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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。）

等が令和元年厚生労働省告示第193号（以下「一部改正告示」という。）及び令和元年厚生

労働省告示第194号をもって改正され、令和元年12月13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 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) 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 84 品目、注射薬 17 品目及び外用薬 77 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。 

 

(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 １０，３１４ ３，９５９ ２，５０４ ２８ １６，８０５ 

 

 

２ 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。）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 61 品目、注射薬

11 品目及び外用薬 54 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、令和２年３月 31 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。 

 

(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２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、令和

２年３月 31 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 ４１５ １７０ １８６ ０ ７７１ 

 

 

３ 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部を改正する件（令和元年厚生労働省告示第 170 号）

の一部改正について 

一部改正告示第２条による改正は、一部改正告示第１条による薬価基準別表の改正に伴

う、法令技術的な規定の整備を行うものであり、薬価、適用期日等を改正するものではな

いこと。 

変更後の薬価は従前告示されたとおり、令和２年２月１日から適用されるものであるこ



と。（「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（令和元年 11 月 18 日付け

保医発 1118 第１号）の記の１の(４)を参照。） 

 

 

４ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について 

(１) ラバミコム配合錠「アメル」 

本製剤の特殊性に鑑み、本製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の取扱いに

おいては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。 

 

(２) ラベプラゾール Na 錠 10mg「武田テバ」及び同錠 20mg「武田テバ」 

① 本製剤の使用上の注意において、「病状が著しい場合及び再発性・難治性の場合

に 1 回 20mg を 1 日 1 回投与することができる（再発・再燃を繰り返す逆流性食道

炎の維持療法、プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な場合は除

く。）」と記載されていることから、このような場合に限り 1 日 1 回 20mg を投与で

きるものであること。 

② 本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を繰り

返す逆流性食道炎の維持療法、プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十

分な場合は除く。）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。 

 

(３) ミカファンギン Na 点滴静注用 50mg「サワイ」及び同点滴静注用 75mg「サワイ」 

本製剤の使用上の注意に「本剤投与開始後において、原因菌がアスペルギルス属又

はカンジダ属でないことが明確になった場合、又は本剤投与で効果が認められない場

合は、漫然と使用せず、他の薬剤に変更するなど適切な処置を行うこと。」と記載さ

れているので、使用にあたっては十分留意すること。 

 

(４) カペシタビン錠 300mg「NK」及び同錠 300mg「JG」 

本製剤の使用上の注意に「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、本剤が適切

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、使用にあた

っては十分留意すること。 

 

(５) エタネルセプト BS 皮下注 25mg ペン 0.5mL「MA」 

① 本製剤はエタネルセプト製剤であり、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、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。）区分番号「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。 

② 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在



宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及

び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。 

(６) アプレピタントカプセル 80mg「サワイ」、同カプセル 125mg「サワイ」、同カプセル

セット「サワイ」、同カプセル 80mg「NK」、同カプセル 125mg「NK」及び同カプセルセ

ット「NK」 

本製剤の用法・用量は、「他の制吐剤との併用において、通常、成人及び 12 歳以上

の小児にはアプレピタントとして抗悪性腫瘍剤投与１日目は 125 ㎎を、２日目以降は

80 ㎎を１日１回、経口投与する。」とされているが、３日分を１包装として１セット

規格になっている製剤については、以下に示す例を参考に請求を行うこと。 

例） 

① アプレピタントカプセル 125 ㎎ １カプセル

 １日１回 朝食後 １日分 

② アプレピタントカプセル 80 ㎎ １カプセル 

 １日１回 朝食後 ２日分 

（①を服用後、２日目から服用）

(７) アスピリン腸溶錠 100mg「ZE」

本製剤の効能・効果は、次に掲げるものであること。

① 下記疾患における血栓・塞栓形成の抑制

狭心症（慢性安定狭心症、不安定狭心症）、心筋梗塞、虚血性脳血管障害（一過性

脳虚血発作（TIA）、脳梗塞） 

② 冠動脈バイパス術（CABG）あるいは経皮経管冠動脈形成術（PTCA）施行後におけ

る血栓・塞栓形成の抑制 

③ 川崎病（川崎病による心血管後遺症を含む）

５ 関係通知の一部改正について 

加算等後発医薬品通知を以下のとおり改正する。 

(１) 別紙１に別添１に掲げる医薬品を、別紙２に別添２に掲げる医薬品をそれぞれ加

え、令和元年 12 月 13 日から適用すること。 

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

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



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬 価

内用薬 1124007F1178 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＦＹ」 富士薬品 5.70

内用薬 1124007F2271 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＦＹ」 富士薬品 5.90

内用薬 1124020F2056 ブロマゼパム ２ｍｇ１錠 ブロマゼパム錠２ｍｇ「サンド」 サンド 5.70

内用薬 1124020F3044 ブロマゼパム ３ｍｇ１錠 ブロマゼパム錠３ｍｇ「サンド」 サンド 5.90

内用薬 1124020F4059 ブロマゼパム ５ｍｇ１錠 ブロマゼパム錠５ｍｇ「サンド」 サンド 6.30

内用薬 1139004G1075 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 局
バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ１００ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 6.90

内用薬 1139004G2080 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 局
バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ２００ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 10.40

内用薬 1147002F1684 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠
ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバファーマ 5.70

内用薬 1149019F1749 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠 局
ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「三
恵」

三恵薬品 9.80

内用薬 1179050F1067 アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 アトモキセチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 94.20

内用薬 1179050F2063 アトモキセチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 アトモキセチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 112.30

内用薬 1179050F3060 アトモキセチン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 アトモキセチン錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 141.60

内用薬 1179050F4066 アトモキセチン塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 アトモキセチン錠４０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 159.50

内用薬 1179050S1057 アトモキセチン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ アトモキセチン内用液０．４％「ＪＧ」 日本ジェネリック 70.70

内用薬 1249010F1336 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 チザニジン錠１ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 5.90

内用薬 1339002F1535 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠
ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「ツル
ハラ」

鶴原製薬 5.70

内用薬 2123016F1182 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局
ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ
「サンド」

サンド 10.20

内用薬 2123016F2260 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 局
ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「サ
ンド」

サンド 14.90

内用薬 2123016F3126 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 局
ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５
ｍｇ「サンド」

サンド 10.10

内用薬 2129003M1234 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル
メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ
「ツルハラ」

鶴原製薬 5.90

内用薬 2129003M2257 メキシレチン塩酸塩
１００ｍｇ１カプセ
ル

メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ
「ツルハラ」

鶴原製薬 8.60

内用薬 2129009F1054 フレカイニド酢酸塩 ５０ｍｇ１錠 局 フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ＴＥ」 トーアエイヨー 31.40

内用薬 2129009F2050 フレカイニド酢酸塩 １００ｍｇ１錠 局
フレカイニド酢酸塩錠１００ｍｇ「Ｔ
Ｅ」

トーアエイヨー 53.80

内用薬 2144002F1385 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 局
エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

小林化工 10.10

内用薬 2144002F2438 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 局
エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「Ｍ
ＥＥＫ」

小林化工 10.10

内用薬 2144002F3353 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 局
エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ
「ＭＥＥＫ」

小林化工 16.90

内用薬 2149026F1255 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 10.10

内用薬 2149026F2308 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 10.10

内用薬 2149026F3304 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 14.90

内用薬 2149026F4254 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 46.30

内用薬 2171021F1288 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 10.10

内用薬 2171021F2306 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 16.50

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
※令和元年12月13日より適用



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 2171021F3272 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 30.60

内用薬 2190009A1056 ポリスチレンスルホン酸ナトリウム １ｇ 局
ポリスチレンスルホン酸Ｎａ「フソー」
原末

扶桑薬品工業 12.70

内用薬 2190029F3053 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１錠 炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 66.70

内用薬 2190029F3061 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１錠
炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「フ
ソー」

扶桑薬品工業 66.70

内用薬 2190029F4050 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１錠 炭酸ランタンＯＤ錠５００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 98.30

内用薬 2190029F4068 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１錠
炭酸ランタンＯＤ錠５００ｍｇ「フ
ソー」

扶桑薬品工業 98.30

内用薬 2239001F1858 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠
アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「Ｃ
ＥＯ」

セオリアファーマ 5.70

内用薬 2239001F1866 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠
アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

5.70

内用薬 2239001S1155 アンブロキソール塩酸塩 ０．７５％１ｍＬ
アンブロキソール塩酸塩内用液０．７
５％「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

4.90

内用薬 2325003F1393 ファモチジン １０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 10.10

内用薬 2325003F2411 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 10.10

内用薬 2329012C1352 テプレノン １０％１ｇ テプレノン細粒１０％「武田テバ」 武田テバ薬品 11.00

内用薬 2329028F1295 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠
ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバ薬品 48.30

内用薬 2329028F1309 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠
ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロＥＳファー
マ

48.30

内用薬 2329028F2291 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠
ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバ薬品 94.30

内用薬 2329028F2305 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠
ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロＥＳファー
マ

94.30

内用薬 2354003F2456 センノシド １２ｍｇ１錠 センノシド錠１２ｍｇ「杏林」 東洋カプセル 5.10

内用薬 2359005F1277 ピコスルファートナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠
ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍ
ｇ「ＦＳＫ」

伏見製薬所 5.90

内用薬 2391008M1030 アプレピタント ８０ｍｇ１カプセル
アプレピタントカプセル８０ｍｇ「Ｎ
Ｋ」

日本化薬 1,381.00

内用薬 2391008M1048 アプレピタント ８０ｍｇ１カプセル
アプレピタントカプセル８０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 1,381.00

内用薬 2391008M2036 アプレピタント
１２５ｍｇ１カプセ
ル

アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「Ｎ
Ｋ」

日本化薬 2,025.10

内用薬 2391008M2044 アプレピタント
１２５ｍｇ１カプセ
ル

アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「サ
ワイ」

沢井製薬 2,025.10

内用薬 2391008M3032 アプレピタント １セット アプレピタントカプセルセット「ＮＫ」 日本化薬 4,787.10

内用薬 2391008M3040 アプレピタント １セット
アプレピタントカプセルセット「サワ
イ」

沢井製薬 4,787.10

内用薬 2399009F1165 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 局 メサラジン徐放錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 20.80

内用薬 2399009F1173 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 局
メサラジン徐放錠２５０ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバファーマ 20.80

内用薬 2399009F2153 メサラジン ５００ｍｇ１錠 局 メサラジン徐放錠５００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 42.50

内用薬 2399009F2161 メサラジン ５００ｍｇ１錠 局
メサラジン徐放錠５００ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバファーマ 42.50

内用薬 3112001F1063 アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠
アルファカルシドール錠０．２５μｇ
「アメル」

共和薬品工業 5.90

内用薬 3133001C1199 パンテチン ２０％１ｇ パンテチン細粒２０％「ツルハラ」 鶴原製薬 6.30

内用薬 3133001F1136 パンテチン ３０ｍｇ１錠 パンテチン錠３０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.70

内用薬 3133001F2264 パンテチン ６０ｍｇ１錠 パンテチン錠６０ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 5.70

内用薬 3136004F2294 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 局 メコバラミン錠５００μｇ「フソー」 ダイト 5.70

内用薬 3150002D1068 トコフェロール酢酸エステル ２０％１ｇ
トコフェロール酢酸エステル顆粒２０％
「ツルハラ」

鶴原製薬 6.30

内用薬 3150002F2065 トコフェロール酢酸エステル １００ｍｇ１錠
トコフェロール酢酸エステル錠１００ｍ
ｇ「ツルハラ」

鶴原製薬 5.70
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内用薬 3399004M1425 イコサペント酸エチル
３００ｍｇ１カプセ
ル

局
イコサペント酸エチルカプセル３００ｍ
ｇ「杏林」

東洋カプセル 14.60

内用薬 3399004M2111 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 局
イコサペント酸エチル粒状カプセル３０
０ｍｇ「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

14.50

内用薬 3399004M3126 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包
イコサペント酸エチル顆粒状カプセル６
００ｍｇ「ＭＪＴ」

森下仁丹 46.40

内用薬 3399004M3134 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 局
イコサペント酸エチル粒状カプセル６０
０ｍｇ「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

27.10

内用薬 3399004M4122 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包
イコサペント酸エチル顆粒状カプセル９
００ｍｇ「ＭＪＴ」

森下仁丹 67.80

内用薬 3399004M4130 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 局
イコサペント酸エチル粒状カプセル９０
０ｍｇ「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

38.40

内用薬 3399007H1137 アスピリン １００ｍｇ１錠 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「ＺＥ」 全星薬品工業 5.70

内用薬 3922001F2345 グルタチオン １００ｍｇ１錠 グルタチオン錠１００ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 7.40

内用薬 3999019F3045 リセドロン酸ナトリウム水和物 ７５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 767.90

内用薬 3999019F3053 リセドロン酸ナトリウム水和物 ７５ｍｇ１錠 局 リセドロン酸Ｎａ錠７５ｍｇ「日医工」 日医工 767.90

内用薬 4223005F1073 カペシタビン ３００ｍｇ１錠 カペシタビン錠３００ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 131.80

内用薬 4223005F1081 カペシタビン ３００ｍｇ１錠 カペシタビン錠３００ｍｇ「ＮＫ」 日本化薬 131.80

内用薬 6250002R1056 アシクロビル ８０％１ｇ 局 アシクロビルＤＳ８０％「ＮＫ」 日本化薬 176.80

内用薬 6250102F1040 ラミブジン・アバカビル硫酸塩 １錠 ラバミコム配合錠「アメル」 共和薬品工業 1,558.30

注射薬 1119402A1120 プロポフォール
２００ｍｇ２０ｍＬ
１管

プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マル
イシ」

丸石製薬 594

注射薬 1119402A2150 プロポフォール
５００ｍｇ５０ｍＬ
１瓶

プロポフォール静注１％５０ｍＬ「マル
イシ」

丸石製薬 770

注射薬 1119402A3106 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶
プロポフォール静注１％１００ｍＬ「マ
ルイシ」

丸石製薬 1,215

注射薬 1119402A5036 プロポフォール １ｇ５０ｍＬ１瓶
プロポフォール静注２％５０ｍＬ「マル
イシ」

丸石製薬 1,215

注射薬 2413400D3135 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン
７５単位１管（溶解
液付）

ＨＭＧ筋注用７５単位「あすか」 あすか製薬 1,105

注射薬 2413400D4115 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン
１５０単位１管（溶
解液付）

ＨＭＧ筋注用１５０単位「あすか」 あすか製薬 1,427

注射薬 2413403A1067 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン
７５単位１管（溶解
液付）

ｕＦＳＨ注用７５単位「あすか」 あすか製薬 1,310

注射薬 2413403D1047 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン
１５０単位１管（溶
解液付）

ｕＦＳＨ注用１５０単位「あすか」 あすか製薬 1,592

注射薬 3134402A2229 ピリドキサールリン酸エステル水和物 ３０ｍｇ１管 ピリドキサール注３０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 57

注射薬 3999401A1242 エルカトニン
４０エルカトニン単
位１ｍＬ１管

エルカトニン注４０単位「イセイ」 コーアイセイ 241

注射薬 3999448G4020
エタネルセプト（遺伝子組換え）［エタネ
ルセプト後続１］

２５ｍｇ０．５ｍＬ
１キット

エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇペン
０．５ｍＬ「ＭＡ」

持田製薬 8,808

注射薬 6179400D1039 ミカファンギンナトリウム ５０ｍｇ１瓶
ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 2,435

注射薬 6179400D2035 ミカファンギンナトリウム ７５ｍｇ１瓶
ミカファンギンＮａ点滴静注用７５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 3,477

注射薬 6250402F1044 ガンシクロビル ５００ｍｇ１瓶
ガンシクロビル点滴静注用５００ｍｇ
「ファイザー」

マイラン製薬 6,152

外用薬 1147700J1200 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個
ジクロフェナクＮａ坐剤１２．５ｍｇ
「武田テバ」

武田テバファーマ 19.70

外用薬 1147700J1219 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個
ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５
ｍｇ「ゼリア」

京都薬品工業 19.70

外用薬 1147700J2266 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個
ジクロフェナクＮａ坐剤２５ｍｇ「武田
テバ」

武田テバファーマ 20.30

外用薬 1147700J2274 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個
ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ
「ゼリア」

京都薬品工業 20.30

外用薬 1147700J3297 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個
ジクロフェナクＮａ坐剤５０ｍｇ「武田
テバ」

武田テバファーマ 20.30

外用薬 1147700J3300 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個
ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ
「ゼリア」

京都薬品工業 20.30

外用薬 1315701Q1111
デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステ
ルナトリウム

０．０２％１ｍＬ
Ｄ・Ｅ・Ｘ点眼液０．０２％「ニッ
トー」

日東メディック 12.80
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外用薬 1315701Q2070
デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステ
ルナトリウム

０．０５％１ｍＬ
Ｄ・Ｅ・Ｘ点眼液０．０５％「ニッ
トー」

日東メディック 20.60

外用薬 1315701Q3106
デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステ
ルナトリウム

０．１％１ｍＬ Ｄ・Ｅ・Ｘ点眼液０．１％「ニットー」 日東メディック 17.90

外用薬 1315705M1053 プレドニゾロン酢酸エステル ０．２５％１ｇ
プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏０．
２５％「ニットー」

日東メディック 35.30

外用薬 1317706Q1127 ゲンタマイシン硫酸塩 ３ｍｇ１ｍＬ 局
ゲンタマイシン硫酸塩点眼液０．３％
「ニットー」

日東メディック 17.90

外用薬 1319717Q1413 クロモグリク酸ナトリウム
１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶

クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「ＴＳ」 テイカ製薬 209.70

外用薬 1319726Q1226 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％
「ニットー」

東亜薬品 39.00

外用薬 1319731Q4048 オキシグルタチオン ５００ｍＬ１キット
オキシグルタチオン眼灌流液０．０１８
４％キット「センジュ」

千寿製薬 3,904.90

外用薬 1319735Q1098 ペミロラストカリウム ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 局 ペミロラストＫ点眼液０．１％「ＴＳ」 テイカ製薬 320.10

外用薬 1319736Q1149 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 局
トラニラスト点眼液０．５％「ニッ
トー」

東亜薬品 332.80

外用薬 1319740Q1110 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ
ニプラジロール点眼液０．２５％「ニッ
トー」

東亜薬品 193.80

外用薬 1319742Q1284 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％「ニッ
トー」

東亜薬品 42.20

外用薬 1319819Q1070
ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン
酸塩

１ｍＬ ドルモロール配合点眼液「ＴＳ」 テイカ製薬 237.70

外用薬 1329710Q1043
モメタゾンフランカルボン酸エステル水和
物

５ｍｇ１０ｇ１瓶
モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＣＥＯ」５
６噴霧用

東亜薬品 710.50

外用薬 1329710Q1051
モメタゾンフランカルボン酸エステル水和
物

５ｍｇ１０ｇ１瓶
モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＪＧ」５６
噴霧用

日本ジェネリック 710.50

外用薬 1329710Q1060
モメタゾンフランカルボン酸エステル水和
物

５ｍｇ１０ｇ１瓶
モメタゾン点鼻液５０μｇ「タカタ」５
６噴霧用

高田製薬 710.50

外用薬 1329710Q1078
モメタゾンフランカルボン酸エステル水和
物

５ｍｇ１０ｇ１瓶
モメタゾン点鼻液５０μｇ「トーワ」５
６噴霧用

東和薬品 710.50

外用薬 1329710Q1086
モメタゾンフランカルボン酸エステル水和
物

５ｍｇ１０ｇ１瓶
モメタゾン点鼻液５０μｇ「ニットー」
５６噴霧用

日東メディック 710.50

外用薬 1329710Q2040
モメタゾンフランカルボン酸エステル水和
物

９ｍｇ１８ｇ１瓶
モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＣＥＯ」１
１２噴霧用

東亜薬品 1,421.00

外用薬 1329710Q2058
モメタゾンフランカルボン酸エステル水和
物

９ｍｇ１８ｇ１瓶
モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＪＧ」１１
２噴霧用

日本ジェネリック 1,421.00

外用薬 1329710Q2066
モメタゾンフランカルボン酸エステル水和
物

９ｍｇ１８ｇ１瓶
モメタゾン点鼻液５０μｇ「タカタ」１
１２噴霧用

高田製薬 1,421.00

外用薬 1329710Q2074
モメタゾンフランカルボン酸エステル水和
物

９ｍｇ１８ｇ１瓶
モメタゾン点鼻液５０μｇ「トーワ」１
１２噴霧用

東和薬品 1,421.00

外用薬 1329710Q2082
モメタゾンフランカルボン酸エステル水和
物

９ｍｇ１８ｇ１瓶
モメタゾン点鼻液５０μｇ「ニットー」
１１２噴霧用

日東メディック 1,421.00

外用薬 2259701G1080 クロモグリク酸ナトリウム １％２ｍＬ１管
クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「武田テ
バ」

武田テバ薬品 32.90

外用薬 2259707S1217 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 局
ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「久
光」

久光製薬 21.00

外用薬 2259707S2213 ツロブテロール １ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ１ｍｇ「久光」 久光製薬 29.70

外用薬 2259707S3210 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 局 ツロブテロールテープ２ｍｇ「久光」 久光製薬 38.30

外用薬 2260700F1145 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 ４％１ｍＬ アズレンうがい液４％「ＴＯＡ」 東亜薬品 38.60

外用薬 2290701G4038 ブデソニド
０．２５ｍｇ２ｍＬ
１管

ブデソニド吸入液０．２５ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバファーマ 94.50

外用薬 2290701G5034 ブデソニド
０．５ｍｇ２ｍＬ１
管

ブデソニド吸入液０．５ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバファーマ 125.80

外用薬 2290801G1037
ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水
和物

３０吸入１キット ブデホル吸入粉末剤３０吸入「ＪＧ」 日本ジェネリック 1,250.10

外用薬 2290801G1045
ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水
和物

３０吸入１キット ブデホル吸入粉末剤３０吸入「ＭＹＬ」 東亜薬品 1,250.10

外用薬 2290801G2033
ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水
和物

６０吸入１キット ブデホル吸入粉末剤６０吸入「ＪＧ」 日本ジェネリック 2,348.40

外用薬 2290801G2041
ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水
和物

６０吸入１キット ブデホル吸入粉末剤６０吸入「ＭＹＬ」 東亜薬品 2,348.40

外用薬 2399706M1125 デキサメタゾン ０．１％１ｇ
デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「Ｎ
Ｋ」

日本化薬 51.00



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 2399706M1133 デキサメタゾン ０．１％１ｇ
デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「日
医工」

池田薬品工業 51.00

外用薬 2499701R1095 ブセレリン酢酸塩
１５．７５ｍｇ１０
ｍＬ１瓶

ブセレリン点鼻液０．１５％「Ｆ」 富士製薬工業 5,372.60

外用薬 2499702Q1051 ナファレリン酢酸塩水和物 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 ナファレリン点鼻液０．２％「Ｆ」 富士製薬工業 5,906.20

外用薬 2612701Q3482 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ポビドンヨード外用液１０％「イワキ」 岩城製薬 11.40

外用薬 2615701Q1554 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ
イソプロパノール消毒液５０％「ニプ
ロ」

ニプロ 3.80

外用薬 2615701Q2348 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ
イソプロパノール消毒液７０％「ニプ
ロ」

ニプロ 4.50

外用薬 2646713M1217 クロベタゾールプロピオン酸エステル ０．０５％１ｇ
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟
膏０．０５％「イワキ」

岩城製薬 9.10

外用薬 2646725M1228 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ
ジフルプレドナート軟膏０．０５％「Ｍ
ＹＫ」

前田薬品工業 11.20

外用薬 2646725Q1076 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ
ジフルプレドナートローション０．０
５％「ＭＹＫ」

前田薬品工業 11.20

外用薬 2646726M1133 デキサメタゾンプロピオン酸エステル ０．１％１ｇ
デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟
膏０．１％「ＭＹＫ」

前田薬品工業 11.00

外用薬 2646726N1139 デキサメタゾンプロピオン酸エステル ０．１％１ｇ
デキサメタゾンプロピオン酸エステルク
リーム０．１％「ＭＹＫ」

前田薬品工業 11.00

外用薬 2646726Q1062 デキサメタゾンプロピオン酸エステル ０．１％１ｇ
デキサメタゾンプロピオン酸エステル
ローション０．１％「ＭＹＫ」

前田薬品工業 11.00

外用薬 2649731S1305 フェルビナク
１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

局
フェルビナクパップ７０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 14.00

外用薬 2649731S1313 フェルビナク
１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

局
フェルビナクパップ７０ｍｇ「タイホ
ウ」

岡山大鵬薬品 14.00

外用薬 2649731S1321 フェルビナク
１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚

局 フェルビナクテープ７０ｍｇ「久光」 久光製薬 14.00

外用薬 2649734Q1115 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ
ジクロフェナクＮａゲル１％「武田テ
バ」

武田テバファーマ 4.50

外用薬 2655708N1326 ビホナゾール １％１ｇ ビホナゾールクリーム１％「武田テバ」 武田テバ薬品 10.10

外用薬 2655709N1100 ケトコナゾール ２％１ｇ 局 ケトコナゾールクリーム２％「ＭＹＫ」 前田薬品工業 18.50

外用薬 2655709Q1092 ケトコナゾール ２％１ｇ 局
ケトコナゾールローション２％「ＭＹ
Ｋ」

前田薬品工業 18.50

外用薬 2659710N1233 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％「Ｍ
ＥＥＫ」

小林化工 13.30

外用薬 2669701N1095 尿素 １０％１ｇ 尿素クリーム１０％「日医工」 池田薬品工業 4.50

外用薬 2669701N2105 尿素 ２０％１ｇ 尿素クリーム２０％「日医工」 池田薬品工業 4.70

外用薬 2691700M1070 タカルシトール水和物 ０．０００２％１ｇ 局
タカルシトール軟膏２μｇ／ｇ「武田テ
バ」

武田テバ薬品 49.50

外用薬 2691700N1075 タカルシトール水和物 ０．０００２％１ｇ
タカルシトールクリーム２μｇ／ｇ「武
田テバ」

武田テバ薬品 49.50

外用薬 3339950R1185 ヘパリン類似物質 １ｇ
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．
３％「日医工」

ヤクハン製薬 13.50

外用薬 8219700S5077 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 麻
フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ
「テイコク」

帝國製薬 1,222.80

外用薬 8219700S6073 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 麻
フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ
「テイコク」

帝國製薬 2,260.80

外用薬 8219700S7070 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 麻
フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ
「テイコク」

帝國製薬 4,201.90

外用薬 8219700S8076 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 麻
フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ
「テイコク」

帝國製薬 5,855.10

外用薬 8219700S9072 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 麻
フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ
「テイコク」

帝國製薬 7,883.80

外用薬 8219701S1041 フェンタニルクエン酸塩 １ｍｇ１枚 麻
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ１
ｍｇ「テイコク」

帝國製薬 262.90

外用薬 8219701S2048 フェンタニルクエン酸塩 ２ｍｇ１枚 麻
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ２
ｍｇ「テイコク」

帝國製薬 490.20

外用薬 8219701S3044 フェンタニルクエン酸塩 ４ｍｇ１枚 麻
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ４
ｍｇ「テイコク」

帝國製薬 924.00

外用薬 8219701S4040 フェンタニルクエン酸塩 ６ｍｇ１枚 麻
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ６
ｍｇ「テイコク」

帝國製薬 1,324.90



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 8219701S5047 フェンタニルクエン酸塩 ８ｍｇ１枚 麻
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ８
ｍｇ「テイコク」

帝國製薬 1,704.10



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 1124020F1041 ブロマゼパム １ｍｇ１錠 ブロマゼパム錠１ｍｇ「サンド」 サンド 5.70

［別添２］

別紙２　診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目
（加算等の算定対象とならない後発医薬品）

※令和元年12月13日より適用

品名



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬 価

内用薬 2391008M1021 アプレピタント ８０ｍｇ１カプセル イメンドカプセル８０ｍｇ 小野薬品工業 3,408.90

内用薬 2391008M2028 アプレピタント
１２５ｍｇ１カプセ
ル

イメンドカプセル１２５ｍｇ 小野薬品工業 4,998.70

内用薬 2391008M3024 アプレピタント １セット イメンドカプセルセット 小野薬品工業 11,816.50

内用薬 6250102F1031 ラミブジン・アバカビル硫酸塩 １錠 エプジコム配合錠
ヴィーブヘルスケ
ア

4,020.80

外用薬 2290801G1029
ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水
和物

３０吸入１キット シムビコートタービュヘイラー３０吸入 アストラゼネカ 3,047.70

外用薬 2290801G2025
ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水
和物

６０吸入１キット シムビコートタービュヘイラー６０吸入 アストラゼネカ 5,935.30

［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２年１月１日より適用

品名



区分
薬価基準収載
医薬品コード

成分名 規格 メーカー名 薬 価

内用薬 3999019F3029 リセドロン酸ナトリウム水和物 ７５ｍｇ１錠 局 アクトネル錠７５ｍｇ ＥＡファーマ 2,384.20

内用薬 3999019F3037 リセドロン酸ナトリウム水和物 ７５ｍｇ１錠 局 ベネット錠７５ｍｇ 武田薬品工業 2,501.60

注射薬 6179400D1020 ミカファンギンナトリウム ５０ｍｇ１瓶 ファンガード点滴用５０ｍｇ アステラス製薬 4,869

注射薬 6179400D2027 ミカファンギンナトリウム ７５ｍｇ１瓶 ファンガード点滴用７５ｍｇ アステラス製薬 6,953

外用薬 2290701G4020 ブデソニド
０．２５ｍｇ２ｍＬ
１管

パルミコート吸入液０．２５ｍｇ アストラゼネカ 260.50

外用薬 2290701G5026 ブデソニド
０．５ｍｇ２ｍＬ１
管

パルミコート吸入液０．５ｍｇ アストラゼネカ 346.80

［別添４］

別紙３　診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※令和２年４月１日より適用

品名



（参考１）

薬価基準名 成分名 規格単位 　薬 価 (円)

1 内用薬 局 アシクロビルＤＳ８０％「ＮＫ」 アシクロビル ８０％１ｇ 176.80

2 内用薬 アスピリン腸溶錠１００ｍｇ「ＺＥ」 アスピリン １００ｍｇ１錠 5.70

3 内用薬 アトモキセチン錠５ｍｇ「ＪＧ」 アトモキセチン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 94.20

4 内用薬 アトモキセチン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 アトモキセチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 112.30

5 内用薬 アトモキセチン錠２５ｍｇ「ＪＧ」 アトモキセチン塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 141.60

6 内用薬 アトモキセチン錠４０ｍｇ「ＪＧ」 アトモキセチン塩酸塩 ４０ｍｇ１錠 159.50

7 内用薬 アトモキセチン内用液０．４％「ＪＧ」 アトモキセチン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ 70.70

8 内用薬 アプレピタントカプセルセット「ＮＫ」 アプレピタント １セット 4,787.10

9 内用薬 アプレピタントカプセルセット「サワイ」 アプレピタント １セット 4,787.10

10 内用薬 アプレピタントカプセル８０ｍｇ「ＮＫ」 アプレピタント ８０ｍｇ１カプセル 1,381.00

11 内用薬 アプレピタントカプセル８０ｍｇ「サワイ」 アプレピタント ８０ｍｇ１カプセル 1,381.00

12 内用薬 アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「ＮＫ」 アプレピタント １２５ｍｇ１カプセル 2,025.10

13 内用薬 アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「サワイ」 アプレピタント １２５ｍｇ１カプセル 2,025.10

14 内用薬 アルファカルシドール錠０．２５μｇ「アメル」 アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠 5.90

15 内用薬 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「杏林」 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 5.70

16 内用薬 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＣＥＯ」 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 5.70

17 内用薬 アンブロキソール塩酸塩内用液０．７５％「杏林」 アンブロキソール塩酸塩 ０．７５％１ｍＬ 4.90

18 内用薬 局 イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「杏林」 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル 14.60

19 内用薬
イコサペント酸エチル顆粒状カプセル６００ｍｇ「ＭＪ
Ｔ」

イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 46.40

20 内用薬
イコサペント酸エチル顆粒状カプセル９００ｍｇ「ＭＪ
Ｔ」

イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 67.80

21 内用薬 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ「杏林」 イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包 14.50

22 内用薬 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ「杏林」 イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包 27.10

23 内用薬 局 イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「杏林」 イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包 38.40

24 内用薬 局 エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 10.10

25 内用薬 局 エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 10.10

26 内用薬 局 エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 16.90

27 内用薬 カペシタビン錠３００ｍｇ「ＮＫ」 カぺシタビン ３００ｍｇ１錠 131.80

28 内用薬 カペシタビン錠３００ｍｇ「ＪＧ」 カペシタビン ３００ｍｇ１錠 131.80

29 内用薬 グルタチオン錠１００ｍｇ「ツルハラ」 グルタチオン １００ｍｇ１錠 7.40

30 内用薬 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「武田テバ」 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠 5.70

31 内用薬 局 ジヒドロコデインリン酸塩散１％〈ハチ〉 ジヒドロコデインリン酸塩 １％１ｇ 7.60

32 内用薬 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「ツルハラ」 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 5.70

33 内用薬 センノシド錠１２ｍｇ「杏林」 センノシド １２ｍｇ１錠 5.10

34 内用薬 炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１錠 66.70

35 内用薬 炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「フソー」 炭酸ランタン水和物 ２５０ｍｇ１錠 66.70

36 内用薬 炭酸ランタンＯＤ錠５００ｍｇ「ＪＧ」 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１錠 98.30

37 内用薬 炭酸ランタンＯＤ錠５００ｍｇ「フソー」 炭酸ランタン水和物 ５００ｍｇ１錠 98.30

38 内用薬 チアミンジスルフィド錠１０ｍｇ「ツルハラ」 チアミンジスルフィド １０ｍｇ１錠 5.10

Ｎｏ

薬価基準告示



薬価基準名 成分名 規格単位 　薬 価 (円)Ｎｏ

39 内用薬 チザニジン錠１ｍｇ「ＮＰＩ」 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 5.90

40 内用薬 テプレノン細粒１０％「武田テバ」 テプレノン １０％１ｇ 11.00

41 内用薬 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 10.10

42 内用薬 局 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 10.10

43 内用薬 局 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 14.90

44 内用薬 局 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 46.30

45 内用薬 トコフェロール酢酸エステル顆粒２０％「ツルハラ」 トコフェロール酢酸エステル ２０％１ｇ 6.30

46 内用薬 トコフェロール酢酸エステル錠１００ｍｇ「ツルハラ」 トコフェロール酢酸エステル １００ｍｇ１錠 5.70

47 内用薬 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＦＹ」 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 5.70

48 内用薬 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＦＹ」 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 5.90

49 内用薬 局 乳酸カルシウム水和物〈ハチ〉原末 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ 27.80

50 内用薬 局 バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ１００ｍｇ「トーワ」 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 6.90

51 内用薬 局 バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ２００ｍｇ「トーワ」 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠 10.40

52 内用薬 パンテチン細粒２０％「ツルハラ」 パンテチン ２０％１ｇ 6.30

53 内用薬 パンテチン錠３０ｍｇ「ツルハラ」 パンテチン ３０ｍｇ１錠 5.70

54 内用薬 パンテチン錠６０ｍｇ「ツルハラ」 パンテチン ６０ｍｇ１錠 5.70

55 内用薬 ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「ＦＳＫ」 ピコスルファートナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠 5.90

56 内用薬 局 ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「サンド」 ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 10.10

57 内用薬 局 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「サンド」 ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 10.20

58 内用薬 局 ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「サンド」 ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 14.90

59 内用薬 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＺＥ」 ファモチジン １０ｍｇ１錠 10.10

60 内用薬 局 ファモチジン錠２０ｍｇ「ＺＥ」 ファモチジン ２０ｍｇ１錠 10.10

61 内用薬 局 フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ＴＥ」 フレカイニド酢酸塩 ５０ｍｇ１錠 31.40

62 内用薬 局 フレカイニド酢酸塩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 フレカイニド酢酸塩 １００ｍｇ１錠 53.80

63 内用薬 ブロマゼパム錠１ｍｇ「サンド」 ブロマゼパム １ｍｇ１錠 5.70

64 内用薬 ブロマゼパム錠２ｍｇ「サンド」 ブロマゼパム ２ｍｇ１錠 5.70

65 内用薬 ブロマゼパム錠３ｍｇ「サンド」 ブロマゼパム ３ｍｇ１錠 5.90

66 内用薬 ブロマゼパム錠５ｍｇ「サンド」 ブロマゼパム ５ｍｇ１錠 6.30

67 内用薬 局 ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠 10.10

68 内用薬 局 ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 16.50

69 内用薬 局 ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠 30.60

70 内用薬 局 ポリスチレンスルホン酸Ｎａ「フソー」原末 ポリスチレンスルホン酸ナトリウム １ｇ 12.70

71 内用薬 局 ポリスチレンスルホン酸Ｃａ「フソー」原末 ポリスチレンスルホン酸カルシウム １ｇ 13.70

72 内用薬 メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「ツルハラ」 メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル 5.90

73 内用薬 メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「ツルハラ」 メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル 8.60

74 内用薬 局 メコバラミン錠５００μｇ「フソー」 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 5.70

75 内用薬 局 メサラジン徐放錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 20.80

76 内用薬 局 メサラジン徐放錠２５０ｍｇ「武田テバ」 メサラジン ２５０ｍｇ１錠 20.80

77 内用薬 局 メサラジン徐放錠５００ｍｇ「ＪＧ」 メサラジン ５００ｍｇ１錠 42.50
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78 内用薬 局 メサラジン徐放錠５００ｍｇ「武田テバ」 メサラジン ５００ｍｇ１錠 42.50

79 内用薬 ラバミコム配合錠「アメル」 ラミブジン・アバカビル硫酸塩 １錠 1,558.30

80 内用薬 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「武田テバ」 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 48.30

81 内用薬 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ニプロ」 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠 48.30

82 内用薬 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「武田テバ」 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 94.30

83 内用薬 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ニプロ」 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠 94.30

84 内用薬 局 リセドロン酸Ｎａ錠７５ｍｇ「トーワ」 リセドロン酸ナトリウム水和物 ７５ｍｇ１錠 767.90

85 内用薬 局 リセドロン酸Ｎａ錠７５ｍｇ「日医工」 リセドロン酸ナトリウム水和物 ７５ｍｇ１錠 767.90

86 内用薬 局 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「三恵」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠 9.80

87 注射薬 アルトフェッド注射液 酢酸維持液 ２００ｍＬ１袋 200

88 注射薬 ＨＭＧ筋注用７５単位「あすか」 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン ７５単位１管（溶解液付） 1,105

89 注射薬 ＨＭＧ筋注用１５０単位「あすか」 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン １５０単位１管（溶解液付） 1,427

90 注射薬
エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ「Ｍ
Ａ」

エタネルセプト（遺伝子組換え）［エタネルセプ
ト後続１］

２５ｍｇ０．５ｍＬ１キット 8,808

91 注射薬 エルカトニン注４０単位「イセイ」 エルカトニン
４０エルカトニン単位１ｍＬ

１管
241

92 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 6,152

93 注射薬 局
テストステロンエナント酸エステル筋注２５０ｍｇ
「Ｆ」

テストステロンエナント酸エステル ２５０ｍｇ１ｍＬ１管 974

94 注射薬 ピリドキサール注３０ｍｇ「トーワ」 ピリドキサールリン酸エステル水和物 ３０ｍｇ１管 57

95 注射薬 プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１管 594

96 注射薬 プロポフォール静注１％５０ｍＬ「マルイシ」 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶 770

97 注射薬 プロポフォール静注１％１００ｍＬ「マルイシ」 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶 1,215

98 注射薬 プロポフォール静注２％５０ｍＬ「マルイシ」 プロポフォール １ｇ５０ｍＬ１瓶 1,215

99 注射薬 ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「サワイ」 ミカファンギンナトリウム ５０ｍｇ１瓶 2,435

100 注射薬 ミカファンギンＮａ点滴静注用７５ｍｇ「サワイ」 ミカファンギンナトリウム ７５ｍｇ１瓶 3,477

101 注射薬 ｕＦＳＨ注用７５単位「あすか」 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン ７５単位１管（溶解液付） 1,310

102 注射薬 ｕＦＳＨ注用１５０単位「あすか」 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン １５０単位１管（溶解液付） 1,592

103 注射薬 ラクトリンゲル液″フソー″ 乳酸リンゲル ２００ｍＬ１袋 160

104 外用薬 アズレンうがい液４％「ＴＯＡ」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 ４％１ｍＬ 38.60

105 外用薬 イソプロパノール消毒液５０％「ニプロ」 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ 3.80

106 外用薬 イソプロパノール消毒液７０％「ニプロ」 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ 4.50

107 外用薬
オキシグルタチオン眼灌流液０．０１８４％キット「セ
ンジュ」

オキシグルタチオン ５００ｍＬ１キット 3,904.90

108 外用薬
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．０５％
「イワキ」

クロベタゾールプロピオン酸エステル ０．０５％１ｇ 9.10

109 外用薬 クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「武田テバ」 クロモグリク酸ナトリウム １％２ｍＬ１管 32.90

110 外用薬 クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「ＴＳ」 クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 209.70

111 外用薬 局 ケトコナゾールクリーム２％「ＭＹＫ」 ケトコナゾール ２％１ｇ 18.50

112 外用薬 局 ケトコナゾールローション２％「ＭＹＫ」 ケトコナゾール ２％１ｇ 18.50

113 外用薬 局 ゲンタマイシン硫酸塩点眼液０．３％「ニットー」 ゲンタマイシン硫酸塩 ３ｍｇ１ｍＬ 17.90

114 外用薬 ジクロフェナクＮａゲル１％「武田テバ」 ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ 4.50

115 外用薬 ジクロフェナクＮａ坐剤１２．５ｍｇ「武田テバ」 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 19.70

116 外用薬 ジクロフェナクＮａ坐剤２５ｍｇ「武田テバ」 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 20.30
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117 外用薬 ジクロフェナクＮａ坐剤５０ｍｇ「武田テバ」 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 20.30

118 外用薬 ジクロフェナクＮａ点眼液０．１％「ニットー」 ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ 39.00

119 外用薬 ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「ゼリア」 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 19.70

120 外用薬 ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「ゼリア」 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 20.30

121 外用薬 ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ゼリア」 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 20.30

122 外用薬 ジフルプレドナート軟膏０．０５％「ＭＹＫ」 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ 11.20

123 外用薬 ジフルプレドナートローション０．０５％「ＭＹＫ」 ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ 11.20

124 外用薬 タカルシトールクリーム２μｇ／ｇ「武田テバ」 タカルシトール水和物 ０．０００２％１ｇ 49.50

125 外用薬 局 タカルシトール軟膏２μｇ／ｇ「武田テバ」 タカルシトール水和物 ０．０００２％１ｇ 49.50

126 外用薬 局 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「久光」 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 21.00

127 外用薬 局 ツロブテロールテープ１ｍｇ「久光」 ツロブテロール １ｍｇ１枚 29.70

128 外用薬 局 ツロブテロールテープ２ｍｇ「久光」 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 38.30

129 外用薬 Ｄ・Ｅ・Ｘ点眼液０．０２％「ニットー」
デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナト
リウム

０．０２％１ｍＬ 12.80

130 外用薬 Ｄ・Ｅ・Ｘ点眼液０．０５％「ニットー」
デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナト
リウム

０．０５％１ｍＬ 20.60

131 外用薬 Ｄ・Ｅ・Ｘ点眼液０．１％「ニットー」
デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナト
リウム

０．１％１ｍＬ 17.90

132 外用薬 デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」 デキサメタゾン ０．１％１ｇ 51.00

133 外用薬 デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「日医工」 デキサメタゾン ０．１％１ｇ 51.00

134 外用薬
デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム０．１％
「ＭＹＫ」

デキサメタゾンプロピオン酸エステル ０．１％１ｇ 11.00

135 外用薬
デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏０．１％「Ｍ
ＹＫ」

デキサメタゾンプロピオン酸エステル ０．１％１ｇ 11.00

136 外用薬
デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション０．
１％「ＭＹＫ」

デキサメタゾンプロピオン酸エステル ０．１％１ｇ 11.00

137 外用薬 局 テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「ＭＥＥＫ」 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ 13.30

138 外用薬 局 トラニラスト点眼液０．５％「ニットー」 トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 332.80

139 外用薬 ドルモロール配合点眼液「ＴＳ」 ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩 １ｍＬ 237.70

140 外用薬 ナファレリン点鼻液０．２％「Ｆ」 ナファレリン酢酸塩水和物 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 5,906.20

141 外用薬 ニプラジロール点眼液０．２５％「ニットー」 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ 193.80

142 外用薬 尿素クリーム１０％「日医工」 尿素 １０％１ｇ 4.50

143 外用薬 尿素クリーム２０％「日医工」 尿素 ２０％１ｇ 4.70

144 外用薬 ビホナゾールクリーム１％「武田テバ」 ビホナゾール １％１ｇ 10.10

145 外用薬 局 フェルビナクテープ７０ｍｇ「久光」 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 14.00

146 外用薬 局 フェルビナクパップ７０ｍｇ「オーハラ」 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 14.00

147 外用薬 局 フェルビナクパップ７０ｍｇ「タイホウ」 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 14.00

148 外用薬 麻
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ１ｍｇ「テイコ
ク」

フェンタニルクエン酸塩 １ｍｇ１枚 262.90

149 外用薬 麻
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ２ｍｇ「テイコ
ク」

フェンタニルクエン酸塩 ２ｍｇ１枚 490.20

150 外用薬 麻
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ４ｍｇ「テイコ
ク」

フェンタニルクエン酸塩 ４ｍｇ１枚 924.00

151 外用薬 麻
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ６ｍｇ「テイコ
ク」

フェンタニルクエン酸塩 ６ｍｇ１枚 1,324.90

152 外用薬 麻
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ８ｍｇ「テイコ
ク」

フェンタニルクエン酸塩 ８ｍｇ１枚 1,704.10

153 外用薬 麻 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「テイコク」 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚 1,222.80

154 外用薬 麻 フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「テイコク」 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚 2,260.80

155 外用薬 麻 フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「テイコク」 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚 4,201.90
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156 外用薬 麻 フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「テイコク」 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚 5,855.10

157 外用薬 麻 フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「テイコク」 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚 7,883.80

158 外用薬 ブセレリン点鼻液０．１５％「Ｆ」 ブセレリン酢酸塩 １５．７５ｍｇ１０ｍＬ１瓶 5,372.60

159 外用薬 ブデソニド吸入液０．２５ｍｇ「武田テバ」 ブデソニド ０．２５ｍｇ２ｍＬ１管 94.50

160 外用薬 ブデソニド吸入液０．５ｍｇ「武田テバ」 ブデソニド ０．５ｍｇ２ｍＬ１管 125.80

161 外用薬 ブデホル吸入粉末剤３０吸入「ＭＹＬ」 ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 ３０吸入１キット 1,250.10

162 外用薬 ブデホル吸入粉末剤３０吸入「ＪＧ」 ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 ３０吸入１キット 1,250.10

163 外用薬 ブデホル吸入粉末剤６０吸入「ＭＹＬ」 ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 ６０吸入１キット 2,348.40

164 外用薬 ブデホル吸入粉末剤６０吸入「ＪＧ」 ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 ６０吸入１キット 2,348.40

165 外用薬
プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏０．２５％「ニッ
トー」

プレドニゾロン酢酸エステル ０．２５％１ｇ 35.30

166 外用薬 ブロマゼパム坐剤３ｍｇ「サンド」 ブロマゼパム ３ｍｇ１個 91.60

167 外用薬 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日医工」 ヘパリン類似物質 １ｇ 13.50

168 外用薬 局 ペミロラストＫ点眼液０．１％「ＴＳ」 ペミロラストカリウム ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 320.10

169 外用薬 ポビドンヨード外用液１０％「イワキ」 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ 11.40

170 外用薬 モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＣＥＯ」５６噴霧用 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 ５ｍｇ１０ｇ１瓶 710.50

171 外用薬 モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＣＥＯ」１１２噴霧用 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 ９ｍｇ１８ｇ１瓶 1,421.00

172 外用薬 モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＪＧ」５６噴霧用 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 ５ｍｇ１０ｇ１瓶 710.50

173 外用薬 モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＪＧ」１１２噴霧用 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 ９ｍｇ１８ｇ１瓶 1,421.00

174 外用薬 モメタゾン点鼻液５０μｇ「タカタ」５６噴霧用 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 ５ｍｇ１０ｇ１瓶 710.50

175 外用薬 モメタゾン点鼻液５０μｇ「タカタ」１１２噴霧用 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 ９ｍｇ１８ｇ１瓶 1,421.00

176 外用薬 モメタゾン点鼻液５０μｇ「トーワ」５６噴霧用 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 ５ｍｇ１０ｇ１瓶 710.50

177 外用薬 モメタゾン点鼻液５０μｇ「トーワ」１１２噴霧用 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 ９ｍｇ１８ｇ１瓶 1,421.00

178 外用薬 モメタゾン点鼻液５０μｇ「ニットー」５６噴霧用 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 ５ｍｇ１０ｇ１瓶 710.50

179 外用薬 モメタゾン点鼻液５０μｇ「ニットー」１１２噴霧用 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 ９ｍｇ１８ｇ１瓶 1,421.00

180 外用薬 局 レボフロキサシン点眼液０．５％「ニットー」 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ 42.20



（参考２）

別表第５（令和２年３月31日まで）

薬価基準名 成分名 規格単位

1 内用薬 局 アストリックドライシロップ８０％ アシクロビル ８０％１ｇ

2 内用薬 アデフロニック錠２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１錠

3 内用薬 局 ウェルビー錠０．６２５ｍｇ ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠

4 内用薬 局 ウェルビー錠２．５ｍｇ ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠

5 内用薬 局 ウェルビー錠５ｍｇ ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠

6 内用薬 局 エナラプリル錠２．５ＭＥＥＫ エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠

7 内用薬 局 エナラプリル錠５ＭＥＥＫ エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠

8 内用薬 局 エナラプリル錠１０ＭＥＥＫ エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠

9 内用薬 局 エパキャップソフトカプセル３００ｍｇ イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル

10 内用薬 塩酸アンブロキソール錠１５ｍｇ「ＰＨ」 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠

11 内用薬 塩酸アンブロキソール内用液０．７５％「ＰＨ」 アンブロキソール塩酸塩 ０．７５％１ｍＬ

12 内用薬 局 塩酸ベニジピン錠２「ＭＥＥＫ」 ベニジピン塩酸塩 ２ｍｇ１錠

13 内用薬 局 塩酸ベニジピン錠４「ＭＥＥＫ」 ベニジピン塩酸塩 ４ｍｇ１錠

14 内用薬 局 塩酸ベニジピン錠８「ＭＥＥＫ」 ベニジピン塩酸塩 ８ｍｇ１錠

15 内用薬 局 カリセラム－Ｎａ末 ポリスチレンスルホン酸ナトリウム １ｇ

16 内用薬 局 カリセラム末 ポリスチレンスルホン酸カルシウム １ｇ

17 内用薬 カルフィーナ錠０．２５μｇ アルファカルシドール ０．２５μｇ１錠

18 内用薬 局 サンロキソ錠６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠

19 内用薬 ジアノイナミン錠１０ｍｇ チアミンジスルフィド １０ｍｇ１錠

20 内用薬 シュランダー錠２５ｍｇ ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠

21 内用薬 セニラン錠１ｍｇ ブロマゼパム １ｍｇ１錠

22 内用薬 セニラン錠２ｍｇ ブロマゼパム ２ｍｇ１錠

23 内用薬 セニラン錠３ｍｇ ブロマゼパム ３ｍｇ１錠

24 内用薬 セニラン錠５ｍｇ ブロマゼパム ５ｍｇ１錠

25 内用薬 セルテプノン細粒１０％ テプレノン １０％１ｇ

26 内用薬 ゼンアスピリン錠１００ アスピリン １００ｍｇ１錠

27 内用薬 ソルミラン顆粒状カプセル６００ｍｇ イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包

28 内用薬 ソルミラン顆粒状カプセル９００ｍｇ イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包

29 内用薬 局 チオスター錠１０ ファモチジン １０ｍｇ１錠

30 内用薬 局 チオスター錠２０ ファモチジン ２０ｍｇ１錠

31 内用薬 チルミメールカプセル５０ｍｇ メキシレチン塩酸塩 ５０ｍｇ１カプセル

32 内用薬 チルミメールカプセル１００ｍｇ メキシレチン塩酸塩 １００ｍｇ１カプセル

33 内用薬 局 乳酸カルシウム〈ハチ〉 乳酸カルシウム水和物 １０ｇ

34 内用薬 パルトックス細粒２０％ パンテチン ２０％１ｇ

Ｎｏ

掲示事項等告示



薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

35 内用薬 パルトックス錠３０ｍｇ パンテチン ３０ｍｇ１錠

36 内用薬 パルトックス錠６０ｍｇ パンテチン ６０ｍｇ１錠

37 内用薬 バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠１００ｍｇ「トーワ」 バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠

38 内用薬 バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠２００ｍｇ「トーワ」 バルプロ酸ナトリウム ２００ｍｇ１錠

39 内用薬 ハルラック錠０．１２５ｍｇ トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠

40 内用薬 ハルラック錠０．２５ｍｇ トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠

41 内用薬 ファースルー錠２．５ｍｇ ピコスルファートナトリウム水和物 ２．５ｍｇ１錠

42 内用薬 ポノフェン錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠

43 内用薬 局 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 メサラジン ２５０ｍｇ１錠

44 内用薬 局 メサラジン錠２５０ｍｇ「タイヨー」 メサラジン ２５０ｍｇ１錠

45 内用薬 局 メサラジン錠５００ｍｇ「ＪＧ」 メサラジン ５００ｍｇ１錠

46 内用薬 局 メサラジン錠５００ｍｇ「タイヨー」 メサラジン ５００ｍｇ１錠

47 内用薬 局 メシル酸ドキサゾシン錠０．５「ＭＥＥＫ」 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠

48 内用薬 局 メシル酸ドキサゾシン錠１「ＭＥＥＫ」 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠

49 内用薬 局 メシル酸ドキサゾシン錠２「ＭＥＥＫ」 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠

50 内用薬 局 メシル酸ドキサゾシン錠４「ＭＥＥＫ」 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠

51 内用薬 局 メチコバイド錠５００μｇ メコバラミン ０．５ｍｇ１錠

52 内用薬 局 メルブラール粒状カプセル３００ｍｇ イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１包

53 内用薬 局 メルブラール粒状カプセル６００ｍｇ イコサペント酸エチル ６００ｍｇ１包

54 内用薬 局 メルブラール粒状カプセル９００ｍｇ イコサペント酸エチル ９００ｍｇ１包

55 内用薬 モトナリン錠１ｍｇ チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠

56 内用薬 ユベ－Ｅ顆粒２０％ トコフェロール酢酸エステル ２０％１ｇ

57 内用薬 ユベ－Ｅ錠１００ｍｇ トコフェロール酢酸エステル １００ｍｇ１錠

58 内用薬 ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「アメル」 ラベプラゾールナトリウム １０ｍｇ１錠

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

60 内用薬 ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「アメル」 ラベプラゾールナトリウム ２０ｍｇ１錠

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

62 内用薬 ランデールチオン錠１００ｍｇ グルタチオン １００ｍｇ１錠

63 内用薬 局 リン酸ジヒドロコデイン散１％〈ハチ〉 ジヒドロコデインリン酸塩 １％１ｇ

64 注射薬 アデビロック注４０ エルカトニン
４０エルカトニン単位１ｍＬ

１管

65 注射薬 １％プロポフォール注「マルイシ」 プロポフォール ２００ｍｇ２０ｍＬ１管

66 注射薬 １％プロポフォール注「マルイシ」 プロポフォール ５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶

67 注射薬 １％プロポフォール注「マルイシ」 プロポフォール １ｇ１００ｍＬ１瓶

68 注射薬 ＨＭＧ注テイゾー７５ ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン ７５単位１管（溶解液付）

69 注射薬 ＨＭＧ注テイゾー１５０ ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン １５０単位１管（溶解液付）

70 注射薬 ゴナピュール注用７５ ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン ７５単位１管（溶解液付）



薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

71 注射薬 ゴナピュール注用１５０ ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン １５０単位１管（溶解液付）

72 注射薬 局 テストロンデポー筋注２５０ｍｇ テストステロンエナント酸エステル ２５０ｍｇ１ｍＬ１管

73 注射薬 ２％プロポフォール注「マルイシ」 プロポフォール １ｇ５０ｍＬ１瓶

74 注射薬 ビタゼックス注３０ｍｇ ピリドキサールリン酸エステル水和物 ３０ｍｇ１管

75 外用薬 アズガグルうがい液Ｔ４％ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 ４％１ｍＬ

76 外用薬 アデフロニックゲル１％ ジクロフェナクナトリウム １％１ｇ

77 外用薬 アデフロニックズポ１２．５ ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個

78 外用薬 アデフロニックズポ２５ ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個

79 外用薬 アデフロニックズポ５０ ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個

80 外用薬 アルファタカシルクリーム２μｇ／ｇ タカルシトール水和物 ０．０００２％１ｇ

81 外用薬 局 アルファタカシル軟膏２μｇ／ｇ タカルシトール水和物 ０．０００２％１ｇ

82 外用薬 局 アレニスト点眼液０．５％ トラニラスト ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶

83 外用薬 イソプロ消毒液５０％「ＮＰ」 イソプロパノール ５０％１０ｍＬ

84 外用薬 イソプロ消毒液７０％「ＮＰ」 イソプロパノール ７０％１０ｍＬ

85 外用薬 ウリモックスクリーム１０％ 尿素 １０％１ｇ

86 外用薬 局 塩酸テルビナフィンクリーム１％「ＭＥＥＫ」 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ

87 外用薬 オペガードネオキット眼灌流液０．０１８４％ オキシグルタチオン ５００ｍＬ１キット

88 外用薬 クロモリーク点眼液２％ クロモグリク酸ナトリウム １００ｍｇ５ｍＬ１瓶

89 外用薬 サイベース軟膏０．０５％ ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ

90 外用薬 サイベースローション０．０５％ ジフルプレドナート ０．０５％１ｇ

91 外用薬 酢酸プレドニゾロン０．２５％眼軟膏Ｔ プレドニゾロン酢酸エステル ０．２５％１ｇ

92 外用薬 ジクロフェナック点眼液０．１％ ジクロフェナクナトリウム ０．１％１ｍＬ

93 外用薬 ステリ・ネブ　クロモリン吸入液１％ クロモグリク酸ナトリウム １％２ｍＬ１管

94 外用薬 セニラン坐剤３ｍｇ ブロマゼパム ３ｍｇ１個

95 外用薬 局 セルスポットパップ７０ｍｇ フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

96 外用薬 局 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＨＭＴ」 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚

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

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

99 外用薬 Ｄ・Ｅ・Ｘ０．０２％点眼液Ｔ
デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナ
トリウム

０．０２％１ｍＬ

100 外用薬 Ｄ・Ｅ・Ｘ０．０５％点眼液Ｔ
デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナ
トリウム

０．０５％１ｍＬ

101 外用薬 Ｄ・Ｅ・Ｘ０．１％点眼液Ｔ
デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナ
トリウム

０．１％１ｍＬ

102 外用薬 デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／ｇ デキサメタゾン ０．１％１ｇ

103 外用薬 デルゾン口腔用軟膏０．１％ デキサメタゾン ０．１％１ｇ

104 外用薬 デルトピカ軟膏０．０５％ クロベタゾールプロピオン酸エステル ０．０５％１ｇ

105 外用薬 ナファレリール点鼻液０．２％ ナファレリン酢酸塩水和物 １０ｍｇ５ｍＬ１瓶

106 外用薬 ニプラジロール点眼液０．２５％「ＴＯＡ」 ニプラジロール ０．２５％１ｍＬ



薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

107 外用薬 ネオヨジン外用液１０％ ポビドンヨード １０％１０ｍＬ

108 外用薬 ビルミチンクリーム１％ ビホナゾール １％１ｇ

109 外用薬 局 フェルナビオンパップ７０ フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

110 外用薬 麻 フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「テルモ」 フェンタニル ２．１ｍｇ１枚

111 外用薬 麻 フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「テルモ」 フェンタニル ４．２ｍｇ１枚

112 外用薬 麻 フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「テルモ」 フェンタニル ８．４ｍｇ１枚

113 外用薬 麻 フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「テルモ」 フェンタニル １２．６ｍｇ１枚

114 外用薬 麻 フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「テルモ」 フェンタニル １６．８ｍｇ１枚

115 外用薬 ブセレキュア点鼻液０．１５％ ブセレリン酢酸塩 １５．７５ｍｇ１０ｍＬ１瓶

116 外用薬 局 プルナクリーム２％ ケトコナゾール ２％１ｇ

117 外用薬 局 プルナローション２％ ケトコナゾール ２％１ｇ

118 外用薬 局 フレックステープ７０ｍｇ フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

119 外用薬 局 ペミリドン点眼液０．１％ ペミロラストカリウム ５ｍｇ５ｍＬ１瓶

120 外用薬 ボンフェナック坐剤１２．５ ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個

121 外用薬 ボンフェナック坐剤２５ ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個

122 外用薬 ボンフェナック坐剤５０ ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個

123 外用薬 メインベートクリーム０．１％ デキサメタゾンプロピオン酸エステル ０．１％１ｇ

124 外用薬 メインベート軟膏０．１％ デキサメタゾンプロピオン酸エステル ０．１％１ｇ

125 外用薬 メインベートローション０．１％ デキサメタゾンプロピオン酸エステル ０．１％１ｇ

126 外用薬 局 硫酸ゲンタマイシン点眼液０．３％「ニットー」 ゲンタマイシン硫酸塩 ３ｍｇ１ｍＬ

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

128 外用薬 ワイドコールクリーム２０％ 尿素 ２０％１ｇ


