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使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について 

 

 

平成 29 年 6 月 15 日付け厚生労働省告示第 224 号をもって薬価基準及び掲示

事項等告示の一部が改正され、同年 6月 16日から適用されました。今回の改正

は、後発医薬品等 438 品目が薬価基準に収載されたこと等によるものですが、

その概要は下記 1及び 2のとおりであります。 

さらに、今回の薬価基準改正により後発医薬品が収載されたことに伴い、「「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 28年 3

月 4 日付保医発 0304 第 13 号）が改正されておりますが、その概要については

下記 3のとおりであります。 

つきましては、今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い

申し上げます。本件につきましては、日本医師会雑誌 8 月号及び日本医師会ホ

ームページのメンバーズルーム中、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」

に掲載を予定しております。 

なお、今回、薬価基準に収載された後発医薬品のなかには、テルミサルタン

（先発品名：ミカルディス）等、同一成分で多数の銘柄が存在する品目が収載

されておりますが、後発医薬品の安定供給に係る対応として、平成 29年 6月 15

日付け医政経発 0615第 5号厚生労働省医政局経済課長通知が示されております

ので、併せてご連絡申し上げます。なお、同通知中に示されている「後発医薬

品の安定供給について」及び「平成 20年 7月 4日付けで薬価収載された後発医

薬品の安定供給に係る対応について」につきましては、平成 20年 8月 5日付け

日医発第 521号（保 120）にてご連絡済みであることを申し添えます。 

 

記 

 

１．薬価基準の一部改正に伴う留意事項について 

今回の改正は、医薬品・医療機器等法に基づき承認され、薬価基準への収載

希望があったいわゆる後発医薬品等 438 品目（内用薬 395 品目、注射薬 24 品



目及び外用薬 19品目）が薬価基準の別表に第 17部追補（13）として収載され

たことによるもの。 

なお、今回の薬価基準の一部改正に伴う留意事項が、同日付け保医発 0615

第 1号厚生労働省保険局医療課長通知により、以下のとおり示されている。 

 

(1) リザトリプタン OD錠 10mg「アメル」、同「TCK」、同「トーワ」及び同「フ

ァイザー」 

本製剤の使用上の注意において、片頭痛の確定診断が行われた場合にの

み投与することとされているので、使用に当たっては十分留意すること。 

 
(2) ホリナート錠 25mg「オーハラ」、同「KCC」、同「サワイ」、同「DSEP」、

同「NK」、同「武田テバ」、同「トーワ」及び同「JG」 

① 本製剤の使用上の注意において、ホリナート・テガフール・ウラシル

療法は、テガフール・ウラシル配合剤の細胞毒性を増強する療法であり、

本療法に関連したと考えられる死亡例が認められているので、緊急時に

十分に措置できる医療施設及び癌化学療法に十分な経験を有する医師の

もとで、適応患者の選択を慎重に行い実施することとされているので、

使用に当たっては十分留意すること。 

② 本製剤は、結腸・直腸癌の患者に対し、ホリナート・テガフール・ウ

ラシル療法を行う場合に限り使用されるものであること。 

 
(3) ミグリトール錠 25mg「トーワ」、同 50mg「トーワ」及び同 75mg「ト

ーワ」並びにミグリトール OD錠 25mg「サワイ」、同 50mg「サワイ」
及び同 75mg「サワイ」 
本剤の使用に当たっては、「グルコバイ錠等の取扱いについて」（平成５

年 11月 30日付け保険発第 127号）の記１グルコバイ錠 50mg、同 100mg及

び「使用薬剤の薬価（薬価基準等）の一部改正等について」（平成 16 年７

月９日付け保医発第 0709001号）の記２(4)ベイスン OD錠 0.2、同 0.3等と

同様に「重要な基本的注意」等に十分留意すること。 
  
(4) エスワンタイホウ配合 OD錠 T20及び同 T25 

本製剤は、頻回に臨床検査が実施でき、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) リネゾリド注射液 600mg「サワイ」 

本製剤の使用に当たっては、耐性菌の発現を防ぐため、次の点に留意す

ること。 

① 感染症の治療に十分な知識と経験を持つ医師又はその指導のもとで行

うこと。 

② 原則として他の抗菌剤及び本製剤に対する感受性（耐性）を確認する

こと。 

③ 投与期間は、感染部位、重症度、患者の症状等を考慮し、適切な時期

に、本製剤の継続投与が必要か判定し、疾患の治療上必要な最小限の期

間の投与にとどめること。 



 
(6) オメプラゾール錠 10mg「MED」及び同 20mg「MED」並びにオメプラゾール

腸溶錠 10mg「武田テバ」及び同 20mg「武田テバ」 

本製剤の使用期間は、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を除く。）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。 
 
(7) リドカインテープ 18mg「YP」 

① 本製剤は、「１．静脈留置針穿刺時の疼痛緩和 ２．伝染性軟属腫摘除

時の疼痛緩和」に使用した場合に算定するものであること。 

② ①の場合、翼状針は留置針に含まれないこと。 

③ 本製剤の薬剤料は麻酔の部において算定するが、これに伴う手技料は

算定できないこと。 

 

２．掲示事項等告示の一部改正について 

(1) 薬剤の費用が診療報酬上の点数に含まれている以下の注射薬１品目につ

いて、掲示事項等告示の別表第３に収載するものであること。 

品  名 規格単位 

フルデオキシグルコース（18Ｆ）静注「ＦＲＩ」 10MBq  

 

(2) 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 65品目、注射薬 10品目及び外用薬 16品目）が掲示事項等告示の別表

第 5に収載され、平成 30年 4月 1日以降、保険診療における使用医薬品か

ら除外されることとなった。 
 

３．関係通知の一部改正について 

診療報酬上の加算等の算定対象となる後発医薬品等については「「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 28年 3月 4

日付保医発 0304 第 13 号。以下「加算等後発医薬品通知」という。）により示

されているが、今回の薬価基準改正により後発医薬品が収載されたことに伴い、

加算等後発医薬品通知が以下のとおり改正された。 

 

(1) 添付資料 2 の「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について」

（平成 29 年 6月 15 日付保医発 0615 第 1 号。以下「改正通知」という。）

の[別添 1]に掲載されている後発医薬品を加算等後発医薬品通知の別紙 1

に加え、平成 29年 6月 16日から適用すること。（診療報酬における加算等

の算定対象となる後発医薬品を追加したことによる改正） 

 

(2) 添付資料 2 の改正通知の[別添 2]に掲げる医薬品を加算等後発医薬品通

知の別紙 2に加え、平成 29年 6月 16日から適用すること。（後発医薬品の

薬価が先発医薬品の薬価よりも高い又は同額となっているため、診療報酬

における加算等の算定対象とならない後発医薬品を追加したことによる改

正） 

 



(3) 添付資料 2 の改正通知の[別添 3]に掲げる医薬品を加算等後発医薬品通

知の別紙 3に加え、平成 29年 6月 16日から適用すること。（今回の薬価基

準改正により収載された新規格の先発医薬品（ヴィーン F輸液（500mL1袋）、

ヴィーン３Ｇ輸液（200mL1 袋）及びヴィーン３Ｇ輸液（500mL1 袋））を平

成 29 年 6 月 16 日より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」としたことによる改正） 

 

(4) 添付資料 2 の改正通知の[別添 4]に掲げる医薬品を加算等後発医薬品通

知の別紙 3 に加え、平成 29 年 7 月 1 日から適用すること。（今回の薬価基

準改正により初めて後発医薬品が収載された先発医薬品（エビリファイ散

1％等）を平成 29 年 7 月 1 日より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」としたことによる改正） 

 

(5) 添付資料 2 の改正通知の[別添 5]に掲げる医薬品を加算等後発医薬品通

知の別紙 3に加え、平成 29年 10月 1日から適用すること。（今回の薬価基

準改正により初めて後発医薬品が収載された先発医薬品（オルメテック錠

10mg等）を平成 29年 10月 1日より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」としたことによる改正） 

 

 

（参考） 上記「３.関係通知の一部改正について」の(4)及び(5)について 

後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、DPC病院におけ

る後発医薬品指数（機能評価係数Ⅱ）など診療報酬上の加算等に関する後発

医薬品の数量シェア（置換え率）の算出方法は次のとおりとされている。 

 

※後発医薬品の数量シェア（置換え率） ＝ 
後発医薬品の数量 

後発医薬品のある先発医薬品の数量＋後発医薬品の数量 

 

今回の薬価基準改正により初めて後発医薬品が収載された先発医薬品は、

今後「後発医薬品のある先発医薬品」とされ、上記算出方法の分母に組み込

まれることになるが、その際、置き換える後発医薬品が実際に流通していな

ければ分母のみが増え、加算等の要件とされている後発医薬品の数量シェア

（置換え率）を満たせなくなるおそれがある。そこで、置き換える後発医薬

品が流通するのに必要な期間等を踏まえ、上記「３.関係通知の一部改正に

ついて」の(4)及び(5)に示されている猶予期間が設けられた。 

 

 

 

（添付資料） 

１．官報（平 29．6．15  号外第 127号 抜粋） 

２．使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について 

（平 29．6．15 保医発 0615第 1号 厚生労働省保険局医療課長） 

３．平成 29 年 6 月 15 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に

係る対応について 

（平 29．6．15 医政経発 0615第 5号 厚生労働省医政局経済課長） 

 





















保 医 発 0 6 1 5 第 １ 号
平 成 2 9 年 ６ 月 1 5 日

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長 殿

都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

厚生労働省保険局医療課長
（ 公 印 省 略 ）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について

「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」
という。）及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める
掲示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）が
平成29年厚生労働省告示第224号をもって改正され、平成29年６月16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28年３月４日付け保医発0304第13号。以下「加算等後発医薬品
通知」という。）を下記のとおり改正しますので、併せて貴管下の保険医療機関、審査
支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

１ 薬価基準の一部改正について
(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年
法律第145号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった
医薬品（内用薬395品目、注射薬24品目及び外用薬19品目）について、薬価基準の
別表に収載したものであること。

(2) （1）により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおり
であること。

区 分 内 用 薬 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 計

品目数 １０，４８２ ３，９９３ ２，４７４ ２８ １６，９７７



２ 掲示事項等告示の一部改正について
(1) 薬剤の費用が診療報酬上の点数に含まれている注射薬１品目について、掲示事項
等告示の別表第３に収載するものであること。

(2) (1)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 ４ ４ ３８ ４６

(3) 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65品目、注射
薬10品目及び外用薬16品目）について、掲示事項等告示の別表第５に収載すること
により、平成30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) (3)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 １４３ ６９ ６７ ０ ２７９

３ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) リザトリプタンOD錠10mg「アメル」、同「TCK」、同「トーワ」及び同「ファイザ
ー」
本製剤の使用上の注意において、片頭痛の確定診断が行われた場合にのみ投与す

ることとされているので、使用に当たっては十分留意すること。

(2) ホリナート錠25mg「オーハラ」、同「KCC」、同「サワイ」、同「DSEP」、同「NK」、
同「武田テバ」、同「トーワ」及び同「JG」
① 本製剤の使用上の注意において、ホリナート・テガフール・ウラシル療法は、
テガフール・ウラシル配合剤の細胞毒性を増強する療法であり、本療法に関連し
たと考えられる死亡例が認められているので、緊急時に十分に措置できる医療施
設及び癌化学療法に十分な経験を有する医師のもとで、適応患者の選択を慎重に
行い実施することとされているので、使用に当たっては十分留意すること。

② 本製剤は、結腸・直腸癌の患者に対し、ホリナート・テガフール・ウラシル療
法を行う場合に限り使用されるものであること。

(3) ミグリトール錠25mg「トーワ」、同50mg「トーワ」及び同75mg「トーワ」並びに
ミグリトールOD錠25mg「サワイ」、同50mg「サワイ」及び同75mg「サワイ」
本剤の使用に当たっては、「グルコバイ錠等の取扱いについて」（平成５年11月30

日付け保険発第127号）の記１グルコバイ錠50mg、同100mg及び「使用薬剤の薬価（薬
価基準等）の一部改正等について」（平成16年７月９日付け保医発第0709001号）の
記２(4)ベイスンOD錠0.2、同0.3等と同様に「重要な基本的注意」等に十分留意す
ること。



(4) エスワンタイホウ配合OD錠T20及び同T25
本製剤は、頻回に臨床検査が実施でき、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) リネゾリド注射液600mg「サワイ」
本製剤の使用に当たっては、耐性菌の発現を防ぐため、次の点に留意すること。

① 感染症の治療に十分な知識と経験を持つ医師又はその指導のもとで行うこと。
② 原則として他の抗菌剤及び本製剤に対する感受性（耐性）を確認すること。
③ 投与期間は、感染部位、重症度、患者の症状等を考慮し、適切な時期に、本製
剤の継続投与が必要か判定し、疾患の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめ
ること。

(6) オメプラゾール錠10mg「MED」及び同20mg「MED」並びにオメプラゾール腸溶錠10
mg「武田テバ」及び同20mg「武田テバ」
本製剤の使用期間は、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を除く。）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。

(7) リドカインテープ18mg「YP」
① 本製剤は、「１．静脈留置針穿刺時の疼痛緩和 ２．伝染性軟属腫摘除時の疼痛
緩和」に使用した場合に算定するものであること。

② 上記①の場合、翼状針は留置針に含まれないこと。
③ 本製剤の薬剤料は麻酔の部において算定するが、これに伴う手技料は算定でき
ないこと。

４ 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、別紙３に
別添３に掲げる医薬品を加え、平成29年６月16日から適用すること。

(2) 別紙３に別添４に掲げる医薬品を加え、平成29年７月１日から適用すること。
(3) 別紙３に別添５に掲げる医薬品を加え、平成29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 1124009F1398 ブロチゾラム ０．２５ｍｇ１錠 局
ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ヨシト
ミ」

田辺三菱製薬 9.90

内用薬 1141007F1195 アセトアミノフェン ２００ｍｇ１錠
アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「マ
ルイシ」

丸石製薬 7.60

内用薬 1141007F2051 アセトアミノフェン ３００ｍｇ１錠
アセトアミノフェン錠３００ｍｇ「マ
ルイシ」

丸石製薬 8.50

内用薬 1149019C1181 ロキソプロフェンナトリウム水和物 １０％１ｇ
ロキソプロフェンＮａ細粒１０％「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 12.70

内用薬 1149019F1692 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「Ｎ
ＰＩ」

日本薬品工業 7.80

内用薬 1149019F1706 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「Ｔ
ＣＫ」

辰巳化学 7.80

内用薬 1149029F1173 ザルトプロフェン ８０ｍｇ１錠 局
ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 9.90

内用薬 1149032F1140 エトドラク １００ｍｇ１錠 エトドラク錠１００ｍｇ「日医工」 日医工 8.00

内用薬 1149032F2180 エトドラク ２００ｍｇ１錠 エトドラク錠２００ｍｇ「日医工」 日医工 11.40

内用薬 1179020C1299 ハロペリドール １％１ｇ 局 ハロペリドール細粒１％「ヨシトミ」 田辺三菱製薬 14.10

内用薬 1179020F1260 ハロペリドール ０．７５ｍｇ１錠 局
ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「ヨシ
トミ」

田辺三菱製薬 5.90

内用薬 1179020F3310 ハロペリドール １．５ｍｇ１錠 局
ハロペリドール錠１．５ｍｇ「ヨシト
ミ」

田辺三菱製薬 6.00

内用薬 1179020F4081 ハロペリドール ２ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠２ｍｇ「ヨシトミ」 田辺三菱製薬 6.10

内用薬 1179020F5169 ハロペリドール ３ｍｇ１錠 局 ハロペリドール錠３ｍｇ「ヨシトミ」 田辺三菱製薬 6.30

内用薬 1179032F1069 スルトプリド塩酸塩 ５０ｍｇ１錠
スルトプリド塩酸塩錠５０ｍｇ「ヨシ
トミ」

全星薬品工業 5.60

内用薬 1179032F2073 スルトプリド塩酸塩 １００ｍｇ１錠
スルトプリド塩酸塩錠１００ｍｇ「ヨ
シトミ」

全星薬品工業 7.90

内用薬 1179045B1030 アリピプラゾール １％１ｇ アリピプラゾール散１％「アメル」 共和薬品工業 72.60

内用薬 1179045B1048 アリピプラゾール １％１ｇ アリピプラゾール散１％「オーハラ」 大原薬品工業 72.60

内用薬 1179045B1056 アリピプラゾール １％１ｇ アリピプラゾール散１％「トーワ」 東和薬品 72.60

内用薬 1179045B1064 アリピプラゾール １％１ｇ アリピプラゾール散１％「日医工」 日医工 72.60

内用薬 1179045B1072 アリピプラゾール １％１ｇ アリピプラゾール散１％「ニプロ」 ニプロ 72.60

内用薬 1179045B1080 アリピプラゾール １％１ｇ アリピプラゾール散１％「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

72.60

内用薬 1179045B1099 アリピプラゾール １％１ｇ アリピプラゾール散１％「ヨシトミ」 田辺三菱製薬 72.60

内用薬 1179045C1027 アリピプラゾール １％１ｇ アリピプラゾール細粒１％「タカタ」 高田製薬 72.60

内用薬 1179045F1031 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠３ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 28.40

内用薬 1179045F1040 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠３ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 28.40

内用薬 1179045F1058 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠３ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 28.40

内用薬 1179045F1066 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠
アリピプラゾール錠３ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 28.40

内用薬 1179045F1074 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠３ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 28.40

内用薬 1179045F1082 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠３ｍｇ「タカタ」 高田製薬 28.40

内用薬 1179045F1090 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 28.40

内用薬 1179045F1104 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠３ｍｇ「日医工」 日医工 28.40

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
※平成29年６月16日より適用
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内用薬 1179045F1112 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠３ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 28.40

内用薬 1179045F1120 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠３ｍｇ「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

28.40

内用薬 1179045F1139 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠
アリピプラゾール錠３ｍｇ「ヨシト
ミ」

田辺三菱製薬 28.40

内用薬 1179045F2038 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠６ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 54.00

内用薬 1179045F2046 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠６ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 54.00

内用薬 1179045F2054 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠６ｍｇ「アメル」 共和薬品工業 54.00

内用薬 1179045F2062 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠
アリピプラゾール錠６ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 54.00

内用薬 1179045F2070 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠６ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 54.00

内用薬 1179045F2089 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠６ｍｇ「タカタ」 高田製薬 54.00

内用薬 1179045F2097 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠６ｍｇ「トーワ」 東和薬品 54.00

内用薬 1179045F2100 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠６ｍｇ「日医工」 日医工 54.00

内用薬 1179045F2119 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠６ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 54.00

内用薬 1179045F2127 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠６ｍｇ「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

54.00

内用薬 1179045F2135 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠
アリピプラゾール錠６ｍｇ「ヨシト
ミ」

田辺三菱製薬 54.00

内用薬 1179045F3034 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠１２ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 102.60

内用薬 1179045F3042 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠１２ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 102.60

内用薬 1179045F3050 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠
アリピプラゾール錠１２ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 102.60

内用薬 1179045F3069 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠
アリピプラゾール錠１２ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 102.60

内用薬 1179045F3077 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠
アリピプラゾール錠１２ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 102.60

内用薬 1179045F3085 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠
アリピプラゾール錠１２ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 102.60

内用薬 1179045F3093 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠
アリピプラゾール錠１２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 102.60

内用薬 1179045F3107 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠
アリピプラゾール錠１２ｍｇ「日医
工」

日医工 102.60

内用薬 1179045F3115 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠
アリピプラゾール錠１２ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 102.60

内用薬 1179045F3123 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠１２ｍｇ「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

102.60

内用薬 1179045F3131 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠
アリピプラゾール錠１２ｍｇ「ヨシト
ミ」

田辺三菱製薬 102.60

内用薬 1179045F4030 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 28.40

内用薬 1179045F4049 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 28.40

内用薬 1179045F4057 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「オー
ハラ」

大原薬品工業 28.40

内用薬 1179045F4065 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

28.40

内用薬 1179045F4073 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 28.40

内用薬 1179045F4081 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「武田
テバ」

武田テバファーマ 28.40

内用薬 1179045F4090 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 28.40

内用薬 1179045F4103 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「日医
工」

日医工 28.40

内用薬 1179045F4111 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 28.40
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内用薬 1179045F4120 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

28.40

内用薬 1179045F4138 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「ヨシ
トミ」

田辺三菱製薬 28.40

内用薬 1179045F5037 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 54.00

内用薬 1179045F5045 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 54.00

内用薬 1179045F5053 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「オー
ハラ」

大原薬品工業 54.00

内用薬 1179045F5061 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

54.00

内用薬 1179045F5070 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「タカ
タ」

高田製薬 54.00

内用薬 1179045F5088 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「武田
テバ」

武田テバファーマ 54.00

内用薬 1179045F5096 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 54.00

内用薬 1179045F5100 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「日医
工」

日医工 54.00

内用薬 1179045F5118 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「ニプ
ロ」

ニプロ 54.00

内用薬 1179045F5126 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

54.00

内用薬 1179045F5134 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「ヨシ
トミ」

田辺三菱製薬 54.00

内用薬 1179045F6033 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 102.60

内用薬 1179045F6041 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 102.60

内用薬 1179045F6050 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 102.60

内用薬 1179045F6068 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

102.60

内用薬 1179045F6076 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「タ
カタ」

高田製薬 102.60

内用薬 1179045F6084 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「武
田テバ」

武田テバファーマ 102.60

内用薬 1179045F6092 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 102.60

内用薬 1179045F6106 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「日
医工」

日医工 102.60

内用薬 1179045F6114 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「ニ
プロ」

ニプロ 102.60

内用薬 1179045F6122 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

102.60

内用薬 1179045F6130 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠１２ｍｇ「ヨ
シトミ」

田辺三菱製薬 102.60

内用薬 1179045F7030 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠２４ｍｇ「Ｊ
Ｇ」

日本ジェネリック 195.00

内用薬 1179045F7048 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠２４ｍｇ「ア
メル」

共和薬品工業 195.00

内用薬 1179045F7056 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠２４ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 195.00

内用薬 1179045F7064 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠２４ｍｇ「杏
林」

キョーリンリメ
ディオ

195.00

内用薬 1179045F7072 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠２４ｍｇ「タ
カタ」

高田製薬 195.00

内用薬 1179045F7080 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠２４ｍｇ「武
田テバ」

武田テバファーマ 195.00

内用薬 1179045F7099 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠２４ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 195.00

内用薬 1179045F7102 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠２４ｍｇ「日
医工」

日医工 195.00

内用薬 1179045F7110 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠２４ｍｇ「ニ
プロ」

ニプロ 195.00

内用薬 1179045F7129 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠２４ｍｇ「明
治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

195.00
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内用薬 1179045F7137 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠
アリピプラゾールＯＤ錠２４ｍｇ「ヨ
シトミ」

田辺三菱製薬 195.00

内用薬 1179045F9024 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠２４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 195.00

内用薬 1179045F9032 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠
アリピプラゾール錠２４ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 195.00

内用薬 1179045F9040 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠
アリピプラゾール錠２４ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 195.00

内用薬 1179045F9059 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠
アリピプラゾール錠２４ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 195.00

内用薬 1179045F9067 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠
アリピプラゾール錠２４ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 195.00

内用薬 1179045F9075 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 アリピプラゾール錠２４ｍｇ「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

195.00

内用薬 1179045S2028 アリピプラゾール
０．１％３ｍＬ１
包

アリピプラゾール内用液分包３ｍｇ
「武田テバ」

武田テバファーマ 106.70

内用薬 1179045S2036 アリピプラゾール
０．１％３ｍＬ１
包

アリピプラゾール内用液分包３ｍｇ
「ニプロ」

ニプロ 106.70

内用薬 1179045S2044 アリピプラゾール
０．１％３ｍＬ１
包

アリピプラゾール内用液分包３ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

106.70

内用薬 1179045S2052 アリピプラゾール
０．１％３ｍＬ１
包

アリピプラゾール内用液３ｍｇ分包
「サワイ」

沢井製薬 106.70

内用薬 1179045S2060 アリピプラゾール
０．１％３ｍＬ１
包

アリピプラゾール内用液３ｍｇ分包
「タカタ」

高田製薬 106.70

内用薬 1179045S2079 アリピプラゾール
０．１％３ｍＬ１
包

アリピプラゾール内用液３ｍｇ分包
「トーワ」

東和薬品 106.70

内用薬 1179045S3024 アリピプラゾール
０．１％６ｍＬ１
包

アリピプラゾール内用液分包６ｍｇ
「武田テバ」

武田テバファーマ 213.30

内用薬 1179045S3032 アリピプラゾール
０．１％６ｍＬ１
包

アリピプラゾール内用液分包６ｍｇ
「ニプロ」

ニプロ 213.30

内用薬 1179045S3040 アリピプラゾール
０．１％６ｍＬ１
包

アリピプラゾール内用液分包６ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

213.30

内用薬 1179045S3059 アリピプラゾール
０．１％６ｍＬ１
包

アリピプラゾール内用液６ｍｇ分包
「サワイ」

沢井製薬 213.30

内用薬 1179045S3067 アリピプラゾール
０．１％６ｍＬ１
包

アリピプラゾール内用液６ｍｇ分包
「タカタ」

高田製薬 213.30

内用薬 1179045S3075 アリピプラゾール
０．１％６ｍＬ１
包

アリピプラゾール内用液６ｍｇ分包
「トーワ」

東和薬品 213.30

内用薬 1179045S4020 アリピプラゾール
０．１％１２ｍＬ
１包

アリピプラゾール内用液分包１２ｍｇ
「武田テバ」

武田テバファーマ 426.60

内用薬 1179045S4039 アリピプラゾール
０．１％１２ｍＬ
１包

アリピプラゾール内用液分包１２ｍｇ
「ニプロ」

ニプロ 426.60

内用薬 1179045S4047 アリピプラゾール
０．１％１２ｍＬ
１包

アリピプラゾール内用液分包１２ｍｇ
「明治」

Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

426.60

内用薬 1179045S4055 アリピプラゾール
０．１％１２ｍＬ
１包

アリピプラゾール内用液１２ｍｇ分包
「サワイ」

沢井製薬 426.60

内用薬 1179045S4063 アリピプラゾール
０．１％１２ｍＬ
１包

アリピプラゾール内用液１２ｍｇ分包
「タカタ」

高田製薬 426.60

内用薬 1179045S4071 アリピプラゾール
０．１％１２ｍＬ
１包

アリピプラゾール内用液１２ｍｇ分包
「トーワ」

東和薬品 426.60

内用薬 1190012F1328 ドネペジル塩酸塩 ３ｍｇ１錠 局
ドネペジル塩酸塩錠３ｍｇ「クニヒ
ロ」

皇漢堂製薬 85.50

内用薬 1190012F2324 ドネペジル塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局
ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「クニヒ
ロ」

皇漢堂製薬 125.70

内用薬 1339002F1527 ジフェニドール塩酸塩 ２５ｍｇ１錠
ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 5.60

内用薬 1339005F1466 ベタヒスチンメシル酸塩 ６ｍｇ１錠 局
ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「Ｊ
Ｄ」

ジェイドルフ製薬 6.00

内用薬 1339005F2233 ベタヒスチンメシル酸塩 １２ｍｇ１錠 局
ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ
「ＪＤ」

ジェイドルフ製薬 6.30

内用薬 2123008F1285 プロプラノロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局
プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 6.30

内用薬 2139005F3047 フロセミド １０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠１０ｍｇ「ＳＮ」 シオノケミカル 6.00

内用薬 2139005F3055 フロセミド １０ｍｇ１錠 局 フロセミド錠１０ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 6.00

内用薬 2149027F1187 マニジピン塩酸塩 ５ｍｇ１錠 局 マニジピン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 9.90
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内用薬 2149027F2205 マニジピン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局
マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 12.90

内用薬 2149027F3201 マニジピン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局
マニジピン塩酸塩錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 23.20

内用薬 2149031F1094 ベタキソロール塩酸塩 ５ｍｇ１錠
ベタキソロール塩酸塩錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 25.00

内用薬 2149031F2104 ベタキソロール塩酸塩 １０ｍｇ１錠
ベタキソロール塩酸塩錠１０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 45.30

内用薬 2149042F1033 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局
テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 24.40

内用薬 2149042F1041 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＥＥ」
エルメッド　エー
ザイ

24.40

内用薬 2149042F1050 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＦＦＰ」
富士フイルム
ファーマ

24.40

内用薬 2149042F1068 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 24.40

内用薬 2149042F1076 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 24.40

内用薬 2149042F1084 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 24.40

内用薬 2149042F1092 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 24.40

内用薬 2149042F1106 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 24.40

内用薬 2149042F1114 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局
テルミサルタン錠２０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 24.40

内用薬 2149042F1122 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「杏林」
キョーリンリメ
ディオ

24.40

内用薬 2149042F1130 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局
テルミサルタン錠２０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 24.40

内用薬 2149042F1149 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 24.40

内用薬 2149042F1157 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「サンド」 サンド 24.40

内用薬 2149042F1165 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 24.40

内用薬 2149042F1173 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局
テルミサルタン錠２０ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバ薬品 24.40

内用薬 2149042F1181 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 24.40

内用薬 2149042F1190 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局
テルミサルタン錠２０ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 24.40

内用薬 2149042F1203 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 24.40

内用薬 2149042F1211 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「日医工」 日医工 24.40

内用薬 2149042F1220 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 24.40

内用薬 2149042F1238 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局
テルミサルタン錠２０ｍｇ「ファイ
ザー」

ダイト 24.40

内用薬 2149042F1246 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠２０ｍｇ「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

24.40

内用薬 2149042F2030 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局
テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 46.00

内用薬 2149042F2048 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＥＥ」
エルメッド　エー
ザイ

46.00

内用薬 2149042F2056 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＦＦＰ」
富士フイルム
ファーマ

46.00

内用薬 2149042F2064 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 46.00

内用薬 2149042F2072 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 46.00

内用薬 2149042F2080 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 46.00

内用薬 2149042F2099 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 46.00

内用薬 2149042F2102 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 46.00
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内用薬 2149042F2110 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局
テルミサルタン錠４０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 46.00

内用薬 2149042F2129 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「杏林」
キョーリンリメ
ディオ

46.00

内用薬 2149042F2137 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局
テルミサルタン錠４０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 46.00

内用薬 2149042F2145 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 46.00

内用薬 2149042F2153 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「サンド」 サンド 46.00

内用薬 2149042F2161 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 46.00

内用薬 2149042F2170 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局
テルミサルタン錠４０ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバ薬品 46.00

内用薬 2149042F2188 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 46.00

内用薬 2149042F2196 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局
テルミサルタン錠４０ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 46.00

内用薬 2149042F2200 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 46.00

内用薬 2149042F2218 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「日医工」 日医工 46.00

内用薬 2149042F2226 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 46.00

内用薬 2149042F2234 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局
テルミサルタン錠４０ｍｇ「ファイ
ザー」

ダイト 46.00

内用薬 2149042F2242 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠４０ｍｇ「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

46.00

内用薬 2149042F3036 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局
テルミサルタン錠８０ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 69.00

内用薬 2149042F3044 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「ＥＥ」
エルメッド　エー
ザイ

69.00

内用薬 2149042F3052 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「ＦＦＰ」
富士フイルム
ファーマ

69.00

内用薬 2149042F3060 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 69.00

内用薬 2149042F3079 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 69.00

内用薬 2149042F3087 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「ＮＰＩ」 日本薬品工業 69.00

内用薬 2149042F3095 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「ＴＣＫ」 辰巳化学 69.00

内用薬 2149042F3109 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 69.00

内用薬 2149042F3117 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局
テルミサルタン錠８０ｍｇ「オーハ
ラ」

大原薬品工業 69.00

内用薬 2149042F3125 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「杏林」
キョーリンリメ
ディオ

69.00

内用薬 2149042F3133 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局
テルミサルタン錠８０ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 69.00

内用薬 2149042F3141 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 69.00

内用薬 2149042F3150 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「サンド」 サンド 69.00

内用薬 2149042F3168 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「三和」 三和化学研究所 69.00

内用薬 2149042F3176 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局
テルミサルタン錠８０ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバ薬品 69.00

内用薬 2149042F3184 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 69.00

内用薬 2149042F3192 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局
テルミサルタン錠８０ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 69.00

内用薬 2149042F3206 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 69.00

内用薬 2149042F3214 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「日医工」 日医工 69.00

内用薬 2149042F3222 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 69.00
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内用薬 2149042F3230 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局
テルミサルタン錠８０ｍｇ「ファイ
ザー」

ダイト 69.00

内用薬 2149042F3249 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 テルミサルタン錠８０ｍｇ「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

69.00

内用薬 2149042F4024 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠
テルミサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 24.40

内用薬 2149042F4032 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠
テルミサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 24.40

内用薬 2149042F5020 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠
テルミサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 46.00

内用薬 2149042F5039 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠
テルミサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 46.00

内用薬 2149044F5038 オルメサルタンメドキソミル １０ｍｇ１錠
オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エスファ 29.60

内用薬 2149044F6034 オルメサルタンメドキソミル ２０ｍｇ１錠
オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エスファ 56.40

内用薬 2149044F7030 オルメサルタンメドキソミル ４０ｍｇ１錠
オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「ＤＳ
ＥＰ」

第一三共エスファ 84.60

内用薬 2149044F8037 オルメサルタンメドキソミル ５ｍｇ１錠
オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 15.60

内用薬 2149113F1035 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 テルチア配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 61.20

内用薬 2149113F1043 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 テルチア配合錠ＡＰ「サワイ」 沢井製薬 61.20

内用薬 2149113F1051 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 テルチア配合錠ＡＰ「武田テバ」 武田テバファーマ 61.20

内用薬 2149113F1060 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 テルチア配合錠ＡＰ「トーワ」 東和薬品 61.20

内用薬 2149113F1078 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 テルチア配合錠ＡＰ「日医工」 日医工 61.20

内用薬 2149113F2031 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 テルチア配合錠ＢＰ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 89.50

内用薬 2149113F2040 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 テルチア配合錠ＢＰ「サワイ」 沢井製薬 89.50

内用薬 2149113F2058 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 テルチア配合錠ＢＰ「武田テバ」 武田テバファーマ 89.50

内用薬 2149113F2066 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 テルチア配合錠ＢＰ「トーワ」 東和薬品 89.50

内用薬 2149113F2074 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 テルチア配合錠ＢＰ「日医工」 日医工 89.50

内用薬 2149114F2060 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 アムバロ配合ＯＤ錠「トーワ」 東和薬品 43.70

内用薬 2149116F1080
カンデサルタンシレキセチル・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＬＤ「トーワ」 東和薬品 62.10

内用薬 2149116F2086
カンデサルタンシレキセチル・アムロジ
ピンベシル酸塩

１錠 局 カムシア配合錠ＨＤ「トーワ」 東和薬品 62.10

内用薬 2149117F1033
テルミサルタン・アムロジピンベシル酸
塩

１錠 テラムロ配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 58.70

内用薬 2149117F1041
テルミサルタン・アムロジピンベシル酸
塩

１錠 テラムロ配合錠ＡＰ「ＥＥ」 ニプロファーマ 58.70

内用薬 2149117F1050
テルミサルタン・アムロジピンベシル酸
塩

１錠 テラムロ配合錠ＡＰ「サワイ」 沢井製薬 58.70

内用薬 2149117F1068
テルミサルタン・アムロジピンベシル酸
塩

１錠 テラムロ配合錠ＡＰ「武田テバ」 武田テバファーマ 58.70

内用薬 2149117F1076
テルミサルタン・アムロジピンベシル酸
塩

１錠 テラムロ配合錠ＡＰ「トーワ」 東和薬品 58.70

内用薬 2149117F1084
テルミサルタン・アムロジピンベシル酸
塩

１錠 テラムロ配合錠ＡＰ「日医工」 日医工 58.70

内用薬 2149117F1092
テルミサルタン・アムロジピンベシル酸
塩

１錠 テラムロ配合錠ＡＰ「ニプロ」 ニプロ 58.70

内用薬 2149117F2030
テルミサルタン・アムロジピンベシル酸
塩

１錠 テラムロ配合錠ＢＰ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 89.10

内用薬 2149117F2048
テルミサルタン・アムロジピンベシル酸
塩

１錠 テラムロ配合錠ＢＰ「ＥＥ」 ニプロファーマ 89.10

内用薬 2149117F2056
テルミサルタン・アムロジピンベシル酸
塩

１錠 テラムロ配合錠ＢＰ「サワイ」 沢井製薬 89.10

内用薬 2149117F2064
テルミサルタン・アムロジピンベシル酸
塩

１錠 テラムロ配合錠ＢＰ「武田テバ」 武田テバファーマ 89.10
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内用薬 2149117F2072
テルミサルタン・アムロジピンベシル酸
塩

１錠 テラムロ配合錠ＢＰ「トーワ」 東和薬品 89.10

内用薬 2149117F2080
テルミサルタン・アムロジピンベシル酸
塩

１錠 テラムロ配合錠ＢＰ「日医工」 日医工 89.10

内用薬 2149117F2099
テルミサルタン・アムロジピンベシル酸
塩

１錠 テラムロ配合錠ＢＰ「ニプロ」 ニプロ 89.10

内用薬 2160006F2030 リザトリプタン安息香酸塩 １０ｍｇ１錠
リザトリプタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣ
Ｋ」

辰巳化学 382.20

内用薬 2160006F2049 リザトリプタン安息香酸塩 １０ｍｇ１錠
リザトリプタンＯＤ錠１０ｍｇ「アメ
ル」

共和薬品工業 382.20

内用薬 2160006F2057 リザトリプタン安息香酸塩 １０ｍｇ１錠
リザトリプタンＯＤ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 382.20

内用薬 2160006F2065 リザトリプタン安息香酸塩 １０ｍｇ１錠
リザトリプタンＯＤ錠１０ｍｇ「ファ
イザー」

ファイザー 382.20

内用薬 2171011G1204 硝酸イソソルビド ２０ｍｇ１錠
硝酸イソソルビド徐放錠２０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 5.80

内用薬 2171017F1087 ニコランジル ２．５ｍｇ１錠 ニコランジル錠２．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.60

内用薬 2171017F2172 ニコランジル ５ｍｇ１錠 ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 6.60

内用薬 2189016F6097 ピタバスタチンカルシウム ４ｍｇ１錠
ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠４ｍ
ｇ「日医工」

日医工 90.90

内用薬 2189017F1030 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「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 31.60

内用薬 2189017F2037 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 ロスバスタチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 60.70

内用薬 2190006M1210 トコフェロールニコチン酸エステル
１００ｍｇ１カプ
セル

トコフェロールニコチン酸エステルカ
プセル１００ｍｇ「トーワ」

東和薬品 5.40

内用薬 2234001F1371 ブロムヘキシン塩酸塩 ４ｍｇ１錠
ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 5.00

内用薬 2234001Q1135 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．０８％１ｍＬ
ブロムヘキシン塩酸塩シロップ０．０
８％「トーワ」

東和薬品 1.10

内用薬 2325005M1200 ニザチジン
１５０ｍｇ１カプ
セル

局
ニザチジンカプセル１５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 23.10

内用薬 2325005M2169 ニザチジン
７５ｍｇ１カプセ
ル

局
ニザチジンカプセル７５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 15.20

内用薬 2329021F1331 レバミピド １００ｍｇ１錠 局 レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 大塚製薬工場 9.90

内用薬 2329022H1213 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠２０ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 65.60

内用薬 2329022H1221 オメプラゾール ２０ｍｇ１錠 局
オメプラゾール腸溶錠２０ｍｇ「武田
テバ」

武田テバファーマ 49.30

内用薬 2329022H2180 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局 オメプラゾール錠１０ｍｇ「ＭＥＤ」 沢井製薬 39.20

内用薬 2329022H2198 オメプラゾール １０ｍｇ１錠 局
オメプラゾール腸溶錠１０ｍｇ「武田
テバ」

武田テバファーマ 31.80

内用薬 2399009F3052 メサラジン ４００ｍｇ１錠 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 44.60

内用薬 2399009F3060 メサラジン ４００ｍｇ１錠 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 44.60

内用薬 2478002F1096 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル ２．５ｍｇ１錠
メドロキシプロゲステロン酢酸エステ
ル錠２．５ｍｇ「トーワ」

東和薬品 8.70

内用薬 2499010F1031 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「Ｆ」 富士製薬工業 198.10

内用薬 2499010F1040 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 198.10

内用薬 2499010F1058 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 198.10

内用薬 2499010F1066 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「ＭＹＬ」 ニプロファーマ 198.10

内用薬 2499010F1074 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「ＳＵＮ」 サンファーマ 198.10

内用薬 2499010F1082 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「キッセイ」 ジェイドルフ製薬 198.10

内用薬 2499010F1090 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 198.10

内用薬 2499010F1104 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「トーワ」 東和薬品 198.10
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内用薬 2499010F1112 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 198.10

内用薬 2499010F1120 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲスト錠１ｍｇ「モチダ」 持田製薬販売 198.10

内用薬 2499010F2038 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 198.10

内用薬 2499010F2046 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「モチダ」 持田製薬販売 198.10

内用薬 2590007F1293 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局
プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＭＥ
Ｄ」

メディサ新薬 35.60

内用薬 2590007F1307 プロピベリン塩酸塩 １０ｍｇ１錠 局
プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 35.60

内用薬 2590007F2281 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局
プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「ＭＥ
Ｄ」

メディサ新薬 61.30

内用薬 2590007F2290 プロピベリン塩酸塩 ２０ｍｇ１錠 局
プロピベリン塩酸塩錠２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 45.80

内用薬 2900002F5304 ガンマオリザノール ５０ｍｇ１錠
ガンマオリザノール錠５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 5.60

内用薬 3131001F1220 フラビンアデニンジヌクレオチド ５ｍｇ１錠 ＦＡＤ腸溶錠５ｍｇ「わかもと」 わかもと製薬 5.60

内用薬 3131001F2219 フラビンアデニンジヌクレオチド １０ｍｇ１錠 ＦＡＤ腸溶錠１０ｍｇ「わかもと」 わかもと製薬 5.60

内用薬 3131001F3258 フラビンアデニンジヌクレオチド １５ｍｇ１錠 ＦＡＤ腸溶錠１５ｍｇ「わかもと」 わかもと製薬 5.60

内用薬 3131002F1330 リボフラビン酪酸エステル ２０ｍｇ１錠
リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ
「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

5.40

内用薬 3150002F1280 トコフェロール酢酸エステル ５０ｍｇ１錠
トコフェロール酢酸エステル錠５０ｍ
ｇ「トーワ」

東和薬品 5.60

内用薬 3321002F2447
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水
和物

３０ｍｇ１錠
カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０
ｍｇ「トーワ」

東和薬品 5.60

内用薬 3399004M1409 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３００
ｍｇ「トーワ」

東和薬品 16.00

内用薬 3399005F1293 ベラプロストナトリウム ２０μｇ１錠 局
ベラプロストナトリウム錠２０μｇ
「日医工」

日医工 21.60

内用薬 3399005F2095 ベラプロストナトリウム ４０μｇ１錠 局
ベラプロストナトリウム錠４０μｇ
「日医工」

日医工 48.10

内用薬 3929004F2056 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ 925.60

内用薬 3929004F2064 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 925.60

内用薬 3929004F2072 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「ＫＣＣ」 共和クリティケア 925.60

内用薬 3929004F2080 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「ＮＫ」 高田製薬 925.60

内用薬 3929004F2099 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「オーハラ」 大原薬品工業 925.60

内用薬 3929004F2102 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 925.60

内用薬 3929004F2110 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「武田テバ」 武田テバファーマ 925.60

内用薬 3929004F2129 ホリナートカルシウム ２５ｍｇ１錠 ホリナート錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 925.60

内用薬 3943001F1667 アロプリノール １００ｍｇ１錠 局
アロプリノール錠１００ｍｇ「タナ
ベ」

田辺三菱製薬 17.00

内用薬 3943001F2329 アロプリノール ５０ｍｇ１錠 局 アロプリノール錠５０ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 9.90

内用薬 3969009F1031 ミグリトール ２５ｍｇ１錠 ミグリトール錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 11.90

内用薬 3969009F2038 ミグリトール ５０ｍｇ１錠 ミグリトール錠５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 21.10

内用薬 3969009F3034 ミグリトール ７５ｍｇ１錠 ミグリトール錠７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 26.70

内用薬 3969009F4030 ミグリトール ５０ｍｇ１錠
ミグリトールＯＤ錠５０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 21.10

内用薬 3969009F5037 ミグリトール ７５ｍｇ１錠
ミグリトールＯＤ錠７５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 26.70

内用薬 3969009F6033 ミグリトール ２５ｍｇ１錠
ミグリトールＯＤ錠２５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 11.90
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内用薬 3999021F1104 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠
ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「日
医工」

日医工 61.00

内用薬 3999021F1112 ラロキシフェン塩酸塩 ６０ｍｇ１錠
ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「日
新」

日新製薬 61.00

内用薬 4229101F1050
テガフール・ギメラシル・オテラシルカ
リウム配合剤

２０ｍｇ１錠（テ
ガフール相当量）

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０ 岡山大鵬薬品 279.60

内用薬 4229101F2057
テガフール・ギメラシル・オテラシルカ
リウム配合剤

２５ｍｇ１錠（テ
ガフール相当量）

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５ 岡山大鵬薬品 372.50

内用薬 4413004F1316 メキタジン ３ｍｇ１錠 局 メキタジン錠３ｍｇ「トーワ」 東和薬品 5.60

内用薬 4419008F1482 クレマスチンフマル酸塩 １ｍｇ１錠 クレマスチン錠１ｍｇ「日医工」 日医工 5.00

内用薬 4419008Q1190 クレマスチンフマル酸塩
０．０１％１０ｍ
Ｌ

クレマスチンシロップ０．０１％「日
医工」

日医工 16.30

内用薬 4419008R1110 クレマスチンフマル酸塩 ０．１％１ｇ
クレマスチンドライシロップ０．１％
「日医工」

日医工 9.40

内用薬 4490011F1102 ペミロラストカリウム １０ｍｇ１錠 局 ペミロラストＫ錠１０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 37.10

内用薬 4490011F2109 ペミロラストカリウム ５ｍｇ１錠 局 ペミロラストＫ錠５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 19.10

内用薬 4490026C1048 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包
モンテルカスト細粒４ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 77.80

内用薬 4490026C1056 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 77.80

内用薬 4490026C1064 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「ＹＤ」 陽進堂 77.80

内用薬 4490026C1072 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「科研」 ダイト 77.80

内用薬 4490026C1080 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包
モンテルカスト細粒４ｍｇ「ケミ
ファ」

日本ケミファ 77.80

内用薬 4490026C1099 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 77.80

内用薬 4490026C1102 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「サンド」 サンド 77.80

内用薬 4490026C1110 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「ゼリア」 日本薬品工業 77.80

内用薬 4490026C1129 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「タカタ」 高田製薬 77.80

内用薬 4490026C1137 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包
モンテルカスト細粒４ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバファーマ 77.80

内用薬 4490026C1145 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「タナベ」 田辺三菱製薬 77.80

内用薬 4490026C1153 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包
モンテルカスト細粒４ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 77.80

内用薬 4490026C1161 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「トーワ」 東和薬品 77.80

内用薬 4490026C1170 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「日医工」 日医工 77.80

内用薬 4490026C1188 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「日新」 日新製薬 77.80

内用薬 4490026C1196 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「ニプロ」 ニプロ 77.80

内用薬 4490026C1200 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包
モンテルカスト細粒４ｍｇ「ファイ
ザー」

マイラン製薬 77.80

内用薬 4490026C1218 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 モンテルカスト細粒４ｍｇ「明治」
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅ
ｉｋａ　ファルマ

77.80

内用薬 4490026F1060 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「ＡＡ」

浜理薬品工業 76.30

内用薬 4490026F1079 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

第一三共エスファ 76.30

内用薬 4490026F1087 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「ＥＥ」

エルメッド　エー
ザイ

76.30

内用薬 4490026F1095 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「ＪＧ」

日本ジェネリック 76.30

内用薬 4490026F1109 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「ＫＮ」

小林化工 76.30

内用薬 4490026F1117 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「ＳＮ」

シオノケミカル 76.30
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内用薬 4490026F1125 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「ＴＣＫ」

辰巳化学 76.30

内用薬 4490026F1133 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「ＹＤ」

陽進堂 76.30

内用薬 4490026F1141 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「アスペン」

ホシエヌ製薬 76.30

内用薬 4490026F1150 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「オーハラ」

大原薬品工業 76.30

内用薬 4490026F1168 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「科研」

ダイト 76.30

内用薬 4490026F1176 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「ケミファ」

日本ケミファ 76.30

内用薬 4490026F1184 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「サワイ」

沢井製薬 76.30

内用薬 4490026F1192 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「サンド」

サンド 76.30

内用薬 4490026F1206 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「三和」

三和化学研究所 76.30

内用薬 4490026F1214 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「ゼリア」

日本薬品工業 76.30

内用薬 4490026F1222 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「タカタ」

高田製薬 76.30

内用薬 4490026F1230 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「武田テバ」

武田テバファーマ 76.30

内用薬 4490026F1249 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「タナベ」

田辺三菱製薬 76.30

内用薬 4490026F1257 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 76.30

内用薬 4490026F1265 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「日医工」

日医工 76.30

内用薬 4490026F1273 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「ニプロ」

ニプロ 76.30

内用薬 4490026F1281 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「ファイザー」

ファイザー 76.30

内用薬 4490026F1290 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ
「明治」

日新製薬 76.30

内用薬 4490026F2334 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 81.40

内用薬 4490026F2342 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局
モンテルカスト錠１０ｍｇ「ツルハ
ラ」

鶴原製薬 81.40

内用薬 4490026F2350 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠 局
モンテルカストナトリウム錠１０ｍｇ
「日本臓器」

日本臓器製薬 81.40

内用薬 4490026F3314 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 61.40

内用薬 4490026F3322 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局 モンテルカスト錠５ｍｇ「ツルハラ」 鶴原製薬 61.40

内用薬 4490026F3330 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 局
モンテルカストナトリウム錠５ｍｇ
「日本臓器」

日本臓器製薬 61.40

内用薬 4490026F4094 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠
モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 81.40

内用薬 4490026F4108 モンテルカストナトリウム １０ｍｇ１錠
モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 81.40

内用薬 4490026F5074 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠
モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 61.40

内用薬 4490026F5082 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠
モンテルカストＯＤ錠５ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 61.40

内用薬 6132013C1163 セフジニル １００ｍｇ１ｇ 局
セフジニル細粒小児用１０％「トー
ワ」

東和薬品 64.70

内用薬 6132013M1142 セフジニル
５０ｍｇ１カプセ
ル

局
セフジニルカプセル５０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 32.40

内用薬 6132013M2165 セフジニル
１００ｍｇ１カプ
セル

局
セフジニルカプセル１００ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 35.70

内用薬 6132015F1088 セフジトレン　ピボキシル １００ｍｇ１錠 局
セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ
「ＯＫ」

大蔵製薬 35.30

内用薬 6149002F1193 ロキシスロマイシン １５０ｍｇ１錠
ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 36.00

内用薬 6152005F1117 ミノサイクリン塩酸塩 ５０ｍｇ１錠 局
ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「日
医工」

日医工ファーマ 14.80
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内用薬 6152005M2090 ミノサイクリン塩酸塩
１００ｍｇ１カプ
セル

ミノサイクリン塩酸塩カプセル１００
ｍｇ「日医工」

日医工ファーマ 26.80

内用薬 6250002Q1034 アシクロビル ２００ｍｇ１包
アシクロビル内服ゼリー２００ｍｇ
「日医工」

日医工 173.40

内用薬 6250002Q2030 アシクロビル ８００ｍｇ１包
アシクロビル内服ゼリー８００ｍｇ
「日医工」

日医工 513.80

内用薬 6250029F1032 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＣＭＸ」 ケミックス 363.10

内用薬 6250029F1040 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠
エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

第一三共エスファ 363.10

内用薬 6250029F1059 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＥＥ」 シオノケミカル 363.10

内用薬 6250029F1067 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＪＧ」 日本ジェネリック 363.10

内用薬 6250029F1075 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＫＮ」 小林化工 363.10

内用薬 6250029F1083 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＹＤ」 大興製薬 363.10

内用薬 6250029F1091 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 エンテカビル錠０．５ｍｇ「サンド」 サンド 363.10

内用薬 6250029F1105 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 エンテカビル錠０．５ｍｇ「タカタ」 高田製薬 363.10

内用薬 6250029F1113 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠
エンテカビル錠０．５ｍｇ「武田テ
バ」

武田テバファーマ 363.10

内用薬 6250029F1121 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 エンテカビル錠０．５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 363.10

内用薬 6250029F1130 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠
エンテカビル錠０．５ｍｇ「ファイ
ザー」

ファイザー 363.10

内用薬 6250029F2020 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠
エンテカビルＯＤ錠０．５ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 363.10

内用薬 8119002F1029 オキシコドン塩酸塩水和物 ２．５ｍｇ１錠 麻
オキシコドン錠２．５ｍｇ「第一三
共」

第一三共プロ
ファーマ

55.40

内用薬 8119002F2025 オキシコドン塩酸塩水和物 ５ｍｇ１錠 麻 オキシコドン錠５ｍｇ「第一三共」
第一三共プロ
ファーマ

101.80

内用薬 8119002F3021 オキシコドン塩酸塩水和物 １０ｍｇ１錠 麻 オキシコドン錠１０ｍｇ「第一三共」
第一三共プロ
ファーマ

187.20

内用薬 8119002F4028 オキシコドン塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１錠 麻 オキシコドン錠２０ｍｇ「第一三共」
第一三共プロ
ファーマ

344.60

注射薬 1179404A1097 ハロペリドール
０．５％１ｍＬ１
管

局 ハロペリドール注５ｍｇ「ヨシトミ」 田辺三菱製薬 56.00

注射薬 1229405A1036 ロクロニウム臭化物
２５ｍｇ２．５ｍ
Ｌ１瓶

ロクロニウム臭化物静注液２５ｍｇ／
２．５ｍＬ「Ｆ」

富士製薬工業 244.00

注射薬 1229405A1044 ロクロニウム臭化物
２５ｍｇ２．５ｍ
Ｌ１瓶

ロクロニウム臭化物静注液２５ｍｇ／
２．５ｍＬ「マルイシ」

丸石製薬 244.00

注射薬 1229405A2032 ロクロニウム臭化物
５０ｍｇ５ｍＬ１
瓶

ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／
５．０ｍＬ「Ｆ」

富士製薬工業 437.00

注射薬 1229405A2040 ロクロニウム臭化物
５０ｍｇ５ｍＬ１
瓶

ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／
５．０ｍＬ「マルイシ」

丸石製薬 437.00

注射薬 2171405D1051 ジルチアゼム塩酸塩 １０ｍｇ１管
ジルチアゼム塩酸塩静注用１０ｍｇ
「日医工」

日医工ファーマ 138.00

注射薬 2171405D2066 ジルチアゼム塩酸塩 ５０ｍｇ１管
ジルチアゼム塩酸塩静注用５０ｍｇ
「日医工」

日医工ファーマ 430.00

注射薬 3122401A4145 フルスルチアミン塩酸塩
５０ｍｇ２０ｍＬ
１管

フルスルチアミン静注液５０ｍｇ「日
医工」

日医工ファーマ 56.00

注射薬 3321401A4254
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水
和物

０．５％２０ｍＬ
１管

カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ静注１
００ｍｇ「トーワ」

東和薬品 56.00

注射薬 3999407D3141 ナファモスタットメシル酸塩 １００ｍｇ１瓶
ナファモスタットメシル酸塩注射用１
００ｍｇ「日医工」

日医工 1,064.00

注射薬 3999408A1317 ヒアルロン酸ナトリウム
１％２．５ｍＬ１
管

局
ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 401.00

注射薬 3999408G1433 ヒアルロン酸ナトリウム
１％２．５ｍＬ１
筒

局
ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリ
ンジ「トーワ」

東和薬品 571.00

注射薬 3999411A3095 オザグレルナトリウム
２０ｍｇ１ｍＬ１
管

局
オザグレルＮａ点滴静注液２０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 399.00

注射薬 3999411A4091 オザグレルナトリウム
８０ｍｇ４ｍＬ１
管

局
オザグレルＮａ点滴静注液８０ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 1,042.00

注射薬 3999419G1032 アレンドロン酸ナトリウム水和物
９００μｇ１００
ｍＬ１袋

アレンドロン酸点滴静注バッグ９００
μｇ「ＤＫ」

大興製薬 2,131.00
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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

注射薬 3999419G1040 アレンドロン酸ナトリウム水和物
９００μｇ１００
ｍＬ１袋

アレンドロン酸点滴静注バッグ９００
μｇ「ＨＫ」

光製薬 2,131.00

注射薬 6249401A1041 リネゾリド
６００ｍｇ３００
ｍＬ１袋

リネゾリド注射液６００ｍｇ「サワ
イ」

沢井製薬 9,260.00

外用薬 1214701S1086 リドカイン
（１８ｍｇ）３
０．５ｍｍ×５
０．０ｍｍ１枚

リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」 祐徳薬品工業 33.80

外用薬 1315704Q1131 フルオロメトロン ０．０２％１ｍＬ
フルオロメトロン点眼液０．０２％
「わかもと」

わかもと製薬 17.60

外用薬 1319710Q2108 シアノコバラミン
０．０２％５ｍＬ
１瓶

シアノコバラミン点眼液０．０２％
「杏林」

キョーリンリメ
ディオ

84.80

外用薬 1319717Q1332 クロモグリク酸ナトリウム
１００ｍｇ５ｍＬ
１瓶

クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「わか
もと」

わかもと製薬 381.00

外用薬 1319727Q1247 ノルフロキサシン ０．３％１ｍＬ
ノルフロキサシン点眼液０．３％「わ
かもと」

わかもと製薬 63.70

外用薬 1319817Q1039
ラタノプロスト・チモロールマレイン酸
塩

１ｍＬ ラタチモ配合点眼液「センジュ」 千寿製薬 570.70

外用薬 1319817Q1047
ラタノプロスト・チモロールマレイン酸
塩

１ｍＬ ラタチモ配合点眼液「ニッテン」 ニッテン 570.70

外用薬 1319817Q1055
ラタノプロスト・チモロールマレイン酸
塩

１ｍＬ ラタチモ配合点眼液「ニットー」 東亜薬品 570.70

外用薬 1329706Q1055 オフロキサシン ３ｍｇ１ｍＬ
オフロキサシン耳科用液０．３％「Ｃ
ＥＯ」

セオリアファーマ 76.40

外用薬 2259707S1209 ツロブテロール ０．５ｍｇ１枚 局
ツロブテロールテープ０．５ｍｇ
「トーワ」

東和薬品 24.90

外用薬 2259707S2205 ツロブテロール １ｍｇ１枚 局
ツロブテロールテープ１ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 34.90

外用薬 2259707S3201 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 局
ツロブテロールテープ２ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 45.40

外用薬 2646701M2199 ベタメタゾン吉草酸エステル ０．１２％１ｇ
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏０．
１２％「トーワ」

東和薬品 9.20

外用薬 2649729S2266 ケトプロフェン
７ｃｍ×１０ｃｍ
１枚

ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 12.10

外用薬 2649729S3190 ケトプロフェン
１０ｃｍ×１４ｃ
ｍ１枚

ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「トー
ワ」

東和薬品 16.80

外用薬 2649735S1168 ロキソプロフェンナトリウム水和物
１０ｃｍ×１４ｃ
ｍ１枚

ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍ
ｇ「ＱＱ」

救急薬品工業 22.70

外用薬 2649735S2288 ロキソプロフェンナトリウム水和物
７ｃｍ×１０ｃｍ
１枚

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ
「ＱＱ」

救急薬品工業 14.70

外用薬 2649735S3284 ロキソプロフェンナトリウム水和物
１０ｃｍ×１４ｃ
ｍ１枚

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍ
ｇ「ＱＱ」

救急薬品工業 22.70

外用薬 2649950M1194 ヘパリン類似物質 １ｇ
ヘパリン類似物質ゲル０．３％「トー
ワ」

東和薬品 6.40
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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 4490003Q1176 ケトチフェンフマル酸塩 ０．０２％１ｍＬ
ケトチフェンシロップ０．０２％「日医
工」

日医工 19.80

［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)

品名
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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

注射薬 3319557A2044 酢酸リンゲル ５００ｍＬ１袋 ヴィーンＦ輸液 興和 145.00

注射薬 3319562A1065 酢酸維持液（ブドウ糖加） ２００ｍＬ１袋 ヴィーン３Ｇ輸液 興和 138.00

注射薬 3319562A3041 酢酸維持液（ブドウ糖加） ５００ｍＬ１袋 ヴィーン３Ｇ輸液 興和 173.00

［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」
※平成29年６月16日より適用

品名
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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 1179045B1021 アリピプラゾール １％１ｇ エビリファイ散１％ 大塚製薬 168.20

内用薬 1179045F1023 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 エビリファイ錠３ｍｇ 大塚製薬 82.50

内用薬 1179045F2020 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 エビリファイ錠６ｍｇ 大塚製薬 156.70

内用薬 1179045F3026 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 エビリファイ錠１２ｍｇ 大塚製薬 297.80

内用薬 1179045F4022 アリピプラゾール ３ｍｇ１錠 エビリファイＯＤ錠３ｍｇ 大塚製薬 82.50

内用薬 1179045F5029 アリピプラゾール ６ｍｇ１錠 エビリファイＯＤ錠６ｍｇ 大塚製薬 156.70

内用薬 1179045F6025 アリピプラゾール １２ｍｇ１錠 エビリファイＯＤ錠１２ｍｇ 大塚製薬 297.80

内用薬 1179045F7021 アリピプラゾール ２４ｍｇ１錠 エビリファイＯＤ錠２４ｍｇ 大塚製薬 566.00

内用薬 1179045S1021 アリピプラゾール ０．１％１ｍＬ エビリファイ内用液０．１％ 大塚製薬 83.40

内用薬 2149042F1025 テルミサルタン ２０ｍｇ１錠 局 ミカルディス錠２０ｍｇ
日本ベーリンガー
インゲルハイム

60.90

内用薬 2149042F2021 テルミサルタン ４０ｍｇ１錠 局 ミカルディス錠４０ｍｇ
日本ベーリンガー
インゲルハイム

115.00

内用薬 2149042F3028 テルミサルタン ８０ｍｇ１錠 局 ミカルディス錠８０ｍｇ
日本ベーリンガー
インゲルハイム

174.80

内用薬 2149113F1027 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 ミコンビ配合錠ＡＰ
日本ベーリンガー
インゲルハイム

122.30

内用薬 2149113F2023 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 ミコンビ配合錠ＢＰ
日本ベーリンガー
インゲルハイム

178.90

［別添４］

別紙３　診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※平成29年７月１日より適用

品名
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内用薬 2149117F1025 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 ミカムロ配合錠ＡＰ
日本ベーリンガー
インゲルハイム

117.40

内用薬 2149117F2021 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 ミカムロ配合錠ＢＰ
日本ベーリンガー
インゲルハイム

178.10

内用薬 2160006F1026 リザトリプタン安息香酸塩 １０ｍｇ１錠 マクサルト錠１０ｍｇ 杏林製薬 945.50

内用薬 2160006F2022 リザトリプタン安息香酸塩 １０ｍｇ１錠 マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ 杏林製薬 945.10

内用薬 2499010F1023 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ディナゲスト錠１ｍｇ 持田製薬 475.50

内用薬 2499010F2020 ジエノゲスト １ｍｇ１錠 ディナゲストＯＤ錠１ｍｇ 持田製薬 475.50

内用薬 3969009F1023 ミグリトール ２５ｍｇ１錠 セイブル錠２５ｍｇ 三和化学研究所 30.00

内用薬 3969009F2020 ミグリトール ５０ｍｇ１錠 セイブル錠５０ｍｇ 三和化学研究所 52.40

内用薬 3969009F3026 ミグリトール ７５ｍｇ１錠 セイブル錠７５ｍｇ 三和化学研究所 73.30

内用薬 3969009F4022 ミグリトール ５０ｍｇ１錠 セイブルＯＤ錠５０ｍｇ 三和化学研究所 52.40

内用薬 3969009F5029 ミグリトール ７５ｍｇ１錠 セイブルＯＤ錠７５ｍｇ 三和化学研究所 73.30

内用薬 3969009F6025 ミグリトール ２５ｍｇ１錠 セイブルＯＤ錠２５ｍｇ 三和化学研究所 30.00

内用薬 4490026C1021 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 キプレス細粒４ｍｇ 杏林製薬 194.40

内用薬 4490026C1030 モンテルカストナトリウム ４ｍｇ１包 シングレア細粒４ｍｇ ＭＳＤ 194.50

内用薬 4490026F1044 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 キプレスチュアブル錠５ｍｇ 杏林製薬 190.70

内用薬 4490026F1052 モンテルカストナトリウム ５ｍｇ１錠 シングレアチュアブル錠５ｍｇ ＭＳＤ 190.90

内用薬 6250029F1024 エンテカビル水和物 ０．５ｍｇ１錠 バラクルード錠０．５ｍｇ
ブリストル・マイ
ヤーズ　スクイブ

1,061.80

注射薬 1229405A1028 ロクロニウム臭化物
２５ｍｇ２．５ｍＬ
１瓶

エスラックス静注２５ｍｇ／２．５ｍＬ ＭＳＤ 604.00
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注射薬 1229405A2024 ロクロニウム臭化物 ５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 エスラックス静注５０ｍｇ／５．０ｍＬ ＭＳＤ 1,080.00

注射薬 3999419G1024 アレンドロン酸ナトリウム水和物
９００μｇ１００ｍ
Ｌ１袋

ボナロン点滴静注バッグ９００μｇ 帝人ファーマ 4,627.00

外用薬 1319817Q1020 ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩 １ｍＬ ザラカム配合点眼液 ファイザー 1,141.40
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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 2149044F1024 オルメサルタンメドキソミル １０ｍｇ１錠 局 オルメテック錠１０ｍｇ 第一三共 59.30

内用薬 2149044F2020 オルメサルタンメドキソミル ２０ｍｇ１錠 局 オルメテック錠２０ｍｇ 第一三共 112.80

内用薬 2149044F3027 オルメサルタンメドキソミル ５ｍｇ１錠 局 オルメテック錠５ｍｇ 第一三共 31.50

内用薬 2149044F4023 オルメサルタンメドキソミル ４０ｍｇ１錠 局 オルメテック錠４０ｍｇ 第一三共 171.50

内用薬 2149044F5020 オルメサルタンメドキソミル １０ｍｇ１錠 オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ 第一三共 59.30

内用薬 2149044F6026 オルメサルタンメドキソミル ２０ｍｇ１錠 オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ 第一三共 112.80

内用薬 2149044F7022 オルメサルタンメドキソミル ４０ｍｇ１錠 オルメテックＯＤ錠４０ｍｇ 第一三共 171.50

内用薬 2149044F8029 オルメサルタンメドキソミル ５ｍｇ１錠 オルメテックＯＤ錠５ｍｇ 第一三共 31.50

内用薬 2189017F1022 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 クレストール錠２．５ｍｇ アストラゼネカ 63.10

内用薬 2189017F2029 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 クレストール錠５ｍｇ アストラゼネカ 121.30

内用薬 2189017F3025 ロスバスタチンカルシウム ２．５ｍｇ１錠 クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ アストラゼネカ 63.10

内用薬 2189017F4021 ロスバスタチンカルシウム ５ｍｇ１錠 クレストールＯＤ錠５ｍｇ アストラゼネカ 121.30

［別添５］

別紙３　診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※平成29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 (円)

1 内用薬 アシクロビル内服ゼリー200mg「日医工」 アシクロビル 200mg１包 173.40

2 内用薬 アシクロビル内服ゼリー800mg「日医工」 アシクロビル 800mg１包 513.80

3 内用薬 アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 アセトアミノフェン 200mg１錠 7.60

4 内用薬 アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 アセトアミノフェン 300mg１錠 8.50

5 内用薬 アムバロ配合ＯＤ錠「トーワ」 バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 43.70

6 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠３mg「アメル」 アリピプラゾール ３mg１錠 28.40

7 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠３mg「オーハラ」 アリピプラゾール ３mg１錠 28.40

8 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠３mg「杏林」 アリピプラゾール ３mg１錠 28.40

9 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠３mg「ＪＧ」 アリピプラゾール ３mg１錠 28.40

10 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠３mg「タカタ」 アリピプラゾール ３mg１錠 28.40

11 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠３mg「武田テバ」 アリピプラゾール ３mg１錠 28.40

12 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠３mg「トーワ」 アリピプラゾール ３mg１錠 28.40

13 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠３mg「日医工」 アリピプラゾール ３mg１錠 28.40

14 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠３mg「ニプロ」 アリピプラゾール ３mg１錠 28.40

15 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠３mg「明治」 アリピプラゾール ３mg１錠 28.40

16 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠３mg「ヨシトミ」 アリピプラゾール ３mg１錠 28.40

17 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠６mg「アメル」 アリピプラゾール ６mg１錠 54.00

18 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠６mg「オーハラ」 アリピプラゾール ６mg１錠 54.00

19 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠６mg「杏林」 アリピプラゾール ６mg１錠 54.00

20 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠６mg「ＪＧ」 アリピプラゾール ６mg１錠 54.00

21 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠６mg「タカタ」 アリピプラゾール ６mg１錠 54.00

22 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠６mg「武田テバ」 アリピプラゾール ６mg１錠 54.00

23 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠６mg「トーワ」 アリピプラゾール ６mg１錠 54.00

24 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠６mg「日医工」 アリピプラゾール ６mg１錠 54.00

25 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠６mg「ニプロ」 アリピプラゾール ６mg１錠 54.00

26 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠６mg「明治」 アリピプラゾール ６mg１錠 54.00

27 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠６mg「ヨシトミ」 アリピプラゾール ６mg１錠 54.00

28 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠12mg「アメル」 アリピプラゾール 12mg１錠 102.60

29 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠12mg「オーハラ」 アリピプラゾール 12mg１錠 102.60

30 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠12mg「杏林」 アリピプラゾール 12mg１錠 102.60

31 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠12mg「ＪＧ」 アリピプラゾール 12mg１錠 102.60

32 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠12mg「タカタ」 アリピプラゾール 12mg１錠 102.60

33 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠12mg「武田テバ」 アリピプラゾール 12mg１錠 102.60

34 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠12mg「トーワ」 アリピプラゾール 12mg１錠 102.60

35 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠12mg「日医工」 アリピプラゾール 12mg１錠 102.60

36 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠12mg「ニプロ」 アリピプラゾール 12mg１錠 102.60

37 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠12mg「明治」 アリピプラゾール 12mg１錠 102.60

38 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠12mg「ヨシトミ」 アリピプラゾール 12mg１錠 102.60

Ｎｏ

薬価基準告示
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39 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠24mg「アメル」 アリピプラゾール 24mg１錠 195.00

40 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠24mg「オーハラ」 アリピプラゾール 24mg１錠 195.00

41 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠24mg「杏林」 アリピプラゾール 24mg１錠 195.00

42 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠24mg「ＪＧ」 アリピプラゾール 24mg１錠 195.00

43 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠24mg「タカタ」 アリピプラゾール 24mg１錠 195.00

44 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠24mg「武田テバ」 アリピプラゾール 24mg１錠 195.00

45 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠24mg「トーワ」 アリピプラゾール 24mg１錠 195.00

46 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠24mg「日医工」 アリピプラゾール 24mg１錠 195.00

47 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠24mg「ニプロ」 アリピプラゾール 24mg１錠 195.00

48 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠24mg「明治」 アリピプラゾール 24mg１錠 195.00

49 内用薬 アリピプラゾールＯＤ錠24mg「ヨシトミ」 アリピプラゾール 24mg１錠 195.00

50 内用薬 アリピプラゾール細粒１％「タカタ」 アリピプラゾール １％１ｇ 72.60

51 内用薬 アリピプラゾール散１％「アメル」 アリピプラゾール １％１ｇ 72.60

52 内用薬 アリピプラゾール散１％「オーハラ」 アリピプラゾール １％１ｇ 72.60

53 内用薬 アリピプラゾール散１％「トーワ」 アリピプラゾール １％１ｇ 72.60

54 内用薬 アリピプラゾール散１％「日医工」 アリピプラゾール １％１ｇ 72.60

55 内用薬 アリピプラゾール散１％「ニプロ」 アリピプラゾール １％１ｇ 72.60

56 内用薬 アリピプラゾール散１％「明治」 アリピプラゾール １％１ｇ 72.60

57 内用薬 アリピプラゾール散１％「ヨシトミ」 アリピプラゾール １％１ｇ 72.60

58 内用薬 アリピプラゾール錠３mg「アメル」 アリピプラゾール ３mg１錠 28.40

59 内用薬 アリピプラゾール錠３mg「オーハラ」 アリピプラゾール ３mg１錠 28.40

60 内用薬 アリピプラゾール錠３mg「サワイ」 アリピプラゾール ３mg１錠 28.40

61 内用薬 アリピプラゾール錠３mg「ＪＧ」 アリピプラゾール ３mg１錠 28.40

62 内用薬 アリピプラゾール錠３mg「タカタ」 アリピプラゾール ３mg１錠 28.40

63 内用薬 アリピプラゾール錠３mg「トーワ」 アリピプラゾール ３mg１錠 28.40

64 内用薬 アリピプラゾール錠３mg「日医工」 アリピプラゾール ３mg１錠 28.40

65 内用薬 アリピプラゾール錠３mg「ニプロ」 アリピプラゾール ３mg１錠 28.40

66 内用薬 アリピプラゾール錠３mg「明治」 アリピプラゾール ３mg１錠 28.40

67 内用薬 アリピプラゾール錠３mg「ヨシトミ」 アリピプラゾール ３mg１錠 28.40

68 内用薬 アリピプラゾール錠３mg「ＹＤ」 アリピプラゾール ３mg１錠 28.40

69 内用薬 アリピプラゾール錠６mg「アメル」 アリピプラゾール ６mg１錠 54.00

70 内用薬 アリピプラゾール錠６mg「オーハラ」 アリピプラゾール ６mg１錠 54.00

71 内用薬 アリピプラゾール錠６mg「サワイ」 アリピプラゾール ６mg１錠 54.00

72 内用薬 アリピプラゾール錠６mg「ＪＧ」 アリピプラゾール ６mg１錠 54.00

73 内用薬 アリピプラゾール錠６mg「タカタ」 アリピプラゾール ６mg１錠 54.00

74 内用薬 アリピプラゾール錠６mg「トーワ」 アリピプラゾール ６mg１錠 54.00

75 内用薬 アリピプラゾール錠６mg「日医工」 アリピプラゾール ６mg１錠 54.00

76 内用薬 アリピプラゾール錠６mg「ニプロ」 アリピプラゾール ６mg１錠 54.00

77 内用薬 アリピプラゾール錠６mg「明治」 アリピプラゾール ６mg１錠 54.00
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78 内用薬 アリピプラゾール錠６mg「ヨシトミ」 アリピプラゾール ６mg１錠 54.00

79 内用薬 アリピプラゾール錠６mg「ＹＤ」 アリピプラゾール ６mg１錠 54.00

80 内用薬 アリピプラゾール錠12mg「アメル」 アリピプラゾール 12mg１錠 102.60

81 内用薬 アリピプラゾール錠12mg「オーハラ」 アリピプラゾール 12mg１錠 102.60

82 内用薬 アリピプラゾール錠12mg「サワイ」 アリピプラゾール 12mg１錠 102.60

83 内用薬 アリピプラゾール錠12mg「ＪＧ」 アリピプラゾール 12mg１錠 102.60

84 内用薬 アリピプラゾール錠12mg「タカタ」 アリピプラゾール 12mg１錠 102.60

85 内用薬 アリピプラゾール錠12mg「トーワ」 アリピプラゾール 12mg１錠 102.60

86 内用薬 アリピプラゾール錠12mg「日医工」 アリピプラゾール 12mg１錠 102.60

87 内用薬 アリピプラゾール錠12mg「ニプロ」 アリピプラゾール 12mg１錠 102.60

88 内用薬 アリピプラゾール錠12mg「明治」 アリピプラゾール 12mg１錠 102.60

89 内用薬 アリピプラゾール錠12mg「ヨシトミ」 アリピプラゾール 12mg１錠 102.60

90 内用薬 アリピプラゾール錠12mg「ＹＤ」 アリピプラゾール 12mg１錠 102.60

91 内用薬 アリピプラゾール錠24mg「アメル」 アリピプラゾール 24mg１錠 195.00

92 内用薬 アリピプラゾール錠24mg「オーハラ」 アリピプラゾール 24mg１錠 195.00

93 内用薬 アリピプラゾール錠24mg「サワイ」 アリピプラゾール 24mg１錠 195.00

94 内用薬 アリピプラゾール錠24mg「トーワ」 アリピプラゾール 24mg１錠 195.00

95 内用薬 アリピプラゾール錠24mg「明治」 アリピプラゾール 24mg１錠 195.00

96 内用薬 アリピプラゾール錠24mg「ＹＤ」 アリピプラゾール 24mg１錠 195.00

97 内用薬 アリピプラゾール内用液分包３mg「武田テバ」 アリピプラゾール 0.1％３mL１包 106.70

98 内用薬 アリピプラゾール内用液分包３mg「ニプロ」 アリピプラゾール 0.1％３mL１包 106.70

99 内用薬 アリピプラゾール内用液分包３mg「明治」 アリピプラゾール 0.1％３mL１包 106.70

100 内用薬 アリピプラゾール内用液分包６mg「武田テバ」 アリピプラゾール 0.1％６mL１包 213.30

101 内用薬 アリピプラゾール内用液分包６mg「ニプロ」 アリピプラゾール 0.1％６mL１包 213.30

102 内用薬 アリピプラゾール内用液分包６mg「明治」 アリピプラゾール 0.1％６mL１包 213.30

103 内用薬 アリピプラゾール内用液分包12mg「武田テバ」 アリピプラゾール 0.1％12mL１包 426.60

104 内用薬 アリピプラゾール内用液分包12mg「ニプロ」 アリピプラゾール 0.1％12mL１包 426.60

105 内用薬 アリピプラゾール内用液分包12mg「明治」 アリピプラゾール 0.1％12mL１包 426.60

106 内用薬 アリピプラゾール内用液３mg分包「サワイ」 アリピプラゾール 0.1％３mL１包 106.70

107 内用薬 アリピプラゾール内用液３mg分包「タカタ」 アリピプラゾール 0.1％３mL１包 106.70

108 内用薬 アリピプラゾール内用液３mg分包「トーワ」 アリピプラゾール 0.1％３mL１包 106.70

109 内用薬 アリピプラゾール内用液６mg分包「サワイ」 アリピプラゾール 0.1％６mL１包 213.30

110 内用薬 アリピプラゾール内用液６mg分包「タカタ」 アリピプラゾール 0.1％６mL１包 213.30

111 内用薬 アリピプラゾール内用液６mg分包「トーワ」 アリピプラゾール 0.1％６mL１包 213.30

112 内用薬 アリピプラゾール内用液12mg分包「サワイ」 アリピプラゾール 0.1％12mL１包 426.60

113 内用薬 アリピプラゾール内用液12mg分包「タカタ」 アリピプラゾール 0.1％12mL１包 426.60

114 内用薬 アリピプラゾール内用液12mg分包「トーワ」 アリピプラゾール 0.1％12mL１包 426.60

115 内用薬 局 アロプリノール錠50mg「タナベ」 アロプリノール 50mg１錠 9.90

116 内用薬 局 アロプリノール錠100mg「タナベ」 アロプリノール 100mg１錠 17.00
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117 内用薬 局 イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」 イコサペント酸エチル 300mg１カプセル 16.00

118 内用薬 エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ20
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配
合剤

20mg１錠（テガフール相当
量）

279.60

119 内用薬 エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ25
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配
合剤

25mg１錠（テガフール相当
量）

372.50

120 内用薬 エトドラク錠100mg「日医工」 エトドラク 100mg１錠 8.00

121 内用薬 エトドラク錠200mg「日医工」 エトドラク 200mg１錠 11.40

122 内用薬 ＦＡＤ腸溶錠５mg「わかもと」 フラビンアデニンジヌクレオチド ５mg１錠 5.60

123 内用薬 ＦＡＤ腸溶錠10mg「わかもと」 フラビンアデニンジヌクレオチド 10mg１錠 5.60

124 内用薬 ＦＡＤ腸溶錠15mg「わかもと」 フラビンアデニンジヌクレオチド 15mg１錠 5.60

125 内用薬 エンテカビルＯＤ錠0.5mg「サワイ」 エンテカビル水和物 0.5mg１錠 363.10

126 内用薬 エンテカビル錠0.5mg「ＥＥ」 エンテカビル水和物 0.5mg１錠 363.10

127 内用薬 エンテカビル錠0.5mg「ＫＮ」 エンテカビル水和物 0.5mg１錠 363.10

128 内用薬 エンテカビル錠0.5mg「サンド」 エンテカビル水和物 0.5mg１錠 363.10

129 内用薬 エンテカビル錠0.5mg「ＪＧ」 エンテカビル水和物 0.5mg１錠 363.10

130 内用薬 エンテカビル錠0.5mg「ｃｍＸ」 エンテカビル水和物 0.5mg１錠 363.10

131 内用薬 エンテカビル錠0.5mg「タカタ」 エンテカビル水和物 0.5mg１錠 363.10

132 内用薬 エンテカビル錠0.5mg「武田テバ」 エンテカビル水和物 0.5mg１錠 363.10

133 内用薬 エンテカビル錠0.5mg「ＤＳＥＰ」 エンテカビル水和物 0.5mg１錠 363.10

134 内用薬 エンテカビル錠0.5mg「トーワ」 エンテカビル水和物 0.5mg１錠 363.10

135 内用薬 エンテカビル錠0.5mg「ファイザー」 エンテカビル水和物 0.5mg１錠 363.10

136 内用薬 エンテカビル錠0.5mg「ＹＤ」 エンテカビル水和物 0.5mg１錠 363.10

137 内用薬 オキシコドン錠2.5mg「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 2.5mg１錠 55.40

138 内用薬 オキシコドン錠５mg「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 ５mg１錠 101.80

139 内用薬 オキシコドン錠10mg「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 10mg１錠 187.20

140 内用薬 オキシコドン錠20mg「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 20mg１錠 344.60

141 内用薬 局 オメプラゾール錠10mg「ＭＥＤ」 オメプラゾール 10mg１錠 39.20

142 内用薬 局 オメプラゾール錠20mg「ＭＥＤ」 オメプラゾール 20mg１錠 65.60

143 内用薬 局 オメプラゾール腸溶錠10mg「武田テバ」 オメプラゾール 10mg１錠 31.80

144 内用薬 局 オメプラゾール腸溶錠20mg「武田テバ」 オメプラゾール 20mg１錠 49.30

145 内用薬 オルメサルタンＯＤ錠５mg「ＤＳＥＰ」 オルメサルタンメドキソミル ５mg１錠 15.60

146 内用薬 オルメサルタンＯＤ錠10mg「ＤＳＥＰ」 オルメサルタンメドキソミル 10mg１錠 29.60

147 内用薬 オルメサルタンＯＤ錠20mg「ＤＳＥＰ」 オルメサルタンメドキソミル 20mg１錠 56.40

148 内用薬 オルメサルタンＯＤ錠40mg「ＤＳＥＰ」 オルメサルタンメドキソミル 40mg１錠 84.60

149 内用薬 オルメテックＯＤ錠５mg オルメサルタンメドキソミル ５mg１錠 31.50

150 内用薬 局 カムシア配合錠ＨＤ「トーワ」
カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシ
ル酸塩

１錠 62.10

151 内用薬 局 カムシア配合錠ＬＤ「トーワ」
カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシ
ル酸塩

１錠 62.10

152 内用薬 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠30mg「トーワ」 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 30mg１錠 5.60

153 内用薬 ガンマオリザノール錠50mg「トーワ」 ガンマオリザノール 50mg１錠 5.60

154 内用薬 クレマスチン錠１mg「日医工」 クレマスチンフマル酸塩 １mg１錠 5.00

155 内用薬 クレマスチンシロップ0.01％「日医工」 クレマスチンフマル酸塩 0.01％10mL 16.30
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156 内用薬 クレマスチンドライシロップ0.1％「日医工」 クレマスチンフマル酸塩 0.1％１ｇ 9.40

157 内用薬 ケトチフェンシロップ0.02％「日医工」 ケトチフェンフマル酸塩 0.02％１mL 19.80

158 内用薬 局 ザルトプロフェン錠80mg「トーワ」 ザルトプロフェン 80mg１錠 9.90

159 内用薬 ジエノゲストＯＤ錠１mg「ＫＮ」 ジエノゲスト １mg１錠 198.10

160 内用薬 ジエノゲストＯＤ錠１mg「モチダ」 ジエノゲスト １mg１錠 198.10

161 内用薬 ジエノゲスト錠１mg「ＳＵＮ」 ジエノゲスト １mg１錠 198.10

162 内用薬 ジエノゲスト錠１mg「Ｆ」 ジエノゲスト １mg１錠 198.10

163 内用薬 ジエノゲスト錠１mg「ＭＹＬ」 ジエノゲスト １mg１錠 198.10

164 内用薬 ジエノゲスト錠１mg「キッセイ」 ジエノゲスト １mg１錠 198.10

165 内用薬 ジエノゲスト錠１mg「ＫＮ」 ジエノゲスト １mg１錠 198.10

166 内用薬 ジエノゲスト錠１mg「サワイ」 ジエノゲスト １mg１錠 198.10

167 内用薬 ジエノゲスト錠１mg「ＪＧ」 ジエノゲスト １mg１錠 198.10

168 内用薬 ジエノゲスト錠１mg「トーワ」 ジエノゲスト １mg１錠 198.10

169 内用薬 ジエノゲスト錠１mg「ニプロ」 ジエノゲスト １mg１錠 198.10

170 内用薬 ジエノゲスト錠１mg「モチダ」 ジエノゲスト １mg１錠 198.10

171 内用薬 ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」 ジフェニドール塩酸塩 25mg１錠 5.60

172 内用薬 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーワ」 硝酸イソソルビド 20mg１錠 5.80

173 内用薬 スルトプリド塩酸塩錠50mg「ヨシトミ」 スルトプリド塩酸塩 50mg１錠 5.60

174 内用薬 スルトプリド塩酸塩錠100mg「ヨシトミ」 スルトプリド塩酸塩 100mg１錠 7.90

175 内用薬 局 セフジトレンピボキシル錠100mg「ＯＫ」 セフジトレン　ピボキシル 100mg１錠 35.30

176 内用薬 局 セフジニルカプセル50mg「トーワ」 セフジニル 50mg１カプセル 32.40

177 内用薬 局 セフジニルカプセル100mg「トーワ」 セフジニル 100mg１カプセル 35.70

178 内用薬 局 セフジニル細粒小児用10％「トーワ」 セフジニル 100mg１ｇ 64.70

179 内用薬 テラムロ配合錠ＡＰ「ＥＥ」 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 58.70

180 内用薬 テラムロ配合錠ＡＰ「サワイ」 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 58.70

181 内用薬 テラムロ配合錠ＡＰ「武田テバ」 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 58.70

182 内用薬 テラムロ配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 58.70

183 内用薬 テラムロ配合錠ＡＰ「トーワ」 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 58.70

184 内用薬 テラムロ配合錠ＡＰ「日医工」 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 58.70

185 内用薬 テラムロ配合錠ＡＰ「ニプロ」 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 58.70

186 内用薬 テラムロ配合錠ＢＰ「ＥＥ」 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 89.10

187 内用薬 テラムロ配合錠ＢＰ「サワイ」 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 89.10

188 内用薬 テラムロ配合錠ＢＰ「武田テバ」 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 89.10

189 内用薬 テラムロ配合錠ＢＰ「ＤＳＥＰ」 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 89.10

190 内用薬 テラムロ配合錠ＢＰ「トーワ」 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 89.10

191 内用薬 テラムロ配合錠ＢＰ「日医工」 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 89.10

192 内用薬 テラムロ配合錠ＢＰ「ニプロ」 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 １錠 89.10

193 内用薬 テルチア配合錠ＡＰ「サワイ」 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 61.20

194 内用薬 テルチア配合錠ＡＰ「武田テバ」 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 61.20
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195 内用薬 テルチア配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 61.20

196 内用薬 テルチア配合錠ＡＰ「トーワ」 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 61.20

197 内用薬 テルチア配合錠ＡＰ「日医工」 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 61.20

198 内用薬 テルチア配合錠ＢＰ「サワイ」 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 89.50

199 内用薬 テルチア配合錠ＢＰ「武田テバ」 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 89.50

200 内用薬 テルチア配合錠ＢＰ「ＤＳＥＰ」 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 89.50

201 内用薬 テルチア配合錠ＢＰ「トーワ」 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 89.50

202 内用薬 テルチア配合錠ＢＰ「日医工」 テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド １錠 89.50

203 内用薬 テルミサルタンＯＤ錠20mg「サワイ」 テルミサルタン 20mg１錠 24.40

204 内用薬 テルミサルタンＯＤ錠20mg「トーワ」 テルミサルタン 20mg１錠 24.40

205 内用薬 テルミサルタンＯＤ錠40mg「サワイ」 テルミサルタン 40mg１錠 46.00

206 内用薬 テルミサルタンＯＤ錠40mg「トーワ」 テルミサルタン 40mg１錠 46.00

207 内用薬 局 テルミサルタン錠20mg「ＥＥ」 テルミサルタン 20mg１錠 24.40

208 内用薬 局 テルミサルタン錠20mg「ＮＰＩ」 テルミサルタン 20mg１錠 24.40

209 内用薬 局 テルミサルタン錠20mg「ＦＦＰ」 テルミサルタン 20mg１錠 24.40

210 内用薬 局 テルミサルタン錠20mg「オーハラ」 テルミサルタン 20mg１錠 24.40

211 内用薬 局 テルミサルタン錠20mg「杏林」 テルミサルタン 20mg１錠 24.40

212 内用薬 局 テルミサルタン錠20mg「ＫＮ」 テルミサルタン 20mg１錠 24.40

213 内用薬 局 テルミサルタン錠20mg「ケミファ」 テルミサルタン 20mg１錠 24.40

214 内用薬 局 テルミサルタン錠20mg「サワイ」 テルミサルタン 20mg１錠 24.40

215 内用薬 局 テルミサルタン錠20mg「サンド」 テルミサルタン 20mg１錠 24.40

216 内用薬 局 テルミサルタン錠20mg「三和」 テルミサルタン 20mg１錠 24.40

217 内用薬 局 テルミサルタン錠20mg「ＪＧ」 テルミサルタン 20mg１錠 24.40

218 内用薬 局 テルミサルタン錠20mg「武田テバ」 テルミサルタン 20mg１錠 24.40

219 内用薬 局 テルミサルタン錠20mg「タナベ」 テルミサルタン 20mg１錠 24.40

220 内用薬 局 テルミサルタン錠20mg「ツルハラ」 テルミサルタン 20mg１錠 24.40

221 内用薬 局 テルミサルタン錠20mg「ＤＳＥＰ」 テルミサルタン 20mg１錠 24.40

222 内用薬 局 テルミサルタン錠20mg「ＴＣＫ」 テルミサルタン 20mg１錠 24.40

223 内用薬 局 テルミサルタン錠20mg「トーワ」 テルミサルタン 20mg１錠 24.40

224 内用薬 局 テルミサルタン錠20mg「日医工」 テルミサルタン 20mg１錠 24.40

225 内用薬 局 テルミサルタン錠20mg「ニプロ」 テルミサルタン 20mg１錠 24.40

226 内用薬 局 テルミサルタン錠20mg「ファイザー」 テルミサルタン 20mg１錠 24.40

227 内用薬 局 テルミサルタン錠20mg「明治」 テルミサルタン 20mg１錠 24.40

228 内用薬 局 テルミサルタン錠20mg「ＹＤ」 テルミサルタン 20mg１錠 24.40

229 内用薬 局 テルミサルタン錠40mg「ＥＥ」 テルミサルタン 40mg１錠 46.00

230 内用薬 局 テルミサルタン錠40mg「ＮＰＩ」 テルミサルタン 40mg１錠 46.00

231 内用薬 局 テルミサルタン錠40mg「ＦＦＰ」 テルミサルタン 40mg１錠 46.00

232 内用薬 局 テルミサルタン錠40mg「オーハラ」 テルミサルタン 40mg１錠 46.00

233 内用薬 局 テルミサルタン錠40mg「杏林」 テルミサルタン 40mg１錠 46.00
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234 内用薬 局 テルミサルタン錠40mg「ＫＮ」 テルミサルタン 40mg１錠 46.00

235 内用薬 局 テルミサルタン錠40mg「ケミファ」 テルミサルタン 40mg１錠 46.00

236 内用薬 局 テルミサルタン錠40mg「サワイ」 テルミサルタン 40mg１錠 46.00

237 内用薬 局 テルミサルタン錠40mg「サンド」 テルミサルタン 40mg１錠 46.00

238 内用薬 局 テルミサルタン錠40mg「三和」 テルミサルタン 40mg１錠 46.00

239 内用薬 局 テルミサルタン錠40mg「ＪＧ」 テルミサルタン 40mg１錠 46.00

240 内用薬 局 テルミサルタン錠40mg「武田テバ」 テルミサルタン 40mg１錠 46.00

241 内用薬 局 テルミサルタン錠40mg「タナベ」 テルミサルタン 40mg１錠 46.00

242 内用薬 局 テルミサルタン錠40mg「ツルハラ」 テルミサルタン 40mg１錠 46.00

243 内用薬 局 テルミサルタン錠40mg「ＤＳＥＰ」 テルミサルタン 40mg１錠 46.00

244 内用薬 局 テルミサルタン錠40mg「ＴＣＫ」 テルミサルタン 40mg１錠 46.00

245 内用薬 局 テルミサルタン錠40mg「トーワ」 テルミサルタン 40mg１錠 46.00

246 内用薬 局 テルミサルタン錠40mg「日医工」 テルミサルタン 40mg１錠 46.00

247 内用薬 局 テルミサルタン錠40mg「ニプロ」 テルミサルタン 40mg１錠 46.00

248 内用薬 局 テルミサルタン錠40mg「ファイザー」 テルミサルタン 40mg１錠 46.00

249 内用薬 局 テルミサルタン錠40mg「明治」 テルミサルタン 40mg１錠 46.00

250 内用薬 局 テルミサルタン錠40mg「ＹＤ」 テルミサルタン 40mg１錠 46.00

251 内用薬 局 テルミサルタン錠80mg「ＥＥ」 テルミサルタン 80mg１錠 69.00

252 内用薬 局 テルミサルタン錠80mg「ＮＰＩ」 テルミサルタン 80mg１錠 69.00

253 内用薬 局 テルミサルタン錠80mg「ＦＦＰ」 テルミサルタン 80mg１錠 69.00

254 内用薬 局 テルミサルタン錠80mg「オーハラ」 テルミサルタン 80mg１錠 69.00

255 内用薬 局 テルミサルタン錠80mg「杏林」 テルミサルタン 80mg１錠 69.00

256 内用薬 局 テルミサルタン錠80mg「ＫＮ」 テルミサルタン 80mg１錠 69.00

257 内用薬 局 テルミサルタン錠80mg「ケミファ」 テルミサルタン 80mg１錠 69.00

258 内用薬 局 テルミサルタン錠80mg「サワイ」 テルミサルタン 80mg１錠 69.00

259 内用薬 局 テルミサルタン錠80mg「サンド」 テルミサルタン 80mg１錠 69.00

260 内用薬 局 テルミサルタン錠80mg「三和」 テルミサルタン 80mg１錠 69.00

261 内用薬 局 テルミサルタン錠80mg「ＪＧ」 テルミサルタン 80mg１錠 69.00

262 内用薬 局 テルミサルタン錠80mg「武田テバ」 テルミサルタン 80mg１錠 69.00

263 内用薬 局 テルミサルタン錠80mg「タナベ」 テルミサルタン 80mg１錠 69.00

264 内用薬 局 テルミサルタン錠80mg「ツルハラ」 テルミサルタン 80mg１錠 69.00

265 内用薬 局 テルミサルタン錠80mg「ＤＳＥＰ」 テルミサルタン 80mg１錠 69.00

266 内用薬 局 テルミサルタン錠80mg「ＴＣＫ」 テルミサルタン 80mg１錠 69.00

267 内用薬 局 テルミサルタン錠80mg「トーワ」 テルミサルタン 80mg１錠 69.00

268 内用薬 局 テルミサルタン錠80mg「日医工」 テルミサルタン 80mg１錠 69.00

269 内用薬 局 テルミサルタン錠80mg「ニプロ」 テルミサルタン 80mg１錠 69.00

270 内用薬 局 テルミサルタン錠80mg「ファイザー」 テルミサルタン 80mg１錠 69.00

271 内用薬 局 テルミサルタン錠80mg「明治」 テルミサルタン 80mg１錠 69.00

272 内用薬 局 テルミサルタン錠80mg「ＹＤ」 テルミサルタン 80mg１錠 69.00
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273 内用薬 トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」 トコフェロール酢酸エステル 50mg１錠 5.60

274 内用薬
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg
「トーワ」

トコフェロールニコチン酸エステル 100mg１カプセル 5.40

275 内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠３mg「クニヒロ」 ドネペジル塩酸塩 ３mg１錠 85.50

276 内用薬 局 ドネペジル塩酸塩錠５mg「クニヒロ」 ドネペジル塩酸塩 ５mg１錠 125.70

277 内用薬 ニコランジル錠2.5mg「トーワ」 ニコランジル 2.5mg１錠 5.60

278 内用薬 ニコランジル錠５mg「トーワ」 ニコランジル ５mg１錠 6.60

279 内用薬 局 ニザチジンカプセル75mg「トーワ」 ニザチジン 75mg１カプセル 15.20

280 内用薬 局 ニザチジンカプセル150mg「トーワ」 ニザチジン 150mg１カプセル 23.10

281 内用薬 局 ハロペリドール細粒１％「ヨシトミ」 ハロペリドール １％１ｇ 14.10

282 内用薬 局 ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」 ハロペリドール 0.75mg１錠 5.90

283 内用薬 局 ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」 ハロペリドール 1.5mg１錠 6.00

284 内用薬 局 ハロペリドール錠２mg「ヨシトミ」 ハロペリドール ２mg１錠 6.10

285 内用薬 局 ハロペリドール錠３mg「ヨシトミ」 ハロペリドール ３mg１錠 6.30

286 内用薬 ピタバスタチンカルシウムＯＤ錠４mg「日医工」 ピタバスタチンカルシウム ４mg１錠 90.90

287 内用薬 局 フロセミド錠10mg「ＳＮ」 フロセミド 10mg１錠 6.00

288 内用薬 局 フロセミド錠10mg「武田テバ」 フロセミド 10mg１錠 6.00

289 内用薬 局 ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 ブロチゾラム 0.25mg１錠 9.90

290 内用薬 局 プロピベリン塩酸塩錠10mg「ＭＥＤ」 プロピベリン塩酸塩 10mg１錠 35.60

291 内用薬 局 プロピベリン塩酸塩錠10mg「トーワ」 プロピベリン塩酸塩 10mg１錠 35.60

292 内用薬 局 プロピベリン塩酸塩錠20mg「ＭＥＤ」 プロピベリン塩酸塩 20mg１錠 61.30

293 内用薬 局 プロピベリン塩酸塩錠20mg「トーワ」 プロピベリン塩酸塩 20mg１錠 45.80

294 内用薬 局 プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 プロプラノロール塩酸塩 10mg１錠 6.30

295 内用薬 ブロムヘキシン塩酸塩錠４mg「トーワ」 ブロムヘキシン塩酸塩 ４mg１錠 5.00

296 内用薬 ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08％「トーワ」 ブロムヘキシン塩酸塩 0.08％１mL 1.10

297 内用薬 ベタキソロール塩酸塩錠５mg「トーワ」 ベタキソロール塩酸塩 ５mg１錠 25.00

298 内用薬 ベタキソロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 ベタキソロール塩酸塩 10mg１錠 45.30

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

300 内用薬 局 ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「ＪＤ」 ベタヒスチンメシル酸塩 12mg１錠 6.30

301 内用薬 局 ペミロラストＫ錠５mg「トーワ」 ペミロラストカリウム ５mg１錠 19.10

302 内用薬 局 ペミロラストＫ錠10mg「トーワ」 ペミロラストカリウム 10mg１錠 37.10

303 内用薬 局 ベラプロストナトリウム錠20μg「日医工」 ベラプロストナトリウム 20μg１錠 21.60

304 内用薬 局 ベラプロストナトリウム錠40μg「日医工」 ベラプロストナトリウム 40μg１錠 48.10

305 内用薬 ホスレノールＯＤ錠250mg 炭酸ランタン水和物 250mg１錠 169.70

306 内用薬 ホスレノールＯＤ錠500mg 炭酸ランタン水和物 500mg１錠 249.00

307 内用薬 ホリナート錠25mg「ＮＫ」 ホリナートカルシウム 25mg１錠 925.60

308 内用薬 ホリナート錠25mg「オーハラ」 ホリナートカルシウム 25mg１錠 925.60

309 内用薬 ホリナート錠25mg「ＫＣＣ」 ホリナートカルシウム 25mg１錠 925.60

310 内用薬 ホリナート錠25mg「サワイ」 ホリナートカルシウム 25mg１錠 925.60

311 内用薬 ホリナート錠25mg「ＪＧ」 ホリナートカルシウム 25mg１錠 925.60
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312 内用薬 ホリナート錠25mg「武田テバ」 ホリナートカルシウム 25mg１錠 925.60

313 内用薬 ホリナート錠25mg「ＤＳＥＰ」 ホリナートカルシウム 25mg１錠 925.60

314 内用薬 ホリナート錠25mg「トーワ」 ホリナートカルシウム 25mg１錠 925.60

315 内用薬 局 マニジピン塩酸塩錠５mg「トーワ」 マニジピン塩酸塩 ５mg１錠 9.90

316 内用薬 局 マニジピン塩酸塩錠10mg「トーワ」 マニジピン塩酸塩 10mg１錠 12.90

317 内用薬 局 マニジピン塩酸塩錠20mg「トーワ」 マニジピン塩酸塩 20mg１錠 23.20

318 内用薬 ミグリトールＯＤ錠25mg「サワイ」 ミグリトール 25mg１錠 11.90

319 内用薬 ミグリトールＯＤ錠50mg「サワイ」 ミグリトール 50mg１錠 21.10

320 内用薬 ミグリトールＯＤ錠75mg「サワイ」 ミグリトール 75mg１錠 26.70

321 内用薬 ミグリトール錠25mg「トーワ」 ミグリトール 25mg１錠 11.90

322 内用薬 ミグリトール錠50mg「トーワ」 ミグリトール 50mg１錠 21.10

323 内用薬 ミグリトール錠75mg「トーワ」 ミグリトール 75mg１錠 26.70

324 内用薬 ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 ミノサイクリン塩酸塩 100mg１カプセル 26.80

325 内用薬 局 ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」 ミノサイクリン塩酸塩 50mg１錠 14.80

326 内用薬 局 メキタジン錠３mg「トーワ」 メキタジン ３mg１錠 5.60

327 内用薬 メサラジン腸溶錠400mg「Ｆ」 メサラジン 400mg１錠 44.60

328 内用薬 メサラジン腸溶錠400mg「ＫＮ」 メサラジン 400mg１錠 44.60

329 内用薬
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「トー
ワ」

メドロキシプロゲステロン酢酸エステル 2.5mg１錠 8.70

330 内用薬 モンテルカストＯＤ錠５mg「サワイ」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 61.40

331 内用薬 モンテルカストＯＤ錠５mg「トーワ」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 61.40

332 内用薬 モンテルカストＯＤ錠10mg「サワイ」 モンテルカストナトリウム 10mg１錠 81.40

333 内用薬 モンテルカストＯＤ錠10mg「トーワ」 モンテルカストナトリウム 10mg１錠 81.40

334 内用薬 モンテルカスト細粒４mg「科研」 モンテルカストナトリウム ４mg１包 77.80

335 内用薬 モンテルカスト細粒４mg「ケミファ」 モンテルカストナトリウム ４mg１包 77.80

336 内用薬 モンテルカスト細粒４mg「サワイ」 モンテルカストナトリウム ４mg１包 77.80

337 内用薬 モンテルカスト細粒４mg「サンド」 モンテルカストナトリウム ４mg１包 77.80

338 内用薬 モンテルカスト細粒４mg「ＪＧ」 モンテルカストナトリウム ４mg１包 77.80

339 内用薬 モンテルカスト細粒４mg「ゼリア」 モンテルカストナトリウム ４mg１包 77.80

340 内用薬 モンテルカスト細粒４mg「タカタ」 モンテルカストナトリウム ４mg１包 77.80

341 内用薬 モンテルカスト細粒４mg「武田テバ」 モンテルカストナトリウム ４mg１包 77.80

342 内用薬 モンテルカスト細粒４mg「タナベ」 モンテルカストナトリウム ４mg１包 77.80

343 内用薬 モンテルカスト細粒４mg「ツルハラ」 モンテルカストナトリウム ４mg１包 77.80

344 内用薬 モンテルカスト細粒４mg「ＤＳＥＰ」 モンテルカストナトリウム ４mg１包 77.80

345 内用薬 モンテルカスト細粒４mg「トーワ」 モンテルカストナトリウム ４mg１包 77.80

346 内用薬 モンテルカスト細粒４mg「日医工」 モンテルカストナトリウム ４mg１包 77.80

347 内用薬 モンテルカスト細粒４mg「日新」 モンテルカストナトリウム ４mg１包 77.80

348 内用薬 モンテルカスト細粒４mg「ニプロ」 モンテルカストナトリウム ４mg１包 77.80

349 内用薬 モンテルカスト細粒４mg「ファイザー」 モンテルカストナトリウム ４mg１包 77.80

350 内用薬 モンテルカスト細粒４mg「明治」 モンテルカストナトリウム ４mg１包 77.80
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351 内用薬 モンテルカスト細粒４mg「ＹＤ」 モンテルカストナトリウム ４mg１包 77.80

352 内用薬 局 モンテルカスト錠５mg「ＪＧ」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 61.40

353 内用薬 局 モンテルカスト錠５mg「ツルハラ」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 61.40

354 内用薬 局 モンテルカスト錠10mg「ＪＧ」 モンテルカストナトリウム 10mg１錠 81.40

355 内用薬 局 モンテルカスト錠10mg「ツルハラ」 モンテルカストナトリウム 10mg１錠 81.40

356 内用薬 局 モンテルカストチュアブル錠５mg「アスペン」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 76.30

357 内用薬 局 モンテルカストチュアブル錠５mg「ＥＥ」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 76.30

358 内用薬 局 モンテルカストチュアブル錠５mg「ＡＡ」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 76.30

359 内用薬 局 モンテルカストチュアブル錠５mg「ＳＮ」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 76.30

360 内用薬 局 モンテルカストチュアブル錠５mg「オーハラ」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 76.30

361 内用薬 局 モンテルカストチュアブル錠５mg「科研」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 76.30

362 内用薬 局 モンテルカストチュアブル錠５mg「ＫＮ」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 76.30

363 内用薬 局 モンテルカストチュアブル錠５mg「ケミファ」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 76.30

364 内用薬 局 モンテルカストチュアブル錠５mg「サワイ」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 76.30

365 内用薬 局 モンテルカストチュアブル錠５mg「サンド」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 76.30

366 内用薬 局 モンテルカストチュアブル錠５mg「三和」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 76.30

367 内用薬 局 モンテルカストチュアブル錠５mg「ＪＧ」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 76.30

368 内用薬 局 モンテルカストチュアブル錠５mg「ゼリア」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 76.30

369 内用薬 局 モンテルカストチュアブル錠５mg「タカタ」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 76.30

370 内用薬 局 モンテルカストチュアブル錠５mg「武田テバ」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 76.30

371 内用薬 局 モンテルカストチュアブル錠５mg「タナベ」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 76.30

372 内用薬 局 モンテルカストチュアブル錠５mg「ＤＳＥＰ」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 76.30

373 内用薬 局 モンテルカストチュアブル錠５mg「ＴＣＫ」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 76.30

374 内用薬 局 モンテルカストチュアブル錠５mg「トーワ」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 76.30

375 内用薬 局 モンテルカストチュアブル錠５mg「日医工」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 76.30

376 内用薬 局 モンテルカストチュアブル錠５mg「ニプロ」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 76.30

377 内用薬 局 モンテルカストチュアブル錠５mg「ファイザー」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 76.30

378 内用薬 局 モンテルカストチュアブル錠５mg「明治」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 76.30

379 内用薬 局 モンテルカストチュアブル錠５mg「ＹＤ」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 76.30

380 内用薬 局 モンテルカストナトリウム錠５mg「日本臓器」 モンテルカストナトリウム ５mg１錠 61.40

381 内用薬 局 モンテルカストナトリウム錠10mg「日本臓器」 モンテルカストナトリウム 10mg１錠 81.40

382 内用薬 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」 ラロキシフェン塩酸塩 60mg１錠 61.00

383 内用薬 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新」 ラロキシフェン塩酸塩 60mg１錠 61.00

384 内用薬 リザトリプタンＯＤ錠10mg「アメル」 リザトリプタン安息香酸塩 10mg１錠 382.20

385 内用薬 リザトリプタンＯＤ錠10mg「ＴＣＫ」 リザトリプタン安息香酸塩 10mg１錠 382.20

386 内用薬 リザトリプタンＯＤ錠10mg「トーワ」 リザトリプタン安息香酸塩 10mg１錠 382.20

387 内用薬 リザトリプタンＯＤ錠10mg「ファイザー」 リザトリプタン安息香酸塩 10mg１錠 382.20

388 内用薬 リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」 リボフラビン酪酸エステル 20mg１錠 5.40

389 内用薬 局 レバミピド錠100mg「オーツカ」 レバミピド 100mg１錠 9.90
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390 内用薬 ロキシスロマイシン錠150mg「トーワ」 ロキシスロマイシン 150mg１錠 36.00

391 内用薬 ロキソプロフェンＮａ細粒10％「ＴＣＫ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 10％１ｇ 12.70

392 内用薬 局 ロキソプロフェンＮａ錠60mg「ＮＰＩ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 60mg１錠 7.80

393 内用薬 局 ロキソプロフェンＮａ錠60mg「ＴＣＫ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 60mg１錠 7.80

394 内用薬 ロスバスタチン錠2.5mg「ＤＳＥＰ」 ロスバスタチンカルシウム 2.5mg１錠 31.60

395 内用薬 ロスバスタチン錠５mg「ＤＳＥＰ」 ロスバスタチンカルシウム ５mg１錠 60.70

396 注射薬 アクチット輸液 酢酸維持液 200mL１袋 163

397 注射薬 アクチット輸液 酢酸維持液 500mL１袋 199

398 注射薬 アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「ＨＫ」 アレンドロン酸ナトリウム水和物 900μg100mL１袋 2,131

399 注射薬 アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「ＤＫ」 アレンドロン酸ナトリウム水和物 900μg100mL１袋 2,131

400 注射薬 ヴィーンＦ輸液 酢酸リンゲル 500mL１袋 145

401 注射薬 ヴィーンＤ輸液 ブドウ糖加酢酸リンゲル 200mL１袋 163

402 注射薬 ヴィーンＤ輸液 ブドウ糖加酢酸リンゲル 500mL１袋 193

403 注射薬 ヴィーン３Ｇ輸液 酢酸維持液（ブドウ糖加） 200mL１袋 138

404 注射薬 ヴィーン３Ｇ輸液 酢酸維持液（ブドウ糖加） 500mL１袋 173

405 注射薬 局 オザグレルＮａ点滴静注液20mg「トーワ」 オザグレルナトリウム 20mg１mL１管 399

406 注射薬 局 オザグレルＮａ点滴静注液80mg「トーワ」 オザグレルナトリウム 80mg４mL１管 1,042

407 注射薬 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ静注100mg「トーワ」 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 0.5％20mL１管 56

408 注射薬 ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」 ジルチアゼム塩酸塩 10mg１管 138

409 注射薬 ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」 ジルチアゼム塩酸塩 50mg１管 430

410 注射薬 ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「日医工」 ナファモスタットメシル酸塩 100mg１瓶 1,064

411 注射薬 局 ハロペリドール注５mg「ヨシトミ」 ハロペリドール 0.5％１mL１管 56

412 注射薬 局 ヒアルロン酸Ｎａ関節注25mgシリンジ「トーワ」 ヒアルロン酸ナトリウム １％2.5mL１筒 571

413 注射薬 局 ヒアルロン酸Ｎａ関節注25mg「トーワ」 ヒアルロン酸ナトリウム １％2.5mL１管 401

414 注射薬 フルスルチアミン静注液50mg「日医工」 フルスルチアミン塩酸塩 50mg20mL１管 56

415 注射薬 リネゾリド注射液600mg「サワイ」 リネゾリド 600mg300mL１袋 9,260

416 注射薬 ロクロニウム臭化物静注液25mg／2.5mL「Ｆ」 ロクロニウム臭化物 25mg2.5mL１瓶 244

417 注射薬 ロクロニウム臭化物静注液25mg／2.5mL「マルイシ」 ロクロニウム臭化物 25mg2.5mL１瓶 244

418 注射薬 ロクロニウム臭化物静注液50mg／5.0mL「Ｆ」 ロクロニウム臭化物 50mg５mL１瓶 437

419 注射薬 ロクロニウム臭化物静注液50mg／5.0mL「マルイシ」 ロクロニウム臭化物 50mg５mL１瓶 437

420 外用薬 オフロキサシン耳科用液0.3％「ＣＥＯ」 オフロキサシン ３mg１mL 76.40

421 外用薬 クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「わかもと」 クロモグリク酸ナトリウム 100mg５mL１瓶 381.00

422 外用薬 ケトプロフェンテープ20mg「トーワ」 ケトプロフェン ７cm×10cm１枚 12.10

423 外用薬 ケトプロフェンテープ40mg「トーワ」 ケトプロフェン 10cm×14cm１枚 16.80

424 外用薬 シアノコバラミン点眼液0.02％「杏林」 シアノコバラミン 0.02％５mL１瓶 84.80

425 外用薬 局 ツロブテロールテープ0.5mg「トーワ」 ツロブテロール 0.5mg１枚 24.90

426 外用薬 局 ツロブテロールテープ１mg「トーワ」 ツロブテロール １mg１枚 34.90

427 外用薬 局 ツロブテロールテープ２mg「トーワ」 ツロブテロール ２mg１枚 45.40

428 外用薬 ノルフロキサシン点眼液0.3％「わかもと」 ノルフロキサシン 0.3％１mL 63.70
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429 外用薬 フルオロメトロン点眼液0.02％「わかもと」 フルオロメトロン 0.02％１mL 17.60

430 外用薬 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12％「トーワ」 ベタメタゾン吉草酸エステル 0.12％１ｇ 9.20

431 外用薬 ヘパリン類似物質ゲル0.3％「トーワ」 ヘパリン類似物質 １ｇ 6.40

432 外用薬 ラタチモ配合点眼液「センジュ」 ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩 １mL 570.70

433 外用薬 ラタチモ配合点眼液「ニッテン」 ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩 １mL 570.70

434 外用薬 ラタチモ配合点眼液「ニットー」 ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩 １mL 570.70

435 外用薬 リドカインテープ18mg「ＹＰ」 リドカイン （18mg）30.5mm×50.0mm１枚 33.80

436 外用薬 ロキソプロフェンＮａテープ50mg「ＱＱ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ７cm×10cm１枚 14.70

437 外用薬 ロキソプロフェンＮａテープ100mg「ＱＱ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 10cm×14cm１枚 22.70

438 外用薬 ロキソプロフェンＮａパップ100mg「ＱＱ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 10cm×14cm１枚 22.70
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（参考２）

別表第３

薬価基準名 成分名 規格単位

1 注射薬 フルデオキシグルコース（18Ｆ）静注「ＦＲＩ」 フルデオキシグルコース（18Ｆ） 10ＭＢｑ

Ｎｏ

掲示事項等告示
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（参考３）

別表第５（平成30年３月31日まで）

薬価基準名 成分名 規格単位

1 内用薬 アシビル内服ゼリー200mg アシクロビル 200mg１包

2 内用薬 アシビル内服ゼリー800mg アシクロビル 800mg１包

3 内用薬 局 アロシトール錠50mg アロプリノール 50mg１錠

4 内用薬 局 アロシトール錠100mg アロプリノール 100mg１錠

5 内用薬 インベスタン錠１mg クレマスチンフマル酸塩 １mg１錠

6 内用薬 インベスタンシロップ0.01％ クレマスチンフマル酸塩 0.01％10mL

7 内用薬 インベスタンドライシロップ（0.1％） クレマスチンフマル酸塩 0.1％１ｇ

8 内用薬 塩酸ミノサイクリンカプセル100「日医工」 ミノサイクリン塩酸塩 100mg１カプセル

9 内用薬 局 塩酸ミノサイクリン錠50「日医工」 ミノサイクリン塩酸塩 50mg１錠

10 内用薬 局 オキミナス錠60mg ロキソプロフェンナトリウム水和物 60mg１錠

11 内用薬 オスペイン錠100mg エトドラク 100mg１錠

12 内用薬 オスペイン錠200 エトドラク 200mg１錠

13 内用薬 オダノン錠30mg カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 30mg１錠

14 内用薬 局 オブランゼ錠10 オメプラゾール 10mg１錠

15 内用薬 局 オブランゼ錠20 オメプラゾール 20mg１錠

16 内用薬 局 オメプロトン錠10mg オメプラゾール 10mg１錠

17 内用薬 局 オメプロトン錠20mg オメプラゾール 20mg１錠

18 内用薬 オルル錠50 ガンマオリザノール 50mg１錠

19 内用薬 局 グッドミン錠0.25mg ブロチゾラム 0.25mg１錠

20 内用薬 ケフナン錠５mg ベタキソロール塩酸塩 ５mg１錠

21 内用薬 ケフナン錠10mg ベタキソロール塩酸塩 10mg１錠

22 内用薬 ジアセラＬ錠20mg 硝酸イソソルビド 20mg１錠

23 内用薬 ジキリオンシロップ0.02％ ケトチフェンフマル酸塩 0.02％１mL

24 内用薬 シスレコンカプセル300 イコサペント酸エチル 300mg１カプセル

25 内用薬 局 ジムロスト錠５mg マニジピン塩酸塩 ５mg１錠

26 内用薬 局 ジムロスト錠10mg マニジピン塩酸塩 10mg１錠

27 内用薬 局 ジムロスト錠20mg マニジピン塩酸塩 20mg１錠

28 内用薬 局 セフニールカプセル50mg セフジニル 50mg１カプセル

29 内用薬 局 セフニールカプセル100mg セフジニル 100mg１カプセル

30 内用薬 局 セフニール細粒小児用10％ セフジニル 100mg１ｇ

31 内用薬 局 ソラシロール錠10mg プロプラノロール塩酸塩 10mg１錠

32 内用薬 トスペラール錠25mg ジフェニドール塩酸塩 25mg１錠

33 内用薬 ニコランマート錠2.5mg ニコランジル 2.5mg１錠

34 内用薬 ニコランマート錠５mg ニコランジル ５mg１錠

Ｎｏ

掲示事項等告示
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薬価基準名 成分名 規格単位Ｎｏ

35 内用薬 局 ニザノンカプセル75 ニザチジン 75mg１カプセル

36 内用薬 局 ニザノンカプセル150 ニザチジン 150mg１カプセル

37 内用薬 局 ノーラガード錠10mg プロピベリン塩酸塩 10mg１錠

38 内用薬 局 ノーラガード錠20mg プロピベリン塩酸塩 20mg１錠

39 内用薬 バチール錠50mg スルトプリド塩酸塩 50mg１錠

40 内用薬 バチール錠100mg スルトプリド塩酸塩 100mg１錠

41 内用薬 バナールＮ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

42 内用薬 バナール錠50mg トコフェロール酢酸エステル 50mg１錠

43 内用薬 局 ヒスポラン錠３mg メキタジン ３mg１錠

44 内用薬 局 プロルナー錠20μg ベラプロストナトリウム 20μg１錠

45 内用薬 局 プロルナー錠40μg ベラプロストナトリウム 40μg１錠

46 内用薬 局 ペレトン錠80mg ザルトプロフェン 80mg１錠

47 内用薬 局 ベンズフォー錠10mg プロピベリン塩酸塩 10mg１錠

48 内用薬 局 ベンズフォー錠20mg プロピベリン塩酸塩 20mg１錠

49 内用薬 ミタンＢ２錠20mg リボフラビン酪酸エステル 20mg１錠

50 内用薬 メドキロン錠2.5 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル 2.5mg１錠

51 内用薬 局 モナソサール錠５mg ペミロラストカリウム ５mg１錠

52 内用薬 局 モナソサール錠10mg ペミロラストカリウム 10mg１錠

53 内用薬 局 リントン細粒１％ ハロペリドール １％１ｇ

54 内用薬 局 リントン錠（0.75mg） ハロペリドール 0.75mg１錠

55 内用薬 局 リントン錠（1.5mg） ハロペリドール 1.5mg１錠

56 内用薬 局 リントン錠（２mg） ハロペリドール ２mg１錠

57 内用薬 局 リントン錠（３mg） ハロペリドール ３mg１錠

58 内用薬 レベルボン錠４mg ブロムヘキシン塩酸塩 ４mg１錠

59 内用薬 レベルボンシロップ0.08％ ブロムヘキシン塩酸塩 0.08％１mL

60 内用薬 ロキシマイン錠150mg ロキシスロマイシン 150mg１錠

61 内用薬 ロゼオール細粒10％ ロキソプロフェンナトリウム水和物 10％１ｇ

62 内用薬 局 ロゼオール錠60mg ロキソプロフェンナトリウム水和物 60mg１錠

63 内用薬 ワカデニン腸溶錠５mg フラビンアデニンジヌクレオチド ５mg１錠

64 内用薬 ワカデニン腸溶錠10mg フラビンアデニンジヌクレオチド 10mg１錠

65 内用薬 ワカデニン腸溶錠15mg フラビンアデニンジヌクレオチド 15mg１錠

66 注射薬 アドナミン静注100mg カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 0.5％20mL１管

67 注射薬 塩酸ジルチアゼム注射用10「日医工」 ジルチアゼム塩酸塩 10mg１管

68 注射薬 塩酸ジルチアゼム注射用50「日医工」 ジルチアゼム塩酸塩 50mg１管

69 注射薬 オサグレン点滴静注20mg オザグレルナトリウム 20mg１mL１管

70 注射薬 オサグレン点滴静注80mg オザグレルナトリウム 80mg４mL１管
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71 注射薬 注射用ナファタット100 ナファモスタットメシル酸塩 100mg１瓶

72 注射薬 ヒアルトーワ関節注25mg ヒアルロン酸ナトリウム １％2.5mL１管

73 注射薬 ヒュースレン関節注ディスポ25mg ヒアルロン酸ナトリウム １％2.5mL１筒

74 注射薬 フルメチ静注50mg フルスルチアミン塩酸塩 50mg20mL１管

75 注射薬 リントン注５mg ハロペリドール 0.5％１mL１管

76 外用薬 セキナリンテープ0.5mg ツロブテロール 0.5mg１枚

77 外用薬 セキナリンテープ１mg ツロブテロール １mg１枚

78 外用薬 セキナリンテープ２mg ツロブテロール ２mg１枚

79 外用薬 タリザート耳科用液0.3％ オフロキサシン ３mg１mL

80 外用薬 ノキサシン点眼液0.3％ ノルフロキサシン 0.3％１mL

81 外用薬 ピトス点眼液0.02％ フルオロメトロン 0.02％１mL

82 外用薬 ファルコバ点眼液0.02％ シアノコバラミン 0.02％５mL１瓶

83 外用薬 フレストルテープ20mg ケトプロフェン ７cm×10cm１枚

84 外用薬 フレストルテープ40mg ケトプロフェン 10cm×14cm１枚

85 外用薬 ベクトミラン軟膏0.12％ ベタメタゾン吉草酸エステル 0.12％１ｇ

86 外用薬 ホソイドンゲル0.3％ ヘパリン類似物質 １ｇ

87 外用薬 ユーパッチテープ18mg リドカイン （18mg）30.5mm×50.0mm１枚

88 外用薬 ルゲオン点眼液２％ クロモグリク酸ナトリウム 100mg５mL１瓶

89 外用薬 ロキソプロフェンＮａテープ50mg「ＫＯＧ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ７cm×10cm１枚

90 外用薬 ロキソプロフェンＮａテープ100mg「ＫＯＧ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 10cm×14cm１枚

91 外用薬 ロキソプロフェンＮａパップ100mg「ＫＯＧ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 10cm×14cm１枚
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公益社団法人

〆、ゞ

日本医師会会長殿

平成29年6月15日付けで薬価基準に収載された

後発医薬品の安定供給に係る対応につぃて

後発医薬品の安定供給にっいては、「後発医薬品の安定供給にっいて」(平成

1 8年3月1 0日医政発第 0310004 号。以下「平成 1 8年通知」という。)にお

いて通知し、「平成20年7月4日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安

定供給に係る対応について」(平成20年7月4日医政経発 0704002号)におい

て、安定供給に係る苦情を受け付けた場合の対応にっいて通知したところです

が、今般、平成29年6月15日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安

定供給に係る対応にっいて別添通知のとおり、日本製薬団体連合会会長宛通知
したので、ご了知願います。

貴会におかれましては、後発医薬品の安定供給にっいて、会員等から苦情が

あった場合は、平成18年通知に基づき、ご対応いただきたく、その周知方よ

ろしくご配慮をお願いいたします。

医政経発0615第5号

平成29年6月15日

厚生労働省医政局経済課
厩哉1右
N精1論
課長U晋



日本製薬団体連合会会長殿

平成29年6月15日付けで薬価基準に収載された

後発医薬品の安定供給に係る対応について

後発医薬品にっいては、「後発医薬品の安定供給にっいて」(平成 18年3月

1 0日医政発第 0310003 号。以下「平成 1 8年通知」という。)において、安定

供給の要件を規定し、後発医薬品の製造販売業者に対して、その遵守に努める

よう求めているところです。

また、「平成20年7月4日付けで、薬価基準に収載された後発医薬品の安定供

給に係る対応について」(平成20年7月4日医政経発 0704001 号。以下「平成

20年通知」という。)において、安定供給に係る苦情を受け付けた場合の対応

を示しているところです。

今般、平成29年6月15日付けで薬価収載された後発医薬品の安定供給に

係る対応にっいて、平成18年通知に加え、下記のとおり平成20年通知と同

様の取り扱いをすることとしたので、周知方よろしくぉ願いします。

なお、保険医療機関及び保険薬局からの苦情への対応、安定供給に支障を生

じた事業者の対応仁っいては、引き続き、平成18年通知に基づき行うことを
申し添えます。

イ

③
医政経発06 15第4号

平成29年6月15日

厚生労働省医政局経済課

平成29年6月15日付けで薬価基準に収載された後発医薬品のうち、同

一成分内で多数の銘柄が存在するものにっいては、保険医療機関及び保険薬

局からの注文に対して、医薬品卸売販売業者等に在庫がない緊急の場合であ

つても、平日は2 ~ 3日(遠隔地は4日)で、土日を挟んだ場合は2~ 5日

(遠隔地は5~ 6日)(どちらにっいても注文日を含んだ日数。)で保険医療

機関及び保険薬局に製造販売業者から供給すること。

上記期間内に、注文した当該後発医薬品が配送されず、保険医療機関及び

保険薬局からの苦情を当課が受け付けた場合は、当該製造販売業者に対し必
要な調査及び改善指導を行うこと。
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社団法人日本医師会会長殿

③

後発医薬品の安定供給について、平成18年度薬価制度改革の骨子(平成1

7年12月16日中央社会保険医療協議会了解)を踏まえ、今般、別添通知の

とおり、日本製薬団体連合会長宛通知したので、御了知願います。

貴会におかれましては、後発医薬品の安定供給について、会員等からの苦情

があった場合、別添様式に掲げる事項について当局経済課に連絡していただき

たく、その周知方よろしく御配慮をお願いいたします。

なお、経済課において苦惰を受け付けた場合、当該後発医薬品の製造販売業

者への必要な調査、改善指導等を行うことを申し添えます。

医政発第03100,04号

平成1 8年3月、10日

後発医薬品の安定供給について
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(別添)

厚生労働省医政局経済課宛(FAX .03-3507-9041、)

後発医薬品の安定供給に関する苦情
年月

苦情を申し立てる後発医薬品の名称と製造販売事業者名

苦情の内容
注)いつどのような問題があったのかできる限り具体的に記載してください。

日提出

保険医療機関・保険薬局名、担当者名、連絡先
注)必要に応じて経済課より連絡し苦情内容の詳細を聞くことがありますので、連

絡先は必ず記載してください。



日本製薬団体連合会会長

ゞ1_1.1、

③

後発医薬品の安定供給については、平成18年度薬価制度改革の骨子(平成
17年12月16日中央社会保険医療協議会了解)を踏まえ、今後以下のとお

りとしますので、周知方よろしく、お願いします。

また、後発医薬品の安定供給に当たって、医薬品製造販売業者として必要な
情報の収集及ぴ提供について遺漏なく対応するようお願いします。

殿

後発医薬品の安定供給について

医政発第0310003号

平成18年3月、1 0日

1.安定供給の要件

後発医薬品の使用促進を図るためには、その安定供給に関し、保険医療機

関、保険薬局及び患者の信頼を確保・向上させていくことが肝要である。

薬価基準収載医薬品は、全国レベルで保険医療機関又は保険薬局の注文に
応じて継続的に供給することが必要であることから、後発医薬品(薬価基準
収載後、 3ケ月を経過していないもの、及び「医療用医薬品の供給停止につ

いて」(平成10年10月7日経第56号厚生省健康政策局経済課長通知)

に規定する手続きを経て「薬価基準削除願」が提出されたものを除く。以下
同じ。)についてその安定供給の要件を以下のとおり規定するので、後発医

薬品の製造販売業者は、'その遵守に努めること。

①正当な理由がある場合を除き、少なくとも5年間は継続して製造販売し、
保険医療機関及び保険薬局からの注文に迅速に対応できるよう、常に必要
な在庫を確保すること。また、医薬品原料の安定的かつ継続的な確保に留
意すること。

②注文を受け付けてから、適切な時間内で保険医療機関及ぴ保険薬局に届
けられるよう全都道府県における販売体制を整備する二と。また、容易に
注文受付先がわかるよう保険医療機関及び保険薬局に必要な情報を提供す
ること。

③保険医療機関及ぴ保険薬局からの安定供給に関する苦情を迅速かっ適切
に処理しその改善を行う体制を整備し、その実施に努めること。

廊蛍衞凱

厚生労・働省医政局〒1§"汚巨廼引
通亘電.,



2.保険医療機関及ぴ保険薬局からの苦情への対応

今般、(社)日本医師会、、件ガ日本歯科医師会、(社)日本薬剤師会から

後発医薬品の安定供給に関する苦情を当局経済課が受け付け、当該製造販売
業者に対し必要な調査及び改善指導を行う仕組みを設けたこと。また、その
旨関係団体の長宛に通知したこと。

3.安定供給に支障を生じた事業者への対応

上記2.におい,て、文書により改善指導を行った場合は、改善指導を行っ
た事業者名及び改善指導の内容等について公表すること。

また、改善指導を行った次年度以降、当該事業者から薬価収載希望を受け
付ける場合には、安定供給改善報告書を提出させることとし、その改善が図
られない場合は、薬価収載希望書を受け付けないことがあること。


