロフェナクＮａ点眼液０．１％「あ
ゆみ」

あゆみ製薬 49.00

外用薬 1319743Q1050 ブロムフェナクナトリウム水和物 ０．１％１ｍＬ
ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％
「ニットー」

東亜薬品 69.60

外用薬 1329702R5040 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
９．３７５ｍｇ７．
５ｇ１瓶

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点
鼻液５０μｇ「ファイザー」

マイラン製薬 468.00

外用薬 2233700G1089 アセチルシステイン
１７．６２％２ｍＬ
１管

アセチルシステインＮａ塩注入・吸入用
液２０Ｗ／Ｖ％「あゆみ」

あゆみ製薬 50.10

外用薬 2260701F1395 ポビドンヨード ７％１ｍＬ ポビドンヨードガーグル７％「あゆみ」 あゆみ製薬 2.40
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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27年12月11日より適用

［別添１］

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

外用薬 2419700R2037 デスモプレシン酢酸塩水和物 ５００μｇ１瓶
デスモプレシン点鼻スプレー０．０１％
「ＩＬＳ」

ＩＬＳ 3,681.00

外用薬 2649729S2258 ケトプロフェン
７ｃｍ×１０ｃｍ１
枚

ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「杏林」
キョーリンリメ
ディオ

12.80

外用薬 2649729S3181 ケトプロフェン
１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「杏林」
キョーリンリメ
ディオ

18.10

外用薬 2649731S1291 フェルビナク
１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

フェルビナクパップ７０ｍｇ「ユート
ク」

大石膏盛堂 14.80
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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

内用薬 2399009D2020 メサラジン ９４％１ｇ ペンタサ顆粒９４％ 杏林製薬 164.90

内用薬 3999017B1025 ミコフェノール酸　モフェチル
２００ｍｇ１ｍＬ
（懸濁後の内用液と
して）

セルセプト懸濁用散３１．８％ 中外製薬 248.70

外用薬 2649729S5028 ケトプロフェン
１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ 久光製薬 43.70

［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27年12月11日より適用

品名
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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1月1日より適用

［別添３］

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 1179046F1028 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 ジェイゾロフト錠２５ｍｇ ファイザー 101.30

内用薬 1179046F2024 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 ジェイゾロフト錠５０ｍｇ ファイザー 175.90

内用薬 1179046F3020 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 ジェイゾロフト錠１００ｍｇ ファイザー 305.40

内用薬 1179046F4027 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 ジェイゾロフトＯＤ錠２５ｍｇ ファイザー 101.30

内用薬 1179046F5023 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 ジェイゾロフトＯＤ錠５０ｍｇ ファイザー 175.90

内用薬 1179046F6020 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 ジェイゾロフトＯＤ錠１００ｍｇ ファイザー 305.40

内用薬 2149110F2020
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジ
ド

１錠 プレミネント配合錠ＨＤ ＭＳＤ 208.40

内用薬 2149114F1021 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 エックスフォージ配合錠
ノバルティス
ファーマ

114.60

内用薬 2149114F2028 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 エックスフォージ配合ＯＤ錠
ノバルティス
ファーマ

114.60

内用薬 2190101F1020
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 カデュエット配合錠１番 ファイザー 75.30

内用薬 2190102F1025
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 カデュエット配合錠２番 ファイザー 120.10

内用薬 2190103F1020
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 カデュエット配合錠３番 ファイザー 97.00

内用薬 2190104F1024
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチ
ンカルシウム水和物

１錠 カデュエット配合錠４番 ファイザー 141.70

品名
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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1月1日より適用

［別添３］

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 2482009F1031
ノルエチステロン・エチニルエストラジ
オール

１錠 ルナベル配合錠ＬＤ ノーベルファーマ 336.60

内用薬 6249002F1024 リネゾリド ６００ｍｇ１錠 ザイボックス錠６００ｍｇ ファイザー 13,305.50

内用薬 3999009F1030 レボカルニチン塩化物 １００ｍｇ１錠 エルカルチン錠１００ｍｇ 大塚製薬 97.30

内用薬 3999009F2037 レボカルニチン塩化物 ３００ｍｇ１錠 エルカルチン錠３００ｍｇ 大塚製薬 292.00

内用薬 3999021F1023 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 エビスタ錠６０ｍｇ
日本イーライリ
リー

118.00

注射薬 3112401A1026 マキサカルシトール
２．５μｇ１ｍＬ１
管

オキサロール注２．５μｇ 中外製薬 1,295

注射薬 3112401A2022 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管 オキサロール注５μｇ 中外製薬 1,681

注射薬 3112401A3029 マキサカルシトール １０μｇ１ｍＬ１管 オキサロール注１０μｇ 中外製薬 2,487

注射薬 6139505F3020
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（２．２５ｇ）１瓶 ゾシン静注用２．２５ 大鵬薬品工業 1,805

注射薬 6139505F4026
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（４．５ｇ）１瓶 ゾシン静注用４．５ 大鵬薬品工業 2,687

注射薬 6139505G1022
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ
トリウム

（４．５ｇ）１キッ
ト（生理食塩液１０
０ｍＬ付）

ゾシン配合点滴静注用バッグ４．５ 大鵬薬品工業 3,315

注射薬 7990402A1029 アデノシン
６０ｍｇ２０ｍＬ１
瓶

アデノスキャン注６０ｍｇ 第一三共 13,556

外用薬 2419700R2029 デスモプレシン酢酸塩水和物 ５００μｇ１瓶 デスモプレシン・スプレー１０協和 協和発酵キリン 7,025.10
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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

内用薬 2149116F1020
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 ユニシア配合錠ＬＤ 武田薬品工業 135.60

内用薬 2149116F2027
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 ユニシア配合錠ＨＤ 武田薬品工業 135.60

［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2８年4月1日より適用

品名
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（参考：新旧対照表）
◎使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について(平成21年５月15日付け保医発第0515002号)の記の２

改 正 後 現 行

２ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について ２ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(１)～(９) 略 (１)～(９) 略

（削る） (10) メロペネム点滴静注用0.25ｇ「タイヨー」、メロペネム点滴

静注用0.25ｇ「日医工」、メロペネム点滴静注用0.5ｇ「タイ

ヨー」、メロペネム点滴静注用0.5ｇ「日医工」

本製剤の投与期間は、原則として14日以内とすること。

(10) (11) 略

◎使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について(平成21年11月13日付け保医発1113第１号)の記の２

改 正 後 現 行

２ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について ２ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略

（削る） (７) メロペネム点滴静注用バッグ0.5ｇ「ＮＰ」、メロペネム点

滴静注用バッグ0.5ｇ「日医工」、メロペネム点滴静注用バッ

グ0.5ｇ「明治」、メロペネム点滴静注用0.25ｇ「ＮＰ」、メロ

ペネム点滴静注用0.25ｇ「ケミファ」、メロペネム点滴静注用

0.25ｇ「サワイ」、メロペネム点滴静注用0.25ｇ「タナベ」、

メロペネム点滴静注用0.25ｇ「トーワ」、メロペネム点滴静注

用0.25ｇ「明治」、メロペネム点滴静注用0.5ｇ「ＮＰ」、メロ

ペネム点滴静注用0.5ｇ「ケミファ」、メロペネム点滴静注用0.

5ｇ「サワイ」、メロペネム点滴静注用0.5ｇ「タナベ」、メロ

ペネム点滴静注用0.5ｇ「トーワ」、メロペネム点滴静注用0.5

ｇ「明治」

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、

使用にあたっては十分留意すること。

(７) (８) 略



◎使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について(平成23年６月24日付け保医発0624第２号)の記の２

改 正 後 現 行

２ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について ２ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(１)～(８) 略 (１)～(８) 略

（削る） (９) メロペネム点滴静注用0.25g「ファイザー」及び同0.5g「フ

ァイザー」

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。

(９)～(11) 略 (10)～(12) 略

◎使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について(平成27年６月18日付け保医発0618第２号)の記の３

改 正 後 現 行

３ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について ３ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(１)～(８) 略 (１)～(８) 略

（削る） (９) メロペネム点滴静注用１g「NP」及び同「明治」

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。

(９) 略 (10) 略



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 アセチルシステイン内用液１７．６％「あゆみ」 アセチルシステイン １７．６％１ｍＬ 99.40

2 内用薬 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「テバ」 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠 8.10

3 内用薬 アマルエット配合錠１番「ＥＥ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 45.20

4 内用薬 アマルエット配合錠１番「ＫＮ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 45.20

5 内用薬 アマルエット配合錠１番「ケミファ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 45.20

6 内用薬 アマルエット配合錠１番「サワイ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 45.20

7 内用薬 アマルエット配合錠１番「サンド」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 45.20

8 内用薬 アマルエット配合錠１番「ＤＳＥＰ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 45.20

9 内用薬 アマルエット配合錠１番「ＴＣＫ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 45.20

10 内用薬 アマルエット配合錠１番「トーワ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 45.20

11 内用薬 アマルエット配合錠１番「日医工」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 45.20

12 内用薬 アマルエット配合錠１番「ニプロ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 45.20

13 内用薬 アマルエット配合錠２番「ＥＥ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 72.00

14 内用薬 アマルエット配合錠２番「ＫＮ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 72.00

15 内用薬 アマルエット配合錠２番「ケミファ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 72.00

16 内用薬 アマルエット配合錠２番「サワイ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 72.00

17 内用薬 アマルエット配合錠２番「サンド」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 72.00

18 内用薬 アマルエット配合錠２番「ＤＳＥＰ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 72.00

19 内用薬 アマルエット配合錠２番「ＴＣＫ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 72.00

20 内用薬 アマルエット配合錠２番「トーワ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 72.00

21 内用薬 アマルエット配合錠２番「日医工」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 72.00

22 内用薬 アマルエット配合錠２番「ニプロ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 72.00

23 内用薬 アマルエット配合錠３番「ＥＥ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 58.20

24 内用薬 アマルエット配合錠３番「ＫＮ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 58.20

25 内用薬 アマルエット配合錠３番「ケミファ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 58.20

26 内用薬 アマルエット配合錠３番「サワイ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 58.20

27 内用薬 アマルエット配合錠３番「サンド」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 58.20

28 内用薬 アマルエット配合錠３番「ＤＳＥＰ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 58.20

29 内用薬 アマルエット配合錠３番「ＴＣＫ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 58.20

30 内用薬 アマルエット配合錠３番「トーワ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 58.20

31 内用薬 アマルエット配合錠３番「日医工」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 58.20

32 内用薬 アマルエット配合錠３番「ニプロ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 58.20

33 内用薬 アマルエット配合錠４番「ＥＥ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 85.00

34 内用薬 アマルエット配合錠４番「ＫＮ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 85.00

35 内用薬 アマルエット配合錠４番「ケミファ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 85.00

Ｎｏ
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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)Ｎｏ

36 内用薬 アマルエット配合錠４番「サワイ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 85.00

37 内用薬 アマルエット配合錠４番「サンド」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 85.00

38 内用薬 アマルエット配合錠４番「ＤＳＥＰ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 85.00

39 内用薬 アマルエット配合錠４番「ＴＣＫ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 85.00

40 内用薬 アマルエット配合錠４番「トーワ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 85.00

41 内用薬 アマルエット配合錠４番「日医工」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 85.00

42 内用薬 アマルエット配合錠４番「ニプロ」
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカ
ルシウム水和物

１錠 85.00

43 内用薬 アムバロ配合錠「アメル」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 57.30

44 内用薬 アムバロ配合錠「ＥＥ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 57.30

45 内用薬 アムバロ配合錠「イセイ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 57.30

46 内用薬 アムバロ配合錠「ＳＮ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 57.30

47 内用薬 アムバロ配合錠「ＦＦＰ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 57.30

48 内用薬 アムバロ配合錠「オーハラ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 57.30

49 内用薬 アムバロ配合錠「科研」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 57.30

50 内用薬 アムバロ配合錠「杏林」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 57.30

51 内用薬 アムバロ配合錠「ＫＮ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 57.30

52 内用薬 アムバロ配合錠「ケミファ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 57.30

53 内用薬 アムバロ配合錠「サワイ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 57.30

54 内用薬 アムバロ配合錠「サンド」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 57.30

55 内用薬 アムバロ配合錠「ＪＧ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 57.30

56 内用薬 アムバロ配合錠「タナベ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 57.30

57 内用薬 アムバロ配合錠「ＤＳＥＰ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 57.30

58 内用薬 アムバロ配合錠「ＴＣＫ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 57.30

59 内用薬 アムバロ配合錠「テバ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 57.30

60 内用薬 アムバロ配合錠「トーワ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 57.30

61 内用薬 アムバロ配合錠「日医工」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 57.30

62 内用薬 アムバロ配合錠「日新」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 57.30

63 内用薬 アムバロ配合錠「ニットー」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 57.30

64 内用薬 アムバロ配合錠「ニプロ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 57.30

65 内用薬 アムバロ配合錠「ファイザー」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 57.30

66 内用薬 アムバロ配合錠「ＹＤ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 57.30

67 内用薬
イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 17.80

68 内用薬
イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 33.00

69 内用薬
イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 48.40

70 内用薬 イマチニブ錠２００ｍｇ「サワイ」 イマチニブメシル酸塩 ２００ｍｇ１錠 2,953.20
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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)Ｎｏ

71 内用薬 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「日新」 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 56.20

72 内用薬 オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ オルメサルタンメドキソミル １０ｍｇ１錠 64.70

73 内用薬 オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ オルメサルタンメドキソミル ２０ｍｇ１錠 123.30

74 内用薬 オルメテックＯＤ錠４０ｍｇ オルメサルタンメドキソミル ４０ｍｇ１錠 187.70

75 内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠２．５ｍｇ「ＪＧ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 24.00

76 内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＪＧ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 25.90

77 内用薬 オロパタジン塩酸塩顆粒０．５％「ＭＥＥＫ」 オロパタジン塩酸塩 ０．５％１ｇ 40.40

78 内用薬 局 カムシア配合錠ＨＤ「あすか」
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 81.40

79 内用薬 局 カムシア配合錠ＨＤ「サンド」
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 81.40

80 内用薬 局 カムシア配合錠ＨＤ「ニプロ」
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 81.40

81 内用薬 局 カムシア配合錠ＬＤ「あすか」
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 81.40

82 内用薬 局 カムシア配合錠ＬＤ「サンド」
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 81.40

83 内用薬 局 カムシア配合錠ＬＤ「ニプロ」
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 81.40

84 内用薬 カリジノゲナーゼ錠２５単位「あゆみ」 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 5.60

85 内用薬 カンデサルタンＯＤ錠２ｍｇ「明治」 カンデサルタンシレキセチル ２ｍｇ１錠 18.00

86 内用薬 カンデサルタンＯＤ錠４ｍｇ「明治」 カンデサルタンシレキセチル ４ｍｇ１錠 34.90

87 内用薬 カンデサルタンＯＤ錠８ｍｇ「明治」 カンデサルタンシレキセチル ８ｍｇ１錠 67.80

88 内用薬 カンデサルタンＯＤ錠１２ｍｇ「明治」 カンデサルタンシレキセチル １２ｍｇ１錠 85.90

89 内用薬 キプレスＯＤ錠１０ｍｇ モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 222.00

90 内用薬 サラゾスルファピリジン錠５００ｍｇ「日医工」 サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 16.60

91 内用薬 酸化マグネシウム細粒８３％「ヨシダ」 酸化マグネシウム ８３％１ｇ 13.40

92 内用薬 酸化マグネシウム錠２００ｍｇ「ヨシダ」 酸化マグネシウム ２００ｍｇ１錠 5.60

93 内用薬 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ヨシダ」 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠 5.60

94 内用薬 酸化マグネシウム錠３００ｍｇ「ヨシダ」 酸化マグネシウム ３００ｍｇ１錠 5.60

95 内用薬 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ヨシダ」 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠 5.60

96 内用薬 酸化マグネシウム錠４００ｍｇ「ヨシダ」 酸化マグネシウム ４００ｍｇ１錠 5.60

97 内用薬 酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ヨシダ」 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠 5.60

98 内用薬 シングレアＯＤ錠１０ｍｇ モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 222.00

99 内用薬 スプラタストトシル酸塩カプセル５０ｍｇ「テバ」 スプラタストトシル酸塩 ５０ｍｇ１カプセル 33.40

100 内用薬 スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ「テバ」 スプラタストトシル酸塩 １００ｍｇ１カプセル 33.70

101 内用薬 セルセプト懸濁用散３１．８％ ミコフェノール酸　モフェチル
２００ｍｇ１ｍＬ（懸濁後の

内用液として）
248.70

102 内用薬 セルトラリンＯＤ錠２５ｍｇ「アメル」 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 50.70

103 内用薬 セルトラリンＯＤ錠５０ｍｇ「アメル」 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 88.00

104 内用薬 セルトラリン錠２５ｍｇ「アメル」 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 50.70

105 内用薬 セルトラリン錠２５ｍｇ「科研」 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 50.70
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106 内用薬 セルトラリン錠２５ｍｇ「杏林」 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 50.70

107 内用薬 セルトラリン錠２５ｍｇ「ケミファ」 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 50.70

108 内用薬 セルトラリン錠２５ｍｇ「サワイ」 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 50.70

109 内用薬 セルトラリン錠２５ｍｇ「サンド」 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 50.70

110 内用薬 セルトラリン錠２５ｍｇ「三和」 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 50.70

111 内用薬 セルトラリン錠２５ｍｇ「ＪＧ」 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 50.70

112 内用薬 セルトラリン錠２５ｍｇ「タカタ」 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 50.70

113 内用薬 セルトラリン錠２５ｍｇ「タナベ」 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 50.70

114 内用薬 セルトラリン錠２５ｍｇ「ツルハラ」 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 50.70

115 内用薬 セルトラリン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 50.70

116 内用薬 セルトラリン錠２５ｍｇ「ＴＣＫ」 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 50.70

117 内用薬 セルトラリン錠２５ｍｇ「トーワ」 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 50.70

118 内用薬 セルトラリン錠２５ｍｇ「日医工」 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 50.70

119 内用薬 セルトラリン錠２５ｍｇ「ニプロ」 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 50.70

120 内用薬 セルトラリン錠２５ｍｇ「明治」 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 50.70

121 内用薬 セルトラリン錠２５ｍｇ「ＹＤ」 塩酸セルトラリン ２５ｍｇ１錠 50.70

122 内用薬 セルトラリン錠５０ｍｇ「アメル」 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 88.00

123 内用薬 セルトラリン錠５０ｍｇ「科研」 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 88.00

124 内用薬 セルトラリン錠５０ｍｇ「杏林」 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 88.00

125 内用薬 セルトラリン錠５０ｍｇ「ケミファ」 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 88.00

126 内用薬 セルトラリン錠５０ｍｇ「サワイ」 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 88.00

127 内用薬 セルトラリン錠５０ｍｇ「サンド」 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 88.00

128 内用薬 セルトラリン錠５０ｍｇ「三和」 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 88.00

129 内用薬 セルトラリン錠５０ｍｇ「ＪＧ」 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 88.00

130 内用薬 セルトラリン錠５０ｍｇ「タカタ」 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 88.00

131 内用薬 セルトラリン錠５０ｍｇ「タナベ」 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 88.00

132 内用薬 セルトラリン錠５０ｍｇ「ツルハラ」 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 88.00

133 内用薬 セルトラリン錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 88.00

134 内用薬 セルトラリン錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 88.00

135 内用薬 セルトラリン錠５０ｍｇ「トーワ」 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 88.00

136 内用薬 セルトラリン錠５０ｍｇ「日医工」 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 88.00

137 内用薬 セルトラリン錠５０ｍｇ「ニプロ」 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 88.00

138 内用薬 セルトラリン錠５０ｍｇ「明治」 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 88.00

139 内用薬 セルトラリン錠５０ｍｇ「ＹＤ」 塩酸セルトラリン ５０ｍｇ１錠 88.00

140 内用薬 セルトラリン錠１００ｍｇ「アメル」 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 152.90
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141 内用薬 セルトラリン錠１００ｍｇ「三和」 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 152.90

142 内用薬 セルトラリン錠１００ｍｇ「タカタ」 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 152.90

143 内用薬 セルトラリン錠１００ｍｇ「ツルハラ」 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 152.90

144 内用薬 セルトラリン錠１００ｍｇ「明治」 塩酸セルトラリン １００ｍｇ１錠 152.90

145 内用薬 タクロリムス錠０．５ｍｇ「あゆみ」 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１錠 297.50

146 内用薬 タクロリムス錠１ｍｇ「あゆみ」 タクロリムス水和物 １ｍｇ１錠 519.30

147 内用薬 タクロリムス錠１．５ｍｇ「あゆみ」 タクロリムス水和物 １．５ｍｇ１錠 725.60

148 内用薬 タクロリムス錠３ｍｇ「あゆみ」 タクロリムス水和物 ３ｍｇ１錠 1,281.70

149 内用薬 タクロリムス錠５ｍｇ「あゆみ」 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１錠 1,946.30

150 内用薬 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ＫＮ」 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 38.50

151 内用薬 タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ＫＮ」 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 72.00

152 内用薬 テプレノンカプセル５０ｍｇ「テバ」 テプレノン ５０ｍｇ１カプセル 6.80

153 内用薬 トラネキサム酸シロップ５％「テバ」 トラネキサム酸 ５％１ｍＬ 3.40

154 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」 ナフトピジル ２５ｍｇ１錠 25.40

155 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「トーワ」 ナフトピジル ５０ｍｇ１錠 49.60

156 内用薬 局 ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「トーワ」 ナフトピジル ７５ｍｇ１錠 73.40

157 内用薬 ニソルジピン錠５ｍｇ「テバ」 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 13.70

158 内用薬 バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「科研」 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 15.70

159 内用薬 バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 15.70

160 内用薬 バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「日医工」 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 15.70

161 内用薬 バルサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ファイザー」 バルサルタン ２０ｍｇ１錠 15.70

162 内用薬 バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「科研」 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 29.30

163 内用薬 バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ＴＣＫ」 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 29.30

164 内用薬 バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「日医工」 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 29.30

165 内用薬 バルサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ファイザー」 バルサルタン ４０ｍｇ１錠 29.30

166 内用薬 バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「科研」 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 54.60

167 内用薬 バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「ＴＣＫ」 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 54.60

168 内用薬 バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「日医工」 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 54.60

169 内用薬 バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「ファイザー」 バルサルタン ８０ｍｇ１錠 54.60

170 内用薬 バルサルタンＯＤ錠１６０ｍｇ「科研」 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 81.90

171 内用薬 バルサルタンＯＤ錠１６０ｍｇ「ＴＣＫ」 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 81.90

172 内用薬 バルサルタンＯＤ錠１６０ｍｇ「日医工」 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 81.90

173 内用薬 バルサルタンＯＤ錠１６０ｍｇ「ファイザー」 バルサルタン １６０ｍｇ１錠 81.90

174 内用薬 バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶 1,513.30

175 内用薬 ビオスリー配合ＯＤ錠 酪酸菌 １錠 5.60
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176 内用薬 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「サワイ」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 32.80

177 内用薬 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「サワイ」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 62.20

178 内用薬 ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠４ｍｇ「サワイ」 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 117.90

179 内用薬 局 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＤＫ」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 32.80

180 内用薬 局 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＤＫ」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 62.20

181 内用薬 局 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＤＫ」 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 117.90

182 内用薬 局 ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「テバ」 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル 28.10

183 内用薬 局 ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「テバ」 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル 46.80

184 内用薬 局 フェノバルビタール「ホエイ」原末 フェノバルビタール １ｇ 29.70

185 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 5.40

186 内用薬 フリウェル配合錠ＬＤ ノルエチステロン・エチニルエストラジオール １錠 173.30

187 内用薬 ペンタサ顆粒９４％ メサラジン ９４％１ｇ 164.90

188 内用薬 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「サワイ」 メサラジン ４００ｍｇ１錠 48.40

189 内用薬 局 メトクロプラミド錠５ｍｇ「テバ」 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 5.60

190 内用薬 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「トーワ」 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 10.40

191 内用薬 局 メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「日医工」 メトホルミン塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 10.40

192 内用薬 ユリーフＯＤ錠２ｍｇ シロドシン ２ｍｇ１錠 41.70

193 内用薬 ユリーフＯＤ錠４ｍｇ シロドシン ４ｍｇ１錠 81.30

194 内用薬 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワイ」 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 70.80

195 内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「ＲＴＯ」 ランソプラゾール １５ｍｇ１錠 34.80

196 内用薬 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ＲＴＯ」 ランソプラゾール ３０ｍｇ１錠 61.80

197 内用薬 リネゾリド錠６００ｍｇ「明治」 リネゾリド ６００ｍｇ１錠 7,030.70

198 内用薬 局 レバミピド錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 レバミピド １００ｍｇ１錠 9.60

199 内用薬 レベニンＳ配合散 ビフィズス菌 １ｇ 6.20

200 内用薬 レベニンＳ配合錠 ビフィズス菌 １錠 6.20

201 内用薬 レベニン錠 耐性乳酸菌 １錠 5.80

202 内用薬 レボカルニチン塩化物錠１００ｍｇ「イセイ」 レボカルニチン塩化物 １００ｍｇ１錠 58.40

203 内用薬 レボカルニチン塩化物錠１００ｍｇ「日医工」 レボカルニチン塩化物 １００ｍｇ１錠 58.40

204 内用薬 レボカルニチン塩化物錠１００ｍｇ「フソー」 レボカルニチン塩化物 １００ｍｇ１錠 58.40

205 内用薬 レボカルニチン塩化物錠３００ｍｇ「イセイ」 レボカルニチン塩化物 ３００ｍｇ１錠 175.20

206 内用薬 レボカルニチン塩化物錠３００ｍｇ「日医工」 レボカルニチン塩化物 ３００ｍｇ１錠 175.20

207 内用薬 レボカルニチン塩化物錠３００ｍｇ「フソー」 レボカルニチン塩化物 ３００ｍｇ１錠 175.20

208 内用薬 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＥＥ」 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド １錠 104.30

209 内用薬 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「杏林」 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド １錠 104.30

210 内用薬 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＫＮ」 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド １錠 104.30
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211 内用薬 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「三和」 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド １錠 104.30

212 内用薬 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＪＧ」 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド １錠 104.30

213 内用薬 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「テバ」 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド １錠 104.30

214 注射薬 アスルダム配合注１ｍＬ 肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド １ｍＬ１管 58

215 注射薬 アスルダム配合注２ｍＬ 肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド ２ｍＬ１管 95

216 注射薬 アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ「ＦＲＩ」 アデノシン ６０ｍｇ２０ｍＬ１筒 7,172

217 注射薬 局 イオパミドール３７０注シリンジ６５ｍＬ「ＨＫ」 イオパミドール ７５．５２％６５ｍＬ１筒 3,334

218 注射薬 局 イオベリン３００注シリンジ５０ｍＬ イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１筒 3,624

219 注射薬 局 イオベリン３００注シリンジ８０ｍＬ イオヘキソール ６４．７１％８０ｍＬ１筒 5,041

220 注射薬 局 イオベリン３００注シリンジ１００ｍＬ イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１筒 5,453

221 注射薬 局 イオベリン３５０注シリンジ４５ｍＬ イオヘキソール ７５．４９％４５ｍＬ１筒 3,646

222 注射薬 イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ハンルイ」 イリノテカン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ２ｍＬ１瓶 2,491

223 注射薬
イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ハンル
イ」

イリノテカン塩酸塩水和物 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 5,719

224 注射薬
オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ／４０ｍＬ
「サンド」

オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 62,068

225 注射薬
オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ／４０ｍＬ
「ホスピーラ」

オキサリプラチン ２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶 62,068

226 注射薬
オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ／１００ｍＬバッグ
「ＩＰ」

オザグレルナトリウム ８０ｍｇ１００ｍＬ１袋 1,575

227 注射薬 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子
２，０００単位１瓶（溶解液

付）
120,865

228 注射薬
ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／５．３ｍＬ「ホ
スピーラ」

ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ５．３ｍＬ１瓶 1,825

229 注射薬
ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２６．３ｍＬ「ホス
ピーラ」

ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ２６．３ｍＬ１瓶 12,649

230 注射薬 献血アルブミン５％静注５ｇ／１００ｍＬ「ＪＢ」 人血清アルブミン ５％１００ｍＬ１瓶 3,492

231 注射薬
献血アルブミン５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ「Ｊ
Ｂ」

人血清アルブミン ５％２５０ｍＬ１瓶 6,067

232 注射薬 献血アルブミン２０％静注４ｇ／２０ｍＬ「ＪＢ」 人血清アルブミン ２０％２０ｍＬ１瓶 2,297

233 注射薬 献血アルブミン２０％静注１０ｇ／５０ｍＬ「ＪＢ」 人血清アルブミン ２０％５０ｍＬ１瓶 5,022

234 注射薬 献血ポリグロビンＮ５％静注０．５ｇ／１０ｍＬ ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン ５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶 5,040

235 注射薬 献血ポリグロビンＮ５％静注２．５ｇ／５０ｍＬ ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン ２．５ｇ５０ｍＬ１瓶 22,207

236 注射薬 献血ポリグロビンＮ５％静注５ｇ／１００ｍＬ ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン ５ｇ１００ｍＬ１瓶 41,914

237 注射薬 献血ポリグロビンＮ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン ５ｇ５０ｍＬ１瓶 41,914

238 注射薬 献血ポリグロビンＮ１０％静注１０ｇ／１００ｍＬ ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン １０ｇ１００ｍＬ１瓶 80,314

239 注射薬 スルバクシン静注用３ｇ
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリ
ウム

（３ｇ）１瓶 436

240 注射薬 局 セフメタゾールＮａ静注用０．２５ｇ「テバ」 セフメタゾールナトリウム ２５０ｍｇ１瓶 95

241 注射薬 局 セフメタゾールＮａ静注用０．５ｇ「テバ」 セフメタゾールナトリウム ５００ｍｇ１瓶 163

242 注射薬 局 セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「テバ」 セフメタゾールナトリウム １ｇ１瓶 286

243 注射薬 局 セフメタゾールＮａ静注用２ｇ「テバ」 セフメタゾールナトリウム ２ｇ１瓶 580

244 注射薬 ソマトロピンＢＳ皮下注５ｍｇ「サンド」シュアパル ソマトロピン（遺伝子組換え） ５ｍｇ１筒 24,930

245 注射薬
ソマトロピンＢＳ皮下注１０ｍｇ「サンド」シュアパ
ル

ソマトロピン（遺伝子組換え） １０ｍｇ１筒 47,675
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246 注射薬 ソリタックス－Ｈ輸液 維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１袋 233

247 注射薬 ソリタ－Ｔ１号輸液 開始液 ２００ｍＬ１袋 143

248 注射薬 ソリタ－Ｔ１号輸液 開始液 ５００ｍＬ１袋 171

249 注射薬 ソリタ－Ｔ２号輸液 脱水補給液 ２００ｍＬ１袋 161

250 注射薬 ソリタ－Ｔ２号輸液 脱水補給液 ５００ｍＬ１袋 178

251 注射薬 ソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 149

252 注射薬 ソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 156

253 注射薬 ソリタ－Ｔ３号輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 142

254 注射薬 ソリタ－Ｔ３号輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 157

255 注射薬 ソリタ－Ｔ４号輸液 術後回復液 ２００ｍＬ１袋 136

256 注射薬 ソリタ－Ｔ４号輸液 術後回復液 ５００ｍＬ１袋 170

257 注射薬 局 タゾピペ配合静注用２．２５「ＳＮ」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１瓶 930

258 注射薬 局 タゾピペ配合静注用２．２５「サンド」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１瓶 930

259 注射薬 局 タゾピペ配合静注用２．２５「ＣＨＭ」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１瓶 930

260 注射薬 局 タゾピペ配合静注用２．２５「ＤＳＥＰ」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１瓶 930

261 注射薬 局 タゾピペ配合静注用２．２５「ＤＫ」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１瓶 930

262 注射薬 局 タゾピペ配合静注用２．２５「テバ」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１瓶 930

263 注射薬 局 タゾピペ配合静注用２．２５「日医工」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１瓶 930

264 注射薬 局 タゾピペ配合静注用２．２５「ニプロ」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１瓶 930

265 注射薬 局 タゾピペ配合静注用２．２５「ファイザー」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１瓶 930

266 注射薬 局 タゾピペ配合静注用２．２５「明治」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１瓶 930

267 注射薬 局 タゾピペ配合静注用４．５「ＳＮ」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１瓶 1,384

268 注射薬 局 タゾピペ配合静注用４．５「サンド」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１瓶 1,384

269 注射薬 局 タゾピペ配合静注用４．５「ＣＨＭ」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１瓶 1,384

270 注射薬 局 タゾピペ配合静注用４．５「ＤＳＥＰ」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１瓶 1,384

271 注射薬 局 タゾピペ配合静注用４．５「ＤＫ」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１瓶 1,384

272 注射薬 局 タゾピペ配合静注用４．５「テバ」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１瓶 1,384

273 注射薬 局 タゾピペ配合静注用４．５「日医工」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１瓶 1,384

274 注射薬 局 タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１瓶 1,384

275 注射薬 局 タゾピペ配合静注用４．５「ファイザー」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１瓶 1,384

276 注射薬 局 タゾピペ配合静注用４．５「明治」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１瓶 1,384

277 注射薬 タゾピペ配合点滴静注用バッグ２．２５「ＤＳＥＰ」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１キット（生
理食塩液１００ｍＬ付）

1,448

278 注射薬 タゾピペ配合点滴静注用バッグ２．２５「ニプロ」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１キット（生
理食塩液１００ｍＬ付）

1,448

279 注射薬
タゾピペ配合点滴静注用バッグ２．２５「ファイ
ザー」

タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１キット（生
理食塩液１００ｍＬ付）

1,448

280 注射薬 タゾピペ配合点滴静注用バッグ４．５「ＤＳＥＰ」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１キット（生理
食塩液１００ｍＬ付）

1,902
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281 注射薬 タゾピペ配合点滴静注用バッグ４．５「ニプロ」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１キット（生理
食塩液１００ｍＬ付）

1,902

282 注射薬 タゾピペ配合点滴静注用バッグ４．５「ファイザー」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１キット（生理
食塩液１００ｍＬ付）

1,902

283 注射薬 タゾピペ配合点滴静注用２．２５バッグ「サンド」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（２．２５ｇ）１キット（生
理食塩液１００ｍＬ付）

1,448

284 注射薬 タゾピペ配合点滴静注用４．５バッグ「サンド」
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

（４．５ｇ）１キット（生理
食塩液１００ｍＬ付）

1,902

285 注射薬 局 トラネキサム酸注射液１０００ｍｇ「テバ」 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管 68

286 注射薬 局
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ＭＥＥ
Ｋ」

バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶 1,132

287 注射薬 局
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用１．０ｇ「ＭＥＥ
Ｋ」

バンコマイシン塩酸塩 １ｇ１瓶 1,566

288 注射薬 ヒシセオール配合点滴静注 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋 185

289 注射薬 ヒシセオール配合点滴静注 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１袋 272

290 注射薬 ヒシセオール配合点滴静注 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１袋 386

291 注射薬 ピシリバクタ静注用３ｇ
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリ
ウム

（３ｇ）１瓶 436

292 注射薬 ヘパリンＣａ皮下注１万単位／０．４ｍＬ「サワイ」 ヘパリンカルシウム １０，０００単位１瓶 473

293 注射薬 マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「テバ」 マキサカルシトール ２．５μｇ１ｍＬ１管 666

294 注射薬 マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「日医工」 マキサカルシトール ２．５μｇ１ｍＬ１管 666

295 注射薬 マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「ニプロ」 マキサカルシトール ２．５μｇ１ｍＬ１管 666

296 注射薬
マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「ファイ
ザー」

マキサカルシトール ２．５μｇ１ｍＬ１管 666

297 注射薬 マキサカルシトール静注透析用５μｇ「テバ」 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管 865

298 注射薬 マキサカルシトール静注透析用５μｇ「日医工」 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管 865

299 注射薬 マキサカルシトール静注透析用５μｇ「ニプロ」 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管 865

300 注射薬 マキサカルシトール静注透析用５μｇ「ファイザー」 マキサカルシトール ５μｇ１ｍＬ１管 865

301 注射薬 マキサカルシトール静注透析用１０μｇ「テバ」 マキサカルシトール １０μｇ１ｍＬ１管 1,123

302 注射薬 マキサカルシトール静注透析用１０μｇ「日医工」 マキサカルシトール １０μｇ１ｍＬ１管 1,123

303 注射薬 マキサカルシトール静注透析用１０μｇ「ニプロ」 マキサカルシトール １０μｇ１ｍＬ１管 1,123

304 注射薬
マキサカルシトール静注透析用１０μｇ「ファイ
ザー」

マキサカルシトール １０μｇ１ｍＬ１管 1,123

305 注射薬 ミダゾラム注射液１０ｍｇ「テバ」 ミダゾラム １０ｍｇ２ｍＬ１管 75

306 注射薬 メロペネム点滴静注用バッグ１ｇ「ＮＰ」 メロペネム水和物
１ｇ１キット（生理食塩液１

００ｍＬ付）
1,903

307 注射薬 局 メロペネム点滴静注用バッグ１ｇ「明治」 メロペネム水和物
１ｇ１キット（生理食塩液１

００ｍＬ付）
1,616

308 注射薬 ユーシオン－Ｓ静注用３ｇ
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリ
ウム

（３ｇ）１瓶 436

309 注射薬 ユナスピン静注用３ｇ
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリ
ウム

（３ｇ）１瓶 436

310 注射薬 リナセート輸液 ブドウ糖加酢酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 156

311 注射薬 ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 開始液 ２００ｍＬ１袋 131

312 注射薬 ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 開始液 ５００ｍＬ１袋 135

313 注射薬 ＹＤソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 127

314 注射薬 ＹＤソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 128

315 注射薬 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 維持液 ２００ｍＬ１袋 125
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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)Ｎｏ

316 注射薬 ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 維持液 ５００ｍＬ１袋 125

317 外用薬
アセチルシステインＮａ塩注入・吸入用液２０Ｗ／
Ｖ％「あゆみ」

アセチルシステイン １７．６２％２ｍＬ１管 50.10

318 外用薬 ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「杏林」 ケトプロフェン ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 12.80

319 外用薬 ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「杏林」 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 18.10

320 外用薬 ジクロフェナクＮａ点眼液０．１％「あゆみ」 ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ 49.00

321 外用薬 デスモプレシン点鼻スプレー０．０１％「ＩＬＳ」 デスモプレシン酢酸塩水和物 ５００μｇ１瓶 3,681.00

322 外用薬 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「杏林」 ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶 184.70

323 外用薬 ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「杏林」 ヒアルロン酸ナトリウム ０．３％５ｍＬ１瓶 259.80

324 外用薬 フェルビナクパップ７０ｍｇ「ユートク」 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 14.80

325 外用薬 ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「ニットー」 ブロムフェナクナトリウム水和物 ０．１％１ｍＬ 69.60

326 外用薬
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μｇ
「ファイザー」

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル ９．３７５ｍｇ７．５ｇ１瓶 468.00

327 外用薬 ポビドンヨードガーグル７％「あゆみ」 ポビドンヨード ７％１ｍＬ 2.40

328 外用薬 モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 43.70
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  別表第７（平成28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 内用薬 アセチルシステイン内用液１７．６％「ショーワ」 アセチルシステイン １７．６％１ｍＬ

2 内用薬 塩酸バンコマイシン散０．５「ＭＥＥＫ」 バンコマイシン塩酸塩 ５００ｍｇ１瓶

3 内用薬 局 塩酸ピルジカイニドカプセル２５ｍｇ「タイヨー」 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ２５ｍｇ１カプセル

4 内用薬 局 塩酸ピルジカイニドカプセル５０ｍｇ「タイヨー」 ピルシカイニド塩酸塩水和物 ５０ｍｇ１カプセル

5 内用薬 カリジノゲナーゼ錠２５単位「ショーワ」 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠

6 内用薬 カルジール錠２００ アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠

7 内用薬
スプラタストトシル酸塩カプセル５０ｍｇ「タイ
ヨー」

スプラタストトシル酸塩 ５０ｍｇ１カプセル

8 内用薬
スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ「タイ
ヨー」

スプラタストトシル酸塩 １００ｍｇ１カプセル

9 内用薬 スラマ錠５００ｍｇ サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠

10 内用薬 セループカプセル５０ｍｇ テプレノン ５０ｍｇ１カプセル

11 内用薬 タクロリムス錠０．５ｍｇ「参天」 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１錠

12 内用薬 タクロリムス錠１ｍｇ「参天」 タクロリムス水和物 １ｍｇ１錠

13 内用薬 タクロリムス錠１．５ｍｇ「参天」 タクロリムス水和物 １．５ｍｇ１錠

14 内用薬 タクロリムス錠３ｍｇ「参天」 タクロリムス水和物 ３ｍｇ１錠

15 内用薬 タクロリムス錠５ｍｇ「参天」 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１錠

16 内用薬 チムケント錠２０ エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠

17 内用薬 トラネキサム酸シロップ５％「タイヨー」 トラネキサム酸 ５％１ｍＬ

18 内用薬 局 フェノバルビタール「ホエイ」 フェノバルビタール １ｇ

19 内用薬 ブチブロン錠１０ｍｇ ブチルスコポラミン臭化物 １０ｍｇ１錠

20 内用薬 局 ペラプリン錠５ｍｇ メトクロプラミド ５ｍｇ１錠

21 内用薬 マグラックス細粒８３％ 酸化マグネシウム ８３％１ｇ

22 内用薬 マグラックス錠２００ｍｇ 酸化マグネシウム ２００ｍｇ１錠

23 内用薬 マグラックス錠２５０ｍｇ 酸化マグネシウム ２５０ｍｇ１錠

24 内用薬 マグラックス錠３００ｍｇ 酸化マグネシウム ３００ｍｇ１錠

25 内用薬 マグラックス錠３３０ｍｇ 酸化マグネシウム ３３０ｍｇ１錠

26 内用薬 マグラックス錠４００ｍｇ 酸化マグネシウム ４００ｍｇ１錠

27 内用薬 マグラックス錠５００ｍｇ 酸化マグネシウム ５００ｍｇ１錠

28 内用薬 リオハード錠５ｍｇ ニソルジピン ５ｍｇ１錠

29 内用薬 レベニンＳ散 ビフィズス菌 １ｇ

30 注射薬 アスルダム注１ｍＬ 肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド １ｍＬ１管

31 注射薬 アスルダム注２ｍＬ 肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド ２ｍＬ１管

Ｎｏ
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  別表第７（平成28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Ｎｏ

32 注射薬 局 イオベリンシリンジ３００ イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１筒

33 注射薬 局 イオベリンシリンジ３００ イオヘキソール ６４．７１％８０ｍＬ１筒

34 注射薬 局 イオベリンシリンジ３００ イオヘキソール ６４．７１％１００ｍＬ１筒

35 注射薬
献血アルブミン５％静注５ｇ／１００ｍＬ「ベネシ
ス」

人血清アルブミン ５％１００ｍＬ１瓶

36 注射薬
献血アルブミン５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ「ベ
ネシス」

人血清アルブミン ５％２５０ｍＬ１瓶

37 注射薬 赤十字アルブミン２０％静注４ｇ／２０ｍＬ 人血清アルブミン ２０％２０ｍＬ１瓶

38 注射薬 赤十字アルブミン２０％静注１０ｇ／５０ｍＬ 人血清アルブミン ２０％５０ｍＬ１瓶

39 注射薬 局 セフメタゾールＮａ静注用０．２５ｇ「タイヨー」 セフメタゾールナトリウム ２５０ｍｇ１瓶

40 注射薬 局 セフメタゾールＮａ静注用０．５ｇ「タイヨー」 セフメタゾールナトリウム ５００ｍｇ１瓶

41 注射薬 局 セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「タイヨー」 セフメタゾールナトリウム １ｇ１瓶

42 注射薬 局 セフメタゾールＮａ静注用２ｇ「タイヨー」 セフメタゾールナトリウム ２ｇ１瓶

43 注射薬 局 点滴静注用バンコマイシン０．５「ＭＥＥＫ」 バンコマイシン塩酸塩 ０．５ｇ１瓶

44 注射薬 局 点滴静注用バンコマイシン１．０「ＭＥＥＫ」 バンコマイシン塩酸塩 １ｇ１瓶

45 注射薬 局 トラネキサム酸注射液１０００ｍｇ「タイヨー」 トラネキサム酸 １０％１０ｍＬ１管

46 注射薬 日赤ポリグロビンＮ５％静注０．５ｇ／１０ｍＬ ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン ５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶

47 注射薬 日赤ポリグロビンＮ５％静注２．５ｇ／５０ｍＬ ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン ２．５ｇ５０ｍＬ１瓶

48 注射薬 日赤ポリグロビンＮ５％静注５ｇ／１００ｍＬ ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン ５ｇ１００ｍＬ１瓶

49 注射薬 日赤ポリグロビンＮ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン ５ｇ５０ｍＬ１瓶

50 注射薬 日赤ポリグロビンＮ１０％静注１０ｇ／１００ｍＬ ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン １０ｇ１００ｍＬ１瓶

51 注射薬 ヒシセオール液 濃グリセリン・果糖 ２００ｍＬ１袋

52 注射薬 ヒシセオール液 濃グリセリン・果糖 ３００ｍＬ１袋

53 注射薬 ヒシセオール液 濃グリセリン・果糖 ５００ｍＬ１袋

54 注射薬 ミダゾラム注射液１０ｍｇ「タイヨー」 ミダゾラム １０ｍｇ２ｍＬ１管

55 外用薬
アセチルシステインＮａ塩注入・吸入用液２０Ｗ／
Ｖ％「ショーワ」

アセチルシステイン １７．６２％２ｍＬ１管

56 外用薬 ジクロフェナクＮａ点眼液０．１％「ショーワ」 ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ

57 外用薬 ヒアール点眼液０．１ ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶

58 外用薬 ポビドンヨードガーグル７％「ショーワ」 ポビドンヨード ７％１ｍＬ

59 外用薬 マイリー点鼻液０．１２５％ ベクロメタゾンプロピオン酸エステル ９．３７５ｍｇ７．５ｇ１瓶

60 外用薬 マルチネスパップ７０ｍｇ フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

2 / 2 ページ


	271210新旧対照表.pdf

