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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。）が令和４年厚生

労働省告示第203号及び令和４年厚生労働省告示204号をもって改正され、令和４年６月17

日から適用することとされたところですが、その概要及び関係通知の改正は下記のとおり

ですので、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。以下「医薬品医療機器等法」という。）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 88 品目、注射薬 21 品目及

び外用薬２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 31品目、注射薬 21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。 

 

(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 ７，９１４ ３，６０７ ２，１０６ ２６ １３，６５３ 

 

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７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、令和５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、販売名の変更があった医薬

品（注射薬１品目）について、掲示事項等告示別表第３に収載したものであること。 

 

(３) 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 31品目、注射薬 22品目及び外用薬 10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２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４に収載することによ

り、令和５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。 

 

(４) (１)及び(３)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 １７１ ９１ ４６ ０ ３０８ 

 

(５) (２)により掲示事項等告示の別表第３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 ５ ７ ３５ ４７ 

 

(６) (３)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 ０ １ ０ ０ １ 

 

３ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について 

(１) ドロエチ配合錠「あすか」 

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 本製剤は１シートに有効成分を含有する錠剤（実薬錠）を 24錠及び有効成分を

含有しない錠剤（プラセボ錠）を４錠、合計 28錠を含む製剤であり、その用法・

用量から、原則、シートの形態で処方されるものであるため、実薬錠及びプラセ

ボ錠の区別無く、本製剤の１日あたりに算定した額を用いて、以下に示す例を参

考に請求を行うこと。 

例） ドロエチ配合錠「あすか」 １錠 

１日１回 28日分 

 

(２) トルバプタン OD錠 7.5mg「オーツカ」、トルバプタン OD 錠 7.5mg「DSEP」、トル

バプタン OD錠 7.5mg「TE」、トルバプタン OD錠 7.5mg「ニプロ」及びトルバプタン

顆粒１％「トーワ」 

本製剤の警告において、「本剤投与により、急激な水利尿から脱水症状や高ナトリ

ウム血症を来し、意識障害に至った症例が報告されており、また、急激な血清ナト

リウム濃度の上昇による浸透圧性脱髄症候群を来すおそれがあることから、入院下

で投与を開始又は再開すること。また、特に投与開始日又は再開日には血清ナトリ

ウム濃度を頻回に測定すること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留

意すること。 

 

(３) テリパラチド皮下注用 56.5µg「サワイ」 

① 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に、「本剤の適用にあたっては、低

骨密度、既存骨折、加齢、大腿骨頸部骨折の家族歴等の骨折の危険因子を有する

患者を対象とすること。」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。 

② 本製剤の用法・用量に、「本剤の投与は 24 ヵ月間までとすること」とされ、こ

れに関連する使用上の注意に、「本剤の投与をやむを得ず一時中断したのちに再投

与する場合であっても、投与週数の合計が 24ヵ月（104週）を超えないこと。ま

た、24ヵ月（104週）の投与終了後、再度 24ヵ月（104週）の投与を繰り返さな

いこと。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。 

③ 本製剤は、「掲示事項等告示」の第 10第１号に規定する療担規則第 20条第２号

ト及び療担基準第 20 条第３号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与すること

ができる注射薬である「テリパラチド製剤」に該当するが、「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区分番号「C101」

在宅自己注射指導管理料は算定できないこと。 

 



 

(４) トリセノックス点滴静注 12mg 

本製剤の使用上の注意に「緊急医療体制の整備された医療機関において白血病（特

に急性前骨髄球性白血病（APL））の治療に十分な知識と経験を持つ医師のもとで治

療を行うこと。」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。 

 

４ 関係通知等の一部改正について 

「「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」（令和４年３

月４日付け保医発 0304第７号）を以下のとおり改正する。 

① 別紙１に別添１に掲げる医薬品を加え、令和４年６月 17日から適用すること。 

② 別紙３に別添２に掲げる医薬品を加え、令和４年７月１日から適用すること。 

③ 別紙３に別添３に掲げる医薬品を加え、令和４年 10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 1139010F1148 レベチラセタム ２５０ｍｇ１錠 　
レベチラセタム錠２５０ｍｇ「サン
ド」

サンド 36.50

内用薬 1139010F2144 レベチラセタム ５００ｍｇ１錠 　
レベチラセタム錠５００ｍｇ「サン
ド」

サンド 59.50

内用薬 1149038F1032 トラマドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 　
トラマドール塩酸塩ＯＤ錠２５ｍｇ
「ＫＯ」

寿製薬 12.60

内用薬 1149038F2039 トラマドール塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 　
トラマドール塩酸塩ＯＤ錠５０ｍｇ
「ＫＯ」

寿製薬 22.20

内用薬 1169012F1219 プラミペキソール塩酸塩水和物
０．１２５ｍｇ１
錠

　
プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５
ｍｇ「ＶＴＲＳ」

マイランＥＰＤ 11.60

内用薬 1169012F2215 プラミペキソール塩酸塩水和物 ０．５ｍｇ１錠 　
プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ
「ＶＴＲＳ」

マイランＥＰＤ 41.50

内用薬 1179041F1378 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠１０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランＥＰＤ 20.20

内用薬 1179041F2374 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠２０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランＥＰＤ 36.50

内用薬 1179041F3362 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 局 パロキセチン錠５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランＥＰＤ 12.60

内用薬 1179042C1139 クエチアピンフマル酸塩 ５０％１ｇ 局 クエチアピン細粒５０％「タカタ」 高田製薬 155.00

内用薬 1179042F2212 クエチアピンフマル酸塩 １００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠１００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 28.90

内用薬 1179042F3219 クエチアピンフマル酸塩 ２００ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠２００ｍｇ「タカタ」 高田製薬 53.60

内用薬 1179042F5076 クエチアピンフマル酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 クエチアピン錠５０ｍｇ「タカタ」 高田製薬 15.50

内用薬 1179045F8036 アリピプラゾール １ｍｇ１錠 　 アリピプラゾール錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 5.90

内用薬 1179045S5027 アリピプラゾール
０．１％１ｍＬ１
包

　
アリピプラゾール内用液１ｍｇ分包
「サワイ」

沢井製薬 14.40

内用薬 1179052M1189 デュロキセチン塩酸塩
２０ｍｇ１カプセ
ル

　
デュロキセチンカプセル２０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

39.60

内用薬 1179052M2185 デュロキセチン塩酸塩
３０ｍｇ１カプセ
ル

　
デュロキセチンカプセル３０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

53.40

内用薬 1190016F1032 ラメルテオン ８ｍｇ１錠 　 ラメルテオン錠８ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 27.90

内用薬 2139011D1030 トルバプタン １％１ｇ 　 トルバプタン顆粒１％「トーワ」 東和薬品 743.70

内用薬 2139011F3034 トルバプタン ７．５ｍｇ１錠 　
トルバプタンＯＤ錠７．５ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エスファ 491.60

内用薬 2139011F3042 トルバプタン ７．５ｍｇ１錠 　
トルバプタンＯＤ錠７．５ｍｇ「Ｔ
Ｅ」

トーアエイヨー 491.60

内用薬 2139011F3050 トルバプタン ７．５ｍｇ１錠 　
トルバプタンＯＤ錠７．５ｍｇ「オー
ツカ」

大塚製薬工場 491.60

内用薬 2139011F3069 トルバプタン ７．５ｍｇ１錠 　
トルバプタンＯＤ錠７．５ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 491.60

内用薬 2149032F2192 カルベジロール ２０ｍｇ１錠 局
カルベジロール錠２０ｍｇ「ＶＴＲ
Ｓ」

マイランＥＰＤ 24.50

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
※令和４年６月17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 2149039F2372 ロサルタンカリウム ５０ｍｇ１錠 局 ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランＥＰＤ 26.10

内用薬 2149110F2330
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「ＶＴＲＳ」 マイランＥＰＤ 40.70

内用薬 2189016F3306 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 局
ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＶＴＲ
Ｓ」

マイランＥＰＤ 41.60

内用薬 2189017F1294 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 　
ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＶＴＲ
Ｓ」

マイランＥＰＤ 8.60

内用薬 2189017F2290 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 　 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランＥＰＤ 13.00

内用薬 2189019M1039 オメガ－３脂肪酸エチル ２ｇ１包 　
オメガ－３脂肪酸エチル粒状カプセル
２ｇ「ＭＪＴ」

森下仁丹 98.20

内用薬 2189019M1047 オメガ－３脂肪酸エチル ２ｇ１包 　
オメガ－３脂肪酸エチル粒状カプセル
２ｇ「ＹＤ」

陽進堂 98.20

内用薬 2189019M1055 オメガ－３脂肪酸エチル ２ｇ１包 　
オメガ－３脂肪酸エチル粒状カプセル
２ｇ「武田テバ」

武田テバファーマ 98.20

内用薬 2189019M1063 オメガ－３脂肪酸エチル ２ｇ１包 　
オメガ－３脂肪酸エチル粒状カプセル
２ｇ「トーワ」

東和薬品 98.20

内用薬 2189019M1071 オメガ－３脂肪酸エチル ２ｇ１包 　
オメガ－３脂肪酸エチル粒状カプセル
２ｇ「ニプロ」

ニプロ 98.20

内用薬 2325006F2130 ラフチジン １０ｍｇ１錠 局 ラフチジン錠１０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランＥＰＤ 12.20

内用薬 2329028F1325 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 　
ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＶＴ
ＲＳ」

マイランＥＰＤ 34.40

内用薬 2329028F2321 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 　
ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ＶＴ
ＲＳ」

マイランＥＰＤ 68.00

内用薬 2329028F3212 ラベプラゾールナトリウム ５ｍｇ１錠 　
ラベプラゾールＮａ錠５ｍｇ「ＶＴＲ
Ｓ」

マイランＥＰＤ 19.30

内用薬 2482011F1039
ドロスピレノン・エチニルエストラジ
オール　ベータデクス

１シート 　 ドロエチ配合錠「あすか」 あすか製薬 2,882.30

内用薬 2499010F3034 ジエノゲスト ０．５ｍｇ１錠 　 ジエノゲスト錠０．５ｍｇ「モチダ」 持田製薬販売 57.50

内用薬 3949003F1031 フェブキソスタット １０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠１０ｍｇ「ＡＦ
Ｐ」

アルフレッサ
ファーマ

7.60

内用薬 3949003F1040 フェブキソスタット １０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠１０ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エスファ 7.60

内用薬 3949003F1058 フェブキソスタット １０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠１０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 7.60

内用薬 3949003F1066 フェブキソスタット １０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠１０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 7.60

内用薬 3949003F1074 フェブキソスタット １０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠１０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 7.60

内用薬 3949003F1082 フェブキソスタット １０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠１０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

7.60

内用薬 3949003F1090 フェブキソスタット １０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠１０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 7.60

内用薬 3949003F1104 フェブキソスタット １０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 7.60

内用薬 3949003F1112 フェブキソスタット水和物 １０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 7.60

内用薬 3949003F1120 フェブキソスタット １０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠１０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 7.60
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内用薬 3949003F1139 フェブキソスタット １０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠１０ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 7.60

内用薬 3949003F1147 フェブキソスタット １０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠１０ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

7.60

内用薬 3949003F2038 フェブキソスタット ２０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠２０ｍｇ「ＡＦ
Ｐ」

アルフレッサ
ファーマ

13.90

内用薬 3949003F2046 フェブキソスタット ２０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠２０ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エスファ 13.90

内用薬 3949003F2054 フェブキソスタット ２０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠２０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 13.90

内用薬 3949003F2062 フェブキソスタット ２０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠２０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 13.90

内用薬 3949003F2070 フェブキソスタット ２０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠２０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 13.90

内用薬 3949003F2089 フェブキソスタット ２０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠２０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

13.90

内用薬 3949003F2097 フェブキソスタット ２０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠２０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 13.90

内用薬 3949003F2100 フェブキソスタット ２０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠２０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 13.90

内用薬 3949003F2119 フェブキソスタット水和物 ２０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 13.90

内用薬 3949003F2127 フェブキソスタット ２０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠２０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 13.90

内用薬 3949003F2135 フェブキソスタット ２０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠２０ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 13.90

内用薬 3949003F2143 フェブキソスタット ２０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠２０ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

13.90

内用薬 3949003F3034 フェブキソスタット ４０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠４０ｍｇ「ＡＦ
Ｐ」

アルフレッサ
ファーマ

25.50

内用薬 3949003F3042 フェブキソスタット ４０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠４０ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エスファ 25.50

内用薬 3949003F3050 フェブキソスタット ４０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠４０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 25.50

内用薬 3949003F3069 フェブキソスタット ４０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠４０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 25.50

内用薬 3949003F3077 フェブキソスタット ４０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠４０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

陽進堂 25.50

内用薬 3949003F3085 フェブキソスタット ４０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠４０ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

25.50

内用薬 3949003F3093 フェブキソスタット ４０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠４０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 25.50

内用薬 3949003F3107 フェブキソスタット ４０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠４０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 25.50

内用薬 3949003F3115 フェブキソスタット水和物 ４０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠４０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 25.50

内用薬 3949003F3123 フェブキソスタット ４０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠４０ｍｇ「日
新」

日新製薬（山形） 25.50

内用薬 3949003F3131 フェブキソスタット ４０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠４０ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 25.50

内用薬 3949003F3140 フェブキソスタット ４０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタット錠４０ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

25.50
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内用薬 3949003F4022 フェブキソスタット １０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタットＯＤ錠１０ｍｇ
「ＮＰＩ」

日本薬品工業 7.60

内用薬 3949003F4030 フェブキソスタット １０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタットＯＤ錠１０ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 7.60

内用薬 3949003F4049 フェブキソスタット １０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタットＯＤ錠１０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 7.60

内用薬 3949003F4057 フェブキソスタット １０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタットＯＤ錠１０ｍｇ
「日新」

日新製薬（山形） 7.60

内用薬 3949003F4065 フェブキソスタット １０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタットＯＤ錠１０ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

7.60

内用薬 3949003F5029 フェブキソスタット ２０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタットＯＤ錠２０ｍｇ
「ＮＰＩ」

日本薬品工業 13.90

内用薬 3949003F5037 フェブキソスタット ２０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタットＯＤ錠２０ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 13.90

内用薬 3949003F5045 フェブキソスタット ２０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタットＯＤ錠２０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 13.90

内用薬 3949003F5053 フェブキソスタット ２０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタットＯＤ錠２０ｍｇ
「日新」

日新製薬（山形） 13.90

内用薬 3949003F5061 フェブキソスタット ２０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタットＯＤ錠２０ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

13.90

内用薬 3949003F6025 フェブキソスタット ４０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタットＯＤ錠４０ｍｇ
「ＮＰＩ」

日本薬品工業 25.50

内用薬 3949003F6033 フェブキソスタット ４０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタットＯＤ錠４０ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 25.50

内用薬 3949003F6041 フェブキソスタット ４０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタットＯＤ錠４０ｍｇ
「日新」

日新製薬（山形） 25.50

内用薬 3949003F6050 フェブキソスタット ４０ｍｇ１錠 　
フェブキソスタットＯＤ錠４０ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

25.50

内用薬 3969007F1334 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 局
ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＶＴＲ
Ｓ」

マイランＥＰＤ 15.60

内用薬 3969007F2330 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 局
ピオグリタゾン錠３０ｍｇ「ＶＴＲ
Ｓ」

マイランＥＰＤ 29.10

内用薬 3969007F3175 ピオグリタゾン塩酸塩 １５ｍｇ１錠 　
ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＶＴ
ＲＳ」

マイランＥＰＤ 15.60

内用薬 3969007F4171 ピオグリタゾン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 　
ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＶＴ
ＲＳ」

マイランＥＰＤ 29.10

内用薬 3999004C1058 シクロスポリン １７％１ｇ 　
シクロスポリン細粒１７％「ＶＴＲ
Ｓ」

マイランＥＰＤ 602.50

内用薬 3999004M3145 シクロスポリン
１０ｍｇ１カプセ
ル

　
シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「Ｖ
ＴＲＳ」

マイランＥＰＤ 42.40

内用薬 3999004M4141 シクロスポリン
２５ｍｇ１カプセ
ル

　
シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「Ｖ
ＴＲＳ」

マイランＥＰＤ 72.10

内用薬 3999004M5148 シクロスポリン
５０ｍｇ１カプセ
ル

　
シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「Ｖ
ＴＲＳ」

マイランＥＰＤ 135.60

内用薬 3999019F1271 リセドロン酸ナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 局
リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「ＶＴ
ＲＳ」

マイランＥＰＤ 26.10

内用薬 3999033F1034 レボカルニチン １００ｍｇ１錠 　
レボカルニチンＦＦ錠１００ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 45.50

内用薬 3999033F2030 レボカルニチン ２５０ｍｇ１錠 　
レボカルニチンＦＦ錠２５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 113.70

内用薬 4291009F1284 ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 　 ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランＥＰＤ 166.90
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内用薬 4291020F1035 ダサチニブ ２０ｍｇ１錠 　 ダサチニブ錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 1,438.80

内用薬 4291020F1043 ダサチニブ ２０ｍｇ１錠 　 ダサチニブ錠２０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 1,438.80

内用薬 4291020F1051 ダサチニブ ２０ｍｇ１錠 　 ダサチニブ錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 1,438.80

内用薬 4291020F1060 ダサチニブ ２０ｍｇ１錠 　 ダサチニブ錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 1,438.80

内用薬 4291020F2031 ダサチニブ ５０ｍｇ１錠 　 ダサチニブ錠５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 3,380.40

内用薬 4291020F2040 ダサチニブ ５０ｍｇ１錠 　 ダサチニブ錠５０ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 3,380.40

内用薬 4291020F2058 ダサチニブ ５０ｍｇ１錠 　 ダサチニブ錠５０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 3,380.40

内用薬 4291020F2066 ダサチニブ ５０ｍｇ１錠 　 ダサチニブ錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 3,380.40

内用薬 4490025F2321 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局
オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＶＴＲ
Ｓ」

マイランＥＰＤ 10.50

内用薬 4490025F4197 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 　
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「Ｖ
ＴＲＳ」

マイランＥＰＤ 10.50

内用薬 4490027F1219 ロラタジン １０ｍｇ１錠 　 ロラタジン錠１０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 マイランＥＰＤ 19.20

内用薬 4490027F2266 ロラタジン １０ｍｇ１錠 　 ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＩＧ」 日医工岐阜工場 19.20

内用薬 4490027F2274 ロラタジン １０ｍｇ１錠 　
ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＶＴＲ
Ｓ」

マイランＥＰＤ 19.20

注射薬 2190413F1087 エポプロステノールナトリウム
０．５ｍｇ１瓶
（溶解液付）

　
エポプロステノール静注用０．５ｍｇ
「ＮＩＧ」

日医工岐阜工場 7,690

注射薬 2190413F2083 エポプロステノールナトリウム ０．５ｍｇ１瓶 　
エポプロステノール静注用０．５ｍｇ
「ＮＩＧ」

日医工岐阜工場 4,285

注射薬 2190413F3080 エポプロステノールナトリウム １．５ｍｇ１瓶 　
エポプロステノール静注用１．５ｍｇ
「ＮＩＧ」

日医工岐阜工場 8,162

注射薬 2190413F4086 エポプロステノールナトリウム
１．５ｍｇ１瓶
（溶解液付）

　
エポプロステノール静注用１．５ｍｇ
「ＮＩＧ」

日医工岐阜工場 12,878

注射薬 2190415A1062
エポプロステノールナトリウム専用溶解
液

５０ｍＬ１瓶 　
エポプロステノール静注用「ＮＩＧ」
専用溶解用液

日医工岐阜工場 564

注射薬 2391400G1210 グラニセトロン塩酸塩
３ｍｇ１００ｍＬ
１袋

　
グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ
／１００ｍＬ「ＮＩＧ」

日医工岐阜工場 1,459

注射薬 2391400G4104 グラニセトロン塩酸塩
３ｍｇ５０ｍＬ１
袋

　
グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ
／５０ｍＬ「ＮＩＧ」

日医工岐阜工場 1,459

注射薬 2391404G2029 パロノセトロン塩酸塩
０．７５ｍｇ２ｍ
Ｌ１筒

　
パロノセトロン静注０．７５ｍｇ／２
ｍＬシリンジ「ＮＰ」

シオノギファーマ 5,350

注射薬 2391404G2037 パロノセトロン塩酸塩
０．７５ｍｇ２ｍ
Ｌ１筒

　
パロノセトロン静注０．７５ｍｇ／２
ｍＬシリンジ「トーワ」

東和薬品 5,350

注射薬 2413403D2027 精製下垂体性性腺刺激ホルモン
７５単位１瓶（溶
解液付）

　 ｕＦＳＨ注用７５単位「あすか」 あすか製薬 1,244

注射薬 2413403D3023 精製下垂体性性腺刺激ホルモン
１５０単位１瓶
（溶解液付）

　 ｕＦＳＨ注用１５０単位「あすか」 あすか製薬 1,548

注射薬 2439401D2032 テリパラチド酢酸塩
５６．５μｇ１瓶
（溶解液付）

　
テリパラチド皮下注用５６．５μｇ
「サワイ」

沢井製薬 5,194

注射薬 2452400D1114
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナト
リウム

１００ｍｇ１瓶
（溶解液付）

　
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルＮ
ａ注射用１００ｍｇ「ＮＩＧ」

日医工岐阜工場 283
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注射薬 2452400D4059
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナト
リウム

３００ｍｇ１瓶
（溶解液付）

　
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルＮ
ａ注射用３００ｍｇ「ＮＩＧ」

日医工岐阜工場 882

注射薬 2452400D6094
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナト
リウム

５００ｍｇ１瓶
（溶解液付）

　
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルＮ
ａ静注用５００ｍｇ「ＮＩＧ」

日医工岐阜工場 1,116

注射薬 3311403G1048 塩化ナトリウム
１０％２０ｍＬ１
筒

局 １０％食塩注シリンジ「ＮＩＧ」 日医工岐阜工場 135

注射薬 3999423A1176 ゾレドロン酸水和物 ４ｍｇ５ｍＬ１瓶 　
ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／５ｍ
Ｌ「ＶＴＲＳ」

マイランＥＰＤ 7,518

注射薬 3999423A3136 ゾレドロン酸水和物
４ｍｇ１００ｍＬ
１袋

　
ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／１０
０ｍＬバッグ「ＶＴＲＳ」

マイランＥＰＤ 7,438

注射薬 3999436G1036 レボカルニチン
１，０００ｍｇ５
ｍＬ１筒

　
レボカルニチンＦＦ静注１０００ｍｇ
シリンジ「トーワ」

東和薬品 466

注射薬 3999436G1044 レボカルニチン
１，０００ｍｇ５
ｍＬ１筒

　
レボカルニチンＦＦ静注１０００ｍｇ
シリンジ「ニプロ」

ニプロ 466

注射薬 3999436G1052 レボカルニチン
１，０００ｍｇ５
ｍＬ１筒

　
レボカルニチンＦＦ静注１０００ｍｇ
シリンジ「フソー」

扶桑薬品工業 466

注射薬 4219405A1033 ベンダムスチン塩酸塩水和物
１００ｍｇ４ｍＬ
１瓶

　
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液１０
０ｍｇ／４ｍＬ「トーワ」

東和薬品 41,356

注射薬 4219405A2021 ベンダムスチン塩酸塩水和物
２５ｍｇ１ｍＬ１
瓶

　
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液２５
ｍｇ／１ｍＬ「トーワ」

東和薬品 12,565

注射薬 4291412D3027 ボルテゾミブ水和物 １ｍｇ１瓶 　
ボルテゾミブ注射用１ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 19,811

注射薬 4291419D1034 アザシチジン １００ｍｇ１瓶 　
アザシチジン注射用１００ｍｇ「Ｎ
Ｋ」

日本化薬 15,425

注射薬 4291419D1042 アザシチジン １００ｍｇ１瓶 　
アザシチジン注射用１００ｍｇ「オー
ハラ」

大原薬品工業 15,425

注射薬 4291419D1050 アザシチジン １００ｍｇ１瓶 　
アザシチジン注射用１００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 15,425

注射薬 4291419D2022 アザシチジン １５０ｍｇ１瓶 　
アザシチジン注射用１５０ｍｇ「Ｎ
Ｋ」

日本化薬 23,138

注射薬 4291419D2030 アザシチジン １５０ｍｇ１瓶 　
アザシチジン注射用１５０ｍｇ「オー
ハラ」

大原薬品工業 23,138

注射薬 6241402G1113 レボフロキサシン水和物
５００ｍｇ１００
ｍＬ１キット

局
レボフロキサシン点滴静注バッグ５０
０ｍｇ「ＮＩＧ」

日医工岐阜工場 1,431

注射薬 6241402G1121 レボフロキサシン水和物
５００ｍｇ１００
ｍＬ１キット

局
レボフロキサシン点滴静注バッグ５０
０ｍｇ「ＶＴＲＳ」

マイランＥＰＤ 1,431

注射薬 6250402F1052 ガンシクロビル ５００ｍｇ１瓶 　
ガンシクロビル点滴静注用５００ｍｇ
「ＶＴＲＳ」

マイランＥＰＤ 4,569

外用薬 1319720Q7286 精製ヒアルロン酸ナトリウム
１％０．６ｍＬ１
筒

　
ヒアルロン酸Ｎａ０．６眼粘弾剤１％
「ＮＩＧ」

日医工岐阜工場 3,443.80

外用薬 1319739Q1320 ラタノプロスト
０．００５％１ｍ
Ｌ

　
ラタノプロスト点眼液０．００５％
「ＮＩＧ」

日医工岐阜工場 242.60

外用薬 1319742Q1292 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ 局
レボフロキサシン点眼液０．５％「Ｎ
ＩＧ」

日医工岐阜工場 44.30

外用薬 1319742Q1306 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ 局
レボフロキサシン点眼液０．５％「Ｖ
ＴＲＳ」

マイランＥＰＤ 31.60

外用薬 1319742Q2230 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ 局
レボフロキサシン点眼液１．５％「Ｎ
ＩＧ」

日医工岐阜工場 41.60

外用薬 1319742Q2248 レボフロキサシン水和物 １．５％１ｍＬ 局
レボフロキサシン点眼液１．５％「Ｖ
ＴＲＳ」

マイランＥＰＤ 31.50

外用薬 1319761Q1090 ブリモニジン酒石酸塩 ０．１％１ｍＬ 　
ブリモニジン酒石酸塩点眼液０．１％
「ニットー」

日東メディック 155.10
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区分
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医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬 価品名

外用薬 2260702F1071
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・
炭酸水素ナトリウム

０．１％１ｇ 　 ＡＺ含嗽用配合顆粒「ニプロ」 ニプロ 6.10

外用薬 2659710N1250 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 局
テルビナフィン塩酸塩クリーム１％
「ＶＴＲＳ」

マイランＥＰＤ 16.10

外用薬 3339950R1193 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％「ＶＴＲＳ」

マイランＥＰＤ 9.90
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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 1149038F1024 トラマドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 　 トラマールＯＤ錠２５ｍｇ 日本新薬 30.20

内用薬 1149038F2020 トラマドール塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 　 トラマールＯＤ錠５０ｍｇ 日本新薬 53.10

内用薬 1179045F8028 アリピプラゾール １ｍｇ１錠 　 エビリファイ錠１ｍｇ 大塚製薬 22.60

内用薬 2139011D1022 トルバプタン １％１ｇ 　 サムスカ顆粒１％ 大塚製薬 1,613.00

内用薬 2139011F3026 トルバプタン ７．５ｍｇ１錠 　 サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ 大塚製薬 1,084.70

内用薬 2189019M1020 オメガ－３脂肪酸エチル ２ｇ１包 　 ロトリガ粒状カプセル２ｇ 武田薬品工業 219.40

内用薬 2499010F3026 ジエノゲスト ０．５ｍｇ１錠 　 ディナゲスト錠０．５ｍｇ 持田製薬 144.90

内用薬 3949003F1023 フェブキソスタット １０ｍｇ１錠 　 フェブリク錠１０ｍｇ 帝人ファーマ 27.00

内用薬 3949003F2020 フェブキソスタット ２０ｍｇ１錠 　 フェブリク錠２０ｍｇ 帝人ファーマ 49.50

内用薬 3949003F3026 フェブキソスタット ４０ｍｇ１錠 　 フェブリク錠４０ｍｇ 帝人ファーマ 92.50

内用薬 3999033F1026 レボカルニチン １００ｍｇ１錠 　 エルカルチンＦＦ錠１００ｍｇ 大塚製薬 80.70

内用薬 3999033F2022 レボカルニチン ２５０ｍｇ１錠 　 エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ 大塚製薬 237.50

内用薬 4291020F1027 ダサチニブ水和物 ２０ｍｇ１錠 　 スプリセル錠２０ｍｇ
ブリストル・マイ
ヤーズ　スクイブ

4,047.40

内用薬 4291020F2023 ダサチニブ水和物 ５０ｍｇ１錠 　 スプリセル錠５０ｍｇ
ブリストル・マイ
ヤーズ　スクイブ

9,509.40

注射薬 3999436G1028 レボカルニチン
１，０００ｍｇ５ｍ
Ｌ１筒

　
エルカルチンＦＦ静注１０００ｍｇシリ
ンジ

大塚製薬 969

注射薬 4219405A1025 ベンダムスチン塩酸塩水和物
１００ｍｇ４ｍＬ１
瓶

　
トレアキシン点滴静注液１００ｍｇ／４
ｍＬ

シンバイオ製薬 95,515

注射薬 4219405D1021 ベンダムスチン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 　 トレアキシン点滴静注用１００ｍｇ シンバイオ製薬 93,991

注射薬 4219405D2028 ベンダムスチン塩酸塩 ２５ｍｇ１瓶 　 トレアキシン点滴静注用２５ｍｇ シンバイオ製薬 29,020

注射薬 4291419D1026 アザシチジン １００ｍｇ１瓶 　 ビダーザ注射用１００ｍｇ 日本新薬 41,714

［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」
※令和４年７月１日より適用

品名
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内用薬 1190016F1024 ラメルテオン ８ｍｇ１錠 　 ロゼレム錠８ｍｇ 武田薬品工業 85.90

内用薬 2482011F1020
ドロスピレノン・エチニルエストラジオー
ル　ベータデクス

１シート 　 ヤーズ配合錠 バイエル薬品 6,328.50

注射薬 2439401D1028 テリパラチド酢酸塩 ５６．５μｇ１瓶 　 テリボン皮下注用５６．５μｇ 旭化成ファーマ 10,942

注射薬 2439401D2024 テリパラチド酢酸塩
５６．５μｇ１瓶
（溶解液付）

　 テリボン皮下注用５６．５μｇ 旭化成ファーマ 10,967

［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」
※令和４年10月１日より適用

品名
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（参考１）

薬価基準名 成分名 規格単位 薬価

1 内用薬 アリピプラゾール錠１mg「サワイ」 アリピプラゾール １mg１錠 5.90

2 内用薬 アリピプラゾール内用液１mg分包「サワイ」 アリピプラゾール 0.1％１mL１包 14.40

3 内用薬 オメガ－３脂肪酸エチル粒状カプセル２ｇ「ＭＪＴ」 オメガ－３脂肪酸エチル ２ｇ１包 98.20

4 内用薬
オメガ－３脂肪酸エチル粒状カプセル２ｇ「武田テ
バ」

オメガ－３脂肪酸エチル ２ｇ１包 98.20

5 内用薬 オメガ－３脂肪酸エチル粒状カプセル２ｇ「トーワ」 オメガ－３脂肪酸エチル ２ｇ１包 98.20

6 内用薬 オメガ－３脂肪酸エチル粒状カプセル２ｇ「ニプロ」 オメガ－３脂肪酸エチル ２ｇ１包 98.20

7 内用薬 オメガ－３脂肪酸エチル粒状カプセル２ｇ「ＹＤ」 オメガ－３脂肪酸エチル ２ｇ１包 98.20

8 内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５mg「ＶＴＲＳ」 オロパタジン塩酸塩 ５mg１錠 10.50

9 内用薬 局 オロパタジン塩酸塩錠５mg「ＶＴＲＳ」 オロパタジン塩酸塩 ５mg１錠 10.50

10 内用薬 局 カルベジロール錠20mg「ＶＴＲＳ」 カルベジロール 20mg１錠 24.50

11 内用薬 キニジン硫酸塩錠100mg「ＶＴＲＳ」 キニジン硫酸塩水和物 100mg１錠 8.40

12 内用薬 局 クエチアピン細粒50％「タカタ」 クエチアピンフマル酸塩 50％１ｇ 155.00

13 内用薬 局 クエチアピン錠50mg「タカタ」 クエチアピンフマル酸塩 50mg１錠 15.50

14 内用薬 局 クエチアピン錠100mg「タカタ」 クエチアピンフマル酸塩 100mg１錠 28.90

15 内用薬 局 クエチアピン錠200mg「タカタ」 クエチアピンフマル酸塩 200mg１錠 53.60

16 内用薬 局 クエン酸水和物「ケンエー」原末 クエン酸水和物 10ｇ 15.60

17 内用薬 ジエノゲスト錠0.5mg「モチダ」 ジエノゲスト 0.5mg１錠 57.50

18 内用薬 シクロスポリンカプセル10mg「ＶＴＲＳ」 シクロスポリン 10mg１カプセル 42.40

19 内用薬 シクロスポリンカプセル25mg「ＶＴＲＳ」 シクロスポリン 25mg１カプセル 72.10

20 内用薬 シクロスポリンカプセル50mg「ＶＴＲＳ」 シクロスポリン 50mg１カプセル 135.60

21 内用薬 シクロスポリン細粒17％「ＶＴＲＳ」 シクロスポリン 17％１ｇ 602.50

22 内用薬 局 セファクロルカプセル250mg「ＳＷ」 セファクロル 250mg１カプセル 54.70

23 内用薬 局 セフジトレンピボキシル錠100mg「ＳＷ」 セフジトレン　ピボキシル 100mg１錠 37.70

24 内用薬 ダサチニブ錠20mg「ＮＫ」 ダサチニブ 20mg１錠 1,438.80

25 内用薬 ダサチニブ錠20mg「サワイ」 ダサチニブ 20mg１錠 1,438.80

26 内用薬 ダサチニブ錠20mg「ＪＧ」 ダサチニブ 20mg１錠 1,438.80

27 内用薬 ダサチニブ錠20mg「トーワ」 ダサチニブ 20mg１錠 1,438.80

28 内用薬 ダサチニブ錠50mg「ＮＫ」 ダサチニブ 50mg１錠 3,380.40

29 内用薬 ダサチニブ錠50mg「サワイ」 ダサチニブ 50mg１錠 3,380.40

30 内用薬 ダサチニブ錠50mg「ＪＧ」 ダサチニブ 50mg１錠 3,380.40

31 内用薬 ダサチニブ錠50mg「トーワ」 ダサチニブ 50mg１錠 3,380.40

32 内用薬 デュロキセチンカプセル20mg「杏林」 デュロキセチン塩酸塩 20mg１カプセル 39.60

33 内用薬 デュロキセチンカプセル30mg「杏林」 デュロキセチン塩酸塩 30mg１カプセル 53.40

34 内用薬 トラマドール塩酸塩ＯＤ錠25mg「ＫＯ」 トラマドール塩酸塩 25mg１錠 12.60

35 内用薬 トラマドール塩酸塩ＯＤ錠50mg「ＫＯ」 トラマドール塩酸塩 50mg１錠 22.20

36 内用薬 トルバプタンＯＤ錠7.5mg「オーツカ」 トルバプタン 7.5mg１錠 491.60

37 内用薬 トルバプタンＯＤ錠7.5mg「ＴＥ」 トルバプタン 7.5mg１錠 491.60

38 内用薬 トルバプタンＯＤ錠7.5mg「ＤＳＥＰ」 トルバプタン 7.5mg１錠 491.60

39 内用薬 トルバプタンＯＤ錠7.5mg「ニプロ」 トルバプタン 7.5mg１錠 491.60

40 内用薬 トルバプタン顆粒１％「トーワ」 トルバプタン １％１ｇ 743.70

41 内用薬 ドロエチ配合錠「あすか」
ドロスピレノン・エチニルエストラジオール
ベータデクス

１シート 2,882.30

42 内用薬 局 パロキセチン錠５mg「ＶＴＲＳ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５mg１錠 12.60

43 内用薬 局 パロキセチン錠10mg「ＶＴＲＳ」 パロキセチン塩酸塩水和物 10mg１錠 20.20

44 内用薬 局 パロキセチン錠20mg「ＶＴＲＳ」 パロキセチン塩酸塩水和物 20mg１錠 36.50

Ｎｏ

薬価基準告示



薬価基準名 成分名 規格単位 薬価Ｎｏ

45 内用薬 ピオグリタゾンＯＤ錠15mg「ＶＴＲＳ」 ピオグリタゾン塩酸塩 15mg１錠 15.60

46 内用薬 ピオグリタゾンＯＤ錠30mg「ＶＴＲＳ」 ピオグリタゾン塩酸塩 30mg１錠 29.10

47 内用薬 局 ピオグリタゾン錠15mg「ＶＴＲＳ」 ピオグリタゾン塩酸塩 15mg１錠 15.60

48 内用薬 局 ピオグリタゾン錠30mg「ＶＴＲＳ」 ピオグリタゾン塩酸塩 30mg１錠 29.10

49 内用薬 ビカルタミド錠80mg「ＶＴＲＳ」 ビカルタミド 80mg１錠 166.90

50 内用薬 局 ピタバスタチンCa錠４mg「ＶＴＲＳ」 ピタバスタチンカルシウム ４mg１錠 41.60

51 内用薬 フェブキソスタットＯＤ錠10mg「ＮＰＩ」 フェブキソスタット 10mg１錠 7.60

52 内用薬 フェブキソスタットＯＤ錠10mg「ケミファ」 フェブキソスタット 10mg１錠 7.60

53 内用薬 フェブキソスタットＯＤ錠10mg「サワイ」 フェブキソスタット 10mg１錠 7.60

54 内用薬 フェブキソスタットＯＤ錠10mg「日新」 フェブキソスタット 10mg１錠 7.60

55 内用薬 フェブキソスタットＯＤ錠10mg「明治」 フェブキソスタット 10mg１錠 7.60

56 内用薬 フェブキソスタットＯＤ錠20mg「ＮＰＩ」 フェブキソスタット 20mg１錠 13.90

57 内用薬 フェブキソスタットＯＤ錠20mg「ケミファ」 フェブキソスタット 20mg１錠 13.90

58 内用薬 フェブキソスタットＯＤ錠20mg「サワイ」 フェブキソスタット 20mg１錠 13.90

59 内用薬 フェブキソスタットＯＤ錠20mg「日新」 フェブキソスタット 20mg１錠 13.90

60 内用薬 フェブキソスタットＯＤ錠20mg「明治」 フェブキソスタット 20mg１錠 13.90

61 内用薬 フェブキソスタットＯＤ錠40mg「ＮＰＩ」 フェブキソスタット 40mg１錠 25.50

62 内用薬 フェブキソスタットＯＤ錠40mg「ケミファ」 フェブキソスタット 40mg１錠 25.50

63 内用薬 フェブキソスタットＯＤ錠40mg「日新」 フェブキソスタット 40mg１錠 25.50

64 内用薬 フェブキソスタットＯＤ錠40mg「明治」 フェブキソスタット 40mg１錠 25.50

65 内用薬 フェブキソスタット錠10mg「ＡＦＰ」 フェブキソスタット 10mg１錠 7.60

66 内用薬 フェブキソスタット錠10mg「杏林」 フェブキソスタット 10mg１錠 7.60

67 内用薬 フェブキソスタット錠10mg「ケミファ」 フェブキソスタット 10mg１錠 7.60

68 内用薬 フェブキソスタット錠10mg「サワイ」 フェブキソスタット 10mg１錠 7.60

69 内用薬 フェブキソスタット錠10mg「ＪＧ」 フェブキソスタット 10mg１錠 7.60

70 内用薬 フェブキソスタット錠10mg「ＤＳＥＰ」 フェブキソスタット 10mg１錠 7.60

71 内用薬 フェブキソスタット錠10mg「ＴＣＫ」 フェブキソスタット 10mg１錠 7.60

72 内用薬 フェブキソスタット錠10mg「トーワ」 フェブキソスタット水和物 10mg１錠 7.60

73 内用薬 フェブキソスタット錠10mg「日新」 フェブキソスタット 10mg１錠 7.60

74 内用薬 フェブキソスタット錠10mg「ニプロ」 フェブキソスタット 10mg１錠 7.60

75 内用薬 フェブキソスタット錠10mg「明治」 フェブキソスタット 10mg１錠 7.60

76 内用薬 フェブキソスタット錠10mg「ＹＤ」 フェブキソスタット 10mg１錠 7.60

77 内用薬 フェブキソスタット錠20mg「ＡＦＰ」 フェブキソスタット 20mg１錠 13.90

78 内用薬 フェブキソスタット錠20mg「杏林」 フェブキソスタット 20mg１錠 13.90

79 内用薬 フェブキソスタット錠20mg「ケミファ」 フェブキソスタット 20mg１錠 13.90

80 内用薬 フェブキソスタット錠20mg「サワイ」 フェブキソスタット 20mg１錠 13.90

81 内用薬 フェブキソスタット錠20mg「ＪＧ」 フェブキソスタット 20mg１錠 13.90

82 内用薬 フェブキソスタット錠20mg「ＤＳＥＰ」 フェブキソスタット 20mg１錠 13.90

83 内用薬 フェブキソスタット錠20mg「ＴＣＫ」 フェブキソスタット 20mg１錠 13.90

84 内用薬 フェブキソスタット錠20mg「トーワ」 フェブキソスタット水和物 20mg１錠 13.90

85 内用薬 フェブキソスタット錠20mg「日新」 フェブキソスタット 20mg１錠 13.90

86 内用薬 フェブキソスタット錠20mg「ニプロ」 フェブキソスタット 20mg１錠 13.90

87 内用薬 フェブキソスタット錠20mg「明治」 フェブキソスタット 20mg１錠 13.90

88 内用薬 フェブキソスタット錠20mg「ＹＤ」 フェブキソスタット 20mg１錠 13.90

89 内用薬 フェブキソスタット錠40mg「ＡＦＰ」 フェブキソスタット 40mg１錠 25.50



薬価基準名 成分名 規格単位 薬価Ｎｏ

90 内用薬 フェブキソスタット錠40mg「杏林」 フェブキソスタット 40mg１錠 25.50

91 内用薬 フェブキソスタット錠40mg「ケミファ」 フェブキソスタット 40mg１錠 25.50

92 内用薬 フェブキソスタット錠40mg「サワイ」 フェブキソスタット 40mg１錠 25.50

93 内用薬 フェブキソスタット錠40mg「ＪＧ」 フェブキソスタット 40mg１錠 25.50

94 内用薬 フェブキソスタット錠40mg「ＤＳＥＰ」 フェブキソスタット 40mg１錠 25.50

95 内用薬 フェブキソスタット錠40mg「ＴＣＫ」 フェブキソスタット 40mg１錠 25.50

96 内用薬 フェブキソスタット錠40mg「トーワ」 フェブキソスタット水和物 40mg１錠 25.50

97 内用薬 フェブキソスタット錠40mg「日新」 フェブキソスタット 40mg１錠 25.50

98 内用薬 フェブキソスタット錠40mg「ニプロ」 フェブキソスタット 40mg１錠 25.50

99 内用薬 フェブキソスタット錠40mg「明治」 フェブキソスタット 40mg１錠 25.50

100 内用薬 フェブキソスタット錠40mg「ＹＤ」 フェブキソスタット 40mg１錠 25.50

101 内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「ＶＴＲＳ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 0.125mg１錠 11.60

102 内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「ＶＴＲＳ」 プラミペキソール塩酸塩水和物 0.5mg１錠 41.50

103 内用薬 局 ラフチジン錠10mg「ＶＴＲＳ」 ラフチジン 10mg１錠 12.20

104 内用薬 ラベプラゾールNa錠５mg「ＶＴＲＳ」 ラベプラゾールナトリウム ５mg１錠 19.30

105 内用薬 ラベプラゾールNa錠10mg「ＶＴＲＳ」 ラベプラゾールナトリウム 10mg１錠 34.40

106 内用薬 ラベプラゾールNa錠20mg「ＶＴＲＳ」 ラベプラゾールナトリウム 20mg１錠 68.00

107 内用薬 ラメルテオン錠８mg「武田テバ」 ラメルテオン ８mg１錠 27.90

108 内用薬 局 リセドロン酸Na錠2.5mg「ＶＴＲＳ」 リセドロン酸ナトリウム水和物 2.5mg１錠 26.10

109 内用薬 レベチラセタム錠250mg「サンド」 レベチラセタム 250mg１錠 36.50

110 内用薬 レベチラセタム錠500mg「サンド」 レベチラセタム 500mg１錠 59.50

111 内用薬 レボカルニチンＦＦ錠100mg「トーワ」 レボカルニチン 100mg１錠 45.50

112 内用薬 レボカルニチンＦＦ錠250mg「トーワ」 レボカルニチン 250mg１錠 113.70

113 内用薬 局 ロサルタンＫ錠50mg「ＶＴＲＳ」 ロサルタンカリウム 50mg１錠 26.10

114 内用薬 局 ロサルヒド配合錠ＨＤ「ＶＴＲＳ」 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド １錠 40.70

115 内用薬 ロスバスタチン錠2.5mg「ＶＴＲＳ」 ロスバスタチンカルシウム 2.5mg１錠 8.60

116 内用薬 ロスバスタチン錠５mg「ＶＴＲＳ」 ロスバスタチンカルシウム ５mg１錠 13.00

117 内用薬 ロラタジンＯＤ錠10mg「ＮＩＧ」 ロラタジン 10mg１錠 19.20

118 内用薬 ロラタジンＯＤ錠10mg「ＶＴＲＳ」 ロラタジン 10mg１錠 19.20

119 内用薬 ロラタジン錠10mg「ＶＴＲＳ」 ロラタジン 10mg１錠 19.20

120 注射薬 アザシチジン注射用100mg「ＮＫ」 アザシチジン 100mg１瓶 15,425

121 注射薬 アザシチジン注射用100mg「オーハラ」 アザシチジン 100mg１瓶 15,425

122 注射薬 アザシチジン注射用100mg「サワイ」 アザシチジン 100mg１瓶 15,425

123 注射薬 アザシチジン注射用150mg「ＮＫ」 アザシチジン 150mg１瓶 23,138

124 注射薬 アザシチジン注射用150mg「オーハラ」 アザシチジン 150mg１瓶 23,138

125 注射薬 エポプロステノール静注用「ＮＩＧ」専用溶解用液 エポプロステノールナトリウム専用溶解液 50mL１瓶 564

126 注射薬 エポプロステノール静注用0.5mg「ＮＩＧ」 エポプロステノールナトリウム 0.5mg１瓶 4,285

127 注射薬 エポプロステノール静注用0.5mg「ＮＩＧ」 エポプロステノールナトリウム 0.5mg１瓶（溶解液付） 7,690

128 注射薬 エポプロステノール静注用1.5mg「ＮＩＧ」 エポプロステノールナトリウム 1.5mg１瓶 8,162

129 注射薬 エポプロステノール静注用1.5mg「ＮＩＧ」 エポプロステノールナトリウム 1.5mg１瓶（溶解液付） 12,878

130 注射薬 ガンシクロビル点滴静注用500mg「ＶＴＲＳ」 ガンシクロビル 500mg１瓶 4,569

131 注射薬 グラニセトロン点滴静注バッグ３mg／50mL「ＮＩＧ」 グラニセトロン塩酸塩 ３mg50mL１袋 1,459

132 注射薬 グラニセトロン点滴静注バッグ３mg／100mL「ＮＩＧ」 グラニセトロン塩酸塩 ３mg100mL１袋 1,459

133 注射薬 コンファクトＦ静注用250単位 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 250単位１瓶（溶解液付） 19,302

134 注射薬 局 10％食塩注シリンジ「ＮＩＧ」 塩化ナトリウム 10％20mL１筒 135



薬価基準名 成分名 規格単位 薬価Ｎｏ

135 注射薬 局 生理食塩液「ＶＴＲＳ」 生理食塩液 20mL１管 62

136 注射薬 局 生理食塩液「ＶＴＲＳ」 生理食塩液 500mL１瓶 193

137 注射薬 ゾレドロン酸点滴静注液４mg／５mL「ＶＴＲＳ」 ゾレドロン酸水和物 ４mg５mL１瓶 7,518

138 注射薬
ゾレドロン酸点滴静注液４mg／100mLバッグ「ＶＴＲ
Ｓ」

ゾレドロン酸水和物 ４mg100mL１袋 7,438

140 注射薬 局 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 1,000単位１瓶 708

141 注射薬 局 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 3,000単位１瓶 1,014

142 注射薬 局 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 5,000単位１瓶 1,290

139 注射薬 テリパラチド皮下注用56.5μg「サワイ」 テリパラチド酢酸塩 56.5μg１瓶（溶解液付） 5,194

143 注射薬 トリセノックス点滴静注12mg 三酸化二ヒ素 12mg６mL１瓶 29,726

144 注射薬 パロノセトロン静注0.75mg／２mLシリンジ「ＮＰ」 パロノセトロン塩酸塩 0.75mg２mL１筒 5,350

145 注射薬 パロノセトロン静注0.75mg／２mLシリンジ「トーワ」 パロノセトロン塩酸塩 0.75mg２mL１筒 5,350

146 注射薬
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注用500mg「Ｎ
ＩＧ」

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 500mg１瓶（溶解液付） 1,116

147 注射薬
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「Ｎ
ＩＧ」

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 100mg１瓶（溶解液付） 283

148 注射薬
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用300mg「Ｎ
ＩＧ」

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 300mg１瓶（溶解液付） 882

149 注射薬 局 ブドウ糖注射液５％「ＶＴＲＳ」 ブドウ糖 ５％20mL１管 66

150 注射薬 局 ブドウ糖注射液５％「ＶＴＲＳ」 ブドウ糖 ５％250mL１瓶 189

151 注射薬 局 ブドウ糖注射液20％「ＶＴＲＳ」 ブドウ糖 20％20mL１管 67

152 注射薬
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg／１mL「トー
ワ」

ベンダムスチン塩酸塩水和物 25mg１mL１瓶 12,565

153 注射薬
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg／４mL「トー
ワ」

ベンダムスチン塩酸塩水和物 100mg４mL１瓶 41,356

154 注射薬 ボルテゾミブ注射用１mg「ファイザー」 ボルテゾミブ水和物 １mg１瓶 19,811

155 注射薬 ｕＦＳＨ注用75単位「あすか」 精製下垂体性性腺刺激ホルモン 75単位１瓶（溶解液付） 1,244

156 注射薬 ｕＦＳＨ注用150単位「あすか」 精製下垂体性性腺刺激ホルモン 150単位１瓶（溶解液付） 1,548

157 注射薬 レボカルニチンＦＦ静注1000mgシリンジ「トーワ」 レボカルニチン 1,000mg５mL１筒 466

158 注射薬 レボカルニチンＦＦ静注1000mgシリンジ「ニプロ」 レボカルニチン 1,000mg５mL１筒 466

159 注射薬 レボカルニチンＦＦ静注1000mgシリンジ「フソー」 レボカルニチン 1,000mg５mL１筒 466

160 注射薬 局 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「ＮＩＧ」 レボフロキサシン水和物 500mg100mL１キット 1,431

161 注射薬 局 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「ＶＴＲＳ」 レボフロキサシン水和物 500mg100mL１キット 1,431

162 外用薬 ＡＺ含嗽用配合顆粒「ニプロ」
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水
素ナトリウム

0.1％１ｇ 6.10

163 外用薬 局 ※ 黄色ワセリン（ＶＴＲＳ） 黄色ワセリン 10ｇ 11.70

164 外用薬 局 テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「ＶＴＲＳ」 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 16.10

165 外用薬 局 ※ 白色ワセリン（ＶＴＲＳ） 白色ワセリン 10ｇ 23.80

166 外用薬 ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤１％「ＮＩＧ」 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％0.6mL１筒 3,443.80

167 外用薬 ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1％「ニットー」 ブリモニジン酒石酸塩 0.1％１mL 155.10

168 外用薬 ヘパリン類似物質外用スプレー0.3％「ＶＴＲＳ」 ヘパリン類似物質 １ｇ 9.90

169 外用薬 ラタノプロスト点眼液0.005％「ＮＩＧ」 ラタノプロスト 0.005％１mL 242.60

170 外用薬 局 レボフロキサシン点眼液0.5％「ＮＩＧ」 レボフロキサシン水和物 0.5％１mL 44.30

171 外用薬 局 レボフロキサシン点眼液0.5％「ＶＴＲＳ」 レボフロキサシン水和物 0.5％１mL 31.60

172 外用薬 局 レボフロキサシン点眼液1.5％「ＮＩＧ」 レボフロキサシン水和物 1.5％１mL 41.60

173 外用薬 局 レボフロキサシン点眼液1.5％「ＶＴＲＳ」 レボフロキサシン水和物 1.5％１mL 31.50



（参考２）

別表第２（令和５年３月31日まで）

薬価基準名 成分名 規格単位

1 内用薬 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５mg「ファイザー」 オロパタジン塩酸塩 ５mg１錠

2 内用薬 局 オロパタジン塩酸塩錠５mg「ファイザー」 オロパタジン塩酸塩 ５mg１錠

3 内用薬 局 カルベジロール錠20mg「ファイザー」 カルベジロール 20mg１錠

4 内用薬 キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」 キニジン硫酸塩水和物 100mg１錠

5 内用薬 局 クエチアピン細粒50％「ＥＥ」 クエチアピンフマル酸塩 50％１ｇ

6 内用薬 局 クエチアピン錠50mg「ＥＥ」 クエチアピンフマル酸塩 50mg１錠

7 内用薬 局 クエチアピン錠100mg「ＥＥ」 クエチアピンフマル酸塩 100mg１錠

8 内用薬 局 クエチアピン錠200mg「ＥＥ」 クエチアピンフマル酸塩 200mg１錠

9 内用薬 局 クエン酸水和物「ケンエー」 クエン酸水和物 10ｇ

10 内用薬 シクロスポリンカプセル10mg「ファイザー」 シクロスポリン 10mg１カプセル

11 内用薬 シクロスポリンカプセル25mg「ファイザー」 シクロスポリン 25mg１カプセル

12 内用薬 シクロスポリンカプセル50mg「ファイザー」 シクロスポリン 50mg１カプセル

13 内用薬 シクロスポリン細粒17％「ファイザー」 シクロスポリン 17％１ｇ

14 内用薬 局 セファクロルカプセル250mg「サワイ」 セファクロル 250mg１カプセル

15 内用薬 局 セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」 セフジトレン　ピボキシル 100mg１錠

16 内用薬 局 パロキセチン錠５mg「ファイザー」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５mg１錠

17 内用薬 局 パロキセチン錠10mg「ファイザー」 パロキセチン塩酸塩水和物 10mg１錠

18 内用薬 局 パロキセチン錠20mg「ファイザー」 パロキセチン塩酸塩水和物 20mg１錠

19 内用薬 ピオグリタゾンＯＤ錠15mg「ファイザー」 ピオグリタゾン塩酸塩 15mg１錠

20 内用薬 ピオグリタゾンＯＤ錠30mg「ファイザー」 ピオグリタゾン塩酸塩 30mg１錠

21 内用薬 局 ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」 ピオグリタゾン塩酸塩 15mg１錠

22 内用薬 局 ピオグリタゾン錠30mg「ファイザー」 ピオグリタゾン塩酸塩 30mg１錠

23 内用薬 ビカルタミド錠80mg「ファイザー」 ビカルタミド 80mg１錠

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

25 内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「ファイザー」 プラミペキソール塩酸塩水和物 0.125mg１錠

26 内用薬 プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「ファイザー」 プラミペキソール塩酸塩水和物 0.5mg１錠

27 内用薬 局 ラフチジン錠10mg「ファイザー」 ラフチジン 10mg１錠

28 内用薬 ラベプラゾールNa錠５mg「ファイザー」 ラベプラゾールナトリウム ５mg１錠

29 内用薬 ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」 ラベプラゾールナトリウム 10mg１錠

30 内用薬 ラベプラゾールNa錠20mg「ファイザー」 ラベプラゾールナトリウム 20mg１錠

31 内用薬 局 リセドロン酸Na錠2.5mg「ファイザー」 リセドロン酸ナトリウム水和物 2.5mg１錠

32 内用薬 局 ロサルタンＫ錠50mg「ファイザー」 ロサルタンカリウム 50mg１錠

33 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

34 内用薬 ロスバスタチン錠2.5mg「ファイザー」 ロスバスタチンカルシウム 2.5mg１錠

35 内用薬 ロスバスタチン錠５mg「ファイザー」 ロスバスタチンカルシウム ５mg１錠

36 内用薬 ロラタジンＯＤ錠10mg「ＴＹＫ」 ロラタジン 10mg１錠

掲示事項等告示

Ｎｏ



薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

37 内用薬 ロラタジンＯＤ錠10mg「ファイザー」 ロラタジン 10mg１錠

38 内用薬 ロラタジン錠10mg「ファイザー」 ロラタジン 10mg１錠

39 注射薬 エポプロステノール静注用「テバ」専用溶解用液 エポプロステノールナトリウム専用溶解液 50mL１瓶

40 注射薬 エポプロステノール静注用0.5mg「テバ」 エポプロステノールナトリウム 0.5mg１瓶

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

42 注射薬 エポプロステノール静注用1.5mg「テバ」 エポプロステノールナトリウム 1.5mg１瓶

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

44 注射薬 ガンシクロビル点滴静注用500mg「ファイザー」 ガンシクロビル 500mg１瓶

45 注射薬 グラニセトロン点滴静注バッグ３mg／50mL「テバ」 グラニセトロン塩酸塩 ３mg50mL１袋

46 注射薬 グラニセトロン点滴静注バッグ３mg／100mL「テバ」 グラニセトロン塩酸塩 ３mg100mL１袋

47 注射薬 局 10％食塩注シリンジ「タイヨー」 塩化ナトリウム 10％20mL１筒

48 注射薬 局 生理食塩液「マイラン」 生理食塩液 20mL１管

49 注射薬 局 生理食塩液「マイラン」 生理食塩液 500mL１瓶

50 注射薬 ゾレドロン酸点滴静注液４mg／５mL「ファイザー」 ゾレドロン酸水和物 ４mg５mL１瓶

51 注射薬
ゾレドロン酸点滴静注液４mg／100mLバッグ「ファイ
ザー」

ゾレドロン酸水和物 ４mg100mL１袋

52 注射薬
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注用500mg
「武田テバ」

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 500mg１瓶（溶解液付）

53 注射薬
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg
「武田テバ」

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 100mg１瓶（溶解液付）

54 注射薬
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用300mg
「武田テバ」

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 300mg１瓶（溶解液付）

55 注射薬 局 ブドウ糖注射液５％「マイラン」 ブドウ糖 ５％20mL１管

56 注射薬 局 ブドウ糖注射液５％「マイラン」 ブドウ糖 ５％250mL１瓶

57 注射薬 局 ブドウ糖注射液20％「マイラン」 ブドウ糖 20％20mL１管

58 注射薬 局 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「武田テバ」 レボフロキサシン水和物 500mg100mL１キット

59 注射薬 局
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「ファイ
ザー」

レボフロキサシン水和物 500mg100mL１キット

60 外用薬 局 ※ 黄色ワセリン（マイラン） 黄色ワセリン 10ｇ

61 外用薬 局 テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「ファイザー」 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ

62 外用薬 局 ※ 白色ワセリン（マイラン） 白色ワセリン 10ｇ

63 外用薬 ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤１％「テバ」 精製ヒアルロン酸ナトリウム １％0.6mL１筒

64 外用薬 ヘパリン類似物質外用スプレー0.3％「ファイザー」 ヘパリン類似物質 １ｇ

65 外用薬 ラタノプロスト点眼液0.005％「ＴＹＫ」 ラタノプロスト 0.005％１mL

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

67 外用薬 局 レボフロキサシン点眼液0.5％「ファイザー」 レボフロキサシン水和物 0.5％１mL

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

69 外用薬 局 レボフロキサシン点眼液1.5％「ファイザー」 レボフロキサシン水和物 1.5％１mL



（参考３）

別表第３

薬価基準名 成分名 規格単位

1 注射薬 無水エタノール注「ＶＴＲＳ」 無水エタノール ５mL１管

掲示事項等告示

Ｎｏ



（参考４）

別表第４（令和５年３月31日まで）

薬価基準名 成分名 規格単位

1 注射薬 無水エタノール注「ファイザー」 無水エタノール ５mL１管

掲示事項等告示

Ｎｏ


