
改定診療報酬点数表参考資料(白本)
正誤表(その３)

※平成20年７月10日付 ｢診療報酬の算定方法の制定等に

伴う実施上の留意事項について｣ 等の一部改正につい

て (保医発第0710001号厚生労働省保険局医療課通知)

による正誤
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ページ 項 目 正 誤

第１章 基本診療料
第２部 入院料等

169 第３節 特定入院料
Ａ311
精神科救急入院料

(６) ｢注３｣ に規定する非定型抗精神病薬とは, オランザピ
ン, フマル酸クエチアピン, 塩酸ペロスピロン, リスペリ
ドン, アリピプラゾール及びブロナンセリンをいう｡

第２章 特掲診療料
第６部 注射

394 ＜通則＞
４ 外来化学療法加算

(２) 外来化学療法加算は, 関節リウマチの患者, クローン病
の患者及びべーチェット病の患者に対してインフリキシマ
ブ製剤の注射を行った場合, 又は関節リウマチの患者, 多
関節に活動性を有する若年性特発性関節炎の患者及び全身
型若年性特発性関節炎の患者に対してトシリズマブ製剤の
注射を行った場合も算定できる｡

第10部 手術

553 Ｋ616
四肢の血管拡張術・
血栓除去術

閉塞性動脈硬化症に対して当該手術を行う場合は, 大腿部に
ついて行う場合に限り算定する｡ 膝窩動脈又はそれより末梢の
動脈に対するステントの留置では, 当該点数は算定できない｡

568 第２節 輸血料
Ｋ920 輸血

(１) ～ (18) 《略》
(19) 自己血を採血する際の採血バッグ並びに輸血する際の輸
血用回路及び輸血用針の費用並びに自己血の保存に係る費
用は, 所定点数に含まれ別に算定できない｡ なお, 自己血
の採血に伴うエリスロポエチンに係る第２章第６部第１款
注射実施料については, 自己血輸血貯血の所定点数とは別
に算定する｡

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

別添４ 特定入院料の施設基準等

698 第16の２ 精神科救急・
合併症入院料

１ 精神科救急・合併症入院料に関する施設基準等
(１) ～ (７) 《略》
(８) 当該病棟に以下に定める合併症ユニットを有しており,
当該病棟の病床のうち, 隔離室を含む個室が半数以上を占
める｡ なお, 合併症ユニットの病床は個室として算入する
ことができる｡
ア ～ イ 《略》
ウ 身体合併症管理を行うために必要な次に掲げる装置及
び器具を当該治療室病棟内に常時備えていること｡
(イ) ～ (ニ) 《略》

(９) ～ (14) 《略》
２ 届出に関する事項 《略》

－必 読－ ８月度請求書 (７月診療分)
提 出 期 限△

基金 10日(日)
午後５時まで△

国保 10日(日)
午後５時まで△

労災 12日(火)
午後５時まで

☆提出期限にかかわらず,
お早目にご提出ください｡



検査料の点数の取り扱いについて

標記について, 平成20年６月30日付保医発第0630002号で厚生労働省保険局医療課長か

ら下記のとおり取り扱う通知があり, 平成20年７月１日から適用となりましたのでお知ら

せします｡

■新たに保険適用が認められた検査
平成20年６月30日 保医発第0630002号 (平成20年７月１日適用)
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ヒト TARC定量
(定量的酵素免疫測定(EIA)法)

Ｄ015 血漿蛋白免疫学的検査の
｢18｣のアトピー鑑別試験に
準じて算定する｡

200点

平成20年３月５日保医発第0305001
号の別添１の第２章 ｢特掲診療料｣
第３部 ｢検査｣ 第１節 ｢検体検査
料｣ 第１款 ｢検体検査実施料｣ 中,
｢Ｄ015 血漿蛋白免疫学的検査｣ の
(７)から(11)までを(８)から(12)
までとし, (６)の次に右のように
加える｡

Ｄ015 血漿蛋白免疫学的検査
(７) ヒト TARC定量
ア ヒト TARC定量は, 区分 ｢Ｄ015｣
血漿蛋白免疫学的検査の｢18｣のアト
ピー鑑別試験に準じて算定する｡
イ ヒト TARC定量は, 血清中のヒト
TARC量を測定する場合に月１回に限
り算定できる｡

お 詫 び と 訂 正

７月15日号京都医報付録保険だよりに掲載いたしました ｢薬価基準の一部改正｣

(４月30日から) について, 厚労省から一部訂正の連絡がありましたのでお知らせし

ます｡

△

新たに収載されたもの (平成20年４月30日から適用)
＜ 内 用 薬 ＞

＜誤＞

↓

＜正＞

品 名 規格・単位 薬価 (円)

※塩酸バンコマイシン散0.5ｇ
(シオノギ) 500mg１瓶 3,527.70

品 名 規格・単位 薬価 (円)

※塩酸バンコマイシン散0.5ｇ
(シオノギ) 500mg１瓶 3,257.70



薬価基準の一部改正等
６月20日から

平成20年６月20日付厚生労働省告示第339号をもって薬価基準の一部が改正され, 告示

の日から適用されました｡

今回の改正は, (１) 薬事・食品衛生審議会医薬品部会に報告の上承認を受けた医薬品

等で, 薬価基準に収載申請のあった医薬品 (薬価基準既収載医薬品と同一成分の新規格お

よび新剤型の医薬品等), (２) 医療事故防止等に係る代替新規品目として, 医療事故防止

対策等を強化し, より一層の安全対策の推進を図るため, 従来の銘柄名を ｢○○○ (ブラ

ンド名) ＋ ｢剤型｣ ＋ ｢含量 (又は濃度)｣｣ 等の型式に改めた新名称の医薬品が, 薬価基

準の別表に第９部追補 (５) として収載されたものです｡

なお, 同日付保医発第0620002号厚生労働省保険局医療課長通知により, 今回の新医薬

品の薬価基準収載に伴う留意事項が, 下記のとおり示されています｡

また, 同日付厚生労働省告示第340号をもって掲示事項等告示の一部が改正され, 同日

から適用されました｡

今回の改正は, 医療事故防止等に係る代替新規品目として新名称の医薬品が薬価基準に

収載されたことに伴い, 旧名称の医薬品が掲示事項等告示の別表第２に第５部追補 (２)

として収載され, 経過措置品目 (使用期限：平成21年３月31日限り) とされたものです｡

記

△

薬価基準既収載医薬品と同一成分の新規格および新剤型の医薬品等
(平成20年６月20日から適用)

＜ 内 用 薬 ＞

＜ 注 射 薬 ＞
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品 名 規格・単位 薬価(円) 報告品目・新キット製品

ストックリン錠600mg 600mg１錠 1,863.70 ○

デプロメール錠75 75mg１錠 109.70 ○

ルボックス錠75 75mg１錠 109.70 ○

品 名 規格・単位 薬価(円) 報告品目・新キット製品

エンブレル皮下注25mg シリンジ0.5
mL 25mg0.5mL１筒 15,309 ○

デカダムＰ筋注シリンジ250 250国際単位１mL１筒 3,655 ○

局○ハベカシン注射液200mg 200mg４mL１管 6,637 ○

ヒューマログＮ注ミリオペン 300単位１キット 1,925 ○

ヒューマログ注ミリオペン 300単位１キット 1,906 ○

ヒューマログミックス25注ミリオペン 300単位１キット 1,914 ○

ヒューマログミックス50注ミリオペン 300単位１キット 1,909 ○

フォリスチム注300IU カートリッジ 300国際単位１筒 17,047 ○

フォリスチム注600IU カートリッジ 600国際単位１筒 33,616 ○

ランタス注ソロスター 300単位１キット 2,457 ○



＜ 外 用 薬 ＞

△

医療事故防止等に係る代替新規品目 (平成20年６月20日から適用)

＜ 内 用 薬 ＞
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品 名 規格・単位 薬価(円) 報告品目・新キット製品

アドエア100ディスカス 60ブリスター１キット 6,316.90 ○

アドエア250ディスカス 60ブリスター１キット 7,336.90 ○

アドエア500ディスカス 60ブリスター１キット 8,409.60 ○

麻○デュロテップＭＴパッチ2.1mg 2.1mg１枚 1,926.20 ○

麻○デュロテップＭＴパッチ4.2mg 4.2mg１枚 3,467.80 ○

麻○デュロテップＭＴパッチ8.4mg 8.4mg１枚 6,538.90 ○

麻○デュロテップＭＴパッチ12.6mg 12.6mg１枚 9,356.60 ○

麻○デュロテップＭＴパッチ16.8mg 16.8mg１枚 12,047.70 ○

ロキソニンテープ50mg ７㎝×10㎝１枚 33.00 ○

ロキソニンテープ100mg 10㎝×14㎝１枚 50.80 ○

品 名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

アイデイト錠100mg
(アイデイト錠) 100mg１錠 6.10 ○

アクアスチン内用液
(アクアスチン液) 10mL 10.30 ○

局○アスゾール錠250mg
(局○アスゾール錠) 250mg１錠 20.10 ○

アデコック錠30mg
(アデコック錠) 30mg１錠 30.70 ○

アテネラート細粒１％
(アテネラート細粒) １％１ｇ 8.50 ○

アテネラート錠10mg
(アテネラート) 10mg１錠 6.30 ○

アテネレン錠２mg ｢ツルハラ｣
(アテネレン錠 (ツルハラ)) ２mg１錠 5.50 ○

アテネントイン顆粒50％
(アテネントイン顆粒) 50％１ｇ 6.30 ○

アテネントイン錠100mg
(アテネントイン錠) 100mg１錠 5.50 ○

アニルーメ細粒20％
(アニルーメ細粒) 20％１ｇ 6.30 ○

アノプロリン錠100mg
(アノプロリン錠) 100mg１錠 7.70 ○

アプシードシロップ５％
(アプシードシロップ) ５％10mL 36.40

アプレース細粒20％
(アプレース細粒) 20％１ｇ 28.30

アフロゾン錠20mg
(アフロゾン錠) 20mg１錠 8.80 ○
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品 名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

アモキシシリンカプセル250mg ｢タ
ツミ｣
(アモキシシリンカプセル ｢タツミ｣)

250mg１カプセル 7.10 ○

アリプロイド錠10mg
(アリプロイド錠) 10mg１錠 5.90 ○

アリメジンシロップ0.05％
(アリメジンシロップ) 0.05％10mL 26.10

アルキオーネ錠200mg
(アルキオーネ錠) 200mg１錠 6.10 ○

アルサルミン細粒90％
(アルサルミン細粒) 90％１ｇ 7.30

アルサルミン内用液10％
(アルサルミン液) 10％１mL 4.40

アルジオキサ錠100mg ｢イセイ｣
(アルジオキサ錠 ｢イセイ｣) 100mg１錠 5.50 ○

アルプラゾラム錠0.4mg ｢トーワ｣
(メンビット錠0.4) 0.4mg１錠 6.10 ○

局○アレルギン散１％
(局○アレルギン散) １％１ｇ 8.80

アレルナート細粒10％
(アレルナート内服用) 10％１ｇ 41.20 ○

アンブジール錠200mg
(アンブジール錠) 200mg１錠 9.00 ○

アンブロキソール塩酸塩錠15mg
｢ＣＨ｣
(コデソルバン錠)

15mg１錠 6.10 ○

アンブロキソール塩酸塩錠15mg
｢ＺＥ｣
(ゼンブロン錠)

15mg１錠 6.10 ○

アンブロキソール塩酸塩内用液0.75
％ ｢ＣＨ｣
(コデソルバン液)

0.75％１mL 7.20 ○

アンブロキソール塩酸塩内用液0.75
％ ｢タイヨー｣
(ムコセラム液)

0.75％１mL 7.20 ○

イセジピール錠20mg
(イセジピール錠) 20mg１錠 6.10 ○

イソニトール錠20mg
(イソニトール錠20) 20mg１錠 9.60 ○

イソパール・Ｐカプセル
(イソパール・Ｐ) １カプセル 15.10 ○

イソプリノシン錠400mg
(イソプリノシン錠) 400mg１錠 234.20

イブプロフェン顆粒20％ ｢タツミ｣
(イブプロフェン顆粒 ｢タツミ｣) 20％１ｇ 6.30 ○

イブプロフェン錠100mg ｢タツミ｣
(イブプロフェン錠 ｢タツミ｣) 100mg１錠 5.50 ○

イプリフラボン細粒40％ ｢タイヨー｣
(オリコック細粒) 40％１ｇ 23.30 ○
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品 名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

インベスタンシロップ0.01％
(インベスタンシロップ) 0.01％10mL 19.60 ○

ウイントマイロンシロップ５％
(ウイントマイロンシロップ) ５％１mL 6.70

ウタゲン散
(ウタゲン－Ｕ) １ｇ 10.90 ○

ウナセルス錠250mg
(ウナセルス) 250mg１錠 8.10 ○

ウリプロスカプセル
(ウリプロス) １カプセル 6.10 ○

ウルグートカプセル200mg
(ウルグートカプセル) 200mg１カプセル 18.70

ウルソニン錠25mg
(ウルソニン錠) 25mg１錠 6.10 ○

エタクレート錠250mg
(エタクレート錠) 250mg１錠 7.90 ○

エトドラク錠200mg ｢トーワ｣
(エトペン錠200) 200mg１錠 18.70 ○

ＦＡＤ錠５mg ｢ツルハラ｣
(ＦＡＤ５ (ツルハラ)) ５mg１錠 6.10 ○

ＦＡＤ錠10mg ｢ツルハラ｣
(ＦＡＤ10 (ツルハラ)) 10mg１錠 6.10 ○

ＦＡＤシロップ0.3％ ｢ツルハラ｣
(ＦＡＤシロップ (ツルハラ)) 0.3％１mL 3.30 ○

エフズレンＫ錠600mg
(エフズレンＫ錠) 600mg１錠 6.20 ○

エペリナール錠50mg
(エペリナール錠) 50mg１錠 6.10 ○

エリチーム錠30mg
(エリチーム) 30mg１錠 6.10 ○

エリチームシロップ0.5％
(エリチームシロップ) 0.5％１mL 2.30 ○

局○エリーテン錠５mg
(局○エリーテン錠) ５mg１錠 5.70 ○

エリミン錠３mg
(エリミン錠３) ３mg１錠 15.70

エリミン錠５mg
(エリミン錠５) ５mg１錠 20.70

エルモナーゼ錠1800
(エルモナーゼ錠) 1,800単位１錠 6.10 ○

塩化ベルベリン錠50mg ｢ＪＤ｣
(※塩化ベルベリン錠 (ジェイドル
フ)

50mg１錠 6.10 ○

塩酸ブホルミン錠50mg ｢ミタ｣
(塩酸ブホルミン錠 ｢ミタ｣) 50mg１錠 6.10 ○

エンテロノン－Ｒ散
(エンテロノン－Ｒ) １ｇ 6.30
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品 名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

オキサトミド錠30mg ｢ＥＭＥＣ｣
(オキサトミド錠 ｢ＥＭＥＣ｣) 30mg１錠 27.80 ○

オキミナス錠60mg
(オキミナス錠) 60mg１錠 6.90 ○

オダイン錠125mg
(オダイン錠) 125mg１錠 365.90

オーネスミン細粒90％
(オーネスミン細粒) 90％１ｇ 6.30 ○

オーレキシンドライシロップ50％小
児用
(オーレキシンドライシロップ500)

500mg１ｇ 30.40 ○

カプトプリル錠12.5mg ｢トーワ｣
(カプトーワ錠12.5) 12.5mg１錠 6.10 ○

局○カリエード散
(局○カリエード) １ｇ 18.70

カリメートドライシロップ92.59％
(カリメートドライシロップ) 92.59％１ｇ 19.80

カルシタミンカプセル0.25μg
(カルシタミン0.25) 0.25μg１カプセル 6.10 ○

カルビキノン錠10mg
(カルビキノン錠) 10mg１錠 6.10 ○

カルフィーナ錠0.25μg
(カルフィーナ錠0.25) 0.25μg１錠 6.10 ○

キプレス錠10mg
(キプレス錠10) 10mg１錠 272.20

キプレスチュアブル錠５mg
(キプレスチュアブル錠５) ５mg１錠 255.60

キモタブＳ錠４万単位
(キモタブＳ4万単位) 40,000単位１錠 8.60 ○

キモタブ錠
(キモタブ) １錠 6.20

グランダキシン細粒10％
(グランダキシン細粒) 10％１ｇ 32.80

グリベンクラミド錠2.5mg ｢トーワ｣
(クラミトン錠2.5) 2.5mg１錠 6.10 ○

グリミラン錠40mg
(グリミラン錠) 40mg１錠 9.60 ○

グリンクール錠15mg
(グリンクール錠) 15mg１錠 6.10 ○

グルコンサンＫ細粒４mEq／g
(グルコンサンＫ細粒) カリウム４mEq１ｇ 9.60

グルタチオン錠100mg ｢ＰＨ｣
(※グルタチオン錠(東洋ファルマー)) 100mg１錠 7.70 ○

グレリース錠３mg
(グレリース錠) ３mg１錠 54.40 ○

クロダミンシロップ0.05％
(クロダミンシロップ) 0.05％10mL 9.00



2008年(平成20年)８月１日 No.1890( 8 )

品 名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

クロチアゼパム錠５mg ｢トーワ｣
(ロミニアン錠５) ５mg１錠 6.10 ○

ゲシュウル配合細粒
(ゲシュウル) １ｇ 6.30 ○

ケトチフェンシロップ0.02％ ｢タイ
ヨー｣
(メラボンシロップ)

0.02％１mL 6.90 ○

ゲファルナートカプセル50mg ｢ツル
ハラ｣
(ゲファルナートＣ (ツルハラ))

50mg１カプセル 5.90 ○

ゲファルナートソフトカプセル100
mg ｢ツルハラ｣
(ゲファルナートＳ (ツルハラ))

100mg１カプセル 6.40 ○

コトブロール錠15mg
(コトブロール錠) 15mg１錠 6.10 ○

コートリル錠10mg
(コートリル錠) 10mg１錠 6.50

コバクス錠250mg
(コバクス錠) 250mg１錠 6.10 ○

コバマミドカプセル250μg ｢ツルハ
ラ｣
(コバマミドカプセル (ツルハラ))

0.25mg１カプセル 6.10 ○

コバマミド錠250μg ｢ツルハラ｣
(コバマミド錠 (ツルハラ)) 0.25mg１錠 6.10 ○

コバメタシンカプセル30mg
(コバメタシンカプセル) 30mg１カプセル 9.40 ○

コバロキニン錠60mg
(コバロキニン錠) 60mg１錠 6.10 ○

コバンダキシン錠50mg
(コバンダキシン錠) 50mg１錠 6.30 ○

コレポリーＲ散10％
(コレポリーＲ散) １ｇ 6.30 ○

コレミナール細粒１％
(コレミナール細粒) １％１ｇ 20.10

コレミナール錠４mg
(コレミナール錠) ４mg１錠 10.10

コロネル細粒83.3％
(コロネル細粒) 83.3％１ｇ 34.50

コンスーベン錠2.5mg
(コンスーベン錠) 2.5mg１錠 6.10 ○

コンスーベン内用液0.75％
(コンスーベン液) 0.75％１mL 10.80 ○

サイプロールシロップ0.3％
(サイプロールシロップ) 0.3％１mL 5.10 ○

サタノロン錠25mg
(サタノロン錠) 25mg１錠 6.10 ○

ザロンチンシロップ５％
(ザロンチンシロップ) ５％１mL 9.70
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品 名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

サワシリンカプセル250
(サワシリンカプセル) 250mg１カプセル 15.10

サワシリン細粒10％
(サワシリン細粒) 100mg１ｇ 14.10

サワドールＬ錠20mg
(サワドールＬ錠) 20mg１錠 6.10 ○

シークナロン錠３mg
(シークナロン錠) ３mg１錠 6.10 ○

局○シーシーエルカプセル250mg
(局○シーシーエルカプセル) 250mg１カプセル 25.80 ○

局○ジスチグミン臭化物錠５mg ｢タイ
ヨー｣
(局○デニスバン錠)

５mg１錠 16.30

Ｃ－チステン細粒50％
(Ｃ－チステン細粒) 50％１ｇ 7.30 ○

Ｃ－チステン錠250mg
(Ｃ－チステン錠) 250mg１錠 6.10 ○

ジピリダモール錠12.5mg ｢ツルハラ｣
(ジピリダモール錠 (ツルハラ)) 12.5mg１錠 5.50 ○

ジピリダモール錠25mg ｢ツルハラ｣
(ジピリダモール錠Ｓ (ツルハラ)) 25mg１錠 5.90 ○

ジフェニドール塩酸塩錠25mg ｢ＣＨ｣
(メカルミン錠) 25mg１錠 8.40 ○

シュランダー錠25mg
(シュランダー) 25mg１錠 6.10 ○

シルカーゼット錠200mg
(シルカーゼット錠) 200mg１錠 6.20 ○

ジルチアゼム塩酸塩錠30mg ｢ＺＥ｣
(マルムネン) 30mg１錠 6.10 ○

シンクルカプセル250mg
(シンクルカプセル) 250mg１カプセル 11.80 ○

シングレア錠10mg
(シングレア錠10) 10mg１錠 272.20

シングレアチュアブル錠５mg
(シングレアチュアブル錠５) ５mg１錠 255.60

スイムタール細粒50％
(スイムタール細粒) 50％１ｇ 14.00 ○

スカノーゼリン錠10mg
(スカノーゼリン10) 10mg１錠 5.50 ○

スカノーゼリン錠30mg
(スカノーゼリン) 30mg１錠 6.10 ○

スカノーゼリンシロップ0.5％
(スカノーゼリンシロップ) 0.5％１mL 2.30 ○

スタドルフ錠100mg
(スタドルフ錠100) 100mg１錠 9.30 ○

スタドルフ錠200mg
(スタドルフ錠200) 200mg１錠 14.60 ○
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品 名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

スタビント顆粒0.01％
(スタビント顆粒) 0.01％１ｇ 17.80 ○

ストマゼピン錠25mg
(ストマゼピン錠) 25mg１錠 6.10 ○

スパカール細粒10％
(スパカール細粒) 10％１ｇ 42.10

スパカール錠40mg
(スパカール錠) 40mg１錠 20.70

ズファジラン錠10mg
(ズファジラン錠) 10mg１錠 8.90

スミドルミン錠50mg
(スミドルミン錠) 50mg１錠 6.10 ○

スラマ錠500mg
(スラマ錠) 500mg１錠 20.30 ○

局○スールキット錠125mg
(局○スールキット) 125mg１錠 6.40 ○

スローケー錠600mg
(スローケー) 600mg１錠 8.80

スローフィー錠50mg
(スローフィー) １錠 9.40

セエルミート細粒20％
(セエルミート細粒) 20％１ｇ 8.60 ○

セエルミート錠100mg
(セエルミート錠) 100mg１錠 6.10 ○

ゼスラン小児用シロップ0.03％
(ゼスランシロップ) 0.03％１mL 8.30

セチロ配合錠
(セチロ) １錠 6.10

セファドール顆粒10％
(セファドール顆粒) 10％１ｇ 45.00

セファドール錠25mg
(セファドール錠) 25mg１錠 15.40

セファレキシン顆粒500mg ｢トーワ｣
(セフロング顆粒) 500mg１ｇ 24.40 ○

セルパスカプセル50mg
(セルパスカプセル) 50mg１カプセル 8.70 ○

セルパス細粒10％
(セルパス細粒) 10％１ｇ 16.90 ○

セレガスロン細粒0.8％
(セレガスロン細粒) 0.8％１ｇ 34.60 ○

センナリド錠12mg
(センナリド錠) 12mg１錠 5.50 ○

センノシド錠12mg ｢タイヨー｣
(センノサイド錠 ｢ナカノ｣) 12mg１錠 5.50 ○

ソメリン細粒１％
(ソメリン細粒) １％１ｇ 31.20

ダイメトンシロップ５％
(ダイメトンシロップ) ５％10mL 19.40
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品 名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

タカヂアスターゼ原末
(タカヂアスターゼ) １ｇ 6.30

タカプレックス配合散 (重質)
(タカプレックス (重質)) １ｇ 11.20

ダナゾールカプセル100mg ｢トーワ｣
(ダナンカプセル100) 100mg１カプセル 32.40 ○

タリオン錠５mg
(タリオン錠５) ５mg１錠 50.20

タリオン錠10mg
(タリオン錠10) 10mg１錠 62.90

タリビッド錠100mg
(タリビッド錠) 100mg１錠 90.60

チアパストンカプセル10mg
(チアパストンカプセル10) 10mg１カプセル 6.30 ○

チアプロフェン酸錠200mg ｢ＺＥ｣
(サムナント錠) 200mg１錠 9.10 ○

チオデロンカプセル５mg
(チオデロン５mg) ５mg１カプセル 105.50

チスタメット錠200mg
(チスタメット錠) 200mg１錠 6.10 ○

チャルドール内用液0.75％
(チャルドール液) 0.75％１mL 14.20 ○

ツルメリン錠60mg
(ツルメリン錠) 60mg１錠 6.10 ○

ツロブテロール塩酸塩錠１mg ｢オー
ハラ｣
(ツロブリン錠)

１mg１錠 6.40 ○

ツロブテロール塩酸塩ＤＳ0.1％ ｢オー
ハラ｣
(ツロブリンドライシロップ)

0.1％１ｇ 10.40 ○

ディクアノン内用液
(ディクアノンＳ) 10mL 10.30 ○

テイブロックカプセル100mg
(テイブロック) 100mg１カプセル 13.90 ○

テオフルマートＬ錠200mg
(テオフルマートＬ錠200) 200mg１錠 7.30 ○

デカソフトカプセル10mg
(デカソフト) 10mg１カプセル 9.60 ○

デカドロンエリキシル0.01％
(デカドロンエリキシル) 0.01％１mL 4.20

デカドロン錠0.5mg
(デカドロン錠) 0.5mg１錠 6.20

デキサメタゾンエリキシル0.01％
｢トーワ｣
(※デキサメサゾンＥ (東和薬品))

0.01％１mL 1.70 ○

テシプール錠１mg
(テシプール錠) １mg１錠 19.00

テフメチン細粒20％
(テフメチン細粒) 20％１ｇ 11.10 ○
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テフメチン錠100mg
(テフメチン錠) 100mg１錠 6.10 ○

デムナロンカプセル50mg
(デムナロンカプセル) 50mg１カプセル 7.40 ○

局○ドグマチールカプセル50mg
(局○ドグマチールカプセル) 50mg１カプセル 18.40

トスペラール錠25mg
(トスペラール錠) 25mg１錠 6.10 ○

トスメリアン錠３mg
(トスメリアン錠) ３mg１錠 6.10 ○

トニール錠10μg
(トニール錠) 10μg１錠 6.50 ○

トフィール錠50mg
(トフィール錠) 50mg１錠 6.20 ○

トヨリゾームドライシロップ1.5％
(トヨリゾームＤＳ) 1.5％１ｇ 5.70 ○

トラネキサム酸シロップ５％ ｢タイ
ヨー｣
(トラネキサンシロップ)

５％１mL 3.40 ○

局○トランサミンカプセル250mg
(局○トランサミンカプセル) 250mg１カプセル 11.50

トランサミンシロップ５％
(トランサミンシロップ) ５％１mL 4.30

トリキノシン錠100mg
(トリキノシン錠) 100mg１錠 6.20 ○

局○トリクロルメチアジド錠２mg ｢タ
イヨー｣
(局○カルバクロン錠)

２mg１錠 6.10 ○

トリメブチンマレイン酸塩錠100mg
｢タイヨー｣
(メプタート錠)

100mg１錠 6.10 ○

トレーランＧ液50ｇ
(トレーランＧ50) 150mL１瓶 142.70

トレーランＧ液75ｇ
(トレーランＧ75) 225mL１瓶 204.10

トロノーム配合散
(トロノームＵ) １ｇ 10.90 ○

ドンペリンＤＳ１％
(ドンペリンＤＳ) １％１ｇ 13.60 ○

ニコチン酸アミド散10％ ｢ゾンネ｣
(ニコチン酸アミド散ゾンネ) 10％１ｇ 13.30

ニソルジピン錠５mg ｢トーワ｣
(ニカミール錠５) ５mg１錠 21.10 ○

ニチカイン顆粒20％
(ニチカイン顆粒) 20％１ｇ 6.30 ○

ニチカイン錠100mg
(ニチカイン錠) 100mg１錠 6.10 ○

ニチマロン錠100mg
(ニチマロン錠) 100mg１錠 6.10 ○
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ニフェジピンＬ錠10mg ｢サワイ｣
(アロトップＬ錠10) 10mg１錠 6.10 ○

ニフェジピンＬ錠20mg ｢サワイ｣
(アロトップＬ錠20) 20mg１錠 7.10 ○

ニフェジピンカプセル５mg ｢サワイ｣
(アロニクスＳ－５) ５mg１カプセル 6.20 ○

ニフレック内用
(ニフレック) １袋 1,356.60

ニポラジン小児用シロップ0.03％
(ニポラジンシロップ) 0.03％１mL 8.30

ノイターゼ錠30mg
(ノイターゼ30) 30mg１錠 6.10 ○

ノイターゼシロップ0.5％
(ノイターゼシロップ) 0.5％１mL 2.30 ○

ノイメチコール錠500μg
(ノイメチコール錠) 0.5mg１錠 6.10 ○

ノイロトロピン錠４単位
(ノイロトロピン錠) ４単位１錠 36.20

ハイニュースシロップ0.01％
(ハイニュースシロップ) 0.01％10mL 14.20 ○

パセトシンカプセル125
(パセトシンカプセル) 125mg１カプセル 11.50

パセトシンカプセル250
(パセトシンカプセル) 250mg１カプセル 11.80

パセトシン細粒10％
(パセトシン細粒) 100mg１ｇ 12.10

バナリントップ細粒50％
(バナリントップ細粒) 50％１ｇ 7.70 ○

局○パパベリアン錠６mg
(局○パパベリアン錠) ６mg１錠 6.10 ○

ハピスオル錠４mg
(ハピスオル) ４mg１錠 5.50 ○

ハピスオルシロップ0.08％
(ハピスオルシロップ) 0.08％１mL 1.50 ○

局○ハリゾン錠100mg
(局○ハリゾン錠) 100mg１錠 26.00 ○

局○ハリゾンシロップ100mg／mL
(局○ハリゾンシロップ) 100mg１mL 38.00 ○

バリトゲン消泡内用液２％
(バリトゲン消泡剤) ２％１mL 3.70 ○

局○パルタンＭ錠0.125mg
(局○パルタンＭ錠) 0.125mg１錠 10.30

バルプロ酸ナトリウム錠200mg ｢ア
メル｣
(セボトボル錠)

200mg１錠 6.10 ○

バロス消泡内用液２％
(バロス消泡液) ２％１mL 4.00 ○
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品 名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

局○ハロペリドール錠0.75mg ｢ＣＨ｣
(局○ハロミドール－0.75) 0.75mg１錠 6.10 ○

局○ハロペリドール錠１mg ｢ＣＨ｣
(局○ハロミドール－１) １mg１錠 6.10 ○

局○ハロペリドール錠1.5mg ｢ＣＨ｣
(局○ハロミドール－1.5) 1.5mg１錠 6.10 ○

局○ハロペリドール錠1.5mg ｢ツルハ
ラ｣
( 局○ハロペリドール錠 (ツルハラ))

1.5mg１錠 6.10 ○

局○ハロペリドール錠３mg ｢ＣＨ｣
(局○ハロミドール－３) ３mg１錠 6.40 ○

パントテン酸カルシウム散10％ ｢三
恵｣
(パントテン酸カルシウム散 ｢三恵｣)

10％１ｇ 6.30

バンブロアン錠15mg
(バンブロアン錠) 15mg１錠 6.10 ○

ピコスルファートナトリウムＤＳ１
％ ｢ＥＭＥＣ｣
(ピコスルファートナトリウムＤＳ
｢ＥＭＥＣ｣)

１％１ｇ 23.40 ○

ピコスルファートナトリウム内用液
0.75％ ｢ＣＨ｣
(ラキソセリン液)

0.75％１mL 10.80 ○

ピコルーラカプセル2.5mg
(ピコルーラカプセル) 2.5mg１カプセル 6.40 ○

局○ビスコリン散10％
(局○ビスコリン散) 10％１ｇ 9.20

ビタミンＢ６錠30mg ｢Ｆ｣
(ビタミンＢ６錠Ｆ)

30mg１錠 6.10 ○

ピネロロ錠25mg
(ピネロロ錠) 25mg１錠 6.10 ○

ヒルスカミン錠５mg
(ヒルスカミン) ５mg１錠 5.90 ○

ファースルー錠2.5mg
(ファースルー錠) 2.5mg１錠 6.10 ○

ファンミルＲ錠150mg
(ファンミルＲ錠) 150mg１錠 21.40 ○

フェネルミン錠50mg
(フェネルミン錠) 鉄50mg１錠 6.10 ○

フォリロミン顆粒8.3％
(フォリロミン顆粒) １ｇ 7.30 ○

フォリンゼピン錠25mg
(フォリンゼピン錠) 25mg１錠 6.10 ○

局○ブドウ糖 ｢第一三共｣ 原末
(局○第一葡萄糖) 10ｇ 13.80

局○フラジール内服錠250mg
(局○フラジール内服錠) 250mg１錠 38.60

局○プラノバール配合錠
(局○プラノバール) １錠 14.20
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プラノプロフェンカプセル75mg ｢日
医工｣
(ノイペインカプセル)

75mg１カプセル 8.60 ○

フラベリック錠20mg
(フラベリック錠) 20mg１錠 6.20

プラミール細粒２％
(プラミール細粒) ２％１ｇ 6.30 ○

局○プラミール錠５mg
(局○プラミール錠) ５mg１錠 5.70 ○

プラミールシロップ0.1％
(プラミール・シロップ) 0.1％10mL 23.10 ○

プランサスシロップ1.5％
(プランサスシロップ) 1.5％１mL 9.50 ○

ブリカニール錠２mg
(ブリカニール錠) ２mg１錠 7.40

ブリカニールシロップ0.5mg／mL
(ブリカニールシロップ) 0.05％１mL 7.50

プリンドリル細粒１％
(プリンドリル細粒) １％１ｇ 34.80 ○

ブルフェン顆粒20％
(ブルフェン顆粒) 20％１ｇ 11.30

プロカプチンシロップ５μg／mL
(プロカプチンシロップ) 0.0005％１mL 3.80 ○

局○フロセミド錠40mg ｢イセイ｣
(局○フロセミド錠 ｢イセイ｣) 40mg１錠 6.40 ○

プロタノールＳ錠15mg
(プロタノールＳ錠) 15mg１錠 27.00

ブロチン液3.3％
(ブロチン液) 10mL 25.10

ブロチン末6.6％
(ブロチン末) １ｇ 6.30

ブロマノーム錠50mg
(ブロマノーム錠) 50mg１錠 9.20 ○

ブローミィ錠15mg
(ブローミィ錠) 15mg１錠 6.10 ○

ブロムヘキシン塩酸塩錠４mg ｢タイ
ヨー｣
(ベラミトール錠)

４mg１錠 5.50 ○

フロリードゲル経口用２％
(フロリードゲル経口用) ２％１ｇ 113.40

フロリネフ錠0.1mg
(フロリネフ錠) 0.1mg１錠 377.60

ベーエム錠100mg
(ベーエム錠) 100mg１錠 6.10 ○

ベスタチンカプセル10mg
(ベスタチン10カプセル) 10mg１カプセル 656.90

ベスタチンカプセル30mg
(ベスタチン30カプセル) 30mg１カプセル 1,643.30
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品 名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

ヘモナーゼ配合錠
(ヘモナーゼ) １錠 16.80

ペラゾリン細粒400mg
(ペラゾリン細粒) 400mg１包 2,352.50

ペラゾリン細粒800mg
(ペラゾリン細粒) 800mg１包 4,175.90

局○ベラパミル塩酸塩錠40mg ｢タイヨー｣
(局○ロシトール錠) 40mg１錠 6.40 ○

ペルカラート錠100mg
(ペルカラート) 100mg１錠 6.10 ○

ペントキシベリンクエン酸塩カプセ
ル30mg ｢タイヨー｣
(フスゼミンＣＰカプセル)

30mg１カプセル 5.90 ○

ポナペルト細粒10％
(ポナペルト細粒) 10％１ｇ 12.10 ○

ホモクロルシクリジン塩酸塩錠10mg
｢タイヨー｣
(ホモマレルミン錠)

10mg１錠 5.90 ○

ポラジットシロップ0.04％
(ポラジットシロップ) 0.04％10mL 12.80 ○

ボラボミン錠25mg
(ボラボミン錠) 25mg１錠 6.10 ○

ポリシロ錠40mg
(ポリシロ) 40mg１錠 6.10 ○

ホーリット散10％
(ホーリット散) 10％１ｇ 68.80

ポリフル細粒83.3％
(ポリフル細粒) 83.3％１ｇ 34.50

ボルタレンＳＲカプセル37.5mg
(ボルタレンＳＲカプセル) 37.5mg１カプセル 28.20

ボルタレン錠25mg
(ボルタレン錠) 25mg１錠 15.30

ボルマゲン錠25mg
(ボルマゲン錠) 25mg１錠 6.10 ○

ポンタール細粒98.5％
(ポンタール細粒) 98.5％１ｇ 28.50

ポンタール散50％
(ポンタール散) 50％１ｇ 17.60

ポンタールシロップ3.25％
(ポンタールシロップ) 3.25％１mL 6.40

マイカサールカプセル250mg
(マイカサールカプセル) 250mg１カプセル 5.90 ○

マイテラーゼ錠10mg
(マイテラーゼ) 10mg１錠 25.00

局○マオリード錠40mg
(局○マオリード) 40mg１錠 6.40 ○

局○マーゲノールカプセル50mg
(局○マーゲノールカプセル) 50mg１カプセル 6.40 ○
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品 名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

局○マーゲノール錠50mg
(局○マーゲノール錠) 50mg１錠 6.40 ○

ミオペリゾン錠50mg
(ミオペリゾン錠) 50mg１錠 6.10 ○

局○ミタポップ錠６mg
(局○ミタポップ６) ６mg１錠 6.10 ○

局○ミタポップ錠12mg
(局○ミタポップ12) 12mg１錠 6.40 ○

ミノマイシン顆粒２％
(ミノマイシン顆粒) 20mg１ｇ 22.70

ムイロジン細粒10％
(ムイロジン細粒) 10％１ｇ 51.10 ○

ムコキール錠15mg
(ムコキール錠) 15mg１錠 6.10 ○

ムコダイン細粒50％
(ムコダイン細粒) 50％１ｇ 20.50

ムコダインＤＳ33.3％
(ムコダインＤＳ) 33.3％１ｇ 28.90

ムービニン錠200mg
(ムービニン錠) 200mg１錠 9.00 ○

メキタジン錠３mg ｢ツルハラ｣
(メキタジン錠 (ツルハラ)) ３mg１錠 6.10 ○

メクテクト錠30mg
(メクテクト錠) 30mg１錠 20.70 ○

メコバマイド錠500μg
(メコバマイド500μg) 0.5mg１錠 6.10 ○

局○メチロン原末
(局○メチロン末100％) １ｇ 9.10

メトキシフェナミン塩酸塩錠100mg
｢トーワ｣
(フェナミン錠 ｢トーワ｣)

100mg１錠 6.10 ○

メフェナム酸シロップ3.25％ ｢ドー
ジン｣
(ミルレストシロップ)

3.25％１mL 3.10 ○

メレックス細粒0.1％
(メレックス細粒) 0.1％１ｇ 14.40

ヨーピス顆粒１％
(ヨーピス顆粒) １％１ｇ 10.90 ○

ヨーピス錠2.5mg
(ヨーピス錠) 2.5mg１錠 6.10 ○

ヨーピス内用液0.75％
(ヨーピス液) 0.75％１mL 13.20 ○

ラキソデート内用液0.75％
(ラキソデート液) 0.75％１mL 13.20 ○

ラクツロース・シロップ60％ ｢コー
ワ｣
(ラクツロース・シロップ ｢コーワ｣)

60％１mL 6.60
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品 名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

ランソプラゾールカプセル15mg ｢トー
ワ｣
(ラプラゾールカプセル15mg)

15mg１カプセル 79.70 ○

ランソプラゾールカプセル30mg ｢トー
ワ｣
(ラプラゾールカプセル30mg)

30mg１カプセル 138.00 ○

ランツジールコーワ錠30mg
(ランツジールコーワ錠) 30mg１錠 12.60

ランドセン細粒0.1％
(ランドセン細粒0.1) 0.1％１ｇ 16.90

ランドセン細粒0.5％
(ランドセン細粒0.5) 0.5％１ｇ 61.20

ランドセン錠0.5mg
(ランドセン錠0.5) 0.5mg１錠 10.00

ランドセン錠１mg
(ランドセン錠１) １mg１錠 17.20

ランドセン錠２mg
(ランドセン錠２) ２mg１錠 30.00

リザスト錠３mg
(リザスト錠) ３mg１錠 45.50 ○

リゾチーム塩酸塩ＤＳ３％ ｢タイヨー｣
(タンチナーゼＳドライシロップ) ３％１ｇ 7.40 ○

リゾラミドカプセル100mg
(リゾラミドカプセル) 100mg１カプセル 12.30 ○

リバオール散10％
(リバオール散) 10％１ｇ 25.20

リバオール錠20mg
(リバオール錠) 20mg１錠 6.20

リファタックＬ錠20mg
(リファタックＬ錠) 20mg１錠 9.00 ○

リフォロースシロップ65％
(リフォロースシロップ) 65％１mL 4.80 ○

リボール細粒20％
(リボール細粒) 20％１ｇ 26.80 ○

リボール錠100mg
(リボール錠) 100mg１錠 7.70 ○

局○リマーク錠６mg
(局○リマーク錠) ６mg１錠 6.10 ○

リーメント錠100mg
(リーメント錠) 100mg１錠 6.10 ○

ルネトロン錠１mg
(ルネトロン錠) １mg１錠 26.20

レベニン散
(レベニン) １ｇ 6.30 ○

ロイセルチンカプセル30mg
(ロイセルチンカプセル) 30mg１カプセル 6.10 ○

ロキソプロフェン錠60mg ｢ＥＭＥＣ｣
(ロキソプロフェン錠 ｢ＥＭＥＣ｣) 60mg１錠 9.00 ○
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品 名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

ロキソプロフェンナトリウム細粒10
％ ｢ＣＨ｣
(ロキフラン細粒)

10％１ｇ 13.90 ○

ロキソプロフェンナトリウム錠60mg
｢ＣＨ｣
(ロキフラン錠)

60mg１錠 6.40 ○

ロキプロナール錠60mg
(ロキプロナール錠) 60mg１錠 8.00 ○

ロコルナール細粒10％
(ロコルナール細粒) 10％１ｇ 31.20

ロスポリア錠１mg
(ロスポリア錠) １mg１錠 52.80 ○

ロペナカプセル１mg
(ロペナカプセル) １mg１カプセル 15.80 ○

ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05％
｢タイヨー｣
(ロペラニール細粒小児用)

0.05％１ｇ 17.30 ○

ロペラミド錠１mg ｢ＥＭＥＣ｣
(ロペラミド錠 ｢ＥＭＥＣ｣) １mg１錠 16.20 ○

ロルフェナミン細粒10％
(ロルフェナミン細粒) 10％１ｇ 18.00 ○

ワイテンス錠２mg
(ワイテンス錠) ２mg１錠 17.50

品 名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

アイソボリン点滴静注用25mg
(アイソボリン注25mg) 25mg１瓶 2,864

アイソボリン点滴静注用100mg
(アイソボリン注100mg) 100mg１瓶 10,148

アクトシン注射用300mg
(アクトシン注) 300mg１管 (溶解液付) 1,094

アクマルト輸液
(アクマルト) 500mL１袋 152 ○

アダント関節注25mg
(アダント注射液) １％2.5mL１管 330 ○

アダントディスポ関節注25mg
(アダントディスポ) １％2.5mL１筒 553 ○

アデラビン９号注１mL
(アデラビン９号) １mL１管 169

アデラビン９号注２mL
(アデラビン９号) ２mL１管 289

アドカルＡＣ静注100mg
(アドカルＡＣ注) 0.5％20mL１管 60 ○

アドナミン静注100mg
(アドナミンＣ静注用) 0.5％20mL１管 60 ○
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品 名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

アドマック関節注25mg
(アドマック注) １％2.5mL１管 330 ○

アドマックディスポ関節注25mg
(アドマックディスポ) １％2.5mL１筒 493 ○

アナフラニール点滴静注液25mg
(アナフラニール注射液) 25mg１管 233

アプニション静注15mg
(アプニション注15mg) 15mg３mL１管 161

アミカリック輸液
(アミカリック) 200mL１袋 423

アミカリック輸液
(アミカリック) 500mL１袋 618

アミニック輸液
(アミニック) 200mL１袋 325

アミノトリパ１号輸液
(アミノトリパ１号) 850mL１キット 1,039

アミノトリパ１号輸液
(アミノトリパ１号) 1.7Ｌ１キット 1,698

アミノトリパ２号輸液
(アミノトリパ２号) 900mL１キット 1,110

アミノトリパ２号輸液
(アミノトリパ２号) 1.8Ｌ１キット 1,856

アミノフリード輸液
(アミノフリード) 500mL１キット 569

アミノフリード輸液
(アミノフリード) １Ｌ１キット 785

アミノレバン点滴静注
(アミノレバン) 200mL１袋 451

アミノレバン点滴静注
(アミノレバン) 500mL１袋 925

アミパレン輸液
(アミパレン) 200mL１袋 289

アミパレン輸液
(アミパレン) 300mL１袋 406

アミパレン輸液
(アミパレン) 400mL１袋 509

アルギメート点滴静注10％
(アルギメート) 10％200mL１袋 625

アルヒーロ関節注25mg
(アルヒーロ注) １％2.5mL１管 525 ○

局○アンチレクス静注10mg
(局○アンチレクス) １％１mL１管 122

ＥＬ
イーエル

３号輸液
(ＥＬ
イーエル

－３号)
500mL１袋 166

イオパーク240注シリンジ100mL
(イオパーク240シリンジ) 51.77％100mL１筒 6,902 ○

イオパーク300注シリンジ50mL
(イオパーク300シリンジ) 64.71％50mL１筒 4,660 ○
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品 名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

イオパーク300注シリンジ80mL
(イオパーク300シリンジ) 64.71％80mL１筒 7,247 ○

イオパーク300注シリンジ100mL
(イオパーク300シリンジ) 64.71％100mL１筒 8,652 ○

イオパーク300注20mL
(イオパーク300) 64.71％20mL１瓶 1,848 ○

イオパーク300注50mL
(イオパーク300) 64.71％50mL１瓶 4,348 ○

イオパーク300注100mL
(イオパーク300) 64.71％100mL１瓶 8,443 ○

イオパーク350注シリンジ100mL
(イオパーク350シリンジ) 75.49％100mL１筒 9,617 ○

イオパーク350注20mL
(イオパーク350) 75.49％20mL１瓶 2,144 ○

イオパーク350注50mL
(イオパーク350) 75.49％50mL１瓶 5,040 ○

イオパーク350注100mL
(イオパーク350) 75.49％100mL１瓶 9,634 ○

イオヘキソール注 300 シリンジ
｢ＨＫ｣
(イオヘキソール300シリンジ
｢ＨＫ｣)

64.71％100mL１筒 5,481 ○

イノシン静注400mg ｢トーワ｣
(イノチン注射液) ２％20mL１管 60 ○

イントラリポス輸液10％
(イントラリポス10％) 250mL１袋 744 ○

イントラリポス輸液20％
(イントラリポス20％) 20％50mL１袋 500 ○

イントラリポス輸液20％
(イントラリポス20％) 20％100mL１袋 594 ○

イントラリポス輸液20％
(イントラリポス20％) 20％250mL１袋 1,148 ○

ＡＫ－ソリタ透析剤・ＦＬ
(ＡＫ－ソリタ・ＦＬ)

９Ｌ１瓶
(炭酸水素ナトリウム液付) 2,560

ＡＫ－ソリタ透析剤・ＦＰ
(ＡＫ－ソリタ・ＦＰ)

９Ｌ１瓶
(炭酸水素ナトリウム付) 1,370

ＡＫ－ソリタ透析剤・ＤＬ
(ＡＫ－ソリタ・ＤＬ)

９Ｌ１瓶
(炭酸水素ナトリウム液付) 2,553

ＡＫ－ソリタ透析剤・ＤＰ
(ＡＫ－ソリタ・ＤＰ)

９Ｌ１瓶
(炭酸水素ナトリウム付) 1,132

ＡＫ－ソリタ透析剤・Ｂ
(ＡＫ－ソリタ・Ｂ) 11Ｌ１瓶 1,661

ＨＦ－ソリタ血液ろ過用補充液・Ｌ
(ＨＦ－ソリタ) １Ｌ１袋 433

ＨＦ－ソリタ血液ろ過用補充液・Ｌ
(ＨＦ－ソリタ) ２Ｌ１袋 819

ＨＦ－ソリタ血液ろ過用補充液・
ＢＷキット
(ＨＦ－ソリタ・ＢＷキット)

1010mL１キット 773
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後発医薬品

ＨＦ－ソリタ血液ろ過用補充液・
ＢＷキット
(ＨＦ－ソリタ・ＢＷキット)

2020mL１キット 1,098

ＨＭＧ筋注用75単位 ｢Ｆ｣
(ＨＭＧフジセイヤク) 75単位１管 (溶解液付) 1,305 ○

ＨＭＧ筋注用150単位 ｢Ｆ｣
(ＨＭＧフジセイヤク) 150単位１管 (溶解液付) 1,626 ○

エスアリネート注50mg
(エスアリネート注射液) 50mg20mL１管 60 ○

エスロン輸液
(エスロン) 500mL１瓶 158 ○

エスロン輸液
(エスロン) 300mL１袋 158 ○

エピルビシン塩酸塩注射用10mg
｢ＮＫ｣
(塩酸エピルビシン注10mg ｢マイラ
ン｣)

10mg１瓶 3,970 ○

エピルビシン塩酸塩注射用50mg｢ＮＫ｣
(塩酸エピルビシン注50mg ｢マイラ
ン｣)

50mg１瓶 18,502 ○

エリーテン注10mg／２mL
(エリーテン注) 0.5％２mL１管 60 ○

エルスプリー注10mEq
(エルスプリー注17.12％) 17.12％10mL１管 60 ○

エルベン注２mg
(エルベン) 0.1％２mL１管 60

Ｌ－メチオニン注射液100mg ｢日本
臓器｣
(Ｌ－メチオニン注“Ｚ”)

５％２mL１管 60

塩化Na 補正液１mEq／mL
(※補正用塩化ナトリウム液 (大塚
製薬工場))

１モル20mL１管 60

オイパロミン150注50mL
(オイパロミン150) 30.62％50mL１瓶 1,603 ○

オイパロミン150注200mL
(オイパロミン150) 30.62％200mL１瓶 6,001 ○

オイパロミン300注シリンジ50mL
(オイパロミン300シリンジ) 61.24％50mL１筒 3,617 ○

オイパロミン300注シリンジ80mL
(オイパロミン300シリンジ) 61.24％80mL１筒 5,128 ○

オイパロミン300注シリンジ100mL
(オイパロミン300シリンジ) 61.24％100mL１筒 6,259 ○

オイパロミン300注20mL
(オイパロミン300) 61.24％20mL１瓶 1,368 ○

オイパロミン300注50mL
(オイパロミン300) 61.24％50mL１瓶 3,005 ○

オイパロミン300注100mL
(オイパロミン300) 61.24％100mL１瓶 5,613 ○
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後発医薬品

オイパロミン370注シリンジ80mL
(オイパロミン370シリンジ) 75.52％80mL１筒 5,515 ○

オイパロミン370注シリンジ100mL
(オイパロミン370シリンジ) 75.52％100mL１筒 7,242 ○

オイパロミン370注20mL
(オイパロミン370) 75.52％20mL１瓶 1,445 ○

オイパロミン370注50mL
(オイパロミン370) 75.52％50mL１瓶 3,165 ○

オイパロミン370注100mL
(オイパロミン370) 75.52％100mL１瓶 6,227 ○

大塚生食注２ポート100mL
(大塚生食注２ポート) 100mL１キット 231 ○

大塚糖液５％２ポート100mL
(大塚糖液５％２ポート) ５％100mL１キット 234 ○

オサグレン点滴静注用20mg
(注射用オサグレン20) 20mg１瓶 803 ○

オムニスキャン静注32％
(オムニスキャン) 32.3％20mL１瓶 14,201

オムニスキャン静注32％シリンジ５
mL
(オムニスキャンシリンジ)

32.3％５mL１筒 6,532

オムニスキャン静注32％シリンジ10
mL
(オムニスキャンシリンジ)

32.3％10mL１筒 8,392

オムニスキャン静注32％シリンジ15
mL
(オムニスキャンシリンジ)

32.3％15mL１筒 11,894

オムニスキャン静注32％シリンジ20
mL
(オムニスキャンシリンジ)

32.3％20mL１筒 15,001

カネンドマイシン筋注200mg
(カネンドマイシン注射液) 200mg１管 243

カルボプラチン点滴静注液50mg
｢ＮＫ｣
(カルボメルク注射液１％)

50mg５mL１瓶 5,520 ○

カルボプラチン点滴静注液150mg
｢ＮＫ｣
(カルボメルク注射液１％)

150mg15mL１瓶 13,544 ○

カルボプラチン点滴静注液450mg
｢ＮＫ｣
(カルボメルク注射液１％)

450mg45mL１瓶 32,906 ○

カンプト点滴静注40mg
(カンプト注) 40mg２mL１瓶 8,168

カンプト点滴静注100mg
(カンプト注) 100mg５mL１瓶 18,189

ガンマガード静注用2.5ｇ
(ガンマガード) 2.5ｇ50mL１瓶 (溶解液付) 14,855

キシロカイン注ポリアンプ0.5％
(キシロカインポリアンプ0.5％) 0.5％５mL１管 63
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キシロカイン注ポリアンプ0.5％
(キシロカインポリアンプ0.5％) 0.5％10mL１管 103

キシロカイン注ポリアンプ１％
(キシロカインポリアンプ１％) １％５mL１管 63

キシロカイン注ポリアンプ１％
(キシロカインポリアンプ１％) １％10mL１管 111

キシロカイン注ポリアンプ２％
(キシロカインポリアンプ２％) ２％５mL１管 84

キシロカイン注ポリアンプ２％
(キシロカインポリアンプ２％) ２％10mL１管 159

キドミン輸液
(キドミン) 200mL１袋 522

キドミン輸液
(キドミン) 300mL１袋 719

キョウミノチン静注５mL
(キョウミノチン) ５mL１管 60

キョウミノチン静注20mL
(キョウミノチン) 20mL１管 60

クリアクター静注用40万
(クリアクター注40万) 40万国際単位１瓶 52,484

クリアクター静注用80万
(クリアクター注80万) 80万国際単位１瓶 101,576

クリアクター静注用160万
(クリアクター注160万) 160万国際単位１瓶 200,321

グリオロン関節注25mg
(グリオロン注) １％2.5mL１管 406 ○

グリセレブ点滴静注
(グリセレブ) 200mL１袋 203 ○

グリセレブ点滴静注
(グリセレブ) 300mL１袋 278 ○

グリチロン皮下注40mg
(グリチロン注一号) ２％２mL１管 64

クリニザルツ輸液
(クリニザルツＢ) 500mL１瓶 305

クリニザルツ輸液
(クリニザルツＢ) 200mL１袋 261

グルカゴン注射用１単位 ｢Ｆ｣
(注射用グルカゴンＦＳ)

１Ｕ.Ｓ.Ｐ.単位１瓶
(溶解液付) 1,835 ○

ＫＮＭＧ３号輸液
(ＫＮ補液ＭＧ３号) 500mL１瓶 121

ＫＮＭＧ３号輸液
(ＫＮ補液ＭＧ３号) 200mL１袋 121

ＫＮＭＧ３号輸液
(ＫＮ補液ＭＧ３号) 500mL１袋 121

ＫＮ１号輸液
(ＫＮ補液１Ａ) 500mL１瓶 112

ＫＮ１号輸液
(ＫＮ補液１Ａ) 200mL１袋 112
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ＫＮ１号輸液
(ＫＮ補液１Ａ) 500mL１袋 112

ＫＮ２号輸液
(ＫＮ補液２Ａ) 500mL１袋 128

ＫＮ３号輸液
(ＫＮ補液３Ｂ) 500mL１瓶 119

ＫＮ３号輸液
(ＫＮ補液３Ｂ) 200mL１袋 115

ＫＮ３号輸液
(ＫＮ補液３Ｂ) 500mL１袋 119

ＫＮ４号輸液
(ＫＮ補液４Ａ) 500mL１袋 110

ＫＣＬ補正液１mEq／mL
(※補正用塩化カリウム液 (大塚製
薬工場))

１モル20mL１管 61

ケイペラゾン静注用１ｇ
(ケイペラゾン静注用) １ｇ１瓶 1,061

局○ケミスポリン静注用0.25ｇ
(局○ケミスポリン静注用) 250mg１瓶 244 ○

局○ケミスポリン静注用0.5ｇ
(局○ケミスポリン静注用) 500mg１瓶 364 ○

局○ケミスポリン静注用１ｇ
(局○ケミスポリン静注用) １ｇ１瓶 477 ○

コアヒビター注射用10mg
(注射用コアヒビター10) 10mg１瓶 566 ○

コアヒビター注射用50mg
(注射用コアヒビター50) 50mg１瓶 1,489 ○

コアヒビター注射用100mg
(注射用コアヒビター100) 100mg１瓶 2,663 ○

コスメゲン静注用0.5mg
(コスメゲン) 0.5mg１瓶 2,052

コホリン静注用7.5mg
(コホリン) 7.5mg１瓶 (溶解液付) 108,958

コンクライトＡ液５mEq／mL
(コンクライト－Ａ) ５モル20mL１管 61 ○

コンクライトNa 液2.5mEq／mL
(コンクライト－Na) 2.5モル20mL１管 61 ○

コンクライトＬ液１mEq／mL
(コンクライト－Ｌ) １モル20mL１管 62 ○

コンクライトＰＫ液１mEq／mL
(コンクライト液－ＰＫ) 0.5モル20mL１管 61 ○

コンドロイチン硫酸ナトリウム注200
mg ｢ハラサワ｣
(コンドロイチン硫酸ナトリウム注
｢ダイサン｣)

１％20mL１管 62 ○

サケカルシトニン筋注10単位シリン
ジ ｢タイヨー｣
(サーカルニンディスポ)

10国際単位0.5mL１筒 460 ○
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サブパック血液ろ過用補充液－Bi
(サブパック－Bi) 1010mL１キット 808 ○

サブパック血液ろ過用補充液－Bi
(サブパック－Bi) 2020mL１キット 1,189 ○

ザルバン注0.2mg
(ザルバン注) 0.2mg１管 90 ○

ザルバン注0.3mg
(ザルバン注) 0.3mg１管 106 ○

ジアグノグリーン注射用25mg
(ジアグノグリーン注) 25mg１瓶 (溶解液付) 644

ジカベリン注２mL
(ジカベリン注) ２mL１管 63 ○

ジカベリン注５mL
(ジカベリン注) ５mL１管 84 ○

シメチラン注200mg
(シメチラン注) 10％２mL１管 60 ○

10％ＥＬ
イーエル

－３号輸液
(10％ＥＬ

イーエル

－３号)
500mL１袋 162

スペルゾン静注用0.5ｇ
(スペルゾン静注用) (500mg) １瓶 448 ○

スペルゾン静注用１ｇ
(スペルゾン静注用) (１ｇ) １瓶 494 ○

セファゾリンNa点滴静注用１ｇバッ
グ ｢オーツカ｣
(オーツカＣＥＺ注－ＭＣ)

１ｇ１キット
(生理食塩液100mL 付) 768 ○

ソナゾイド注射用16μＬ
(ソナゾイド注射用) １瓶 (溶解液付) 13,001

ソニフィラン筋注20mg
(ソニフィラン) 20mg２mL１管 7,179

ソリタックス－Ｈ輸液
(ソリタックス－Ｈ) 500mL１瓶 243

ソリタ－Ｔ１号輸液
(ソリタ－Ｔ１号) 200mL１瓶 155

ソリタ－Ｔ１号輸液
(ソリタ－Ｔ１号) 500mL１瓶 200

ソリタ－Ｔ２号輸液
(ソリタ－Ｔ２号) 200mL１瓶 165

ソリタ－Ｔ２号輸液
(ソリタ－Ｔ２号) 500mL１瓶 207

ソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液
(ソリタ－Ｔ３号Ｇ) 200mL１瓶 159

ソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液
(ソリタ－Ｔ３号Ｇ) 500mL１瓶 196

ソリタ－Ｔ３号輸液
(ソリタ－Ｔ３号) 200mL１瓶 157

ソリタ－Ｔ３号輸液
(ソリタ－Ｔ３号) 500mL１瓶 195



2008年(平成20年)８月１日 No.1890 ( 27 )

品 名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

ソリタ－Ｔ４号輸液
(ソリタ－Ｔ４号) 200mL１瓶 147

ソリタ－Ｔ４号輸液
(ソリタ－Ｔ４号) 500mL１瓶 202

ソル・コーテフ静注用250mg
(ソル・コーテフ250) 250mg１瓶 (溶解液付) 954

ソル・コーテフ静注用500mg
(ソル・コーテフ500) 500mg１瓶 (溶解液付) 1,410

ソル・コーテフ静注用1000mg
(ソル・コーテフ1000) １ｇ１瓶 (溶解液付) 3,053

ソル・コーテフ注射用100mg
(ソル・コーテフ) 100mg１瓶 (溶解液付) 360

ソルコート静注液100mg
(ソルコート注) 100mg５mL１瓶 2,587 ○

ソルデム１輸液
(ソルデム１) 200mL１袋 103 ○

ソルデム１輸液
(ソルデム１) 500mL１袋 110 ○

ソルデム２輸液
(ソルデム２) 200mL１袋 111 ○

ソルデム２輸液
(ソルデム２) 500mL１袋 130 ○

ソルデム３ＡＧ輸液
(ソルデム３ＡＧ) 200mL１袋 106 ○

ソルデム３ＡＧ輸液
(ソルデム３ＡＧ) 500mL１袋 112 ○

ソルデム３Ａ輸液
(ソルデム３Ａ) 200mL１袋 105 ○

ソルデム３Ａ輸液
(ソルデム３Ａ) 500mL１袋 111 ○

ソルデム３Ａ輸液
(ソルデム３Ａ) １Ｌ１袋 167 ○

ソルデム３ＰＧ輸液
(ソルデム３ＰＧ) 200mL１袋 108 ○

ソルデム３ＰＧ輸液
(ソルデム３ＰＧ) 500mL１袋 113 ○

ソルデム３輸液
(ソルデム３) 200mL１袋 106 ○

ソルデム３輸液
(ソルデム３) 500mL１袋 117 ○

ソルデム４輸液
(ソルデム４) 200mL１袋 108 ○

ソルデム４輸液
(ソルデム４) 500mL１袋 127 ○

ソルデム５輸液
(ソルデム５) 200mL１袋 112 ○

ソルデム５輸液
(ソルデム５) 500mL１袋 117 ○
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ソルデム６輸液
(ソルデム６) 200mL１袋 104 ○

ソルデム６輸液
(ソルデム６) 500mL１袋 110 ○

ソル・メドロール静注用40mg
(ソル・メドロール40) 40mg１瓶 (溶解液付) 496

ソル・メドロール静注用125mg
(ソル・メドロール125) 125mg１瓶 (溶解液付) 1,239

ソル・メドロール静注用500mg
(ソル・メドロール500) 500mg１瓶 (溶解液付) 4,009

ソル・メドロール静注用1000mg
(ソル・メドロール1000) １ｇ１瓶 (溶解液付) 7,150

ダルテパリン Na 静注５千単位／５
mLシリンジ ｢ＨＫ｣
(ダルテパリン Na シリンジ5000
｢ＨＫ｣)

5,000低分子ヘパリン国際単位 1,197 ○

タンボコール静注50mg
(タンボコール注50mg) 50mg５mL１管 433

局○チエナム筋注用0.5ｇ
(局○チエナム筋注用) 500mg１瓶 (溶解液付) 1,782

局○チエナム点滴静注用キット0.5ｇ
(局○チエナム点滴用)

500mg１キット
(生理食塩液100mL 付) 2,150

局○チエナム点滴静注用0.25ｇ
(局○チエナム点滴用) 250mg１瓶 1,162

局○チエナム点滴静注用0.5ｇ
(局○チエナム点滴用) 500mg１瓶 1,782

チオトミン注25mg
(チオトミン) 0.5％５mL１管 60

チチナ静注25mg
(チチナ注射液 ｢静注用｣) 0.5％５mL１管 60 ○

チチナ静注50mg
(チチナ注射液 ｢静注用｣) 0.5％10mL１管 60 ○

チチナ静注100mg
(チチナ注射液 ｢静注用｣) 0.5％20mL１管 60 ○

チチナ注10mg
(チチナ注射液 ｢筋注用｣) 0.5％２mL１管 56 ○

局○注射用水ＰＬ ｢フソー｣
(局○ワッサー ｢フソー｣ －ＰＬ) 500mL１瓶 128

局○注射用水ＰＬ ｢フソー｣
(局○ワッサー ｢フソー｣ －ＰＬ) １Ｌ１瓶 196

ツインパル輸液
(ツインパル) 500mL１キット 499 ○

ツインパル輸液
(ツインパル) １Ｌ１キット 672 ○

ツベラクチン筋注用１ｇ
(ツベラクチン) １ｇ１瓶 748

局○テスチノンデポー筋注用250mg
(局○テスチノンデポー250mg) 250mg１mL１管 1,192
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デノサリン１輸液
(デノサリン１) 200mL１袋 110 ○

デノサリン１輸液
(デノサリン１) 500mL１袋 112 ○

デポスタット筋注200mg
(デポスタット) 10％２mL１管 2,204

デポ・メドロール水懸注20mg
(デポ・メドロール20mg) 20mg１mL１瓶 212

デポ・メドロール水懸注40mg
(デポ・メドロール40mg) 40mg１mL１瓶 409

テリパラチド酢酸塩静注用100 ｢旭
化成｣
(ヒトＰＴＨ注 (旭化成))

100酢酸テリパラチド単位
１瓶 21,267

テルフィス点滴静注
(テルフィス) 200mL１袋 365 ○

テルフィス点滴静注
(テルフィス) 500mL１袋 753 ○

テルペラン注射液10mg
(テルペラン注射液) 0.5％２mL１管 60 ○

ドプタミン点滴静注液100mg
(ドプタミンＨ注射液) 100mg１管 361 ○

ドブックス点滴静注100mg
(ドブックス注) 100mg１管 418 ○

トリガイン注２mL
(トリガイン注) ２mL１管 63 ○

トリガイン注５mL
(トリガイン注) ５mL１管 79 ○

トリパレン１号輸液
(トリパレン１号) 600mL１袋 436

トリパレン１号輸液
(トリパレン１号) 1.2Ｌ１袋 805

トリパレン２号輸液
(トリパレン２号) 600mL１袋 466

トリパレン２号輸液
(トリパレン２号) 1.2Ｌ１袋 831

トリフリード輸液
(トリフリード) 200mL１瓶又は１袋 178

トリフリード輸液
(トリフリード) 500mL１瓶又は１袋 227

トリフリード輸液
(トリフリード) １Ｌ１袋 354

トロペロン注４mg
(トロペロン注) ４mg２mL１管 216

ナミマイシン点滴静注用100mg
(点滴静注用ナミマイシン) 100mg１瓶 219 ○

ニチフィリン注ＰＢ250mg
(ニチフィリン注ＰＢ) 2.5％10mL１管 67
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ニトロール点滴静注50mg バッグ
(ニトロール注バッグ50mg) 0.05％100mL１袋 2,217

ニトロール点滴静注100mg バッグ
(ニトロール注バッグ100mg) 0.05％200mL１袋 3,899

乳酸Na 補正液１mEq／mL
(※補正用乳酸ナトリウム液 (大塚
製薬工場))

１モル20mL１管 60

ネオパレン１号輸液
(ネオパレン１号) 1000mL１キット 1,382

ネオパレン１号輸液
(ネオパレン１号) 1500mL１キット 1,800

ネオパレン１号輸液
(ネオパレン１号) 2000mL１キット 2,162

ネオパレン２号輸液
(ネオパレン２号) 1000mL１キット 1,512

ネオパレン２号輸液
(ネオパレン２号) 1500mL１キット 1,978

ネオパレン２号輸液
(ネオパレン２号) 2000mL１キット 2,418

ネオファーゲンＣ静注５mL
(ネオファーゲンＣ注) ５mL１管 60

ネオファーゲンＣ静注20mL
(ネオファーゲンＣ注) 20mL１管 60

ネオファーゲン静注20mL
(ネオファーゲン注) 20mL１管 60

ネオファーゲン静注100mL
(ネオファーゲン注) 100mL１袋 147

ネオプラミール注射液10mg
(ネオプラミール注射液) 0.5％２mL１管 60 ○

ネオペルカミンＳ注脊麻用
(ネオペルカミン・Ｓ) ３mL１管 285

ハイカリックＲＦ輸液
(ハイカリックＲＦ) 250mL１袋 257

ハイカリックＲＦ輸液
(ハイカリックＲＦ) 500mL１袋 472

ハイカリックＲＦ輸液
(ハイカリックＲＦ) １Ｌ１袋 921

ハイカリックＮＣ－Ｈ輸液
(ハイカリックＮＣ－Ｈ) 700mL１袋 448

ハイカリックＮＣ－Ｈ輸液
(ハイカリックＮＣ－Ｈ) 1.4Ｌ１袋 870

ハイカリックＮＣ－Ｎ輸液
(ハイカリックＮＣ－Ｎ) 700mL１袋 416

ハイカリックＮＣ－Ｎ輸液
(ハイカリックＮＣ－Ｎ) 1.4Ｌ１袋 751

ハイカリックＮＣ－Ｌ輸液
(ハイカリックＮＣ－Ｌ) 700mL１袋 403
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ハイカリックＮＣ－Ｌ輸液
(ハイカリックＮＣ－Ｌ) 1.4Ｌ１袋 754

ハイスコ皮下注0.5mg
(ハイスコ) 0.05％１mL１管 66

ハイソルブ透析剤・Ｆ
(ハイソルブ－Ｆ) ３袋１組 1,028

ハイソルブ透析剤・Ｄ
(ハイソルブ－Ｄ) ３袋１組 929

バイフィル専用炭酸水素ナトリウム
補充液1.39％
(バイフィル専用炭酸水素ナトリウ
ム補充液)

１Ｌ１袋 502

バイフィル専用炭酸水素ナトリウム
補充液1.39％
(バイフィル専用炭酸水素ナトリウ
ム補充液)

２Ｌ１袋 939

バイフィル透析剤
(バイフィル－Ｓ) ６Ｌ１瓶 2,048

パドリン注射液7.5mg
(パドリン注射液) 0.75％１mL１管 61

ハリソン関節注25mg
(ハリソン) １％2.5mL１管 384 ○

ハルトマン－Ｇ３号輸液
(ハルトマン－Ｇ３号 ｢小林｣) 200mL１袋 112 ○

ハルトマン－Ｇ３号輸液
(ハルトマン－Ｇ３号 ｢小林｣) 300mL１袋 124 ○

ハルトマン－Ｇ３号輸液
(ハルトマン－Ｇ３号 ｢小林｣) 500mL1瓶 124 ○

パレセーフ輸液
(パレセーフ点滴静注用) 500mL１キット 892

ヒアルトーワ関節注25mg
(ヒアルトーワ注) １％2.5mL１管 451 ○

ピーエヌツイン－１号輸液
(ピーエヌツイン－１号) １キット 947

ピーエヌツイン－２号輸液
(ピーエヌツイン－２号) １キット 1,067

ピーエヌツイン－３号輸液
(ピーエヌツイン－３号) １キット 1,226

ビーカップ静注50mg
(ビーカップＶ ｢イセイ｣) 50mg20mL１管 60 ○

ビーカップ注10mg
(ビーカップ注 ｢イセイ｣) 10mg１管 54 ○

ビカーボン輸液
(ビカーボン注) 500mL１袋 269

ヒカミロンディスポ関節注25mg
(ヒカミロンディスポ) １％2.5mL１筒 1,353 ○

ビーコバＭ注500μg
(ビーコバＭ注) 0.5mg１管 60 ○
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ビジパーク270注200mL
(ビジパーク270) 54.97％20mL１瓶 2,266

ビジパーク270注50mL
(ビジパーク270) 54.97％50mL１瓶 5,383

ビジパーク270注100mL
(ビジパーク270) 54.97％100mL１瓶 10,737

ビジパーク320注50mL
(ビジパーク320) 65.15％50mL１瓶 6,559

ビジパーク320注100mL
(ビジパーク320) 65.15％100mL１瓶 12,800

ビセラルジン注射液５mg
(ビセラルジン注射液) ２mL１管 58

ビフビン点滴静注用300mg
(注射用ビフビン) 300mg１瓶 5,597 ○

ビーフリード輸液
(ビーフリード点滴静注用) 500mL１キット 568

ビーフリード輸液
(ビーフリード点滴静注用) １Ｌ１キット 783

局○ピペユンシン注射用１ｇ
(局○ピペユンシン注射用) １ｇ１瓶 242 ○

局○ピペユンシン注射用２ｇ
(局○ピペユンシン注射用) ２ｇ１瓶 360 ○

ヒュースレン関節注ディスポ25mg
(ヒュースレンディスポ) １％2.5mL１筒 683 ○

ファイバ注射用1000
(ファイバ)

1,000単位20mL１瓶
(溶解液付) 202,896

ファイバ注射用500
(ファイバ) 500単位10mL１瓶 (溶解液付) 102,050

局○ファモスタジン注用20mg
(局○注射用ファモスタジン20mg) 20mg１管 201 ○

局○ファモチジン注射用20mg
｢ＫＯＢＡ｣
(局○プロゴーギュ注射用20mg)

20mg１瓶 174 ○

局○ファンギゾン注射用50mg
(局○ファンギゾン) 50mg１瓶 1,035

フォトフリン静注用75mg
(フォトフリン注) 75mg１瓶 180,557

ブチルミン注射液20mg
(ブチルミン注射液) ２％１mL１管 60 ○

ブミネート静注液５％
(ブミネート５％) ５％250mL１瓶 5,734

ブミネート静注液25％
(ブミネート25％) 25％50mL１瓶 5,619

プラスアミノ輸液
(プラスアミノ) 200mL１袋 190

プラスアミノ輸液
(プラスアミノ) 500mL１袋 325
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プラズマプロテインフラクション静
注液4.4％
(プラズマプロテインフラクション)

250mL１瓶 6,308

フラゼミシン点滴静注用２ｇキット
(静注用フラゼミシンＳ)

２ｇ１キット
(注射用水100mL 付) 984 ○

ブリカニール皮下注0.2mg
(ブリカニール注射液) 0.2mg１管 63

プリーラディスポ関節注25mg
(プリーラディスポ) １％2.5mL１筒 613 ○

プリモジアン・デポー筋注
(プリモジアン・デポー) １mL１管 531

フルコナゾール静注100mg ｢トーワ｣
(フルゾール静注液0.2％) 0.2％50mL１瓶 2,405 ○

フルコナゾール静注200mg ｢トーワ｣
(フルゾール静注液0.2％) 0.2％100mL１瓶 4,451 ○

フレスミンＳ注射液1000μg
(フレスミンＳ注射液) １mg１管 100

ブロカル静注２％
(ブロカル注 ｢オーツカ｣) ２％20mL１管 61 ○

プロギノン・デポー筋注10mg
(プロギノン・デポー10mg) 10mg１管 319

局○プロゲホルモン筋注用25mg
(局○プロゲホルモン25mg) 25mg１管 156

ヘパリンカルシウム注１万単位／10
mL ｢味の素｣
(※ヘパリンカルシウム注射液 (味
の素))

10,000単位10mL１瓶 421 ○

ヘパリンカルシウム注５万単位／50
mL ｢味の素｣
(※ヘパリンカルシウム注射液 (味
の素))

50,000単位50mL１瓶 1,146 ○

局○ヘパリンナトリウム注Ｎ１万単位
／10mL ｢味の素｣
( 局○ヘパリンナトリウム注Ｎ ｢味の
素｣)

10,000単位10mL１瓶 446

局○ヘパリンナトリウム注１万単位／
10mL ｢味の素｣
(局○ヘパリンナトリウム注 ｢味の素｣)

10,000単位10mL１瓶 446

局○ヘパリンナトリウム注５万単位／
50mL ｢味の素｣
(局○ヘパリンナトリウム注 ｢味の素｣)

50,000単位50mL１瓶 1,129

局○ヘパリンナトリウム注10万単位／
100mL ｢味の素｣
(局○ヘパリンナトリウム注 ｢味の素｣)

100,000単位100mL１瓶 2,217

ホスビロンディスポ関節注25mg
(ホスビロンディスポ) １％2.5mL１筒 748 ○

ポタコールＲ輸液
(ポタコールＲ) 250mL１袋 148

ポタコールＲ輸液
(ポタコールＲ) 500mL１袋 183
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ホモック注200mg
(ホモック注 ｢イセイ｣) ２％10mL１管 62 ○

マイリス静注用100mg
(マイリス注) 100mg１瓶 903

マイリス静注用200mg
(マイリス注) 200mg１瓶 1,645

マイロターグ点滴静注用５mg
(マイロターグ注射用５mg) ５mg１瓶 241,096

マックアミン輸液
(マックアミン) 200mL１瓶 375

マックアミン輸液
(マックアミン) 500mL１瓶 547

マックアミン輸液
(マックアミン) 200mL１袋 375

マックアミン輸液
(マックアミン) 500mL１袋 547

マルトースＭＬ輸液10％
(マルトース注ＭＬ) 10％250mL１袋 191 ○

マルトースＭＬ輸液10％
(マルトース注ＭＬ) 10％500mL１袋 202 ○

マルトス輸液10％
(マルトス－10) 10％500mL１瓶 223

マルトス輸液10％
(マルトス－10) 10％250mL１袋 194

マルトス輸液10％
(マルトス－10) 10％500mL１袋 225

ミオテクター冠血管注
(ミオテクター) １瓶１管１組 2,120

ミオパノール注２mg
(ミオパノール注) 0.2％１mL１管 54 ○

ミキシッドＨ輸液
(ミキシッド－Ｈ) 900mL１キット 1,769

ミキシッドＬ輸液
(ミキシッド－Ｌ) 900mL１キット 1,700

ミノマイシン点滴静注用100mg
(点滴静注用ミノマイシン) 100mg１瓶 546

メイセリン静注用１ｇ
(注射用メイセリン) １ｇ１瓶 829

メソトレキセート点滴静注液200mg
(メソトレキセート注射液200mg) 200mg８mL１瓶 11,534

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩
注0.2mg ｢Ｆ｣
(マレイン酸メチルエルゴメトリン
注Ｆ)

0.02％１mL１管 58 ○

メディプロスト注射用20μg
(注射用メディプロスト) 20μg１瓶 564 ○

メロペン点滴用キット0.5ｇ
(メロペン点滴用0.5ｇ)

500mg１キット
(生理食塩液100mL 付) 2,120
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メロペン点滴用バイアル0.25ｇ
(メロペン点滴用0.25ｇ) 250mg１瓶 1,146

メロペン点滴用バイアル0.5ｇ
(メロペン点滴用0.5ｇ) 500mg１瓶 1,650

モイオパミン注300シリンジ
(モイオパミン300シリンジ) 61.24％50mL１筒 3,617 ○

モイオパミン注300シリンジ
(モイオパミン300シリンジ) 61.24％100mL１筒 5,145 ○

モイオパミン注370シリンジ
(モイオパミン370シリンジ) 75.52％50mL１筒 4,111 ○

モイオパミン注370シリンジ
(モイオパミン370シリンジ) 75.52％100mL１筒 7,306 ○

モリアミンＳ注
(強力モリアミンＳ) (10％) 200mL１袋 351

モリプロンＦ輸液
(モリプロンＦ) 200mL１袋 329

モリヘパミン点滴静注
(モリヘパミン) 200mL１袋 469

モリヘパミン点滴静注
(モリヘパミン) 300mL１袋 675

モリヘパミン点滴静注
(モリヘパミン) 500mL１袋 982

ラクテックＧ輸液
(ラクテックＧ注) 500mL１瓶 120 ○

ラクテックＧ輸液
(ラクテックＧ注) 250mL１袋 120 ○

ラクテックＧ輸液
(ラクテックＧ注) 500mL１袋 120 ○

ラクテックＧ輸液
(ラクテックＧ注) １Ｌ１袋 273 ○

ラクテックＤ輸液
(ラクテックＤ注) 500mL１瓶 124 ○

ラクテックＤ輸液
(ラクテックＤ注) 500mL１袋 124 ○

リズピオン注300mg
(リズピオン注射液) 300mg１mL１管 76 ○

リズピオン注600mg
(リズピオン注射液) 600mg２mL１管 92 ○

硫酸カナマイシン注射液1000mg ｢明
治｣
(硫酸カナマイシン注射液明治)

１ｇ１管 321

リリアジン静注用１ｇ
(静注用リリアジン１ｇ) １ｇ１瓶 404 ○

リリアジン静注用２ｇ
(静注用リリアジン２ｇ) ２ｇ１瓶 754 ○

リン酸二カリウム補正液１mEq／mL
(※補正用リン酸二カリウム液 (大
塚製薬工場))

0.5モル20mL１管 61
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リンパック透析剤ＴＡ１
(リンパックＴＡ１) ２袋１組 927

リンパック透析剤ＴＡ３
(リンパックＴＡ３) ２袋１組 923

リンパック透析剤１号
(リンパック) ３袋１組 969

リンパック透析剤３号
(リンパック３号) ３袋１組 950

ルテオニン点滴静注用50mg
(ルテオニン注) １％５mL１管 964 ○

ルネトロン注射液0.5mg
(ルネトロン注射液) 0.5mg１管 62

0.3％ペルカミンエス注脊麻用
(0.3％ペルカミンエス注射液) 0.3％３mL１管 256

レタメックス点滴静注液100mg
(レタメックス) 100mg１管 456 ○

ワイスタール静注用１ｇ
(注用ワイスタール) (１ｇ) １瓶 494 ○

品 名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

アイコザールクリーム１％
(アイコザールクリーム) １％１ｇ 11.70 ○

アクトシン軟膏３％
(アクトシン軟膏) ３％１ｇ 55.5

アクリノール外用液0.2％ ｢ヤマゼン｣
(※アクリノール液 (山善)) 0.2％10mL 7.30 ○

アクリノール消毒液0.1％ ｢タイセイ｣
(※アクリノール液 (大成)) 0.1％10mL 6.50 ○

アクリノール消毒液0.1％ ｢東豊｣
(東豊アクリノール液) 0.1％10mL 7.60

アクリノール消毒液0.2％ ｢タイセイ｣
(アクリノールⅡ液) 0.2％10mL 6.50 ○

アクロマイシントローチ15mg
(アクロマイシントローチ) 15mg１錠 9.90

アクロマイシン軟膏３％
(アクロマイシン軟膏) 30mg１ｇ 22.90

アコニップパップ70mg
(アコニップ) 10㎝×14㎝１枚 13.70

アスゼスチック３％
(アスゼスチック) ３％１ｇ 4.50 ○

アスゼスパップ70mg
(アスゼスパップ) 10㎝×14㎝１枚 17.10 ○

アズレン含嗽用顆粒0.4％ ｢日医工｣
(含嗽用アズレン顆粒 ｢ＫＯＢＡ｣) 0.4％１ｇ 6.00 ○

アズレン含嗽用散0.4％ ｢トーワ｣
(含嗽用アズレン ｢トーワ｣) 0.4％１ｇ 6.00 ○
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アナミドールクリーム0.05％
(アナミドールクリーム) 0.05％１ｇ 8.80 ○

アナミドール軟膏0.05％
(アナミドール軟膏) 0.05％１ｇ 8.80 ○

アニルーメ坐剤小児用100mg
(アニルーメＳ) 100mg１個 20.40 ○

アネトカインゼリー２％
(アネトカインゼリー) ２％１mL 5.50 ○

アパティアテープ40mg
(アパティアテープ) 40mg１枚 40.90 ○

アフタシール25μg
(アフタシールＳ) 25μg１枚 45.60 ○

アラエビン軟膏３％
(アラエビン軟膏) ３％１ｇ 138.40 ○

アルキサ軟膏２％
(アルキサ軟膏) ２％１ｇ 9.50 ○

アルゾナ軟膏0.1％
(アルゾナ軟膏) 0.1％１ｇ 13.00 ○

アルゾナユニバーサルクリーム0.1％
(アルゾナユニバーサルクリーム) 0.1％１ｇ 13.00 ○

アレルナート点鼻液２％
(アレルナート点鼻液) 190mg9.5mL１瓶 360.00 ○

イソジン液10％
(イソジン液) 10％10mL 32.90

イソジンゲル10％
(イソジンゲル) 10％10ｇ 62.80

イソジンシュガーパスタ軟膏
(イソジンシュガーパスタ) １ｇ 17.20 ○

イソジンスクラブ液7.5％
(イソジンスクラブ) 7.5％10mL 44.20

イソジンフィールド液10％
(イソジンフィールド) 10％10mL 48.80

イソピットテープ40mg
(イソピット) 40mg１枚 62.20 ○

イソプロパノール消毒液50％ ｢タイ
セイ｣
(セイコールＶ)

50％10mL 3.70 ○

イソプロパノール消毒液50％ ｢ヨシ
ダ｣
(50％イソプロ ｢ヨシダ｣)

50％10mL 3.70

イソプロパノール消毒液70％ ｢タイ
セイ｣
(セイコールⅦ)

70％10mL 4.40 ○

イソプロパノール消毒液70％ ｢ヨシ
ダ｣
(70％イソプロ ｢ヨシダ｣)

70％10mL 4.40 ○

イソプロ－50％消毒液 ｢シオエ｣
(イソプロ－50) 50％10mL 3.70
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イソプロ－70％消毒液 ｢シオエ｣
(イソプロ－70) 70％10mL 4.40 ○

イドメシンコーワクリーム１％
(イドメシンコーワクリーム) １％１ｇ 9.10

イドメシンコーワゲル１％
(イドメシンコーワゲル) １％１ｇ 9.10

イドメシンコーワゾル１％
(イドメシンコーワゾル) １％１ｇ 9.10

イノリン吸入液0.5％
(イノリン吸入液) 0.5％１mL 30.30

イワデクト外用配合散剤
(イワデクト) １ｇ 29.10 ○

インサイドパップ70mg
(インサイドパップ) 10㎝×14㎝１枚 21.50

インテナースパップ70mg
(インテナース) 10㎝×14㎝１枚 14.20

インテナシンパップ70mg
(インテナシン) 10㎝×14㎝１枚 14.20 ○

インテバン外用液１％
(インテバン外用液) １％１mL 9.00

インテバンクリーム１％
(インテバンクリーム) １％１ｇ 9.00

インテバン軟膏１％
(インテバン軟膏) １％１ｇ 9.00

インドメタシンクリーム１％ ｢サワ
イ｣
(インドメクリーム)

１％１ｇ 4.60 ○

インドメタシンパップ70mg ｢日医工｣
(アスモＩＤ) 10㎝×14㎝１枚 14.80 ○

エアリートゲル0.3％
(エアリートゲル) １ｇ 6.50 ○

ＨＣゾロン点眼液0.5％ ｢日点｣
(日点・ＨＣゾロン点眼液) 0.5％１mL 18.30

エクセルダーム外用液１％
(エクセルダームソリューション) １％１mL 25.70

エクセルダームクリーム１％
(エクセルダームクリーム) １％１ｇ 25.70

エクラープラスター20μg／cm２

(エクラープラスター) (1.5mg) 7.5㎝×10㎝ 78.70

エストリール腟錠0.5mg
(エストリール腟錠) 0.5mg１錠 21.30

エスペタット点鼻液0.1％
(エスペタットＡＱ点鼻液) 8.5mg8.5ｇ１瓶 420.40 ○

エパテッククリーム３％
(エパテッククリーム) ３％１ｇ 6.50

エパテックゲル３％
(エパテックゲル) ３％１ｇ 6.50
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エパテックローション３％
(エパテックローション) ３％１ｇ 6.50

ＦＡＤ点眼液0.05％ ｢ニットー｣
(ＦＡＤ点眼液Ｔ) 0.05％５mL１瓶 84.80 ○

エマーゲン顆粒含嗽用0.4％
(エマーゲンＧ) 0.4％１ｇ 6.00 ○

エルシド腟錠100mg
(エルシド腟錠) 100mg１錠 33.00 ○

エルタシン軟膏0.1％
(エルタシン軟膏) １mg１ｇ 10.30 ○

オキコナール腟錠100mg
(オキコナールＶ100) 100mg１錠 50.10 ○

オキコナール腟錠600mg
(オキコナールＶ600) 600mg１錠 267.60 ○

オラロン含嗽用液７％
(オラロンガーグル) ７％１mL 2.70 ○

オルセノン軟膏0.25％
(オルセノン軟膏) 0.25％１ｇ 54.20

カデックス外用散0.9％
(カデックス) 0.9％１ｇ 83.90

カーマスプラスター
(カーマス) 10㎝×14㎝１枚 12.60 ○

キンダロン軟膏0.05％
(キンダロン軟膏) 0.05％１ｇ 13.90 ○

キンダロンローション0.05％
(キンダロンローション) 0.05％１ｇ 13.90 ○

クラドイド軟膏0.3％
(クラドイド軟膏) １ｇ 9.70 ○

クラドイドローション0.3％
(クラドイドローション) １ｇ 9.70 ○

局○グリセリンカリ液 ｢マルイシ｣
(局○※グリセリンカリ液 (丸石)) 10mL 13.00

グリセリン浣腸液50％ ｢マイラン｣
(グリカンチョー液) 50％40mL１個 107.60 ○

グリセリン浣腸液50％ ｢マイラン｣
(グリカンチョー液) 50％60mL１個 126.60 ○

グリセリン浣腸液50％ ｢マイラン｣
(グリカンチョー液) 50％120mL１個 159.50 ○

グリセリン浣腸液50％ ｢マイラン｣
(グリカンチョー液) 50％150mL１個 222.60 ○

グルコジンＲ・エタノール液0.5％
(グルコジンＲ・エタノール液) 0.5％10mL 6.30 ○

グルコジンＷ・エタノール液0.5％
(グリコジンＷ・エタノール液) 0.5％10mL 6.30 ○

グルコジンＢ・エタノール液0.5％
(グルコジンＢ・エタノール液) 0.5％10mL 6.30 ○
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クロトリマゾール外用液１％ ｢タイ
ヨー｣
(エンシェント液)

１％１mL 7.90 ○

ケトチフェン点鼻液0.05％ ｢タイヨー｣
(メラボン点鼻液) 6.048mg８mL１瓶 364.60 ○

ケトプロフェンパップ30mg ｢ラクー
ル｣
(ケトラニール)

10㎝×14㎝１枚 13.60 ○

コールタイジン点鼻液
(コールタイジン) １mL 7.80

サイベース軟膏0.05％
(サイベース軟膏) 0.05％１ｇ 13.30 ○

サイベースローション0.05％
(サイベースローション) 0.05％１ｇ 13.30 ○

産婦人科用イソジンクリーム５％
(産婦人科用イソジンクリーム) ５％10ｇ 65.20

ＪＤガーグル７％
(ＪＤガーグル) ７％１mL 2.70 ○

シオミスト点鼻液２％
(シオミスト点鼻液) 190mg9.5mL１瓶 339.80 ○

ジドレンテープ27mg
(ジドレンテープ) (27mg) 9.6cm２１枚 79.10 ○

硝酸イソソルビドテープ 40mg
｢ＥＭＥＣ｣
(硝酸イソソルビドテープ ｢ＥＭＥＣ｣

40mg１枚 46.10 ○

消プロ (ハチ) 消毒液50％
(消プロ (ハチ) 50) 50％10mL 3.70 ○

消プロ (ハチ) 消毒液70％
(消プロ (ハチ) 70) 70％10mL 4.40 ○

ステイバンパップ40mg
(ステイバン) 10㎝×14㎝１枚 24.70

スピラゾンクリーム0.3％
(スピラゾンクリーム) 0.3％１ｇ 9.80 ○

スピラゾン軟膏0.3％
(スピラゾン軟膏) 0.3％１ｇ 9.80 ○

スピラゾンローション0.3％
(スピラゾンローション) 0.3％１ｇ 9.80 ○

スプロールトローチ２mg
(スプロールトローチ) ２mg１錠 5.90 ○

スミルテープ35mg
(スミルテープ) ７㎝×10㎝１枚 12.20 ○

スルファジアジンパスタ５％ ｢三恵｣
(スルファジアジンパスタ ｢三恵｣) ５％１ｇ 3.40 ○

スレンダムクリーム１％
(スレンダムクリーム) １％１ｇ 21.90

スレンダム軟膏１％
(スレンダム軟膏) １％１ｇ 21.90

ゼポラスパップ40mg
(ゼポラス) 10㎝×14㎝１枚 22.50
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ゼムパックパップ70
(ゼムパック) 10㎝×14㎝１枚 14.20

ゼムロンゲル0.3％
(ゼムロンゲル) １ｇ 6.50 ○

セラスターテープ70
(セラスター) 10㎝×14㎝１枚 24.10 ○

セルタッチパップ70
(セルタッチ) 10㎝×14㎝１枚 27.40

ソアナース軟膏
(ソアナースパスタ) １ｇ 45.70

ソルニムクリーム0.05％
(ソルニムクリーム) 0.05％１ｇ 10.00 ○

ソルベガクリーム0.05％
(ソルベガクリーム) 0.05％１ｇ 26.30 ○

ソルベガゲル0.05％
(ソルベガゲル) 0.05％１ｇ 26.30 ○

ソルベガ軟膏0.05％
(ソルベガ軟膏) 0.05％１ｇ 26.30 ○

タッチロンパップ30
(タッチロン) 10㎝×14㎝１枚 13.60 ○

タリビッド耳科用液0.3％
(タリビッド耳科用液) ３mg１mL 143.70

デキサメサゾンクリーム0.1％ ｢イワ
キ｣
(デキサメサゾンクリーム ｢イワキ｣)

0.1％１ｇ 10.40 ○

デキサメサゾン軟膏0.1％ ｢イワキ｣
(デキサメサゾン軟膏 ｢イワキ｣) 0.1％１ｇ 10.40 ○

デキサメサゾンローション0.1％ ｢イ
ワキ｣
(デキサメサゾンローション ｢イワ
キ｣)

0.1％１ｇ 10.40 ○

デキサメタゾン軟膏口腔用0.1％
｢ＣＨ｣
(アムメタゾン軟膏 (口腔用))

0.1％１ｇ 37.90 ○

局○デキサンＶＧ軟膏0.12％
(局○デキサンＧ軟膏) １ｇ 11.10 ○

テゴー51消毒液10％
(テゴー51) 10％10mL 8.30

テストーゲン軟膏0.02％
(テストーゲン軟膏) 0.02％１ｇ 12.80 ○

デスパコーワ口腔用クリーム
(デスパコーワ) １ｇ 35.70

局○デルキサムクリーム５％
(局○デルキサムクリーム) ５％１ｇ 9.40 ○

局○デルキサム軟膏５％
(局○デルキサム軟膏) ５％１ｇ 9.90 ○

デルマクリンＡ軟膏１％
(デルマクリンＡ軟膏) １％１ｇ 16.10
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デルマクリンクリーム１％
(デルマクリン軟膏) １％１ｇ 16.10

デルムサットクリーム0.1％
(デルムサットクリーム) 0.1％１ｇ 13.30 ○

デルムサット軟膏0.1％
(デルムサット軟膏) 0.1％１ｇ 13.30 ○

デルモゾールＤＰクリーム0.064％
(デルモゾール－ＤＰクリーム) 0.064％１ｇ 9.40 ○

デルモゾールＤＰ軟膏0.064％
(デルモゾール－ＤＰ軟膏) 0.064％１ｇ 8.10 ○

デルモゾールＤＰローション0.064％
(デルモゾール－ＤＰローション) 0.064％１mL 9.40 ○

デルモゾール軟膏0.12％
(デルモゾール軟膏) 0.12％１ｇ 9.00 ○

デルモゾールローション0.12％
(デルモゾールローション) 0.12％１mL 9.00 ○

局○テレミンソフト坐薬10mg
(局○テレミンソフト坐薬３号) 10mg１個 22.10

トパルジッククリーム１％
(トパルジッククリーム) １％１ｇ 28.70

トパルジック軟膏１％
(トパルジック軟膏) １％１ｇ 28.70

トプシムＥクリーム0.05％
(トプシムＥクリーム) 0.05％１ｇ 29.30

トプシムクリーム0.05％
(トプシムクリーム) 0.05％１ｇ 29.30

トプシム軟膏0.05％
(トプシム軟膏) 0.05％１ｇ 29.30

トプシムローション0.05％
(トプシムローション) 0.05％１ｇ 29.30

トラップオンパップ70mg
(トラップオンパップ) 10㎝×14㎝１枚 14.20 ○

トリシノロンクリーム0.1％
(トリシノロン (クリーム)) 0.1％１ｇ 28.20 ○

トリシノロンゲル0.1％
(トリシノロン) 0.1％１ｇ 28.20 ○

トリホモンクリーム0.05％
(トリホモンクリーム) 0.05％１ｇ 13.40 ○

トリホモン軟膏0.05％
(トリホモン軟膏) 0.05％１ｇ 14.10 ○

ドレニゾンテープ４μg／cm２

(ドレニゾンテープ) (0.3mg) 7.5㎝×10㎝ 92.20

ナパゲルンクリーム３％
(ナパゲルンクリーム) ３％１ｇ 10.00

ナパゲルン軟膏３％
(ナパゲルン軟膏) ３％１ｇ 10.00

ナパゲルンローション３％
(ナパゲルンローション) ３％１mL 10.00
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ナボールゲル１％
(ナボールゲル) １％１ｇ 9.90

ナボールテープＬ30mg
(ナボールテープＬ) 10㎝×14㎝１枚 36.80

ナボールテープ15mg
(ナボールテープ) ７㎝×10㎝１枚 22.50

ナボールパップ70mg
(ナボールパップ70) ７㎝×10㎝１枚 22.50

ナボールパップ140mg
(ナボールパップ140) 10㎝×14㎝１枚 36.80

ニトロールスプレー1.25mg
(ニトロールスプレー) 163.5mg10ｇ１瓶 1,407.10

ノフロキサン点眼液0.3％
(ノフロキサン点眼液) 0.3％１mL 45.50 ○

ハイシジン腟錠200mg
(ハイシジン腟錠) 200mg１個 53.40 ○

ハイシップスプレー
(ハイシップＳ) 10mL 24.30

ハイセチン腟錠100mg
(ハイセチン腟錠) 100mg１錠 63.00 ○

ハイデルマートクリーム２％
(ハイデルマート軟膏) ２％１ｇ 18.10

ハイポアルコール液２％ ｢ヤクハン｣
(２％ハイポアルコール ｢ヤクハン｣) 10mL 7.80 ○

ハイポエタノール液２％ ｢ヨシダ｣
(ハイポエタノール２％ ｢ヨシダ｣) 10mL 7.80 ○

ハイポエタノール外用液２％ ｢アト
ル｣
(※ハイポエタノール (アトル))

10mL 8.20 ○

バウロ散含嗽用0.4％
(含嗽用パウロ) 0.4％１ｇ 6.00 ○

ハクセリンゲル１％
(ハクセリンゲル) １％１ｇ 8.60 ○

ハクセリン軟膏１％
(ハクセリン軟膏) １％１ｇ 8.60 ○

パステル温感ハップ
(パステルＨ) 10ｇ 10.40 ○

バトラフェン外用液１％
(バトラフェン液) １％１mL 16.10

バトラフェンクリーム１％
(バトラフェンクリーム) １％１ｇ 16.10

パニマイシン点眼液0.3％
(パニマイシン点眼液) ３mg１mL 43.20

バリナスチン腟錠100mg
(バリナスチンＶ100) 100mg１個 53.60 ○

バリナスチン腟錠300mg
(バリナスチンＶ300) 300mg１個 149.70 ○
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ヒアガード0.85眼粘弾剤１％
(ヒアガード) １％0.85mL１筒 3,698.40 ○

ヒアルオペ0.6眼粘弾剤１％
(ヒアルオペ) １％0.6mL１筒 3,633.00 ○

ビーエスエスプラス250眼灌流液0.0184
％
(ビーエスエスプラス)

0.46％10mL１瓶 (希釈液付) 4,847.70

ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184
％
(ビーエスエスプラス)

0.46％20mL１瓶 (希釈液付) 4,871.50

ＰＳゾロン点眼液0.11％ ｢日点｣
(日点・ＰＳゾロン点眼液) 0.1％１mL 20.30

局○ビオシドール消毒液50％
(局○ビオシドール－50シオエ) 10mL 13.90

ビスコート0.5眼粘弾剤
(ビスコート) 0.5mL１筒 6,905.20 ○

ビスダームクリーム0.1％
(ビスダームクリーム) 0.1％１ｇ 33.40

ビスダーム軟膏0.1％
(ビスダーム軟膏) 0.1％１ｇ 33.40

ピバレフリン点眼液0.04％
(ピバレフリン0.04％) 0.04％１mL 188.9

ピバレフリン点眼液0.1％
(ピバレフリン0.1％) 0.1％１mL 286.1

ビフビン軟膏３％
(ビフビン軟膏) ３％１ｇ 146.90 ○

ビルミチンクリーム１％
(ビルミチンクリーム) １％１ｇ 12.10 ○

ピレノキシン点眼用0.005％ ｢ニットー｣
(点眼用ピレノキシンＴ)

0.005％１mL
(溶解後の液として) 6.70 ○

ファルジーテープ70mg
(ファルジー) 10㎝×14㎝１枚 17.60 ○

フェルビスパップ70mg
(フェルビスパップ) 10㎝×14㎝１枚 17.10 ○

フェルビナクテープ70mg ｢ＥＭＥＣ｣
(フェルビナクＰ ｢ＥＭＥＣ｣) 10㎝×14㎝１枚 17.60 ○

フォルテガード錠口腔用５mg
(フォルテガード) ５mg１錠 10.30 ○

局○複方ヨード・グリセリン ｢マルイ
シ｣
( 局○※複方ヨード・グリセリン (丸
石))

10mL 16.90

フシジンレオ軟膏２％
(フシジンレオ軟膏) 20mg１ｇ 20.10

ブセレキュア点鼻液0.15％
(ブセレキュア) 15.75mg10mL１瓶 7,349.20 ○

フマルトン点眼液0.05％
(フマルトン点眼液) 3.45mg５mL１瓶 444.70 ○
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フマルフェン点眼液0.05％
(フマルフェン点眼液) 3.45mg５mL１瓶 275.90 ○

フラジール腟錠250mg
(フラジール腟錠) 250mg１錠 39.30

プラパスタ軟膏0.05％
(プラパスタ軟膏) 0.05％１ｇ 13.00 ○

フラビタン眼軟膏0.1％
(フラビタン眼軟膏) 0.1％１ｇ 32.80

フルコート外用液0.01％
(フルコートソリューション) 0.01％１mL 23.50

フルコートクリーム0.025％
(フルコートクリーム) 0.025％１ｇ 23.70

フルコート軟膏0.025％
(フルコート軟膏) 0.025％１ｇ 23.70

フループテープ40
(フループテープ) 10㎝×14㎝１枚 15.50 ○

フルメトロン点眼液0.02％
(フルメトロン0.02) 0.02％１mL 48.80

フルメトロン点眼液0.1％
(フルメトロン0.1) 0.1％１mL 78.90

フレストルテープ20mg
(フレストルテープ) ７㎝×10㎝１枚 15.70 ○

プレポダインスクラブ0.75％
(プレポダインスクラブ) 10mL 27.90 ○

プレポダインソリューション１％
(プレポダインソリューション) 10mL 25.20 ○

プレポダインフィールド１％
(プレポダインフィールド) 10mL 35.40 ○

フロジン外用液５％
(フロジン液) ５％１mL 36.50 ○

プロビスク0.4眼粘弾剤１％
(プロビスク) １％0.4mL１筒 4,753.10 ○

プロビスク0.7眼粘弾剤１％
(プロビスクＬ７) １％0.7mL１筒 4,753.10 ○

プロビスク0.85眼粘弾剤１％
(プロビスク) １％0.85mL１筒 4,771.00 ○

プロラノン点眼液0.1％
(プロラノン点眼液) 0.1％１mL 33.90 ○

ベギータ点眼液0.1％
(ベギータ点眼液) 0.1％１mL 51.70 ○

ベシカムクリーム５％
(ベシカムクリーム) ５％１ｇ 22.10

ベシカム軟膏５％
(ベシカム軟膏) ５％１ｇ 22.10

ベナパスタ軟膏４％
(ベナパスタ) ４％10ｇ 34.00

ベリーズ坐剤20mg
(ベリーズ坐剤) 20mg１個 43.60 ○
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ペンレステープ18mg
(ペンレス) (18mg) 30.5㎜×50.0㎜１枚 50.20

ボアラクリーム0.12％
(ボアラクリーム) 0.12％１ｇ 26.80

ボアラ軟膏0.12％
(ボアラ軟膏) 0.12％１ｇ 26.80

ポビドンヨード外用液10％ ｢ＪＤ｣
(ＪＤポビドンヨード液) 10％10mL 16.70 ○

ポピヨードガーグル液７％
(ポピヨードガーグル) ７％１mL 2.60 ○

ポピヨドンガーグル７％
(ポピヨドンガーグル) ７％１mL 2.60 ○

ポピヨドンゲル10％
(ポピヨドンゲル) 10％10ｇ 51.50 ○

ポピヨドンフィールド10％
(ポピヨドンフィールド) 10％10mL 21.30 ○

ボルタレンゲル１％
(ボルタレンゲル) １％１ｇ 9.90

ボルタレンテープ15mg
(ボルタレンテープ) ７㎝×10㎝１枚 22.90

ボルタレンテープ30mg
(ボルタレンテープＬ) 10㎝×14㎝１枚 36.50

マイアロンクリーム0.05％
(マイアロンクリーム) 0.05％１ｇ 13.60 ○

マイアロン軟膏0.05％
(マイアロン軟膏) 0.05％１ｇ 13.60 ○

マイアロンローション0.05％
(マイアロンローション) 0.05％１ｇ 13.60 ○

マイコゾールクリーム１％
(マイコゾールクリーム) １％１ｇ 12.80 ○

マイリス腟坐剤600mg
(マイリス腟坐剤) 600mg１個 2,547.90

マルチネスパップ70mg
(マルチネス) 10㎝×14㎝１枚 17.10 ○

ミルタックスパップ30mg
(ミルタックス) 10㎝×14㎝１枚 24.20

ムコゾーム点眼液0.5％
(ムコゾーム点眼液) 0.5％１mL 21.60 ○

メサデルムクリーム0.1％
(メサデルムクリーム) 0.1％１ｇ 26.20

メサデルム軟膏0.1％
(メサデルム軟膏) 0.1％１ｇ 26.20

メサデルムローション0.1％
(メサデルムローション) 0.1％１ｇ 26.20

メンタックス外用液１％
(メンタックス液) １％１mL 47.70

メンタックスクリーム１％
(メンタックスクリーム) １％１ｇ 47.70



＜ 歯科用薬剤 ＞

※医療事故防止等に係る代替新規品目については, 平成21年３月31日まで旧名称でも請求

可能｡
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品 名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

メンタックススプレー１％
(メンタックススプレー) １％１mL 76.20

モーラステープＬ40mg
(モーラステープＬ) 10㎝×14㎝１枚 53.00

モーラステープ20mg
(モーラステープ) ７㎝×10㎝１枚 34.40

ラクティオンパップ70mg
(ラクティオンパップ) 10㎝×14㎝１枚 21.30

リフラップシート５％
(リフラップシート) ５㎝×５㎝ 192.40

リフラップ軟膏５％
(リフラップ軟膏) ５％１ｇ 41.50

ルーフルゲル0.05％
(ルーフルゲル) 0.05％１ｇ 14.80 ○

ルーフル軟膏0.05％
(ルーフル軟膏) 0.05％１ｇ 14.80 ○

レスタミンコーワクリーム１％
(レスタミンコーワ軟膏) １％10ｇ 33.30

ロマールテープ20
(ロマールテープ) ７㎝×10㎝１枚 14.80 ○

品 名 (旧品名) 規格・単位 薬価(円) 診療報酬における
後発医薬品

ダイアデント歯科用ゲル５％
(ダイアデント) － －

ヨードヨード亜鉛カントップ用消毒
液 ｢昭和｣
(カントップ用ヨードヨード亜鉛液)

－ －



△

薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(１) ストックリン錠600mg

本製剤の特殊性にかんがみ, 本製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の取扱

いにおいては, 当該患者の秘密の保護に十分配慮すること｡

(２) フォリスチム注300IU カートリッジ, フォリスチム注600IU カートリッジ

① 本製剤は, ｢視床下部－下垂体機能障害に伴う無排卵及び希発排卵における排卵

誘発｣ の効能・効果に使用した場合に限り算定できるものであること｡

② 本製剤を投与した場合は, ｢診療報酬の算定方法｣ (平成20年厚生労働省告示第59

号) 別表第一第２章第２部第２節第１款区分 ｢C101｣ の在宅自己注射指導管理料

(以下 ｢在宅自己注射指導管理料｣ という｡) を算定できるものであること｡

なお, その保険適用上の取扱いの詳細については, 平成20年６月20日付保医発第

0620003号厚生労働省保険局医療課長通知 ｢フォリトロピン ベータ製剤 (遺伝子

組換えヒト卵胞刺激ホルモン製剤) の保険適用上の取扱いについて｣ (別添) を参

照のこと｡

(３) ヒューマログ注ミリオペン, ヒューマログミックス25注ミリオペン, ヒューマログ

ミックス50注ミリオペン, ヒューマログＮ注ミリオペン, ランタス注ソロスター

① 本製剤はインスリン製剤であり, 本製剤を投与した場合は, 在宅自己注射指導管

理料を算定できるものであること｡

② 本製剤は注入器一体型のキットであるので, 在宅自己注射指導管理料を算定する

場合, 注入器加算は算定できないものであること｡

(４) エンブレル皮下注25mg シリンジ0.5mL

① 本製剤の使用上の注意において, ｢過去の治療において, 非ステロイド性抗炎症

剤及び他の抗リウマチ薬等による適切な治療を行っても, 疾患に起因する明らかな

症状が残る場合に投与すること｡｣ と記載されているので, 使用にあたっては十分

留意すること｡

② 本製剤はエタネルセプト製剤であり, 本製剤を投与した場合は, 在宅自己注射指

導管理料を算定できるものであること｡

③ 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので, 在宅自己注射指導管理料を算定

する場合, 注入器加算及び注入器用注射針加算は算定できないものであること｡
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薬価基準の一部改正等
６月27日から

平成20年６月27日付厚生労働省告示第347号をもって薬価基準の一部が改正され, 告示

の日から適用されました｡

今回の改正は, 薬事法の規定に基づき承認を得た新医薬品で, 薬価基準への収載希望の

あったエイズ薬１成分１品目を薬価基準の別表に第10部追補(６)として緊急的に収載し

たものです｡

同時に, 同日付保医発第0627003号厚生労働省保険局医療課長通知により, 今回の新医

薬品の薬価基準収載に伴う留意事項が, 下記のとおり示されました｡

また, 同日付保発第0627001号厚生労働省保険局長通知により, 今回薬価基準に収載さ

れた ｢アイセントレス錠400mg｣ については, 平成20年７月１日より投薬期間に上限なく

投薬可能となりました｡ 投薬期間については, 掲示事項等告示において, 新医薬品であっ

て, 薬価基準への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して１年を経過しないものに

ついては, 14日分を限度として投薬することになっていますが, 厚生労働大臣が指定する

ものにあっては, １年ではなく厚生労働大臣が指定する期間とされており, 本剤について

厚生労働大臣が指定する期間が平成20年６月30日までと示されたものです｡

記

△

薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
アイセントレス錠400mg

本製剤の特殊性にかんがみ, 本製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の取り扱

いにおいては, 当該患者の秘密の保護に十分配慮すること｡
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新 医 薬 品 期 間

・プリジスタ錠300mg

・アイセントレス錠400mg

・ 使用薬剤の薬価 (薬価基準) への
収載の日から平成19年11月30日まで
・ 使用薬剤の薬価 (薬価基準) への
収載の日から平成20年６月30日まで



フォリトロピン ベータ製剤(遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン製剤)
の保険適用上の取り扱いについて

今般, フォリトロピン ベータ製剤 (遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン製剤, 薬価基

準名：フォリスチム注300IUカートリッジおよび同600IUカートリッジ) が薬価基準に収
載されたことに伴い, 平成20年６月20日付厚生労働省保険局医療課長通知により, ｢診療

報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について｣ (平成20年３月５日付保医発

第0305001号) の一部が改正され, フォリトロピン ベータ製剤 (遺伝子組換えヒト卵胞刺

激ホルモン製剤) の保険適用上の取り扱いが, 下記のとおり示されましたので, お知らせ

します｡

記

１. フォリトロピン ベータ製剤 (遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン製剤) の保険適用

上の取り扱いについて

本製剤は, ｢特掲診療料の施設基準等｣ (平成20年厚生労働省告示第63号) 別表第九の

｢在宅自己注射指導管理料, 注入器加算, 間歇注入シリンジポンプ加算及び注入器用注射

針加算に規定する注射薬｣ とされている ｢性腺刺激ホルモン製剤｣ に含まれるものである

が, 従前は, 関連通知 ｢診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について｣

(平成20年３月５日保医発第0305001号) の別添１第２章第２部第２節第１款Ｃ101の (１)

に基づき, 本製剤については在宅自己注射指導管理料を算定できないものとして取り扱っ

てきたところである｡

今般, この取り扱いを改め, 本製剤を ｢視床下部－下垂体機能障害に伴う無排卵及び希

発排卵における排卵誘発｣ の治療のために投与した場合は, 在宅自己注射指導管理料を算

定できることとする｡

２. 新旧対照表
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旧 通 知 新 通 知

Ｃ101 在宅自己注射指導管理料
(１) 在宅における排卵誘発を目的とする性
腺刺激ホルモン製剤を用いた治療につい
ては, 在宅自己注射指導管理料は算定で
きない｡

(２) (以下略)

Ｃ101 在宅自己注射指導管理料
(１) 在宅における排卵誘発を目的とする性
腺刺激ホルモン製剤を用いた治療につい
ては, 在宅自己注射指導管理料は算定で
きない｡ ただし, 性腺刺激ホルモン製剤
に含まれるフォリトロピン ベータ製剤
(遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン製
剤) を, ｢視床下部－下垂体機能障害に
伴う無排卵及び希発排卵における排卵誘
発｣ の治療のために投与した場合に限っ
ては, 在宅自己注射指導管理料を算定で
きる｡

(２) (以下略)



地方職員共済組合員証等の検認について

地方職員共済組合員証等の検認が下記のとおり実施されますので, お知らせします｡

記

△

検認対象
組合員証, 遠隔地被扶養者証, 高齢受給者証, 船員組合員証および船員被扶養者証

△

留意事項
１. 検認期間中に, 組合員または被扶養者が診療行為を受ける場合は, ｢地方職員共済

組合員資格証明書｣ が発行され, 受診に支障のないよう措置が講ぜられる｡

２. 検認は, 平成20年９月１日から30日まで実施される｡ 検認を終了した組合員証等に

ついては, その裏面に検認印が押印される (検認を受けていない組合員証等は, 平成

20年10月１日以降無効となる)｡
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船員保険被保険者証および被扶養者証の更新

船員保険被保険者証および被扶養者証が下記のとおり更新されますので, お知らせし

ます｡

記

１ 更新の実施時期

更新は, 平成20年７月１日から同年８月31日までの間に実施する｡ なお, ７月１日以

降に新規資格取得の処理を行うものについては新証を交付する｡

２ 新証等の色

被保険者証は藤色地, 被扶養者証はサーモン色地とし, それぞれ黒刷りとする｡

３ 被保険者証等の有効期限

現行の被保険者証等は, 平成20年８月31日限り無効とする｡ なお, ７月１日から８月

31日までの間は, 現行証, 新証ともに有効とする｡

４ 資格証明書の発行

被保険者証等の更新を受けるために現行の被保険者証等を提出している間において,

療養の給付 (家族療養費を含む｡) を受ける必要があるときは, 船舶所有者は, ｢健康保

険被保険者資格証明書について｣ (昭和56年10月１日保険発第76号・庁保険発第76号・

庁保険発第15号通知) に準じ, 船員保険被保険者 (被扶養者) 資格証明書を発行する｡

５ 船員保険被扶養者証の異動年月日の記載

新たな船員保険被扶養者証第２面の ｢保険者印｣ 欄に ｢京都｣ を印字出力し, 被扶養

者資格の確認を行ったことを証するものとする｡ また, この場合, ｢異動年月日｣ 欄は

記入されないものとする｡
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被保険者証の無効通知について
次のとおり保険者より無効通知が送付されましたので, ご留意ください｡

〔厚生労働省第二共済組合滋賀病院所属所〕

記 号 番 号 50102584

氏 名 横 山 友香子

生 年 月 日 －

無 効 事 由 紛 失

無 効 年 月 日 平 20.７.１

被爆者健康手帳の無効通知について
次のとおり京都府健康福祉部長より無効通知が送付されましたので, ご留意ください｡

受 給 者 番 号 0008599

氏 名 西中間 イ ツ

生 年 月 日 ―

無 効 事 由 紛 失

無 効 年 月 日 平 20.７.１


