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使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

「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 ）に」 。
ついては、平成25年厚生労働省告示第373号及び第374号をもって改正され、同日付で適
用されたところですが、その概要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。
また、セルセプトカプセル250については 「薬価基準の一部改正について （平成11、 」

年11月19日付け保険発第156号）において、保険上の取扱いに係る留意事項を通知して
いるところですが、今回のミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「テバ」及び同
「ファイザー」の薬価基準への収載に伴い、併せて留意事項の記載整備を行ったので、
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) 薬事法（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553品目、注射薬81品目及び外用薬60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 １０，８０１ ４，２５０ ２，６９８ ２７ １７，７７６



２ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) アカルボース錠50mg「TCK」及び同100mg「TCK」
① 本製剤の効能・効果は、糖尿病の食後過血糖の改善（ただし、食事療法・運
動療法によっても十分な血糖コントロールが得られない場合、又は食事療法・
運動療法に加えて経口血糖降下薬若しくはインスリン製剤を使用している患者
で十分な血糖コントロールが得られない場合に限る）であること。

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

、 ） 。性糖代謝異常 甲状腺機能異常等 を有する疾患があることに留意すること
イ 本製剤の投与は、糖尿病治療の基本である食事療法・運動療法のみを行っ
ている患者では投与の際、食後血糖２時間値が200mg/dL以上を示す場合に限
る。

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

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

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

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

(2) アジスロマイシンカプセル小児用100mg「SN 、同「JG」及び同「YD 、アジスロ」 」
マイシン細粒小児用10%「SN 、同「JG」及び同「YD 、アジスロマイシン細粒10%」 」
小児用「KN 、アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ 、アジスロマイシン小児」 」
用錠100mg「タカタ 、アジスロマイシン錠250mg「アメル 、同「SN 、同「NP 、」 」 」 」
「 」、 「 」、 「 」、 「 」、 「 」、 「 」、 「 」、同 F 同 KN 同 KOG 同 サワイ 同 サンド 同 JG 同 タカタ
「 」、 「 」、 「 」、 「 」、 「 」 「 」同 DSEP 同 テバ 同 トーワ 同 日医工 同 YD 及び同 わかもと
並びにアジスロマイシン錠500mg「トーワ」及び同「日医工」
本製剤は、３日間に限り算定できるものであること。ただし、アジスロマイシ

ン錠250mg及び同500mgについては、用法・用量に関連する使用上の注意に 「アジ、
、 、スロマイシン注射剤による治療を行った肺炎に対して 本剤に切り替える場合は

症状に応じて投与期間を変更することができる 」と記載されているので、肺炎に。
対してアジスロマイシン注射液からアジスロマイシン錠250mg又は同500mgへ切り
替えた場合はこの限りでないこと。
なお、本製剤の組織内濃度持続時間は長く、投与終了後も他の抗菌剤との間に

相加作用又は相乗作用の可能性は否定できないので、本剤投与後に切り替える場
合には観察を十分に行うなど注意すること。

(3) イマチニブ錠100mg「EE 、同「NK 、同「KN」及び同「ヤクルト」」 」
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。



(4) エスワンエヌピー配合カプセルT20及び同T25、エスワンメイジ配合カプセルT20
及び同T25、テノックス配合カプセルT20及び同T25並びにテメラール配合カプセル
T20及び同T25
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、用法・用量を厳守して本療法が適切と判断され
る症例に使用した場合に限り算定するものであること。

(5) グリメピリドOD錠0.5mg「日医工 、同1mg「日医工」及び同3mg「日医工」」
① 効能又は効果

２型糖尿病（ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場
合に限る ）であること。。

② 保険適用上の取扱い
ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。糖尿病以
外にも耐糖能異常・尿糖陽性等、糖尿病類似の症状（腎性糖尿、甲状腺機能
異常等）を有する疾患があることに留意すること。

イ 適用はあらかじめ糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法を十分に行
ったうえで効果が不十分な場合に限り考慮すること。

ウ 投与する場合には、少量より開始し、血糖、尿糖を定期的に検査し、薬剤
の効果を確かめ、効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替
えを行うこと。

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

(6) ゲムシタビン点滴静注用200mg「ファイザー」及び同1g「ファイザー」
本製剤は、緊急時に十分な対応が可能な医療施設において、がん化学療法に十

分な経験を持つ医師の下で投与すること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。

(7) シタラビン点滴静注液400mg「テバ」及び同1g「テバ」
本製剤の警告に 「緊急医療体制の整備された保険医療機関においてがん化学療、

法に十分な知識と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。

(8) ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「ホスピーラ 、同80mg/8mL「ホスピーラ」及」
び同120mg/12mL「ホスピーラ 、ドセタキセル点滴静注用20mg「サワイ」及び同80」
mg「サワイ 、ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「HK 、同「ケミファ 、同「テバ」」 」 」
及び同「トーワ」並びにドセタキセル点滴静注80mg/4mL「HK 、同「ケミファ 、」 」
同「テバ」及び同「トーワ」
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。

(9) ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「テバ」及び同「ファイザー」
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。



(10) ラベキュアパック400及び同800
本製剤は、パリエット錠10mg、サワシリン錠250及びクラリス錠200を組み合わ

せ、１日分を１シートとしたものであって、承認された効能・効果に対してヘリ
コバクター・ピロリの除菌を目的として使用されるものであり、個々の製剤を単
独若しくはこれ以外の組み合わせにより、又は当該目的以外に使用されるもので
はないこと。

、 、なお ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについては
平成12年10月31日付保険発第180号により示しているところであり、本製剤につい
ても同様の取扱いであること。

(11) ラベファインパック
本製剤は、パリエット錠10mg、サワシリン錠250及びフラジール内服錠250mgを

組み合わせ、１日分を１シートとしたものであって、承認された効能・効果に対
してヘリコバクター・ピロリの除菌を目的として使用されるものであり、個々の
製剤を単独若しくはこれ以外の組み合わせにより、又は当該目的以外に使用され
るものではないこと。

、 、なお ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについては
平成12年10月31日付保険発第180号により示しているところであり、本製剤につい
ても同様の取扱いであること。

３ セルセプトカプセル250に係る留意事項について
「薬価基準の一部改正について （平成11年11月19日付け保険発第156号）の記Ⅱの」

４を次のように改める。

４ セルセプトカプセル250の保険適用上の取扱い
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。

４ 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270品目、
注射薬54品目及び外用薬41品目）について、掲示事項等告示の別表第６に収載す
ることにより、平成26年４月１日以降の保険診療における使用医薬品から除外す
るものであること。

(2) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い販売名が変更され、新たに
薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった
医薬品（内用薬２品目）について、掲示事項等告示の別表第６に収載することに
より、平成26年４月１日以降の保険診療における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６に収載されている全医薬品の品目
数は、次のとおりであること。

区 分 内 用 薬 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 計

品目数 ６９６ ２１５ １３１ ０ １，０４２



（参考：新旧対照表）

◎「薬価基準の一部改正について （平成11年11月19日付け保険発第156号）記Ⅱの４」

改 正 後 現 行

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

４ セルセプトカプセル250の保険適用上の取扱い ４ セルセプトカプセル250の保険適用上の取扱い

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、 本製剤は、免疫抑制療法及び腎移植患者の管理に精通してい

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 る医師が、高用量ステロイド、乾燥抗ヒトリンパ球ウマ免疫グ

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 ロブリン又はムロモナブ-CD3等の既存の治療薬が無効であった

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 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。

算定できるものであること。



（参考１）

区分 薬価基準収載品名 成分名 規格単位

診療報酬に
おいて加算
等の算定対
象となる後
発医薬品

薬価（円）

内用薬 アカルボース錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」 アカルボース ５０ｍｇ１錠 ○ 13.20

内用薬 アカルボース錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 アカルボース １００ｍｇ１錠 ○ 23.40

内用薬 アシクロビル顆粒４０％「トーワ」 アシクロビル ４０％１ｇ ○ 117.60

内用薬 アシクロビル錠２００ｍｇ「トーワ」 アシクロビル ２００ｍｇ１錠 ○ 63.60

内用薬 アシクロビル錠４００ｍｇ「トーワ」 アシクロビル ４００ｍｇ１錠 ○ 91.00

内用薬
アジスロマイシンカプセル小児用１００ｍｇ
「ＳＮ」

アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１カプセル ○ 148.50

内用薬
アジスロマイシンカプセル小児用１００ｍｇ
「ＪＧ」

アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１カプセル ○ 148.50

内用薬
アジスロマイシンカプセル小児用１００ｍｇ
「ＹＤ」

アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１カプセル ○ 148.50

内用薬 アジスロマイシン細粒小児用１０％「ＳＮ」 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ ○ 216.00

内用薬 アジスロマイシン細粒小児用１０％「ＪＧ」 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ ○ 216.00

内用薬 アジスロマイシン細粒小児用１０％「ＹＤ」 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ ○ 216.00

内用薬 アジスロマイシン細粒１０％小児用「ＫＮ」 アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ ○ 216.00

内用薬
アジスロマイシン小児用細粒１０％「タカ
タ」

アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１ｇ ○ 216.00

内用薬
アジスロマイシン小児用錠１００ｍｇ「タカ
タ」

アジスロマイシン水和物 １００ｍｇ１錠 ○ 148.50

内用薬 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「アメル」 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ○ 162.80

内用薬 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＳＮ」 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ○ 162.80

内用薬 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＮＰ」 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ○ 162.80

内用薬 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「Ｆ」 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ○ 162.80

内用薬 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＫＮ」 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ○ 162.80

内用薬 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＫＯＧ」 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ○ 162.80

内用薬 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「サワイ」 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ○ 162.80

内用薬 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「サンド」 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ○ 162.80

内用薬 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ○ 162.80

内用薬 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「タカタ」 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ○ 162.80

内用薬 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ○ 162.80

内用薬 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「テバ」 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ○ 162.80

内用薬 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「トーワ」 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ○ 162.80

内用薬 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「日医工」 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ○ 162.80

内用薬 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ○ 162.80

内用薬 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「わかもと」 アジスロマイシン水和物 ２５０ｍｇ１錠 ○ 162.80

内用薬 アジスロマイシン錠５００ｍｇ「トーワ」 アジスロマイシン水和物 ５００ｍｇ１錠 ○ 325.60

内用薬 アジスロマイシン錠５００ｍｇ「日医工」 アジスロマイシン水和物 ５００ｍｇ１錠 ○ 325.60

内用薬 アズレン顆粒１％「ツルハラ」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 １％１ｇ ○       6.20

内用薬 アズレン錠２ｍｇ「ツルハラ」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 ２ｍｇ１錠 ○       5.00

内用薬
アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「ツルハ
ラ」

アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬 アゼラスチン塩酸塩錠０．５ｍｇ「ＴＣＫ」 アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬 アテノロール錠２５ｍｇ「ファイザー」 アテノロール ２５ｍｇ１錠 ○      13.40

内用薬 アテノロール錠５０ｍｇ「ファイザー」 アテノロール ５０ｍｇ１錠 ○      26.80

薬価基準告示
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内用薬 アテレック錠２０ シルニジピン ２０ｍｇ１錠 110.50

内用薬 アトルバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 40.10

内用薬 アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 ○ 76.50

内用薬 局 アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬 局 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 アトルバスタチンカルシウム水和物 １０ｍｇ１錠 ○ 68.90

内用薬 局 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「テバ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 15.80

内用薬 局 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 28.00

内用薬 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＳ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 63.00

内用薬 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「科研」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 52.20

内用薬 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 56.40

内用薬 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 56.40

内用薬 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＣＨ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 34.70

内用薬 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 49.60

内用薬 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 49.60

内用薬 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「フソー」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 46.40

内用薬 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 52.20

内用薬 局 アムロジピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 アムロジピンベシル酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 42.00

内用薬 アムロジピン内用ゼリー２．５ｍｇ「ＪＧ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１包 ○      16.60

内用薬 アムロジピン内用ゼリー５ｍｇ「ＪＧ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１包 ○      31.20

内用薬
アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「日医
工」

アメジニウムメチル硫酸塩 １０ｍｇ１錠 ○      11.40

内用薬
アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「ＥＥ」

アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル ○       6.50

内用薬
アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「ＮｉｋＰ」

アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル ○ 6.50

内用薬
アルファカルシドールカプセル０．２５µｇ
「サワイ」

アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル ○ 5.60

内用薬
アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ
「トーワ」

アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル ○       5.60

内用薬
アルファカルシドールカプセル０．５μｇ
「ＥＥ」

アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル ○       9.90

内用薬
アルファカルシドールカプセル０．５μｇ
「ＮｉｋＰ」

アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル ○ 9.90

内用薬
アルファカルシドールカプセル１μｇ「Ｅ
Ｅ」

アルファカルシドール １μｇ１カプセル ○ 19.30

内用薬
アルファカルシドールカプセル１μｇ「Ｎｉ
ｋＰ」

アルファカルシドール １μｇ１カプセル ○ 19.30

内用薬
アルファカルシドールカプセル３μｇ「Ｅ
Ｅ」

アルファカルシドール ３μｇ１カプセル ○      63.70

内用薬
アルファカルシドールカプセル３μｇ「Ｎｉ
ｋＰ」

アルファカルシドール ３μｇ１カプセル ○ 52.80

内用薬 局 アレンドロン酸錠５ｍｇ「ＪＧ」 アレンドロン酸ナトリウム水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 48.00

内用薬 局 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ＪＧ」 アレンドロン酸ナトリウム水和物 ３５ｍｇ１錠 ○ 380.40

内用薬 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「テバ」 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 局 アロプリノール錠１００ｍｇ「テバ」 アロプリノール １００ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＮＰ」 アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬
アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「トー
ワ」

アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬
アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル４５ｍ
ｇ「トーワ」

アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル ○      37.90

内用薬
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．
３％「トーワ」

アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ ○       5.10

内用薬
アンブロキソール塩酸塩内用液０．７５％
「ＪＧ」

アンブロキソール塩酸塩 ０．７５％１ｍＬ ○       6.20



区分 薬価基準収載品名 成分名 規格単位

診療報酬に
おいて加算
等の算定対
象となる後
発医薬品

薬価（円）

内用薬
イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ
「ＹＤ」

イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル ○      14.70

内用薬 一硝酸イソソルビド錠１０ｍｇ「サワイ」 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠 ○ 6.80

内用薬
イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ○       5.40

内用薬
イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ○       5.40

内用薬
イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「トー
ワ」

イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬
イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」

イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬 局 イプリフラボン錠２００ｍｇ「ツルハラ」 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 ○       8.30

内用薬 局 イプリフラボン錠２００ｍｇ「ＹＤ」 イプリフラボン ２００ｍｇ１錠 ○       9.50

内用薬 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＥＥ」 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 1,842.40

内用薬 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＮＫ」 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 1,842.40

内用薬 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＫＮ」 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 1,842.40

内用薬 イマチニブ錠１００ｍｇ「ヤクルト」 イマチニブメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 1,842.40

内用薬 イリボーＯＤ錠２．５μｇ ラモセトロン塩酸塩 ２．５μｇ１錠 85.80

内用薬 イリボーＯＤ錠５μｇ ラモセトロン塩酸塩 ５μｇ１錠 140.20

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 ○ 9.60

内用薬 局 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「ＮＰ」 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ○ 6.00

内用薬 局 ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「テバ」 ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 局
ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ○ 6.20

内用薬 局
ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「テ
バ」

ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠 ○ 5.80

内用薬 エスワンエヌピー配合カプセルＴ２０
テガフール・ギメラシル・オテラシル
カリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テ
ガフール相当量）

○ 430.00

内用薬 エスワンエヌピー配合カプセルＴ２５
テガフール・ギメラシル・オテラシル
カリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テ
ガフール相当量）

○ 517.30

内用薬 エスワンメイジ配合カプセルＴ２０
テガフール・ギメラシル・オテラシル
カリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テ
ガフール相当量）

○ 430.00

内用薬 エスワンメイジ配合カプセルＴ２５
テガフール・ギメラシル・オテラシル
カリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テ
ガフール相当量）

○ 517.30

内用薬 局
エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「サ
ワイ」

エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○      10.50

内用薬 局
エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「サワ
イ」

エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠 ○      14.40

内用薬 局
エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「サワ
イ」

エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠 ○      21.80

内用薬 局 エパルレスタット錠５０ｍｇ「オーハラ」 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 ○      43.70

内用薬 エパルレスタット錠５０ｍｇ「トーワ」 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠 ○      43.70

内用薬 エピナスチン塩酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○      24.00

内用薬 エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「杏林」 エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ○      37.90

内用薬 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 Ｌ－グルタミン顆粒９９％「ＮＰ」 Ｌ－グルタミン ９９％１ｇ ○ 6.20

内用薬 オキサトミド錠３０ｍｇ「ケミファ」 オキサトミド ３０ｍｇ１錠 ○ 21.70

内用薬 麻 オキシコドン徐放カプセル５ｍｇ「テルモ」 オキシコドン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１カプセル ○ 103.30

内用薬 麻
オキシコドン徐放カプセル１０ｍｇ「テル
モ」

オキシコドン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１カプセル ○ 190.20

内用薬 麻
オキシコドン徐放カプセル２０ｍｇ「テル
モ」

オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１カプセル ○ 350.00

内用薬 麻
オキシコドン徐放カプセル４０ｍｇ「テル
モ」

オキシコドン塩酸塩水和物 ４０ｍｇ１カプセル ○ 644.40
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内用薬 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「トーワ」 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬 オキシブチニン塩酸塩錠１ｍｇ「ＹＤ」 オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ○       4.50

内用薬 麻 オキノーム散２０ｍｇ オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１包 521.60

内用薬 オフロキサシン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 オフロキサシン １００ｍｇ１錠 ○      20.80

内用薬 局 オメプラゾール腸溶錠１０ｍｇ「マイラン」 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 ○ 40.00

内用薬 オメプラゾール腸溶錠２０ｍｇ「マイラン」 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 ○ 64.80

内用薬 オロパタジン塩酸塩錠２．５ｍｇ「ＫＯＧ」 オロパタジン塩酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.40

内用薬 オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＫＯＧ」 オロパタジン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 36.10

内用薬 カソデックスＯＤ錠８０ｍｇ ビカルタミド ８０ｍｇ１錠 957.30

内用薬 カプトプリル錠１２．５ｍｇ「日医工」 カプトプリル １２．５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「フ
ソー」

カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 22.30

内用薬 カリジノゲナーゼ錠２５単位「ＮＰ」 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 ○ 5.60

内用薬 カリジノゲナーゼ錠２５単位「トーワ」 カリジノゲナーゼ ２５単位１錠 ○ 5.60

内用薬 カリジノゲナーゼ錠５０単位「ＮＰ」 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 ○ 9.80

内用薬 カリジノゲナーゼ錠５０単位「テバ」 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 ○ 5.60

内用薬 カリジノゲナーゼ錠５０単位「トーワ」 カリジノゲナーゼ ５０単位１錠 ○ 5.60

内用薬
カルシトリオールカプセル０．２５μｇ「テ
バ」

カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセル ○ 8.40

内用薬 カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 カルデナリンＯＤ錠０．５ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 20.30

内用薬 カルデナリンＯＤ錠１ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 32.90

内用薬 カルデナリンＯＤ錠２ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 59.70

内用薬 カルデナリンＯＤ錠４ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 113.30

内用薬
カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ
「ＴＣＫ」

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム
水和物

３０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「テバ」 カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 カルボシステイン錠５００ｍｇ「テバ」 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠 ○ 7.90

内用薬
カルボシステインシロップ小児用５％「テ
バ」

カルボシステイン ５％１ｍＬ ○ 2.60

内用薬 肝臓加水分解物腸溶錠１００ｍｇ「ＮＰ」 肝臓加水分解物 １００ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「ＪＧ」 クエン酸第一鉄ナトリウム 鉄５０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 グリクラジド錠２０ｍｇ「ＫＮ」 グリクラジド ２０ｍｇ１錠 ○ 8.20

内用薬 グリクラジド錠４０ｍｇ「ＫＮ」 グリクラジド ４０ｍｇ１錠 ○ 8.20

内用薬 グリメピリドＯＤ錠０．５ｍｇ「日医工」 グリメピリド ０．５ｍｇ１錠 ○ 8.70

内用薬 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「日医工」 グリメピリド １ｍｇ１錠 ○ 10.30

内用薬 グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「日医工」 グリメピリド ３ｍｇ１錠 ○ 24.40

内用薬
クロルマジノン酢酸エステル徐放錠５０ｍｇ
「ＫＮ」

クロルマジノン酢酸エステル ５０ｍｇ１錠 ○ 64.10

内用薬
ケトチフェンドライシロップ小児用０．１％
「フソー」

ケトチフェンフマル酸塩 ０．１％１ｇ ○ 18.10

内用薬
サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ
「テバ」

サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠 ○ 18.50

内用薬
サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ
「テバ」

サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠 ○ 31.00

内用薬 局 ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「テバ」 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 ○      11.50

内用薬 サルブタモール錠２ｍｇ「日医工」 サルブタモール硫酸塩 ２ｍｇ１錠 ○       5.40
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内用薬
ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩錠１ｍｇ
「日医工」

ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬
ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩錠２ｍｇ
「日医工」

ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬 ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「日医工」 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 ○      12.90

内用薬 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「トーワ」 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠 ○      43.30

内用薬 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「トーワ」 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠 ○      50.00

内用薬 シメチジン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 シメチジン ２００ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 シメチジン錠２００ｍｇ「サワイ」 シメチジン ２００ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 シメチジン錠４００ｍｇ「ＮＰ」 シメチジン ４００ｍｇ１錠 ○ 7.00

内用薬 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「トーワ」 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「ＹＤ」 ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○  5.60

内用薬 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「トーワ」 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 9.30

内用薬 ジルチアゼム塩酸塩錠６０ｍｇ「ＹＤ」 ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 9.30

内用薬 局 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 ○ 46.00

内用薬 局 シンバスタチン錠５ｍｇ「オーハラ」 シンバスタチン ５ｍｇ１錠 ○ 35.70

内用薬 局 シンバスタチン錠１０ｍｇ「オーハラ」 シンバスタチン １０ｍｇ１錠 ○ 71.30

内用薬 局 シンバスタチン錠２０ｍｇ「オーハラ」 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠 ○ 218.50

内用薬 スクラルファート顆粒９０％「日医工」 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ ○ 6.20

内用薬 スクラルファート細粒９０％「ツルハラ」 スクラルファート水和物 ９０％１ｇ ○       6.20

内用薬 スクラルファート内用液１０％「日医工」 スクラルファート水和物 １０％１ｍＬ ○ 2.90

内用薬 局 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＣＨ」 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 ○ 15.20

内用薬 局 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ツルハラ」 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬
スプラタストトシル酸塩カプセル５０ｍｇ
「ＪＧ」

スプラタストトシル酸塩 ５０ｍｇ１カプセル ○      36.40

内用薬
スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ
「ＪＧ」

スプラタストトシル酸塩 １００ｍｇ１カプセル ○      36.40

内用薬 局 精製水「ＮｉｋＰ」 精製水 １０ｍＬ 1.60

内用薬
セチリジン塩酸塩ドライシロップ１．２５％
「日医工」

セチリジン塩酸塩 １．２５％１ｇ ○ 162.60

内用薬 局 セファクロルカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル ○ 23.40

内用薬 局 セファクロルカプセル２５０ｍｇ「日医工」 セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル ○ 23.40

内用薬 局
セファレキシンドライシロップ小児用５０％
「日医工」

セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ ○ 22.20

内用薬 局 セフジニルカプセル５０ｍｇ「ＪＧ」 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル ○      37.20

内用薬 局 セフジニルカプセル１００ｍｇ「ＪＧ」 セフジニル １００ｍｇ１カプセル ○      41.80

内用薬 局 セフジニル細粒小児用１０％「ＪＧ」 セフジニル １００ｍｇ１ｇ ○ 62.30

内用薬 局
セフテラムピボキシル細粒小児用１０％「日
医工」

セフテラム　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ ○ 61.80

内用薬 局
セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ
「ＪＧ」

セフポドキシム　プロキセチル １００ｍｇ１錠 ○ 42.50

内用薬 局
セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ
「トーワ」

セフポドキシム　プロキセチル １００ｍｇ１錠 ○ 48.20

内用薬 センノシド錠１２ｍｇ「クニヒロ」 センノシド １２ｍｇ１錠 ○ 5.00

内用薬 センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 センノシド １２ｍｇ１錠 ○ 5.00

内用薬 センノシド錠１２ｍｇ「トーワ」 センノシド １２ｍｇ１錠 ○ 5.00

内用薬 ゾニサミド散２０％「アメル」 ゾニサミド ２０％１ｇ ○ 39.90
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内用薬 ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」 ゾニサミド １００ｍｇ１錠 ○      20.90

内用薬 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 ゾルピデム酒石酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 26.90

内用薬
ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

ゾルピデム酒石酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 42.80

内用薬 タクロリムス錠０．５ｍｇ「トーワ」 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１錠 ○ 325.70

内用薬 タクロリムス錠０．５ｍｇ「日医工」 タクロリムス水和物 ０．５ｍｇ１錠 ○ 325.70

内用薬 タクロリムス錠１ｍｇ「トーワ」 タクロリムス水和物 １ｍｇ１錠 ○ 575.30

内用薬 タクロリムス錠１ｍｇ「日医工」 タクロリムス水和物 １ｍｇ１錠 ○ 575.30

内用薬 タクロリムス錠１．５ｍｇ「トーワ」 タクロリムス水和物 １．５ｍｇ１錠 ○ 802.50

内用薬 タクロリムス錠３ｍｇ「トーワ」 タクロリムス水和物 ３ｍｇ１錠 ○ 1,417.50

内用薬 タクロリムス錠５ｍｇ「トーワ」 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 2156.10

内用薬 タクロリムス錠５ｍｇ「日医工」 タクロリムス水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 2156.10

内用薬
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「トー
ワ」

タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠 ○      41.80

内用薬
タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「トー
ワ」

タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠 ○      89.70

内用薬
タムスロシン塩酸塩カプセル０．１ｍｇ
「オーハラ」

タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル ○      28.10

内用薬
タムスロシン塩酸塩カプセル０．２ｍｇ
「オーハラ」

タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル ○      48.20

内用薬 局 単シロップ「日医工」 単シロップ １０ｍＬ 8.60

内用薬 局 チアプリド錠２５ｍｇ「テバ」 チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
チキジウム臭化物カプセル５ｍｇ「ツルハ
ラ」

チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル ○       5.80

内用薬 チキジウム臭化物カプセル５ｍｇ「トーワ」 チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル ○       5.80

内用薬
チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「ツルハ
ラ」

チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル ○       5.90

内用薬
チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「トー
ワ」

チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル ○       5.90

内用薬 チキジウム臭化物顆粒２％「ツルハラ」 チキジウム臭化物 ２％１ｇ ○      11.80

内用薬 チザニジン錠１ｍｇ「ＮＰ」 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 チザニジン錠１ｍｇ「ＪＧ」 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 チザニジン錠１ｍｇ「テバ」 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 チニダゾール錠２００ｍｇ「Ｆ」 チニダゾール ２００ｍｇ１錠 ○      44.70

内用薬 チニダゾール錠５００ｍｇ「Ｆ」 チニダゾール ５００ｍｇ１錠 ○     121.60

内用薬
ツロブテロール塩酸塩ＤＳ小児用０．１％
「タカタ」

ツロブテロール塩酸塩 ０．１％１ｇ ○       9.00

内用薬
ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩シロッ
プ０．０４％「トーワ」

ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩 ０．０４％１０ｍＬ ○      12.40

内用薬 テオフィリン錠５０ｍｇ「ＴＹＫ」 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 テオフィリン徐放錠５０ｍｇ「ツルハラ」 テオフィリン ５０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
デキストロメトルファン臭化水素酸塩散１
０％「日医工」

デキストロメトルファン臭化水素酸塩
水和物

１０％１ｇ ○       9.10

内用薬
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５
ｍｇ「ＮＰ」

デキストロメトルファン臭化水素酸塩
水和物

１５ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬 テノックス配合カプセルＴ２０
テガフール・ギメラシル・オテラシル
カリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テ
ガフール相当量）

○ 430.00

内用薬 テノックス配合カプセルＴ２５
テガフール・ギメラシル・オテラシル
カリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テ
ガフール相当量）

○ 517.30

内用薬 デノパミン錠５ｍｇ「日医工」 デノパミン ５ｍｇ１錠 ○      17.20

内用薬 デノパミン錠１０ｍｇ「日医工」 デノパミン １０ｍｇ１錠 ○      28.70

内用薬 テメラール配合カプセルＴ２０
テガフール・ギメラシル・オテラシル
カリウム配合剤

２０ｍｇ１カプセル（テ
ガフール相当量）

○ 430.00

内用薬 テメラール配合カプセルＴ２５
テガフール・ギメラシル・オテラシル
カリウム配合剤

２５ｍｇ１カプセル（テ
ガフール相当量）

○ 517.30
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内用薬 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サワイ」 テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠 ○     110.40

内用薬 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ○ 9.10

内用薬 局 ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「トーワ」 ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠 ○ 9.20

内用薬 局 ドキサゾシン錠１ｍｇ「ＮＰ」 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ○ 10.00

内用薬 局 ドキサゾシン錠１ｍｇ「トーワ」 ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠 ○ 16.00

内用薬 局 ドキサゾシン錠２ｍｇ「ＮＰ」 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ○ 17.10

内用薬 局 ドキサゾシン錠２ｍｇ「トーワ」 ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠 ○ 32.40

内用薬 局 ドキサゾシン錠４ｍｇ「ＮＰ」 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ○ 28.90

内用薬 局 ドキサゾシン錠４ｍｇ「トーワ」 ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠 ○ 64.50

内用薬
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル
１００ｍｇ「ＮＰ」

トコフェロールニコチン酸エステル １００ｍｇ１カプセル ○ 5.40

内用薬
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル
２００ｍｇ「サワイ」

トコフェロールニコチン酸エステル ２００ｍｇ１カプセル ○ 5.60

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「テバ」 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ○     167.00

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「テバ」 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○     249.20

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 386.10

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「オーハ
ラ」

ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「科研」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＫＯ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ケミ
ファ」

ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サンド」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＺＥ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タカタ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タナベ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「テバ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「日新」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「明治」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「モチダ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00
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内用薬
ドネペジル塩酸塩ＯＤフィルム１０ｍｇ「Ｅ
Ｅ」

ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「テバ」 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 ○     167.00

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○     249.20

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 386.10

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「科研」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ケミファ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＪＧ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「タカタ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＳＵ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「日新」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 局 ドネぺジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＢＭＤ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「明治」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 429.00

内用薬
ドネペジル塩酸塩内服ゼリー１０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１個 ○ 441.80

内用薬
ドネペジル塩酸塩内服ゼリー１０ｍｇ「日医
工」

ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ１個 ○ 441.80

内用薬 ドネペジル塩酸塩内用液３ｍｇ「タナベ」 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１．５ｍＬ１包 ○ 149.80

内用薬 ドネペジル塩酸塩内用液５ｍｇ「タナベ」 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ２．５ｍＬ１包 ○ 223.50

内用薬 ドネペジル塩酸塩内用液１０ｍｇ「タナベ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１包 ○ 384.70

内用薬 ドネペジル塩酸塩内用液１０ｍｇ「トーワ」 ドネペジル塩酸塩 １０ｍｇ５ｍＬ１包 ○ 384.70

内用薬 トフィソパム錠５０ｍｇ「日医工」 トフィソパム ５０ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬 局 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「三恵」 トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠 ○       6.30

内用薬 トラピジル錠５０ｍｇ「日医工」 トラピジル ５０ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬 トラピジル錠１００ｍｇ「日医工」 トラピジル １００ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬 トランドラプリル錠０．５ｍｇ「オーハラ」 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 ○      15.20

内用薬 トランドラプリル錠０．５ｍｇ「トーワ」 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠 ○      25.80
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内用薬 トランドラプリル錠１ｍｇ「オーハラ」 トランドラプリル １ｍｇ１錠 ○      19.10

内用薬 トランドラプリル錠１ｍｇ「トーワ」 トランドラプリル １ｍｇ１錠 ○      32.70

内用薬 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＣＨ」 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＣＨ」 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ○       6.10

内用薬 トリヘキシフェニジル塩酸塩散１％「ＣＨ」 トリヘキシフェニジル塩酸塩 １％１ｇ ○ 19.80

内用薬 局
トリヘキシフェニジル塩酸塩錠２ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

トリヘキシフェニジル塩酸塩 ２ｍｇ１錠 8.60

内用薬
トリメブチンマレイン酸塩細粒２０％「ツル
ハラ」

トリメブチンマレイン酸塩 ２０％１ｇ ○       7.20

内用薬
トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「ツ
ルハラ」

トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬
トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ
「トーワ」

トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＪＧ」 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬 ドンペリドン錠５ｍｇ「ＹＤ」 ドンペリドン ５ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＪＧ」 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬 ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 ドンペリドン １０ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「オーハラ」 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル ○ 16.60

内用薬 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「ＹＤ」 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル ○ 11.50

内用薬 局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「オーハラ」 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル ○ 26.80

内用薬 ニザチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」 ニザチジン １５０ｍｇ１錠 ○ 13.40

内用薬 局 ニセルゴリン錠５ｍｇ「ＮＰ」 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局 ニセルゴリン錠５ｍｇ「日新」 ニセルゴリン ５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 ニソルジピン錠５ｍｇ「ＹＤ」 ニソルジピン ５ｍｇ１錠 ○ 16.50

内用薬 ニソルジピン錠１０ｍｇ「ＹＤ」 ニソルジピン １０ｍｇ１錠 ○ 28.10

内用薬 ニトラゼパム錠５ｍｇ「イセイ」 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ○ 5.40

内用薬 ニトラゼパム錠５ｍｇ「テバ」 ニトラゼパム ５ｍｇ１錠 ○ 5.40

内用薬 局 ニトレンジピン錠５ｍｇ「三和」 ニトレンジピン ５ｍｇ１錠 ○ 8.70

内用薬 ニフェジピンカプセル５ｍｇ「テバ」 ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル ○ 5.60

内用薬 ニフェジピンカプセル１０ｍｇ「テバ」 ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル ○ 5.60

内用薬 局 乳糖水和物（結晶）「ＮｉｋＰ」 乳糖水和物 １０ｇ 18.60

内用薬 局 乳糖水和物（粉末）「日医工」 乳糖水和物 １０ｇ 18.60

内用薬 局 ニルバジピン錠２ｍｇ「サワイ」 ニルバジピン ２ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局 ニルバジピン錠４ｍｇ「サワイ」 ニルバジピン ４ｍｇ１錠 ○ 16.30

内用薬 局 ハッカ水「日医工」 ハッカ水 １０ｍＬ 7.80

内用薬 バラシクロビル顆粒５０％「ＭＥＥＫ」 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ ○ 323.80

内用薬 バラシクロビル顆粒５０％「トーワ」 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５０％１ｇ ○ 323.80

内用薬 バラシクロビル顆粒５０％「日医工」 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ ○ 323.80

内用薬 バラシクロビル顆粒５０％「明治」 バラシクロビル塩酸塩 ５０％１ｇ ○ 323.80

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「アメル」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＥＥ」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「イワキ」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＮＰ」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90
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内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「Ｆ」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＦＦＰ」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「オーハラ」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「科研」 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「杏林」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＫＯＧ」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ケミファ」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「サトウ」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「サワイ」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「三和」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＣＥＯ」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＪＧ」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ツルハラ」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＤＫ」 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＴＣＫ」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「テバ」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「トーワ」 バラシクロビル塩酸塩水和物 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「日医工」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「日本臓器」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＰＰ」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ファイザー」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「明治」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＹＤ」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル錠５００ｍｇ「わかもと」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１錠 ○ 268.90

内用薬 バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ「モチダ」 バラシクロビル塩酸塩 ５００ｍｇ１包 ○ 313.70

内用薬
バルプロ酸ナトリウムＳＲ錠１００ｍｇ「ア
メル」

バルプロ酸ナトリウム １００ｍｇ１錠 ○ 8.10

内用薬 パロキセチン錠５ｍｇ「テバ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 ○ 36.20

内用薬 パロキセチン錠１０ｍｇ「テバ」 パロキセチン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 ○ 63.40

内用薬 パロキセチン錠２０ｍｇ「テバ」 パロキセチン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 ○ 110.90

内用薬 局 ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「アメル」 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 ○ 5.90

内用薬 局 ハロペリドール錠１ｍｇ「アメル」 ハロペリドール １ｍｇ１錠 ○ 5.90

内用薬 局 ハロペリドール錠１．５ｍｇ「アメル」 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 ○ 6.00

内用薬 局 ハロペリドール錠２ｍｇ「アメル」 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 ○ 6.10

内用薬 局 ハロペリドール錠３ｍｇ「アメル」 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 ○ 6.30

内用薬 パンテチン散２０％「テバ」 パンテチン ２０％１ｇ ○ 6.20

内用薬
ピコスルファートナトリウム内用液０．７
５％「ＪＧ」

ピコスルファートナトリウム水和物 ０．７５％１ｍＬ ○       9.90

内用薬 局
ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「サワイ」

ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ○ 9.60



区分 薬価基準収載品名 成分名 規格単位

診療報酬に
おいて加算
等の算定対
象となる後
発医薬品

薬価（円）

内用薬 局
ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「ＺＥ」

ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「テバ」

ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「日医工」

ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ○ 10.00

内用薬 局
ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ
「日新」

ビソプロロールフマル酸塩 ０．６２５ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 局
ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ
「トーワ」

ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 28.50

内用薬 局
ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「日
医工」

ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠 ○ 18.30

内用薬 局
ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「トー
ワ」

ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 54.10

内用薬 局
ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「日医
工」

ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 24.80

内用薬 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「ＫＯ」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ○ 39.80

内用薬 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「ＺＥ」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ○ 39.80

内用薬 ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「テバ」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ○ 39.80

内用薬
ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「日医
工」

ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ○ 39.80

内用薬
ピタバスタチンカルシウム錠１ｍｇ「モチ
ダ」

ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ○ 39.80

内用薬 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「ＫＯ」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ○ 75.50

内用薬 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「ＺＥ」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ○ 75.50

内用薬 ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「テバ」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ○ 75.50

内用薬
ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「日医
工」

ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ○ 75.50

内用薬
ピタバスタチンカルシウム錠２ｍｇ「モチ
ダ」

ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ○ 75.50

内用薬 ピタバスタチンカルシウム錠４ｍｇ「ＺＥ」 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ○ 143.20

内用薬
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「トー
ワ」

ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ○ 39.80

内用薬
ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「トー
ワ」

ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ○ 75.50

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「アメル」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ○ 39.80

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＥＥ」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ○ 39.80

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＮＰ」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ○ 39.80

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＦＦＰ」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ○ 39.80

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ○ 39.80

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「科研」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ○ 39.80

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「杏林」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ○ 39.80

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ケミファ」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ○ 39.80

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「サワイ」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ○ 39.80

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「サンド」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ○ 39.80

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「三和」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ○ 39.80

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「タカタ」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ○ 39.80

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ツルハラ」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ○ 39.80

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＴＣＫ」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ○ 39.80

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「トーワ」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ○ 39.80

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「日新」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ○ 39.80

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ファイザー」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ○ 39.80

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ○ 39.80
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内用薬 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「ＹＤ」 ピタバスタチンカルシウム １ｍｇ１錠 ○ 39.80

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「アメル」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ○ 75.50

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＥＥ」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ○ 75.50

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＮＰ」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ○ 75.50

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＦＦＰ」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ○ 75.50

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ○ 75.50

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「科研」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ○ 75.50

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「杏林」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ○ 75.50

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ケミファ」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ○ 75.50

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「サワイ」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ○ 75.50

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「サンド」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ○ 75.50

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「三和」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ○ 75.50

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「タカタ」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ○ 75.50

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ツルハラ」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ○ 75.50

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ○ 75.50

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「トーワ」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ○ 75.50

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「日新」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ○ 75.50

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ファイザー」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ○ 75.50

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「明治」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ○ 75.50

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＹＤ」 ピタバスタチンカルシウム ２ｍｇ１錠 ○ 75.50

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「アメル」 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ○ 143.20

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＥＥ」 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ○ 143.20

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＮＰ」 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ○ 143.20

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＦＦＰ」 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ○ 143.20

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ○ 143.20

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「サワイ」 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ○ 143.20

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「タカタ」 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ○ 143.20

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「トーワ」 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ○ 143.20

内用薬 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 ○ 143.20

内用薬 ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「明治」 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 ○ 143.20

内用薬
ヒドロクロロチアジドＯＤ錠１２．５ｍｇ
「トーワ」

ヒドロクロロチアジド １２．５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
ヒドロクロロチアジド錠１２．５ｍｇ「トー
ワ」

ヒドロクロロチアジド １２．５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 ヒドロクロロチアジド錠２５ｍｇ「トーワ」 ヒドロクロロチアジド ２５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル顆
粒２０％「日医工」

ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エ
チル

２０％１ｇ ○ 6.20

内用薬
ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル錠
１００ｍｇ「日医工」

ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エ
チル

１００ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 ピモベンダン錠０．６２５ｍｇ「ＴＥ」 ピモベンダン ０．６２５ｍｇ１錠 ○ 40.40

内用薬 ピンドロール錠５ｍｇ「イセイ」 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 ピンドロール錠５ｍｇ「ツルハラ」 ピンドロール ５ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ○ 9.60
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内用薬 局 ファモチジン錠１０ｍｇ「ツルハラ」 ファモチジン １０ｍｇ１錠 ○       9.60

内用薬
フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「サワイ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬
フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ
「ＣＥＯ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬
フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＥＥ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 52.90

内用薬
フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＫＮ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 52.90

内用薬
フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「サワイ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬
フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
「ＣＥＯ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「サワ
イ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＣＥ
Ｏ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「タカ
タ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ３０ｍｇ１錠 ○ 35.40

内用薬
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワ
イ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＣＥ
Ｏ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬 局
フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「タカ
タ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠 ○ 45.40

内用薬
フェキソフェナジン塩酸塩ＤＳ６％「トー
ワ」

フェキソフェナジン塩酸塩 ６％１ｇ ○ 99.20

内用薬
フェノテロール臭化水素酸塩ＤＳ小児用０．
５％「オーハラ」

フェノテロール臭化水素酸塩 ０．５％１ｇ ○      36.20

内用薬 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＥＥ」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 ○ 26.90

内用薬 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 ○ 19.20

内用薬 局 プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「フソー」 プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠 ○ 19.20

内用薬 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＥＥ」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 ○ 47.90

内用薬 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 ○ 32.80

内用薬 局 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「フソー」 プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠 ○ 38.00

内用薬
フラボキサート塩酸塩錠２００ｍｇ「フ
ソー」

フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠 ○ 10.40

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 ○ 29.60

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 ○ 101.30

内用薬 プレミネント配合錠ＬＤ
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチ
アジド

１錠 146.40

内用薬 プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ「テバ」 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０２５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「アメル」 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 ○ 6.10

内用薬 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「イセイ」 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ○ 5.00

内用薬 ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「日医工」 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠 ○ 5.00

内用薬
ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．０８％
「イセイ」

ブロムヘキシン塩酸塩 ０．０８％１ｍＬ ○ 1.40

内用薬 局 ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ「ＪＧ」 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ○       6.30

内用薬 局
ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ「トー
ワ」

ベザフィブラート １００ｍｇ１錠 ○ 6.30

内用薬 ベタキソロール塩酸塩錠５ｍｇ「テバ」 ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 21.80

内用薬 ベタキソロール塩酸塩錠１０ｍｇ「テバ」 ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 32.80

内用薬 局 ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「トーワ」 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 ○ 6.00

内用薬 局
ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「トー
ワ」

ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 ○ 6.30

内用薬 局 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「ＡＦＰ」 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ○ 46.20
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内用薬 局 ベラプロストＮａ錠２０μｇ「テバ」 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 ○ 24.80

内用薬 局 ベラプロストＮａ錠４０μｇ「テバ」 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 ○ 60.60

内用薬
ペリンドプリルエルブミン錠２ｍｇ「トー
ワ」

ペリンドプリルエルブミン ２ｍｇ１錠 ○ 41.40

内用薬
ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ「トー
ワ」

ペリンドプリルエルブミン ４ｍｇ１錠 ○ 72.20

内用薬 ベンフォチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 ベンフォチアミン ２５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬
ホモクロルシクリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ホモクロルシクリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 5.40

内用薬 局 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「ＹＤ」 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 ○ 9.90

内用薬 局 マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＹＤ」 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 ○ 14.80

内用薬 局 マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 ○ 25.50

内用薬 ※ マルツエキス（高田） マルツエキス １ｇ 6.40

内用薬 ※ マルツエキス分包（高田） マルツエキス １ｇ 6.40

内用薬
ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０
ｍｇ「テバ」

ミコフェノール酸　モフェチル ２５０ｍｇ１カプセル ○ 207.80

内用薬
ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０
ｍｇ「ファイザー」

ミコフェノール酸　モフェチル ２５０ｍｇ１カプセル ○ 207.80

内用薬 ミノサイクリン塩酸塩顆粒２％「サワイ」 ミノサイクリン塩酸塩 ２０ｍｇ１ｇ ○ 12.00

内用薬 局 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 17.10

内用薬 局 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 17.10

内用薬 局
ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワ
イ」

ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 30.10

内用薬 局
ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「トー
ワ」

ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 30.10

内用薬 メキタジン錠３ｍｇ「日医工」 メキタジン ３ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 メコバラミン錠２５０μｇ「ＪＧ」 メコバラミン ０．２５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 メコバラミン錠５００μｇ「ＮＰ」 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 メコバラミン錠５００μｇ「ＪＧ」 メコバラミン ０．５ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 メトクロプラミド細粒２％「ツルハラ」 メトクロプラミド ２％１ｇ ○       6.20

内用薬 局 メトクロプラミド錠５ｍｇ「ツルハラ」 メトクロプラミド ５ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬 局
メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「トー
ワ」

メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 ○ 6.30

内用薬 局 メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「ＹＤ」 メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠 ○ 6.30

内用薬 局
メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「トー
ワ」

メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 ○ 6.30

内用薬 局 メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「ＹＤ」 メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠 ○ 6.30

内用薬 メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＣＨ」 メナテトレノン １５ｍｇ１カプセル ○      20.90

内用薬
メペンゾラート臭化物錠７．５ｍｇ「ツルハ
ラ」

メペンゾラート臭化物 ７．５ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬 ユビデカレノンカプセル５ｍｇ「日新」 ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル ○ 5.60

内用薬 ユビデカレノン錠１０ｍｇ「日新」 ユビデカレノン １０ｍｇ１錠 ○ 5.60

内用薬 ラニチジン錠７５ｍｇ「サワイ」 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ○ 6.40

内用薬 ラニチジン錠７５ｍｇ「トーワ」 ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠 ○ 6.40

内用薬 ラニチジン錠１５０ｍｇ「サワイ」 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ○ 8.70

内用薬 ラニチジン錠１５０ｍｇ「トーワ」 ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠 ○ 8.70

内用薬 ラベキュアパック４００
ラベプラゾールナトリウム・アモキシ
シリン水和物・クラリスロマイシン

１シート 544.20

内用薬 ラベキュアパック８００
ラベプラゾールナトリウム・アモキシ
シリン水和物・クラリスロマイシン

１シート 721.40

内用薬 局 ラベタロール塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 ラベタロール塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 ○ 6.10
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内用薬 局 ラベタロール塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 ラベタロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠 ○ 9.60

内用薬 ラベファインパック
ラベプラゾールナトリウム・アモキシ
シリン水和物・メトロニダゾール

１シート 438.60

内用薬 リバロＯＤ錠４ｍｇ ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠 238.70

内用薬
リボフラビン酪酸エステル顆粒１０％「イセ
イ」

リボフラビン酪酸エステル １０％１ｇ ○ 6.20

内用薬
リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「イセ
イ」

リボフラビン酪酸エステル ２０ｍｇ１錠 ○ 5.40

内用薬 リルゾール錠５０ｍｇ「ＡＡ」 リルゾール ５０ｍｇ１錠 ○ 1,106.00

内用薬 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「ＪＧ」 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠 ○      26.90

内用薬
ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ツルハ
ラ」

ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠 ○       5.60

内用薬 ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠 ○ 5.00

内用薬 ロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」 ロラゼパム １ｍｇ１錠 ○ 5.60

注射薬 局
アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ「トー
ワ」

アシクロビル ２５０ｍｇ１管 ○ 872

注射薬 局
アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「トー
ワ」

アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶 ○ 872

注射薬 局 アリプロスト注シリンジ５μｇ アルプロスタジル ５μｇ１ｍＬ１筒 ○ 1,869

注射薬 局 アリプロスト注シリンジ１０μｇ アルプロスタジル １０μｇ２ｍＬ１筒 ○ 2,234

注射薬 イオパーク３００注シリンジ１１０ｍＬ イオヘキソール
６４．７１％１１０ｍＬ

１筒
○ 7,525

注射薬
イオパミドール３００注シリンジ５０ｍＬ
「ＨＫ」

イオパミドール
６１．２４％５０ｍＬ１

筒
○    3,375

注射薬
イオパミドール３００注シリンジ８０ｍＬ
「ＨＫ」

イオパミドール
６１．２４％８０ｍＬ１

筒
○    4,326

注射薬
イオパミドール３００注シリンジ１００ｍＬ
「ＨＫ」

イオパミドール
６１．２４％１００ｍＬ

１筒
○    4,548

注射薬 イオパミドール３００注２０ｍＬ「ＨＫ」 イオパミドール
６１．２４％２０ｍＬ１

瓶
○    1,761

注射薬
イオヘキソール３００注バッグ１００ｍＬ
「ＨＫ」

イオヘキソール
６４．７１％１００ｍＬ

１袋
○    5,913

注射薬 イオベリン３００注１０ｍＬ イオヘキソール
６４．７１％１０ｍＬ１

瓶
○      796

注射薬 イオベリン３００注２０ｍＬ イオヘキソール
６４．７１％２０ｍＬ１

瓶
○    1,289

注射薬 局 イオベリン３００注５０ｍＬ イオヘキソール
６４．７１％５０ｍＬ１

瓶
○    3,483

注射薬 局 イオベリン３００注１００ｍＬ イオヘキソール
６４．７１％１００ｍＬ

１瓶
○    5,465

注射薬 イオベリン３５０注２０ｍＬ イオヘキソール
７５．４９％２０ｍＬ１

瓶
○    1,795

注射薬 局 イオベリン３５０注５０ｍＬ イオヘキソール
７５．４９％５０ｍＬ１

瓶
○    4,178

注射薬 局 イオベリン３５０注１００ｍＬ イオヘキソール
７５．４９％１００ｍＬ

１瓶
○    6,861

注射薬 局
イセパマイシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「サ
ワイ」

イセパマイシン硫酸塩 ２００ｍｇ２ｍＬ１管 ○      437

注射薬 局
イセパマイシン硫酸塩注射液４００ｍｇ「サ
ワイ」

イセパマイシン硫酸塩 ４００ｍｇ２ｍＬ１管 ○      887

注射薬 オムニパーク３５０注シリンジ４５ｍＬ イオヘキソール
７５．４９％４５ｍＬ１

筒
4,847

注射薬 キシリトール注２０％シリンジ「ＮＰ」 キシリトール ２０％２０ｍＬ１筒 ○ 197

注射薬 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＦＦＰ」 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管 ○ 1,563

注射薬 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＦＦＰ」 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管 ○ 2,400

注射薬 局
クリンダマイシンリン酸エステル注３００ｍ
ｇ「トーワ」

クリンダマイシンリン酸エステル ３００ｍｇ１管 ○      188

注射薬 局
クリンダマイシンリン酸エステル注６００ｍ
ｇ「トーワ」

クリンダマイシンリン酸エステル ６００ｍｇ１管 ○      270

注射薬
ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ファイ
ザー」

ゲムシタビン塩酸塩 ２００ｍｇ１瓶 ○ 2,596

注射薬 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ファイザー」 ゲムシタビン塩酸塩 １ｇ１瓶 ○ 12,618

注射薬 シアノキット注射用５ｇセット ヒドロキソコバラミン ５ｇ１瓶（溶解液付） 88,629

注射薬 シタラビン点滴静注液４００ｍｇ「テバ」 シタラビン ４００ｍｇ１瓶 ○ 3,796
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注射薬 シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」 シタラビン １ｇ１瓶 ○ 8,403

注射薬 シメチジン注射液２００ｍｇ「サワイ」 シメチジン １０％２ｍＬ１管 ○ 56

注射薬
セフトリアキソンＮａ静注用０．５ｇ「テ
バ」

セフトリアキソンナトリウム水和物 ５００ｍｇ１瓶 ○ 382

注射薬 セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「テバ」 セフトリアキソンナトリウム水和物 １ｇ１瓶 ○ 444

注射薬 局 チオ硫酸ナトリウム注射液 チオ硫酸ナトリウム水和物 １０％２０ｍＬ１瓶 493

注射薬
ドセタキセル点滴静注液２０ｍｇ／２ｍＬ
「ホスピーラ」

ドセタキセル水和物 ２０ｍｇ２ｍＬ１瓶 ○ 12,552

注射薬
ドセタキセル点滴静注液８０ｍｇ／８ｍＬ
「ホスピーラ」

ドセタキセル水和物 ８０ｍｇ８ｍＬ１瓶 ○ 43,164

注射薬
ドセタキセル点滴静注液１２０ｍｇ／１２ｍ
Ｌ「ホスピーラ」

ドセタキセル水和物 １２０ｍｇ１２ｍＬ１瓶 ○ 61,946

注射薬 ドセタキセル点滴静注用２０ｍｇ「サワイ」 ドセタキセル水和物
２０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶

（溶解液付）
○ 12,552

注射薬 ドセタキセル点滴静注用８０ｍｇ「サワイ」 ドセタキセル水和物
８０ｍｇ２ｍＬ１瓶（溶

解液付）
○ 43,164

注射薬
ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ○ 12,552

注射薬
ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ケ
ミファ」

ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ○ 12,552

注射薬
ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「テ
バ」

ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ○ 12,552

注射薬
ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ
「トーワ」

ドセタキセル ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶 ○ 12,552

注射薬
ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「Ｈ
Ｋ」

ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ○ 43,164

注射薬
ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ケ
ミファ」

ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ○ 43,164

注射薬
ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「テ
バ」

ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ○ 43,164

注射薬
ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ
「トーワ」

ドセタキセル ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶 ○ 43,164

注射薬 ドブタミン点滴静注液１００ｍｇ「Ｆ」 ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管 ○      301

注射薬
ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ
「ＮＰ」

ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶 ○ 252

注射薬
ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ
「ＮＰ」

ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶 ○ 691

注射薬 ハルトマン輸液「ＮＰ」 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ○ 155

注射薬 ハルトマン輸液ｐＨ８「ＮＰ」 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ○ 155

注射薬 ハルトマン輸液ｐＨ８「ＮＰ」 乳酸リンゲル １Ｌ１袋 ○ 273

注射薬 ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇ「サワイ」 ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管 ○ 344

注射薬
ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ
「ＡＦＰ」

ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒 ○ 448

注射薬 局 ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「テバ」 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ○ 194

注射薬 局 ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「テバ」 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ○ 297

注射薬 局 ピペラシリンＮａ注用１ｇ「トーワ」 ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶 ○ 185

注射薬 局 ピペラシリンＮａ注用２ｇ「トーワ」 ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶 ○ 321

注射薬
ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」

ブチルスコポラミン臭化物 ２％１ｍＬ１管 ○ 56

注射薬 局 ブドウ糖注２０％「ＮＰ」 ブドウ糖 ２０％２０ｍＬ１管 64

注射薬 フルコナゾール静注５０ｍｇ「ＮＰ」 フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１袋 ○ 1,475

注射薬 フルコナゾール静注１００ｍｇ「ＮＰ」 フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋 ○ 1,475

注射薬 フルコナゾール静注２００ｍｇ「ＮＰ」 フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１袋 ○ 4,308

注射薬 プロチレリン酒石酸塩注０．５ｍｇ「ＮＰ」 プロチレリン酒石酸塩水和物 ０．５ｍｇ１管 ○ 502

注射薬
ヘパリンＣａ注射液２万単位／２０ｍＬ「サ
ワイ」

ヘパリンカルシウム
２０，０００単位２０ｍ

Ｌ１瓶
○ 607

注射薬
ヘパリンＣａ注射液５万単位／５０ｍＬ「サ
ワイ」

ヘパリンカルシウム
５０，０００単位５０ｍ

Ｌ１瓶
○ 1,325

注射薬
ヘパリンＣａ注射液１０万単位／１００ｍＬ
「サワイ」

ヘパリンカルシウム
１００，０００単位１０

０ｍＬ１瓶
○ 1,933
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注射薬
ヘパリンＣａ皮下注２万単位／０．８ｍＬ
「サワイ」

ヘパリンカルシウム ２０，０００単位１瓶 ○ 733

注射薬 局
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ
「サワイ」

ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶 ○ 188

注射薬 メコバラミン注５００μｇ「ＮＰ」 メコバラミン ０．５ｍｇ１管 ○ 56

注射薬 メトクロプラミド注１０ｍｇ「テバ」 メトクロプラミド ０．５％２ｍＬ１管 ○ 56

注射薬
リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．８
８ｍｇ「あすか」

リュープロレリン酢酸塩 １．８８ｍｇ１筒 ○ 20,840

注射薬
リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．８
８ｍｇ「ＮＰ」

リュープロレリン酢酸塩 １．８８ｍｇ１筒 ○ 20,840

注射薬
リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７
５ｍｇ「あすか」

リュープロレリン酢酸塩 ３．７５ｍｇ１筒 ○ 29,519

注射薬
リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７
５ｍｇ「ＮＰ」

リュープロレリン酢酸塩 ３．７５ｍｇ１筒 ○ 29,519

注射薬 局 リンコマイシン塩酸塩注３００ｍｇ「ＮＰ」 リンコマイシン塩酸塩水和物 ３００ｍｇ１ｍＬ１管 ○ 99

注射薬 局 リンコマイシン塩酸塩注６００ｍｇ「ＮＰ」 リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１管 ○ 99

注射薬 ワイスタール配合静注用０．５ｇ
スルバクタムナトリウム・セフォペラ
ゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶 ○ 362

注射薬 ワイスタール配合静注用１ｇ
スルバクタムナトリウム・セフォペラ
ゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶 ○ 422

注射薬 ワイスタール配合点滴静注用１ｇバッグ
スルバクタムナトリウム・セフォペラ
ゾンナトリウム

（１ｇ）１キット（生理
食塩液１００ｍＬ付）

○ 721

外用薬 局 アシクロビル軟膏５％「トーワ」 アシクロビル ５％１ｇ ○ 161.50

外用薬 アズレン含嗽用顆粒０．４％「ツルハラ」 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 ０．４％１ｇ ○       5.90

外用薬 アセチロールクリーム１０％ 尿素 １０％１ｇ ○       5.70

外用薬 アセチロールクリーム２０％ 尿素 ２０％１ｇ ○       5.70

外用薬
アセトアミノフェン坐剤小児用５０ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

アセトアミノフェン ５０ｍｇ１個 19.30

外用薬
アセトアミノフェン坐剤小児用１００ｍｇ
「ＪＧ」

アセトアミノフェン １００ｍｇ１個 19.30

外用薬
アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ
「ＪＧ」

アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個 ○ 19.30

外用薬
アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒
用液１０％「ＮＰ」

アルキルジアミノエチルグリシン塩酸
塩

１０％１０ｍＬ ○ 7.30

外用薬 オフロキサシン点眼液０．３％「ＪＧ」 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ ○      43.00

外用薬 オフロキサシン点眼液０．３％「日医工」 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ ○      53.10

外用薬 オフロキサシン点眼液０．３％「日新」 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ ○      43.00

外用薬 局 オリブ油「日医工」 オリブ油 １０ｍＬ 21.30

外用薬
カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液１％「わか
もと」

カルテオロール塩酸塩 １％１ｍＬ ○ 281.80

外用薬
カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液２％「わか
もと」

カルテオロール塩酸塩 ２％１ｍＬ ○ 398.30

外用薬 クロトリマゾールクリーム１％「イワキ」 クロトリマゾール １％１ｇ ○       6.90

外用薬
クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液ＥＷ
０．５％「ＮＰ」

クロルヘキシジングルコン酸塩 ０．５％１０ｍＬ ○ 6.30

外用薬 ケトチフェン点眼液０．０５％「ＳＷ」 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ○     296.90

外用薬 ケトチフェン点眼液０．０５％「日医工」 ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 ○     242.30

外用薬 ケトチフェン点鼻液０．０５％「サワイ」 ケトチフェンフマル酸塩
６．０４８ｍｇ８ｍＬ１

瓶
○     384.50

外用薬 ケトプロフェン坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 ケトプロフェン ５０ｍｇ１個 ○      19.30

外用薬 ケトプロフェン坐剤７５ｍｇ「ＪＧ」 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個 ○      22.00

外用薬
セチルピリジニウム塩化物トローチ２ｍｇ
「イワキ」

セチルピリジニウム塩化物水和物 ２ｍｇ１錠 ○       5.60

外用薬 チニダゾール腟錠２００ｍｇ「Ｆ」 チニダゾール ２００ｍｇ１個 ○      51.20

外用薬 チモロールＸＥ点眼液０．２５％「杏林」 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ ○ 364.60

外用薬 チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ＴＳ」 チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ ○ 364.60

外用薬
チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ニッ
トー」

チモロールマレイン酸塩 ０．２５％１ｍＬ ○ 364.60
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外用薬 チモロールＸＥ点眼液０．５％「杏林」 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ ○ 525.70

外用薬 チモロールＸＥ点眼液０．５％「ＴＳ」 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ ○ 525.70

外用薬 チモロールＸＥ点眼液０．５％「ニットー」 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ ○ 525.70

外用薬 ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「タカタ」 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 ○      28.20

外用薬 ツロブテロールテープ１ｍｇ「タカタ」 ツロブテロール １ｍｇ１枚 ○      36.90

外用薬 ツロブテロールテープ２ｍｇ「タカタ」 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 ○      54.60

外用薬 局 テルビナフィン塩酸塩外用液１％「サワイ」 テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ ○      19.30

外用薬 局
テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「サワ
イ」

テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ ○      19.30

外用薬 ナジフロキサシンクリーム１％「トーワ」 ナジフロキサシン １％１ｇ ○      31.80

外用薬 ナジフロキサシンローション１％「トーワ」 ナジフロキサシン １％１ｍＬ ○      31.80

外用薬 局 白色ワセリン「日医工」 白色ワセリン １０ｇ 13.50

外用薬 ビーソフテン油性クリーム０．３％ ヘパリン類似物質 １ｇ ○ 10.80

外用薬 ビホナゾールクリーム１％「Ｆ」 ビホナゾール １％１ｇ ○      10.80

外用薬 ビホナゾールクリーム１％「ＹＤ」 ビホナゾール １％１ｇ ○ 12.40

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 ○ 1,260.80

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 ○ 2,338.50

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 ○ 4,337.40

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 ○ 6,225.40

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 ○ 8,044.90

外用薬 局 ブテナフィン塩酸塩液１％「トーワ」 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ ○ 30.80

外用薬 局 ブテナフィン塩酸塩クリーム１％「トーワ」 ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ ○ 30.80

外用薬 ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」 ブロムフェナクナトリウム水和物 ０．１％１ｍＬ ○ 78.10

外用薬 フロラーズ点鼻液５０μｇ１１２噴霧用 フルチカゾンプロピオン酸エステル
８．１６ｍｇ１６ｍＬ１

瓶
○ 2,162.30

外用薬 ベギンクリーム１０％ 尿素 １０％１ｇ ○ 5.70

外用薬 ベギンクリーム２０％ 尿素 ２０％１ｇ ○ 5.70

外用薬
ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「Ｙ
Ｄ」

ヘパリン類似物質 １ｇ ○ 20.20

外用薬
ヘパリン類似物質クリーム０．３％「アメ
ル」

ヘパリン類似物質 １ｇ ○ 8.80

外用薬 ヘパリン類似物質クリーム０．３％「ＹＤ」 ヘパリン類似物質 １ｇ ○ 8.80

外用薬 ヘパリン類似物質ゲル０．３％「アメル」 ヘパリン類似物質 １ｇ ○ 6.60

外用薬
ヘパリン類似物質ローション０．３％「Ｙ
Ｄ」

ヘパリン類似物質 １ｇ ○ 8.80

外用薬 ヘモポリゾン軟膏 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン １ｇ ○ 18.00

外用薬
ポビドンヨード液１０％消毒用アプリケータ
「オーツカ」１０ｍＬ

ポビドンヨード １０％１０ｍＬ１管 ○ 10.50

外用薬
ポビドンヨード液１０％消毒用アプリケータ
「オーツカ」２５ｍＬ

ポビドンヨード １０％２５ｍＬ１管 ○ 16.80

外用薬 ポビドンヨード消毒用液１０％「ＮＰ」 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ ○ 14.60



（参考２）

別表第６（平成２６年３月３１日まで）

区分 品名 成分名 規格単位

内用薬 アイロクール錠１０ 一硝酸イソソルビド １０ｍｇ１錠

内用薬 アイロクール錠２０ 一硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠

内用薬 局 アスクール錠５０ ラベタロール塩酸塩 ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 アスクール錠１００ ラベタロール塩酸塩 １００ｍｇ１錠

内用薬 アスタージス錠２ｍｇ サルブタモール硫酸塩 ２ｍｇ１錠

内用薬 アストプチン錠０．５ｍｇ アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠

内用薬 アデコック錠３０ｍｇ オキサトミド ３０ｍｇ１錠

内用薬 アテネコリン－Ｍ錠７．５ｍｇ メペンゾラート臭化物 ７．５ｍｇ１錠

内用薬 アテネレン顆粒１％
アズレンスルホン酸ナトリウム水和
物

１％１ｇ

内用薬 アテネレン錠２ｍｇ「ツルハラ」
アズレンスルホン酸ナトリウム水和
物

２ｍｇ１錠

内用薬 アドメッセン錠０．５ｍｇ アゼラスチン塩酸塩 ０．５ｍｇ１錠

内用薬 アポプリール錠１２．５ カプトプリル １２．５ｍｇ１錠

内用薬 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「タイヨー」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１錠

内用薬 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「タイヨー」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１錠

内用薬 アムロジピン内用ゼリー２．５ｍｇ「タナベ」 アムロジピンベシル酸塩 ２．５ｍｇ１包

内用薬 アムロジピン内用ゼリー５ｍｇ「タナベ」 アムロジピンベシル酸塩 ５ｍｇ１包

内用薬 アメジニン錠１０ｍｇ アメジニウムメチル硫酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 局 アルフロシン錠０．５ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠

内用薬 局 アルフロシン錠１ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠

内用薬 局 アルフロシン錠２ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠

内用薬 局 アルフロシン錠４ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠

内用薬 アレゲイン錠１０ エピナスチン塩酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 アレゲイン錠２０ エピナスチン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠

内用薬 アロング錠５ｍｇ ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠

内用薬 アロング錠１０ｍｇ ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 アントブロンＬカプセル４５ アンブロキソール塩酸塩 ４５ｍｇ１カプセル

内用薬 アントブロン錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠

内用薬 アントブロンシロップ小児用０．３％ アンブロキソール塩酸塩 ０．３％１ｍＬ

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

内用薬 局 イバナシン錠２００ｍｇ イプリフラボン ２００ｍｇ１錠

内用薬 イブロノール錠１０ｍｇ イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 イブロノール錠２０ｍｇ イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠

内用薬 ウガコールドライシロップ０．５％ フェノテロール臭化水素酸塩 ０．５％１ｇ

内用薬 局 ウルサミック錠５０ ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 ウルサミック錠１００ ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠

掲示事項等告示



区分 品名 成分名 規格単位

内用薬 局 ウルデナシン錠５０ ウルソデオキシコール酸 ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 ウルデナシン錠１００ ウルソデオキシコール酸 １００ｍｇ１錠

内用薬 エクセミド散２０％ ゾニサミド ２０％１ｇ

内用薬 エクセミド錠１００ｍｇ ゾニサミド １００ｍｇ１錠

内用薬 エパルレスタット錠５０「ＯＨＡＲＡ」 エパルレスタット ５０ｍｇ１錠

内用薬 エペリッサー錠５０ｍｇ エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠

内用薬 エペル錠５０ｍｇ エペリゾン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠

内用薬 エポス錠１ｍｇ ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠

内用薬 エポス錠２ｍｇ ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠

内用薬 局 エリカナールカプセル２５０ セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル

内用薬 Ｌ－グルタミン顆粒「ヒシヤマ」 Ｌ－グルタミン ９９％１ｇ

内用薬 局 エレナール錠５ｍｇ ニトレンジピン ５ｍｇ１錠

内用薬 塩酸タムスロシンカプセル０．１「ＯＨＡＲＡ」 タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１カプセル

内用薬 塩酸タムスロシンカプセル０．２「ＯＨＡＲＡ」 タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１カプセル

内用薬 オーネスミン細粒９０％ スクラルファート水和物 ９０％１ｇ

内用薬 オフロキサシン錠１００ｍｇ「タナベ」 オフロキサシン １００ｍｇ１錠

内用薬 オメプラゾール錠１０ｍｇ「マイラン」 オメプラゾール １０ｍｇ１錠

内用薬 オメプラゾール錠２０ｍｇ「マイラン」 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠

内用薬 局 オーレキシンドライシロップ５０％小児用 セファレキシン ５００ｍｇ１ｇ

内用薬 局 ガスイサン錠１０ ファモチジン １０ｍｇ１錠

内用薬 カルシオロールカプセル０．２５ カルシトリオール ０．２５μｇ１カプセル

内用薬 カルニアチンＳ錠２５ カリジノゲナーゼ ２５単位１錠

内用薬 カルニアチン錠５０ カリジノゲナーゼ ５０単位１錠

内用薬 カルビキノンカプセル５ｍｇ ユビデカレノン ５ｍｇ１カプセル

内用薬 カルビキノン錠１０ｍｇ ユビデカレノン １０ｍｇ１錠

内用薬 カルボシステイン錠５００ｍｇ「タイヨー」 カルボシステイン ５００ｍｇ１錠

内用薬 局 グリノラート錠２５ｍｇ チアプリド塩酸塩 ２５ｍｇ１錠

内用薬 グリミラン錠２０ｍｇ グリクラジド ２０ｍｇ１錠

内用薬 グリミラン錠４０ｍｇ グリクラジド ４０ｍｇ１錠

内用薬 クレルモン錠５０ カリジノゲナーゼ ５０単位１錠

内用薬 局 ケイサミン錠２５０ｍｇ トラネキサム酸 ２５０ｍｇ１錠

内用薬 ゲシンＬ錠５０ｍｇ クロルマジノン酢酸エステル ５０ｍｇ１錠

内用薬 ケントンカプセル２００ｍｇ トコフェロールニコチン酸エステル ２００ｍｇ１カプセル

内用薬 ゴスペール・レバー腸溶錠１００ｍｇ 肝臓加水分解物 １００ｍｇ１錠

内用薬 局 コレリット錠５ｍｇ プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠

内用薬 局 コレリット錠１０ｍｇ プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠

内用薬 サイモチンＳ錠２５ カリジノゲナーゼ ２５単位１錠



区分 品名 成分名 規格単位

内用薬 サイモチンＳ錠５０ カリジノゲナーゼ ５０単位１錠

内用薬 サイロフト錠５０ｍｇ エパルレスタット ５０ｍｇ１錠

内用薬 サジフェンドライシロップ０．１％ ケトチフェンフマル酸塩 ０．１％１ｇ

内用薬
サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「タイ
ヨー」

サラゾスルファピリジン ５００ｍｇ１錠

内用薬 局 サルモシン錠５ｍｇ ニセルゴリン ５ｍｇ１錠

内用薬 局 シーシーエルカプセル２５０ｍｇ セファクロル ２５０ｍｇ１カプセル

内用薬 シプキサノン錠１００ｍｇ 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠

内用薬 シプキサノン錠２００ｍｇ 塩酸シプロフロキサシン ２００ｍｇ１錠

内用薬 局 シプセロン錠２０ メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠

内用薬 局 シプセロン錠４０ メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠

内用薬 シプロフロキサシン錠１００ｍｇ「ＣＨ」 塩酸シプロフロキサシン １００ｍｇ１錠

内用薬 シメチパール錠２００ シメチジン ２００ｍｇ１錠

内用薬 シメチラン錠２００ｍｇ シメチジン ２００ｍｇ１錠

内用薬 シメチラン錠４００ｍｇ シメチジン ４００ｍｇ１錠

内用薬 ジャックマール錠５ ドンペリドン ５ｍｇ１錠

内用薬 ジャックマール錠１０ ドンペリドン １０ｍｇ１錠

内用薬 シンセラキン錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩 １５ｍｇ１錠

内用薬 シンバスタチン錠５ｍｇ「ＯＨＡＲＡ」 シンバスタチン ５ｍｇ１錠

内用薬 シンバスタチン錠１０ｍｇ「ＯＨＡＲＡ」 シンバスタチン １０ｍｇ１錠

内用薬 シンバスタチン錠２０ｍｇ「ＯＨＡＲＡ」 シンバスタチン ２０ｍｇ１錠

内用薬 局 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「タナベ」 スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠

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

内用薬
スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ「タナ
ベ」

スプラタストトシル酸塩 １００ｍｇ１カプセル

内用薬 局 精製水「ＯＲＹ」 精製水 １０ｍＬ

内用薬 セエルミート細粒２０％ トリメブチンマレイン酸塩 ２０％１ｇ

内用薬 セエルミート錠１００ｍｇ トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠

内用薬 セオアニン錠５０ トラピジル ５０ｍｇ１錠

内用薬 セオアニン錠１００ トラピジル １００ｍｇ１錠

内用薬 局 ゼグミューラー錠２０ｍｇ メトプロロール酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠

内用薬 局 ゼグミューラー錠４０ｍｇ メトプロロール酒石酸塩 ４０ｍｇ１錠

内用薬 局 セフジニルカプセル５０ｍｇ「タナベ」 セフジニル ５０ｍｇ１カプセル

内用薬 局 セフジニルカプセル１００ｍｇ「タナベ」 セフジニル １００ｍｇ１カプセル

内用薬 局 セフジニル小児用細粒１０％「タナベ」 セフジニル １００ｍｇ１ｇ

内用薬 セーブテンス錠２５ｍｇ アテノロール ２５ｍｇ１錠

内用薬 セーブテンス錠５０ｍｇ アテノロール ５０ｍｇ１錠

内用薬 セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ「タナベ」 セフポドキシム　プロキセチル １００ｍｇ１錠

内用薬 セブレチン錠１ｍｇ チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠



区分 品名 成分名 規格単位

内用薬 セポキシム錠１００ｍｇ セフポドキシム　プロキセチル １００ｍｇ１錠

内用薬 セレスナット錠３０ｍｇ ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠

内用薬 セレスナット錠６０ｍｇ ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠

内用薬 センノサイド錠１２ｍｇ「サワイ」 センノシド １２ｍｇ１錠

内用薬 ソアレジン錠２５０ｍｇ サラゾスルファピリジン ２５０ｍｇ１錠

内用薬 局 ソクワール錠５ｍｇ ニセルゴリン ５ｍｇ１錠

内用薬 局 ソルイルビン錠８０ ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠

内用薬 局 タツプラミン錠５ｍｇ プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠

内用薬 局 タツプラミン錠１０ｍｇ プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠

内用薬 タムスロンＯＤ錠０．１ｍｇ タムスロシン塩酸塩 ０．１ｍｇ１錠

内用薬 タムスロンＯＤ錠０．２ｍｇ タムスロシン塩酸塩 ０．２ｍｇ１錠

内用薬 局 単シロップ「ＯＲＹ」 単シロップ １０ｍＬ

内用薬 チアパストンカプセル５ｍｇ チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル

内用薬 チアパストンカプセル１０ｍｇ チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル

内用薬 チアメロンカプセル５ｍｇ チキジウム臭化物 ５ｍｇ１カプセル

内用薬 チアメロンカプセル１０ｍｇ チキジウム臭化物 １０ｍｇ１カプセル

内用薬 チアメロン顆粒２％ チキジウム臭化物 ２％１ｇ

内用薬 チザニジン錠１ｍｇ「タナベ」 チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠

内用薬 ツルメリン錠６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物 ６０ｍｇ１錠

内用薬 ツロブニストＤＳ０．１％ ツロブテロール塩酸塩 ０．１％１ｇ

内用薬 ディーアルファカプセル０．２５ アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル

内用薬 テイガスト内服液１０％ スクラルファート水和物 １０％１ｍＬ

内用薬 デトメファン錠１５ｍｇ
デキストロメトルファン臭化水素酸
塩水和物

１５ｍｇ１錠

内用薬 局 テラセフロン細粒１００ｍｇ小児用 セフテラム　ピボキシル １００ｍｇ１ｇ

内用薬 局 ドナシン錠０．５ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 ０．５ｍｇ１錠

内用薬 局 ドナシン錠１ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 １ｍｇ１錠

内用薬 局 ドナシン錠２ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 ２ｍｇ１錠

内用薬 局 ドナシン錠４ｍｇ ドキサゾシンメシル酸塩 ４ｍｇ１錠

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「タイヨー」 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠

内用薬 ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タイヨー」 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「タイヨー」 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠

内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「タイヨー」 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠

内用薬 トランドラプリル錠０．５ｍｇ「ＯＨＡＲＡ」 トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠

内用薬 トランドラプリル錠１ｍｇ「ＯＨＡＲＡ」 トランドラプリル １ｍｇ１錠

内用薬 トラントーワ錠０．５ｍｇ トランドラプリル ０．５ｍｇ１錠

内用薬 トラントーワ錠１ｍｇ トランドラプリル １ｍｇ１錠

内用薬 トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「タナベ」 トリアゾラム ０．１２５ｍｇ１錠



区分 品名 成分名 規格単位

内用薬 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「タナベ」 トリアゾラム ０．２５ｍｇ１錠

内用薬 局 ドルナリン錠２０μｇ ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠

内用薬 局 ドルナリン錠４０μｇ ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠

内用薬 トロンヘイム錠５０ｍｇ トフィソパム ５０ｍｇ１錠

内用薬 ドンペリドン錠５ｍｇ「タナベ」 ドンペリドン ５ｍｇ１錠

内用薬 ドンペリドン錠１０ｍｇ「タナベ」 ドンペリドン １０ｍｇ１錠

内用薬 局 ニザチジンカプセル７５ｍｇ「ＯＨＡＲＡ」 ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル

内用薬 局 ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「ＯＨＡＲＡ」 ニザチジン １５０ｍｇ１カプセル

内用薬 局 ニザトリックカプセル７５ｍｇ ニザチジン ７５ｍｇ１カプセル

内用薬 ニザトリック錠１５０ｍｇ ニザチジン １５０ｍｇ１錠

内用薬 ニソミナード錠５ｍｇ ニソルジピン ５ｍｇ１錠

内用薬 ニソミナード錠１０ｍｇ ニソルジピン １０ｍｇ１錠

内用薬 ニチカイン顆粒２０％
ピペリジノアセチルアミノ安息香酸
エチル

２０％１ｇ

内用薬 ニチカイン錠１００ｍｇ
ピペリジノアセチルアミノ安息香酸
エチル

１００ｍｇ１錠

内用薬 ニフェラートカプセル５ｍｇ ニフェジピン ５ｍｇ１カプセル

内用薬 ニフェラートカプセル１０ｍｇ ニフェジピン １０ｍｇ１カプセル

内用薬 局 乳糖水和物（結晶）「ＯＲＹ」 乳糖水和物 １０ｇ

内用薬 局 乳糖水和物（粉末）「ＯＲＹ」 乳糖水和物 １０ｇ

内用薬 ニュートライド錠１２．５ｍｇ ヒドロクロロチアジド １２．５ｍｇ１錠

内用薬 ニュートライド錠２５ｍｇ ヒドロクロロチアジド ２５ｍｇ１錠

内用薬 局 ニルジラート錠２ ニルバジピン ２ｍｇ１錠

内用薬 局 ニルジラート錠４ ニルバジピン ４ｍｇ１錠

内用薬 ノイクロニック錠５ ニトラゼパム ５ｍｇ１錠

内用薬 ハイシジン錠２００ｍｇ チニダゾール ２００ｍｇ１錠

内用薬 ハイシジン錠５００ｍｇ チニダゾール ５００ｍｇ１錠

内用薬 ハイフスタン散１０％
デキストロメトルファン臭化水素酸
塩水和物

１０％１ｇ

内用薬 バイラブ顆粒１０％ リボフラビン酪酸エステル １０％１ｇ

内用薬 バイラブ錠２０ｍｇ リボフラビン酪酸エステル ２０ｍｇ１錠

内用薬 局 ハッカ水「ＯＲＹ」 ハッカ水 １０ｍＬ

内用薬 ハピスオル錠４ｍｇ ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠

内用薬 ハピスオルシロップ０．０８％ ブロムヘキシン塩酸塩 ０．０８％１ｍＬ

内用薬 パンピオチン散（２０％） パンテチン ２０％１ｇ

内用薬 ビオトーワ錠２５ｍｇ ベンフォチアミン ２５ｍｇ１錠

内用薬
ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「タナ
ベ」

ピコスルファートナトリウム水和物 ０．７５％１ｍＬ

内用薬 ビソポロン錠４ｍｇ ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠

内用薬 ビタミロアルファカプセル０．２５μｇ アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル

内用薬 ビタミロアルファカプセル０．５μｇ アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル



区分 品名 成分名 規格単位

内用薬 ビタミロアルファカプセル１μｇ アルファカルシドール １μｇ１カプセル

内用薬 ビタミロアルファカプセル３μｇ アルファカルシドール ３μｇ１カプセル

内用薬 ピチオロール錠５ｍｇ ピンドロール ５ｍｇ１錠

内用薬 ピネロロ錠２５ｍｇ ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠

内用薬 ピラミスチン散１％ トリヘキシフェニジル塩酸塩 １％１ｇ

内用薬 局 ピラミスチン錠２ｍｇ トリヘキシフェニジル塩酸塩 ２ｍｇ１錠

内用薬 ビリンガル錠５ｍｇ ピンドロール ５ｍｇ１錠

内用薬 ヒルスカミン錠５ｍｇ ニトラゼパム ５ｍｇ１錠

内用薬 ビンガスト顆粒９０％ スクラルファート水和物 ９０％１ｇ

内用薬 ファンデヒーデ錠１ｍｇ オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠

内用薬 ＶＥニコチネートカプセル１００ｍｇ トコフェロールニコチン酸エステル １００ｍｇ１カプセル

内用薬 フォリクロン細粒２％ メトクロプラミド ２％１ｇ

内用薬 局 フォリクロン錠５ メトクロプラミド ５ｍｇ１錠

内用薬 ブチキノン錠１００ｍｇ トリメブチンマレイン酸塩 １００ｍｇ１錠

内用薬 プラチビットカプセル０．２５μｇ アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル

内用薬 フラボサート錠２００ｍｇ フラボキサート塩酸塩 ２００ｍｇ１錠

内用薬 プレミネント配合錠
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロ
チアジド

１錠

内用薬 プロカプチン錠２５ プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０２５ｍｇ１錠

内用薬 局 プロデック錠５０ｍｇ アロプリノール ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 プロデック錠１００ｍｇ アロプリノール １００ｍｇ１錠

内用薬 局 ベザスターＳＲ錠１００ ベザフィブラート １００ｍｇ１錠

内用薬 局 ベザフィブラートＳＲ錠１００ｍｇ「タナベ」 ベザフィブラート １００ｍｇ１錠

内用薬 局 ベストルナー錠２０ ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠

内用薬 ベタメノール錠５ カルテオロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠

内用薬 ペリンシール錠２ｍｇ ペリンドプリルエルブミン ２ｍｇ１錠

内用薬 ペリンシール錠４ｍｇ ペリンドプリルエルブミン ４ｍｇ１錠

内用薬 ベルクスロン顆粒４０％ アシクロビル ４０％１ｇ

内用薬 ベルクスロン錠２００ アシクロビル ２００ｍｇ１錠

内用薬 ベルクスロン錠４００ アシクロビル ４００ｍｇ１錠

内用薬 ヘルパミン錠５ デノパミン ５ｍｇ１錠

内用薬 ヘルパミン錠１０ デノパミン １０ｍｇ１錠

内用薬 ペンクルシン錠１２ｍｇ センノシド １２ｍｇ１錠

内用薬 ポスチニン錠１ｍｇ オキシブチニン塩酸塩 １ｍｇ１錠

内用薬 ホモクリシン錠１０ｍｇ ホモクロルシクリジン塩酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 ポラジットシロップ０．０４％
ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸
塩

０．０４％１０ｍＬ

内用薬 ポロセーブカプセル０．２５μｇ アルファカルシドール ０．２５μｇ１カプセル

内用薬 ポロセーブカプセル０．５μｇ アルファカルシドール ０．５μｇ１カプセル



区分 品名 成分名 規格単位

内用薬 ポロセーブカプセル１μｇ アルファカルシドール １μｇ１カプセル

内用薬 ポロセーブカプセル３μｇ アルファカルシドール ３μｇ１カプセル

内用薬 局 マニジロット錠５ｍｇ マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠

内用薬 局 マニジロット錠１０ｍｇ マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 局 マニジロット錠２０ｍｇ マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠

内用薬 ※ マルツエキス分包（和光堂） マルツエキス １ｇ

内用薬 ※ マルツエキス（和光堂） マルツエキス １ｇ

内用薬 局 ミノトーワ錠５０ ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 ミノトーワ錠１００ ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠

内用薬 ミノペン顆粒２％ ミノサイクリン塩酸塩 ２０ｍｇ１ｇ

内用薬 局 ミノペン錠５０ ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠

内用薬 局 ミノペン錠１００ ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１錠

内用薬 ムコトロン錠２５０ｍｇ カルボシステイン ２５０ｍｇ１錠

内用薬 ムコトロンシロップ５％ カルボシステイン ５％１ｍＬ

内用薬 局 メイントーワ錠２．５ ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠

内用薬 局 メイントーワ錠５ ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠

内用薬 局 メインハーツ錠２．５ ビソプロロールフマル酸塩 ２．５ｍｇ１錠

内用薬 局 メインハーツ錠５ ビソプロロールフマル酸塩 ５ｍｇ１錠

内用薬 メキタゼノン錠３ｍｇ メキタジン ３ｍｇ１錠

内用薬 メキタック錠１ｍｇ チザニジン塩酸塩 １ｍｇ１錠

内用薬 メコバマイド錠５００μｇ メコバラミン ０．５ｍｇ１錠

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

内用薬 局 メニタジン錠６ｍｇ ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠

内用薬 局 メニタジン錠１２ｍｇ ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠

内用薬 モスパン錠１００ カモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１錠

内用薬 局 モミアロン錠１０ｍｇ ファモチジン １０ｍｇ１錠

内用薬 局 モンタルジー錠２００ｍｇ イプリフラボン ２００ｍｇ１錠

内用薬 ヤトリップカプセル３００ イコサペント酸エチル ３００ｍｇ１カプセル

内用薬 ユーパン錠０．５ｍｇ ロラゼパム ０．５ｍｇ１錠

内用薬 ユーパン錠１．０ｍｇ ロラゼパム １ｍｇ１錠

内用薬 ヨウアジール錠１０ｍｇ イフェンプロジル酒石酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 ヨウアジール錠２０ｍｇ イフェンプロジル酒石酸塩 ２０ｍｇ１錠

内用薬 ヨウチアゼム錠３０ｍｇ ジルチアゼム塩酸塩 ３０ｍｇ１錠

内用薬 ヨウチアゼム錠６０ｍｇ ジルチアゼム塩酸塩 ６０ｍｇ１錠

内用薬 局 ラクデーン錠２５ｍｇ スピロノラクトン ２５ｍｇ１錠

内用薬 ラデン錠７５ ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠

内用薬 ラデン錠１５０ ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠



区分 品名 成分名 規格単位

内用薬 ラニザック錠７５ ラニチジン塩酸塩 ７５ｍｇ１錠

内用薬 ラニザック錠１５０ ラニチジン塩酸塩 １５０ｍｇ１錠

内用薬 ラミテクト錠１２５ｍｇ テルビナフィン塩酸塩 １２５ｍｇ１錠

内用薬 局 リダックＭ錠５ プラバスタチンナトリウム ５ｍｇ１錠

内用薬 局 リダックＭ錠１０ プラバスタチンナトリウム １０ｍｇ１錠

内用薬 リポラＭ錠５ シンバスタチン ５ｍｇ１錠

内用薬 局 レニメック錠２．５ エナラプリルマレイン酸塩 ２．５ｍｇ１錠

内用薬 局 レニメック錠５ エナラプリルマレイン酸塩 ５ｍｇ１錠

内用薬 局 レニメック錠１０ エナラプリルマレイン酸塩 １０ｍｇ１錠

内用薬 局 レモナミン錠０．７５ｍｇ ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠

内用薬 局 レモナミン錠１ｍｇ ハロペリドール １ｍｇ１錠

内用薬 局 レモナミン錠１．５ｍｇ ハロペリドール １．５ｍｇ１錠

内用薬 局 レモナミン錠２ｍｇ ハロペリドール ２ｍｇ１錠

内用薬 局 レモナミン錠３ｍｇ ハロペリドール ３ｍｇ１錠

内用薬 ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「タナベ」 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠

注射薬 アスリカンディスポ関節注２５ｍｇ ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１筒

注射薬 イオヘキソール３００注１００ｍＬ「ＨＫ」 イオヘキソール
６４．７１％１００ｍＬ１

袋

注射薬 イオベリン注３００ イオヘキソール ６４．７１％１０ｍＬ１瓶

注射薬 イオベリン注３００ イオヘキソール ６４．７１％２０ｍＬ１瓶

注射薬 イオベリン注３００ イオヘキソール ６４．７１％５０ｍＬ１瓶

注射薬 イオベリン注３００ イオヘキソール
６４．７１％１００ｍＬ１

瓶

注射薬 イオベリン注３５０ イオヘキソール ７５．４９％２０ｍＬ１瓶

注射薬 イオベリン注３５０ イオヘキソール ７５．４９％５０ｍＬ１瓶

注射薬 イオベリン注３５０ イオヘキソール
７５．４９％１００ｍＬ１

瓶

注射薬 局 イセシン注射液２００ｍｇ イセパマイシン硫酸塩 ２００ｍｇ２ｍＬ１管

注射薬 局 イセシン注射液４００ｍｇ イセパマイシン硫酸塩 ４００ｍｇ２ｍＬ１管

注射薬 カプロシン注２万単位／２０ｍＬ ヘパリンカルシウム
２０，０００単位２０ｍＬ

１瓶

注射薬 カプロシン注５万単位／５０ｍＬ ヘパリンカルシウム
５０，０００単位５０ｍＬ

１瓶

注射薬 カプロシン注１０万単位／１００ｍＬ ヘパリンカルシウム
１００，０００単位１００

ｍＬ１瓶

注射薬 カプロシン皮下注２万単位／０．８ｍＬ ヘパリンカルシウム ２０，０００単位１瓶

注射薬 グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＢＸ」 グラニセトロン塩酸塩 １ｍｇ１ｍＬ１管

注射薬 グラニセトロン静注液３ｍｇ「ＢＸ」 グラニセトロン塩酸塩 ３ｍｇ３ｍＬ１管

注射薬 シメチパール注射液２００ｍｇ シメチジン １０％２ｍＬ１管

注射薬 スポラミン注２０ｍｇ ブチルスコポラミン臭化物 ２％１ｍＬ１管

注射薬
セフトリアキソンナトリウム静注用０．５ｇ「タイ
ヨー」

セフトリアキソンナトリウム水和物 ５００ｍｇ１瓶

注射薬 局 タイペラシリン注射用１ｇ ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶

注射薬 局 タイペラシリン注射用２ｇ ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶



区分 品名 成分名 規格単位

注射薬 注射用パスロン１０ ナファモスタットメシル酸塩 １０ｍｇ１瓶

注射薬 注射用パスロン５０ ナファモスタットメシル酸塩 ５０ｍｇ１瓶

注射薬 注用ワイスタール１ｇバッグＳ
スルバクタムナトリウム・セフォペ
ラゾンナトリウム

（１ｇ）１キット（生理食
塩液１００ｍＬ付）

注射薬 ドプタミン点滴静注液１００ｍｇ ドブタミン塩酸塩 １００ｍｇ１管

注射薬 ２０％キシリトール注シリンジ「ＮＰ」 キシリトール ２０％２０ｍＬ１筒

注射薬 ハイトコバミンＭ注５００μｇ メコバラミン ０．５ｍｇ１管

注射薬 ハリソン関節注２５ｍｇ ヒアルロン酸ナトリウム １％２．５ｍＬ１管

注射薬 ハルトマン液－「ＨＤ」 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋

注射薬 ハルトマン液ｐＨ：８－「ＨＤ」 乳酸リンゲル ５００ｍＬ１袋

注射薬 ハルトマン液ｐＨ：８－「ＨＤ」 乳酸リンゲル １Ｌ１袋

注射薬 局 ハンダラミン注３００ｍｇ クリンダマイシンリン酸エステル ３００ｍｇ１管

注射薬 局 ハンダラミン注６００ｍｇ クリンダマイシンリン酸エステル ６００ｍｇ１管

注射薬 ヒシダリン注０．５ｍｇ プロチレリン酒石酸塩水和物 ０．５ｍｇ１管

注射薬 局 ブドウ糖注「ヒシヤマ」２０％ ブドウ糖 ２０％２０ｍＬ１管

注射薬 局 プランジン注用１ｇ ピペラシリンナトリウム １ｇ１瓶

注射薬 局 プランジン注用２ｇ ピペラシリンナトリウム ２ｇ１瓶

注射薬 フルタンゾール注０．１％ フルコナゾール ０．１％５０ｍＬ１袋

注射薬 フルタンゾール注０．２％ フルコナゾール ０．２％５０ｍＬ１袋

注射薬 フルタンゾール注０．２％ フルコナゾール ０．２％１００ｍＬ１袋

注射薬 ペラプリン注１０ｍｇ メトクロプラミド ０．５％２ｍＬ１管

注射薬 局 ベルクスロン注射液２５０ アシクロビル ２５０ｍｇ１管

注射薬 ベルクスロン点滴静注用２５０ｍｇ アシクロビル ２５０ｍｇ１瓶

注射薬 局 ミノペン点滴静注用１００ｍｇ ミノサイクリン塩酸塩 １００ｍｇ１瓶

注射薬 モイオパミン注３００シリンジ イオパミドール ６１．２４％５０ｍＬ１筒

注射薬 モイオパミン注３００シリンジ イオパミドール ６１．２４％８０ｍＬ１筒

注射薬 モイオパミン注３００シリンジ イオパミドール
６１．２４％１００ｍＬ１

筒

注射薬 モイオパミン３００注２０ｍＬ イオパミドール ６１．２４％２０ｍＬ１瓶

注射薬 局 リンコメイス注３００ｍｇ リンコマイシン塩酸塩水和物 ３００ｍｇ１ｍＬ１管

注射薬 局 リンコメイス注６００ｍｇ リンコマイシン塩酸塩水和物 ６００ｍｇ２ｍＬ１管

注射薬 ロゼクラート静注用１ｇ セフトリアキソンナトリウム水和物 １ｇ１瓶

注射薬 ワイスタール静注用０．５ｇ
スルバクタムナトリウム・セフォペ
ラゾンナトリウム

（５００ｍｇ）１瓶

注射薬 ワイスタール静注用１ｇ
スルバクタムナトリウム・セフォペ
ラゾンナトリウム

（１ｇ）１瓶

外用薬 アイコザールクリーム１％ ビホナゾール １％１ｇ

外用薬 アセチロール軟膏１０ 尿素 １０％１ｇ

外用薬 アセチロール軟膏２０ 尿素 ２０％１ｇ

外用薬 アセトアミノフェン坐剤小児用５０ｍｇ「タナベ」 アセトアミノフェン ５０ｍｇ１個

外用薬 アセトアミノフェン坐剤小児用１００ｍｇ「タナベ」 アセトアミノフェン １００ｍｇ１個



区分 品名 成分名 規格単位

外用薬 アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「タナベ」 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１個

外用薬 アテネレン含嗽用顆粒０．４％
アズレンスルホン酸ナトリウム水和
物

０．４％１ｇ

外用薬 オフロキサシン点眼液０．３％「タナベ」 オフロキサシン ０．３％１ｍＬ

外用薬 オフロキサット点眼液０．３％ オフロキサシン ０．３％１ｍＬ

外用薬 局 オリブ油「ＯＲＹ」 オリブ油 １０ｍＬ

外用薬 オールカットＥＷ液（０．５％） クロルヘキシジングルコン酸塩 ０．５％１０ｍＬ

外用薬 クラドイド外用スプレー０．３％ ヘパリン類似物質 １ｇ

外用薬 クラドイド軟膏０．３％ ヘパリン類似物質 １ｇ

外用薬 クラドイドローション０．３％ ヘパリン類似物質 １ｇ

外用薬 クロストリンクリーム１％ クロトリマゾール １％１ｇ

外用薬 ケトテン点眼液０．０５％ ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶

外用薬 ケトテン点鼻液０．０５％ ケトチフェンフマル酸塩 ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶

外用薬 ケトプロフェン坐剤５０ｍｇ「タナベ」 ケトプロフェン ５０ｍｇ１個

外用薬 ケトプロフェン坐剤７５ｍｇ「タナベ」 ケトプロフェン ７５ｍｇ１個

外用薬 スプロールトローチ２ｍｇ セチルピリジニウム塩化物水和物 ２ｍｇ１錠

外用薬 タリキサシン点眼液０．３％ オフロキサシン ０．３％１ｍＬ

外用薬 ツロブニストテープ０．５ｍｇ ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚

外用薬 ツロブニストテープ１ｍｇ ツロブテロール １ｍｇ１枚

外用薬 ツロブニストテープ２ｍｇ ツロブテロール ２ｍｇ１枚

外用薬 ナジロキサンクリーム１％ ナジフロキサシン １％１ｇ

外用薬 ナジロキサンローション１％ ナジフロキサシン １％１ｍＬ

外用薬 ハイシジン腟錠２００ｍｇ チニダゾール ２００ｍｇ１個

外用薬 局 白色ワセリン「ＯＲＹ」 白色ワセリン １０ｇ

外用薬 ヒシパンチ消毒液１０％
アルキルジアミノエチルグリシン塩
酸塩

１０％１０ｍＬ

外用薬 ヒシヨード消毒液１０％ ポビドンヨード １０％１０ｍＬ

外用薬 フマルフェン点眼液０．０５％ ケトチフェンフマル酸塩 ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶

外用薬 ベギン軟膏１０ 尿素 １０％１ｇ

外用薬 ベギン軟膏２０ 尿素 ２０％１ｇ

外用薬 ヘパダームゲル０．３％ ヘパリン類似物質 １ｇ

外用薬 ヘパダーム軟膏０．３％ ヘパリン類似物質 １ｇ

外用薬 ベルクスロン軟膏５％ アシクロビル ５％１ｇ

外用薬 局 メリーダム液１％ ブテナフィン塩酸塩 １％１ｍＬ

外用薬 局 メリーダムクリーム１％ ブテナフィン塩酸塩 １％１ｇ

外用薬 局 ラミテクト外用液１％ テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ

外用薬 局 ラミテクトクリーム１％ テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ

外用薬 レンチェンスクリーム１％ ビホナゾール １％１ｇ


