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五　十　音　順　索　引



０

０．０２５Ｗ／Ｖ％ヂアミトール水 （０．０２５％１０ｍＬ） 1

０．０５％ヘキザック水Ｒ （０．０５％１０ｍＬ） 1

０．５％ヘキザックアルコール液 （０．５％１０ｍＬ） 1

１

１％ディプリバン注－キット （５００ｍｇ５０ｍＬ１筒） 1

５

５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 （５％１０ｇ） 1

Ａ

ＡＫ－ソリタ透析剤・ＤＬ （９Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液
付）） 1

ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「ＡＦＰ」 （２０ｍｇ１錠） 1

ＡＺ含嗽用配合細粒「ＮＰ」 （０．１％１ｇ） 1

Ｄ

ＤＴビック （０．１ｍＬ１瓶） 1

ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩錠２ｍｇ「武田テバ」 （２
ｍｇ１錠） 1

ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠６ｍｇ「武田テ
バ」 （６ｍｇ１錠） 1

Ｄ－ソルビトール経口液７５％「コーワ」 （７５％１０ｍＬ） 1

Ｈ

ＨＣＧモチダ筋注用３千単位 （３０００単位１管） 1

Ｋ

ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 （１モル２０ｍＬ１キット） 1

Ｌ

ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「タナベ」 （０．１ｍｇ１管） 1

ｌ－メントール「ケンエー」 （１ｇ） 1

Ｍ

ＭＳ温シップ「タイホウ」 （１０ｇ） 1

ＭＳコンチン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 1

ＭＳコンチン錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠） 2

Ｐ

ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 （０．２％１ｍＬ） 2

Ｓ

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 （０．２５ｍｇ１錠） 2

Ｔ

ＴＲＨ注０．５ｍｇ「タナベ」 （０．５ｍｇ１管） 2

あ

アイセントレス錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠） 2

アイファガン点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ） 2

アイラミド配合懸濁性点眼液 （１ｍＬ） 2

アイリーア硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ （２ｍｇ０．０
５ｍＬ１筒） 2

亜鉛華デンプン「コザカイ・Ｍ」 （１０ｇ） 2

アキネトン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 2

アキネトン注射液５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管） 2

アクチバシン注２４００万 （２４００万国際単位１瓶（溶解液
付）） 2

アクチバシン注６００万 （６００万国際単位１瓶（溶解液付）） 2

アクテムラ点滴静注用２００ｍｇ （２００ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 2

アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ （８０ｍｇ４ｍＬ１瓶） 2

アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター （１６２ｍｇ
０．９ｍＬ１キット） 2

アクテムラ皮下注１６２ｍｇシリンジ （１６２ｍｇ０．９ｍＬ１筒） 2

アクトシン軟膏３％ （３％１ｇ） 2

アクプラ静注用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶） 3

アクプラ静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 3

アクラシノン注射用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶） 3

アクロマイシンＶカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル） 3

アクロマイシン軟膏３％ （３０ｍｇ１ｇ） 3

アコアラン静注用６００ （６００国際単位１瓶（溶解液付）） 3

アサコール錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠） 3

アシクロビル眼軟膏３％「ニットー」 （３％１ｇ） 3

アシクロビル錠２００ｍｇ「トーワ」 （２００ｍｇ１錠） 3

アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ「トーワ」 （２５０ｍｇ１管） 3

アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＮＰ」 （２５０ｍｇ１錠） 3

アジスロマイシン小児用細粒１０％「タカタ」 （１００ｍｇ１ｇ） 3

アジスロマイシン小児用錠１００ｍｇ「タカタ」 （１００ｍｇ１錠） 3

アジルバ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 3

アジレクト錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 3

アスケート錠３００ｍｇ （３００ｍｇ１錠） 3

アスコルビン酸「ケンエー」 （１ｇ） 3

アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ「日新」 （５００ｍｇ１管） 4

アズノールうがい液４％ （４％１ｍＬ） 4

アズノール軟膏０．０３３％ （０．０３３％１０ｇ） 4

アスパラカリウム散５０％ （５０％１ｇ） 4

アスパラカリウム錠３００ｍｇ （３００ｍｇ１錠） 4

アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット「テルモ」 （１７．１
２％１０ｍＬ１キット） 4

アスピリン原末「マルイシ」 （１０ｇ） 4

アスベリンドライシロップ２％ （２％１ｇ） 4

アセチルシステイン内用液１７．６％「あゆみ」 （１７．６％１
ｍＬ） 4

アセテート維持液３Ｇ「ＨＫ」 （５００ｍＬ１袋） 4

アセトアミノフェンＤＳ４０％「三和」 （４０％１ｇ） 4

アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「三和」 （２００ｍｇ１錠） 4

アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ （１０００ｍｇ１００ｍＬ１袋） 4

アゼルニジピン錠１６ｍｇ「トーワ」 （１６ｍｇ１錠） 4

アダプチノール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 4

アタラックス－Ｐ散１０％ （１０％１ｇ） 4

アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） （２．５％１ｍＬ１管） 4

アタラックス－Ｐ注射液（５０ｍｇ／ｍｌ） （５％１ｍＬ１管） 4

アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇシリンジ０．８ｍＬ「第一三
共」 （４０ｍｇ０．８ｍＬ１筒） 5

アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇペン０．８ｍＬ「第一三共」
（４０ｍｇ０．８ｍＬ１キット） 5

アデノスキャン注６０ｍｇ （６０ｍｇ２０ｍＬ１瓶） 5
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アテノロール錠２５ｍｇ「ファイザー」 （２５ｍｇ１錠） 5

アデホス－Ｌコーワ注４０ｍｇ （４０ｍｇ１管） 5

アデホスコーワ顆粒１０％ （１０％１ｇ） 5

アドエア２５０ディスカス６０吸入用 （６０ブリスター１キット） 5

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 （５００ｍＬ１キット） 5

アドソルビン原末 （１０ｇ） 5

アトニン－Ｏ注５単位 （５単位１管） 5

アトルバスタチン錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠） 5

アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 （０．１％１ｍＬ１筒） 5

アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 （０．０５％１ｍＬ１
筒） 5

アトワゴリバース静注シリンジ６ｍＬ （６ｍＬ１筒） 5

アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＫ」 （１ｍｇ１錠） 5

アナフラニール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 5

アナペイン注１０ｍｇ／ｍＬ （１％１０ｍＬ１管） 5

アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ （０．７５％１０ｍＬ１管） 6

アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ （５００ｍｇ１００ｍＬ１瓶） 6

アノーロエリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット） 6

アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ （１００ｍｇ４ｍＬ１
瓶） 6

アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ （４００ｍｇ１６ｍＬ
１瓶） 6

アピスタンディン注射用５００μｇ （５００μｇ１瓶） 6

アービタックス注射液１００ｍｇ （１００ｍｇ２０ｍＬ１瓶） 6

アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 6

アプリンジン塩酸塩カプセル１０ｍｇ「ＮＰ」 （１０ｍｇ１カプセ
ル） 6

アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「サワイ」 （１２５ｍｇ１カプセ
ル） 6

アプレピタントカプセル８０ｍｇ「サワイ」 （８０ｍｇ１カプセル） 6

アフロクアロン錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠） 6

アマンタジン塩酸塩細粒１０％「サワイ」 （１０％１ｇ） 6

アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１錠） 6

アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 （１５０ｍｇ３ｍＬ１
管） 6

アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 （１００ｍｇ１錠） 6

アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「サワイ」 （２００ｍｇ１管） 6

アミサリン錠１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１錠） 7

アミサリン注１００ｍｇ （１０％１ｍＬ１管） 7

アミティーザカプセル２４μｇ （２４μｇ１カプセル） 7

アミニック輸液 （２００ｍＬ１袋） 7

アミノレバンＥＮ配合散 （１０ｇ） 7

アムバロ配合ＯＤ錠「ファイザー」 （１錠） 7

アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 7

アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 （２．５ｍｇ１錠） 7

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「武田テバ」 （５ｍｇ１錠） 7

アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 （１０ｍｇ１
錠） 7

アモキサンカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル） 7

アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」 （２５０ｍｇ１カプ
セル） 7

アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用 （３ｍｇ６ｇ１キット） 7

アリクストラ皮下注７．５ｍｇ （７．５ｍｇ０．６ｍＬ１筒） 7

アリケイス吸入液５９０ｍｇ （５９０ｍｇ８．４ｍＬ１瓶） 7

アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「トーワ」 （６ｍｇ１錠） 7

アリムタ注射用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 7

アリムタ注射用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶） 8

アルガトロバン注射液１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ２０ｍＬ１
管） 8

アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏０．１％「イワ
キ」 （０．１％１ｇ） 8

アルケラン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 8

アルスロマチック関節手術用灌流液 （３Ｌ１袋） 8

アルツディスポ関節注２５ｍｇ （１％２．５ｍＬ１筒） 8

アルト原末 （１ｇ１管） 8

アルドメット錠２５０ （２５０ｍｇ１錠） 8

アルピニー坐剤１００ （１００ｍｇ１個） 8

アルファカルシドール錠１．０μｇ「アメル」 （１μｇ１錠） 8

アルファロール散１μｇ／ｇ （１μｇ１ｇ） 8

アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」 （０．４ｍｇ１錠） 8

アルプロスタジルアルファデクス注射用２０μｇ「Ｆ」 （２０μ
ｇ１管） 8

アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用５００μｇ「Ｆ」
（５００μｇ１瓶） 8

アルプロスタジル注５μｇ「サワイ」 （５μｇ１ｍＬ１管） 8

アルベカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「ケミファ」 （２００ｍｇ４
ｍＬ１管） 8

アルロイドＧ内用液５％ （１０ｍＬ） 8

アレジオンＬＸ点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ） 9

アレビアチン散１０％ （１０％１ｇ） 9

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ファイザー」 （３５ｍｇ１錠） 9

アレンドロン酸点滴静注バッグ９００μｇ「ＨＫ」 （９００μｇ１
００ｍＬ１袋） 9

アロキシ点滴静注バッグ０．７５ｍｇ （０．７５ｍｇ５０ｍＬ１
袋） 9

アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 （１０ｍｇ１錠） 9

アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１錠） 9

アロンアルフアＡ「三共」 （０．５ｇ１管） 9

安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」 （１ｇ） 9

安息香チンキ＊（東洋製薬） （１０ｍＬ） 9

アンチレクス静注１０ｍｇ （１％１ｍＬ１管） 9

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」 （１５ｍｇ１錠） 9

アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「ニプロ」 （４５ｍ
ｇ１錠） 9

アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．３％「タイヨー」
（０．３％１ｍＬ） 9

アンペック坐剤１０ｍｇ （１０ｍｇ１個） 9

い

イグザレルトＯＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 9

イグザレルトＯＤ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠） 9

イクスタンジ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 10

イーケプラ錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠） 10

イーケプラ点滴静注５００ｍｇ （５００ｍｇ５ｍＬ１瓶） 10

イーケプラドライシロップ５０％ （５０％１ｇ） 10

イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ「日医工」 （６０
０ｍｇ１包） 10

イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「日医工」 （９０
０ｍｇ１包） 10

イスコチン原末 （１ｇ） 10
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イスコチン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 10

イソジンシュガーパスタ軟膏 （１ｇ） 10

イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ （７０％３０ｍＬ１包） 10

イダマイシン静注用５ｍｇ （５ｍｇ１瓶） 10

一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「日新」 （２０ｍｇ１錠） 10

一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用 （（一般診断
用・１人用）０．２５μｇ１瓶（溶解液付）） 10

イトラコナゾール内用液１％「ファイザー」 （１％１ｍＬ） 10

イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ （２０ｍｇ１キット） 10

イノラス配合経腸用液 （１０ｍＬ） 10

イブプロフェン錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 （１００ｍｇ１錠） 10

イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ （１０５ｍｇ１．１７ｍＬ１
筒） 11

イミグラン注３ （３ｍｇ１ｍＬ１管） 11

イムノブラダー膀注用８０ｍｇ （８０ｍｇ１瓶（溶解液付）） 11

イムラン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 11

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ
５ｍＬ１瓶） 11

イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「トーワ」 （４０ｍｇ２
ｍＬ１瓶） 11

イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「日医工」 （２ｍｇ１錠） 11

イルベサルタンＯＤ錠１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ１錠） 11

インヴェガ錠６ｍｇ （６ｍｇ１錠） 11

インクレミンシロップ５％ （１ｍＬ） 11

インジゴカルミン注２０ｍｇ「ＡＦＰ」 （０．４％５ｍＬ１管） 11

インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 （３００単位
１キット） 11

インスリン リスプロＢＳ注ソロスター ＨＵ「サノフィ」 （３００
単位１キット） 11

インテバン坐剤２５ （２５ｍｇ１個） 11

インテバン坐剤５０ （５０ｍｇ１個） 11

インデラル注射液２ｍｇ （０．１％２ｍＬ１管） 11

イントラリポス輸液２０％ （２０％１００ｍＬ１袋） 11

インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「ファイザー」 （１０
０ｍｇ１瓶） 12

う

ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＺＥ」 （１００ｍｇ１錠） 12

ウルティブロ吸入用カプセル （１カプセル） 12

ウレパールローション１０％ （１０％１ｇ） 12

ウロナーゼ静注用６万単位 （６００００単位１瓶） 12

ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％ （３％３Ｌ１袋） 12

ウロミテキサン注１００ｍｇ （１００ｍｇ１ｍＬ１管） 12

え

液状フェノール「ケンエー」 （１０ｍＬ） 12

エクア錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 12

エクザール注射用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶） 12

エクセラーゼ配合錠 （１錠） 12

エコ消エタ消毒液 （１０ｍＬ） 12

エコリシン眼軟膏 （１ｇ） 12

エサンブトール錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 12

エスクレ坐剤「２５０」 （２５０ｍｇ１個） 12

エスゾピクロン錠１ｍｇ「ニプロ」 （１ｍｇ１錠） 12

エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ （１５６．７ｍｇ１カプセ
ル） 12

エストラーナテープ０．７２ｍｇ （（０．７２ｍｇ）９平方ｃｍ１枚） 12

エスポー皮下用２４０００シリンジ （２４０００国際単位０．５
ｍＬ１筒） 13

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０ （２０ｍｇ１錠（テガフール
相当量）） 13

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５ （２５ｍｇ１錠（テガフール
相当量）） 13

エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （１０ｍｇ１錠） 13

エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ「ＭＡ」
（２５ｍｇ０．５ｍＬ１筒） 13

エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇシリンジ１．０ｍＬ「ＭＡ」
（５０ｍｇ１ｍＬ１筒） 13

エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ「ＭＡ」 （５０
ｍｇ１ｍＬ１キット） 13

エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「明治」 （３０ｍｇ１００
ｍＬ１キット） 13

エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （０．５ｍｇ１錠） 13

エトドラク錠２００ｍｇ「タイヨー」 （２００ｍｇ１錠） 13

エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 （１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶） 13

エドルミズ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 13

エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （５ｍｇ１錠） 13

エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１ｍＬ１管） 13

エネーボ配合経腸用液 （１０ｍＬ） 13

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ケミファ」 （２０ｍｇ１錠） 13

エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 （１０ｍｇ１瓶） 14

エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 14

エフィエント錠３．７５ｍｇ （３．７５ｍｇ１錠） 14

ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ （４％１ｍＬ１管） 14

エブランチルカプセル１５ｍｇ （１５ｍｇ１カプセル） 14

エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「旭化成」 （５０ｍｇ１錠） 14

エベレンゾ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 14

エベレンゾ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 14

エポエチンアルファＢＳ注１５００シリンジ「ＪＣＲ」 （１５００国
際単位１ｍＬ１筒） 14

エポエチンアルファＢＳ注３０００シリンジ「ＪＣＲ」 （３０００国
際単位２ｍＬ１筒） 14

エボザックカプセル３０ｍｇ （３０ｍｇ１カプセル） 14

エムラクリーム （１ｇ） 14

エリキュース錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 14

エリキュース錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 14

エリスロシン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 14

エリスロシン点滴静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶） 14

エリスロシンドライシロップ１０％ （１００ｍｇ１ｇ） 14

エルカルチンＦＦ静注１０００ｍｇシリンジ （１０００ｍｇ５ｍＬ１
筒） 15

エルカルチンＦＦ内用液１０％分包５ｍＬ （１０％５ｍＬ１包） 15

エルサメットＳ配合錠 （１錠） 15

エルシトニン注 （４０エルカトニン単位１ｍＬ１管） 15

エルネオパＮＦ１号輸液 （１０００ｍＬ１キット） 15

エルネオパＮＦ２号輸液 （１０００ｍＬ１キット） 15

エルネオパＮＦ２号輸液 （１５００ｍＬ１キット） 15

エルプラット点滴静注液１００ｍｇ （１００ｍｇ２０ｍＬ１瓶） 15

エルプラット点滴静注液５０ｍｇ （５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 15
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エレジェクト注シリンジ （２ｍＬ１筒） 15

エレンタール配合内用剤 （１０ｇ） 15

塩化カリウム徐放錠６００ｍｇ「Ｓｔ」 （６００ｍｇ１錠） 15

塩化ナトリウム「日医工」 （１０ｇ） 15

塩化ベンザルコニウム液１０ｗ／ｖ％「日医工」 （１０％１０
ｍＬ） 15

エンクラッセ６２．５μｇエリプタ３０吸入用 （３０吸入１キッ
ト） 15

塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「ＳＷ」 （１０ｍｇ１錠） 15

塩酸メピバカイン注シリンジ１％「ＮＰ」 （１％１０ｍＬ１筒） 15

エンタカポン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 （１００ｍｇ１錠） 15

エンタカポン錠１００ｍｇ「ＫＮ」 （１００ｍｇ１錠） 16

エンテカビル錠０．５ｍｇ「トーワ」 （０．５ｍｇ１錠） 16

エンドキサン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 16

エンブレル皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ （２５ｍｇ０．５ｍＬ１
キット） 16

エンペラシン配合錠 （１錠） 16

エンレスト錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 16

エンレスト錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 16

お

オイラックスクリーム１０％ （１０％１０ｇ） 16

大塚塩カル注２％ （２％２０ｍＬ１管） 16

大塚蒸留水 （１００ｍＬ１瓶） 16

大塚蒸留水 （５００ｍＬ１瓶） 16

大塚食塩注１０％ （１０％２０ｍＬ１管） 16

大塚生食注 （５００ｍＬ１瓶） 16

大塚生食注 （５０ｍＬ１瓶） 16

大塚生食注２ポート１００ｍＬ （１００ｍＬ１キット） 16

大塚糖液１０％ （１０％２０ｍＬ１管） 16

大塚糖液１０％ （１０％５００ｍＬ１袋） 16

大塚糖液２０％ （２０％２０ｍＬ１管） 16

大塚糖液５％ （５％２０ｍＬ１管） 17

大塚糖液５％ （５％２５０ｍＬ１袋） 17

大塚糖液５％ （５％５００ｍＬ１袋） 17

大塚糖液５％ （５％５０ｍＬ１瓶） 17

大塚糖液５％ＴＮ （５％５０ｍＬ１キット） 17

大塚糖液５０％ （５０％２０ｍＬ１管） 17

大塚糖液５０％ （５０％５００ｍＬ１袋） 17

オキシコドン徐放カプセル２０ｍｇ「テルモ」 （２０ｍｇ１カプセ
ル） 17

オキシコドン徐放カプセル４０ｍｇ「テルモ」 （４０ｍｇ１カプセ
ル） 17

オキシコドン徐放カプセル５ｍｇ「テルモ」 （５ｍｇ１カプセ
ル） 17

オキシコドン注射液１０ｍｇ「第一三共」 （１％１ｍＬ１管） 17

オキシドール「ヤクハン」 （１０ｍＬ） 17

オキナゾール腟錠６００ｍｇ （６００ｍｇ１錠） 17

オキノーム散２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１包） 17

オキノーム散５ｍｇ （５ｍｇ１包） 17

オクソラレン軟膏０．３％ （０．３％１ｇ） 17

オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「サンド」 （１００μｇ１
ｍＬ１管） 17

オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ （（３７５ｍｇ）１錠） 17

オザグレルＮａ注射液８０ｍｇシリンジ「サワイ」 （８０ｍｇ４ｍ
Ｌ１筒） 18

オセルタミビルＤＳ３％「サワイ」 （３％１ｇ） 18

おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」 （一人分１瓶（溶解液
付）） 18

オニバイド点滴静注４３ｍｇ （４３ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 18

オノアクト点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 18

オビソート注射用０．１ｇ （１００ｍｇ１管（溶解液付）） 18

オフェブカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル） 18

オフサロン点眼液 （５ｍＬ１瓶） 18

オプジーボ点滴静注１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１２ｍＬ１瓶） 18

オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ （２４０ｍｇ２４ｍＬ１瓶） 18

オプソ内服液１０ｍｇ （１０ｍｇ５ｍＬ１包） 18

オプソ内服液５ｍｇ （５ｍｇ２．５ｍＬ１包） 18

オフミック点眼液 （１ｍＬ） 18

オフロキサシン眼軟膏０．３％「ニットー」 （０．３％１ｇ） 18

オフロキサシン耳科用液０．３％「ＣＥＯ」 （３ｍｇ１ｍＬ） 18

オペガードＭＡ眼灌流液 （２０ｍＬ１管） 18

オペガードＭＡ眼灌流液 （５００ｍＬ１袋） 18

オペガン０．６眼粘弾剤１％ （１％０．６ｍＬ１筒） 19

オペリードＨＶ０．８５眼粘弾剤１％ （１％０．８５ｍＬ１筒） 19

オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 （２０ｍｇ１瓶） 19

オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 （２．５ｍｇ１錠） 19

オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠） 19

オリブ油「日医工」 （１０ｍＬ） 19

オリブ油「ヨシダ」 （１０ｍＬ） 19

オルガラン静注１２５０単位 （１２５０抗第Ｘａ因子活性単位
１ｍＬ１管） 19

オルケディア錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 19

オルケディア錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 19

オルセノン軟膏０．２５％ （０．２５％１ｇ） 19

オルダミン注射用１ｇ （１０％１０ｇ１瓶） 19

オルテクサー口腔用軟膏０．１％ （０．１％１ｇ） 19

オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用 （１１．２ｍｇ３．３
ｇ１キット） 19

オルミエント錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠） 19

オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＥＥ」 （２０ｍｇ１錠） 19

オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１瓶） 19

オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター１ｍＬ （１２５
ｍｇ１ｍＬ１キット） 20

オレンシア皮下注１２５ｍｇシリンジ１ｍＬ （１２５ｍｇ１ｍＬ１
筒） 20

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」 （５ｍｇ１錠） 20

オンコビン注射用１ｍｇ （１ｍｇ１瓶） 20

オンダンセトロン注４ｍｇシリンジ「マルイシ」 （４ｍｇ２ｍＬ１
筒） 20

オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ （１５０μｇ１カプセル） 20

か

カイプロリス点滴静注用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶） 20

カイプロリス点滴静注用４０ｍｇ （４０ｍｇ１瓶） 20

ガスロンＮ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 20

カタプレス錠７５μｇ （０．０７５ｍｇ１錠） 20

ガチフロ点眼液０．３％ （０．３％１ｍＬ） 20
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カデックス軟膏０．９％ （０．９％１ｇ） 20

カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 20

カナグル錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 20

カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 （２５０ｍｇ１カプセ
ル） 20

ガバペン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 20

カピステン筋注５０ｍｇ （５０ｍｇ１管） 20

ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「タカタ」 （１００ｍｇ
１瓶） 21

ガベキサートメシル酸塩注射用５００ｍｇ「タカタ」 （５００ｍｇ
１瓶） 21

カペシタビン錠３００ｍｇ「ヤクルト」 （３００ｍｇ１錠） 21

カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１錠） 21

ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「アメル」 （４ｍｇ１錠） 21

ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「アメル」 （８ｍｇ１錠） 21

カリジノゲナーゼ錠２５単位「日新」 （２５単位１錠） 21

カリメート経口液２０％ （２０％２５ｇ１包） 21

カルシトリオールカプセル０．２５μｇ「サワイ」 （０．２５μｇ１
カプセル） 21

カルシトリオール静注液０．５μｇ「Ｆ」 （０．５μｇ１ｍＬ１管） 21

カルセド注射用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶） 21

カルセド注射用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 21

カルチコール注射液８．５％５ｍＬ （８．５％５ｍＬ１管） 21

カルナクリン錠２５ （２５単位１錠） 21

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３０ｍｇ「日医工」
（３０ｍｇ１錠） 21

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液１００ｍｇ「日医
工」 （０．５％２０ｍＬ１管） 21

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液５０ｍｇ「日医
工」 （０．５％１０ｍＬ１管） 22

カルバマゼピン細粒５０％「アメル」 （５０％１ｇ） 22

カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」 （２００ｍｇ１錠） 22

カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１錠） 22

カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 （２．５ｍｇ１錠） 22

カルボカインアンプル注２％ （２％１０ｍＬ１管） 22

カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 （５０％１ｇ） 22

カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 （５００ｍｇ１錠） 22

カルボシステインシロップ５％「タカタ」 （５％１ｍＬ） 22

カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「日医工」 （１５０ｍｇ１５ｍＬ
１瓶） 22

カルボプラチン注射液５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ５ｍＬ１瓶） 22

カロナール錠５００ （５００ｍｇ１錠） 22

カンサイダス点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 22

カンサイダス点滴静注用７０ｍｇ （７０ｍｇ１瓶） 22

ガンシクロビル点滴静注用５００ｍｇ「ファイザー」 （５００ｍｇ
１瓶） 22

カンデサルタンＯＤ錠４ｍｇ「ＥＥ」 （４ｍｇ１錠） 22

カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ「サワイ」 （２００ｍｇ１
瓶） 22

き

キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ４ｍＬ１瓶） 23

キシロカイン液「４％」 （４％１ｍＬ） 23

キシロカインゼリー２％ （２％１ｍＬ） 23

キシロカイン注射液「０．５％」エピレナミン（１：１０００００）
含有 （０．５％１０ｍＬバイアル） 23

キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１０００００）含有
（１％１０ｍＬバイアル） 23

キシロカイン注射液「２％」エピレナミン（１：８００００）含有
（２％１０ｍＬバイアル） 23

キシロカイン注シリンジ１％ （１％１０ｍＬ１筒） 23

キシロカイン点眼液４％ （４％１ｍＬ） 23

キシロカインポンプスプレー８％ （１ｇ） 23

キックリンカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル） 23

キドミン輸液 （２００ｍＬ１袋） 23

ギャバロン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 23

キャンフェニック「ネオ」 23

キュビシン静注用３５０ｍｇ （３５０ｍｇ１瓶） 23

希ヨードチンキ「日医工」 （１０ｍＬ） 23

キロサイド注２００ｍｇ （２００ｍｇ１管） 23

キロサイド注２０ｍｇ （２０ｍｇ１管） 23

キンダリー透析剤４Ｅ （２袋１組） 23

く

クエチアピン錠１００ｍｇ「三和」 （１００ｍｇ１錠） 24

クエチアピン錠１００ｍｇ「ヨシトミ」 （１００ｍｇ１錠） 24

クエチアピン錠１２．５ｍｇ「アメル」 （１２．５ｍｇ１錠） 24

クエチアピン錠２５ｍｇ「ファイザー」 （２５ｍｇ１錠） 24

クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 （鉄５０ｍｇ１錠） 24

グーフィス錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 24

クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 （１ｇ） 24

クラシエ五苓散料エキス細粒 （１ｇ） 24

クラシエ柴苓湯エキス細粒 （１ｇ） 24

クラシエ人参養栄湯エキス細粒 （１ｇ） 24

クラシエ補中益気湯エキス細粒 （１ｇ） 24

グラナテック点眼液０．４％ （０．４％１ｍＬ） 24

グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍＬ「ＨＫ」 （３ｍ
ｇ１００ｍＬ１袋） 24

グラニセトロン内服ゼリー２ｍｇ「ケミファ」 （２ｍｇ１包） 24

クラバモックス小児用配合ドライシロップ （（６３６．５ｍｇ）１
ｇ） 24

クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「ＥＭＥＣ」 （１００ｍｇ１
ｇ） 24

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （２００ｍｇ１錠） 24

クリアクター静注用８０万 （８０万国際単位１瓶） 25

グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 （５０％１２０ｍＬ１個） 25

グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 （５０％４０ｍＬ１個） 25

グリセリン「ヨシダ」 （１０ｍＬ） 25

グリセレブ配合点滴静注 （２００ｍＬ１袋） 25

グリチロン配合錠 （１錠） 25

グリベック錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 25

グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 （１ｍｇ１錠） 25

クリンダマイシン注射液６００ｍｇ「タイヨー」 （６００ｍｇ１管） 25

クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ「ＮＰ」 （６０
０ｍｇ１管） 25

グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ （１ｍｇ１瓶（溶解液付）） 25

グルタチオン注射用２００ｍｇ「タイヨー」 （２００ｍｇ１管） 25

クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ （２０００低分子ヘパリン
国際単位０．２ｍＬ１筒） 25

クレメジン速崩錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠） 25

五十音順索引
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クレンブテロール錠１０μｇ「ハラサワ」 （１０μｇ１錠） 25

クロスエイトＭＣ静注用１０００単位 （１０００単位１瓶（溶解
液付）） 25

クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 （５ｍｇ１錠） 25

クロトリマゾールクリーム１％「イワキ」 （１％１ｇ） 26

クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 （２５ｍｇ１錠） 26

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 （７５ｍｇ１錠） 26

クロマイ－Ｐ軟膏 （１ｇ） 26

クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「サワイ」 （１％２ｍＬ１管） 26

クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％「トーワ」 （１９０ｍｇ９．５ｍＬ１
瓶） 26

クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液１％「東
豊」 （１％１０ｍＬ） 26

け

ケアラム錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 26

ケイセントラ静注用５００ （５００国際単位１瓶（溶解液付）） 26

ケイツーＮ静注１０ｍｇ （１０ｍｇ１管） 26

ケイツーシロップ０．２％ （０．２％１ｍＬ） 26

ケタスカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル） 26

ケタラール静注用２００ｍｇ （２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶） 26

ケトコナゾールクリーム２％「ＪＧ」 （２％１ｇ） 26

ケトコナゾールローション２％「ＪＧ」 （２％１ｇ） 26

ケトチフェンＤＳ小児用０．１％「サワイ」 （０．１％１ｇ） 26

ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ
（４０ｍｇ１瓶） 26

ケナコルト－Ａ皮内用関節腔内用水懸注５０ｍｇ／５ｍＬ
（１０ｍｇ１ｍＬバイアル） 26

ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （２５０ｍｇ１錠） 27

ケブザラ皮下注２００ｍｇオートインジェクター （２００ｍｇ１．
１４ｍＬ１キット） 27

ケブザラ皮下注２００ｍｇシリンジ （２００ｍｇ１．１４ｍＬ１筒） 27

ケフレックスカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル） 27

ゲーベンクリーム１％ （１％１ｇ） 27

ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２６．３ｍＬ「ホスピーラ」 （１ｇ
２６．３ｍＬ１瓶） 27

ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／５．３ｍＬ「ホスピーラ」
（２００ｍｇ５．３ｍＬ１瓶） 27

ケーワン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 27

献血アルブミン５％静注５ｇ／１００ｍＬ「ＪＢ」 （５％１００ｍＬ
１瓶） 27

献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ （５ｇ５０ｍＬ
１瓶） 27

献血グロベニン－Ｉ静注用５０００ｍｇ （５ｇ１００ｍＬ１瓶（溶
解液付）） 27

献血ベニロン－Ｉ静注用５０００ｍｇ （５ｇ１００ｍＬ１瓶（溶解
液付）） 27

ゲンタシン軟膏０．１％ （１ｍｇ１ｇ） 27

ゲンタマイシン硫酸塩注射液４０ｍｇ「日医工」 （４０ｍｇ１
管） 27

こ

コアテック注５ｍｇ （５ｍｇ５ｍＬ１管） 27

抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１０００倍「ＪＢ」 （１０００倍１瓶
（溶解液付）） 27

コカイン塩酸塩「タケダ」原末 （１ｇ） 27

コスパノンカプセル４０ｍｇ （４０ｍｇ１カプセル） 28

コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン （１５０ｍｇ１ｍＬ１キット） 28

コデインリン酸塩散１％「第一三共」 （１％１ｇ） 28

コートリル錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 28

コートロシン注射用０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１瓶（溶解液付）） 28

ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１瓶（溶解液付）） 28

ゴナックス皮下注用２４０ｍｇ （２４０ｍｇ１瓶（溶解液付）） 28

ゴナックス皮下注用８０ｍｇ （８０ｍｇ１瓶（溶解液付）） 28

ゴナールエフ皮下注ペン３００ （３００国際単位０．５ｍＬ１
筒） 28

コメリアンコーワ錠５０ （５０ｍｇ１錠） 28

コララン錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 28

コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 （０．５ｍｇ１錠） 28

コントミン筋注１０ｍｇ （０．５％２ｍＬ１管） 28

コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠） 28

コントミン糖衣錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 28

さ

サイプレジン１％点眼液 （１％１ｍＬ） 28

サイモグロブリン点滴静注用２５ｍｇ （２５ｍｇ１瓶） 28

サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ （１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 29

サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ （５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶） 29

サイレース静注２ｍｇ （２ｍｇ１管） 29

サインバルタカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセル） 29

酢酸「ニッコー」 （１０ｍＬ） 29

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット （５．１ｃｍ×３５．
６ｃｍ１枚） 29

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット （５．１ｃｍ×７．６
ｃｍ１枚） 29

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット （ニューニット１
５．２ｃｍ×２２．９ｃｍ） 29

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット （綿型５．１ｃｍ×
２．５ｃｍ１枚） 29

サトウザルベ軟膏１０％ （１０ｇ） 29

ザーネ軟膏０．５％ （５０００単位１ｇ） 29

サビーン点滴静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶） 29

サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１瓶） 29

サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ （７．５ｍｇ１錠） 29

サムチレール内用懸濁液１５％ （７５０ｍｇ５ｍＬ１包） 29

サラザック配合顆粒 （１ｇ） 29

サラジェン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 29

サラゾスルファピリジン錠５００ｍｇ「ＪＧ」 （５００ｍｇ１錠） 29

サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ「日医工」 （２５０ｍｇ
１錠） 30

サルタノールインヘラー１００μｇ （０．１６％１３．５ｍＬ１瓶） 30

ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「日医工」 （８０ｍｇ１錠） 30

ザルトラップ点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ４ｍＬ１瓶） 30

ザルトラップ点滴静注２００ｍｇ （２００ｍｇ８ｍＬ１瓶） 30

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１
錠） 30

サレドカプセル５０ （５０ｍｇ１カプセル） 30

酸化マグネシウム細粒８３％「ケンエー」 （８３％１ｇ） 30

酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ケンエー」 （３３０ｍｇ１錠） 30

酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ケンエー」 （５００ｍｇ１錠） 30

サンドールＰ点眼液 （１ｍＬ） 30

サンピロ点眼液２％ （２％５ｍＬ１瓶） 30

五十音順索引
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サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％ （０．１％１ｍＬ） 30

サンリズム注射液５０ （５０ｍｇ５ｍＬ１管） 30

し

ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ （２５ｍｇ１瓶（溶解液付）） 30

ジアゼパム錠２ｍｇ「アメル」 （２ｍｇ１錠） 30

ジアゼパム錠５ｍｇ「アメル」 （５ｍｇ１錠） 30

ジアゼパム注射液５ｍｇ「タイヨー」 （５ｍｇ１管） 31

ジェニナック錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 31

ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「モチダ」 （１ｍｇ１錠） 31

ジェブタナ点滴静注６０ｍｇ （６０ｍｇ１．５ｍＬ１瓶（溶解液
付）） 31

シェルガン０．５眼粘弾剤 （０．５ｍＬ１筒） 31

ジオトリフ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 31

ジクトルテープ７５ｍｇ （７５ｍｇ１枚） 31

シクレスト舌下錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 31

シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１カプセ
ル） 31

シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１カプセ
ル） 31

ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「ＹＤ」 （２５ｍｇ１錠） 31

ジクロフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」 （０．１％１ｍＬ） 31

ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「ＪＧ」 （１２．５ｍｇ１
個） 31

ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 （５０ｍｇ１個） 31

ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「ユートク」 （１０ｃｍ
×１４ｃｍ１枚） 31

ジゴキシン錠０．２５ｍｇ「ＡＦＰ」 （０．２５ｍｇ１錠） 31

ジゴシン注０．２５ｍｇ （０．０２５％１ｍＬ１管） 32

ジスチグミン臭化物錠５ｍｇ「テバ」 （５ｍｇ１錠） 32

シスプラチン点滴静注１０ｍｇ「マルコ」 （１０ｍｇ２０ｍＬ１
瓶） 32

シスプラチン点滴静注５０ｍｇ「マルコ」 （５０ｍｇ１００ｍＬ１
瓶） 32

ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶） 32

ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「ＳＷ」 （１５０ｍｇ１錠） 32

シダキュアスギ花粉舌下錠２０００ＪＡＵ （２０００ＪＡＵ１錠） 32

シタフロキサシン錠５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１錠） 32

シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」 （１ｇ１瓶） 32

シタラビン点滴静注液４００ｍｇ「テバ」 （４００ｍｇ１瓶） 32

シナジス筋注液１００ｍｇ （１００ｍｇ１ｍＬ１瓶） 32

シナジス筋注液５０ｍｇ （５０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶） 32

ジノプロスト注射液１０００μｇ「Ｆ」 （１ｍｇ１ｍＬ１管） 32

ジピリダモール散１２．５％「ＪＧ」 （１２．５％１ｇ） 32

ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「タイヨー」 （２５ｍｇ１錠） 32

シーブリ吸入用カプセル５０μｇ （５０μｇ１カプセル） 32

シプロフロキサシン点滴静注液４００ｍｇ「ニプロ」 （４００ｍ
ｇ２００ｍＬ１袋） 32

ジフロラゾン酢酸エステルクリーム０．０５％「ＹＤ」 （０．０
５％１ｇ） 33

ジフロラゾン酢酸エステル軟膏０．０５％「ＹＤ」 （０．０５％１
ｇ） 33

シベレスタットＮａ点滴静注用１００ｍｇ「ニプロ」 （１００ｍｇ１
瓶） 33

シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１錠） 33

シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス （２００ｍｇ１ｍＬ１
キット） 33

シムジア皮下注２００ｍｇシリンジ （２００ｍｇ１ｍＬ１筒） 33

ジメチコン錠４０ｍｇ「ＹＤ」 （４０ｍｇ１錠） 33

ジメチコン内用液２％「ＦＳＫ」 （２％１ｍＬ） 33

ジャディアンス錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 33

ジャディアンス錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 33

ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ （３６０ｍｇ１包） 33

ジャヌビア錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 33

硝酸イソソルビド注５ｍｇ／１０ｍＬ「タカタ」 （０．０５％１０ｍ
Ｌ１管） 33

硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （４０ｍｇ１枚） 33

硝酸銀「ホエイ」 （１ｇ） 33

静注用マグネゾール２０ｍＬ （２０ｍＬ１管） 33

消毒用エタノール「ケンエー」 （１０ｍＬ） 33

ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ （３．６ｍｇ０．３６ｍＬ１筒） 34

ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ１錠） 34

ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍ
ｇ１カプセル） 34

ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「サワイ」 （３０ｍｇ１錠） 34

ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１瓶） 34

シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１錠） 34

シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「ＪＧ」 （１００ｍｇ１錠） 34

シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （４ｍｇ１錠） 34

シングリックス筋注用 （１瓶（溶解液付）） 34

親水クリーム「ホエイ」 （１０ｇ） 34

シンビット静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 34

シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクター （５０ｍｇ０．
５ｍＬ１キット） 34

シンポニー皮下注５０ｍｇシリンジ （５０ｍｇ０．５ｍＬ１筒） 34

新レシカルボン坐剤 （１個） 34

す

水溶性ハイドロコートン注射液１００ｍｇ （１００ｍｇ２ｍＬ１
瓶） 34

水溶性プレドニン２０ｍｇ （２０ｍｇ１管） 34

スインプロイク錠０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１錠） 34

スキサメトニウム注４０「マルイシ」 （２％２ｍＬ１管） 35

スキリージ皮下注７５ｍｇシリンジ０．８３ｍＬ （７５ｍｇ０．８３
ｍＬ１筒） 35

スクラルファート顆粒９０％「トーワ」 （９０％１ｇ） 35

スタデルムクリーム５％ （５％１ｇ） 35

スチックゼノールＡ （１０ｇ） 35

スチバーガ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 35

スーテントカプセル１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１カプセル） 35

ストミンＡ配合錠 （１錠） 35

ストロカイン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 35

ストロメクトール錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠） 35

スピオルトレスピマット２８吸入 （２８吸入１キット） 35

スピラゾン軟膏０．３％ （０．３％１ｇ） 35

スピラゾンローション０．３％ （０．３％１ｇ） 35

スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 （１５０μｇ１キット） 35

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」 （２５ｍｇ１錠） 35
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スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍ
ｇ１カプセル） 35

スプリセル錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 35

スープレン吸入麻酔液 （１ｍＬ） 36

スベニールディスポ関節注２５ｍｇ （１％２．５ｍＬ１筒） 36

スポンゼル （１０ｃｍ×７ｃｍ１枚） 36

スマイラフ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 36

スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＹＤ」 （５０ｍｇ１錠） 36

スルピリド錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１錠） 36

スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１錠） 36

スルプロチン軟膏１％ （１％１ｇ） 36

せ

生食注キット「フソー」 （５０ｍＬ１キット） 36

生食注シリンジ「オーツカ」２０ｍＬ （２０ｍＬ１筒） 36

生食注シリンジ「オーツカ」５ｍＬ （５ｍＬ１筒） 36

生理食塩液ＰＬ「フソー」 （１００ｍＬ１瓶） 36

生理食塩液ＰＬ「フソー」 （２０ｍＬ１管） 36

生理食塩液ＰＬ「フソー」 （２Ｌ１袋） 36

生理食塩液バッグ「フソー」 （２５０ｍＬ１袋） 36

生理食塩液バッグ「フソー」 （５００ｍＬ１袋） 36

赤十字アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ （２５％５０ｍ
Ｌ１瓶） 36

セチリジン塩酸塩ドライシロップ１．２５％「日医工」 （１．２
５％１ｇ） 36

セパゾン錠１ （１ｍｇ１錠） 37

セパミット－Ｒカプセル１０ （１０ｍｇ１カプセル） 37

セファクロルカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 （２５０ｍｇ１カプセ
ル） 37

セファクロル細粒１０％「日医工」 （１００ｍｇ１ｇ） 37

セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 （１ｇ１瓶） 37

セファランチン末１％ （１％１ｇ） 37

セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」 （１ｇ１瓶） 37

セフォタックス注射用１ｇ （１ｇ１瓶） 37

セフジニル細粒小児用１０％「ＪＧ」 （１００ｍｇ１ｇ） 37

セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 （１ｇ１瓶） 37

セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日医工」 （１ｇ１瓶） 37

セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 （１ｇ１瓶） 37

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 （１ｍＬ） 37

セララ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 37

セルトラリン錠２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１錠） 37

ゼルフォーム （２ｃｍ×６ｃｍ×０．７ｃｍ１枚） 37

ゼルヤンツ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 37

セレキノン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 38

セレギリン塩酸塩錠２．５ｍｇ「アメル」 （２．５ｍｇ１錠） 38

セレコキシブ錠１００ｍｇ「ファイザー」 （１００ｍｇ１錠） 38

セレコキシブ錠２００ｍｇ「ファイザー」 （２００ｍｇ１錠） 38

セレニカＲ顆粒４０％ （４０％１ｇ） 38

センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 （１２ｍｇ１錠） 38

そ

ソセゴン注射液１５ｍｇ （１５ｍｇ１管） 38

ゾニサミド散２０％「アメル」 （２０％１ｇ） 38

ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」 （１００ｍｇ１錠） 38

ゾピクロン錠７．５ｍｇ「トーワ」 （７．５ｍｇ１錠） 38

ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ （（１０．８ｍｇ）１０ｃｍ×１０ｃ
ｍ１枚） 38

ソフラチュール貼付剤３０ｃｍ （（３２．４ｍｇ）１０ｃｍ×３０ｃ
ｍ１枚） 38

ソマチュリン皮下注１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１筒） 38

ゾラデックス３．６ｍｇデポ （３．６ｍｇ１筒（ゴセレリンとし
て）） 38

ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ （１０．８ｍｇ１筒（ゴセレリン
として）） 38

ソランタール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 38

ソルアセトＤ輸液 （５００ｍＬ１袋） 39

ソルアセトＦ輸液 （５００ｍＬ１袋） 39

ソルデム１輸液 （２００ｍＬ１袋） 39

ソルデム１輸液 （５００ｍＬ１袋） 39

ソルデム３ＡＧ輸液 （２００ｍＬ１袋） 39

ソルデム３ＡＧ輸液 （５００ｍＬ１袋） 39

ソルデム３Ａ輸液 （２００ｍＬ１袋） 39

ソルデム３Ａ輸液 （５００ｍＬ１袋） 39

ソルデム６輸液 （５００ｍＬ１袋） 39

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ （１キット） 39

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠） 39

ソル・メドロール静注用１０００ｍｇ （１ｇ１瓶（溶解液付）） 39

ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１瓶（溶解液
付）） 39

ソル・メドロール静注用４０ｍｇ （４０ｍｇ１瓶（溶解液付）） 39

ソル・メドロール静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶（溶解液
付）） 39

ゾレア皮下注１５０ｍｇシリンジ （１５０ｍｇ１ｍＬ１筒） 39

ゾレア皮下注７５ｍｇシリンジ （７５ｍｇ０．５ｍＬ１筒） 39

た

ダイアップ坐剤４ （４ｍｇ１個） 39

ダイアップ坐剤６ （６ｍｇ１個） 40

ダイアモックス錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 40

ダイアモックス注射用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶） 40

ダイフェン配合錠 （１錠） 40

ダイメジン・マルチ注 （１瓶） 40

ダウノマイシン静注用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶） 40

ダカルバジン注用１００ （１００ｍｇ１瓶） 40

タグリッソ錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠） 40

タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ニプロ」 （０．５ｍｇ１カプセ
ル） 40

タクロリムスカプセル１ｍｇ「ニプロ」 （１ｍｇ１カプセル） 40

タクロリムス軟膏０．１％「タカタ」 （０．１％１ｇ） 40

タケキャブ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 40

タケキャブ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 40

タケプロン静注用３０ｍｇ （３０ｍｇ１瓶） 40

タシグナカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル） 40

タゾピペ配合静注用２．２５「ニプロ」 （（２．２５ｇ）１瓶） 40

タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」 （（４．５ｇ）１瓶） 41

タダラフィル錠２０ｍｇＡＤ「ＴＥ」 （２０ｍｇ１錠） 41
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タナドーパ顆粒７５％ （７５％１ｇ） 41

ダーブロック錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 41

タペンタ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 41

タペンタ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 41

タミフルカプセル７５ （７５ｍｇ１カプセル） 41

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「明治」 （０．２ｍｇ１錠） 41

タモキシフェン錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠） 41

ダラキューロ配合皮下注 （１５ｍＬ１瓶） 41

ダラザレックス点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ５ｍＬ１瓶） 41

ダラザレックス点滴静注４００ｍｇ （４００ｍｇ２０ｍＬ１瓶） 41

ダラシンカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル） 41

タリージェ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 41

タリージェ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 41

タリムス点眼液０．１％ （０．１％５ｍＬ１瓶） 41

タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 （５ｍｇ１錠） 41

ダルテパリンＮａ静注５千単位／５ｍＬ「ＨＫ」 （５０００低分
子ヘパリン国際単位１瓶） 42

ダルベポエチン アルファ注１０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （１０μｇ
０．５ｍＬ１筒） 42

ダルベポエチン アルファ注１２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （１２０
μｇ０．５ｍＬ１筒） 42

ダルベポエチン アルファ注１８０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （１８０
μｇ０．５ｍＬ１筒） 42

ダルベポエチン アルファ注２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （２０μｇ
０．５ｍＬ１筒） 42

ダルベポエチン アルファ注３０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （３０μｇ
０．５ｍＬ１筒） 42

ダルベポエチン アルファ注６０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （６０μｇ
０．５ｍＬ１筒） 42

炭酸水素ナトリウム「ケンエー」 （１０ｇ） 42

炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「イセイ」 （２５０ｍｇ１錠） 42

炭酸リチウム錠２００「ヨシトミ」 （２００ｍｇ１錠） 42

単シロップ （１０ｍＬ） 42

タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠） 42

ダントリウム静注用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶） 42

タンニン酸アルブミン「ＮｉｋＰ」 （１ｇ） 42

ち

チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 （２５ｍｇ１錠） 42

チウラジール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 42

チザニジン錠１ｍｇ「ＮＰＩ」 （１ｍｇ１錠） 42

チモロールＸＥ点眼液０．５％「杏林」 （０．５％１ｍＬ） 43

注射用イホマイド１ｇ （１ｇ１瓶） 43

注射用エンドキサン５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶） 43

注射用サイメリン１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 43

注射用水ＰＬ「フソー」 （２０ｍＬ１管） 43

注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位 （１００万単位１
瓶） 43

注射用メソトレキセート５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 43

注射用メソトレキセート５ｍｇ （５ｍｇ１瓶） 43

調剤用パンビタン末 （１ｇ） 43

チラーヂンＳ錠１２．５μｇ （１２．５μｇ１錠） 43

チラーヂンＳ錠５０μｇ （５０μｇ１錠） 43

沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」 （５００ｍｇ１錠） 43

沈降破傷風トキソイド「生研」 （０．５ｍＬ１瓶） 43

つ

ツイミーグ錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠） 43

ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 43

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 43

ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 43

ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 44

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 44

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 44

ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 44

ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 44

ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 44

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 44

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 44

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 44

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 44

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 44

ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 44

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 44

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 44

ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 44

ツルバダ配合錠 （１錠） 44

ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＨＭＴ」 （０．５ｍｇ１枚） 44

ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＨＭＴ」 （１ｍｇ１枚） 44

ツロブテロールテープ２ｍｇ「久光」 （２ｍｇ１枚） 45

て

ディクアノン配合内用液 （１０ｍＬ） 45

テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「日医工」 （２００ｍｇ１
瓶） 45

ディスコビスク１．０眼粘弾剤 （１ｍＬ１筒） 45

低分子デキストランＬ注 （５００ｍＬ１袋） 45

デエビゴ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 45

デエビゴ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 45

テオフィリン徐放Ｕ錠４００ｍｇ「トーワ」 （４００ｍｇ１錠） 45

テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１錠） 45

テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２０％「サワイ」 （２
０％１ｇ） 45

テーカイン原末 （１ｇ） 45

デカドロン錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 45

デカドロン錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠） 45

デキサート注射液１．６５ｍｇ （１．６５ｍｇ０．５ｍＬ１管） 45

デキサート注射液３．３ｍｇ （３．３ｍｇ１ｍＬ１管） 45

デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏０．１％「日医工」
（０．１％１ｇ） 45

デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ「ＮＰ」 （１５
ｍｇ１錠） 45

デクスメデトミジン静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「ニプ
ロ」 （２００μｇ５０ｍＬ１筒） 46

デザレックス錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 46

デスパコーワ口腔用クリーム （１ｇ） 46

デスモプレシン点鼻スプレー２．５μｇ「フェリング」 （１２５μ
ｇ１瓶） 46

五十音順索引
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テタノブリンＩＨ静注１５００単位 （１５００国際単位１瓶） 46

テタノブリンＩＨ静注２５０単位 （２５０国際単位１瓶） 46

デトキソール静注液２ｇ （１０％２０ｍＬ１瓶） 46

テネリアＯＤ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 46

デノタスチュアブル配合錠 （１錠） 46

テノーミン錠２５ （２５ｍｇ１錠） 46

デパケン細粒４０％ （４０％１ｇ） 46

テプレノンカプセル５０ｍｇ「ＹＤ」 （５０ｍｇ１カプセル） 46

デポ・メドロール水懸注２０ｍｇ （２０ｍｇ１ｍＬ１瓶） 46

テモダールカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル） 46

テモダールカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセル） 46

デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「武田テバ」 （０．５ｍｇ１
カプセル） 46

デュピクセント皮下注３００ｍｇペン （３００ｍｇ２ｍＬ１キット） 46

デュファストン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 47

デラキシー配合顆粒 （１ｇ） 47

テリパラチドＢＳ皮下注キット６００μｇ「モチダ」 （６００μｇ１
キット） 47

テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェクター （２８．２μｇ
１キット） 47

テリボン皮下注用５６．５μｇ （５６．５μｇ１瓶（溶解液付）） 47

テリルジー２００エリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット） 47

テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「サワイ」 （１％１ｇ） 47

テルフィス点滴静注 （５００ｍＬ１袋） 47

テルミサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「サワイ」 （４０ｍｇ１錠） 47

テルモ生食 （１Ｌ１袋） 47

デルモゾールＤＰ軟膏０．０６４％ （０．０６４％１ｇ） 47

テレミンソフト坐薬１０ｍｇ （１０ｍｇ１個） 47

点滴静注用ホスカビル注２４ｍｇ／ｍＬ （６ｇ２５０ｍＬ１瓶） 47

と

トアラセット配合錠「サワイ」 （１錠） 47

動注用アイエーコール１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 47

ドキサゾシン錠１ｍｇ「タナベ」 （１ｍｇ１錠） 47

ドキサゾシン錠２ｍｇ「タナベ」 （２ｍｇ１錠） 47

ドキシル注２０ｍｇ （２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 48

ドキソルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サンド」 （１０ｍｇ５ｍＬ
１瓶） 48

ドキソルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ「サンド」 （５０ｍｇ２５ｍ
Ｌ１瓶） 48

トコフェロール酢酸エステル錠５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１
錠） 48

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ「トー
ワ」 （１００ｍｇ１カプセル） 48

トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用１５％「タカタ」 （１５
０ｍｇ１ｇ） 48

ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ＥＥ」 （２０ｍｇ１ｍＬ１
瓶） 48

ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ＥＥ」 （８０ｍｇ４ｍＬ１
瓶） 48

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「タナベ」 （３ｍｇ１錠） 48

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タナベ」 （５ｍｇ１錠） 48

ドパストン静注２５ｍｇ （０．２５％１０ｍＬ１管） 48

ドパミン塩酸塩点滴静注１００ｍｇ「ＮＰ」 （１００ｍｇ５ｍＬ１
管） 48

ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇキット「ＫＣＣ」 （０．３％
２００ｍＬ１袋） 48

トピラマート錠５０ｍｇ「アメル」 （５０ｍｇ１錠） 48

トフィソパム錠５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１錠） 48

ドプスＯＤ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 48

ドブタミン持続静注１５０ｍｇシリンジ「ＫＫＣ」 （０．３％５０ｍ
Ｌ１筒） 49

トブラシン注６０ｍｇ （６０ｍｇ１管） 49

トブラシン点眼液０．３％ （３ｍｇ１ｍＬ） 49

ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ （０．００５％１ｇ） 49

トラクリア錠６２．５ｍｇ （６２．５ｍｇ１錠） 49

トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「ファイザー」 （１５０
ｍｇ１瓶） 49

トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「ファイザー」 （６０ｍｇ
１瓶） 49

トラセミド錠４ｍｇ「ＫＯ」 （４ｍｇ１錠） 49

トラゼンタ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 49

トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 （２５ｍｇ１錠） 49

トラニラスト点眼液０．５％「サワイ」 （２５ｍｇ５ｍＬ１瓶） 49

トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「旭化成」 （２５０ｍｇ１カプ
セル） 49

トラネキサム酸注１０００ｍｇ／１０ｍＬ「日新」 （１０％１０ｍ
Ｌ１管） 49

トラネキサム酸注２５０ｍｇ／５ｍＬ「日新」 （５％５ｍＬ１管） 49

トラベルミン配合錠 （１錠） 49

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 49

トラマール注１００ （１００ｍｇ１管） 49

トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （０．２５ｍｇ１錠） 50

トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤２５μｇ「大正」 （２
５μｇ１枚） 50

トリクロリールシロップ１０％ （１０％１ｍＬ） 50

トーリセル点滴静注液２５ｍｇ （２５ｍｇ１ｍＬ１瓶（希釈液
付）） 50

トリプタノール錠１０ （１０ｍｇ１錠） 50

トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１
錠） 50

トルソプト点眼液１％ （１％１ｍＬ） 50

トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェクター （８０ｍｇ１ｍＬ１
キット） 50

ドルモロール配合点眼液「日点」 （１ｍＬ） 50

トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス （０．７５ｍｇ０．５ｍＬ
１キット） 50

トレアキシン点滴静注液１００ｍｇ／４ｍＬ （１００ｍｇ４ｍＬ１
瓶） 50

トレシーバ注 フレックスタッチ （３００単位１キット） 50

ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２ （（０．３ｍｇ）７．５ｃｍ×１０ｃ
ｍ） 50

トレムフィア皮下注１００ｍｇシリンジ （１００ｍｇ１ｍＬ１筒） 50

トレーランＧ液７５ｇ （２２５ｍＬ１瓶） 50

トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 50

トロピカミド点眼液０．４％「日点」 （０．４％１ｍＬ） 50

ドロレプタン注射液２５ｍｇ （２．５ｍｇ１ｍＬバイアル） 51

トロンビン液モチダ ソフトボトル１万 （１００００単位１０ｍＬ１
キット） 51

ドンペリドン坐剤１０ｍｇ「ＪＧ」 （１０ｍｇ１個） 51

ドンペリドン坐剤３０ｍｇ「ＪＧ」 （３０ｍｇ１個） 51

ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （１０ｍｇ１錠） 51

五十音順索引
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な

ナイキサン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 51

ナジフロキサシンクリーム１％「トーワ」 （１％１ｇ） 51

ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「武田テバ」 （５０
ｍｇ１瓶） 51

ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１錠） 51

ナルサス錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 51

ナルサス錠６ｍｇ （６ｍｇ１錠） 51

ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μｇ「サワイ」 （２．５μｇ１
錠） 51

ナルベイン注２ｍｇ （２ｍｇ１ｍＬ１管） 51

ナルラピド錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 51

ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「ＡＦＰ」 （０．２ｍｇ１ｍＬ１
管） 51

に

ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１０ｍ
Ｌ１管） 51

ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「サワイ」 （２ｍｇ２ｍＬ１
管） 51

ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」 （１０％１ｇ） 52

ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠） 52

ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「サワイ」 （４８ｍｇ１瓶） 52

ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」 （５ｍｇ１錠） 52

日点アトロピン点眼液１％ （１％５ｍＬ１瓶） 52

ニトプロ持続静注液６ｍｇ （６ｍｇ２ｍＬ１管） 52

ニトラゼパム錠５ｍｇ「ＪＧ」 （５ｍｇ１錠） 52

ニトログリセリン静注５ｍｇ／１０ｍＬ「ＴＥ」 （５ｍｇ１０ｍＬ１
管） 52

ニトログリセリンテープ２７ｍｇ「トーワ」 （（２７ｍｇ）９．６平方
ｃｍ１枚） 52

ニトログリセリン点滴静注２５ｍｇ／５０ｍＬ「ＴＥ」 （２５ｍｇ５
０ｍＬ１袋） 52

ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ （０．３ｍｇ１錠） 52

ニトロール持続静注２５ｍｇシリンジ （２５ｍｇ５０ｍＬ１筒） 52

ニトロール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 52

ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１錠） 52

ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠） 52

ニフェジピンカプセル１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１カプセル） 52

ニフレック配合内用剤 （１袋） 53

乳酸カルシウム〈ハチ〉 （１０ｇ） 53

乳酸ビペリデン注５ｍｇ「ヨシトミ」 （０．５％１ｍＬ１管） 53

乳糖水和物（結晶）「ＮｉｋＰ」 （１０ｇ） 53

ニュープロパッチ４．５ｍｇ （４．５ｍｇ１枚） 53

ニューモバックスＮＰシリンジ （０．５ｍＬ１筒） 53

尿素クリーム２０％「フジナガ」 （２０％１ｇ） 53

ニルバジピン錠４ｍｇ「サワイ」 （４ｍｇ１錠） 53

ね

ネオキシテープ７３．５ｍｇ （７３．５ｍｇ１枚） 53

ネオグリセロール 53

ネオクリーナー「セキネ」 53

ネオシネジンコーワ５％点眼液 （５％１ｍＬ） 53

ネオシネジンコーワ注１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管） 53

ネオファーゲン静注２０ｍＬ （２０ｍＬ１管） 53

ネオフィリン注２５０ｍｇ （２．５％１０ｍＬ１管） 53

ネオベノール点眼液０．４％ （０．４％１ｍＬ） 53

ネオメドロールＥＥ軟膏 （１ｇ） 53

ネオーラル内用液１０％ （１０％１ｍＬ） 53

ネキシウムカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセル） 54

ネクサバール錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 54

ネスプ注射液１８０μｇプラシリンジ （１８０μｇ０．５ｍＬ１
筒） 54

ネスプ注射液６０μｇプラシリンジ （６０μｇ０．５ｍＬ１筒） 54

ネリザ坐剤 （１個） 54

の

ノイロトロピン錠４単位 （４単位１錠） 54

ノイロトロピン注射液３．６単位 （３ｍＬ１管） 54

ノクサフィル錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 54

ノクサフィル点滴静注３００ｍｇ （３００ｍｇ１６．７ｍＬ１瓶） 54

ノバミン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 54

ノバントロン注１０ｍｇ （１０ｍｇ５ｍＬ１瓶） 54

ノーベルバール静注用２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１瓶） 54

ノボラピッド注 フレックスタッチ （３００単位１キット） 54

ノルアドリナリン注１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管） 54

ノルスパンテープ５ｍｇ （５ｍｇ１枚） 54

は

バイアスピリン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 54

ハイカムチン注射用１．１ｍｇ （１．１ｍｇ１瓶） 54

ハイカリックＲＦ輸液 （５００ｍＬ１袋） 55

ハイカリック液－１号 （７００ｍＬ１袋） 55

ハイカリック液－２号 （７００ｍＬ１袋） 55

ハイスコ皮下注０．５ｍｇ （０．０５％１ｍＬ１管） 55

ハイドレアカプセル５００ｍｇ （５００ｍｇ１カプセル） 55

ハイポエタノール液２％「ケンエー」 （１０ｍＬ） 55

白色ワセリン＊（日興製薬） （１０ｇ） 55

バクトロバン鼻腔用軟膏２％ （２％１ｇ） 55

パクリタキセル点滴静注液１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ホスピー
ラ」 （１００ｍｇ１６．７ｍＬ１瓶） 55

パクリタキセル点滴静注液３０ｍｇ／５ｍＬ「ホスピーラ」 （３
０ｍｇ５ｍＬ１瓶） 55

パーサビブ静注透析用５ｍｇ （５ｍｇ２ｍＬ１瓶） 55

パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ （４２０ｍｇ１４ｍＬ１
瓶） 55

バゼドキシフェン錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠） 55

ハッカ油「日医工」 （１ｍＬ） 55

パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」 （４％１ｍＬ１管） 55

ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ （０．１２５ｍｇ１錠） 55

ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」 （２０００単位１００ｍＬ
１瓶） 55

パム静注５００ｍｇ （２．５％２０ｍＬ１管） 56

ハラヴェン静注１ｍｇ （１ｍｇ２ｍＬ１瓶） 56

バラシクロビル顆粒５０％「ＳＰＫＫ」 （５０％１ｇ） 56

バラシクロビル顆粒５０％「明治」 （５０％１ｇ） 56

バラシクロビル錠５００ｍｇ「トーワ」 （５００ｍｇ１錠） 56
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バリエース発泡顆粒 （１ｇ） 56

バリキサ錠４５０ｍｇ （４５０ｍｇ１錠） 56

バリテスターＡ２４０散 （９８．５％１０ｇ） 56

バルサルタン錠８０ｍｇ「トーワ」 （８０ｍｇ１錠） 56

バルプロ酸Ｎａ徐放顆粒４０％「フジナガ」 （４０％１ｇ） 56

バルプロ酸ナトリウムＳＲ錠２００ｍｇ「アメル」 （２００ｍｇ１
錠） 56

バルプロ酸ナトリウム錠１００ｍｇ「ＤＳＰ」 （１００ｍｇ１錠） 56

バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「ＤＳＰ」 （５％１ｍＬ） 56

パルミコート２００μｇタービュヘイラー５６吸入 （１１．２ｍｇ
１瓶（２００μｇ）） 56

パルモディア錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠） 56

ハルロピテープ８ｍｇ （８ｍｇ１枚） 56

バレイショデンプン原末「マルイシ」 （１０ｇ） 56

パレプラス輸液 （５００ｍＬ１キット） 57

パロキセチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠） 57

パロノセトロン点滴静注バッグ０．７５ｍｇ／５０ｍＬ「タイホ
ウ」 （０．７５ｍｇ５０ｍＬ１袋） 57

ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「ヨシトミ」 （０．７５ｍｇ１錠） 57

ハロペリドール注５ｍｇ「ヨシトミ」 （０．５％１ｍＬ１管） 57

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「明治」 （０．５ｇ１
瓶） 57

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用１．０ｇ「ＭＥＥＫ」 （１ｇ１
瓶） 57

パンテチン散２０％「テバ」 （２０％１ｇ） 57

パンテチン注２００ｍｇ「ＫＣＣ」 （２００ｍｇ１管） 57

ハンプ注射用１０００ （１０００μｇ１瓶） 57

ひ

ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％ＨＶ「センジュ」 （１％
０．８５ｍＬ１筒） 57

ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ「ＡＦＰ」 （１％２．５ｍ
Ｌ１筒） 57

ヒアルロン酸ナトリウムＰＦ点眼液０．１％「日点」 （０．１％５
ｍＬ１瓶） 57

ヒアレインミニ点眼液０．３％ （０．３％０．４ｍＬ１個） 57

ビーエスエスプラス５００眼灌流液０．０１８４％ （０．４６％２
０ｍＬ１瓶（希釈液付）） 57

ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ファイザー」 （１５ｍｇ１錠） 57

ビオスリー配合ＯＤ錠 （１錠） 57

ビオスリー配合散 （１ｇ） 58

ビオフェルミンＲ錠 （１錠） 58

ビカネイト輸液 （５００ｍＬ１袋） 58

ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＫ」 （８０ｍｇ１錠） 58

ビクシリン注射用０．５ｇ （５００ｍｇ１瓶） 58

ビクシリン注射用１ｇ （１ｇ１瓶） 58

ビクトーザ皮下注１８ｍｇ （１８ｍｇ３ｍＬ１キット） 58

ピコスルファートＮａ内用液０．７５％「トーワ」 （０．７５％１ｍ
Ｌ） 58

ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＣＨＯＳ」 （０．
７５％１ｍＬ） 58

ピシリバクタ静注用１．５ｇ （（１．５ｇ）１瓶） 58

ビスコート０．５眼粘弾剤 （０．５ｍＬ１筒） 58

ビスダームクリーム０．１％ （０．１％１ｇ） 58

ビソノテープ２ｍｇ （２ｍｇ１枚） 58

ビソノテープ４ｍｇ （４ｍｇ１枚） 58

ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 （５ｍｇ１錠） 58

ビダーザ注射用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 58

ビタダン配合錠 （１錠） 58

ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 （１ｍｇ１錠） 59

ビタメジン静注用 （１瓶） 59

ビダラビン軟膏３％「トーワ」 （３％１ｇ） 59

ヒダントールＤ配合錠 （１錠） 59

ヒダントールＦ配合錠 （１錠） 59

ヒトＣＲＨ静注用１００μｇ「タナベ」 （１００μｇ１瓶（溶解液
付）） 59

ピドキサール錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠） 59

ピトレシン注射液２０ （２０単位１管） 59

ヒドロクロロチアジド錠１２．５ｍｇ「トーワ」 （１２．５ｍｇ１錠） 59

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルＮａ静注用５００ｍｇ「武田
テバ」 （５００ｍｇ１瓶（溶解液付）） 59

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルＮａ注射用１００ｍｇ「武田
テバ」 （１００ｍｇ１瓶（溶解液付）） 59

ヒドロコルチゾンリン酸エステルＮａ静注液１００ｍｇ「ＡＦＰ」
（１００ｍｇ２ｍＬ１管） 59

ピノルビン注射用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶） 59

ピノルビン注射用３０ｍｇ （３０ｍｇ１瓶） 59

ビーフリード輸液 （５００ｍＬ１キット） 59

ビベスピエアロスフィア２８吸入 （２８吸入１キット） 59

ヒベルナ散１０％ （１０％１ｇ） 59

ヒベルナ糖衣錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 59

ヒベルナ糖衣錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 60

ピマリシン点眼液５％「センジュ」 （５０ｍｇ１ｍＬ） 60

ビムパット錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 60

ビムパット点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 60

ピムロ顆粒 （１ｇ） 60

ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 （１．２５ｍｇ１錠） 60

ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ （１００単位１ｍＬバイア
ル） 60

ビラノア錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 60

ピラマイド原末 （１ｇ） 60

ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１カ
プセル） 60

ヒーロンＶ眼粘弾剤２．３％シリンジ０．６ｍＬ （２．３％０．６
ｍＬ１筒） 60

ふ

ファスジル塩酸塩点滴静注液３０ｍｇ「ＫＣＣ」 （３０．８ｍｇ２
ｍＬ１管） 60

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠） 60

ファモチジン細粒２％「サワイ」 （２％１ｇ） 60

ファモチジン静注２０ｍｇ「日新」 （２０ｍｇ２０ｍＬ１管） 60

ファロム錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 60

ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ （１００ｍｇ１ｍＬ） 60

フィコンパ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 61

フィジオ１４０輸液 （５００ｍＬ１袋） 61

フィニバックス点滴静注用０．５ｇ （５００ｍｇ１瓶） 61

ブイフェンド２００ｍｇ静注用 （２００ｍｇ１瓶） 61

フィブラストスプレー５００ （５００μｇ１瓶（溶解液付）） 61

フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ「Ｆ」 （１５０μｇ０．
６ｍＬ１筒） 61
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フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ「Ｆ」 （３００μｇ０．
７ｍＬ１筒） 61

フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「モチダ」 （７５μｇ
０．３ｍＬ１筒） 61

フェアストン錠４０ （４０ｍｇ１錠） 61

フェインジェクト静注５００ｍｇ （５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 61

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 （６０ｍｇ１
錠） 61

フェジン静注４０ｍｇ （４０ｍｇ２ｍＬ１管） 61

フェソロデックス筋注２５０ｍｇ （２５０ｍｇ５ｍＬ１筒） 61

フェノバール錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠） 61

フェノバール注射液１００ｍｇ （１０％１ｍＬ１管） 61

フェノバルビタール散１０％「マルイシ」 （１０％１ｇ） 61

フェノフィブラート錠８０ｍｇ「武田テバ」 （８０ｍｇ１錠） 61

フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」 （１０ｇ） 61

フェブリク錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 62

フェブリク錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 62

フェマーラ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 62

フェルビナクパップ７０ｍｇ「ＮＰ」 （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚） 62

フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ （１錠） 62

フェンタニルクエン酸塩１日用テープ１ｍｇ「テイコク」 （１ｍ
ｇ１枚） 62

フェンタニルクエン酸塩１日用テープ２ｍｇ「テイコク」 （２ｍ
ｇ１枚） 62

フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」 （０．００５％２ｍＬ１
管） 62

フェントステープ０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１枚） 62

フォシーガ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 62

フォシーガ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 62

フォリアミン錠 （５ｍｇ１錠） 62

フォリアミン注射液 （１５ｍｇ１管） 62

ブシラミン錠１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ１錠） 62

ブスコパン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 62

フスタゾール糖衣錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 62

プソフェキ配合錠「サワイ」 （１錠） 62

ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ「ＮＰ」 （２％１ｍＬ１管） 63

ブデソニド吸入液０．５ｍｇ「武田テバ」 （０．５ｍｇ２ｍＬ１管） 63

ブテナフィン塩酸塩液１％「トーワ」 （１％１ｍＬ） 63

ブテナフィン塩酸塩クリーム１％「ファイザー」 （１％１ｇ） 63

ブデホル吸入粉末剤６０吸入「ニプロ」 （６０吸入１キット） 63

ブドウ糖注５％ＰＬ「フソー」 （５％１００ｍＬ１瓶） 63

ブプレノルフィン注０．２ｍｇ「日新」 （０．２ｍｇ１管） 63

プラケニル錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 63

プラザキサカプセル１１０ｍｇ （１１０ｍｇ１カプセル） 63

プラザキサカプセル７５ｍｇ （７５ｍｇ１カプセル） 63

フラジール腟錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 63

フラジール内服錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 63

プラスアミノ輸液 （５００ｍＬ１袋） 63

プラノバール配合錠 （１錠） 63

プラバスタチンＮａ塩錠１０ｍｇ「タナベ」 （１０ｍｇ１錠） 63

プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （０．１２５
ｍｇ１錠） 63

プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ （６０ｍｇ１ｍＬ１筒） 63

プランルカストＤＳ１０％「サワイ」 （１０％１ｇ） 64

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「サワイ」 （１１２．５ｍｇ
１カプセル） 64

フリウェル配合錠ＬＤ「モチダ」 （１錠） 64

プリズバインド静注液２．５ｇ （２．５ｇ５０ｍＬ１瓶） 64

ブリディオン静注２００ｍｇ （２００ｍｇ２ｍＬ１瓶） 64

プリビナ液０．０５％ （０．０５％１ｍＬ） 64

プリモボラン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 64

フルイトラン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 64

フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」 （１０００ｍｇ１瓶） 64

フルオロメトロン点眼液０．１％「ニットー」 （０．１％１ｍＬ） 64

フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１カプ
セル） 64

フルスルチアミン注１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１管） 64

フルタミド錠１２５ｍｇ「ファイザー」 （１２５ｍｇ１錠） 64

フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用 （１２０吸入１
瓶） 64

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 （１ｍｇ１錠） 64

フルバスタチン錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠） 64

フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （２５ｍｇ１
錠） 64

フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「Ｆ」 （０．５ｍｇ５ｍＬ１管） 65

ブレオ注射用５ｍｇ （５ｍｇ１瓶） 65

フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ファイザー」 （５０ｍｇ１錠） 65

プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ニプロ」 （２５ｍｇ１錠） 65

プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ケミファ」 （７５ｍｇ１錠） 65

プレグランディン腟坐剤１ｍｇ （１ｍｇ１個） 65

プレドニゾロン散「タケダ」１％ （１％１ｇ） 65

プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） （１ｍｇ１錠） 65

プレドニゾロン錠５ｍｇ（旭化成） （５ｍｇ１錠） 65

プロウペス腟用剤１０ｍｇ （１個） 65

プロカテロール塩酸塩ＤＳ０．０１％「タカタ」 （０．０１％１ｇ） 65

プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ「サワイ」 （０．０２５ｍｇ１
錠） 65

プロクトセディル坐薬 （１個） 65

プログラフ顆粒０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１包） 65

プログラフ注射液２ｍｇ （２ｍｇ０．４ｍＬ１管） 65

プロゲストンデポー筋注１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１管） 65

プロジフ静注液２００ （８％２．５ｍＬ１瓶） 65

プロスタンディン軟膏０．００３％ （０．００３％１ｇ） 65

フロセミド錠１０ｍｇ「武田テバ」 （１０ｍｇ１錠） 66

フロセミド錠２０ｍｇ「武田テバ」 （２０ｍｇ１錠） 66

フロセミド錠４０ｍｇ「武田テバ」 （４０ｍｇ１錠） 66

フロセミド注２０ｍｇ「武田テバ」 （２０ｍｇ１管） 66

プロタノールＬ注０．２ｍｇ （０．０２％１ｍＬ１管） 66

プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」 （１％１０ｍＬバイア
ル） 66

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「テバ」 （０．２５ｍｇ１錠） 66

ブロナック点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ） 66

ブロナンセリン錠４ｍｇ「サワイ」 （４ｍｇ１錠） 66

プロパフェノン塩酸塩錠１５０ｍｇ「オーハラ」 （１５０ｍｇ１
錠） 66

プロピレングリコール＊（丸石） （１０ｍＬ） 66
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プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 （１０ｍｇ１錠） 66

プロペト （１０ｇ） 66

プロポフォール静注１％２０ｍＬ「ＦＫ」 （２００ｍｇ２０ｍＬ１
管） 66

プロポフォール静注１％５０ｍＬ「マルイシ」 （５００ｍｇ５０ｍ
Ｌ１瓶） 66

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 （０．２％１
ｍＬ） 66

ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 （４ｍｇ１錠） 66

ブロムヘキシン塩酸塩注射液４ｍｇ「タイヨー」 （０．２％２ｍ
Ｌ１管） 67

ブロメライン軟膏５万単位／ｇ＊（ジェイドルフ） （５００００単
位１ｇ） 67

フロリードゲル経口用２％ （２％１ｇ） 67

フロリネフ錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠） 67

フローレス眼検査用試験紙０．７ｍｇ （１枚） 67

へ

ベオーバ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 67

ベオビュ硝子体内注射用キット１２０ｍｇ／ｍＬ （６ｍｇ０．０
５ｍＬ１筒） 67

ペキロンクリーム０．５％ （０．５％１ｇ） 67

ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ５ｍＬ１瓶） 67

ベクルリー点滴静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 67

ベサコリン散５％ （５％１ｇ） 67

ベサノイドカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル） 67

ベシケアＯＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 67

ベストロン点眼用０．５％ （５ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液として）） 67

ベタニス錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 67

ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「日医工Ｐ」 （１２ｍｇ１錠） 67

ベタフェロン皮下注用９６０万国際単位 （９６０万国際単位
１瓶（溶解液付）） 67

ベタメタゾン吉草酸エステルローション０．１２％「イワキ」
（０．１２％１ｍＬ） 68

ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 （０．５ｍｇ１錠） 68

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏０．０
５％「ＪＧ」 （０．０５％１ｇ） 68

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション
０．０５％「ＪＧ」 （０．０５％１ｇ） 68

ベタメタゾンリン酸エステルＮａ・ＰＦ眼耳鼻科用液０．１％
「日点」 （０．１％１ｍＬ） 68

ペチジン塩酸塩注射液３５ｍｇ「タケダ」 （３．５％１ｍＬ１管） 68

ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 （２ｍｇ１錠） 68

ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 （４ｍｇ１錠） 68

ベネトリン吸入液０．５％ （０．５％１ｍＬ） 68

ベバシズマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ファイザー」 （１００ｍｇ
４ｍＬ１瓶） 68

ベバシズマブＢＳ点滴静注４００ｍｇ「ファイザー」 （４００ｍｇ
１６ｍＬ１瓶） 68

ヘパリンＣａ皮下注２万単位／０．８ｍＬ「サワイ」 （２００００
単位１瓶） 68

ヘパリンＮａ注５千単位／５ｍＬ「モチダ」 （５０００単位５ｍＬ
１瓶） 68

ヘパリンＮａ透析用５００単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ「ＮＰ」
（５０００単位１０ｍＬ１筒） 68

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」１０
ｍＬ （１０００単位１０ｍＬ１筒） 68

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」５ｍ
Ｌ （５００単位５ｍＬ１筒） 68

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「ＰＰ」 （１ｇ） 69

ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」 （１ｇ） 69

ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位 （１０００単位５ｍＬ１瓶） 69

ヘブスブリン筋注用２００単位 （２００単位１ｍＬ１瓶（溶解
液付）） 69

ヘプタバックス－２水性懸濁注シリンジ０．２５ｍＬ （０．２５
ｍＬ１筒） 69

ヘプタバックス－２水性懸濁注シリンジ０．５ｍＬ （０．５ｍＬ
１筒） 69

ベプリコール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 69

ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 （１０ｍｇ１錠） 69

ペメトレキセド点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」 （１００ｍｇ４ｍＬ１
瓶） 69

ペメトレキセド点滴静注液５００ｍｇ「ＮＫ」 （５００ｍｇ２０ｍＬ
１瓶） 69

ベラサスＬＡ錠６０μｇ （６０μｇ１錠） 69

ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ＪＧ」 （４０ｍｇ１錠） 69

ベラパミル塩酸塩静注５ｍｇ「タイヨー」 （０．２５％２ｍＬ１
管） 69

ベラプロストナトリウム錠２０μｇ「ＪＧ」 （２０μｇ１錠） 69

ベリキューボ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 69

ベリキューボ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 69

ペルジピンＬＡカプセル４０ｍｇ （４０ｍｇ１カプセル） 69

ベルソムラ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠） 70

ヘルニコア椎間板注用１．２５単位 （１．２５単位１瓶） 70

ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「テバ」 （５０ｍｇ１錠） 70

ペンタサ顆粒９４％ （９４％１ｇ） 70

ペンタサ注腸１ｇ （１ｇ１個） 70

ベンリスタ点滴静注用１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１瓶） 70

ベンリスタ皮下注２００ｍｇオートインジェクター （２００ｍｇ１
ｍＬ１キット） 70

ほ

ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「ケミファ」 （０．２ｍｇ１錠） 70

ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「ケミファ」 （０．３ｍｇ１錠） 70

ホストイン静注７５０ｍｇ （７５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 70

ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 （１ｇ１瓶） 70

ホスミシン錠５００ （５００ｍｇ１錠） 70

ホスミシンドライシロップ４００ （４００ｍｇ１ｇ） 70

ボスミン外用液０．１％ （０．１％１ｍＬ） 70

ボスミン注１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管） 70

ボトックス注用１００単位 （１００単位１瓶） 70

ボトックス注用５０単位 （５０単位１瓶） 70

ポトレンド配合錠 （１錠） 71

ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ （３５ｍｇ１包） 71

ポビドンヨード外用液１０％「マイラン」 （１０％１０ｍＬ） 71

ポビドンヨードガーグル７％「マイラン」 （７％１ｍＬ） 71

ポビドンヨードガーグル液７％「ケンエー」 （７％１ｍＬ） 71

ポビドンヨードゲル１０％「マイラン」 （１０％１０ｇ） 71

ポビドンヨードスクラブ液７．５％「ケンエー」 （７．５％１０ｍ
Ｌ） 71

ポプスカイン０．２５％注バッグ２５０ｍｇ／１００ｍＬ （２５０
ｍｇ１００ｍＬ１袋） 71

ポプスカイン０．５％注５０ｍｇ／１０ｍＬ （５０ｍｇ１０ｍＬ１
管） 71

ポマリストカプセル３ｍｇ （３ｍｇ１カプセル） 71
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ポマリストカプセル４ｍｇ （４ｍｇ１カプセル） 71

ボラザＧ軟膏 （１ｇ） 71

ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 （７５ｍｇ１錠） 71

ポララミン注５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管） 71

ボリコナゾール錠１００ｍｇ「ＪＧ」 （１００ｍｇ１錠） 71

ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口ゼリー２０％分包２５ｇ「三
和」 （２０％２５ｇ１個） 71

ホーリンＶ腟用錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 71

ボルテゾミブ注射用３ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （３ｍｇ１瓶） 72

ボルベン輸液６％ （６％５００ｍＬ１袋） 72

ホルムクレゾールＦＣ「ネオ」 72

ポンタールシロップ３．２５％ （３．２５％１ｍＬ） 72

ま

マイスタン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 72

マイトマイシン注用２ｍｇ （２ｍｇ１瓶） 72

マーカイン注脊麻用０．５％高比重 （０．５％４ｍＬ１管） 72

マーカイン注脊麻用０．５％等比重 （０．５％４ｍＬ１管） 72

マキュエイド眼注用４０ｍｇ （４０ｍｇ１瓶） 72

マグコロール散６８％分包５０ｇ （６８％５０ｇ１包） 72

マグセント注シリンジ４０ｍＬ （４０ｍＬ１筒） 72

マスブロン注１ｍｇ （１ｍｇ１管） 72

マドパー配合錠 （１錠） 72

マナミンＧＡ配合顆粒 （１ｇ） 72

マンニットールＳ注射液 （３００ｍＬ１袋） 72

み

ミオコールスプレー０．３ｍｇ （０．６５％７．２ｇ１缶） 72

ミオテクター冠血管注 （１瓶１管１組） 72

ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１
瓶） 72

ミグリトール錠５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１錠） 73

ミケランＬＡ点眼液２％ （２％１ｍＬ） 73

ミケルナ配合点眼液 （１ｍＬ） 73

ミコナゾール硝酸塩クリーム１％「ＹＤ」 （１％１ｇ） 73

ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０ｍｇ「ファイザー」
（２５０ｍｇ１カプセル） 73

ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 （１０ｍｇ２ｍＬ１管） 73

ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「三和」 （１０ｍｇ１錠） 73

ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「三和」 （５ｍｇ１錠） 73

ミティキュアダニ舌下錠３３００ＪＡＵ （３３００ＪＡＵ１錠） 73

ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「ＪＧ」 （２ｍｇ１錠） 73

ミネブロ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 73

ミノサイクリン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ
１カプセル） 73

ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ１錠） 73

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「日医工」 （１００
ｍｇ１瓶） 73

ミノマイシン顆粒２％ （２０ｍｇ１ｇ） 73

ミラクリッド注射液５万単位 （５００００単位１ｍＬ１管） 73

ミリプラ動注用７０ｍｇ （７０ｍｇ１瓶） 73

ミリプラ用懸濁用液４ｍＬ （４ｍＬ１管） 74

ミルセラ注シリンジ１００μｇ （１００μｇ０．３ｍＬ１筒） 74

ミルセラ注シリンジ１５０μｇ （１５０μｇ０．３ｍＬ１筒） 74

ミルセラ注シリンジ２００μｇ （２００μｇ０．３ｍＬ１筒） 74

ミルセラ注シリンジ２５０μｇ （２５０μｇ０．３ｍＬ１筒） 74

ミルセラ注シリンジ５０μｇ （５０μｇ０．３ｍＬ１筒） 74

ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 （１５ｍｇ１錠） 74

ミレーナ５２ｍｇ （１個） 74

ミンクリア内用散布液０．８％ （２０ｍＬ１筒） 74

む

ムコサールドライシロップ１．５％ （１．５％１ｇ） 74

ムコスタ点眼液ＵＤ２％ （２％０．３５ｍＬ１本） 74

無水エタノール「ヨシダ」 （１０ｍＬ） 74

め

メイロン静注７％ （７％２０ｍＬ１管） 74

メイロン静注７％ （７％２５０ｍＬ１袋） 74

メインテート錠０．６２５ｍｇ （０．６２５ｍｇ１錠） 74

メキシチール点滴静注１２５ｍｇ （１２５ｍｇ５ｍＬ１管） 74

メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１
カプセル） 74

メコバラミン錠５００μｇ「ＳＷ」 （０．５ｍｇ１錠） 75

メサペイン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 75

メサペイン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 75

メサラジン錠２５０ｍｇ「サワイ」 （２５０ｍｇ１錠） 75

メジコン配合シロップ （１０ｍＬ） 75

メスチノン錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠） 75

メソトレキセート点滴静注液１０００ｍｇ （１０００ｍｇ４０ｍＬ１
瓶） 75

メソトレキセート点滴静注液２００ｍｇ （２００ｍｇ８ｍＬ１瓶） 75

メチルエルゴメトリン錠０．１２５ｍｇ「あすか」 （０．１２５ｍｇ
１錠） 75

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注０．２ｍｇ「Ｆ」 （０．０２％
１ｍＬ１管） 75

滅菌精製水「ケンエー」 （１０ｍＬ） 75

メトクロプラミド錠５ｍｇ「テバ」 （５ｍｇ１錠） 75

メトクロプラミド注１０ｍｇ「テバ」 （０．５％２ｍＬ１管） 75

メトトレキサート錠２ｍｇ「トーワ」 （２ｍｇ１錠） 75

メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「サワイ」 （４０ｍｇ１錠） 75

メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「トーワ」 （２５０ｍｇ１錠） 75

メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「トーワ」 （５００ｍｇ１錠） 75

メドロール錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠） 76

メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＴＹＫ」 （１５ｍｇ１カプセル） 76

メネシット配合錠１００ （１錠） 76

メプチンエアー１０μｇ吸入１００回 （０．０１４３％５ｍＬ１
キット） 76

メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ （０．０１％０．３ｍＬ１個） 76

メプチンミニ錠２５μｇ （０．０２５ｍｇ１錠） 76

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （２０ｍｇ１錠） 76

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （５ｍｇ１錠） 76

メルカゾール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 76

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「トーワ」 （５００ｍｇ１瓶） 76

メロペネム点滴静注用１ｇ「ＮＰ」 （１ｇ１瓶） 76
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も

モサプリドクエン酸塩散１％「日医工」 （１％１ｇ） 76

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 （５ｍｇ１錠） 76

モビコール配合内用剤ＬＤ （６．８５２３ｇ１包） 76

モビプレップ配合内用剤 （１袋） 76

モメタゾン点鼻液５０μｇ「杏林」１１２噴霧用 （９ｍｇ１８ｇ１
瓶） 76

モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏０．１％「イワキ」
（０．１％１ｇ） 76

モルヒネ塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 （１０ｍｇ１錠） 77

モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末 （１ｇ） 77

モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「第一三共」 （１％１ｍＬ１管） 77

モルヒネ塩酸塩注射液２００ｍｇ「タケダ」 （４％５ｍＬ１管） 77

モンテルカスト細粒４ｍｇ「サワイ」 （４ｍｇ１包） 77

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」 （１０ｍｇ１錠） 77

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠） 77

や

薬用炭「日医工」 （１ｇ） 77

ゆ

ユーエフティ配合カプセルＴ１００ （１００ｍｇ１カプセル（テガ
フール相当量）） 77

ユナシン錠３７５ｍｇ （３７５ｍｇ１錠） 77

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ （４ｇ１瓶） 77

ユービット錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 77

ユリス錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 77

よ

ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ１丸） 77

ヨウ化カリウム「日医工」 （１ｇ） 77

ヨウ素「コザカイ・Ｍ」 （１ｇ） 77

ヨクイニンエキス錠「コタロー」 （１錠） 77

ら

ライゾデグ配合注 フレックスタッチ （３００単位１キット） 78

ラクツロースシロップ６５％「タカタ」 （６５％１ｍＬ） 78

ラクテック注 （５００ｍＬ１袋） 78

ラコールＮＦ配合経腸用液 （１０ｍＬ） 78

ラシックス注１００ｍｇ （１００ｍｇ１管） 78

ラスビック錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠） 78

ラスリテック点滴静注用７．５ｍｇ （７．５ｍｇ１瓶（溶解液
付）） 78

ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＳＥＣ」 （０．００５％１ｍＬ） 78

ラックビー微粒Ｎ （１％１ｇ） 78

ラニビズマブＢＳ硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ「セン
ジュ」 （０．５ｍｇ０．０５ｍＬ１筒） 78

ラノコナゾール軟膏１％「イワキ」 （１％１ｇ） 78

ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ （３００ｍｇ６０ｍＬ１
袋） 78

ラフチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠） 78

ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 （１０ｍｇ１錠） 78

ラボナ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 78

ラボナール注射用０．５ｇ （５００ｍｇ１管） 78

ラモトリギン錠２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１錠） 78

ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワイ」 （６０ｍｇ１錠） 79

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 （１５ｍｇ１錠） 79

ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「武田テバ」 （３０ｍｇ１錠） 79

ランタスＸＲ注ソロスター （４５０単位１キット） 79

ランドセン錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 79

ランマーク皮下注１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１．７ｍＬ１瓶） 79

り

リオナ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 79

リキスミア皮下注３００μｇ （３００μｇ３ｍＬ１キット） 79

リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠） 79

リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠） 79

リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠） 79

リクラスト点滴静注液５ｍｇ （５ｍｇ１００ｍＬ１瓶） 79

リコモジュリン点滴静注用１２８００ （１２８００単位１瓶） 79

リザトリプタンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠） 79

リザベンカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル） 79

リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「サワイ」 （１ｍｇ１錠） 79

リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ヨシトミ」 （０．１％１ｍＬ） 79

リスミー錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 80

リスモダンＰ静注５０ｍｇ （５０ｍｇ５ｍＬ１管） 80

リセドロン酸Ｎａ錠７５ｍｇ「トーワ」 （７５ｍｇ１錠） 80

リーダイ配合錠 （１錠） 80

リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ファイザー」 （１００ｍｇ
１０ｍＬ１瓶） 80

リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ファイザー」 （５００ｍｇ
５０ｍＬ１瓶） 80

リドカイン塩酸塩注０．５％「日新」 （０．５％１０ｍＬ１管） 80

リドカイン塩酸塩注１％「日新」 （１％１０ｍＬ１管） 80

リドカイン塩酸塩注２％「日新」 （２％１０ｍＬ１管） 80

リドカイン塩酸塩ビスカス２％「日新」 （２％１ｍＬ） 80

リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 （２％５ｍＬ１筒） 80

リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」 （（１８ｍｇ）３０．５ｍｍ×５０．
０ｍｍ１枚） 80

リドカイン点滴静注液１％「タカタ」 （１％２００ｍＬ１袋） 80

リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「Ｆ」 （５ｍｇ１錠） 80

リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「Ｆ」 （１％５ｍＬ１管） 80

リネゾリド錠６００ｍｇ「サワイ」 （６００ｍｇ１錠） 80

リネゾリド点滴静注６００ｍｇ／３００ｍＬ「ＨＫ」 （６００ｍｇ３０
０ｍＬ１袋） 80

リノロサール注射液２ｍｇ（０．４％） （２ｍｇ１管） 81

リノロサール注射液４ｍｇ（０．４％） （４ｍｇ１管） 81

リーバクト配合顆粒 （４．１５ｇ１包） 81

リパクレオンカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル） 81

リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「サワイ」 （４．５ｍｇ１枚） 81

リバスチグミンテープ９ｍｇ「サワイ」 （９ｍｇ１枚） 81

リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 （１５０ｍｇ１カプセ
ル） 81

リベルサス錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠） 81

リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「ツルハラ」 （２０ｍｇ１
錠） 81

リマプロストアルファデクス錠５μｇ「ＳＮ」 （５μｇ１錠） 81
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リメタゾン静注２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１ｍＬ１管） 81

硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ （０．５モル２０ｍＬ１管） 81

硫酸ストレプトマイシン注射用１ｇ「明治」 （１ｇ１瓶） 81

硫酸ポリミキシンＢ散３００万単位「ファイザー」 （３００万単
位１瓶） 81

流動パラフィン「マルイシ」 （１０ｍＬ） 81

リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ （２２．５ｍｇ１筒） 81

リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ （１１．２５ｍｇ１
筒） 82

リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．８８ｍｇ「あすか」
（１．８８ｍｇ１筒） 82

リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍｇ「あすか」
（３．７５ｍｇ１筒） 82

リルゾール錠５０ｍｇ「ＡＡ」 （５０ｍｇ１錠） 82

リレンザ （５ｍｇ１ブリスター） 82

リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ （０．５モル２０ｍＬ１管） 82

リンゼス錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠） 82

リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％ （１ｇ） 82

リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ （１ｇ） 82

リンデロン－Ｖクリーム０．１２％ （０．１２％１ｇ） 82

リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％ （０．１２％１ｇ） 82

る

ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ （０．５ｍｇ
０．０５ｍＬ１筒） 82

ルパフィン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 82

ルミガン点眼液０．０３％ （０．０３％１ｍＬ） 82

ルムジェブ注ミリオペン （３００単位１キット） 82

ルーラン錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠） 82

れ

レキサルティＯＤ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 82

レキサルティ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 82

レクサプロ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 83

レスタミンコーワクリーム１％ （１％１０ｇ） 83

レナジェル錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 83

レナデックス錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠） 83

レパグリニド錠０．２５ｍｇ「サワイ」 （０．２５ｍｇ１錠） 83

レパーサ皮下注１４０ｍｇペン （１４０ｍｇ１ｍＬ１キット） 83

レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 （１００ｍｇ１錠） 83

レブラミドカプセル５ｍｇ （５ｍｇ１カプセル） 83

レペタン坐剤０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１個） 83

レベニンＳ配合錠 （１錠） 83

レベミル注 フレックスペン （３００単位１キット） 83

レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「武田テバ」 （５ｍｇ１錠） 83

レボトミン筋注２５ｍｇ （２．５％１ｍＬ１管） 83

レボトミン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 83

レボトミン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 83

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）） 83

レボフロキサシン点眼液１．５％「ファイザー」 （１．５％１ｍ
Ｌ） 83

レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ「ＤＳ
ＥＰ」 （５００ｍｇ１００ｍＬ１キット） 84

レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ヤクルト」 （１００ｍｇ１
瓶） 84

レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ヤクルト」 （２５ｍｇ１瓶） 84

レボレード錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠） 84

レミケード点滴静注用１００ （１００ｍｇ１瓶） 84

レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」 （２ｍｇ１瓶） 84

レルベア１００エリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット） 84

レルベア２００エリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット） 84

レルミナ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 84

ろ

ロイケリン散１０％ （１０％１ｇ） 84

ロイコボリン注３ｍｇ （０．３％１ｍＬ１管） 84

ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＮＰ」 （１％１ｇ） 84

ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （６０ｍｇ１錠） 84

ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ「マルイシ」
（５０ｍｇ５ｍＬ１瓶） 84

ロケルマ懸濁用散分包５ｇ （５ｇ１包） 84

ロコアテープ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚） 84

ロコイドクリーム０．１％ （０．１％１ｇ） 84

ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サンド」 （５０ｍｇ１錠） 85

ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「サワイ」 （２．５ｍｇ１錠） 85

ロゼウス静注液１０ｍｇ （１０ｍｇ１ｍＬ１瓶） 85

ロゼックスゲル０．７５％ （０．７５％１ｇ） 85

ロゼレム錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠） 85

ロトリガ粒状カプセル２ｇ （２ｇ１包） 85

ロナセン錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠） 85

ロナセンテープ２０ｍｇ （２０ｍｇ１枚） 85

ロピオン静注５０ｍｇ （５０ｍｇ５ｍＬ１管） 85

ロピニロールＯＤ錠１ｍｇ「アメル」 （１ｍｇ１錠） 85

ロピニロール徐放錠２ｍｇ「トーワ」 （２ｍｇ１錠） 85

ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」 （１ｍｇ１錠） 85

ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ「サワイ」 （２ｍｇ１錠） 85

ロペラミド塩酸塩細粒小児用０．０５％「タイヨー」 （０．０５％
１ｇ） 85

ロペラミド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （１ｍｇ１錠） 85

ロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」 （１ｍｇ１錠） 85

ロラタジンＤＳ１％「トーワ」 （１％１ｇ） 86

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠） 86

ロンサーフ配合錠Ｔ１５ （１５ｍｇ１錠（トリフルリジン相当
量）） 86

ロンサーフ配合錠Ｔ２０ （２０ｍｇ１錠（トリフルリジン相当
量）） 86

わ

ワイスタール配合静注用１ｇ （（１ｇ）１瓶） 86

ワイドシリン細粒２０％ （２００ｍｇ１ｇ） 86

ワーファリン錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 86

ワーファリン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 86

ワンパル１号輸液 （８００ｍＬ１キット） 86

ワンパル２号輸液 （１２００ｍＬ１キット） 86

ワンパル２号輸液 （８００ｍＬ１キット） 86
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０．０２５Ｗ／Ｖ％ヂアミトール水 （０．０２５％１０ｍＬ）

外用

【薬効分類】２．６．１　外皮用殺菌消毒剤
【一般名】ベンザルコニウム塩化物
【メーカー】製)日興製薬　販)丸石製薬
【薬価】5.7円/10mL
【薬価収載日】1994/07/08
【標榜薬効】殺菌消毒剤

０．０５％ヘキザック水Ｒ （０．０５％１０ｍＬ）

外用

【薬効分類】２．６．１　外皮用殺菌消毒剤
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩
【メーカー】製)吉田製薬
【薬価】5.8円/10mL
【薬価収載日】1997/07/11
【標榜薬効】殺菌消毒剤

０．５％ヘキザックアルコール液 （０．５％１０ｍＬ）

外用

【薬効分類】２．６．１　外皮用殺菌消毒剤
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩
【メーカー】製)吉田製薬
【薬価】6.4円/10mL
【標榜薬効】殺菌消毒剤

１％ディプリバン注－キット （５００ｍｇ５０ｍＬ１筒）

注射
劇

【薬効分類】１．１．１　全身麻酔剤
【一般名】プロポフォール
【メーカー】製)サンドファーマ　販)アストラゼネカ　販)サンド
【薬価】1367円/1筒
【薬価収載日】2001/06/08
【標榜薬効】全身麻酔・鎮静用剤

５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 （５％１０ｇ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．５　寄生性皮ふ疾患用剤
【一般名】サリチル酸
【メーカー】製)東豊薬品　販)純生薬品工業　販)中北薬品　販)日医工　販)メルク製薬　販)模範薬品
研究所　販)ヤクハン製薬　販)山善製薬　販)吉田製薬
【薬価】30円/10g
【標榜薬効】寄生性皮膚疾患剤

ＡＫ－ソリタ透析剤・ＤＬ （９Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液付））

注射

【薬効分類】３．４．１　人工腎臓透析用剤
【一般名】人工透析液
【メーカー】製)エイワイファーマ　販)ＥＡファーマ　販)陽進堂
【薬価】2680円/1V
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】人工腎臓用透析液

ＡＴＰ腸溶錠２０ｍｇ「ＡＦＰ」 （２０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物
【メーカー】製)アルフレッサファーマ
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2019/03/15
【標榜薬効】ＡＴＰ製剤
【粉砕情報】粉砕不可

ＡＺ含嗽用配合細粒「ＮＰ」 （０．１％１ｇ）

外用 後発

【薬効分類】２．２．６　含嗽剤
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム
【先発品】含嗽用ハチアズレ顆粒
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】6.1円/1g
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】含嗽剤

ＤＴビック （０．１ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】６．３．６　混合生物学的製剤
【一般名】沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド
【メーカー】製)阪大微生物病研究会

ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩錠２ｍｇ「武田テバ」 （２ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】４．４．１　抗ヒスタミン剤
【一般名】ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩
【先発品】ポララミン錠２ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2018/12/14
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤

ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠６ｍｇ「武田テバ」 （６ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】４．４．１　抗ヒスタミン剤
【一般名】ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2018/12/14
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤
【粉砕情報】粉砕不可

Ｄ－ソルビトール経口液７５％「コーワ」 （７５％１０ｍＬ）

内服

【薬効分類】７．９．９　他に分類されない治療を主目的としない医薬品
【一般名】Ｄ－ソルビトール
【メーカー】製)興和
【薬価】10.2円/10mL
【薬価収載日】2012/06/22
【標榜薬効】Ｘ線造影促進・栄養補給剤

ＨＣＧモチダ筋注用３千単位 （３０００単位１管）

注射 自注

【薬効分類】２．４．１　脳下垂体ホルモン剤
【一般名】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン
【メーカー】製)持田製薬
【薬価】1014円/1A
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 （１モル２０ｍＬ１キット）

注射 後発

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】塩化カリウム
【メーカー】製)テルモ
【薬価】162円/1kit
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】補正用電解質液

ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「タナベ」 （０．１ｍｇ１管）

注射

【薬効分類】７．２．２　機能検査用試薬
【一般名】ゴナドレリン酢酸塩
【メーカー】製)ニプロＥＳファーマ　販)田辺三菱製薬
【薬価】3602円/1A
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】ＬＨ分泌ホルモン剤

ｌ－メントール「ケンエー」 （１ｇ）

内服

【薬効分類】７．１．４　矯味，矯臭，着色剤
【一般名】ｌ－メントール
【メーカー】製)健栄製薬
【薬価】24.4円/1g
【標榜薬効】矯味・矯臭剤

ＭＳ温シップ「タイホウ」 （１０ｇ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】パップ剤
【メーカー】製)岡山大鵬薬品　販)大鵬薬品工業　販)帝國製薬　販)テイコクメディックス　販)日医工
販)日本化薬　販)三笠製薬
【薬価】8.6円/10g
【薬価収載日】1996/07/05
【標榜薬効】鎮痛・消炎パップ剤

ＭＳコンチン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

内服
麻 劇

【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物
【メーカー】製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬　販)武田薬品工業　販)田辺三菱製薬　販)第一三共
販)大日本住友製薬
【薬価】245.6円/1T
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

- 1 -

０．０２５Ｗ／Ｖ％ヂアミトール水 ＭＳコンチン錠１０ｍｇ



ＭＳコンチン錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

内服
麻 劇

【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物
【メーカー】製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬　販)武田薬品工業　販)田辺三菱製薬　販)第一三共
販)大日本住友製薬
【薬価】713.5円/1T
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 （０．２％１ｍＬ）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】ポリビニルアルコールヨウ素
【メーカー】製)日本点眼薬研究所
【薬価】22.5円/1mL
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】洗眼殺菌剤

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 （０．２５ｍｇ１錠）

外用 後発

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】デカリニウム塩化物
【メーカー】製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】口腔用剤

ＴＲＨ注０．５ｍｇ「タナベ」 （０．５ｍｇ１管）

注射

【薬効分類】７．２．２　機能検査用試薬
【一般名】プロチレリン
【メーカー】製)ニプロＥＳファーマ　販)田辺三菱製薬
【薬価】3729円/1A
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】ＴＳＨ・プロラクチン分泌ホルモン剤

アイセントレス錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】６．２．５　抗ウイルス剤
【一般名】ラルテグラビルカリウム
【メーカー】製)ＭＳＤ
【薬価】1582.4円/1T
【薬価収載日】2008/06/27
【標榜薬効】ＨＩＶインテグラーゼ阻害剤
【粉砕情報】粉砕不可

アイファガン点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】ブリモニジン酒石酸塩
【メーカー】製)千寿製薬　販)武田薬品工業
【薬価】346.1円/1mL
【薬価収載日】2012/04/17
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

アイラミド配合懸濁性点眼液 （１ｍＬ）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】ブリモニジン酒石酸塩・ブリンゾラミド
【メーカー】製)千寿製薬　販)武田薬品工業
【薬価】476.6円/1mL
【薬価収載日】2020/05/20
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

アイリーア硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ （２ｍｇ０．０５ｍＬ１筒）

注射
劇

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】アフリベルセプト（遺伝子組換え）
【メーカー】製)バイエル薬品　販)参天製薬
【薬価】137292円/1筒
【薬価収載日】2020/05/27
【標榜薬効】眼科用ＶＥＧＦ阻害剤

亜鉛華デンプン「コザカイ・Ｍ」 （１０ｇ）

外用

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】亜鉛華デンプン
【メーカー】製)小堺製薬　販)丸石製薬
【薬価】24.6円/10g
【標榜薬効】収斂・消炎・保護剤

アキネトン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】１．１．６　抗パーキンソン剤
【一般名】ビペリデン塩酸塩
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】抗パーキンソン剤

アキネトン注射液５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】１．１．６　抗パーキンソン剤
【一般名】乳酸ビペリデン
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】59円/1A
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】抗パーキンソン剤

アクチバシン注２４００万 （２４００万国際単位１瓶（溶解液付））

注射

【薬効分類】３．９．５　酵素製剤
【一般名】アルテプラーゼ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)協和キリン
【薬価】164927円/1V
【標榜薬効】血栓溶解剤（ｒｔ－ＰＡ製剤）

アクチバシン注６００万 （６００万国際単位１瓶（溶解液付））

注射

【薬効分類】３．９．５　酵素製剤
【一般名】アルテプラーゼ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)協和キリン
【薬価】39079円/1V
【標榜薬効】血栓溶解剤（ｒｔ－ＰＡ製剤）

アクテムラ点滴静注用２００ｍｇ （２００ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】６．３．９　その他の生物学的製剤
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)中外製薬
【薬価】26678円/1V
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトＩＬ－６レセプターモノクローナル抗体

アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ （８０ｍｇ４ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】６．３．９　その他の生物学的製剤
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)中外製薬
【薬価】11285円/1V
【薬価収載日】2008/06/13
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトＩＬ－６レセプターモノクローナル抗体

アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター （１６２ｍｇ０．９ｍＬ１キット）

注射 自注
劇

【薬効分類】６．３．９　その他の生物学的製剤
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)中外製薬
【薬価】32608円/1kit
【薬価収載日】2013/05/24
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトＩＬ－６レセプターモノクローナル抗体

アクテムラ皮下注１６２ｍｇシリンジ （１６２ｍｇ０．９ｍＬ１筒）

注射 自注
劇

【薬効分類】６．３．９　その他の生物学的製剤
【一般名】トシリズマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)中外製薬
【薬価】32485円/1筒
【薬価収載日】2013/05/24
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトＩＬ－６レセプターモノクローナル抗体

アクトシン軟膏３％ （３％１ｇ）

外用

【薬効分類】２．６．９　その他の外皮用薬
【一般名】ブクラデシンナトリウム
【メーカー】製)ニプロファーマ　販)第一三共　販)マルホ
【薬価】38.1円/1g
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
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アクプラ静注用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶）

注射
毒

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】ネダプラチン
【メーカー】製)日医工　販)塩野義製薬
【薬価】4342円/1V
【薬価収載日】1995/08/25
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アクプラ静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

注射
毒

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】ネダプラチン
【メーカー】製)日医工　販)塩野義製薬
【薬価】19517円/1V
【薬価収載日】1995/08/25
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アクラシノン注射用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．３　抗腫瘍性抗生物質製剤
【一般名】アクラルビシン塩酸塩
【メーカー】製)日本マイクロバイオファーマ　販)アステラス製薬
【薬価】2683円/1V
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】抗腫瘍性抗生物質
【区分】抗がん剤

アクロマイシンＶカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル）

内服

【薬効分類】６．１．５　主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの
【一般名】テトラサイクリン塩酸塩
【メーカー】製)サンファーマ　販)武田薬品工業　販)ポーラファルマ
【薬価】11.3円/1C
【標榜薬効】ＴＣ系抗生物質
【区分】抗生剤

アクロマイシン軟膏３％ （３０ｍｇ１ｇ）

外用

【薬効分類】２．６．３　化膿性疾患用剤
【一般名】テトラサイクリン塩酸塩
【メーカー】製)サンファーマ
【薬価】21.1円/1g
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】抗生物質製剤
【区分】抗生剤

アコアラン静注用６００ （６００国際単位１瓶（溶解液付））

注射
特生

【薬効分類】６．３．４　血液製剤類
【一般名】アンチトロンビン　ガンマ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)協和キリン　販)日本血液製剤機構
【薬価】31492円/1V
【薬価収載日】2015/08/31
【標榜薬効】血液凝固阻止剤

アサコール錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】メサラジン
【メーカー】製)ゼリア新薬工業　販)協和キリン
【薬価】50.8円/1T
【薬価収載日】2009/12/11
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

アシクロビル眼軟膏３％「ニットー」 （３％１ｇ）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】アシクロビル
【メーカー】製)東亜薬品　販)日東メディック
【薬価】337.5円/1g
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】ヘルペス性角膜炎化学療法剤

アシクロビル錠２００ｍｇ「トーワ」 （２００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】６．２．５　抗ウイルス剤
【一般名】アシクロビル
【先発品】ゾビラックス錠２００
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】24.3円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

【一般名】アシクロビル
【先発品】ゾビラックス錠２００
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】24.3円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ「トーワ」 （２５０ｍｇ１管）

注射 後発

【薬効分類】６．２．５　抗ウイルス剤
【一般名】アシクロビル
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】417円/1A
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＮＰ」 （２５０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】６．１．４　主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの
【一般名】アジスロマイシン水和物
【先発品】ジスロマック錠２５０ｍｇ
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】69.1円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】１５員環マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

アジスロマイシン小児用細粒１０％「タカタ」 （１００ｍｇ１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】６．１．４　主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの
【一般名】アジスロマイシン水和物
【先発品】ジスロマック細粒小児用１０％
【メーカー】製)高田製薬
【薬価】73.9円/1g
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】１５員環マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

アジスロマイシン小児用錠１００ｍｇ「タカタ」 （１００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】６．１．４　主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの
【一般名】アジスロマイシン水和物
【メーカー】製)高田製薬
【薬価】50.9円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】１５員環マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

アジルバ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】アジルサルタン
【メーカー】製)武田薬品工業
【薬価】140.2円/1T
【薬価収載日】2012/04/17
【標榜薬効】持続性ＡＴ１レセプターブロッカー

アジレクト錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】１．１．６　抗パーキンソン剤
【一般名】ラサギリンメシル酸塩
【メーカー】製)武田薬品工業
【薬価】953.8円/1T
【薬価収載日】2018/05/22
【標榜薬効】パーキンソン病治療剤

アスケート錠３００ｍｇ （３００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】３．２．２　無機質製剤
【一般名】Ｌ－アスパラギン酸カリウム
【メーカー】製)共和薬品工業
【薬価収載日】2009/09/25　【経過措置期限】2020/03/31
【標榜薬効】無機質製剤

アスコルビン酸「ケンエー」 （１ｇ）

内服

【薬効分類】３．１．４　ビタミンＣ剤
【一般名】アスコルビン酸
【メーカー】製)健栄製薬
【薬価】7.5円/1g
【薬価収載日】1993/10/01
【標榜薬効】ビタミンＣ製剤
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アクプラ静注用１０ｍｇ アスコルビン酸「ケンエー」



アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ「日新」 （５００ｍｇ１管）

注射 後発

【薬効分類】３．１．４　ビタミンＣ剤
【一般名】アスコルビン酸
【メーカー】製)日新製薬　販)富士フイルムファーマ
【薬価】57円/1A
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】ビタミンＣ製剤

アズノールうがい液４％ （４％１ｍＬ）

外用 後発

【薬効分類】２．２．６　含嗽剤
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
【メーカー】製)日本点眼薬研究所　販)日本新薬
【薬価】32.4円/1mL
【薬価収載日】2002/07/05
【標榜薬効】アズレン含嗽液

アズノール軟膏０．０３３％ （０．０３３％１０ｇ）

外用

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ジメチルイソプロピルアズレン
【メーカー】製)日本新薬
【薬価】25.2円/10g
【薬価収載日】2005/06/10
【標榜薬効】炎症性皮膚疾患治療剤

アスパラカリウム散５０％ （５０％１ｇ）

内服

【薬効分類】３．２．２　無機質製剤
【一般名】Ｌ－アスパラギン酸カリウム
【メーカー】製)ニプロＥＳファーマ　販)田辺三菱製薬
【薬価】6.5円/1g
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】Ｋアスパルテート製剤

アスパラカリウム錠３００ｍｇ （３００ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．２．２　無機質製剤
【一般名】Ｌ－アスパラギン酸カリウム
【メーカー】製)ニプロＥＳファーマ　販)田辺三菱製薬
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】Ｋアスパルテート製剤

アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット「テルモ」 （１７．１２％１０ｍＬ１キッ
ト）

注射 後発

【薬効分類】３．２．２　無機質製剤
【一般名】Ｌ－アスパラギン酸カリウム
【メーカー】製)テルモ
【薬価】168円/1kit
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】Ｋアスパルテート製剤

アスピリン原末「マルイシ」 （１０ｇ）

内服

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】アスピリン
【メーカー】製)丸石製薬
【薬価】35.6円/10g
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤

アスベリンドライシロップ２％ （２％１ｇ）

内服

【薬効分類】２．２．４　鎮咳去たん剤
【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩
【メーカー】製)ニプロＥＳファーマ　販)田辺三菱製薬
【薬価】6.5円/1g
【薬価収載日】2005/06/10
【標榜薬効】鎮咳剤

アセチルシステイン内用液１７．６％「あゆみ」 （１７．６％１ｍＬ）

内服

【薬効分類】３．９．２　解毒剤
【一般名】アセチルシステイン
【メーカー】製)あゆみ製薬
【薬価】94円/1mL
【薬価収載日】2015/12/11
【標榜薬効】アセトアミノフェン中毒解毒剤

アセテート維持液３Ｇ「ＨＫ」 （５００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】酢酸維持液（ブドウ糖加）
【メーカー】製)光製薬
【薬価】195円/1袋
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】血液代用剤

アセトアミノフェンＤＳ４０％「三和」 （４０％１ｇ）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】アセトアミノフェン
【メーカー】製)三和化学研究所
【薬価】8.5円/1g
【薬価収載日】2019/06/14
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「三和」 （２００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】アセトアミノフェン
【メーカー】製)三和化学研究所
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2019/06/14
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ （１０００ｍｇ１００ｍＬ１袋）

注射
劇

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】アセトアミノフェン
【メーカー】製)テルモ
【薬価】310円/1袋
【薬価収載日】2016/11/18
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

アゼルニジピン錠１６ｍｇ「トーワ」 （１６ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】アゼルニジピン
【先発品】カルブロック錠１６ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】14.7円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】持続性Ｃａ拮抗剤

アダプチノール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】ヘレニエン
【メーカー】製)バイエル薬品
【薬価】36円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】暗順応改善剤
【粉砕情報】粉砕不可

アタラックス－Ｐ散１０％ （１０％１ｇ）

内服

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】21円/1g
【薬価収載日】2003/07/04
【標榜薬効】抗アレルギー性緩和精神安定剤

アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） （２．５％１ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】57円/1A
【標榜薬効】抗アレルギー性緩和精神安定剤

アタラックス－Ｐ注射液（５０ｍｇ／ｍｌ） （５％１ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】ヒドロキシジン塩酸塩
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】59円/1A
【標榜薬効】抗アレルギー性緩和精神安定剤
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アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ「日新」 アタラックス－Ｐ注射液（５０ｍｇ／ｍｌ）



アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇシリンジ０．８ｍＬ「第一三共」 （４０ｍｇ０．８ｍ
Ｌ１筒）

注射 自注 後発
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)第一三共
【薬価】34712円/1筒
【薬価収載日】2021/05/26
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体製剤

アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇペン０．８ｍＬ「第一三共」 （４０ｍｇ０．８ｍＬ１
キット）

注射 自注 後発
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】アダリムマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)第一三共
【薬価】34097円/1kit
【薬価収載日】2021/05/26
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体製剤

アデノスキャン注６０ｍｇ （６０ｍｇ２０ｍＬ１瓶）

注射

【薬効分類】７．９．９　他に分類されない治療を主目的としない医薬品
【一般名】アデノシン
【メーカー】製)第一三共　販)第一製薬
【薬価】8718円/1V
【薬価収載日】2005/06/03
【標榜薬効】心臓疾患診断補助剤

アテノロール錠２５ｍｇ「ファイザー」 （２５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】アテノロール
【先発品】テノーミン錠２５
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】心臓選択性β遮断剤

アデホス－Ｌコーワ注４０ｍｇ （４０ｍｇ１管）

注射

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物
【メーカー】製)興和
【薬価】60円/1A
【薬価収載日】2005/06/10
【標榜薬効】代謝賦活剤

アデホスコーワ顆粒１０％ （１０％１ｇ）

内服

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物
【メーカー】製)興和
【薬価】19.9円/1g
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】代謝賦活・抗めまい剤
【粉砕情報】粉砕不可

アドエア２５０ディスカス６０吸入用 （６０ブリスター１キット）

外用

【薬効分類】２．２．９　その他の呼吸器官用薬
【一般名】サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン
【薬価】7301.5円/1kit
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】喘息・ＣＯＰＤ治療配合剤

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 （５００ｍＬ１キット）

注射

【薬効分類】３．３．９　その他の血液・体液用薬
【一般名】ブドウ糖・無機塩類配合剤
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】1787円/1kit
【薬価収載日】2008/04/18
【標榜薬効】脳脊髄手術用洗浄・灌流液

アドソルビン原末 （１０ｇ）

内服

【薬効分類】２．３．４　制酸剤
【一般名】天然ケイ酸アルミニウム
【メーカー】製)アルフレッサファーマ　販)第一三共
【薬価】8.5円/10g
【薬価収載日】2008/06/23
【標榜薬効】消化管用吸着剤

【標榜薬効】消化管用吸着剤

アトニン－Ｏ注５単位 （５単位１管）

注射

【薬効分類】２．４．１　脳下垂体ホルモン剤
【一般名】オキシトシン
【メーカー】製)あすか製薬　販)住友製薬　販)武田薬品工業　販)大日本住友製薬
【薬価】153円/1A
【薬価収載日】2005/09/21
【標榜薬効】脳下垂体後葉ホルモン剤

アトルバスタチン錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．８　高脂血症用剤
【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物
【先発品】リピトール錠１０ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品　販)和薬
【薬価】20.7円/1T
【薬価収載日】2011/11/28
【標榜薬効】ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤

アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 （０．１％１ｍＬ１筒）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】アドレナリン
【メーカー】製)テルモ
【薬価】149円/1筒
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】アドレナリン注射液

アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 （０．０５％１ｍＬ１筒）

注射 後発
劇

【薬効分類】１．２．４　鎮けい剤
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物
【メーカー】製)テルモ
【薬価】143円/1筒
【薬価収載日】2005/06/10
【標榜薬効】鎮痙剤

アトワゴリバース静注シリンジ６ｍＬ （６ｍＬ１筒）

注射
劇

【薬効分類】１．２．３　自律神経剤
【一般名】ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水和物
【メーカー】製)テルモ
【薬価】603円/1筒
【薬価収載日】2008/09/12
【標榜薬効】副交感神経興奮剤

アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＫ」 （１ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】アナストロゾール
【先発品】アリミデックス錠１ｍｇ
【メーカー】製)日本化薬
【薬価】88.7円/1T
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】閉経後乳癌治療剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

アナフラニール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】クロミプラミン塩酸塩
【メーカー】製)アルフレッサファーマ　販)ノバルティスファーマ
【薬価】15.7円/1T
【標榜薬効】うつ病・うつ状態・遺尿症・情動脱力発作治療剤

アナペイン注１０ｍｇ／ｍＬ （１％１０ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】ロピバカイン塩酸塩水和物
【メーカー】製)サンドファーマ　販)アストラゼネカ　販)サンド
【薬価】516円/1A
【薬価収載日】2001/06/01
【標榜薬効】長時間作用性局所麻酔剤
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アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇシリンジ０．８ｍＬ「第一三共」 アナペイン注１０ｍｇ／ｍＬ



アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ （０．７５％１０ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】ロピバカイン塩酸塩水和物
【メーカー】製)サンドファーマ　販)アストラゼネカ　販)サンド
【薬価】452円/1A
【薬価収載日】2001/06/01
【標榜薬効】長時間作用性局所麻酔剤

アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ （５００ｍｇ１００ｍＬ１瓶）

注射

【薬効分類】６．４．１　抗原虫剤
【一般名】メトロニダゾール
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】1258円/1V
【薬価収載日】2014/09/02
【標榜薬効】嫌気性菌感染症治療剤
【区分】抗生剤

アノーロエリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット）

外用

【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン
【薬価】6667.8円/1kit
【薬価収載日】2015/05/29
【標榜薬効】ＣＯＰＤ治療配合剤

アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ （１００ｍｇ４ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)中外製薬
【薬価】32305円/1V
【薬価収載日】2007/06/08
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ （４００ｍｇ１６ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)中外製薬
【薬価】121608円/1V
【薬価収載日】2007/06/08
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アピスタンディン注射用５００μｇ （５００μｇ１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】アルプロスタジル　アルファデクス
【メーカー】製)富士製薬工業
【薬価収載日】2006/12/08　【経過措置期限】2020/03/31
【標榜薬効】ＰＧＥ１製剤

アービタックス注射液１００ｍｇ （１００ｍｇ２０ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】セツキシマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)メルクバイオファーマ
【薬価】35309円/1V
【薬価収載日】2008/09/12
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）

注射
毒 特生

【薬効分類】４．２．４　抗腫瘍性植物成分製剤
【一般名】パクリタキセル（アルブミン懸濁型）
【メーカー】製)大鵬薬品工業
【薬価】48211円/1V
【薬価収載日】2010/09/17
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アプリンジン塩酸塩カプセル１０ｍｇ「ＮＰ」 （１０ｍｇ１カプセル）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】アプリンジン塩酸塩
【先発品】アスペノンカプセル１０
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】14.1円/1C
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】不整脈治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「サワイ」 （１２５ｍｇ１カプセル）

内服 後発

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】アプレピタント
【先発品】イメンドカプセル１２５ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】1448円/1C
【薬価収載日】2019/12/13
【標榜薬効】選択的ＮＫ１受容体拮抗型制吐剤

アプレピタントカプセル８０ｍｇ「サワイ」 （８０ｍｇ１カプセル）

内服 後発

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】アプレピタント
【先発品】イメンドカプセル８０ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】968.7円/1C
【薬価収載日】2019/12/13
【標榜薬効】選択的ＮＫ１受容体拮抗型制吐剤

アフロクアロン錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】１．２．４　鎮けい剤
【一般名】アフロクアロン
【先発品】アロフト錠２０ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】6.4円/1T
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】筋緊張性疾患治療剤

アマンタジン塩酸塩細粒１０％「サワイ」 （１０％１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】１．１．６　抗パーキンソン剤
【一般名】アマンタジン塩酸塩
【先発品】シンメトレル細粒１０％
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】6.5円/1g
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗Ａ型インフルエンザウイルス剤

アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】１．１．６　抗パーキンソン剤
【一般名】アマンタジン塩酸塩
【先発品】シンメトレル錠５０ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗Ａ型インフルエンザウイルス剤

アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 （１５０ｍｇ３ｍＬ１管）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】アミオダロン塩酸塩
【先発品】アンカロン注１５０
【メーカー】製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬
【薬価】983円/1A
【薬価収載日】2018/06/15
【標榜薬効】不整脈治療剤

アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 （１００ｍｇ１錠）

内服 後発
毒

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】アミオダロン塩酸塩
【先発品】アンカロン錠１００
【メーカー】製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬
【薬価】98円/1T
【薬価収載日】2010/05/28
【標榜薬効】不整脈治療剤

アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「サワイ」 （２００ｍｇ１管）

注射

【薬効分類】６．１．２　主としてグラム陰性菌に作用するもの
【一般名】アミカシン硫酸塩
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】357円/1A
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
【区分】抗生剤
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【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
【区分】抗生剤

アミサリン錠１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】プロカインアミド塩酸塩
【メーカー】製)アルフレッサファーマ　販)第一三共　販)第一製薬
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】不整脈治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

アミサリン注１００ｍｇ （１０％１ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】プロカインアミド塩酸塩
【メーカー】製)アルフレッサファーマ　販)第一三共
【薬価】94円/1A
【薬価収載日】2008/06/23
【標榜薬効】不整脈治療剤

アミティーザカプセル２４μｇ （２４μｇ１カプセル）

内服

【薬効分類】２．３．５　下剤，浣腸剤
【一般名】ルビプロストン
【メーカー】製)マイランＥＰＤ　販)アボットジャパン
【薬価】110.2円/1C
【薬価収載日】2012/11/22
【標榜薬効】クロライドチャネルアクチベーター
【粉砕情報】粉砕不可

アミニック輸液 （２００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤
【メーカー】製)エイワイファーマ　販)ＥＡファーマ　販)陽進堂
【薬価】381円/1袋
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】総合アミノ酸製剤

アミノレバンＥＮ配合散 （１０ｇ）

内服

【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】肝不全用成分栄養剤
【メーカー】製)大塚製薬
【薬価】76円/10g
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】肝不全用栄養剤

アムバロ配合ＯＤ錠「ファイザー」 （１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
【先発品】エックスフォージ配合ＯＤ錠
【メーカー】製)ダイト　販)ファイザー
【薬価】14.8円/1T
【薬価収載日】2016/06/17
【標榜薬効】選択的ＡＴ１受容体ブロッカー／持続性Ｃａ拮抗薬合剤
【粉砕情報】粉砕不可

アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

注射
毒

【薬効分類】６．１．７　主としてカビに作用するもの
【一般名】アムホテリシンＢ
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】5886円/1V
【薬価収載日】2006/06/01
【標榜薬効】ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤

アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 （２．５ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】アムロジピンベシル酸塩
【先発品】アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ，ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2009/11/13
【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ｃａ拮抗剤

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「武田テバ」 （５ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】アムロジピンベシル酸塩
【先発品】アムロジンＯＤ錠５ｍｇ，ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】10.8円/1T
【薬価収載日】2018/06/15
【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ｃａ拮抗剤

アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 （１０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】アメジニウムメチル硫酸塩
【先発品】リズミック錠１０ｍｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】7.4円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】本態性・起立性・透析時低血圧治療剤

アモキサンカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル）

内服
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】アモキサピン
【メーカー】製)ファイザー　販)武田薬品工業
【薬価】10.3円/1C
【標榜薬効】うつ病・うつ状態治療剤

アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」 （２５０ｍｇ１カプセル）

内服 後発

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】アモキシシリン水和物
【先発品】サワシリンカプセル２５０
【メーカー】製)日医工ファーマ　販)日医工
【薬価】10.1円/1C
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】合成ペニシリン製剤
【区分】抗生剤

アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用 （３ｍｇ６ｇ１キット）

外用

【薬効分類】１．３．２　耳鼻科用剤
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン
【薬価】1672.5円/1kit
【薬価収載日】2009/06/19
【標榜薬効】定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

アリクストラ皮下注７．５ｍｇ （７．５ｍｇ０．６ｍＬ１筒）

注射

【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】フォンダパリヌクスナトリウム
【メーカー】製)サンドファーマ　販)グラクソ・スミスクライン　販)サンド
【薬価】3717円/1筒
【薬価収載日】2011/03/11
【標榜薬効】合成Ｘａ阻害剤

アリケイス吸入液５９０ｍｇ （５９０ｍｇ８．４ｍＬ１瓶）

外用

【薬効分類】６．１．６　主として抗酸菌に作用するもの
【一般名】アミカシン硫酸塩
【メーカー】製)インスメッド
【薬価】42408.4円/1V
【薬価収載日】2021/05/19
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質製剤
【区分】抗生剤

アリピプラゾールＯＤ錠６ｍｇ「トーワ」 （６ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】アリピプラゾール
【先発品】エビリファイＯＤ錠６ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】15円/1T
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】抗精神病剤

アリムタ注射用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．２　代謝拮抗剤
【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物
【メーカー】製)日本イーライリリー
【薬価】31134円/1V
【薬価収載日】2009/09/18
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤
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アリムタ注射用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．２　代謝拮抗剤
【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物
【メーカー】製)日本イーライリリー
【薬価】123462円/1V
【薬価収載日】2007/01/19
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

アルガトロバン注射液１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ２０ｍＬ１管）

注射 後発

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】アルガトロバン水和物
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】685円/1A
【薬価収載日】2010/05/28
【標榜薬効】抗トロンビン剤

アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏０．１％「イワキ」 （０．１％１ｇ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル
【先発品】アルメタ軟膏
【メーカー】製)岩城製薬
【薬価】15円/1g
【薬価収載日】2020/12/10
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

アルケラン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

内服
毒

【薬効分類】４．２．１　アルキル化剤
【一般名】メルファラン
【メーカー】製)サンドファーマ　販)グラクソ・スミスクライン　販)サンド
【薬価】146.6円/1T
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】抗多発性骨髄腫剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

アルスロマチック関節手術用灌流液 （３Ｌ１袋）

外用

【薬効分類】３．３．９　その他の血液・体液用薬
【一般名】乳酸リンゲル液
【メーカー】製)バクスター
【薬価】1128.9円/1袋
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】関節手術用灌流・洗浄液

アルツディスポ関節注２５ｍｇ （１％２．５ｍＬ１筒）

注射

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【メーカー】製)生化学工業　販)科研製薬
【薬価】813円/1筒
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】関節機能改善剤

アルト原末 （１ｇ１管）

外用

【薬効分類】３．３．２　止血剤
【一般名】アルギン酸ナトリウム
【メーカー】製)カイゲンファーマ
【薬価】280.4円/1A
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】局所止血剤

アルドメット錠２５０ （２５０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】メチルドパ水和物
【メーカー】製)ミノファーゲン製薬　販)ＭＳＤ　販)ザイダスファーマ
【薬価】11.8円/1T
【標榜薬効】血圧降下剤

アルピニー坐剤１００ （１００ｍｇ１個）

外用

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】アセトアミノフェン
【メーカー】製)久光製薬　販)エスエス製薬　販)三和化学研究所
【薬価】19.7円/1個
【薬価収載日】2001/09/07
【標榜薬効】小児用解熱鎮痛剤

【標榜薬効】小児用解熱鎮痛剤

アルファカルシドール錠１．０μｇ「アメル」 （１μｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】３．１．１　ビタミンＡ及びＤ剤
【一般名】アルファカルシドール
【先発品】ワンアルファ錠１．０μｇ
【メーカー】製)共和薬品工業
【薬価】6.4円/1T
【薬価収載日】2019/12/12
【標榜薬効】活性型ビタミンＤ３製剤

アルファロール散１μｇ／ｇ （１μｇ１ｇ）

内服
劇

【薬効分類】３．１．１　ビタミンＡ及びＤ剤
【一般名】アルファカルシドール
【メーカー】製)中外製薬
【薬価】55.6円/1g
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】Ｃａ・骨代謝改善剤

アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」 （０．４ｍｇ１錠）

内服 後発
精３

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】アルプラゾラム
【先発品】コンスタン０．４ｍｇ錠，ソラナックス０．４ｍｇ錠
【メーカー】製)メディサ新薬　販)沢井製薬
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】マイナートランキライザー

アルプロスタジルアルファデクス注射用２０μｇ「Ｆ」 （２０μｇ１管）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】アルプロスタジル　アルファデクス
【メーカー】製)富士製薬工業
【薬価】309円/1A
【薬価収載日】2019/06/14
【標榜薬効】ＰＧＥ１製剤

アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用５００μｇ「Ｆ」 （５００μｇ１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】アルプロスタジル　アルファデクス
【先発品】プロスタンディン点滴静注用５００μｇ
【メーカー】製)富士製薬工業
【薬価】4039円/1V
【薬価収載日】2019/06/14
【標榜薬効】ＰＧＥ１製剤

アルプロスタジル注５μｇ「サワイ」 （５μｇ１ｍＬ１管）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】アルプロスタジル
【先発品】パルクス注５μｇ，リプル注５μｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】643円/1A
【薬価収載日】2009/05/15
【標榜薬効】ＰＧＥ１製剤

アルベカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「ケミファ」 （２００ｍｇ４ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】６．１．１　主としてグラム陽性菌に作用するもの
【一般名】アルベカシン硫酸塩
【メーカー】製)シオノケミカル　販)日本ケミファ
【薬価】3163円/1A
【薬価収載日】2011/11/28
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
【区分】抗生剤

アルロイドＧ内用液５％ （１０ｍＬ）

内服

【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】アルギン酸ナトリウム
【メーカー】製)カイゲンファーマ
【薬価】13.6円/10mL
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】消化性潰瘍用剤
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アレジオンＬＸ点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】エピナスチン塩酸塩
【メーカー】製)参天製薬
【薬価】541.5円/1mL
【薬価収載日】2019/11/27
【標榜薬効】抗アレルギー点眼剤

アレビアチン散１０％ （１０％１ｇ）

内服
劇

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】フェニトイン
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】12.1円/1g
【薬価収載日】2001/11/06
【標榜薬効】抗てんかん剤

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ファイザー」 （３５ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物
【先発品】フォサマック錠３５ｍｇ，ボナロン錠３５ｍｇ
【メーカー】製)マイラン製薬　販)ファイザー
【薬価】124円/1T
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

アレンドロン酸点滴静注バッグ９００μｇ「ＨＫ」 （９００μｇ１００ｍＬ１袋）

注射 後発
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物
【先発品】ボナロン点滴静注バッグ９００μｇ
【メーカー】製)光製薬
【薬価】1196円/1袋
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

アロキシ点滴静注バッグ０．７５ｍｇ （０．７５ｍｇ５０ｍＬ１袋）

注射
劇

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】パロノセトロン塩酸塩
【メーカー】製)大鵬薬品工業
【薬価】10209円/1袋
【薬価収載日】2012/11/30
【標榜薬効】５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤

アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 （１０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】アロチノロール塩酸塩
【先発品】アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」
【メーカー】製)日医工ファーマ　販)日医工
【薬価】8.6円/1T
【薬価収載日】2011/06/24
【標榜薬効】高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤

アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】３．９．４　痛風治療剤
【一般名】アロプリノール
【先発品】ザイロリック錠１００
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】7.8円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

アロンアルフアＡ「三共」 （０．５ｇ１管）

外用

【薬効分類】７．９．９　他に分類されない治療を主目的としない医薬品
【一般名】シアノアクリレート
【メーカー】製)東亞合成　販)第一三共
【薬価】160.1円/1A
【標榜薬効】外科用接着剤

安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」 （１ｇ）

内服
劇

【薬効分類】２．１．１　強心剤
【一般名】安息香酸ナトリウムカフェイン
【メーカー】製)丸石製薬
【薬価】8.6円/1g
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】中枢興奮・鎮痛剤

【一般名】安息香酸ナトリウムカフェイン
【メーカー】製)丸石製薬
【薬価】8.6円/1g
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】中枢興奮・鎮痛剤

安息香チンキ＊（東洋製薬） （１０ｍＬ）

外用

【薬効分類】７．３．１　防腐剤
【一般名】安息香チンキ
【メーカー】製)東洋製薬化成
【経過措置期限】2016/03/31
【標榜薬効】防腐剤

アンチレクス静注１０ｍｇ （１％１ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】７．２．２　機能検査用試薬
【一般名】エドロホニウム塩化物
【メーカー】製)杏林製薬
【薬価】110円/1A
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】エドロホニウム塩化物製剤

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」 （１５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．２．３　去たん剤
【一般名】アンブロキソール塩酸塩
【先発品】ムコソルバン錠１５ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「ニプロ」 （４５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．２．３　去たん剤
【一般名】アンブロキソール塩酸塩
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】16.1円/1T
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】徐放性気道潤滑去たん剤
【粉砕情報】粉砕不可

アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．３％「タイヨー」 （０．３％１ｍＬ）

内服 後発

【薬効分類】２．２．３　去たん剤
【一般名】アンブロキソール塩酸塩
【先発品】小児用ムコソルバンシロップ０．３％
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業　販)和薬
【薬価】5.2円/1mL
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

アンペック坐剤１０ｍｇ （１０ｍｇ１個）

外用
麻 劇

【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
【メーカー】製)大日本住友製薬　販)塩野義製薬　販)武田薬品工業　販)田辺三菱製薬　販)第一三共
【薬価】320.1円/1個
【薬価収載日】1991/11/29
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

イグザレルトＯＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】リバーロキサバン
【メーカー】製)バイエル薬品
【薬価】362.7円/1T
【薬価収載日】2020/12/11
【標榜薬効】選択的直接作用型第Ｘａ因子阻害剤

イグザレルトＯＤ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】リバーロキサバン
【メーカー】製)バイエル薬品
【薬価】513.5円/1T
【薬価収載日】2020/12/11
【標榜薬効】選択的直接作用型第Ｘａ因子阻害剤
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イクスタンジ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】エンザルタミド
【メーカー】製)アステラス製薬
【薬価】2391.6円/1T
【薬価収載日】2018/05/30
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

イーケプラ錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】レベチラセタム
【メーカー】製)ユーシービージャパン　販)大塚製薬
【薬価】150.5円/1T
【薬価収載日】2010/09/17
【標榜薬効】抗てんかん剤

イーケプラ点滴静注５００ｍｇ （５００ｍｇ５ｍＬ１瓶）

注射

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】レベチラセタム
【メーカー】製)ユーシービージャパン　販)大塚製薬
【薬価】1604円/1V
【薬価収載日】2015/11/26
【標榜薬効】抗てんかん剤

イーケプラドライシロップ５０％ （５０％１ｇ）

内服

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】レベチラセタム
【メーカー】製)ユーシービージャパン　販)大塚製薬
【薬価】174.1円/1g
【薬価収載日】2013/08/27
【標榜薬効】抗てんかん剤

イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ「日医工」 （６００ｍｇ１包）

内服 後発

【薬効分類】３．３．９　その他の血液・体液用薬
【一般名】イコサペント酸エチル
【先発品】エパデールＳ６００
【メーカー】製)日医工
【薬価】24.6円/1包
【薬価収載日】2008/07/04
【標榜薬効】ＥＰＡ製剤
【粉砕情報】粉砕不可

イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「日医工」 （９００ｍｇ１包）

内服 後発

【薬効分類】３．３．９　その他の血液・体液用薬
【一般名】イコサペント酸エチル
【先発品】エパデールＳ９００
【メーカー】製)日医工
【薬価】34.3円/1包
【薬価収載日】2008/07/04
【標榜薬効】ＥＰＡ製剤
【粉砕情報】粉砕不可

イスコチン原末 （１ｇ）

内服

【薬効分類】６．２．２　抗結核剤
【一般名】イソニアジド
【メーカー】製)アルフレッサファーマ　販)第一三共
【薬価】8.7円/1g
【薬価収載日】2008/06/23
【標榜薬効】結核化学療法剤

イスコチン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】６．２．２　抗結核剤
【一般名】イソニアジド
【メーカー】製)アルフレッサファーマ　販)第一三共　販)第一製薬
【薬価】9.8円/1T
【標榜薬効】結核化学療法剤

イソジンシュガーパスタ軟膏 （１ｇ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．９　その他の外皮用薬
【一般名】精製白糖・ポビドンヨード
【先発品】ソアナース軟膏，ユーパスタコーワ軟膏
【メーカー】製)ムンディファーマ　販)塩野義製薬　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】9円/1g
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

【薬価】9円/1g
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ （７０％３０ｍＬ１包）

内服

【薬効分類】２．１．３　利尿剤
【一般名】イソソルビド
【メーカー】製)興和　販)日本新薬
【薬価】105.9円/1包
【薬価収載日】2011/06/24
【標榜薬効】浸透圧利尿・メニエル病改善剤

イダマイシン静注用５ｍｇ （５ｍｇ１瓶）

注射
毒

【薬効分類】４．２．３　抗腫瘍性抗生物質製剤
【一般名】イダルビシン塩酸塩
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】10447円/1V
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】抗腫瘍性抗生物質
【区分】抗がん剤

一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「日新」 （２０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】一硝酸イソソルビド
【先発品】アイトロール錠２０ｍｇ
【メーカー】製)日新製薬　販)日本ジェネリック
【薬価】7.7円/1T
【薬価収載日】2019/06/14
【標榜薬効】狭心症治療用ＩＳＭＮ製剤

一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用 （（一般診断用・１人用）０．２５μ
ｇ１瓶（溶解液付））

注射
劇

【薬効分類】６．３．９　その他の生物学的製剤
【一般名】精製ツベルクリン
【メーカー】製)日本ビーシージー製造　販)北里薬品産業　販)武田薬品工業
【薬価】1823円/1V
【薬価収載日】1992/04/01
【標榜薬効】生物学的製剤

イトラコナゾール内用液１％「ファイザー」 （１％１ｍＬ）

内服 後発

【薬効分類】６．２．９　その他の化学療法剤
【一般名】イトラコナゾール
【先発品】イトリゾール内用液１％
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】29.5円/1mL
【薬価収載日】2018/06/15
【標榜薬効】抗真菌剤

イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ （２０ｍｇ１キット）

外用

【薬効分類】６．２．５　抗ウイルス剤
【一般名】ラニナミビルオクタン酸エステル水和物
【メーカー】製)第一三共
【薬価】2179.5円/1kit
【薬価収載日】2010/10/04
【標榜薬効】長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤

イノラス配合経腸用液 （１０ｍＬ）

内服

【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】経腸成分栄養剤
【メーカー】製)イーエヌ大塚製薬　販)大塚製薬
【薬価】15.2円/10mL
【薬価収載日】2019/05/29
【標榜薬効】経腸栄養剤

イブプロフェン錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 （１００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】イブプロフェン
【先発品】ブルフェン錠１００
【メーカー】製)辰巳化学
【薬価】5.1円/1T
【薬価収載日】2021/06/17
【標榜薬効】非ステロイド性抗炎症・鎮痛・解熱剤
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イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ （１０５ｍｇ１．１７ｍＬ１筒）

注射

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ロモソズマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)アムジェン　販)アステラス製薬
【薬価】25061円/1筒
【薬価収載日】2019/02/26
【標榜薬効】ヒト化抗スクレロスチンモノクローナル抗体製剤

イミグラン注３ （３ｍｇ１ｍＬ１管）

注射 自注
劇

【薬効分類】２．１．６　血管収縮剤
【一般名】スマトリプタンコハク酸塩
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン
【薬価】2926円/1A
【薬価収載日】2000/04/14　【経過措置期限】2023/03/31
【標榜薬効】５ＨＴ受容体作動型片頭痛治療剤

イムノブラダー膀注用８０ｍｇ （８０ｍｇ１瓶（溶解液付））

外用
劇

【薬効分類】６．３．９　その他の生物学的製剤
【一般名】乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日本株）
【メーカー】製)日本ビーシージー製造　販)日本化薬
【薬価】13891.4円/1V
【薬価収載日】2004/07/09
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

イムラン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】アザチオプリン
【メーカー】製)サンドファーマ　販)グラクソ・スミスクライン　販)サンド
【薬価】97.5円/1T
【薬価収載日】2007/12/25
【標榜薬効】免疫抑制剤
【粉砕情報】粉砕不可

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ５ｍＬ１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】４．２．４　抗腫瘍性植物成分製剤
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物
【先発品】カンプト点滴静注１００ｍｇ，トポテシン点滴静注１００ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】2538円/1V
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「トーワ」 （４０ｍｇ２ｍＬ１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】４．２．４　抗腫瘍性植物成分製剤
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物
【先発品】カンプト点滴静注４０ｍｇ，トポテシン点滴静注４０ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】1126円/1V
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「日医工」 （２ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩
【先発品】ガスロンＮ錠２ｍｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】9.9円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤

イルベサルタンＯＤ錠１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】イルベサルタン
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】26.9円/1T
【薬価収載日】2017/12/08
【標榜薬効】長時間作用型ＡＲＢ

インヴェガ錠６ｍｇ （６ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】パリペリドン
【メーカー】製)ヤンセンファーマ
【薬価】469円/1T
【薬価収載日】2010/12/10
【標榜薬効】抗精神病剤
【粉砕情報】粉砕不可

インクレミンシロップ５％ （１ｍＬ）

内服 後発

【薬効分類】３．２．２　無機質製剤
【一般名】溶性ピロリン酸第二鉄
【メーカー】製)アルフレッサファーマ
【薬価】6.2円/1mL
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】鉄欠乏性貧血治療剤

インジゴカルミン注２０ｍｇ「ＡＦＰ」 （０．４％５ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】７．２．２　機能検査用試薬
【一般名】インジゴカルミン
【メーカー】製)アルフレッサファーマ
【薬価】245円/1A
【薬価収載日】2019/03/14
【標榜薬効】腎機能検査用薬／センチネルリンパ節同定用薬

インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 （３００単位１キット）

注射 自注 後発
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）
【メーカー】製)日本イーライリリー
【薬価】1241円/1kit
【薬価収載日】2015/05/29
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

インスリン リスプロＢＳ注ソロスター ＨＵ「サノフィ」 （３００単位１キット）

注射 自注 後発
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)サノフィ
【薬価】1128円/1kit
【薬価収載日】2020/05/27
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

インテバン坐剤２５ （２５ｍｇ１個）

外用
劇

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】インドメタシン
【メーカー】製)帝國製薬　販)住友製薬　販)大日本住友製薬
【薬価】19.7円/1個
【標榜薬効】鎮痛・抗炎症剤

インテバン坐剤５０ （５０ｍｇ１個）

外用
劇

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】インドメタシン
【メーカー】製)帝國製薬　販)住友製薬　販)大日本住友製薬
【薬価】19.7円/1個
【標榜薬効】鎮痛・抗炎症剤

インデラル注射液２ｍｇ （０．１％２ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】プロプラノロール塩酸塩
【メーカー】製)太陽ファルマ　販)アストラゼネカ
【薬価】122円/1A
【標榜薬効】β遮断性不整脈・狭心症治療剤

イントラリポス輸液２０％ （２０％１００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．２．９　その他の滋養強壮薬
【一般名】ダイズ油
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】817円/1袋
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】脂肪乳剤
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インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「ファイザー」 （１００ｍｇ１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】インフリキシマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】29872円/1V
【薬価収載日】2018/11/28
【標榜薬効】抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体製剤

ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＺＥ」 （１００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．３．６　利胆剤
【一般名】ウルソデオキシコール酸
【先発品】ウルソ錠１００ｍｇ
【メーカー】製)全星薬品工業　販)高田製薬　販)日医工
【薬価】6.6円/1T
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】肝・胆・消化機能改善剤

ウルティブロ吸入用カプセル （１カプセル）

外用

【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物
【メーカー】製)ノバルティスファーマ　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】211.6円/1C
【薬価収載日】2013/11/19
【標榜薬効】長時間作用性吸入気管支拡張配合剤

ウレパールローション１０％ （１０％１ｇ）

外用

【薬効分類】２．６．６　皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。）
【一般名】尿素
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】5円/1g
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】角化症治療剤

ウロナーゼ静注用６万単位 （６００００単位１瓶）

注射

【薬効分類】３．９．５　酵素製剤
【一般名】ウロキナーゼ
【メーカー】製)持田製薬
【薬価】4025円/1V
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】線維素溶解酵素剤

ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％ （３％３Ｌ１袋）

外用

【薬効分類】２．５．１　泌尿器官用剤
【一般名】Ｄ－ソルビトール
【メーカー】製)バクスター
【薬価】985.3円/1袋
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】泌尿器科用灌流液

ウロミテキサン注１００ｍｇ （１００ｍｇ１ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】３．９．２　解毒剤
【一般名】メスナ
【メーカー】製)塩野義製薬
【薬価】322円/1A
【薬価収載日】1994/12/02
【標榜薬効】イホスファミド・シクロホスファミド泌尿器系障害発現抑制剤

液状フェノール「ケンエー」 （１０ｍＬ）

外用
劇

【薬効分類】２．６．１　外皮用殺菌消毒剤
【一般名】フェノール
【メーカー】製)健栄製薬
【薬価】13.1円/10mL
【標榜薬効】殺菌消毒剤

エクア錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】ビルダグリプチン
【メーカー】製)ノバルティスファーマ　販)大日本住友製薬
【薬価】65.5円/1T
【薬価収載日】2010/04/16
【標榜薬効】２型糖尿病治療薬
【区分】糖尿病薬

エクザール注射用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．４　抗腫瘍性植物成分製剤
【一般名】ビンブラスチン硫酸塩
【メーカー】製)日本化薬　販)塩野義製薬
【薬価】2454円/1V
【薬価収載日】2001/09/07
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

エクセラーゼ配合錠 （１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．３．３　健胃消化剤
【一般名】サナクターゼ配合剤
【メーカー】製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】消化酵素製剤
【粉砕情報】粉砕不可

エコ消エタ消毒液 （１０ｍＬ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．１　外皮用殺菌消毒剤
【一般名】エタノール
【先発品】消毒用エタノールＢ液「ケンエー」
【メーカー】製)吉田製薬
【薬価】6.4円/10mL
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】殺菌消毒剤

エコリシン眼軟膏 （１ｇ）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム
【メーカー】製)参天製薬
【薬価】67.8円/1g
【標榜薬効】エリスロマイシン・コリスチン点眼剤
【区分】抗生剤

エサンブトール錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】６．２．２　抗結核剤
【一般名】エタンブトール塩酸塩
【メーカー】製)サンド　販)武田薬品工業
【薬価】13.5円/1T
【薬価収載日】2001/09/07
【標榜薬効】エタンブトール製剤

エスクレ坐剤「２５０」 （２５０ｍｇ１個）

外用

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】抱水クロラール
【メーカー】製)久光製薬　販)エスエス製薬
【薬価】32.9円/1個
【標榜薬効】催眠鎮静剤

エスゾピクロン錠１ｍｇ「ニプロ」 （１ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】エスゾピクロン
【先発品】ルネスタ錠１ｍｇ
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】13.3円/1T
【薬価収載日】2021/06/18
【標榜薬効】不眠症治療剤

エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ （１５６．７ｍｇ１カプセル）

内服
劇

【薬効分類】４．２．１　アルキル化剤
【一般名】エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物
【メーカー】製)日本新薬
【薬価】250.7円/1C
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

エストラーナテープ０．７２ｍｇ （（０．７２ｍｇ）９平方ｃｍ１枚）

外用

【薬効分類】２．４．７　卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
【一般名】エストラジオール
【メーカー】製)久光製薬
【薬価】89.6円/1枚
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】経皮吸収型エストラジオール製剤
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【メーカー】製)久光製薬
【薬価】89.6円/1枚
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】経皮吸収型エストラジオール製剤

エスポー皮下用２４０００シリンジ （２４０００国際単位０．５ｍＬ１筒）

注射
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】エポエチン　アルファ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)協和キリン　販)キリンファーマ　販)第一三共
【薬価】14763円/1筒
【薬価収載日】2002/12/13
【標榜薬効】ヒトエリスロポエチン製剤

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０ （２０ｍｇ１錠（テガフール相当量））

内服 後発
劇

【薬効分類】４．２．２　代謝拮抗剤
【一般名】テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
【先発品】ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０
【メーカー】製)岡山大鵬薬品　販)大鵬薬品工業
【薬価】169.4円/1T
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】代謝拮抗剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５ （２５ｍｇ１錠（テガフール相当量））

内服 後発
劇

【薬効分類】４．２．２　代謝拮抗剤
【一般名】テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤
【先発品】ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５
【メーカー】製)岡山大鵬薬品　販)大鵬薬品工業
【薬価】251.2円/1T
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】代謝拮抗剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （１０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．８　高脂血症用剤
【一般名】エゼチミブ
【先発品】ゼチーア錠１０ｍｇ
【メーカー】製)第一三共エスファ　販)第一三共
【薬価】43.2円/1T
【薬価収載日】2020/06/19
【標榜薬効】高脂血症治療剤

エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ「ＭＡ」 （２５ｍｇ０．５ｍＬ１
筒）

注射 自注 後発
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）
【メーカー】製)持田製薬　販)あゆみ製薬
【薬価】7275円/1筒
【薬価収載日】2018/05/30
【標榜薬効】完全ヒト型可溶性ＴＮＦα／ＬＴαレセプター製剤

エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇシリンジ１．０ｍＬ「ＭＡ」 （５０ｍｇ１ｍＬ１筒）

注射 自注 後発
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）
【メーカー】製)持田製薬　販)あゆみ製薬
【薬価】13879円/1筒
【薬価収載日】2018/05/30
【標榜薬効】完全ヒト型可溶性ＴＮＦα／ＬＴαレセプター製剤

エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ「ＭＡ」 （５０ｍｇ１ｍＬ１キット）

注射 自注 後発
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）
【メーカー】製)持田製薬　販)あゆみ製薬
【薬価】13942円/1kit
【薬価収載日】2018/05/30
【標榜薬効】完全ヒト型可溶性ＴＮＦα／ＬＴαレセプター製剤

エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「明治」 （３０ｍｇ１００ｍＬ１キット）

注射 後発

【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】エダラボン
【先発品】ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ
【メーカー】製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】1213円/1kit
【薬価収載日】2011/06/24
【標榜薬効】脳保護剤

【薬価収載日】2011/06/24
【標榜薬効】脳保護剤

エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （０．５ｍｇ１錠）

内服 後発
精３

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】エチゾラム
【先発品】デパス錠０．５ｍｇ
【メーカー】製)サンノーバ　販)エルメッド　販)日医工
【薬価】6.4円/1T
【薬価収載日】1997/07/11
【標榜薬効】精神安定剤

エトドラク錠２００ｍｇ「タイヨー」 （２００ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】エトドラク
【先発品】オステラック錠２００，ハイペン錠２００ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】8.7円/1T
【薬価収載日】2011/06/24
【標榜薬効】非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤

エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 （１００ｍｇ５ｍＬ１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】４．２．４　抗腫瘍性植物成分製剤
【一般名】エトポシド
【先発品】ベプシド注１００ｍｇ，ラステット注１００ｍｇ／５ｍＬ
【メーカー】製)サンド
【薬価】1887円/1V
【薬価収載日】2008/07/04
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

エドルミズ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】アナモレリン塩酸塩
【メーカー】製)小野薬品工業
【薬価】245.7円/1T
【薬価収載日】2021/04/21
【標榜薬効】グレリン様作用薬

エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩
【先発品】レニベース錠５
【メーカー】製)サンノーバ　販)日医工
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2020/12/11
【標榜薬効】持続性ＡＣＥ阻害剤

エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】２．４．６　男性ホルモン剤
【一般名】テストステロンエナント酸エステル
【メーカー】製)あすか製薬　販)武田薬品工業
【薬価】695円/1A
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】男性ホルモン剤

エネーボ配合経腸用液 （１０ｍＬ）

内服

【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】経腸成分栄養剤
【メーカー】製)アボットジャパン
【薬価】7.2円/10mL
【薬価収載日】2014/05/30
【標榜薬効】経腸栄養剤

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ケミファ」 （２０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】エピナスチン塩酸塩
【先発品】アレジオン錠２０
【メーカー】製)日本薬品工業　販)興和　販)日本ケミファ
【薬価】24.1円/1T
【薬価収載日】2012/06/22
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤
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エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 （１０ｍｇ１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】４．２．３　抗腫瘍性抗生物質製剤
【一般名】エピルビシン塩酸塩
【メーカー】製)マイラン製薬　販)日本化薬
【薬価】1650円/1V
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】抗腫瘍性抗生物質
【区分】抗がん剤

エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．３．９　その他の血液・体液用薬
【一般名】プラスグレル塩酸塩
【メーカー】製)第一三共
【薬価】1086.3円/1T
【薬価収載日】2018/11/28
【標榜薬効】抗血小板剤

エフィエント錠３．７５ｍｇ （３．７５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．３．９　その他の血液・体液用薬
【一般名】プラスグレル塩酸塩
【メーカー】製)第一三共
【薬価】268円/1T
【薬価収載日】2014/05/23
【標榜薬効】抗血小板剤

ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ （４％１ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】２．２．２　鎮咳剤
【一般名】エフェドリン塩酸塩
【メーカー】製)日医工　販)大日本住友製薬
【薬価】94円/1A
【薬価収載日】2002/10/01
【標榜薬効】気管支拡張・鎮咳剤，昇圧剤

エブランチルカプセル１５ｍｇ （１５ｍｇ１カプセル）

内服

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】ウラピジル
【メーカー】製)科研製薬　販)三和化学研究所
【薬価】14.1円/1C
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】排尿障害改善・降圧剤
【粉砕情報】粉砕不可

エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「旭化成」 （５０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】１．２．４　鎮けい剤
【一般名】エペリゾン塩酸塩
【先発品】ミオナール錠５０ｍｇ
【メーカー】製)旭化成ファーマ
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2018/12/14
【標榜薬効】筋緊張・循環改善剤

エベレンゾ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ロキサデュスタット
【メーカー】製)アステラス製薬
【薬価】367.7円/1T
【薬価収載日】2019/11/19
【標榜薬効】腎性貧血治療薬

エベレンゾ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ロキサデュスタット
【メーカー】製)アステラス製薬
【薬価】777.3円/1T
【薬価収載日】2019/11/19
【標榜薬効】腎性貧血治療薬

エポエチンアルファＢＳ注１５００シリンジ「ＪＣＲ」 （１５００国際単位１ｍＬ１筒）

注射 後発
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】エポエチン　カッパ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ＪＣＲファーマ　販)キッセイ薬品工業
【薬価】509円/1筒
【薬価収載日】2010/04/23
【標榜薬効】遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤

【メーカー】製)ＪＣＲファーマ　販)キッセイ薬品工業
【薬価】509円/1筒
【薬価収載日】2010/04/23
【標榜薬効】遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤

エポエチンアルファＢＳ注３０００シリンジ「ＪＣＲ」 （３０００国際単位２ｍＬ１筒）

注射 後発
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】エポエチン　カッパ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ＪＣＲファーマ　販)キッセイ薬品工業
【薬価】893円/1筒
【薬価収載日】2010/04/23
【標榜薬効】遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤

エボザックカプセル３０ｍｇ （３０ｍｇ１カプセル）

内服

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】セビメリン塩酸塩水和物
【メーカー】製)アルフレッサファーマ　販)第一三共　販)第一製薬
【薬価】89.7円/1C
【薬価収載日】2001/08/31
【標榜薬効】口腔乾燥症状改善剤

エムラクリーム （１ｇ）

外用
劇

【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】リドカイン・プロピトカイン配合剤
【メーカー】製)佐藤製薬
【薬価】185.3円/1g
【薬価収載日】2012/04/17
【標榜薬効】局所麻酔剤

エリキュース錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】アピキサバン
【メーカー】製)ブリストル・マイヤーズスクイブ　販)ファイザー　販)ファイザー製薬
【薬価】125.6円/1T
【薬価収載日】2013/02/22
【標榜薬効】経口ＦＸａ阻害剤

エリキュース錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】アピキサバン
【メーカー】製)ブリストル・マイヤーズスクイブ　販)ファイザー　販)ファイザー製薬
【薬価】227.5円/1T
【薬価収載日】2013/02/22
【標榜薬効】経口ＦＸａ阻害剤

エリスロシン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】６．１．４　主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの
【一般名】エリスロマイシンステアリン酸塩
【メーカー】製)マイランＥＰＤ　販)アボットジャパン　販)大日本住友製薬
【薬価】6.7円/1T
【薬価収載日】2003/07/04
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤
【粉砕情報】粉砕不可

エリスロシン点滴静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶）

注射

【薬効分類】６．１．４　主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの
【一般名】エリスロマイシンラクトビオン酸塩
【メーカー】製)マイランＥＰＤ　販)アボットジャパン
【薬価】768円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

エリスロシンドライシロップ１０％ （１００ｍｇ１ｇ）

内服

【薬効分類】６．１．４　主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの
【一般名】エリスロマイシンエチルコハク酸エステル
【メーカー】製)マイランＥＰＤ　販)アボットジャパン　販)大日本住友製薬
【薬価】12.6円/1g
【薬価収載日】2004/07/09
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤
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エルカルチンＦＦ静注１０００ｍｇシリンジ （１０００ｍｇ５ｍＬ１筒）

注射

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】レボカルニチン
【メーカー】製)大塚製薬
【薬価】969円/1筒
【薬価収載日】2017/11/29
【標榜薬効】レボカルニチン製剤

エルカルチンＦＦ内用液１０％分包５ｍＬ （１０％５ｍＬ１包）

内服

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】レボカルニチン
【メーカー】製)大塚製薬
【薬価】312.4円/1包
【薬価収載日】2017/11/29
【標榜薬効】レボカルニチン製剤

エルサメットＳ配合錠 （１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．５．９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
【一般名】オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤
【先発品】エビプロスタット配合錠ＤＢ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】前立腺肥大症治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

エルシトニン注 （４０エルカトニン単位１ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】エルカトニン
【メーカー】製)旭化成ファーマ
【経過措置期限】2007/03/31
【標榜薬効】合成カルシトニン誘導体製剤

エルネオパＮＦ１号輸液 （１０００ｍＬ１キット）

注射

【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】1127円/1kit
【薬価収載日】2016/11/18
【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

エルネオパＮＦ２号輸液 （１０００ｍＬ１キット）

注射

【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】1210円/1kit
【薬価収載日】2016/11/18
【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

エルネオパＮＦ２号輸液 （１５００ｍＬ１キット）

注射

【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】1528円/1kit
【薬価収載日】2016/11/18
【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

エルプラット点滴静注液１００ｍｇ （１００ｍｇ２０ｍＬ１瓶）

注射
毒

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】オキサリプラチン
【メーカー】製)ヤクルト本社
【薬価】29086円/1V
【薬価収載日】2010/04/23
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

エルプラット点滴静注液５０ｍｇ （５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

注射
毒

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】オキサリプラチン
【メーカー】製)ヤクルト本社
【薬価】16012円/1V
【薬価収載日】2010/04/23
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

エレジェクト注シリンジ （２ｍＬ１筒）

注射 後発

【薬効分類】３．２．２　無機質製剤
【一般名】塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤
【メーカー】製)テルモ
【薬価】167円/1筒
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】高カロリー輸液用微量元素製剤

エレンタール配合内用剤 （１０ｇ）

内服

【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】経腸成分栄養剤
【メーカー】製)ＥＡファーマ
【薬価】58.6円/10g
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】成分栄養剤

塩化カリウム徐放錠６００ｍｇ「Ｓｔ」 （６００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】３．２．２　無機質製剤
【一般名】塩化カリウム
【メーカー】製)佐藤薬品工業　販)アルフレッサファーマ
【薬価】6.2円/1T
【薬価収載日】2020/06/18
【標榜薬効】徐放性カリウム剤
【粉砕情報】粉砕不可

塩化ナトリウム「日医工」 （１０ｇ）

内服 外用

【薬効分類】７．１．９　その他の調剤用薬
【一般名】塩化ナトリウム
【メーカー】製)日医工　販)日興製薬販売
【薬価】6.6円/10g
【薬価収載日】2012/06/01
【標榜薬効】調剤用薬（食塩）

塩化ベンザルコニウム液１０ｗ／ｖ％「日医工」 （１０％１０ｍＬ）

外用

【薬効分類】２．６．１　外皮用殺菌消毒剤
【一般名】ベンザルコニウム塩化物
【メーカー】製)日医工
【薬価】6.5円/10mL
【薬価収載日】2012/06/01
【標榜薬効】殺菌消毒剤

エンクラッセ６２．５μｇエリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット）

外用

【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】ウメクリジニウム臭化物
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン
【薬価】4935.8円/1kit
【薬価収載日】2015/05/29
【標榜薬効】長時間作用性吸入気管支拡張剤

塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「ＳＷ」 （１０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．５．９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
【一般名】プロピベリン塩酸塩
【先発品】バップフォー錠１０
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】15円/1T
【薬価収載日】2006/07/07
【標榜薬効】尿失禁・頻尿治療剤

塩酸メピバカイン注シリンジ１％「ＮＰ」 （１％１０ｍＬ１筒）

注射 後発
劇

【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】メピバカイン塩酸塩
【メーカー】製)ニプロ　販)丸石製薬
【薬価】163円/1筒
【薬価収載日】2005/12/16
【標榜薬効】局所麻酔剤

エンタカポン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 （１００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】１．１．６　抗パーキンソン剤
【一般名】エンタカポン
【先発品】コムタン錠１００ｍｇ
【メーカー】製)日本ジェネリック
【薬価】34.9円/1T
【薬価収載日】2016/06/17
【標榜薬効】末梢ＣＯＭＴ阻害剤
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【薬価】34.9円/1T
【薬価収載日】2016/06/17
【標榜薬効】末梢ＣＯＭＴ阻害剤

エンタカポン錠１００ｍｇ「ＫＮ」 （１００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】１．１．６　抗パーキンソン剤
【一般名】エンタカポン
【先発品】コムタン錠１００ｍｇ
【メーカー】製)小林化工
【薬価】41.7円/1T
【薬価収載日】2016/06/17
【標榜薬効】末梢ＣＯＭＴ阻害剤

エンテカビル錠０．５ｍｇ「トーワ」 （０．５ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】６．２．５　抗ウイルス剤
【一般名】エンテカビル水和物
【先発品】バラクルード錠０．５ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】106.8円/1T
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

エンドキサン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】４．２．１　アルキル化剤
【一般名】シクロホスファミド水和物
【メーカー】製)塩野義製薬
【薬価】25.9円/1T
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

エンブレル皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ （２５ｍｇ０．５ｍＬ１キット）

注射 自注
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】エタネルセプト（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ファイザー　販)武田薬品工業
【薬価】11252円/1kit
【薬価収載日】2018/06/15
【標榜薬効】完全ヒト型可溶性ＴＮＦα／ＬＴαレセプター製剤

エンペラシン配合錠 （１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩
【先発品】セレスタミン配合錠
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン・抗ヒスタミン複合剤

エンレスト錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物
【メーカー】製)ノバルティスファーマ
【薬価】114.4円/1T
【薬価収載日】2020/08/26
【標榜薬効】アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬

エンレスト錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物
【メーカー】製)ノバルティスファーマ
【薬価】201.3円/1T
【薬価収載日】2020/08/26
【標榜薬効】アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬

オイラックスクリーム１０％ （１０％１０ｇ）

外用

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】クロタミトン
【メーカー】製)日新製薬　販)ノバルティスファーマ
【薬価】38.6円/10g
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】鎮痒剤

大塚塩カル注２％ （２％２０ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】３．２．１　カルシウム剤
【一般名】塩化カルシウム水和物
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】94円/1A
【薬価収載日】2003/12/02
【標榜薬効】補正用電解質液

大塚蒸留水 （１００ｍＬ１瓶）

注射

【薬効分類】７．１．３　溶解剤
【一般名】注射用水
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】134円/1V
【薬価収載日】1997/10/01
【標榜薬効】注射用水

大塚蒸留水 （５００ｍＬ１瓶）

注射

【薬効分類】７．１．３　溶解剤
【一般名】注射用水
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】196円/1V
【標榜薬効】注射用水

大塚食塩注１０％ （１０％２０ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】塩化ナトリウム
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】97円/1A
【薬価収載日】2003/12/02
【標榜薬効】電解質補給液

大塚生食注 （５００ｍＬ１瓶）

注射

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】生理食塩液
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】193円/1V
【標榜薬効】生理食塩液

大塚生食注 （５０ｍＬ１瓶）

注射

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】生理食塩液
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】130円/1V
【薬価収載日】1997/10/01
【標榜薬効】生理食塩液

大塚生食注２ポート１００ｍＬ （１００ｍＬ１キット）

注射 後発

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】生理食塩液
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】178円/1kit
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】注入針付溶解剤

大塚糖液１０％ （１０％２０ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】３．２．３　糖類剤
【一般名】精製ブドウ糖
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】66円/1A
【薬価収載日】1997/10/01
【標榜薬効】糖類製剤

大塚糖液１０％ （１０％５００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．２．３　糖類剤
【一般名】精製ブドウ糖
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】211円/1袋
【標榜薬効】糖類製剤

大塚糖液２０％ （２０％２０ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】３．２．３　糖類剤
【一般名】精製ブドウ糖
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】67円/1A
【標榜薬効】糖類製剤
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大塚糖液５％ （５％２０ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】３．２．３　糖類剤
【一般名】精製ブドウ糖
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】66円/1A
【薬価収載日】1997/10/01
【標榜薬効】糖類製剤

大塚糖液５％ （５％２５０ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．２．３　糖類剤
【一般名】精製ブドウ糖
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】189円/1袋
【薬価収載日】1997/10/01
【標榜薬効】糖類製剤

大塚糖液５％ （５％５００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．２．３　糖類剤
【一般名】精製ブドウ糖
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】221円/1袋
【標榜薬効】糖類製剤

大塚糖液５％ （５％５０ｍＬ１瓶）

注射

【薬効分類】３．２．３　糖類剤
【一般名】精製ブドウ糖
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】132円/1V
【薬価収載日】1997/10/01
【標榜薬効】糖類製剤

大塚糖液５％ＴＮ （５％５０ｍＬ１キット）

注射

【薬効分類】３．２．３　糖類剤
【一般名】精製ブドウ糖
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】155円/1kit
【薬価収載日】1994/07/08
【標榜薬効】注入針付溶解剤

大塚糖液５０％ （５０％２０ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】３．２．３　糖類剤
【一般名】精製ブドウ糖
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】99円/1A
【標榜薬効】糖類製剤

大塚糖液５０％ （５０％５００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．２．３　糖類剤
【一般名】精製ブドウ糖
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】360円/1袋
【薬価収載日】2001/04/10
【標榜薬効】糖類製剤

オキシコドン徐放カプセル２０ｍｇ「テルモ」 （２０ｍｇ１カプセル）

内服 後発
麻 劇

【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【メーカー】製)帝國製薬　販)テルモ
【薬価】318.5円/1C
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

オキシコドン徐放カプセル４０ｍｇ「テルモ」 （４０ｍｇ１カプセル）

内服 後発
麻 劇

【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【メーカー】製)帝國製薬　販)テルモ
【薬価】575.1円/1C
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

オキシコドン徐放カプセル５ｍｇ「テルモ」 （５ｍｇ１カプセル）

内服 後発
麻 劇

【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【メーカー】製)帝國製薬　販)テルモ
【薬価】94.5円/1C
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

オキシコドン注射液１０ｍｇ「第一三共」 （１％１ｍＬ１管）

注射 後発
麻 劇

【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【先発品】オキファスト注１０ｍｇ
【メーカー】製)第一三共プロファーマ　販)第一三共
【薬価】151円/1A
【薬価収載日】2019/06/14
【標榜薬効】癌疼痛治療用注射剤

オキシドール「ヤクハン」 （１０ｍＬ）

外用

【薬効分類】２．６．１　外皮用殺菌消毒剤
【一般名】オキシドール
【メーカー】製)ヤクハン製薬　販)岩城製薬　販)日医工
【薬価】7.5円/10mL
【標榜薬効】殺菌消毒剤

オキナゾール腟錠６００ｍｇ （６００ｍｇ１錠）

外用

【薬効分類】２．５．２　生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）
【一般名】オキシコナゾール硝酸塩
【メーカー】製)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ
【薬価】290.5円/1T
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】抗真菌剤

オキノーム散２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１包）

内服
麻 劇

【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【メーカー】製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬　販)武田薬品工業　販)田辺三菱製薬　販)第一三共
販)大日本住友製薬
【薬価】55.2円/1包
【薬価収載日】2010/09/24
【標榜薬効】癌疼痛治療用剤

オキノーム散５ｍｇ （５ｍｇ１包）

内服
麻 劇

【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【メーカー】製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬　販)武田薬品工業　販)田辺三菱製薬　販)第一三共
販)大日本住友製薬
【薬価】111.2円/1包
【薬価収載日】2010/09/24
【標榜薬効】癌疼痛治療用剤

オクソラレン軟膏０．３％ （０．３％１ｇ）

外用

【薬効分類】２．６．９　その他の外皮用薬
【一般名】メトキサレン
【メーカー】製)大正製薬　販)大正富山医薬品
【薬価】21.5円/1g
【標榜薬効】尋常性白斑治療剤

オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「サンド」 （１００μｇ１ｍＬ１管）

注射 自注 後発
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】オクトレオチド酢酸塩
【先発品】サンドスタチン皮下注用１００μｇ
【メーカー】製)サンド
【薬価】907円/1A
【薬価収載日】2016/12/09
【標榜薬効】持続性ソマトスタチンアナログ製剤
【区分】抗がん剤

オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ （（３７５ｍｇ）１錠）

内服

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン
【薬価】45.7円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】複合抗生物質
【区分】抗生剤
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【一般名】アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン
【薬価】45.7円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】複合抗生物質
【区分】抗生剤

オザグレルＮａ注射液８０ｍｇシリンジ「サワイ」 （８０ｍｇ４ｍＬ１筒）

注射 後発

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】オザグレルナトリウム
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】608円/1筒
【薬価収載日】2008/07/04
【標榜薬効】トロンボキサン合成酵素阻害剤

オセルタミビルＤＳ３％「サワイ」 （３％１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】６．２．５　抗ウイルス剤
【一般名】オセルタミビルリン酸塩
【先発品】タミフルドライシロップ３％
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】85円/1g
【薬価収載日】2018/06/15
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」 （一人分１瓶（溶解液付））

注射
劇

【薬効分類】６．３．１　ワクチン類
【一般名】乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン
【メーカー】製)第一三共

オニバイド点滴静注４３ｍｇ （４３ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．４　抗腫瘍性植物成分製剤
【一般名】イリノテカン塩酸塩水和物
【メーカー】製)日本セルヴィエ
【薬価】114410円/1V
【薬価収載日】2020/05/20
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

オノアクト点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】ランジオロール塩酸塩
【メーカー】製)小野薬品工業
【薬価】4203円/1V
【薬価収載日】2014/11/28
【標榜薬効】短時間作用型β１選択的遮断剤

オビソート注射用０．１ｇ （１００ｍｇ１管（溶解液付））

注射
劇

【薬効分類】１．２．３　自律神経剤
【一般名】アセチルコリン塩化物
【メーカー】製)第一三共
【薬価】371円/1A
【薬価収載日】2008/06/23
【標榜薬効】副交感神経興奮剤

オフェブカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル）

内服
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ニンテダニブエタンスルホン酸塩
【メーカー】製)日本ベーリンガーインゲルハイム
【薬価】5966.4円/1C
【薬価収載日】2015/08/31
【標榜薬効】抗線維化剤
【粉砕情報】粉砕不可

オフサロン点眼液 （５ｍＬ１瓶）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム
【メーカー】製)わかもと製薬
【薬価】127.8円/1V
【薬価収載日】1992/04/01
【標榜薬効】眼科用抗生物質
【区分】抗生剤

オプジーボ点滴静注１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１２ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)小野薬品工業
【薬価】185482円/1V
【薬価収載日】2020/11/25
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ （２４０ｍｇ２４ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】ニボルマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)小野薬品工業
【薬価】366405円/1V
【薬価収載日】2018/11/28
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

オプソ内服液１０ｍｇ （１０ｍｇ５ｍＬ１包）

内服
麻 劇

【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
【メーカー】製)大日本住友製薬　販)塩野義製薬　販)武田薬品工業　販)田辺三菱製薬　販)第一三共
【薬価】211.9円/1包
【薬価収載日】2003/06/13
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オプソ内服液５ｍｇ （５ｍｇ２．５ｍＬ１包）

内服
麻 劇

【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
【メーカー】製)大日本住友製薬　販)塩野義製薬　販)武田薬品工業　販)田辺三菱製薬　販)第一三共
【薬価】114.5円/1包
【薬価収載日】2003/06/13
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

オフミック点眼液 （１ｍＬ）

外用 後発

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩
【先発品】ミドリンＰ点眼液
【メーカー】製)わかもと製薬
【薬価】19.3円/1mL
【標榜薬効】散瞳剤

オフロキサシン眼軟膏０．３％「ニットー」 （０．３％１ｇ）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】オフロキサシン
【メーカー】製)東亜薬品　販)日東メディック
【薬価】57円/1g
【薬価収載日】2019/12/12
【標榜薬効】広範囲抗菌製剤
【区分】抗生剤

オフロキサシン耳科用液０．３％「ＣＥＯ」 （３ｍｇ１ｍＬ）

外用

【薬効分類】１．３．２　耳鼻科用剤
【一般名】オフロキサシン
【メーカー】製)セオリアファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】59.7円/1mL
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌耳科用製剤
【区分】抗生剤

オペガードＭＡ眼灌流液 （２０ｍＬ１管）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】ブドウ糖・無機塩類配合剤
【メーカー】製)千寿製薬　販)武田薬品工業
【薬価】569.1円/1A
【薬価収載日】2007/07/06
【標榜薬効】眼内灌流・洗浄液

オペガードＭＡ眼灌流液 （５００ｍＬ１袋）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】ブドウ糖・無機塩類配合剤
【メーカー】製)千寿製薬　販)武田薬品工業
【薬価】2029.2円/1袋
【薬価収載日】2007/07/06
【標榜薬効】眼内灌流・洗浄液

- 18 -

オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ オペガードＭＡ眼灌流液



【メーカー】製)千寿製薬　販)武田薬品工業
【薬価】2029.2円/1袋
【薬価収載日】2007/07/06
【標榜薬効】眼内灌流・洗浄液

オペガン０．６眼粘弾剤１％ （１％０．６ｍＬ１筒）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【メーカー】製)生化学工業　販)参天製薬
【薬価】4942.5円/1筒
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】眼科手術補助剤

オペリードＨＶ０．８５眼粘弾剤１％ （１％０．８５ｍＬ１筒）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【メーカー】製)千寿製薬　販)武田薬品工業
【薬価収載日】2007/12/21　【経過措置期限】2021/09/30
【標榜薬効】眼科手術補助剤

オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 （２０ｍｇ１瓶）

注射 後発

【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】オメプラゾールナトリウム
【先発品】オメプラール注用２０
【メーカー】製)日医工
【薬価】206円/1V
【薬価収載日】2010/11/19
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 （２．５ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】オランザピン
【先発品】ジプレキサザイディス錠２．５ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】11.4円/1T
【薬価収載日】2016/06/17
【標榜薬効】抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤

オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】オランザピン
【先発品】ジプレキサザイディス錠５ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】24.1円/1T
【薬価収載日】2016/06/17
【標榜薬効】抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤

オリブ油「日医工」 （１０ｍＬ）

外用

【薬効分類】７．１．２　軟膏基剤
【一般名】オリブ油
【メーカー】製)日医工　販)日興製薬販売
【薬価】21.3円/10mL
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】軟膏基剤

オリブ油「ヨシダ」 （１０ｍＬ）

外用

【薬効分類】７．１．２　軟膏基剤
【一般名】オリブ油
【メーカー】製)吉田製薬　販)中北薬品
【薬価】27円/10mL
【薬価収載日】2010/11/19
【標榜薬効】軟膏基剤

オルガラン静注１２５０単位 （１２５０抗第Ｘａ因子活性単位１ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】ダナパロイドナトリウム
【メーカー】製)共和クリティケア　販)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ
【薬価】1093円/1A
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】血液凝固阻止剤

オルケディア錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】エボカルセト
【メーカー】製)協和キリン
【薬価】271.9円/1T
【薬価収載日】2018/05/22
【標榜薬効】カルシウム受容体作動薬

オルケディア錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】エボカルセト
【メーカー】製)協和キリン
【薬価】399円/1T
【薬価収載日】2018/05/22
【標榜薬効】カルシウム受容体作動薬

オルセノン軟膏０．２５％ （０．２５％１ｇ）

外用

【薬効分類】２．６．９　その他の外皮用薬
【一般名】トレチノイン　トコフェリル
【メーカー】製)サンファーマ　販)キョーリンリメディオ　販)杏林製薬
【薬価】44.2円/1g
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

オルダミン注射用１ｇ （１０％１０ｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】３．３．２　止血剤
【一般名】モノエタノールアミンオレイン酸塩
【メーカー】製)富士化学工業　販)武田薬品工業
【薬価】16783円/1V
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】食道静脈瘤硬化療法・胃静脈瘤退縮剤

オルテクサー口腔用軟膏０．１％ （０．１％１ｇ）

外用 後発

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】トリアムシノロンアセトニド
【メーカー】製)ビーブランド・メディコーデンタル　販)日本ジェネリック
【薬価】63.3円/1g
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】口腔粘膜治療剤

オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用 （１１．２ｍｇ３．３ｇ１キット）

外用

【薬効分類】２．２．９　その他の呼吸器官用薬
【一般名】シクレソニド
【メーカー】製)帝人ファーマ
【薬価】1863.9円/1kit
【薬価収載日】2007/06/08
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

オルミエント錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】バリシチニブ
【メーカー】製)日本イーライリリー
【薬価】5274.9円/1T
【薬価収載日】2017/08/30
【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ（ＪＡＫ）阻害剤
【粉砕情報】粉砕不可

オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＥＥ」 （２０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】オルメサルタン　メドキソミル
【先発品】オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ
【メーカー】製)エルメッド　販)日医工
【薬価】13.1円/1T
【薬価収載日】2017/12/08
【標榜薬効】高親和性ＡＴ１レセプターブロッカー

オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】アバタセプト（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ブリストル・マイヤーズスクイブ
【薬価】54459円/1V
【薬価収載日】2010/09/17
【標榜薬効】Ｔ細胞選択的共刺激調節剤
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オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター１ｍＬ （１２５ｍｇ１ｍＬ１キット）

注射 自注
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】アバタセプト（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ブリストル・マイヤーズスクイブ　販)小野薬品工業
【薬価】28547円/1kit
【薬価収載日】2016/05/25
【標榜薬効】Ｔ細胞選択的共刺激調節剤

オレンシア皮下注１２５ｍｇシリンジ１ｍＬ （１２５ｍｇ１ｍＬ１筒）

注射 自注
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】アバタセプト（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ブリストル・マイヤーズスクイブ　販)小野薬品工業
【薬価】28375円/1筒
【薬価収載日】2013/08/27
【標榜薬効】Ｔ細胞選択的共刺激調節剤

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」 （５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】オロパタジン塩酸塩
【先発品】アレロックＯＤ錠５
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】10.5円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

オンコビン注射用１ｍｇ （１ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．４　抗腫瘍性植物成分製剤
【一般名】ビンクリスチン硫酸塩
【メーカー】製)日本化薬　販)塩野義製薬
【薬価】2247円/1V
【薬価収載日】2001/09/07
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

オンダンセトロン注４ｍｇシリンジ「マルイシ」 （４ｍｇ２ｍＬ１筒）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】オンダンセトロン塩酸塩水和物
【メーカー】製)丸石製薬
【薬価】3486円/1筒
【薬価収載日】2020/06/19
【標榜薬効】５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤

オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ （１５０μｇ１カプセル）

外用

【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】インダカテロールマレイン酸塩
【メーカー】製)ノバルティスファーマ
【薬価】138.8円/1C
【薬価収載日】2011/09/12
【標榜薬効】長時間作用性吸入気管支拡張剤

カイプロリス点滴静注用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶）

注射
毒

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】カルフィルゾミブ
【メーカー】製)小野薬品工業
【薬価】24426円/1V
【薬価収載日】2016/08/31
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

カイプロリス点滴静注用４０ｍｇ （４０ｍｇ１瓶）

注射
毒

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】カルフィルゾミブ
【メーカー】製)小野薬品工業
【薬価】87852円/1V
【薬価収載日】2016/08/31
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ガスロンＮ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩
【メーカー】製)日本新薬
【薬価】16.9円/1T
【標榜薬効】粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤

カタプレス錠７５μｇ （０．０７５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】クロニジン塩酸塩
【メーカー】製)日本ベーリンガーインゲルハイム
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】高血圧症治療剤

ガチフロ点眼液０．３％ （０．３％１ｍＬ）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】ガチフロキサシン水和物
【メーカー】製)千寿製薬　販)武田薬品工業
【薬価】84.5円/1mL
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
【区分】抗生剤

カデックス軟膏０．９％ （０．９％１ｇ）

外用

【薬効分類】２．６．９　その他の外皮用薬
【一般名】ヨウ素
【メーカー】製)スミス・アンド・ネフュー　販)エスエス製薬　販)日医工　販)三菱ウェルファーマ
【薬価】57.7円/1g
【薬価収載日】2001/07/06
【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】トラスツズマブ　エムタンシン（遺伝子組換え）
【メーカー】製)中外製薬
【薬価】235820円/1V
【薬価収載日】2014/04/17
【標榜薬効】抗ＨＥＲ２抗体チューブリン重合阻害剤複合体
【区分】抗がん剤

カナグル錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】カナグリフロジン水和物
【メーカー】製)田辺三菱製薬
【薬価】169.1円/1T
【薬価収載日】2014/09/02
【標榜薬効】２型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 （２５０ｍｇ１カプセル）

内服

【薬効分類】６．１．２　主としてグラム陰性菌に作用するもの
【一般名】カナマイシン一硫酸塩
【メーカー】製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】40円/1C
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
【区分】抗生剤

ガバペン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】ガバペンチン
【メーカー】製)富士製薬工業　販)ファイザー
【薬価】27.6円/1T
【薬価収載日】2006/09/15
【標榜薬効】抗てんかん剤

カピステン筋注５０ｍｇ （５０ｍｇ１管）

注射
劇

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】ケトプロフェン
【メーカー】製)キッセイ薬品工業
【薬価】114円/1A
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】鎮痛・消炎・抗炎症剤
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ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「タカタ」 （１００ｍｇ１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ガベキサートメシル酸塩
【先発品】注射用エフオーワイ１００
【メーカー】製)高田製薬
【薬価】119円/1V
【薬価収載日】2018/06/15
【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

ガベキサートメシル酸塩注射用５００ｍｇ「タカタ」 （５００ｍｇ１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ガベキサートメシル酸塩
【先発品】注射用エフオーワイ５００
【メーカー】製)高田製薬
【薬価】506円/1V
【薬価収載日】2018/06/15
【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

カペシタビン錠３００ｍｇ「ヤクルト」 （３００ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】４．２．２　代謝拮抗剤
【一般名】カペシタビン
【先発品】ゼローダ錠３００
【メーカー】製)ダイト　販)ヤクルト本社
【薬価】79.8円/1T
【薬価収載日】2019/06/14
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】カモスタットメシル酸塩
【先発品】フオイパン錠１００ｍｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】7.5円/1T
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「アメル」 （４ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩
【先発品】レミニールＯＤ錠４ｍｇ
【メーカー】製)共和薬品工業
【薬価】27.6円/1T
【薬価収載日】2020/06/19
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「アメル」 （８ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】ガランタミン臭化水素酸塩
【先発品】レミニールＯＤ錠８ｍｇ
【メーカー】製)共和薬品工業
【薬価】38.3円/1T
【薬価収載日】2020/06/19
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

カリジノゲナーゼ錠２５単位「日新」 （２５単位１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】カリジノゲナーゼ
【先発品】カルナクリン錠２５
【メーカー】製)日新製薬　販)日本ジェネリック
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】循環障害改善剤
【粉砕情報】粉砕不可

カリメート経口液２０％ （２０％２５ｇ１包）

内服

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム
【メーカー】製)興和
【薬価】66.1円/1包
【薬価収載日】2012/06/22
【標榜薬効】血清カリウム抑制剤

カルシトリオールカプセル０．２５μｇ「サワイ」 （０．２５μｇ１カプセル）

内服 後発
劇

【薬効分類】３．１．１　ビタミンＡ及びＤ剤
【一般名】カルシトリオール
【先発品】ロカルトロールカプセル０．２５
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】6.3円/1C
【薬価収載日】2014/05/21
【標榜薬効】活性型ビタミンＤ３製剤
【粉砕情報】粉砕不可

カルシトリオール静注液０．５μｇ「Ｆ」 （０．５μｇ１ｍＬ１管）

注射 後発
劇

【薬効分類】３．１．１　ビタミンＡ及びＤ剤
【一般名】カルシトリオール
【先発品】ロカルトロール注０．５
【メーカー】製)富士製薬工業
【薬価】278円/1A
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】二次性副甲状腺機能亢進症治療剤

カルセド注射用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．３　抗腫瘍性抗生物質製剤
【一般名】アムルビシン塩酸塩
【メーカー】製)大日本住友製薬　販)住友製薬　販)日本化薬
【薬価】5413円/1V
【薬価収載日】2002/12/06
【標榜薬効】抗悪性腫瘍性抗生物質
【区分】抗がん剤

カルセド注射用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．３　抗腫瘍性抗生物質製剤
【一般名】アムルビシン塩酸塩
【メーカー】製)大日本住友製薬　販)住友製薬　販)日本化薬
【薬価】12296円/1V
【薬価収載日】2002/12/06
【標榜薬効】抗悪性腫瘍性抗生物質
【区分】抗がん剤

カルチコール注射液８．５％５ｍＬ （８．５％５ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】３．２．１　カルシウム剤
【一般名】グルコン酸カルシウム水和物
【メーカー】製)日医工　販)大日本住友製薬
【薬価】59円/1A
【薬価収載日】2002/07/05
【標榜薬効】カルシウム補給剤

カルナクリン錠２５ （２５単位１錠）

内服

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】カリジノゲナーゼ
【メーカー】製)三和化学研究所
【薬価】8.7円/1T
【薬価収載日】2001/09/07
【標榜薬効】循環障害改善剤
【粉砕情報】粉砕不可

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３０ｍｇ「日医工」 （３０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】３．３．２　止血剤
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
【先発品】アドナ錠３０ｍｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】血管強化・止血剤

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液１００ｍｇ「日医工」 （０．５％２０
ｍＬ１管）

注射 後発

【薬効分類】３．３．２　止血剤
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
【先発品】アドナ注（静脈用）１００ｍｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】57円/1A
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】血管強化・止血剤
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カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液５０ｍｇ「日医工」 （０．５％１０ｍＬ
１管）

注射 後発

【薬効分類】３．３．２　止血剤
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
【先発品】アドナ注（静脈用）５０ｍｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】57円/1A
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】血管強化・止血剤

カルバマゼピン細粒５０％「アメル」 （５０％１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】カルバマゼピン
【先発品】テグレトール細粒５０％
【メーカー】製)共和薬品工業
【薬価】13.4円/1g
【薬価収載日】2001/07/06
【標榜薬効】抗てんかん・躁状態治療剤

カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」 （２００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】カルバマゼピン
【先発品】テグレトール錠２００ｍｇ
【メーカー】製)共和薬品工業
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2001/07/06
【標榜薬効】抗てんかん・躁状態治療剤

カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】カルベジロール
【先発品】アーチスト錠１０ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】12.2円/1T
【薬価収載日】2011/11/28
【標榜薬効】持続性高血圧・狭心症，慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 （２．５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】カルベジロール
【先発品】アーチスト錠２．５ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

カルボカインアンプル注２％ （２％１０ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】メピバカイン塩酸塩
【メーカー】製)日新製薬　販)アストラゼネカ　販)サンド　販)サンドファーマ
【薬価】143円/1A
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】局所麻酔剤

カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 （５０％１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】２．２．３　去たん剤
【一般名】Ｌ－カルボシステイン
【先発品】ムコダインＤＳ５０％
【メーカー】製)高田製薬
【薬価】8.9円/1g
【薬価収載日】2010/11/19
【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 （５００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．２．３　去たん剤
【一般名】Ｌ－カルボシステイン
【先発品】ムコダイン錠５００ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】7.9円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

カルボシステインシロップ５％「タカタ」 （５％１ｍＬ）

内服 後発

【薬効分類】２．２．３　去たん剤
【一般名】Ｌ－カルボシステイン
【先発品】ムコダインシロップ５％
【メーカー】製)高田製薬
【薬価】2.6円/1mL
【薬価収載日】2010/11/19
【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

【一般名】Ｌ－カルボシステイン
【先発品】ムコダインシロップ５％
【メーカー】製)高田製薬
【薬価】2.6円/1mL
【薬価収載日】2010/11/19
【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「日医工」 （１５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶）

注射 後発
毒

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】カルボプラチン
【先発品】パラプラチン注射液１５０ｍｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】4186円/1V
【薬価収載日】2012/06/01
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

カルボプラチン注射液５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ５ｍＬ１瓶）

注射 後発
毒

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】カルボプラチン
【先発品】パラプラチン注射液５０ｍｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】1784円/1V
【薬価収載日】2012/06/01
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

カロナール錠５００ （５００ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】アセトアミノフェン
【メーカー】製)あゆみ製薬　販)昭和薬品化工
【薬価】7.6円/1T
【薬価収載日】2014/11/28
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

カンサイダス点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】６．１．７　主としてカビに作用するもの
【一般名】カスポファンギン酢酸塩
【メーカー】製)ＭＳＤ
【薬価】17255円/1V
【薬価収載日】2012/04/17
【標榜薬効】キャンディン系抗真菌剤

カンサイダス点滴静注用７０ｍｇ （７０ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】６．１．７　主としてカビに作用するもの
【一般名】カスポファンギン酢酸塩
【メーカー】製)ＭＳＤ
【薬価】23386円/1V
【薬価収載日】2012/04/17
【標榜薬効】キャンディン系抗真菌剤

ガンシクロビル点滴静注用５００ｍｇ「ファイザー」 （５００ｍｇ１瓶）

注射 後発
毒

【薬効分類】６．２．５　抗ウイルス剤
【一般名】ガンシクロビル
【先発品】デノシン点滴静注用５００ｍｇ
【メーカー】製)マイラン製薬　販)ファイザー
【薬価】4569円/1V
【薬価収載日】2019/12/13
【標榜薬効】抗サイトメガロウイルス化学療法剤

カンデサルタンＯＤ錠４ｍｇ「ＥＥ」 （４ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】カンデサルタン　シレキセチル
【メーカー】製)エルメッド　販)日医工
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2014/12/12
【標榜薬効】持続性アンジオテンシンＩＩ受容体拮抗剤

カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ「サワイ」 （２００ｍｇ１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．１．３　利尿剤
【一般名】カンレノ酸カリウム
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】189円/1V
【薬価収載日】2011/11/28
【標榜薬効】水分・電解質代謝改善剤
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カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液５０ｍｇ「日医工」 カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ「サワイ」



【薬価収載日】2011/11/28
【標榜薬効】水分・電解質代謝改善剤

キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ４ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ＭＳＤ
【薬価】214498円/1V
【薬価収載日】2017/02/15
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

キシロカイン液「４％」 （４％１ｍＬ）

外用

【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】リドカイン塩酸塩
【メーカー】製)サンドファーマ　販)アストラゼネカ　販)サンド
【薬価】11.7円/1mL
【標榜薬効】表面麻酔剤

キシロカインゼリー２％ （２％１ｍＬ）

外用

【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】リドカイン塩酸塩
【メーカー】製)サンドファーマ　販)アストラゼネカ　販)サンド
【薬価】6.8円/1mL
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】粘滑・表面麻酔剤

キシロカイン注射液「０．５％」エピレナミン（１：１０００００）含有 （０．５％１０ｍ
Ｌバイアル）

注射
劇

【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン
【メーカー】製)サンドファーマ　販)アストラゼネカ　販)サンド
【薬価】92円/10mLバイアル
【標榜薬効】局所麻酔剤

キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１０００００）含有 （１％１０ｍＬバイ
アル）

注射
劇

【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン
【メーカー】製)サンドファーマ　販)アストラゼネカ　販)サンド
【薬価】96円/10mLバイアル
【標榜薬効】局所麻酔剤

キシロカイン注射液「２％」エピレナミン（１：８００００）含有 （２％１０ｍＬバイア
ル）

注射
劇

【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン
【メーカー】製)サンドファーマ　販)アストラゼネカ　販)サンド
【薬価】150円/10mLバイアル
【標榜薬効】局所麻酔剤

キシロカイン注シリンジ１％ （１％１０ｍＬ１筒）

注射 後発
劇

【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】リドカイン塩酸塩
【メーカー】製)ニプロ　販)アストラゼネカ　販)サンド　販)サンドファーマ
【薬価】179円/1筒
【薬価収載日】2005/07/08
【標榜薬効】局所麻酔剤

キシロカイン点眼液４％ （４％１ｍＬ）

外用

【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】リドカイン塩酸塩
【メーカー】製)サンドファーマ　販)アストラゼネカ　販)サンド
【薬価】16.5円/1mL
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】表面麻酔剤

キシロカインポンプスプレー８％ （１ｇ）

外用 後発
劇

【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】リドカイン
【メーカー】製)サンドファーマ　販)アストラゼネカ　販)サンド
【薬価】21.5円/1g
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】表面麻酔剤

【薬価】21.5円/1g
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】表面麻酔剤

キックリンカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル）

内服

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】ビキサロマー
【メーカー】製)アステラス製薬
【薬価】24.4円/1C
【薬価収載日】2012/05/29
【標榜薬効】高リン血症治療剤

キドミン輸液 （２００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】腎不全用アミノ酸製剤
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】439円/1袋
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】腎不全用アミノ酸製剤

ギャバロン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】１．２．４　鎮けい剤
【一般名】バクロフェン
【メーカー】製)アルフレッサファーマ　販)第一三共　販)第一製薬
【薬価】22.1円/1T
【標榜薬効】抗痙縮剤

キャンフェニック「ネオ」

外用
劇

【薬効分類】２．７．３　歯科用鎮痛鎮静剤（根管及び齲窩消毒剤を含む。）
【一般名】フェノール・ｄ－カンフル
【メーカー】製)ネオ製薬工業
【標榜薬効】根管消毒・歯髄鎮痛鎮静剤

キュビシン静注用３５０ｍｇ （３５０ｍｇ１瓶）

注射

【薬効分類】６．１．１　主としてグラム陽性菌に作用するもの
【一般名】ダプトマイシン
【メーカー】製)ＭＳＤ
【薬価】13710円/1V
【薬価収載日】2011/09/12
【標榜薬効】環状リポペプチド系抗生物質製剤
【区分】抗生剤

希ヨードチンキ「日医工」 （１０ｍＬ）

外用

【薬効分類】２．６．１　外皮用殺菌消毒剤
【一般名】希ヨードチンキ
【メーカー】製)日医工
【薬価】12.8円/10mL
【薬価収載日】2012/06/01
【標榜薬効】殺菌消毒剤

キロサイド注２００ｍｇ （２００ｍｇ１管）

注射
劇

【薬効分類】４．２．２　代謝拮抗剤
【一般名】シタラビン
【メーカー】製)日本新薬
【薬価】2210円/1A
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

キロサイド注２０ｍｇ （２０ｍｇ１管）

注射
劇

【薬効分類】４．２．２　代謝拮抗剤
【一般名】シタラビン
【メーカー】製)日本新薬
【薬価】291円/1A
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

キンダリー透析剤４Ｅ （２袋１組）

注射

【薬効分類】３．４．１　人工腎臓透析用剤
【一般名】人工透析液
【メーカー】製)扶桑薬品工業
【薬価】1667円/1組
【薬価収載日】2011/03/18
【標榜薬効】人工腎臓用粉末型透析用剤
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カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ「サワイ」 キンダリー透析剤４Ｅ



【メーカー】製)扶桑薬品工業
【薬価】1667円/1組
【薬価収載日】2011/03/18
【標榜薬効】人工腎臓用粉末型透析用剤

クエチアピン錠１００ｍｇ「三和」 （１００ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】クエチアピンフマル酸塩
【先発品】セロクエル１００ｍｇ錠
【メーカー】製)シオノケミカル　販)三和化学研究所
【薬価】28.9円/1T
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】抗精神病剤

クエチアピン錠１００ｍｇ「ヨシトミ」 （１００ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】クエチアピンフマル酸塩
【先発品】セロクエル１００ｍｇ錠
【メーカー】製)ニプロＥＳファーマ　販)ニプロ
【薬価】28.9円/1T
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】抗精神病剤

クエチアピン錠１２．５ｍｇ「アメル」 （１２．５ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】クエチアピンフマル酸塩
【メーカー】製)共和薬品工業
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】抗精神病剤

クエチアピン錠２５ｍｇ「ファイザー」 （２５ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】クエチアピンフマル酸塩
【先発品】セロクエル２５ｍｇ錠
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】抗精神病剤

クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 （鉄５０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】３．２．２　無機質製剤
【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム
【先発品】フェロミア錠５０ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】可溶性非イオン型鉄剤

グーフィス錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．３．５　下剤，浣腸剤
【一般名】エロビキシバット水和物
【メーカー】製)ＥＡファーマ　販)持田製薬
【薬価】94.2円/1T
【薬価収載日】2018/04/18
【標榜薬効】胆汁酸トランスポーター阻害剤

クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 （１ｇ）

内服

【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】黄連解毒湯エキス
【メーカー】製)クラシエ製薬　販)クラシエ薬品
【薬価】13.5円/1g
【薬価収載日】2007/06/29
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ五苓散料エキス細粒 （１ｇ）

内服

【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】五苓散エキス
【メーカー】製)クラシエ製薬　販)クラシエ薬品
【薬価】13.2円/1g
【薬価収載日】2007/06/29
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ柴苓湯エキス細粒 （１ｇ）

内服

【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】柴苓湯エキス
【メーカー】製)大峰堂薬品工業　販)クラシエ薬品
【薬価】47.7円/1g
【薬価収載日】2007/07/06
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ人参養栄湯エキス細粒 （１ｇ）

内服

【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】人参養栄湯エキス
【メーカー】製)クラシエ製薬　販)クラシエ薬品
【薬価】22.7円/1g
【薬価収載日】2007/06/29
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

クラシエ補中益気湯エキス細粒 （１ｇ）

内服

【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】補中益気湯エキス
【メーカー】製)クラシエ製薬　販)クラシエ薬品
【薬価】20.8円/1g
【薬価収載日】2007/06/29
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

グラナテック点眼液０．４％ （０．４％１ｍＬ）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】リパスジル塩酸塩水和物
【メーカー】製)興和
【薬価】449.5円/1mL
【薬価収載日】2014/11/25
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

グラニセトロン点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍＬ「ＨＫ」 （３ｍｇ１００ｍＬ１袋）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】グラニセトロン塩酸塩
【先発品】カイトリル点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍＬ
【メーカー】製)光製薬
【薬価】1459円/1袋
【薬価収載日】2010/11/19
【標榜薬効】５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤

グラニセトロン内服ゼリー２ｍｇ「ケミファ」 （２ｍｇ１包）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】グラニセトロン塩酸塩
【メーカー】製)日医工　販)日本ケミファ
【薬価】619.3円/1包
【薬価収載日】2008/07/04
【標榜薬効】５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤

クラバモックス小児用配合ドライシロップ （（６３６．５ｍｇ）１ｇ）

内服

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン
【薬価】129.4円/1g
【薬価収載日】2010/05/28
【標榜薬効】β－ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗生物質製剤
【区分】抗生剤

クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「ＥＭＥＣ」 （１００ｍｇ１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】６．１．４　主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの
【一般名】クラリスロマイシン
【先発品】クラリシッド・ドライシロップ１０％小児用，クラリスドライシロップ１０％小児用
【メーカー】製)メディサ新薬　販)エルメッド　販)日医工
【薬価】33.5円/1g
【薬価収載日】2006/07/07
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （２００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】６．１．４　主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの
【一般名】クラリスロマイシン
【先発品】クラリシッド錠２００ｍｇ，クラリス錠２００
【メーカー】製)メディサ新薬　販)エルメッド　販)日医工
【薬価】20.7円/1T
【薬価収載日】2006/07/07
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤- 24 -
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【一般名】クラリスロマイシン
【先発品】クラリシッド錠２００ｍｇ，クラリス錠２００
【メーカー】製)メディサ新薬　販)エルメッド　販)日医工
【薬価】20.7円/1T
【薬価収載日】2006/07/07
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

クリアクター静注用８０万 （８０万国際単位１瓶）

注射

【薬効分類】３．９．５　酵素製剤
【一般名】モンテプラーゼ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)エーザイ
【薬価】71610円/1V
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】血栓溶解剤

グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 （５０％４０ｍＬ１個）

外用

【薬効分類】２．３．５　下剤，浣腸剤
【一般名】グリセリン
【メーカー】製)健栄製薬
【薬価】107.7円/1個
【薬価収載日】2020/06/19
【標榜薬効】便秘治療剤

グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 （５０％１２０ｍＬ１個）

外用

【薬効分類】２．３．５　下剤，浣腸剤
【一般名】グリセリン
【メーカー】製)健栄製薬
【薬価】140.6円/1個
【薬価収載日】2020/06/19
【標榜薬効】便秘治療剤

グリセリン「ヨシダ」 （１０ｍＬ）

外用

【薬効分類】２．３．５　下剤，浣腸剤
【一般名】グリセリン
【メーカー】製)吉田製薬
【薬価】10.8円/10mL
【標榜薬効】調剤用基剤

グリセレブ配合点滴静注 （２００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】濃グリセリン・果糖
【メーカー】製)テルモ
【薬価】209円/1袋
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】頭蓋内圧亢進・浮腫治療，眼圧降下剤

グリチロン配合錠 （１錠）

内服

【薬効分類】３．９．１　肝臓疾患用剤
【一般名】グリチルリチン・グリシン・ＤＬ－メチオニン配合剤
【メーカー】製)ミノファーゲン製薬　販)ＥＡファーマ　販)エーザイ
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】肝臓疾患・アレルギー用剤

グリベック錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】イマチニブメシル酸塩
【メーカー】製)ノバルティスファーマ
【薬価】1928.1円/1T
【薬価収載日】2005/06/10
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 （１ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】グリメピリド
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

クリンダマイシン注射液６００ｍｇ「タイヨー」 （６００ｍｇ１管）

注射

【薬効分類】６．１．１　主としてグラム陽性菌に作用するもの
【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】173円/1A
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】リンコマイシン系抗生物質
【区分】抗生剤

クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ「ＮＰ」 （６００ｍｇ１管）

注射

【薬効分類】６．１．１　主としてグラム陽性菌に作用するもの
【一般名】クリンダマイシンリン酸エステル
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】582円/1A
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】リンコマイシン系抗生物質
【区分】抗生剤

グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ （１ｍｇ１瓶（溶解液付））

注射 自注
劇

【薬効分類】７．２．２　機能検査用試薬
【一般名】グルカゴン（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ノボノルディスクファーマ　販)ＥＡファーマ　販)エーザイ
【薬価】2643円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】グルカゴン（遺伝子組換え）製剤

グルタチオン注射用２００ｍｇ「タイヨー」 （２００ｍｇ１管）

注射 後発

【薬効分類】３．９．２　解毒剤
【一般名】グルタチオン
【先発品】タチオン注射用２００ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業　販)和薬
【薬価】57円/1A
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】グルタチオン製剤

クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ （２０００低分子ヘパリン国際単位０．２ｍＬ１
筒）

注射
劇

【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】エノキサパリンナトリウム
【メーカー】製)サノフィ　販)科研製薬
【薬価】924円/1筒
【薬価収載日】2008/04/18
【標榜薬効】血液凝固阻止剤

クレメジン速崩錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．９．２　解毒剤
【一般名】球形吸着炭
【メーカー】製)クレハ　販)田辺三菱製薬
【薬価】32.1円/1T
【薬価収載日】2017/12/08
【標榜薬効】慢性腎不全用剤
【粉砕情報】粉砕不可

クレンブテロール錠１０μｇ「ハラサワ」 （１０μｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】クレンブテロール塩酸塩
【先発品】スピロペント錠１０μｇ
【メーカー】製)原沢製薬工業　販)日本ジェネリック
【薬価】5.8円/1T
【薬価収載日】2020/12/10
【標榜薬効】持続性気管支拡張・腹圧性尿失禁治療剤

クロスエイトＭＣ静注用１０００単位 （１０００単位１瓶（溶解液付））

注射 自注
特生

【薬効分類】６．３．４　血液製剤類
【一般名】乾燥濃縮人血液凝固第８因子
【メーカー】製)日本血液製剤機構　販)日本赤十字社
【薬価】65228円/1V
【薬価収載日】2013/05/20
【標榜薬効】血漿分画製剤

クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 （５ｍｇ１錠）

内服 後発
精３

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】クロチアゼパム
【先発品】リーゼ錠５ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】心身安定剤
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【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】心身安定剤

クロトリマゾールクリーム１％「イワキ」 （１％１ｇ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．５　寄生性皮ふ疾患用剤
【一般名】クロトリマゾール
【先発品】エンペシドクリーム１％
【メーカー】製)岩城製薬
【薬価】6円/1g
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】抗真菌剤

クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 （２５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】３．３．９　その他の血液・体液用薬
【一般名】クロピドグレル硫酸塩
【先発品】プラビックス錠２５ｍｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】19.6円/1T
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】抗血小板剤

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 （７５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】３．３．９　その他の血液・体液用薬
【一般名】クロピドグレル硫酸塩
【先発品】プラビックス錠７５ｍｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】45.7円/1T
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】抗血小板剤

クロマイ－Ｐ軟膏 （１ｇ）

外用

【薬効分類】２．６．３　化膿性疾患用剤
【一般名】クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤
【メーカー】製)アルフレッサファーマ　販)第一三共
【薬価】28.5円/1g
【標榜薬効】抗菌・副腎ホルモン剤

クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「サワイ」 （１％２ｍＬ１管）

外用 後発

【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】クロモグリク酸ナトリウム
【先発品】インタール吸入液１％
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】29.7円/1A
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】喘息治療剤

クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％「トーワ」 （１９０ｍｇ９．５ｍＬ１瓶）

外用 後発

【薬効分類】１．３．２　耳鼻科用剤
【一般名】クロモグリク酸ナトリウム
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】251.9円/1V
【薬価収載日】2017/12/08
【標榜薬効】アレルギー性鼻炎治療剤

クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液１％「東豊」 （１％１０ｍＬ）

外用

【薬効分類】２．６．１　外皮用殺菌消毒剤
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩
【メーカー】製)東豊薬品

ケアラム錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】イグラチモド
【メーカー】製)エーザイ
【薬価】121.1円/1T
【薬価収載日】2012/08/28
【標榜薬効】抗リウマチ剤

ケイセントラ静注用５００ （５００国際単位１瓶（溶解液付））

注射
特生

【薬効分類】６．３．４　血液製剤類
【一般名】乾燥濃縮人プロトロンビン複合体
【メーカー】製)ＣＳＬベーリング
【薬価】35571円/1V
【薬価収載日】2017/08/30
【標榜薬効】血漿分画製剤

【標榜薬効】血漿分画製剤

ケイツーＮ静注１０ｍｇ （１０ｍｇ１管）

注射

【薬効分類】３．１．６　ビタミンＫ剤
【一般名】メナテトレノン
【メーカー】製)エーザイ
【薬価】69円/1A
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】止血機構賦活ビタミン剤

ケイツーシロップ０．２％ （０．２％１ｍＬ）

内服

【薬効分類】３．１．６　ビタミンＫ剤
【一般名】メナテトレノン
【メーカー】製)サンノーバ　販)エーザイ
【薬価】25.3円/1mL
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】ビタミンＫ２剤

ケタスカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル）

内服

【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】イブジラスト
【メーカー】製)杏林製薬
【薬価】17.3円/1C
【薬価収載日】1993/03/20
【標榜薬効】気管支喘息・脳血管障害改善剤
【粉砕情報】粉砕不可

ケタラール静注用２００ｍｇ （２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶）

注射
麻 劇

【薬効分類】１．１．１　全身麻酔剤
【一般名】ケタミン塩酸塩
【メーカー】製)第一三共プロファーマ　販)塩野義製薬　販)武田薬品工業　販)田辺三菱製薬　販)第
一三共　販)大日本住友製薬
【薬価】718円/1V
【薬価収載日】2004/07/09
【標榜薬効】全身麻酔剤

ケトコナゾールクリーム２％「ＪＧ」 （２％１ｇ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．５　寄生性皮ふ疾患用剤
【一般名】ケトコナゾール
【先発品】ニゾラールクリーム２％
【メーカー】製)日本ジェネリック
【薬価】16円/1g
【薬価収載日】2010/11/19
【標榜薬効】抗真菌剤

ケトコナゾールローション２％「ＪＧ」 （２％１ｇ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．５　寄生性皮ふ疾患用剤
【一般名】ケトコナゾール
【先発品】ニゾラールローション２％
【メーカー】製)日本ジェネリック
【薬価】16円/1g
【薬価収載日】2010/11/19
【標榜薬効】抗真菌剤

ケトチフェンＤＳ小児用０．１％「サワイ」 （０．１％１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】ケトチフェンフマル酸塩
【先発品】ザジテンドライシロップ０．１％
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】6.5円/1g
【薬価収載日】2013/11/18
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ （４０ｍｇ１瓶）

注射

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】トリアムシノロンアセトニド
【メーカー】製)ブリストル・マイヤーズスクイブ
【薬価】800円/1V
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

ケナコルト－Ａ皮内用関節腔内用水懸注５０ｍｇ／５ｍＬ （１０ｍｇ１ｍＬバイア
ル）

注射

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】トリアムシノロンアセトニド
【メーカー】製)ブリストル・マイヤーズスクイブ
【薬価】204円/1mLバイアル
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤
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【メーカー】製)ブリストル・マイヤーズスクイブ
【薬価】204円/1mLバイアル
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （２５０ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】ゲフィチニブ
【先発品】イレッサ錠２５０
【メーカー】製)第一三共エスファ　販)第一三共
【薬価】1707.7円/1T
【薬価収載日】2018/12/14
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

ケブザラ皮下注２００ｍｇオートインジェクター （２００ｍｇ１．１４ｍＬ１キット）

注射 自注
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)サノフィ　販)旭化成ファーマ
【薬価】47958円/1kit
【薬価収載日】2018/11/28
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトＩＬ－６受容体モノクローナル抗体

ケブザラ皮下注２００ｍｇシリンジ （２００ｍｇ１．１４ｍＬ１筒）

注射 自注
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】サリルマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)サノフィ　販)旭化成ファーマ
【薬価】47777円/1筒
【薬価収載日】2017/11/22
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトＩＬ－６受容体モノクローナル抗体

ケフレックスカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル）

内服

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】セファレキシン
【メーカー】製)共和薬品工業　販)塩野義製薬
【薬価】31.5円/1C
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

ゲーベンクリーム１％ （１％１ｇ）

外用

【薬効分類】２．６．３　化膿性疾患用剤
【一般名】スルファジアジン銀
【メーカー】製)田辺三菱製薬
【薬価】12.8円/1g
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】外用感染治療剤
【区分】抗生剤

ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２６．３ｍＬ「ホスピーラ」 （１ｇ２６．３ｍＬ１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】４．２．２　代謝拮抗剤
【一般名】ゲムシタビン塩酸塩
【メーカー】製)ファイザー　販)持田製薬
【薬価】5335円/1V
【薬価収載日】2015/12/11
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／５．３ｍＬ「ホスピーラ」 （２００ｍｇ５．３ｍＬ
１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】４．２．２　代謝拮抗剤
【一般名】ゲムシタビン塩酸塩
【メーカー】製)ファイザー　販)持田製薬
【薬価】569円/1V
【薬価収載日】2015/12/11
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ケーワン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．１．６　ビタミンＫ剤
【一般名】フィトナジオン
【メーカー】製)エーザイ
【薬価】11.5円/1T
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】ビタミンＫ１剤

献血アルブミン５％静注５ｇ／１００ｍＬ「ＪＢ」 （５％１００ｍＬ１瓶）

注射
特生

【薬効分類】６．３．４　血液製剤類
【一般名】人血清アルブミン
【メーカー】製)日本血液製剤機構
【薬価】2507円/1V
【薬価収載日】2015/12/11
【標榜薬効】血漿分画製剤

献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ （５ｇ５０ｍＬ１瓶）

注射
特生

【薬効分類】６．３．４　血液製剤類
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
【メーカー】製)日本血液製剤機構
【薬価】37871円/1V
【薬価収載日】2018/05/30
【標榜薬効】血漿分画製剤

献血グロベニン－Ｉ静注用５０００ｍｇ （５ｇ１００ｍＬ１瓶（溶解液付））

注射
特生

【薬効分類】６．３．４　血液製剤類
【一般名】乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
【メーカー】製)日本製薬　販)武田薬品工業
【薬価】35298円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】血漿分画製剤

献血ベニロン－Ｉ静注用５０００ｍｇ （５ｇ１００ｍＬ１瓶（溶解液付））

注射
特生

【薬効分類】６．３．４　血液製剤類
【一般名】乾燥スルホ化人免疫グロブリン
【メーカー】製)ＫＭバイオロジクス　販)帝人ファーマ
【薬価】35882円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】血漿分画製剤

ゲンタシン軟膏０．１％ （１ｍｇ１ｇ）

外用

【薬効分類】２．６．３　化膿性疾患用剤
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩
【メーカー】製)高田製薬　販)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ
【薬価】11円/1g
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
【区分】抗生剤

ゲンタマイシン硫酸塩注射液４０ｍｇ「日医工」 （４０ｍｇ１管）

注射
劇

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩
【メーカー】製)日医工
【薬価】291円/1A
【薬価収載日】2012/06/22
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
【区分】抗生剤

コアテック注５ｍｇ （５ｍｇ５ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】２．１．１　強心剤
【一般名】オルプリノン塩酸塩水和物
【メーカー】製)エーザイ
【薬価】3317円/1A
【薬価収載日】1996/04/24
【標榜薬効】急性心不全治療剤

抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１０００倍「ＪＢ」 （１０００倍１瓶（溶解液付））

注射
特生

【薬効分類】６．３．４　血液製剤類
【一般名】乾燥抗Ｄ（Ｒｈｏ）人免疫グロブリン
【メーカー】製)日本血液製剤機構
【薬価】20155円/1V
【薬価収載日】2015/09/25
【標榜薬効】血漿分画製剤

コカイン塩酸塩「タケダ」原末 （１ｇ）

外用
麻 劇

【薬効分類】８．１．２　コカアルカロイド系製剤
【一般名】コカイン塩酸塩
【メーカー】製)武田薬品工業　販)塩野義製薬　販)田辺三菱製薬　販)第一三共　販)大日本住友製薬
【薬価】4341.7円/1g
【薬価収載日】2009/01/20
【標榜薬効】コカイン製剤
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【一般名】コカイン塩酸塩
【メーカー】製)武田薬品工業　販)塩野義製薬　販)田辺三菱製薬　販)第一三共　販)大日本住友製薬
【薬価】4341.7円/1g
【薬価収載日】2009/01/20
【標榜薬効】コカイン製剤

コスパノンカプセル４０ｍｇ （４０ｍｇ１カプセル）

内服

【薬効分類】１．２．４　鎮けい剤
【一般名】フロプロピオン
【メーカー】製)エーザイ
【薬価】9.2円/1C
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】膵胆道・尿路系鎮痙剤

コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン （１５０ｍｇ１ｍＬ１キット）

注射 自注
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】セクキヌマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ノバルティスファーマ　販)マルホ
【薬価】74486円/1kit
【薬価収載日】2016/11/18
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトＩＬ－１７Ａモノクローナル抗体製剤

コデインリン酸塩散１％「第一三共」 （１％１ｇ）

内服
劇

【薬効分類】２．２．４　鎮咳去たん剤
【一般名】コデインリン酸塩水和物
【メーカー】製)第一三共
【薬価】7.5円/1g
【薬価収載日】2009/05/15
【標榜薬効】鎮咳剤

コートリル錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】ヒドロコルチゾン
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】7.4円/1T
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

コートロシン注射用０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１瓶（溶解液付））

注射

【薬効分類】２．４．１　脳下垂体ホルモン剤
【一般名】テトラコサクチド酢酸塩
【メーカー】製)アルフレッサファーマ　販)第一三共
【薬価】1363円/1V
【薬価収載日】2020/12/11
【標榜薬効】合成ＡＣＴＨ製剤

ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１瓶（溶解液付））

注射
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】デガレリクス酢酸塩
【メーカー】製)アステラス製薬
【薬価】25321円/1V
【薬価収載日】2016/11/18
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

ゴナックス皮下注用２４０ｍｇ （２４０ｍｇ１瓶（溶解液付））

注射
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】デガレリクス酢酸塩
【メーカー】製)アステラス製薬
【薬価】30752円/1V
【薬価収載日】2019/05/29
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

ゴナックス皮下注用８０ｍｇ （８０ｍｇ１瓶（溶解液付））

注射
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】デガレリクス酢酸塩
【メーカー】製)アステラス製薬
【薬価】20623円/1V
【薬価収載日】2016/11/18
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤

ゴナールエフ皮下注ペン３００ （３００国際単位０．５ｍＬ１筒）

注射 自注

【薬効分類】２．４．１　脳下垂体ホルモン剤
【一般名】ホリトロピン　アルファ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)メルクバイオファーマ
【薬価】11814円/1筒
【薬価収載日】2010/09/24
【標榜薬効】遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン（ＦＳＨ）製剤

コメリアンコーワ錠５０ （５０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ジラゼプ塩酸塩水和物
【メーカー】製)興和　販)興和新薬
【薬価】7.7円/1T
【標榜薬効】心・腎疾患治療剤

コララン錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】イバブラジン塩酸塩
【メーカー】製)小野薬品工業
【薬価】82.9円/1T
【薬価収載日】2019/11/19
【標榜薬効】ＨＣＮチャネル遮断薬

コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 （０．５ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】３．９．４　痛風治療剤
【一般名】コルヒチン
【メーカー】製)高田製薬
【薬価】6.8円/1T
【薬価収載日】2010/03/05
【標榜薬効】痛風・家族性地中海熱治療剤

コントミン筋注１０ｍｇ （０．５％２ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩
【メーカー】製)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ
【薬価】94円/1A
【薬価収載日】2002/07/05
【標榜薬効】精神神経安定剤

コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩
【メーカー】製)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ
【薬価】9.4円/1T
【薬価収載日】2002/07/05
【標榜薬効】精神神経安定剤

コントミン糖衣錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩
【メーカー】製)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ
【薬価】9.4円/1T
【薬価収載日】2002/07/05
【標榜薬効】精神神経安定剤

サイプレジン１％点眼液 （１％１ｍＬ）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】シクロペントラート塩酸塩
【メーカー】製)参天製薬
【薬価】78.5円/1mL
【標榜薬効】屈折能検査点眼剤

サイモグロブリン点滴静注用２５ｍｇ （２５ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】６．３．９　その他の生物学的製剤
【一般名】抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン
【メーカー】製)サノフィ　販)ジェンザイム・ジャパン
【薬価】41296円/1V
【薬価収載日】2008/09/12
【標榜薬効】免疫抑制剤
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サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ （１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】ラムシルマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)日本イーライリリー
【薬価】76659円/1V
【薬価収載日】2015/05/20
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ （５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】ラムシルマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)日本イーライリリー
【薬価】362032円/1V
【薬価収載日】2015/05/20
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

サイレース静注２ｍｇ （２ｍｇ１管）

注射
精２

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】フルニトラゼパム
【メーカー】製)エーザイ
【薬価】137円/1A
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】麻酔導入剤

サインバルタカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセル）

内服
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】デュロキセチン塩酸塩
【メーカー】製)塩野義製薬　販)日本イーライリリー
【薬価】105.8円/1C
【薬価収載日】2010/04/16
【標榜薬効】セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤
【粉砕情報】粉砕不可

酢酸「ニッコー」 （１０ｍＬ）

外用

【薬効分類】２．６．６　皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。）
【一般名】酢酸
【メーカー】製)日興製薬　販)エビス製薬　販)日興製薬販売　販)丸石製薬
【薬価】3.9円/10mL
【標榜薬効】皮膚軟化剤

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット （ニューニット１５．２ｃｍ×２２．９ｃ
ｍ）

外用 後発

【薬効分類】３．３．２　止血剤
【一般名】酸化セルロース
【メーカー】製)ジョンソン・エンド・ジョンソン
【薬価】2891.8円/1枚
【薬価収載日】2000/07/07
【標榜薬効】創腔充填止血剤

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット （５．１ｃｍ×７．６ｃｍ１枚）

外用 後発

【薬効分類】３．３．２　止血剤
【一般名】酸化セルロース
【メーカー】製)ジョンソン・エンド・ジョンソン
【薬価】1190.9円/1枚
【標榜薬効】創腔充填止血剤

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット （５．１ｃｍ×３５．６ｃｍ１枚）

外用 後発

【薬効分類】３．３．２　止血剤
【一般名】酸化セルロース
【メーカー】製)ジョンソン・エンド・ジョンソン
【薬価】1592.9円/1枚
【標榜薬効】創腔充填止血剤

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット （綿型５．１ｃｍ×２．５ｃｍ１枚）

外用 後発

【薬効分類】３．３．２　止血剤
【一般名】酸化セルロース
【メーカー】製)ジョンソン・エンド・ジョンソン
【薬価】1752.8円/1枚
【薬価収載日】1999/07/09
【標榜薬効】創腔充填止血剤

【標榜薬効】創腔充填止血剤

サトウザルベ軟膏１０％ （１０ｇ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】亜鉛華
【メーカー】製)佐藤製薬
【薬価】19.5円/10g
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】皮膚疾患治療剤

ザーネ軟膏０．５％ （５０００単位１ｇ）

外用

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ビタミンＡ油
【メーカー】製)サンノーバ　販)エーザイ
【薬価】2.6円/1g
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】外用ビタミンＡ剤

サビーン点滴静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】３．９．２　解毒剤
【一般名】デクスラゾキサン
【メーカー】製)キッセイ薬品工業
【薬価】46437円/1V
【薬価収載日】2014/04/17
【標榜薬効】アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出治療剤

サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１瓶）

外用

【薬効分類】２．２．１　呼吸促進剤
【一般名】肺サーファクタント
【メーカー】製)田辺三菱製薬
【薬価】68857.8円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】新生児呼吸窮迫症候群治療剤

サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ （７．５ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】２．１．３　利尿剤
【一般名】トルバプタン
【メーカー】製)大塚製薬
【薬価】1084.7円/1T
【薬価収載日】2019/11/27
【標榜薬効】Ｖ２－受容体拮抗剤

サムチレール内用懸濁液１５％ （７５０ｍｇ５ｍＬ１包）

内服

【薬効分類】６．２．９　その他の化学療法剤
【一般名】アトバコン
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン
【薬価】1471.1円/1包
【薬価収載日】2012/04/17
【標榜薬効】ニューモシスチス肺炎治療剤

サラザック配合顆粒 （１ｇ）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．８　総合感冒剤
【一般名】非ピリン系感冒剤
【先発品】ＰＬ配合顆粒
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】6.3円/1g
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】総合感冒剤

サラジェン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】ピロカルピン塩酸塩
【メーカー】製)キッセイ薬品工業
【薬価】84.4円/1T
【薬価収載日】2005/09/16
【標榜薬効】口腔乾燥症状改善薬

サラゾスルファピリジン錠５００ｍｇ「ＪＧ」 （５００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】６．２．１　サルファ剤
【一般名】サラゾスルファピリジン
【先発品】サラゾピリン錠５００ｍｇ
【メーカー】製)大興製薬　販)日本ジェネリック
【薬価】8円/1T
【薬価収載日】2010/11/19
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤
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【メーカー】製)大興製薬　販)日本ジェネリック
【薬価】8円/1T
【薬価収載日】2010/11/19
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ「日医工」 （２５０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】６．２．１　サルファ剤
【一般名】サラゾスルファピリジン
【先発品】アザルフィジンＥＮ錠２５０ｍｇ
【メーカー】製)日医工ファーマ　販)日医工
【薬価】11.6円/1T
【薬価収載日】2012/06/22
【標榜薬効】抗リウマチ剤
【粉砕情報】粉砕不可

サルタノールインヘラー１００μｇ （０．１６％１３．５ｍＬ１瓶）

外用

【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】サルブタモール硫酸塩
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン
【薬価】675.1円/1V
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】定量噴霧式気管支拡張剤

ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「日医工」 （８０ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】ザルトプロフェン
【先発品】ソレトン錠８０，ペオン錠８０
【メーカー】製)日医工
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2005/06/10
【標榜薬効】非ステロイド性鎮痛・消炎剤

ザルトラップ点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ４ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】アフリベルセプト　ベータ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)サノフィ
【薬価】70854円/1V
【薬価収載日】2017/05/24
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ザルトラップ点滴静注２００ｍｇ （２００ｍｇ８ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】アフリベルセプト　ベータ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)サノフィ
【薬価】137375円/1V
【薬価収載日】2017/05/24
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】３．３．９　その他の血液・体液用薬
【一般名】サルポグレラート塩酸塩
【先発品】アンプラーグ錠１００ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】35.9円/1T
【薬価収載日】2009/11/13
【標榜薬効】５－ＨＴ２ブロッカー

サレドカプセル５０ （５０ｍｇ１カプセル）

内服
毒

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】サリドマイド
【メーカー】製)藤本製薬
【薬価】5775.3円/1C
【薬価収載日】2010/04/23
【標榜薬効】抗多発性骨髄腫・抗らい性結節性紅斑・クロウ・深瀬（ＰＯＥＭＳ）症候群治療剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

酸化マグネシウム細粒８３％「ケンエー」 （８３％１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】２．３．４　制酸剤
【一般名】酸化マグネシウム
【メーカー】製)健栄製薬
【薬価】9.8円/1g
【薬価収載日】2010/11/19
【標榜薬効】制酸・緩下剤

酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ケンエー」 （３３０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．３．４　制酸剤
【一般名】酸化マグネシウム
【メーカー】製)健栄製薬　販)日本ジェネリック
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】制酸・緩下剤

酸化マグネシウム錠５００ｍｇ「ケンエー」 （５００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．３．４　制酸剤
【一般名】酸化マグネシウム
【メーカー】製)健栄製薬　販)日本ジェネリック
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】制酸・緩下剤

サンドールＰ点眼液 （１ｍＬ）

外用 後発

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩
【先発品】ミドリンＰ点眼液
【メーカー】製)日本点眼薬研究所
【薬価】19.3円/1mL
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】検査用散瞳点眼剤

サンピロ点眼液２％ （２％５ｍＬ１瓶）

外用
劇

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】ピロカルピン塩酸塩
【メーカー】製)参天製薬
【薬価】134.6円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】緑内障治療剤

サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％ （０．１％１ｍＬ）

外用 後発

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
【先発品】リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％
【メーカー】製)参天製薬
【薬価】18.4円/1mL
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン眼耳鼻科用剤

サンリズム注射液５０ （５０ｍｇ５ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物
【メーカー】製)第一三共　販)第一製薬
【薬価】551円/1A
【薬価収載日】2000/04/14
【標榜薬効】不整脈治療剤

ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ （２５ｍｇ１瓶（溶解液付））

注射

【薬効分類】７．２．２　機能検査用試薬
【一般名】インドシアニングリーン
【メーカー】製)第一三共
【薬価】550円/1V
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】肝・循環機能検査用薬／蛍光血管造影剤／センチネルリンパ節同定用薬

ジアゼパム錠２ｍｇ「アメル」 （２ｍｇ１錠）

内服 後発
精３

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】ジアゼパム
【先発品】２ｍｇセルシン錠，ホリゾン錠２ｍｇ
【メーカー】製)共和薬品工業　販)日本ジェネリック
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2005/12/16
【標榜薬効】マイナートランキライザー

ジアゼパム錠５ｍｇ「アメル」 （５ｍｇ１錠）

内服 後発
精３

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】ジアゼパム
【先発品】５ｍｇセルシン錠，ホリゾン錠５ｍｇ
【メーカー】製)共和薬品工業　販)日本ジェネリック
【薬価】5.8円/1T
【薬価収載日】2005/12/16
【標榜薬効】マイナートランキライザー
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【メーカー】製)共和薬品工業　販)日本ジェネリック
【薬価】5.8円/1T
【薬価収載日】2005/12/16
【標榜薬効】マイナートランキライザー

ジアゼパム注射液５ｍｇ「タイヨー」 （５ｍｇ１管）

注射 後発
精３

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】ジアゼパム
【先発品】セルシン注射液５ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】57円/1A
【薬価収載日】2011/11/28
【標榜薬効】マイナートランキライザー

ジェニナック錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】６．２．４　合成抗菌剤
【一般名】メシル酸ガレノキサシン水和物
【メーカー】製)富士フイルム富山化学　販)アステラス製薬
【薬価】205.7円/1T
【薬価収載日】2007/09/21
【標榜薬効】キノロン系経口抗菌剤
【区分】抗生剤

ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「モチダ」 （１ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】ジエノゲスト
【先発品】ディナゲストＯＤ錠１ｍｇ
【メーカー】製)持田製薬販売　販)持田製薬
【薬価】87.9円/1T
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】子宮内膜症・子宮腺筋症に伴う疼痛改善治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

ジェブタナ点滴静注６０ｍｇ （６０ｍｇ１．５ｍＬ１瓶（溶解液付））

注射
毒

【薬効分類】４．２．４　抗腫瘍性植物成分製剤
【一般名】カバジタキセル　アセトン付加物
【メーカー】製)サノフィ
【薬価】511456円/1V
【薬価収載日】2014/09/02
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

シェルガン０．５眼粘弾剤 （０．５ｍＬ１筒）

外用 後発

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム
【メーカー】製)生化学工業　販)参天製薬
【薬価】4224.7円/1筒
【薬価収載日】2016/06/17
【標榜薬効】眼科手術補助剤

ジオトリフ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】アファチニブマレイン酸塩
【メーカー】製)日本ベーリンガーインゲルハイム
【薬価】9615.5円/1T
【薬価収載日】2014/04/17
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

ジクトルテープ７５ｍｇ （７５ｍｇ１枚）

外用

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【メーカー】製)久光製薬
【薬価】155.8円/1枚
【薬価収載日】2021/05/19
【標榜薬効】経皮吸収型持続性がん疼痛治療剤

シクレスト舌下錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】アセナピンマレイン酸塩
【メーカー】製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】237円/1T
【薬価収載日】2016/05/25
【標榜薬効】抗精神病剤

シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１カプセル）

内服 後発
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】シクロスポリン
【先発品】ネオーラル２５ｍｇカプセル
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】57.1円/1C
【薬価収載日】2012/06/22
【標榜薬効】免疫抑制剤
【粉砕情報】粉砕不可

シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１カプセル）

内服 後発
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】シクロスポリン
【先発品】ネオーラル５０ｍｇカプセル
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】91.5円/1C
【薬価収載日】2012/06/22
【標榜薬効】免疫抑制剤
【粉砕情報】粉砕不可

ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「ＹＤ」 （２５ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【先発品】ボルタレン錠２５ｍｇ
【メーカー】製)陽進堂　販)日医工
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】鎮痛・抗炎症剤

ジクロフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」 （０．１％１ｍＬ）

外用 後発

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【先発品】ジクロード点眼液０．１％
【メーカー】製)日新製薬
【薬価】29.8円/1mL
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】非ステロイド性抗炎症点眼剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「ＪＧ」 （１２．５ｍｇ１個）

外用 後発
劇

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【先発品】ボルタレンサポ１２．５ｍｇ
【メーカー】製)日本ジェネリック
【薬価】19.7円/1個
【薬価収載日】2009/11/13
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 （５０ｍｇ１個）

外用 後発
劇

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【先発品】ボルタレンサポ５０ｍｇ
【メーカー】製)日本ジェネリック
【薬価】20.3円/1個
【薬価収載日】2009/11/13
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「ユートク」 （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

外用 後発

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【先発品】ナボールテープＬ３０ｍｇ，ボルタレンテープ３０ｍｇ
【メーカー】製)祐徳薬品工業
【薬価】17.1円/1枚
【薬価収載日】2007/07/06
【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

ジゴキシン錠０．２５ｍｇ「ＡＦＰ」 （０．２５ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】２．１．１　強心剤
【一般名】ジゴキシン
【メーカー】製)アルフレッサファーマ
【薬価】9.8円/1T
【薬価収載日】2005/04/02
【標榜薬効】強心配糖体製剤
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ジゴシン注０．２５ｍｇ （０．０２５％１ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】２．１．１　強心剤
【一般名】ジゴキシン
【メーカー】製)太陽ファルマ　販)中外製薬
【薬価】136円/1A
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】ジギタリス配糖体製剤

ジスチグミン臭化物錠５ｍｇ「テバ」 （５ｍｇ１錠）

内服
毒

【薬効分類】１．２．３　自律神経剤
【一般名】ジスチグミン臭化物
【メーカー】製)武田テバ薬品　販)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】コリンエステラーゼ阻害薬

シスプラチン点滴静注１０ｍｇ「マルコ」 （１０ｍｇ２０ｍＬ１瓶）

注射 後発
毒

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】シスプラチン
【先発品】ランダ注１０ｍｇ／２０ｍＬ
【メーカー】製)日医工ファーマ　販)日医工　販)ヤクルト本社
【薬価】779円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

シスプラチン点滴静注５０ｍｇ「マルコ」 （５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶）

注射 後発
毒

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】シスプラチン
【先発品】ランダ注５０ｍｇ／１００ｍＬ
【メーカー】製)日医工ファーマ　販)日医工　販)ヤクルト本社
【薬価】3351円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶）

注射

【薬効分類】６．１．４　主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの
【一般名】アジスロマイシン水和物
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】2126円/1V
【薬価収載日】2011/09/12
【標榜薬効】１５員環マクロライド系抗生物質製剤
【区分】抗生剤

ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「ＳＷ」 （１５０ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】ジソピラミドリン酸塩
【先発品】リスモダンＲ錠１５０ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬　販)武田薬品工業　販)日本ケミファ
【薬価】13円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】徐放性不整脈治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

シダキュアスギ花粉舌下錠２０００ＪＡＵ （２０００ＪＡＵ１錠）

内服

【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】スギ花粉エキス
【メーカー】製)鳥居薬品
【薬価】58.5円/1T
【薬価収載日】2018/04/18
【標榜薬効】スギ花粉症の減感作療法（アレルゲン免疫療法）薬

シタフロキサシン錠５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】６．２．４　合成抗菌剤
【一般名】シタフロキサシン水和物
【先発品】グレースビット錠５０ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】72.1円/1T
【薬価収載日】2017/12/08
【標榜薬効】広範囲経口抗菌製剤
【区分】抗生剤

シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」 （１ｇ１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】４．２．２　代謝拮抗剤
【一般名】シタラビン
【先発品】キロサイドＮ注１ｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】3988円/1V
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】再発・難治性急性白血病・悪性リンパ腫治療剤
【区分】抗がん剤

シタラビン点滴静注液４００ｍｇ「テバ」 （４００ｍｇ１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】４．２．２　代謝拮抗剤
【一般名】シタラビン
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】1803円/1V
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】再発・難治性急性白血病・悪性リンパ腫治療剤
【区分】抗がん剤

シナジス筋注液１００ｍｇ （１００ｍｇ１ｍＬ１瓶）

注射

【薬効分類】６．２．５　抗ウイルス剤
【一般名】パリビズマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)アストラゼネカ　販)アッヴィ
【薬価】109859円/1V
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】抗ＲＳウイルスヒト化モノクローナル抗体

シナジス筋注液５０ｍｇ （５０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶）

注射

【薬効分類】６．２．５　抗ウイルス剤
【一般名】パリビズマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)アストラゼネカ　販)アッヴィ
【薬価】55518円/1V
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】抗ＲＳウイルスヒト化モノクローナル抗体

ジノプロスト注射液１０００μｇ「Ｆ」 （１ｍｇ１ｍＬ１管）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】ジノプロスト
【先発品】プロスタルモン・Ｆ注射液１０００
【メーカー】製)富士製薬工業
【薬価】236円/1A
【薬価収載日】2015/01/21
【標榜薬効】ＰＧＦ２α製剤

ジピリダモール散１２．５％「ＪＧ」 （１２．５％１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ジピリダモール
【メーカー】製)長生堂製薬　販)日本ジェネリック
【薬価】20.3円/1g
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】冠循環改善剤

ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「タイヨー」 （２５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】１．３．３　鎮暈剤
【一般名】ジフェニドール塩酸塩
【先発品】セファドール錠２５ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】抗めまい剤

シーブリ吸入用カプセル５０μｇ （５０μｇ１カプセル）

外用

【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】グリコピロニウム臭化物
【メーカー】製)ノバルティスファーマ　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】163.3円/1C
【薬価収載日】2012/11/22
【標榜薬効】長時間作用性吸入気管支拡張剤

シプロフロキサシン点滴静注液４００ｍｇ「ニプロ」 （４００ｍｇ２００ｍＬ１袋）

注射 後発

【薬効分類】６．２．４　合成抗菌剤
【一般名】シプロフロキサシン
【先発品】シプロキサン注４００ｍｇ
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】1078円/1袋
【薬価収載日】2017/12/08
【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌剤
【区分】抗生剤
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【先発品】シプロキサン注４００ｍｇ
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】1078円/1袋
【薬価収載日】2017/12/08
【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌剤
【区分】抗生剤

ジフロラゾン酢酸エステルクリーム０．０５％「ＹＤ」 （０．０５％１ｇ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ジフロラゾン酢酸エステル
【先発品】ダイアコートクリーム０．０５％
【メーカー】製)陽進堂
【薬価】8.7円/1g
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

ジフロラゾン酢酸エステル軟膏０．０５％「ＹＤ」 （０．０５％１ｇ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ジフロラゾン酢酸エステル
【先発品】ダイアコート軟膏０．０５％
【メーカー】製)陽進堂
【薬価】8.7円/1g
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

シベレスタットＮａ点滴静注用１００ｍｇ「ニプロ」 （１００ｍｇ１瓶）

注射 後発

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】シベレスタットナトリウム水和物
【先発品】注射用エラスポール１００
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】999円/1V
【薬価収載日】2014/12/12
【標榜薬効】好中球エラスターゼ阻害剤

シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩
【先発品】シベノール錠５０ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】12.4円/1T
【薬価収載日】2007/07/06
【標榜薬効】不整脈治療剤

シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス （２００ｍｇ１ｍＬ１キット）

注射 自注
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】セルトリズマブ　ペゴル（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ユーシービージャパン　販)アステラス製薬
【薬価】58889円/1kit
【薬価収載日】2018/11/28
【標榜薬効】ペグヒト化抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体Ｆａｂ’断片製剤

シムジア皮下注２００ｍｇシリンジ （２００ｍｇ１ｍＬ１筒）

注射 自注
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】セルトリズマブ　ペゴル（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ユーシービージャパン　販)アステラス製薬
【薬価】59251円/1筒
【薬価収載日】2013/02/22
【標榜薬効】ペグヒト化抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体Ｆａｂ’断片製剤

ジメチコン錠４０ｍｇ「ＹＤ」 （４０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．３．１　止しゃ剤，整腸剤
【一般名】ジメチコン
【先発品】ガスコン錠４０ｍｇ，ガスサール錠４０ｍｇ
【メーカー】製)陽進堂　販)日本ジェネリック
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2017/12/08
【標榜薬効】胃腸内ガス駆除剤

ジメチコン内用液２％「ＦＳＫ」 （２％１ｍＬ）

内服 後発

【薬効分類】２．３．１　止しゃ剤，整腸剤
【一般名】ジメチコン
【先発品】ガスコンドロップ内用液２％
【メーカー】製)伏見製薬所
【薬価】3円/1mL
【薬価収載日】2020/12/11
【標榜薬効】胃内有泡性粘液除去剤

ジャディアンス錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】エンパグリフロジン
【メーカー】製)日本ベーリンガーインゲルハイム
【薬価】189円/1T
【薬価収載日】2015/02/24
【標榜薬効】２型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

ジャディアンス錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】エンパグリフロジン
【メーカー】製)日本ベーリンガーインゲルハイム
【薬価】322.7円/1T
【薬価収載日】2015/02/24
【標榜薬効】２型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ （３６０ｍｇ１包）

内服
劇

【薬効分類】３．９．２　解毒剤
【一般名】デフェラシロクス
【メーカー】製)ノバルティスファーマ
【薬価】3390.2円/1包
【薬価収載日】2017/11/29
【標榜薬効】鉄キレート剤

ジャヌビア錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物
【メーカー】製)ＭＳＤ
【薬価】118.1円/1T
【薬価収載日】2009/12/11
【標榜薬効】糖尿病用剤
【区分】糖尿病薬
【粉砕情報】粉砕不可

硝酸イソソルビド注５ｍｇ／１０ｍＬ「タカタ」 （０．０５％１０ｍＬ１管）

注射 後発

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】硝酸イソソルビド
【先発品】ニトロール注５ｍｇ
【メーカー】製)高田製薬
【薬価】153円/1A
【薬価収載日】2014/12/12
【標榜薬効】冠血管拡張剤

硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （４０ｍｇ１枚）

外用 後発

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】硝酸イソソルビド
【先発品】フランドルテープ４０ｍｇ
【メーカー】製)救急薬品工業　販)エルメッド　販)日医工
【薬価】27.1円/1枚
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤

硝酸銀「ホエイ」 （１ｇ）

外用
劇

【薬効分類】２．６．６　皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。）
【一般名】硝酸銀
【メーカー】製)マイラン製薬
【経過措置期限】2020/03/31
【標榜薬効】眼科用殺菌剤

静注用マグネゾール２０ｍＬ （２０ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】１．２．４　鎮けい剤
【一般名】硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖
【メーカー】製)あすか製薬　販)武田薬品工業　販)鳥居薬品
【薬価】395円/1A
【薬価収載日】2005/12/16
【標榜薬効】子癇の発症抑制・治療剤

消毒用エタノール「ケンエー」 （１０ｍＬ）

外用

【薬効分類】２．６．１　外皮用殺菌消毒剤
【一般名】エタノール
【メーカー】製)健栄製薬　販)日本ジェネリック
【薬価】17.7円/10mL
【薬価収載日】1993/10/01
【標榜薬効】殺菌消毒剤
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【薬価】17.7円/10mL
【薬価収載日】1993/10/01
【標榜薬効】殺菌消毒剤

ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ （３．６ｍｇ０．３６ｍＬ１筒）

注射

【薬効分類】３．３．９　その他の血液・体液用薬
【一般名】ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）
【メーカー】製)協和キリン
【薬価】108558円/1筒
【薬価収載日】2014/11/25
【標榜薬効】持続型Ｇ－ＣＳＦ製剤

ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ジラゼプ塩酸塩水和物
【先発品】コメリアンコーワ錠５０
【メーカー】製)日医工
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】心・腎疾患治療剤

ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１カプセル）

内服 後発

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
【先発品】ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】10.1円/1C
【薬価収載日】2010/05/28
【標榜薬効】持続性Ｃａ拮抗剤
【粉砕情報】粉砕不可

ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「サワイ」 （３０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
【先発品】ヘルベッサー錠３０
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2010/05/28
【標榜薬効】Ｃａ拮抗剤
【粉砕情報】粉砕不可

ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
【先発品】ヘルベッサー注射用５０
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】302円/1V
【薬価収載日】2010/05/28
【標榜薬効】Ｃａ拮抗剤

シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】シルニジピン
【先発品】アテレック錠１０
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】18.8円/1T
【薬価収載日】2009/05/15
【標榜薬効】持続性Ｃａ拮抗降圧剤

シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「ＪＧ」 （１００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】３．３．９　その他の血液・体液用薬
【一般名】シロスタゾール
【先発品】プレタールＯＤ錠１００ｍｇ
【メーカー】製)ダイト　販)日本ジェネリック
【薬価】17.2円/1T
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】抗血小板剤

シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （４ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．５．９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
【一般名】シロドシン
【先発品】ユリーフＯＤ錠４ｍｇ
【メーカー】製)第一三共エスファ　販)第一三共
【薬価】17.7円/1T
【薬価収載日】2018/12/14
【標榜薬効】前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬

シングリックス筋注用 （１瓶（溶解液付））

注射
劇

【薬効分類】６．３．１　ワクチン類
【一般名】乾燥組換え帯状疱疹ワクチン（チャイニーズハムスター卵巣細胞由来）
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン

親水クリーム「ホエイ」 （１０ｇ）

外用

【薬効分類】７．１．２　軟膏基剤
【一般名】親水クリーム
【メーカー】製)マイラン製薬　販)ニプロ　販)ファイザー
【薬価】20.8円/10g
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】軟膏基剤

シンビット静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】ニフェカラント塩酸塩
【メーカー】製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬　販)日本シエーリング　販)バイエル薬品　販)ホス
ピーラ・ジャパン
【薬価】4194円/1V
【薬価収載日】2005/06/10
【標榜薬効】不整脈治療剤

シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクター （５０ｍｇ０．５ｍＬ１キット）

注射 自注
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ヤンセンファーマ　販)田辺三菱製薬
【薬価】112293円/1kit
【薬価収載日】2019/05/29
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体製剤

シンポニー皮下注５０ｍｇシリンジ （５０ｍｇ０．５ｍＬ１筒）

注射 自注
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ゴリムマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ヤンセンファーマ　販)田辺三菱製薬
【薬価】113149円/1筒
【薬価収載日】2011/09/12
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体製剤

新レシカルボン坐剤 （１個）

外用

【薬効分類】２．３．５　下剤，浣腸剤
【一般名】炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム
【メーカー】製)京都薬品工業　販)ゼリア新薬工業
【薬価】61.7円/1個
【薬価収載日】1992/07/10
【標榜薬効】便秘治療剤

水溶性ハイドロコートン注射液１００ｍｇ （１００ｍｇ２ｍＬ１瓶）

注射

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム
【メーカー】製)日医工　販)ＭＳＤ
【薬価】347円/1V
【薬価収載日】2004/07/09
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン製剤

水溶性プレドニン２０ｍｇ （２０ｍｇ１管）

注射

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
【メーカー】製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬
【薬価】253円/1A
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

スインプロイク錠０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．３．５　下剤，浣腸剤
【一般名】ナルデメジントシル酸塩
【メーカー】製)塩野義製薬
【薬価】277.1円/1T
【薬価収載日】2017/05/24
【標榜薬効】経口末梢性μオピオイド受容体拮抗薬
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スキサメトニウム注４０「マルイシ」 （２％２ｍＬ１管）

注射
毒

【薬効分類】１．２．２　骨格筋弛緩剤
【一般名】スキサメトニウム塩化物水和物
【メーカー】製)丸石製薬
【薬価】136円/1A
【薬価収載日】2015/09/30
【標榜薬効】筋弛緩剤

スキリージ皮下注７５ｍｇシリンジ０．８３ｍＬ （７５ｍｇ０．８３ｍＬ１筒）

注射
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】リサンキズマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)アッヴィ
【薬価】243807円/1筒
【薬価収載日】2019/05/22
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトＩＬ－２３ｐ１９モノクローナル抗体製剤

スクラルファート顆粒９０％「トーワ」 （９０％１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】スクラルファート水和物
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】6.3円/1g
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】消化性潰瘍治療剤

スタデルムクリーム５％ （５％１ｇ）

外用

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】イブプロフェンピコノール
【メーカー】製)鳥居薬品
【薬価】14.7円/1g
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】非ステロイド系消炎・鎮痛剤

スチックゼノールＡ （１０ｇ）

外用

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤
【メーカー】製)三笠製薬
【薬価】42.5円/10g
【薬価収載日】1994/07/08
【標榜薬効】鎮痛・消炎剤

スチバーガ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】レゴラフェニブ水和物
【メーカー】製)バイエル薬品
【薬価】5682.6円/1T
【薬価収載日】2013/05/24
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

スーテントカプセル１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１カプセル）

内服
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】スニチニブリンゴ酸塩
【メーカー】製)ファイザー　販)ファイザー製薬
【薬価】7282.5円/1C
【薬価収載日】2008/06/13
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

ストミンＡ配合錠 （１錠）

内服

【薬効分類】１．３．２　耳鼻科用剤
【一般名】ニコチン酸アミド・パパベリン塩酸塩
【メーカー】製)ゾンネボード製薬
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】耳鳴緩和剤

ストロカイン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】オキセサゼイン
【メーカー】製)サンノーバ　販)エーザイ
【薬価】5.8円/1T
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】消化管粘膜局所麻酔剤
【粉砕情報】粉砕不可

【メーカー】製)サンノーバ　販)エーザイ
【薬価】5.8円/1T
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】消化管粘膜局所麻酔剤
【粉砕情報】粉砕不可

ストロメクトール錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】６．４．２　駆虫剤
【一般名】イベルメクチン
【メーカー】製)ＭＳＤ　販)マルホ
【薬価】632.9円/1T
【薬価収載日】2002/12/06
【標榜薬効】駆虫剤

スピオルトレスピマット２８吸入 （２８吸入１キット）

外用

【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩
【メーカー】製)日本ベーリンガーインゲルハイム
【薬価】3427.7円/1kit
【薬価収載日】2015/11/26
【標榜薬効】ＣＯＰＤ治療配合剤

スピラゾン軟膏０．３％ （０．３％１ｇ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル
【先発品】リドメックスコーワ軟膏０．３％
【メーカー】製)岩城製薬
【薬価】8.7円/1g
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

スピラゾンローション０．３％ （０．３％１ｇ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル
【先発品】リドメックスコーワローション０．３％
【メーカー】製)岩城製薬
【薬価】8.7円/1g
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 （１５０μｇ１キット）

外用

【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】チオトロピウム臭化物水和物
【メーカー】製)日本ベーリンガーインゲルハイム
【薬価】3947.3円/1kit
【薬価収載日】2010/04/23
【標榜薬効】長時間作用性吸入気管支拡張剤

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」 （２５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．３　利尿剤
【一般名】スピロノラクトン
【先発品】アルダクトンＡ錠２５ｍｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】抗アルドステロン性利尿・降圧剤

スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１カプセル）

内服 後発

【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】スプラタストトシル酸塩
【先発品】アイピーディカプセル１００
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】17.6円/1C
【薬価収載日】2007/07/06
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

スプリセル錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】ダサチニブ水和物
【メーカー】製)ブリストル・マイヤーズスクイブ
【薬価】9509.4円/1T
【薬価収載日】2009/03/13
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可
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スープレン吸入麻酔液 （１ｍＬ）

外用
劇

【薬効分類】１．１．１　全身麻酔剤
【一般名】デスフルラン
【メーカー】製)バクスター
【薬価】40.3円/1mL
【薬価収載日】2011/07/19
【標榜薬効】全身吸入麻酔剤

スベニールディスポ関節注２５ｍｇ （１％２．５ｍＬ１筒）

注射

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【メーカー】製)中外製薬
【薬価】795円/1筒
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】関節機能改善剤

スポンゼル （１０ｃｍ×７ｃｍ１枚）

外用

【薬効分類】３．３．２　止血剤
【一般名】ゼラチン
【メーカー】製)ＬＴＬファーマ　販)アステラス製薬
【薬価】756.6円/1枚
【標榜薬効】止血用ゼラチンスポンジ

スマイラフ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ペフィシチニブ臭化水素酸塩
【メーカー】製)アステラス製薬
【薬価】1616.2円/1T
【薬価収載日】2019/05/22
【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ（ＪＡＫ）阻害剤
【粉砕情報】粉砕不可

スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＹＤ」 （５０ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．１．６　血管収縮剤
【一般名】スマトリプタンコハク酸塩
【先発品】イミグラン錠５０
【メーカー】製)陽進堂
【薬価】177.4円/1T
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】片頭痛治療剤

スルピリド錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】スルピリド
【先発品】ドグマチール錠１００ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】6.4円/1T
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】精神神経用剤

スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】スルピリド
【先発品】ドグマチール錠５０ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】6.4円/1T
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】抗潰瘍・精神用剤

スルプロチン軟膏１％ （１％１ｇ）

外用

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】スプロフェン
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業　販)日本ケミファ
【薬価】17.9円/1g
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】非ステロイド系抗炎症外用剤

生食注キット「フソー」 （５０ｍＬ１キット）

注射 後発

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】生理食塩液
【メーカー】製)扶桑薬品工業
【薬価】178円/1kit
【薬価収載日】2009/11/13
【標榜薬効】生理食塩液

【薬価】178円/1kit
【薬価収載日】2009/11/13
【標榜薬効】生理食塩液

生食注シリンジ「オーツカ」２０ｍＬ （２０ｍＬ１筒）

注射 後発

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】生理食塩液
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】99円/1筒
【薬価収載日】2008/11/07
【標榜薬効】生理食塩液

生食注シリンジ「オーツカ」５ｍＬ （５ｍＬ１筒）

注射 後発

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】生理食塩液
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】97円/1筒
【薬価収載日】2006/07/07
【標榜薬効】生理食塩液

生理食塩液ＰＬ「フソー」 （２０ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】生理食塩液
【メーカー】製)扶桑薬品工業
【薬価】62円/1A
【薬価収載日】2007/12/25
【標榜薬効】生理食塩液

生理食塩液ＰＬ「フソー」 （１００ｍＬ１瓶）

注射

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】生理食塩液
【メーカー】製)扶桑薬品工業
【薬価】132円/1V
【薬価収載日】2007/12/25
【標榜薬効】生理食塩液

生理食塩液ＰＬ「フソー」 （２Ｌ１袋）

注射

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】生理食塩液
【メーカー】製)扶桑薬品工業
【薬価】416円/1袋
【薬価収載日】2007/12/25
【標榜薬効】生理食塩液

生理食塩液バッグ「フソー」 （５００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】生理食塩液
【メーカー】製)扶桑薬品工業
【薬価】193円/1袋
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】生理食塩液

生理食塩液バッグ「フソー」 （２５０ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】生理食塩液
【メーカー】製)扶桑薬品工業
【薬価】164円/1袋
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】生理食塩液

赤十字アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ （２５％５０ｍＬ１瓶）

注射
特生

【薬効分類】６．３．４　血液製剤類
【一般名】人血清アルブミン
【メーカー】製)日本血液製剤機構　販)日本赤十字社
【薬価】4193円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】血漿分画製剤

セチリジン塩酸塩ドライシロップ１．２５％「日医工」 （１．２５％１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】セチリジン塩酸塩
【先発品】ジルテックドライシロップ１．２５％
【メーカー】製)日医工
【薬価】90.6円/1g
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】持続性選択Ｈ１受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
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【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】持続性選択Ｈ１受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

セパゾン錠１ （１ｍｇ１錠）

内服
精３

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】クロキサゾラム
【メーカー】製)アルフレッサファーマ　販)第一三共
【薬価】5.7円/1T
【標榜薬効】マイナートランキライザー

セパミット－Ｒカプセル１０ （１０ｍｇ１カプセル）

内服
劇

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ニフェジピン
【メーカー】製)日本ジェネリック　販)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ　販)日本オルガノン
【薬価】11.3円/1C
【標榜薬効】カルシウム拮抗剤
【粉砕情報】粉砕不可

セファクロルカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 （２５０ｍｇ１カプセル）

内服

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】セファクロル
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】54.7円/1C
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

セファクロル細粒１０％「日医工」 （１００ｍｇ１ｇ）

内服

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】セファクロル
【メーカー】製)日医工
【薬価】44.3円/1g
【薬価収載日】2012/06/01
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 （１ｇ１瓶）

注射

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】セファゾリンナトリウム
【メーカー】製)日医工
【薬価】263円/1V
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】合成セファロスポリン系抗生物質
【区分】抗生剤

セファランチン末１％ （１％１ｇ）

内服

【薬効分類】２．９．０　その他の個々の器官系用医薬品
【一般名】セファランチン
【メーカー】製)メディサ新薬　販)化研生薬
【薬価】52.7円/1g
【薬価収載日】2001/09/07
【標榜薬効】抗アレルギー剤

セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」 （１ｇ１瓶）

注射 後発

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】セフェピム塩酸塩水和物
【先発品】注射用マキシピーム１ｇ
【メーカー】製)サンド　販)ニプロ
【薬価】395円/1V
【薬価収載日】2009/11/13
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

セフォタックス注射用１ｇ （１ｇ１瓶）

注射

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】セフォタキシムナトリウム
【メーカー】製)日医工　販)中外製薬
【薬価】603円/1V
【薬価収載日】2001/09/07
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

セフジニル細粒小児用１０％「ＪＧ」 （１００ｍｇ１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】セフジニル
【先発品】セフゾン細粒小児用１０％
【メーカー】製)長生堂製薬　販)日本ジェネリック
【薬価】41円/1g
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】セフェム系製剤
【区分】抗生剤

セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 （１ｇ１瓶）

注射 後発

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】セフタジジム水和物
【先発品】モダシン静注用１ｇ
【メーカー】製)マイラン製薬　販)ファイザー
【薬価】311円/1V
【薬価収載日】2008/02/01
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日医工」 （１ｇ１瓶）

注射 後発

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】セフトリアキソンナトリウム水和物
【先発品】ロセフィン静注用１ｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】250円/1V
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 （１ｇ１瓶）

注射

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】セフメタゾールナトリウム
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】441円/1V
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】セファマイシン系抗生物質
【区分】抗生剤

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 （１ｍＬ）

外用 後発
劇

【薬効分類】１．１．１　全身麻酔剤
【一般名】セボフルラン
【先発品】セボフレン吸入麻酔液
【メーカー】製)日興製薬　販)丸石製薬
【薬価】31.4円/1mL
【薬価収載日】2016/12/09
【標榜薬効】全身吸入麻酔剤

セララ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】エプレレノン
【メーカー】製)ヴィアトリス製薬　販)ファイザー
【薬価】36.7円/1T
【薬価収載日】2007/09/21
【標榜薬効】選択的アルドステロンブロッカー

セルトラリン錠２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】セルトラリン塩酸塩
【先発品】ジェイゾロフト錠２５ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】12.5円/1T
【薬価収載日】2015/12/11
【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤

ゼルフォーム （２ｃｍ×６ｃｍ×０．７ｃｍ１枚）

外用

【薬効分類】３．３．２　止血剤
【一般名】ゼラチン
【メーカー】製)ファイザー　販)カビ・ファルマシア
【薬価】177.5円/1枚
【標榜薬効】滅菌吸収性ゼラチンスポンジ

ゼルヤンツ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】トファシチニブクエン酸塩
【メーカー】製)ファイザー　販)武田薬品工業
【薬価】2659.9円/1T
【薬価収載日】2013/05/24
【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ（ＪＡＫ）阻害剤
【粉砕情報】粉砕不可
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【薬価収載日】2013/05/24
【標榜薬効】ヤヌスキナーゼ（ＪＡＫ）阻害剤
【粉砕情報】粉砕不可

セレキノン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】トリメブチンマレイン酸塩
【メーカー】製)田辺三菱製薬
【薬価】11.5円/1T
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】消化管運動調律剤

セレギリン塩酸塩錠２．５ｍｇ「アメル」 （２．５ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．６　抗パーキンソン剤
【一般名】セレギリン塩酸塩
【メーカー】製)共和薬品工業
【薬価】149.6円/1T
【薬価収載日】2006/07/07
【標榜薬効】パーキンソン病治療剤

セレコキシブ錠１００ｍｇ「ファイザー」 （１００ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】セレコキシブ
【先発品】セレコックス錠１００ｍｇ
【メーカー】製)ファイザーＵＰＪ　販)ヴィアトリス製薬　販)ファイザー
【薬価】13.8円/1T
【薬価収載日】2020/06/19
【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

セレコキシブ錠２００ｍｇ「ファイザー」 （２００ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】セレコキシブ
【先発品】セレコックス錠２００ｍｇ
【メーカー】製)ファイザーＵＰＪ　販)ヴィアトリス製薬　販)ファイザー
【薬価】21.2円/1T
【薬価収載日】2020/06/19
【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

セレニカＲ顆粒４０％ （４０％１ｇ）

内服

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【メーカー】製)興和　販)田辺三菱製薬　販)日研化学　販)三菱ウェルファーマ
【薬価】25.6円/1g
【薬価収載日】2005/12/16
【標榜薬効】抗てんかん，躁状態，片頭痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 （１２ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．３．５　下剤，浣腸剤
【一般名】センノシド
【先発品】プルゼニド錠１２ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】5.1円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】緩下剤

ソセゴン注射液１５ｍｇ （１５ｍｇ１管）

注射
劇 精２

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】ペンタゾシン
【メーカー】製)丸石製薬　販)アステラス製薬
【薬価】59円/1A
【標榜薬効】鎮痛剤

ゾニサミド散２０％「アメル」 （２０％１ｇ）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】ゾニサミド
【先発品】エクセグラン散２０％
【メーカー】製)共和薬品工業
【薬価】27.8円/1g
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】抗てんかん剤

ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」 （１００ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】ゾニサミド
【先発品】エクセグラン錠１００ｍｇ
【メーカー】製)共和薬品工業
【薬価】13.2円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】抗てんかん剤

ゾピクロン錠７．５ｍｇ「トーワ」 （７．５ｍｇ１錠）

内服 後発
精３

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】ゾピクロン
【先発品】アモバン錠７．５
【メーカー】製)東和薬品　販)和薬
【薬価】6.5円/1T
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】睡眠障害改善剤

ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ （（１０．８ｍｇ）１０ｃｍ×１０ｃｍ１枚）

外用

【薬効分類】２．６．３　化膿性疾患用剤
【一般名】フラジオマイシン硫酸塩
【メーカー】製)テイカ製薬　販)サノフィ
【薬価】54.1円/1枚
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】化膿性疾患用剤
【区分】抗生剤

ソフラチュール貼付剤３０ｃｍ （（３２．４ｍｇ）１０ｃｍ×３０ｃｍ１枚）

外用

【薬効分類】２．６．３　化膿性疾患用剤
【一般名】フラジオマイシン硫酸塩
【メーカー】製)テイカ製薬　販)サノフィ
【薬価】131.8円/1枚
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】化膿性疾患用剤
【区分】抗生剤

ソマチュリン皮下注１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１筒）

注射
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】ランレオチド酢酸塩
【メーカー】製)帝人ファーマ
【薬価】309446円/1筒
【薬価収載日】2012/11/22
【標榜薬効】持続性ソマトスタチンアナログ徐放性製剤
【区分】抗がん剤

ゾラデックス３．６ｍｇデポ （３．６ｍｇ１筒（ゴセレリンとして））

注射
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】ゴセレリン酢酸塩
【メーカー】製)アストラゼネカ
【薬価】26576円/1筒
【標榜薬効】ＬＨ－ＲＨアゴニスト
【区分】抗がん剤

ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ （１０．８ｍｇ１筒（ゴセレリンとして））

注射
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】ゴセレリン酢酸塩
【メーカー】製)アストラゼネカ
【薬価】45350円/1筒
【薬価収載日】2002/04/26
【標榜薬効】ＬＨ－ＲＨアゴニスト
【区分】抗がん剤

ソランタール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】チアラミド塩酸塩
【メーカー】製)ＬＴＬファーマ　販)アステラス製薬　販)藤沢薬品工業
【薬価】10.1円/1T
【標榜薬効】鎮痛・抗炎症剤
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ソルアセトＤ輸液 （５００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】ブドウ糖加酢酸リンゲル液
【メーカー】製)テルモ
【薬価】197円/1袋
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】細胞外液補充液

ソルアセトＦ輸液 （５００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】酢酸リンゲル液
【メーカー】製)テルモ
【薬価】189円/1袋
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】酢酸リンゲル液

ソルデム１輸液 （５００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】開始液
【メーカー】製)テルモ
【薬価】155円/1袋
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】開始液

ソルデム１輸液 （２００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】開始液
【メーカー】製)テルモ
【薬価】124円/1袋
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】開始液

ソルデム３ＡＧ輸液 （５００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】維持液
【メーカー】製)テルモ
【薬価】160円/1袋
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】維持液７．５％糖加

ソルデム３ＡＧ輸液 （２００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】維持液
【メーカー】製)テルモ
【薬価】146円/1袋
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】維持液７．５％糖加

ソルデム３Ａ輸液 （５００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】維持液
【メーカー】製)テルモ
【薬価】155円/1袋
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】維持液

ソルデム３Ａ輸液 （２００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】維持液
【メーカー】製)テルモ
【薬価】155円/1袋
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】維持液

ソルデム６輸液 （５００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】術後回復液
【メーカー】製)テルモ
【薬価】183円/1袋
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】術後回復液

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ （１キット）

注射 自注
劇

【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】インスリン　デグルデク（遺伝子組換え）・リラグルチド（遺伝子組換え）配合剤
【メーカー】製)ノボノルディスクファーマ
【薬価】5121円/1kit
【薬価収載日】2019/09/04
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ／ヒトＧＬＰ－１アナログ製剤
【区分】糖尿病薬

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠）

内服 後発
精３

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】入眠剤

ソル・メドロール静注用１０００ｍｇ （１ｇ１瓶（溶解液付））

注射

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】3421円/1V
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１瓶（溶解液付））

注射

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】652円/1V
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

ソル・メドロール静注用４０ｍｇ （４０ｍｇ１瓶（溶解液付））

注射

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】316円/1V
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

ソル・メドロール静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶（溶解液付））

注射

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】1902円/1V
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

ゾレア皮下注１５０ｍｇシリンジ （１５０ｍｇ１ｍＬ１筒）

注射 自注
劇

【薬効分類】２．２．９　その他の呼吸器官用薬
【一般名】オマリズマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ノバルティスファーマ
【薬価】29147円/1筒
【薬価収載日】2019/05/29
【標榜薬効】気管支喘息・季節性アレルギー性鼻炎・慢性蕁麻疹治療剤

ゾレア皮下注７５ｍｇシリンジ （７５ｍｇ０．５ｍＬ１筒）

注射 自注
劇

【薬効分類】２．２．９　その他の呼吸器官用薬
【一般名】オマリズマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ノバルティスファーマ
【薬価】14812円/1筒
【薬価収載日】2019/05/29
【標榜薬効】気管支喘息・季節性アレルギー性鼻炎・慢性蕁麻疹治療剤

ダイアップ坐剤４ （４ｍｇ１個）

外用
精３

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】ジアゼパム
【メーカー】製)高田製薬　販)アサヒグループ食品
【薬価】54.1円/1個
【薬価収載日】1992/08/28
【標榜薬効】小児用抗けいれん剤
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【薬価収載日】1992/08/28
【標榜薬効】小児用抗けいれん剤

ダイアップ坐剤６ （６ｍｇ１個）

外用
精３

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】ジアゼパム
【メーカー】製)高田製薬　販)アサヒグループ食品
【薬価】62.1円/1個
【薬価収載日】1992/08/28
【標榜薬効】小児用抗けいれん剤

ダイアモックス錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．１．３　利尿剤
【一般名】アセタゾラミド
【メーカー】製)三和化学研究所
【薬価】20.4円/1T
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】炭酸脱水酵素抑制剤

ダイアモックス注射用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶）

注射

【薬効分類】２．１．３　利尿剤
【一般名】アセタゾラミドナトリウム
【メーカー】製)三和化学研究所
【薬価】514円/1V
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】炭酸脱水酵素抑制剤

ダイフェン配合錠 （１錠）

内服

【薬効分類】６．２．９　その他の化学療法剤
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム
【メーカー】製)鶴原製薬　販)和薬
【薬価】14.6円/1T
【薬価収載日】2009/08/24
【標榜薬効】合成抗菌剤
【区分】抗生剤

ダイメジン・マルチ注 （１瓶）

注射 後発

【薬効分類】３．１．７　混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）
【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤
【メーカー】製)日医工ファーマ　販)日医工
【薬価】196円/1V
【薬価収載日】1996/07/05
【標榜薬効】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

ダウノマイシン静注用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．３　抗腫瘍性抗生物質製剤
【一般名】ダウノルビシン塩酸塩
【メーカー】製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】1402円/1V
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】抗白血病・抗悪性腫瘍抗生物質製剤
【区分】抗がん剤

ダカルバジン注用１００ （１００ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．１　アルキル化剤
【一般名】ダカルバジン
【メーカー】製)サンドファーマ　販)協和キリン　販)サンド
【薬価】3059円/1V
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

タグリッソ錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】オシメルチニブメシル酸塩
【メーカー】製)アストラゼネカ
【薬価】20719.4円/1T
【薬価収載日】2016/05/25
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

タクロリムスカプセル０．５ｍｇ「ニプロ」 （０．５ｍｇ１カプセル）

内服 後発
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】タクロリムス水和物
【先発品】プログラフカプセル０．５ｍｇ
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】114.4円/1C
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】免疫抑制剤
【粉砕情報】粉砕不可

タクロリムスカプセル１ｍｇ「ニプロ」 （１ｍｇ１カプセル）

内服 後発
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】タクロリムス水和物
【先発品】プログラフカプセル１ｍｇ
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】199.8円/1C
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】免疫抑制剤
【粉砕情報】粉砕不可

タクロリムス軟膏０．１％「タカタ」 （０．１％１ｇ）

外用 後発
劇

【薬効分類】２．６．９　その他の外皮用薬
【一般名】タクロリムス水和物
【先発品】プロトピック軟膏０．１％
【メーカー】製)高田製薬
【薬価】40.4円/1g
【薬価収載日】2012/06/22
【標榜薬効】アトピー性皮膚炎治療剤

タケキャブ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩
【メーカー】製)武田薬品工業
【薬価】105.3円/1T
【薬価収載日】2015/02/24
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

タケキャブ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩
【メーカー】製)武田薬品工業
【薬価】157.9円/1T
【薬価収載日】2015/02/24
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

タケプロン静注用３０ｍｇ （３０ｍｇ１瓶）

注射

【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】ランソプラゾール
【メーカー】製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業
【薬価】357円/1V
【薬価収載日】2006/12/01
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

タシグナカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル）

内服
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】ニロチニブ塩酸塩水和物
【メーカー】製)ノバルティスファーマ
【薬価】3656円/1C
【薬価収載日】2011/03/18
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

タゾピペ配合静注用２．２５「ニプロ」 （（２．２５ｇ）１瓶）

注射 後発

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム
【先発品】ゾシン静注用２．２５
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】395円/1V
【薬価収載日】2015/12/11
【標榜薬効】β－ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
【区分】抗生剤
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タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」 （（４．５ｇ）１瓶）

注射 後発

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム
【先発品】ゾシン静注用４．５
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】610円/1V
【薬価収載日】2015/12/11
【標榜薬効】β－ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
【区分】抗生剤

タダラフィル錠２０ｍｇＡＤ「ＴＥ」 （２０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】タダラフィル
【先発品】アドシルカ錠２０ｍｇ
【メーカー】製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬
【薬価】581.5円/1T
【薬価収載日】2021/06/18
【標榜薬効】ホスホジエステラーゼ５阻害剤

タナドーパ顆粒７５％ （７５％１ｇ）

内服
劇

【薬効分類】２．１．１　強心剤
【一般名】ドカルパミン
【メーカー】製)田辺三菱製薬
【薬価】339.8円/1g
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】ドパミンプロドラッグ

ダーブロック錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ダプロデュスタット
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン　販)協和キリン
【薬価】179.7円/1T
【薬価収載日】2020/08/26
【標榜薬効】ＨＩＦ－ＰＨ阻害薬

タペンタ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

内服
麻 劇

【薬効分類】８．２．１　合成麻薬
【一般名】タペンタドール塩酸塩
【メーカー】製)ヤンセンファーマ　販)ムンディファーマ
【薬価】399円/1T
【薬価収載日】2014/05/23
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

タペンタ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

内服
麻 劇

【薬効分類】８．２．１　合成麻薬
【一般名】タペンタドール塩酸塩
【メーカー】製)ヤンセンファーマ　販)ムンディファーマ
【薬価】110.7円/1T
【薬価収載日】2014/05/23
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

タミフルカプセル７５ （７５ｍｇ１カプセル）

内服

【薬効分類】６．２．５　抗ウイルス剤
【一般名】オセルタミビルリン酸塩
【メーカー】製)中外製薬　販)日本ロシュ
【薬価】242.2円/1C
【薬価収載日】2001/02/02
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「明治」 （０．２ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．５．９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
【一般名】タムスロシン塩酸塩
【先発品】ハルナールＤ錠０．２ｍｇ
【メーカー】製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】21.4円/1T
【薬価収載日】2010/11/19
【標榜薬効】前立腺肥大症排尿障害改善剤
【粉砕情報】粉砕不可

タモキシフェン錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】タモキシフェンクエン酸塩
【先発品】ノルバデックス錠２０ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬　販)日本ジェネリック
【薬価】38.8円/1T
【薬価収載日】2011/06/24
【標榜薬効】抗乳癌剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

ダラキューロ配合皮下注 （１５ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】ダラツムマブ（遺伝子組換え）・ボルヒアルロニダーゼ　アルファ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ヤンセンファーマ
【薬価】445064円/1V
【薬価収載日】2021/05/19
【標榜薬効】ヒト型抗ＣＤ３８モノクローナル抗体／ヒアルロン酸分解酵素配合剤
【区分】抗がん剤

ダラザレックス点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ５ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】ダラツムマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ヤンセンファーマ
【薬価】52262円/1V
【薬価収載日】2017/11/22
【標榜薬効】ヒト型抗ＣＤ３８モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

ダラザレックス点滴静注４００ｍｇ （４００ｍｇ２０ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】ダラツムマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ヤンセンファーマ
【薬価】187970円/1V
【薬価収載日】2017/11/22
【標榜薬効】ヒト型抗ＣＤ３８モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

ダラシンカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル）

内服

【薬効分類】６．１．１　主としてグラム陽性菌に作用するもの
【一般名】クリンダマイシン塩酸塩
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】23.8円/1C
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】リンコマイシン系抗生物質
【区分】抗生剤

タリージェ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
【メーカー】製)第一三共
【薬価】138.8円/1T
【薬価収載日】2019/02/26
【標榜薬効】末梢性神経障害性疼痛治療剤

タリージェ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】ミロガバリンベシル酸塩
【メーカー】製)第一三共
【薬価】100.4円/1T
【薬価収載日】2019/02/26
【標榜薬効】末梢性神経障害性疼痛治療剤

タリムス点眼液０．１％ （０．１％５ｍＬ１瓶）

外用
劇

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】タクロリムス水和物
【メーカー】製)千寿製薬　販)武田薬品工業
【薬価】9785.3円/1V
【薬価収載日】2008/04/18
【標榜薬効】春季カタル治療剤

タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 （５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】タルチレリン水和物
【先発品】セレジストＯＤ錠５ｍｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】292.5円/1T
【薬価収載日】2012/06/22
【標榜薬効】脊髄小脳変性症治療剤
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【薬価】292.5円/1T
【薬価収載日】2012/06/22
【標榜薬効】脊髄小脳変性症治療剤

ダルテパリンＮａ静注５千単位／５ｍＬ「ＨＫ」 （５０００低分子ヘパリン国際単
位１瓶）

注射 後発

【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】ダルテパリンナトリウム
【先発品】フラグミン静注５０００単位／５ｍＬ
【メーカー】製)光製薬
【薬価】479円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】血液凝固阻止剤

ダルベポエチン アルファ注１０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （１０μｇ０．５ｍＬ１筒）

注射 後発
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）
【先発品】ネスプ注射液１０μｇプラシリンジ
【メーカー】製)協和キリンフロンティア　販)協和キリン
【薬価】1125円/1筒
【薬価収載日】2019/06/14
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ダルベポエチン アルファ注１２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （１２０μｇ０．５ｍＬ１筒）

注射 後発
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）
【先発品】ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ
【メーカー】製)協和キリンフロンティア　販)協和キリン
【薬価】8931円/1筒
【薬価収載日】2019/06/14
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ダルベポエチン アルファ注１８０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （１８０μｇ０．５ｍＬ１筒）

注射 後発
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）
【先発品】ネスプ注射液１８０μｇプラシリンジ
【メーカー】製)協和キリンフロンティア　販)協和キリン
【薬価】12113円/1筒
【薬価収載日】2019/06/14
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ダルベポエチン アルファ注２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （２０μｇ０．５ｍＬ１筒）

注射 後発
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）
【先発品】ネスプ注射液２０μｇプラシリンジ
【メーカー】製)協和キリンフロンティア　販)協和キリン
【薬価】1972円/1筒
【薬価収載日】2019/06/14
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ダルベポエチン アルファ注３０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （３０μｇ０．５ｍＬ１筒）

注射 後発
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）
【先発品】ネスプ注射液３０μｇプラシリンジ
【メーカー】製)協和キリンフロンティア　販)協和キリン
【薬価】2825円/1筒
【薬価収載日】2019/06/14
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ダルベポエチン アルファ注６０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 （６０μｇ０．５ｍＬ１筒）

注射 後発
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）
【先発品】ネスプ注射液６０μｇプラシリンジ
【メーカー】製)協和キリンフロンティア　販)協和キリン
【薬価】4975円/1筒
【薬価収載日】2019/06/14
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

炭酸水素ナトリウム「ケンエー」 （１０ｇ）

内服

【薬効分類】２．３．４　制酸剤
【一般名】炭酸水素ナトリウム
【メーカー】製)健栄製薬
【薬価】7.3円/10g
【標榜薬効】制酸剤

炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「イセイ」 （２５０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】炭酸ランタン水和物
【先発品】ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ
【メーカー】製)コーアイセイ
【薬価】52.9円/1T
【薬価収載日】2018/06/15
【標榜薬効】高リン血症治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

炭酸リチウム錠２００「ヨシトミ」 （２００ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】炭酸リチウム
【先発品】リーマス錠２００
【メーカー】製)全星薬品工業　販)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ
【薬価】6円/1T
【薬価収載日】2000/07/07
【標榜薬効】躁病・躁状態治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

単シロップ （１０ｍＬ）

内服

【薬効分類】７．１．４　矯味，矯臭，着色剤
【一般名】単シロップ
【メーカー】製)丸石製薬
【薬価】6.8円/10mL
【標榜薬効】矯味剤

タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】タンドスピロンクエン酸塩
【先発品】セディール錠１０ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品　販)和薬
【薬価】11.8円/1T
【薬価収載日】2007/07/06
【標榜薬効】セロトニン作動性抗不安剤

ダントリウム静注用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶）

注射

【薬効分類】１．２．２　骨格筋弛緩剤
【一般名】ダントロレンナトリウム水和物
【メーカー】製)オーファンパシフィック　販)アステラス製薬
【薬価】9131円/1V
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】悪性高熱症・悪性症候群治療剤

タンニン酸アルブミン「ＮｉｋＰ」 （１ｇ）

内服

【薬効分類】２．３．１　止しゃ剤，整腸剤
【一般名】タンニン酸アルブミン
【メーカー】製)日医工　販)岩城製薬
【薬価】7円/1g
【薬価収載日】2012/06/01
【標榜薬効】止瀉剤

チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 （２５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】チアプリド塩酸塩
【先発品】グラマリール錠２５ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬　販)日本ジェネリック
【薬価】7.9円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】チアプリド製剤

チウラジール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．４．３　甲状腺，副甲状腺ホルモン剤
【一般名】プロピルチオウラシル
【メーカー】製)ニプロＥＳファーマ　販)田辺三菱製薬
【薬価】9.8円/1T
【薬価収載日】2008/12/22
【標榜薬効】抗甲状腺剤
【区分】甲状腺薬

チザニジン錠１ｍｇ「ＮＰＩ」 （１ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】１．２．４　鎮けい剤
【一般名】チザニジン塩酸塩
【先発品】テルネリン錠１ｍｇ
【メーカー】製)日本薬品工業　販)日本ケミファ
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2019/12/13
【標榜薬効】筋緊張緩和剤
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【先発品】テルネリン錠１ｍｇ
【メーカー】製)日本薬品工業　販)日本ケミファ
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2019/12/13
【標榜薬効】筋緊張緩和剤

チモロールＸＥ点眼液０．５％「杏林」 （０．５％１ｍＬ）

外用 後発

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】チモロールマレイン酸塩
【先発品】チモプトールＸＥ点眼液０．５％
【メーカー】製)キョーリンリメディオ　販)杏林製薬
【薬価】273円/1mL
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】持続性緑内障・高眼圧症治療剤

注射用イホマイド１ｇ （１ｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．１　アルキル化剤
【一般名】イホスファミド
【メーカー】製)塩野義製薬
【薬価】2509円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

注射用エンドキサン５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．１　アルキル化剤
【一般名】シクロホスファミド水和物
【メーカー】製)塩野義製薬
【薬価】1200円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

注射用サイメリン１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．１　アルキル化剤
【一般名】ラニムスチン
【メーカー】製)ニプロＥＳファーマ　販)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ　販)三菱東京製薬
【薬価】20209円/1V
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

注射用水ＰＬ「フソー」 （２０ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】７．１．３　溶解剤
【一般名】注射用水
【メーカー】製)扶桑薬品工業　販)光製薬
【薬価】62円/1A
【薬価収載日】2008/06/23
【標榜薬効】注射用水

注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位 （１００万単位１瓶）

注射

【薬効分類】６．１．１　主としてグラム陽性菌に作用するもの
【一般名】ベンジルペニシリンカリウム
【メーカー】製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】323円/1V
【薬価収載日】2003/10/30
【標榜薬効】ペニシリン系抗生物質製剤
【区分】抗生剤

注射用メソトレキセート５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．２　代謝拮抗剤
【一般名】メトトレキサート
【メーカー】製)ファイザー　販)武田薬品工業
【薬価】2246円/1V
【標榜薬効】葉酸代謝拮抗剤
【区分】抗がん剤

注射用メソトレキセート５ｍｇ （５ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．２　代謝拮抗剤
【一般名】メトトレキサート
【メーカー】製)ファイザー　販)武田薬品工業
【薬価】666円/1V
【標榜薬効】葉酸代謝拮抗剤
【区分】抗がん剤

調剤用パンビタン末 （１ｇ）

内服

【薬効分類】３．１．７　混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）
【一般名】レチノール・カルシフェロール配合剤
【メーカー】製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業
【薬価】6.3円/1g
【標榜薬効】総合ビタミン剤

チラーヂンＳ錠１２．５μｇ （１２．５μｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】２．４．３　甲状腺，副甲状腺ホルモン剤
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物
【メーカー】製)あすか製薬　販)武田薬品工業
【薬価】9.8円/1T
【薬価収載日】2012/06/22
【標榜薬効】甲状腺ホルモン剤
【区分】甲状腺薬

チラーヂンＳ錠５０μｇ （５０μｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】２．４．３　甲状腺，副甲状腺ホルモン剤
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物
【メーカー】製)あすか製薬　販)武田薬品工業
【薬価】9.8円/1T
【薬価収載日】2012/06/22
【標榜薬効】甲状腺ホルモン剤
【区分】甲状腺薬

沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」 （５００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】沈降炭酸カルシウム
【先発品】カルタン錠５００
【メーカー】製)三和化学研究所
【薬価】5.8円/1T
【薬価収載日】2009/05/15
【標榜薬効】高リン血症治療剤

沈降破傷風トキソイド「生研」 （０．５ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】６．３．２　毒素及びトキソイド類
【一般名】沈降破傷風トキソイド
【メーカー】製)デンカ　販)アステラス製薬　販)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ
【薬価】644円/1V
【標榜薬効】トキソイド類

ツイミーグ錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】イメグリミン塩酸塩
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】34.4円/1T
【薬価収載日】2021/08/12
【標榜薬効】糖尿病用剤
【区分】糖尿病薬

ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

内服

【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】葛根湯エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】8.3円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

内服

【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】加味逍遙散エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】16.1円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

内服

【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】桂枝加芍薬湯エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】7.6円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬
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【区分】漢方薬

ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

内服

【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】桂枝茯苓丸エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】8.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

内服

【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】牛車腎気丸エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】10.7円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

内服

【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】芍薬甘草湯エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】6.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

内服

【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】十全大補湯エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】18.6円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

内服

【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】小柴胡湯加桔梗石膏エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】37.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

内服

【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】小青竜湯エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】13円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

内服

【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】大建中湯エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

内服

【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】当帰芍薬散エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

内服

【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】麦門冬湯エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】16.7円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

内服

【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】八味地黄丸エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】9.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

内服

【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】半夏瀉心湯エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】22.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

内服

【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】麻黄湯エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】7.6円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

内服

【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】抑肝散エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】10.7円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

内服

【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】抑肝散加陳皮半夏エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】14.6円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）

内服

【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】六君子湯エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】18.3円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

ツルバダ配合錠 （１錠）

内服
劇

【薬効分類】６．２．５　抗ウイルス剤
【一般名】エムトリシタビン・テノホビル　ジソプロキシルフマル酸塩
【メーカー】製)ギリアド・サイエンシズ　販)鳥居薬品
【薬価】2509円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＨＭＴ」 （０．５ｍｇ１枚）

外用 後発

【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】ツロブテロール
【メーカー】製)久光製薬
【薬価収載日】2006/07/07　【経過措置期限】2020/09/30
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＨＭＴ」 （１ｍｇ１枚）

外用 後発

【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】ツロブテロール
【メーカー】製)久光製薬
【薬価収載日】2006/07/07　【経過措置期限】2020/09/30
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤
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ツロブテロールテープ２ｍｇ「久光」 （２ｍｇ１枚）

外用 後発

【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】ツロブテロール
【先発品】ホクナリンテープ２ｍｇ
【メーカー】製)久光製薬
【薬価】32.7円/1枚
【薬価収載日】2019/12/13
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

ディクアノン配合内用液 （１０ｍＬ）

内服 後発

【薬効分類】２．３．４　制酸剤
【一般名】水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム
【メーカー】製)日新製薬　販)岩城製薬
【薬価】10.7円/10mL
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】消化性潰瘍・胃炎治療剤

テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「日医工」 （２００ｍｇ１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】６．１．１　主としてグラム陽性菌に作用するもの
【一般名】テイコプラニン
【先発品】注射用タゴシッド２００ｍｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】1591円/1V
【薬価収載日】2008/07/04
【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質製剤
【区分】抗生剤

ディスコビスク１．０眼粘弾剤 （１ｍＬ１筒）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム
【メーカー】製)日本アルコン
【薬価】8781.4円/1筒
【薬価収載日】2010/04/23
【標榜薬効】眼科手術補助剤

低分子デキストランＬ注 （５００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】乳酸リンゲル液（デキストラン４０加）
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】766円/1袋
【標榜薬効】血漿増量・体外循環灌流液

デエビゴ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】レンボレキサント
【メーカー】製)エーザイ
【薬価】55.4円/1T
【薬価収載日】2020/04/22
【標榜薬効】不眠症治療剤

デエビゴ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】レンボレキサント
【メーカー】製)エーザイ
【薬価】87.9円/1T
【薬価収載日】2020/04/22
【標榜薬効】不眠症治療剤

テオフィリン徐放Ｕ錠４００ｍｇ「トーワ」 （４００ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】テオフィリン
【先発品】ユニコン錠４００，ユニフィルＬＡ錠４００ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】キサンチン系気管支拡張剤
【粉砕情報】粉砕不可

テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】テオフィリン
【先発品】テオドール錠１００ｍｇ，テオロング錠１００ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】キサンチン系気管支拡張剤
【粉砕情報】粉砕不可

【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】キサンチン系気管支拡張剤
【粉砕情報】粉砕不可

テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２０％「サワイ」 （２０％１ｇ）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】テオフィリン
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】35.4円/1g
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】キサンチン系気管支拡張剤

テーカイン原末 （１ｇ）

外用
劇

【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル塩酸塩
【メーカー】製)ナガセ医薬品　販)ファイザー　販)マイラン製薬
【薬価】243.6円/1g
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】局所麻酔剤

デカドロン錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】デキサメタゾン
【メーカー】製)日医工　販)ＭＳＤ
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

デカドロン錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】デキサメタゾン
【メーカー】製)日医工
【薬価】28.7円/1T
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

デキサート注射液１．６５ｍｇ （１．６５ｍｇ０．５ｍＬ１管）

注射 後発

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム
【先発品】デカドロン注射液１．６５ｍｇ
【メーカー】製)富士製薬工業
【薬価】57円/1A
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン製剤

デキサート注射液３．３ｍｇ （３．３ｍｇ１ｍＬ１管）

注射 後発

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム
【先発品】デカドロン注射液３．３ｍｇ
【メーカー】製)富士製薬工業
【薬価】84円/1A
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン製剤

デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏０．１％「日医工」 （０．１％１ｇ）

外用 後発
劇

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】デキサメタゾンプロピオン酸エステル
【先発品】メサデルム軟膏０．１％
【メーカー】製)池田薬品工業　販)日医工
【薬価】9.7円/1g
【薬価収載日】2020/06/18
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ「ＮＰ」 （１５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．２．２　鎮咳剤
【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
【先発品】メジコン錠１５ｍｇ
【メーカー】製)ニプロ　販)日本ジェネリック
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】鎮咳剤
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デクスメデトミジン静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「ニプロ」 （２００μｇ５０ｍ
Ｌ１筒）

注射 後発
劇

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】デクスメデトミジン塩酸塩
【先発品】プレセデックス静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「ファイザー」
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】1804円/1筒
【薬価収載日】2018/12/14
【標榜薬効】α２作動性鎮静剤

デザレックス錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】デスロラタジン
【メーカー】製)オルガノン　販)杏林製薬
【薬価】51.7円/1T
【薬価収載日】2016/11/18
【標榜薬効】持続性選択Ｈ１受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

デスパコーワ口腔用クリーム （１ｇ）

外用

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミン配合剤
【メーカー】製)興和
【薬価】29.4円/1g
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】口内炎・歯周炎治療剤

デスモプレシン点鼻スプレー２．５μｇ「フェリング」 （１２５μｇ１瓶）

外用
劇

【薬効分類】２．４．１　脳下垂体ホルモン剤
【一般名】デスモプレシン酢酸塩水和物
【メーカー】製)フェリング・ファーマ　販)キッセイ薬品工業
【薬価】3377.5円/1V
【薬価収載日】2021/12/10
【標榜薬効】中枢性尿崩症用剤

テタノブリンＩＨ静注１５００単位 （１５００国際単位１瓶）

注射
特生

【薬効分類】６．３．４　血液製剤類
【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
【メーカー】製)日本血液製剤機構　販)田辺三菱製薬
【薬価】21245円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】血漿分画製剤

テタノブリンＩＨ静注２５０単位 （２５０国際単位１瓶）

注射
特生

【薬効分類】６．３．４　血液製剤類
【一般名】ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
【メーカー】製)日本血液製剤機構　販)田辺三菱製薬
【薬価】3971円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】血漿分画製剤

デトキソール静注液２ｇ （１０％２０ｍＬ１瓶）

注射

【薬効分類】３．９．２　解毒剤
【一般名】チオ硫酸ナトリウム水和物
【メーカー】製)日医工
【薬価】420円/1V
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】解毒剤

テネリアＯＤ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物
【メーカー】製)田辺三菱製薬　販)第一三共
【薬価】124.2円/1T
【薬価収載日】2021/06/18
【標榜薬効】２型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

デノタスチュアブル配合錠 （１錠）

内服

【薬効分類】３．２．１　カルシウム剤
【一般名】沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム
【メーカー】製)日東薬品工業　販)第一三共
【薬価】14.7円/1T
【薬価収載日】2013/05/31
【標榜薬効】カルシウム／天然型ビタミンＤ３／マグネシウム配合剤
【粉砕情報】粉砕不可

【メーカー】製)日東薬品工業　販)第一三共
【薬価】14.7円/1T
【薬価収載日】2013/05/31
【標榜薬効】カルシウム／天然型ビタミンＤ３／マグネシウム配合剤
【粉砕情報】粉砕不可

テノーミン錠２５ （２５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】アテノロール
【メーカー】製)太陽ファルマ　販)アストラゼネカ
【薬価】11.7円/1T
【薬価収載日】2004/07/09
【標榜薬効】心臓選択性β遮断剤

デパケン細粒４０％ （４０％１ｇ）

内服

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【メーカー】製)協和キリン
【薬価】17.3円/1g
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤

テプレノンカプセル５０ｍｇ「ＹＤ」 （５０ｍｇ１カプセル）

内服 後発

【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】テプレノン
【先発品】セルベックスカプセル５０ｍｇ
【メーカー】製)陽進堂　販)共創未来ファーマ　販)ニプロ　販)日本ジェネリック　販)富士フイルムファー
マ
【薬価】6.3円/1C
【薬価収載日】2017/12/08
【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

デポ・メドロール水懸注２０ｍｇ （２０ｍｇ１ｍＬ１瓶）

注射

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】メチルプレドニゾロン酢酸エステル
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】198円/1V
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】持続性合成副腎皮質ホルモン剤

テモダールカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）

内服
毒

【薬効分類】４．２．１　アルキル化剤
【一般名】テモゾロミド
【メーカー】製)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ
【薬価】9576.6円/1C
【薬価収載日】2006/09/15
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

テモダールカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセル）

内服
毒

【薬効分類】４．２．１　アルキル化剤
【一般名】テモゾロミド
【メーカー】製)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ
【薬価】1932.4円/1C
【薬価収載日】2006/09/15
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「武田テバ」 （０．５ｍｇ１カプセル）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】デュタステリド
【先発品】アボルブカプセル０．５ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】39.2円/1C
【薬価収載日】2020/06/19
【標榜薬効】前立腺肥大症治療薬
【粉砕情報】粉砕不可

デュピクセント皮下注３００ｍｇペン （３００ｍｇ２ｍＬ１キット）

注射 自注
劇

【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】デュピルマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)サノフィ
【薬価】66562円/1kit
【薬価収載日】2020/11/25
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトＩＬ－４／１３受容体モノクローナル抗体

- 46 -

デクスメデトミジン静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「ニプロ」 デュピクセント皮下注３００ｍｇペン



【標榜薬効】ヒト型抗ヒトＩＬ－４／１３受容体モノクローナル抗体

デュファストン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．４．７　卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
【一般名】ジドロゲステロン
【メーカー】製)マイランＥＰＤ　販)アボットジャパン　販)第一三共
【薬価】30.7円/1T
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】レトロ・プロゲステロン製剤
【粉砕情報】粉砕不可

デラキシー配合顆粒 （１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】３．１．７　混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）
【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム
【先発品】シナール配合顆粒
【メーカー】製)丸石製薬
【薬価】6.3円/1g
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】ビタミンＣ・パントテン酸カルシウム製剤
【粉砕情報】粉砕不可

テリパラチドＢＳ皮下注キット６００μｇ「モチダ」 （６００μｇ１キット）

注射 自注 後発

【薬効分類】２．４．３　甲状腺，副甲状腺ホルモン剤
【一般名】テリパラチド（遺伝子組換え）
【メーカー】製)持田製薬
【薬価】21577円/1kit
【薬価収載日】2019/11/27
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェクター （２８．２μｇ１キット）

注射 自注

【薬効分類】２．４．３　甲状腺，副甲状腺ホルモン剤
【一般名】テリパラチド酢酸塩
【メーカー】製)旭化成ファーマ
【薬価】5995円/1kit
【薬価収載日】2019/11/27
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

テリボン皮下注用５６．５μｇ （５６．５μｇ１瓶（溶解液付））

注射

【薬効分類】２．４．３　甲状腺，副甲状腺ホルモン剤
【一般名】テリパラチド酢酸塩
【メーカー】製)旭化成ファーマ
【薬価】10967円/1V
【薬価収載日】2013/11/29
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

テリルジー２００エリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット）

外用

【薬効分類】２．２．９　その他の呼吸器官用薬
【一般名】フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニ
ル酢酸塩
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン
【薬価】10043.3円/1kit
【薬価収載日】2021/02/18
【標榜薬効】喘息治療配合剤

テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「サワイ」 （１％１ｇ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．５　寄生性皮ふ疾患用剤
【一般名】テルビナフィン塩酸塩
【先発品】ラミシールクリーム１％
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】11.4円/1g
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

テルフィス点滴静注 （５００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】肝不全用アミノ酸製剤
【メーカー】製)テルモ
【薬価】640円/1袋
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】肝性脳症改善アミノ酸製剤

テルミサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「サワイ」 （４０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】テルミサルタン
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】11.1円/1T
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】胆汁排泄型持続性ＡＴ１受容体ブロッカー

【薬価】11.1円/1T
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】胆汁排泄型持続性ＡＴ１受容体ブロッカー

テルモ生食 （１Ｌ１袋）

注射

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】生理食塩液
【メーカー】製)テルモ
【薬価】237円/1袋
【薬価収載日】1997/10/01
【標榜薬効】生理食塩液

デルモゾールＤＰ軟膏０．０６４％ （０．０６４％１ｇ）

外用 後発
劇

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
【先発品】リンデロン－ＤＰ軟膏
【メーカー】製)岩城製薬
【薬価】5.8円/1g
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

テレミンソフト坐薬１０ｍｇ （１０ｍｇ１個）

外用

【薬効分類】２．３．５　下剤，浣腸剤
【一般名】ビサコジル
【メーカー】製)ＥＡファーマ　販)サンド
【薬価】20.3円/1個
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】排便機能促進剤

点滴静注用ホスカビル注２４ｍｇ／ｍＬ （６ｇ２５０ｍＬ１瓶）

注射
毒

【薬効分類】６．２．５　抗ウイルス剤
【一般名】ホスカルネットナトリウム水和物
【メーカー】製)クリニジェン　販)アストラゼネカ　販)ノーベルファーマ
【薬価】10655円/1V
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

トアラセット配合錠「サワイ」 （１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤
【先発品】トラムセット配合錠
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】14.6円/1T
【薬価収載日】2018/12/14
【標榜薬効】慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤

動注用アイエーコール１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）

注射
毒

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】シスプラチン
【メーカー】製)日本化薬
【薬価】59887円/1V
【薬価収載日】2004/06/18
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ドキサゾシン錠１ｍｇ「タナベ」 （１ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩
【先発品】カルデナリン錠１ｍｇ
【メーカー】製)ニプロＥＳファーマ
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2009/05/15
【標榜薬効】血圧降下剤

ドキサゾシン錠２ｍｇ「タナベ」 （２ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩
【先発品】カルデナリン錠２ｍｇ
【メーカー】製)ニプロＥＳファーマ
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2009/05/15
【標榜薬効】血圧降下剤
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ドキシル注２０ｍｇ （２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．３　抗腫瘍性抗生物質製剤
【一般名】ドキソルビシン塩酸塩
【メーカー】製)ヤンセンファーマ　販)持田製薬
【薬価】58738円/1V
【薬価収載日】2007/01/19
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ドキソルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サンド」 （１０ｍｇ５ｍＬ１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】４．２．３　抗腫瘍性抗生物質製剤
【一般名】ドキソルビシン塩酸塩
【メーカー】製)サンド
【薬価】749円/1V
【薬価収載日】2010/05/28
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ドキソルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ「サンド」 （５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】４．２．３　抗腫瘍性抗生物質製剤
【一般名】ドキソルビシン塩酸塩
【メーカー】製)サンド
【薬価】3318円/1V
【薬価収載日】2010/05/28
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

トコフェロール酢酸エステル錠５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】３．１．５　ビタミンＥ剤
【一般名】トコフェロール酢酸エステル
【先発品】ユベラ錠５０ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】ビタミンＥ剤

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ１カプ
セル）

内服 後発

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル
【先発品】ユベラＮカプセル１００ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品　販)日医工
【薬価】5.5円/1C
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】微小循環系賦活剤

トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用１５％「タカタ」 （１５０ｍｇ１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】６．２．４　合成抗菌剤
【一般名】トスフロキサシントシル酸塩水和物
【先発品】オゼックス細粒小児用１５％
【メーカー】製)高田製薬
【薬価】144.2円/1g
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】ニューキノロン系経口抗菌製剤
【区分】抗生剤

ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ＥＥ」 （２０ｍｇ１ｍＬ１瓶）

注射 後発
毒

【薬効分類】４．２．４　抗腫瘍性植物成分製剤
【一般名】ドセタキセル水和物
【先発品】ワンタキソテール点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ
【メーカー】製)エルメッド　販)日医工
【薬価】3453円/1V
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】タキソイド系抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ＥＥ」 （８０ｍｇ４ｍＬ１瓶）

注射 後発
毒

【薬効分類】４．２．４　抗腫瘍性植物成分製剤
【一般名】ドセタキセル水和物
【先発品】ワンタキソテール点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ
【メーカー】製)エルメッド　販)日医工
【薬価】12045円/1V
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】タキソイド系抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「タナベ」 （３ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】ドネペジル塩酸塩
【先発品】アリセプトＤ錠３ｍｇ
【メーカー】製)ニプロＥＳファーマ
【薬価】41.5円/1T
【薬価収載日】2011/11/28
【標榜薬効】アルツハイマー型，レビー小体型認知症治療剤

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タナベ」 （５ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】ドネペジル塩酸塩
【先発品】アリセプトＤ錠５ｍｇ
【メーカー】製)ニプロＥＳファーマ
【薬価】61.7円/1T
【薬価収載日】2011/11/28
【標榜薬効】アルツハイマー型，レビー小体型認知症治療剤

ドパストン静注２５ｍｇ （０．２５％１０ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】１．１．６　抗パーキンソン剤
【一般名】レボドパ
【メーカー】製)大原薬品工業
【薬価】141円/1A
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤

ドパミン塩酸塩点滴静注１００ｍｇ「ＮＰ」 （１００ｍｇ５ｍＬ１管）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．１．１　強心剤
【一般名】ドパミン塩酸塩
【先発品】イノバン注１００ｍｇ
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】97円/1A
【薬価収載日】2013/07/22
【標榜薬効】急性循環不全改善剤

ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇキット「ＫＣＣ」 （０．３％２００ｍＬ１袋）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．１．１　強心剤
【一般名】ドパミン塩酸塩
【メーカー】製)共和クリティケア
【薬価】1185円/1袋
【薬価収載日】2020/12/10
【標榜薬効】急性循環不全改善剤

トピラマート錠５０ｍｇ「アメル」 （５０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】トピラマート
【先発品】トピナ錠５０ｍｇ
【メーカー】製)共和薬品工業　販)日本ジェネリック
【薬価】24.7円/1T
【薬価収載日】2016/12/09
【標榜薬効】抗てんかん剤

トフィソパム錠５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】トフィソパム
【先発品】グランダキシン錠５０
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】自律神経調整剤

ドプスＯＤ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】１．１．６　抗パーキンソン剤
【一般名】ドロキシドパ
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】44.9円/1T
【薬価収載日】2011/06/24
【標榜薬効】ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤
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ドブタミン持続静注１５０ｍｇシリンジ「ＫＫＣ」 （０．３％５０ｍＬ１筒）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．１．１　強心剤
【一般名】ドブタミン塩酸塩
【メーカー】製)テルモ　販)協和キリン
【薬価】546円/1筒
【薬価収載日】2021/06/25
【標榜薬効】急性循環不全改善剤

トブラシン注６０ｍｇ （６０ｍｇ１管）

注射
劇

【薬効分類】６．１．２　主としてグラム陰性菌に作用するもの
【一般名】トブラマイシン
【メーカー】製)東和薬品　販)塩野義製薬　販)ジェイドルフ製薬
【薬価】403円/1A
【薬価収載日】2001/07/06
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
【区分】抗生剤

トブラシン点眼液０．３％ （３ｍｇ１ｍＬ）

外用
劇

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】トブラマイシン
【メーカー】製)日東メディック　販)ニデック
【薬価】36.4円/1mL
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】眼科用抗生物質
【区分】抗生剤

ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ （０．００５％１ｇ）

外用
劇

【薬効分類】２．６．９　その他の外皮用薬
【一般名】カルシポトリオール
【メーカー】製)レオファーマ　販)鳥居薬品
【薬価】83.4円/1g
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】尋常性乾癬治療剤

トラクリア錠６２．５ｍｇ （６２．５ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】ボセンタン水和物
【メーカー】製)ヤンセンファーマ
【薬価】3536.7円/1T
【薬価収載日】2005/06/03
【標榜薬効】エンドセリン受容体拮抗薬

トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「ファイザー」 （１５０ｍｇ１瓶）

注射 後発

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】19118円/1V
【薬価収載日】2019/05/29
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「ファイザー」 （６０ｍｇ１瓶）

注射 後発

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】トラスツズマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】8424円/1V
【薬価収載日】2019/05/29
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

トラセミド錠４ｍｇ「ＫＯ」 （４ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．３　利尿剤
【一般名】トラセミド
【先発品】ルプラック錠４ｍｇ
【メーカー】製)寿製薬
【薬価】6.9円/1T
【薬価収載日】2017/12/08
【標榜薬効】ループ利尿剤

トラゼンタ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】リナグリプチン
【メーカー】製)日本ベーリンガーインゲルハイム
【薬価】131.8円/1T
【薬価収載日】2011/09/12
【標榜薬効】２型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬

トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 （２５ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】トラゾドン塩酸塩
【先発品】デジレル錠２５，レスリン錠２５
【メーカー】製)共和薬品工業　販)日本ジェネリック
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】抗うつ剤

トラニラスト点眼液０．５％「サワイ」 （２５ｍｇ５ｍＬ１瓶）

外用 後発

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】トラニラスト
【先発品】トラメラスＰＦ点眼液０．５％，トラメラス点眼液０．５％，リザベン点眼液０．５％
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】271.5円/1V
【薬価収載日】2009/11/13
【標榜薬効】アレルギー性結膜炎治療剤

トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「旭化成」 （２５０ｍｇ１カプセル）

内服 後発

【薬効分類】３．３．２　止血剤
【一般名】トラネキサム酸
【先発品】トランサミンカプセル２５０ｍｇ
【メーカー】製)旭化成ファーマ
【薬価】10.1円/1C
【薬価収載日】2020/06/19
【標榜薬効】抗プラスミン剤

トラネキサム酸注１０００ｍｇ／１０ｍＬ「日新」 （１０％１０ｍＬ１管）

注射 後発

【薬効分類】３．３．２　止血剤
【一般名】トラネキサム酸
【先発品】トランサミン注１０％
【メーカー】製)日新製薬
【薬価】69円/1A
【薬価収載日】2014/12/12
【標榜薬効】抗プラスミン剤

トラネキサム酸注２５０ｍｇ／５ｍＬ「日新」 （５％５ｍＬ１管）

注射 後発

【薬効分類】３．３．２　止血剤
【一般名】トラネキサム酸
【先発品】トランサミン注５％
【メーカー】製)日新製薬
【薬価】59円/1A
【薬価収載日】2014/12/12
【標榜薬効】抗プラスミン剤

トラベルミン配合錠 （１錠）

内服

【薬効分類】１．３．３　鎮暈剤
【一般名】ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン
【メーカー】製)サンノーバ　販)エーザイ
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】鎮暈剤

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】トラマドール塩酸塩
【メーカー】製)日本新薬
【薬価】30.2円/1T
【薬価収載日】2014/11/28
【標榜薬効】がん疼痛・慢性疼痛治療剤

トラマール注１００ （１００ｍｇ１管）

注射
劇

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】トラマドール塩酸塩
【メーカー】製)日本新薬
【薬価】101円/1A
【薬価収載日】2003/07/04
【標榜薬効】鎮痛剤
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トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （０．２５ｍｇ１錠）

内服 後発
精３

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】トリアゾラム
【先発品】ハルシオン０．２５ｍｇ錠
【メーカー】製)サンノーバ　販)エルメッド　販)日医工
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2011/11/28
【標榜薬効】睡眠導入剤

トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤２５μｇ「大正」 （２５μｇ１枚）

外用

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】トリアムシノロンアセトニド
【メーカー】製)帝國製薬　販)大正製薬
【薬価】36.5円/1枚
【薬価収載日】2020/12/11
【標榜薬効】アフタ性口内炎治療剤

トリクロリールシロップ１０％ （１０％１ｍＬ）

内服
劇

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】トリクロホスナトリウム
【メーカー】製)アルフレッサファーマ
【薬価】10.2円/1mL
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】催眠剤

トーリセル点滴静注液２５ｍｇ （２５ｍｇ１ｍＬ１瓶（希釈液付））

注射
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】テムシロリムス
【メーカー】製)ファイザー　販)武田薬品工業　販)ファイザー製薬
【薬価】133480円/1V
【薬価収載日】2010/09/17
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

トリプタノール錠１０ （１０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】アミトリプチリン塩酸塩
【メーカー】製)日医工　販)ＭＳＤ
【薬価】9.8円/1T
【標榜薬効】三環系抗うつ剤

トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】トリメブチンマレイン酸塩
【先発品】セレキノン錠１００ｍｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】消化管運動調律剤

トルソプト点眼液１％ （１％１ｍＬ）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩
【メーカー】製)参天製薬　販)ＭＳＤ
【薬価】195.2円/1mL
【薬価収載日】1999/05/07
【標榜薬効】点眼用炭酸脱水酵素阻害剤

トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェクター （８０ｍｇ１ｍＬ１キット）

注射 自注
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】イキセキズマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)日本イーライリリー
【薬価】148952円/1kit
【薬価収載日】2016/11/18
【標榜薬効】ヒト化抗ヒトＩＬ－１７Ａモノクローナル抗体製剤

ドルモロール配合点眼液「日点」 （１ｍＬ）

外用 後発

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩
【先発品】コソプト配合点眼液
【メーカー】製)日本点眼薬研究所　販)日本ジェネリック　販)フェルゼンファーマ
【薬価】177.3円/1mL
【薬価収載日】2018/12/14
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

【薬価】177.3円/1mL
【薬価収載日】2018/12/14
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス （０．７５ｍｇ０．５ｍＬ１キット）

注射 自注
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】デュラグルチド（遺伝子組換え）
【メーカー】製)日本イーライリリー　販)大日本住友製薬
【薬価】2917円/1kit
【薬価収載日】2015/08/31
【標榜薬効】持続性ＧＬＰ－１受容体作動薬
【区分】糖尿病薬

トレアキシン点滴静注液１００ｍｇ／４ｍＬ （１００ｍｇ４ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．１　アルキル化剤
【一般名】ベンダムスチン塩酸塩
【メーカー】製)シンバイオ製薬
【薬価】95515円/1V
【薬価収載日】2020/11/25
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

トレシーバ注 フレックスタッチ （３００単位１キット）

注射 自注
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】インスリン　デグルデク（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ノボノルディスクファーマ
【薬価】2227円/1kit
【薬価収載日】2013/02/22
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２ （（０．３ｍｇ）７．５ｃｍ×１０ｃｍ）

外用

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】フルドロキシコルチド
【メーカー】製)大日本住友製薬　販)帝國製薬
【薬価】64.5円/1枚
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】皮膚疾患用密封療法剤

トレムフィア皮下注１００ｍｇシリンジ （１００ｍｇ１ｍＬ１筒）

注射
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】グセルクマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ヤンセンファーマ　販)大鵬薬品工業
【薬価】325040円/1筒
【薬価収載日】2018/05/22
【標榜薬効】ヒト型抗ヒトＩＬ－２３ｐ１９モノクローナル抗体製剤

トレーランＧ液７５ｇ （２２５ｍＬ１瓶）

内服

【薬効分類】７．２．９　その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
【一般名】デンプン部分加水分解物
【メーカー】製)エイワイファーマ　販)ＥＡファーマ　販)陽進堂
【薬価】205.2円/1V
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】糖忍容力試験用糖質液

トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】１．１．６　抗パーキンソン剤
【一般名】ゾニサミド
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】966.1円/1T
【薬価収載日】2014/12/12
【標榜薬効】パーキンソン病・レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム治療薬（レボドパ賦活剤）

トロピカミド点眼液０．４％「日点」 （０．４％１ｍＬ）

外用 後発

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】トロピカミド
【先発品】ミドリンＭ点眼液０．４％
【メーカー】製)日本点眼薬研究所
【薬価】17.7円/1mL
【薬価収載日】2018/12/14
【標榜薬効】散瞳・調節麻痺剤
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ドロレプタン注射液２５ｍｇ （２．５ｍｇ１ｍＬバイアル）

注射
劇

【薬効分類】１．１．１　全身麻酔剤
【一般名】ドロペリドール
【メーカー】製)アルフレッサファーマ　販)第一三共
【薬価】101円/1mLバイアル
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】麻酔用神経遮断剤

トロンビン液モチダ ソフトボトル１万 （１００００単位１０ｍＬ１キット）

外用

【薬効分類】３．３．２　止血剤
【一般名】トロンビン
【メーカー】製)持田製薬
【薬価】1176.9円/1kit
【薬価収載日】2003/06/13
【標榜薬効】止血剤

ドンペリドン坐剤１０ｍｇ「ＪＧ」 （１０ｍｇ１個）

外用 後発

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】ドンペリドン
【先発品】ナウゼリン坐剤１０
【メーカー】製)長生堂製薬　販)日本ジェネリック
【薬価】27.2円/1個
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】消化管運動改善剤

ドンペリドン坐剤３０ｍｇ「ＪＧ」 （３０ｍｇ１個）

外用 後発

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】ドンペリドン
【先発品】ナウゼリン坐剤３０
【メーカー】製)長生堂製薬　販)日本ジェネリック
【薬価】41.3円/1個
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】消化管運動改善剤

ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （１０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】ドンペリドン
【先発品】ナウゼリン錠１０
【メーカー】製)サンノーバ　販)エルメッド　販)日医工
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】1998/07/10
【標榜薬効】消化管運動改善剤

ナイキサン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】ナプロキセン
【メーカー】製)田辺三菱製薬　販)ニプロＥＳファーマ
【薬価】6.1円/1T
【薬価収載日】2005/06/10
【標榜薬効】鎮痛・抗炎症剤

ナジフロキサシンクリーム１％「トーワ」 （１％１ｇ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．３　化膿性疾患用剤
【一般名】ナジフロキサシン
【先発品】アクアチムクリーム１％
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】24円/1g
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】新キノロン系外用抗菌剤
【区分】抗生剤

ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「武田テバ」 （５０ｍｇ１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ナファモスタットメシル酸塩
【先発品】注射用フサン５０
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】352円/1V
【薬価収載日】2019/06/14
【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．５．９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
【一般名】ナフトピジル
【先発品】フリバスＯＤ錠２５ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2015/12/11
【標榜薬効】前立腺肥大症排尿障害改善剤

【先発品】フリバスＯＤ錠２５ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2015/12/11
【標榜薬効】前立腺肥大症排尿障害改善剤

ナルサス錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

内服
麻 劇

【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩
【メーカー】製)第一三共プロファーマ　販)第一三共
【薬価】206.6円/1T
【薬価収載日】2017/05/24
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

ナルサス錠６ｍｇ （６ｍｇ１錠）

内服
麻 劇

【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩
【メーカー】製)第一三共プロファーマ　販)第一三共
【薬価】540円/1T
【薬価収載日】2017/05/24
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μｇ「サワイ」 （２．５μｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】ナルフラフィン塩酸塩
【先発品】レミッチＯＤ錠２．５μｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】334.9円/1T
【薬価収載日】2018/06/15
【標榜薬効】そう痒症改善剤
【粉砕情報】粉砕不可

ナルベイン注２ｍｇ （２ｍｇ１ｍＬ１管）

注射
麻 劇

【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩
【メーカー】製)第一三共プロファーマ　販)第一三共
【薬価】738円/1A
【薬価収載日】2018/04/18
【標榜薬効】癌疼痛治療用注射剤

ナルラピド錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

内服
麻 劇

【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩
【メーカー】製)第一三共プロファーマ　販)第一三共
【薬価】112.6円/1T
【薬価収載日】2017/05/24
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「ＡＦＰ」 （０．２ｍｇ１ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】２．２．１　呼吸促進剤
【一般名】ナロキソン塩酸塩
【メーカー】製)アルフレッサファーマ
【薬価】908円/1A
【薬価収載日】2021/12/10
【標榜薬効】麻薬拮抗剤

ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１０ｍＬ１管）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】ニカルジピン塩酸塩
【先発品】ペルジピン注射液１０ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】110円/1A
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】Ｃａ拮抗剤

ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「サワイ」 （２ｍｇ２ｍＬ１管）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】ニカルジピン塩酸塩
【先発品】ペルジピン注射液２ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】94円/1A
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】Ｃａ拮抗剤
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【薬価】94円/1A
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】Ｃａ拮抗剤

ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」 （１０％１ｇ）

内服

【薬効分類】３．１．３　ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）
【一般名】ニコチン酸アミド
【メーカー】製)ゾンネボード製薬　販)鳥居薬品
【薬価】10.7円/1g
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】ニコチン酸アミド製剤

ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ニコランジル
【先発品】シグマート錠５ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品　販)ニプロＥＳファーマ
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】狭心症治療剤

ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「サワイ」 （４８ｍｇ１瓶）

注射 後発

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ニコランジル
【先発品】シグマート注４８ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】1251円/1V
【薬価収載日】2007/07/06
【標榜薬効】不安定狭心症・急性心不全治療剤

ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」 （５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】ニセルゴリン
【先発品】サアミオン錠５ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】9.8円/1T
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】脳循環・代謝改善剤

日点アトロピン点眼液１％ （１％５ｍＬ１瓶）

外用
劇

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物
【メーカー】製)日本点眼薬研究所
【薬価】296.6円/1V
【薬価収載日】1992/04/01
【標榜薬効】散瞳・調節麻痺剤

ニトプロ持続静注液６ｍｇ （６ｍｇ２ｍＬ１管）

注射
毒

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】ニトロプルシドナトリウム水和物
【メーカー】製)丸石製薬
【薬価】656円/1A
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】血圧降下剤

ニトラゼパム錠５ｍｇ「ＪＧ」 （５ｍｇ１錠）

内服 後発
精３

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】ニトラゼパム
【先発品】ネルボン錠５ｍｇ，ベンザリン錠５
【メーカー】製)日本ジェネリック
【薬価】5.5円/1T
【薬価収載日】2011/11/28
【標榜薬効】睡眠誘導・抗痙攣剤

ニトログリセリン静注５ｍｇ／１０ｍＬ「ＴＥ」 （５ｍｇ１０ｍＬ１管）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ニトログリセリン
【先発品】ミリスロール注５ｍｇ／１０ｍＬ
【メーカー】製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬
【薬価】235円/1A
【薬価収載日】2018/12/14
【標榜薬効】ニトログリセリン注射液

ニトログリセリンテープ２７ｍｇ「トーワ」 （（２７ｍｇ）９．６平方ｃｍ１枚）

外用 後発
劇

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ニトログリセリン
【メーカー】製)東和薬品　販)ニプロＥＳファーマ
【薬価】56.1円/1枚
【薬価収載日】2017/12/08
【標榜薬効】経皮吸収型・心疾患治療剤

ニトログリセリン点滴静注２５ｍｇ／５０ｍＬ「ＴＥ」 （２５ｍｇ５０ｍＬ１袋）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ニトログリセリン
【メーカー】製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬
【薬価】1010円/1袋
【薬価収載日】2018/12/14
【標榜薬効】ニトログリセリン注射液

ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ （０．３ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ニトログリセリン
【メーカー】製)日本化薬
【薬価】11.7円/1T
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】狭心症用舌下錠

ニトロール持続静注２５ｍｇシリンジ （２５ｍｇ５０ｍＬ１筒）

注射

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】硝酸イソソルビド
【メーカー】製)エーザイ
【薬価】783円/1筒
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】０．０５％硝酸イソソルビド点滴静注用製剤

ニトロール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】硝酸イソソルビド
【メーカー】製)エーザイ
【薬価】9.8円/1T
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】虚血性心疾患治療剤

ニフェジピンＣＲ錠１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ニフェジピン
【先発品】アダラートＣＲ錠１０ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2006/07/07
【標榜薬効】持続性Ｃａ拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ニフェジピン
【先発品】アダラートＣＲ錠２０ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】8.1円/1T
【薬価収載日】2006/07/07
【標榜薬効】持続性Ｃａ拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

ニフェジピンカプセル１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１カプセル）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ニフェジピン
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】5.7円/1C
【薬価収載日】2008/07/04
【標榜薬効】Ｃａ拮抗剤
【粉砕情報】粉砕不可
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ニフレック配合内用剤 （１袋）

内服

【薬効分類】７．９．９　他に分類されない治療を主目的としない医薬品
【一般名】ナトリウム・カリウム配合剤
【メーカー】製)ＥＡファーマ
【薬価】851.9円/1袋
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】経口腸管洗浄剤

乳酸カルシウム〈ハチ〉 （１０ｇ）

内服

【薬効分類】３．２．１　カルシウム剤
【一般名】乳酸カルシウム水和物
【メーカー】製)東洋製薬化成
【経過措置期限】2020/09/30
【標榜薬効】カルシウム剤

乳酸ビペリデン注５ｍｇ「ヨシトミ」 （０．５％１ｍＬ１管）

注射 後発
劇

【薬効分類】１．１．６　抗パーキンソン剤
【一般名】乳酸ビペリデン
【先発品】アキネトン注射液５ｍｇ
【メーカー】製)田辺三菱製薬
【薬価】57円/1A
【薬価収載日】2018/06/15
【標榜薬効】抗パーキンソン剤

乳糖水和物（結晶）「ＮｉｋＰ」 （１０ｇ）

内服

【薬効分類】７．１．１　賦形剤
【一般名】乳糖水和物
【メーカー】製)日医工　販)岩城製薬
【薬価】18.5円/10g
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】賦形剤

ニュープロパッチ４．５ｍｇ （４．５ｍｇ１枚）

外用
劇

【薬効分類】１．１．６　抗パーキンソン剤
【一般名】ロチゴチン
【メーカー】製)大塚製薬
【薬価】367.7円/1枚
【薬価収載日】2013/02/22
【標榜薬効】ドパミン作動性パーキンソン病治療剤／レストレスレッグス症候群治療剤

ニューモバックスＮＰシリンジ （０．５ｍＬ１筒）

注射
劇

【薬効分類】６．３．１　ワクチン類
【一般名】肺炎球菌ワクチン
【メーカー】製)ＭＳＤ
【薬価】4735円/1筒
【薬価収載日】2020/11/25
【標榜薬効】細菌ワクチン類

尿素クリーム２０％「フジナガ」 （２０％１ｇ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．６　皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。）
【一般名】尿素
【先発品】ケラチナミンコーワクリーム２０％，パスタロンクリーム２０％
【メーカー】製)藤永製薬　販)第一三共
【薬価】4円/1g
【薬価収載日】2020/12/10
【標榜薬効】角化症治療剤

ニルバジピン錠４ｍｇ「サワイ」 （４ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】ニルバジピン
【先発品】ニバジール錠４ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】Ｃａ拮抗剤

ネオキシテープ７３．５ｍｇ （７３．５ｍｇ１枚）

外用

【薬効分類】２．５．９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
【一般名】オキシブチニン塩酸塩
【メーカー】製)久光製薬　販)旭化成ファーマ
【薬価】163.4円/1枚
【薬価収載日】2013/05/24
【標榜薬効】経皮吸収型過活動膀胱治療剤

【薬価収載日】2013/05/24
【標榜薬効】経皮吸収型過活動膀胱治療剤

ネオグリセロール

外用
劇

【薬効分類】２．７．９　その他の歯科口腔用薬
【一般名】ヨウ素・硫酸亜鉛水和物・ヨウ化ナトリウム・グリセリン
【メーカー】製)ネオ製薬工業
【標榜薬効】口腔粘膜・根管消毒剤

ネオクリーナー「セキネ」

外用

【薬効分類】２．７．３　歯科用鎮痛鎮静剤（根管及び齲窩消毒剤を含む。）
【一般名】次亜塩素酸ナトリウム
【メーカー】製)ネオ製薬工業
【標榜薬効】根管清掃剤

ネオシネジンコーワ５％点眼液 （５％１ｍＬ）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】フェニレフリン塩酸塩
【メーカー】製)興和　販)興和新薬
【薬価】42.1円/1mL
【標榜薬効】散瞳剤

ネオシネジンコーワ注１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】２．１．６　血管収縮剤
【一般名】フェニレフリン塩酸塩
【メーカー】製)興和
【薬価】59円/1A
【薬価収載日】2005/06/10
【標榜薬効】血管収縮・血圧上昇剤

ネオファーゲン静注２０ｍＬ （２０ｍＬ１管）

注射 自注 後発

【薬効分類】３．９．１　肝臓疾患用剤
【一般名】グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤
【先発品】強力ネオミノファーゲンシーＰ静注２０ｍＬ，強力ネオミノファーゲンシー静注２０ｍＬ
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬　販)大鵬薬品工業
【薬価】57円/1A
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】抗アレルギー・肝臓疾患用剤

ネオフィリン注２５０ｍｇ （２．５％１０ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】２．１．１　強心剤
【一般名】アミノフィリン水和物
【メーカー】製)エーザイ
【薬価】94円/1A
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】強心・喘息治療剤

ネオベノール点眼液０．４％ （０．４％１ｍＬ）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】オキシブプロカイン塩酸塩
【メーカー】製)日本点眼薬研究所
【薬価】20.4円/1mL
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】眼科用表面麻酔剤

ネオメドロールＥＥ軟膏 （１ｇ）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン
【メーカー】製)ファイザー　販)カビ・ファルマシア
【薬価】46.6円/1g
【標榜薬効】眼科・耳鼻科疾患治療剤

ネオーラル内用液１０％ （１０％１ｍＬ）

内服
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】シクロスポリン
【メーカー】製)ノバルティスファーマ
【薬価】546.7円/1mL
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】免疫抑制剤
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ネキシウムカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセル）

内服

【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物
【メーカー】製)アストラゼネカ　販)第一三共
【薬価】100円/1C
【薬価収載日】2011/09/12
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター
【粉砕情報】粉砕不可

ネクサバール錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】ソラフェニブトシル酸塩
【メーカー】製)バイエル薬品
【薬価】4763.7円/1T
【薬価収載日】2008/04/18
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

ネスプ注射液１８０μｇプラシリンジ （１８０μｇ０．５ｍＬ１筒）

注射
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)協和キリン
【薬価】17325円/1筒
【薬価収載日】2012/11/30
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ネスプ注射液６０μｇプラシリンジ （６０μｇ０．５ｍＬ１筒）

注射
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)協和キリン
【薬価】7342円/1筒
【薬価収載日】2012/11/30
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ネリザ坐剤 （１個）

外用 後発
劇

【薬効分類】２．５．５　痔疾用剤
【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン
【先発品】ネリプロクト坐剤
【メーカー】製)ジェイドルフ製薬
【薬価】20.3円/1個
【薬価収載日】2010/05/28
【標榜薬効】痔疾用剤

ノイロトロピン錠４単位 （４単位１錠）

内服

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液
【メーカー】製)日本臓器製薬
【薬価】28.9円/1T
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

ノイロトロピン注射液３．６単位 （３ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液
【メーカー】製)日本臓器製薬
【薬価】160円/1A
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】疼痛性・アレルギー性疾患治療剤

ノクサフィル錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】６．１．７　主としてカビに作用するもの
【一般名】ポサコナゾール
【メーカー】製)ＭＳＤ
【薬価】3003.8円/1T
【薬価収載日】2020/04/22
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

ノクサフィル点滴静注３００ｍｇ （３００ｍｇ１６．７ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】６．１．７　主としてカビに作用するもの
【一般名】ポサコナゾール
【メーカー】製)ＭＳＤ
【薬価】27924円/1V
【薬価収載日】2020/04/22
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ノバミン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】プロクロルペラジンマレイン酸塩
【メーカー】製)共和薬品工業　販)塩野義製薬
【薬価】9.8円/1T
【標榜薬効】精神神経用剤

ノバントロン注１０ｍｇ （１０ｍｇ５ｍＬ１瓶）

注射
毒

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】ミトキサントロン塩酸塩
【メーカー】製)あすか製薬　販)武田薬品工業
【薬価】18501円/1V
【薬価収載日】1993/06/04
【標榜薬効】アントラキノン系抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ノーベルバール静注用２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１瓶）

注射
劇 精３

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】フェノバルビタールナトリウム
【メーカー】製)ノーベルファーマ　販)アルフレッサファーマ
【薬価】2150円/1V
【薬価収載日】2008/12/12
【標榜薬効】抗けいれん剤

ノボラピッド注 フレックスタッチ （３００単位１キット）

注射 自注
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ノボノルディスクファーマ
【薬価】1693円/1kit
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】超速効型インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

ノルアドリナリン注１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】ノルアドレナリン
【メーカー】製)アルフレッサファーマ　販)第一三共
【薬価】94円/1A
【薬価収載日】2008/06/23
【標榜薬効】血圧上昇剤

ノルスパンテープ５ｍｇ （５ｍｇ１枚）

外用
劇 精２

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】ブプレノルフィン
【メーカー】製)ムンディファーマ　販)久光製薬
【薬価】1579.4円/1枚
【薬価収載日】2011/07/19
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

バイアスピリン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】３．３．９　その他の血液・体液用薬
【一般名】アスピリン
【メーカー】製)バイエル薬品
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2000/11/24
【標榜薬効】抗血小板剤
【粉砕情報】粉砕不可

ハイカムチン注射用１．１ｍｇ （１．１ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．４　抗腫瘍性植物成分製剤
【一般名】ノギテカン塩酸塩
【メーカー】製)日本化薬
【薬価】7089円/1V
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

- 54 -

ネキシウムカプセル２０ｍｇ ハイカムチン注射用１．１ｍｇ



ハイカリックＲＦ輸液 （５００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．２．３　糖類剤
【一般名】高カロリー輸液用基本液
【メーカー】製)テルモ
【薬価】418円/1袋
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】高カロリー輸液用基本液

ハイカリック液－１号 （７００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．２．３　糖類剤
【一般名】高カロリー輸液用基本液
【メーカー】製)テルモ
【薬価】456円/1袋
【標榜薬効】高カロリー輸液用基本液

ハイカリック液－２号 （７００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．２．３　糖類剤
【一般名】高カロリー輸液用基本液
【メーカー】製)テルモ
【薬価】475円/1袋
【標榜薬効】高カロリー輸液用基本液

ハイスコ皮下注０．５ｍｇ （０．０５％１ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】１．２．４　鎮けい剤
【一般名】スコポラミン臭化水素酸塩水和物
【メーカー】製)杏林製薬
【薬価】60円/1A
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】鎮静剤

ハイドレアカプセル５００ｍｇ （５００ｍｇ１カプセル）

内服
劇

【薬効分類】４．２．２　代謝拮抗剤
【一般名】ヒドロキシカルバミド
【メーカー】製)ブリストル・マイヤーズスクイブ
【薬価】212.1円/1C
【薬価収載日】1992/08/28
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

ハイポエタノール液２％「ケンエー」 （１０ｍＬ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．１　外皮用殺菌消毒剤
【一般名】チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール
【メーカー】製)健栄製薬
【薬価】6.6円/10mL
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】外皮用殺菌消毒剤

白色ワセリン＊（日興製薬） （１０ｇ）

外用

【薬効分類】７．１．２　軟膏基剤
【一般名】白色ワセリン
【メーカー】製)日興製薬　販)日興製薬販売　販)丸石製薬
【薬価】22.4円/10g
【標榜薬効】軟膏基剤

バクトロバン鼻腔用軟膏２％ （２％１ｇ）

外用

【薬効分類】６．１．１　主としてグラム陽性菌に作用するもの
【一般名】ムピロシンカルシウム水和物
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン
【薬価】524.4円/1g
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】鼻腔内ＭＲＳＡ除菌剤
【区分】抗生剤

パクリタキセル点滴静注液１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ホスピーラ」 （１００ｍｇ１６．
７ｍＬ１瓶）

注射 後発
毒

【薬効分類】４．２．４　抗腫瘍性植物成分製剤
【一般名】パクリタキセル
【先発品】タキソール注射液１００ｍｇ
【メーカー】製)ファイザー　販)持田製薬
【薬価】3573円/1V
【薬価収載日】2014/12/12
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

パクリタキセル点滴静注液３０ｍｇ／５ｍＬ「ホスピーラ」 （３０ｍｇ５ｍＬ１瓶）

注射 後発
毒

【薬効分類】４．２．４　抗腫瘍性植物成分製剤
【一般名】パクリタキセル
【先発品】タキソール注射液３０ｍｇ
【メーカー】製)ファイザー　販)持田製薬
【薬価】2165円/1V
【薬価収載日】2014/12/12
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

パーサビブ静注透析用５ｍｇ （５ｍｇ２ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】エテルカルセチド塩酸塩
【メーカー】製)小野薬品工業
【薬価】1124円/1V
【薬価収載日】2017/02/15
【標榜薬効】カルシウム受容体作動薬

パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ （４２０ｍｇ１４ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】ペルツズマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)中外製薬
【薬価】206472円/1V
【薬価収載日】2013/08/27
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

バゼドキシフェン錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】バゼドキシフェン酢酸塩
【先発品】ビビアント錠２０ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】37.2円/1T
【薬価収載日】2020/06/19
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

ハッカ油「日医工」 （１ｍＬ）

内服 外用

【薬効分類】７．１．４　矯味，矯臭，着色剤
【一般名】ハッカ油
【メーカー】製)日医工
【薬価】13.4円/1mL
【薬価収載日】2012/06/01
【標榜薬効】矯味・矯臭剤

パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」 （４％１ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】１．２．４　鎮けい剤
【一般名】パパベリン塩酸塩
【メーカー】製)日医工
【薬価】94円/1A
【薬価収載日】2009/01/20
【標榜薬効】血管拡張・鎮痙剤

ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ （０．１２５ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】２．１．１　強心剤
【一般名】ジゴキシン
【メーカー】製)京都薬品工業　販)アステラス製薬　販)トーアエイヨー
【薬価】9.8円/1T
【薬価収載日】2002/07/05
【標榜薬効】ジギタリス配糖体製剤

ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」 （２０００単位１００ｍＬ１瓶）

注射
特生

【薬効分類】６．３．４　血液製剤類
【一般名】人ハプトグロビン
【メーカー】製)日本血液製剤機構
【薬価】44376円/1V
【薬価収載日】2015/09/25
【標榜薬効】血漿分画製剤
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パム静注５００ｍｇ （２．５％２０ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】３．９．２　解毒剤
【一般名】プラリドキシムヨウ化物
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】947円/1A
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】有機リン剤中毒解毒剤

ハラヴェン静注１ｍｇ （１ｍｇ２ｍＬ１瓶）

注射
毒

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】エリブリンメシル酸塩
【メーカー】製)エーザイ
【薬価】66869円/1V
【薬価収載日】2011/07/19
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

バラシクロビル顆粒５０％「ＳＰＫＫ」 （５０％１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】６．２．５　抗ウイルス剤
【一般名】バラシクロビル塩酸塩
【先発品】バルトレックス顆粒５０％
【メーカー】製)サンドファーマ　販)サンド
【薬価】124.1円/1g
【薬価収載日】2021/12/10
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

バラシクロビル顆粒５０％「明治」 （５０％１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】６．２．５　抗ウイルス剤
【一般名】バラシクロビル塩酸塩
【先発品】バルトレックス顆粒５０％
【メーカー】製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】183.1円/1g
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

バラシクロビル錠５００ｍｇ「トーワ」 （５００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】６．２．５　抗ウイルス剤
【一般名】バラシクロビル塩酸塩
【先発品】バルトレックス錠５００
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】97.6円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤
【粉砕情報】粉砕不可

バリエース発泡顆粒 （１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】７．２．１　Ｘ線造影剤
【一般名】炭酸水素ナトリウム・酒石酸
【メーカー】製)伏見製薬所
【薬価】13.6円/1g
【薬価収載日】2008/07/04
【標榜薬効】Ｘ線診断二重造影用発泡剤

バリキサ錠４５０ｍｇ （４５０ｍｇ１錠）

内服
毒

【薬効分類】６．２．５　抗ウイルス剤
【一般名】バルガンシクロビル塩酸塩
【メーカー】製)田辺三菱製薬
【薬価】2403.1円/1T
【薬価収載日】2004/11/19
【標榜薬効】抗サイトメガロウイルス化学療法剤
【粉砕情報】粉砕不可

バリテスターＡ２４０散 （９８．５％１０ｇ）

内服

【薬効分類】７．２．１　Ｘ線造影剤
【一般名】硫酸バリウム
【メーカー】製)伏見製薬所
【薬価】13.6円/10g
【薬価収載日】2002/07/05
【標榜薬効】上部消化管Ｘ線造影剤

バルサルタン錠８０ｍｇ「トーワ」 （８０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】バルサルタン
【先発品】ディオバン錠８０ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】18.2円/1T
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】選択的ＡＴ１受容体ブロッカー

【先発品】ディオバン錠８０ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】18.2円/1T
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】選択的ＡＴ１受容体ブロッカー

バルプロ酸Ｎａ徐放顆粒４０％「フジナガ」 （４０％１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【先発品】セレニカＲ顆粒４０％
【メーカー】製)藤永製薬　販)第一三共
【薬価】20.8円/1g
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

バルプロ酸ナトリウムＳＲ錠２００ｍｇ「アメル」 （２００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【先発品】セレニカＲ錠２００ｍｇ，デパケンＲ錠２００ｍｇ
【メーカー】製)共和薬品工業
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2006/07/07
【標榜薬効】抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

バルプロ酸ナトリウム錠１００ｍｇ「ＤＳＰ」 （１００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【先発品】デパケン錠１００ｍｇ
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】9.3円/1T
【薬価収載日】2020/06/18
【標榜薬効】抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「ＤＳＰ」 （５％１ｍＬ）

内服 後発

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【先発品】デパケンシロップ５％
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】6.8円/1mL
【薬価収載日】2020/06/19
【標榜薬効】抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤

パルミコート２００μｇタービュヘイラー５６吸入 （１１．２ｍｇ１瓶（２００μｇ））

外用

【薬効分類】２．２．９　その他の呼吸器官用薬
【一般名】ブデソニド
【メーカー】製)アストラゼネカ
【薬価】1166.8円/1V
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】ドライパウダー吸入式ステロイド剤

パルモディア錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．１．８　高脂血症用剤
【一般名】ペマフィブラート
【メーカー】製)興和
【薬価】33.1円/1T
【薬価収載日】2018/05/22
【標榜薬効】高脂血症治療剤

ハルロピテープ８ｍｇ （８ｍｇ１枚）

外用
劇

【薬効分類】１．１．６　抗パーキンソン剤
【一般名】ロピニロール塩酸塩
【メーカー】製)久光製薬　販)協和キリン
【薬価】364.1円/1枚
【薬価収載日】2019/11/19
【標榜薬効】経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤

バレイショデンプン原末「マルイシ」 （１０ｇ）

内服

【薬効分類】７．１．１　賦形剤
【一般名】バレイショデンプン
【メーカー】製)丸石製薬
【薬価】8円/10g
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】賦形剤
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パレプラス輸液 （５００ｍＬ１キット）

注射

【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【メーカー】製)エイワイファーマ　販)陽進堂
【薬価】483円/1kit
【薬価収載日】2014/11/28
【標榜薬効】アミノ酸・水溶性ビタミン加総合電解質液

パロキセチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物
【メーカー】製)東和薬品　販)和薬
【薬価】20.2円/1T
【薬価収載日】2012/06/22
【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤

パロノセトロン点滴静注バッグ０．７５ｍｇ／５０ｍＬ「タイホウ」 （０．７５ｍｇ５０
ｍＬ１袋）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】パロノセトロン塩酸塩
【先発品】アロキシ点滴静注バッグ０．７５ｍｇ
【メーカー】製)岡山大鵬薬品　販)大鵬薬品工業
【薬価】5350円/1袋
【薬価収載日】2021/06/18
【標榜薬効】５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤

ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「ヨシトミ」 （０．７５ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】ハロペリドール
【先発品】セレネース錠０．７５ｍｇ
【メーカー】製)田辺三菱製薬
【薬価】6円/1T
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】精神神経安定剤

ハロペリドール注５ｍｇ「ヨシトミ」 （０．５％１ｍＬ１管）

注射 後発
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】ハロペリドール
【先発品】セレネース注５ｍｇ
【メーカー】製)田辺三菱製薬
【薬価】57円/1A
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】精神神経安定剤

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「明治」 （０．５ｇ１瓶）

注射 後発

【薬効分類】６．１．１　主としてグラム陽性菌に作用するもの
【一般名】バンコマイシン塩酸塩
【先発品】塩酸バンコマイシン点滴静注用０．５ｇ＊（ＯＫ）
【メーカー】製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】681円/1V
【薬価収載日】2021/04/23
【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質
【区分】抗生剤

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用１．０ｇ「ＭＥＥＫ」 （１ｇ１瓶）

注射 後発

【薬効分類】６．１．１　主としてグラム陽性菌に作用するもの
【一般名】バンコマイシン塩酸塩
【メーカー】製)小林化工　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】834円/1V
【薬価収載日】2015/12/11
【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質
【区分】抗生剤

パンテチン散２０％「テバ」 （２０％１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】３．１．３　ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）
【一般名】パンテチン
【先発品】パントシン散２０％
【メーカー】製)武田テバ薬品　販)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】6.3円/1g
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】パンテチン製剤

パンテチン注２００ｍｇ「ＫＣＣ」 （２００ｍｇ１管）

注射 後発

【薬効分類】３．１．３　ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）
【一般名】パンテチン
【先発品】パントシン注１０％
【メーカー】製)共和クリティケア
【薬価】57円/1A
【薬価収載日】2020/12/11
【標榜薬効】パンテチン製剤

ハンプ注射用１０００ （１０００μｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】カルペリチド（遺伝子組換え）
【メーカー】製)第一三共　販)ゼリア新薬工業　販)第一製薬
【薬価】1544円/1V
【薬価収載日】1995/03/17
【標榜薬効】α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤

ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％ＨＶ「センジュ」 （１％０．８５ｍＬ１筒）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【メーカー】製)千寿製薬　販)武田薬品工業
【薬価】4691.8円/1筒
【薬価収載日】2020/06/19
【標榜薬効】眼科手術補助剤

ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ「ＡＦＰ」 （１％２．５ｍＬ１筒）

注射 後発

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【先発品】アルツディスポ関節注２５ｍｇ，スベニールディスポ関節注２５ｍｇ
【メーカー】製)シオノケミカル　販)アルフレッサファーマ
【薬価】303円/1筒
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】関節機能改善剤

ヒアルロン酸ナトリウムＰＦ点眼液０．１％「日点」 （０．１％５ｍＬ１瓶）

外用 後発

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【先発品】ヒアレイン点眼液０．１％
【メーカー】製)日本点眼薬研究所
【薬価】115.2円/1V
【薬価収載日】2011/06/24
【標榜薬効】角結膜上皮障害治療剤

ヒアレインミニ点眼液０．３％ （０．３％０．４ｍＬ１個）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【メーカー】製)参天製薬
【薬価】20.2円/1個
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】角結膜上皮障害治療剤

ビーエスエスプラス５００眼灌流液０．０１８４％ （０．４６％２０ｍＬ１瓶（希釈液
付））

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】オキシグルタチオン
【メーカー】製)日本アルコン　販)参天製薬
【薬価】3113.4円/1V
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】オキシグルタチオン眼灌流・洗浄液

ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ファイザー」 （１５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩
【先発品】アクトスＯＤ錠１５
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】15.6円/1T
【薬価収載日】2012/06/22
【標榜薬効】インスリン抵抗性改善剤－２型糖尿病治療剤－
【区分】糖尿病薬
【粉砕情報】粉砕不可

ビオスリー配合ＯＤ錠 （１錠）

内服

【薬効分類】２．３．１　止しゃ剤，整腸剤
【一般名】酪酸菌配合剤
【メーカー】製)東亜薬品工業　販)鳥居薬品
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2015/12/11
【標榜薬効】活性生菌製剤
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ビオスリー配合散 （１ｇ）

内服

【薬効分類】２．３．１　止しゃ剤，整腸剤
【一般名】酪酸菌配合剤
【メーカー】製)東亜薬品工業　販)鳥居薬品
【薬価】6.3円/1g
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】活性生菌製剤

ビオフェルミンＲ錠 （１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．３．１　止しゃ剤，整腸剤
【一般名】耐性乳酸菌製剤
【メーカー】製)ビオフェルミン製薬　販)大正製薬　販)武田薬品工業
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】耐性乳酸菌整腸剤

ビカネイト輸液 （５００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】重炭酸リンゲル液
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】198円/1袋
【薬価収載日】2010/09/24
【標榜薬効】細胞外液補充液

ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＫ」 （８０ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】ビカルタミド
【先発品】カソデックス錠８０ｍｇ
【メーカー】製)日本化薬
【薬価】166.9円/1T
【薬価収載日】2009/05/15
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

ビクシリン注射用０．５ｇ （５００ｍｇ１瓶）

注射

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】アンピシリンナトリウム
【メーカー】製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】223円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】ペニシリン系抗生物質
【区分】抗生剤

ビクシリン注射用１ｇ （１ｇ１瓶）

注射

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】アンピシリンナトリウム
【メーカー】製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】360円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】ペニシリン系抗生物質
【区分】抗生剤

ビクトーザ皮下注１８ｍｇ （１８ｍｇ３ｍＬ１キット）

注射 自注
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】リラグルチド（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ノボノルディスクファーマ
【薬価】9473円/1kit
【薬価収載日】2010/06/11
【標榜薬効】ヒトＧＬＰ－１アナログ製剤
【区分】糖尿病薬

ピコスルファートＮａ内用液０．７５％「トーワ」 （０．７５％１ｍＬ）

内服 後発

【薬効分類】２．３．５　下剤，浣腸剤
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物
【先発品】ラキソベロン内用液０．７５％
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】8.1円/1mL
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤

ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＣＨＯＳ」 （０．７５％１ｍＬ）

内服 後発

【薬効分類】２．３．５　下剤，浣腸剤
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物
【先発品】ラキソベロン内用液０．７５％
【メーカー】製)シー・エイチ・オー新薬　販)ファイザー　販)マイラン製薬
【薬価】8.1円/1mL
【薬価収載日】2010/05/28
【標榜薬効】滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤

【先発品】ラキソベロン内用液０．７５％
【メーカー】製)シー・エイチ・オー新薬　販)ファイザー　販)マイラン製薬
【薬価】8.1円/1mL
【薬価収載日】2010/05/28
【標榜薬効】滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤

ピシリバクタ静注用１．５ｇ （（１．５ｇ）１瓶）

注射 後発

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム
【先発品】ユナシン－Ｓ静注用１．５ｇ
【メーカー】製)日医工　販)日本ケミファ
【薬価】422円/1V
【薬価収載日】2005/07/08
【標榜薬効】β－ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
【区分】抗生剤

ビスコート０．５眼粘弾剤 （０．５ｍＬ１筒）

外用 後発

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム
【メーカー】製)日本アルコン
【薬価】4224.7円/1筒
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】眼科手術補助剤

ビスダームクリーム０．１％ （０．１％１ｇ）

外用
劇

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】アムシノニド
【メーカー】製)帝國製薬　販)日医工
【薬価】27.4円/1g
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン外用剤

ビソノテープ２ｍｇ （２ｍｇ１枚）

外用

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】ビソプロロール
【メーカー】製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬
【薬価】51円/1枚
【薬価収載日】2019/05/29
【標榜薬効】経皮吸収型・β１遮断剤

ビソノテープ４ｍｇ （４ｍｇ１枚）

外用

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】ビソプロロール
【メーカー】製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬
【薬価】69.8円/1枚
【薬価収載日】2013/08/27
【標榜薬効】経皮吸収型・β１遮断剤

ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 （５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩
【先発品】メインテート錠５ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2013/11/18
【標榜薬効】選択的β１遮断剤

ビダーザ注射用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】アザシチジン
【メーカー】製)日本新薬
【薬価】41714円/1V
【薬価収載日】2011/03/11
【標榜薬効】骨髄異形成症候群治療剤
【区分】抗がん剤

ビタダン配合錠 （１錠）

内服 後発

【薬効分類】３．１．７　混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）
【一般名】フルスルチアミン・Ｂ２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤
【メーカー】製)メディサ新薬　販)沢井製薬
【薬価】7.3円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】神経・筋機能賦活剤
【粉砕情報】粉砕不可
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ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 （１ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．８　高脂血症用剤
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物
【先発品】リバロＯＤ錠１ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】12.1円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤

ビタメジン静注用 （１瓶）

注射

【薬効分類】３．１．７　混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）
【一般名】リン酸チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合剤
【メーカー】製)アルフレッサファーマ　販)第一三共
【薬価】107円/1V
【標榜薬効】複合ビタミン剤

ビダラビン軟膏３％「トーワ」 （３％１ｇ）

外用 後発

【薬効分類】６．２．５　抗ウイルス剤
【一般名】ビダラビン
【先発品】アラセナ－Ａ軟膏３％
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】88.6円/1g
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】抗ウイルス剤

ヒダントールＤ配合錠 （１錠）

内服
劇 精３

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤
【メーカー】製)藤永製薬　販)第一三共
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】抗てんかん剤

ヒダントールＦ配合錠 （１錠）

内服
劇 精３

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】フェニトイン・フェノバルビタール配合剤
【メーカー】製)藤永製薬　販)第一三共
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】抗てんかん剤

ヒトＣＲＨ静注用１００μｇ「タナベ」 （１００μｇ１瓶（溶解液付））

注射

【薬効分類】７．２．２　機能検査用試薬
【一般名】コルチコレリン（ヒト）
【メーカー】製)ニプロＥＳファーマ　販)田辺三菱製薬
【薬価】17107円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機能検査薬

ピドキサール錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．１．３　ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）
【一般名】ピリドキサールリン酸エステル水和物
【メーカー】製)太陽ファルマ　販)中外製薬
【薬価】7.1円/1T
【薬価収載日】2002/07/05
【標榜薬効】活性型ビタミンＢ６製剤
【粉砕情報】粉砕不可

ピトレシン注射液２０ （２０単位１管）

注射

【薬効分類】２．４．１　脳下垂体ホルモン剤
【一般名】バソプレシン
【メーカー】製)第一三共
【薬価】607円/1A
【薬価収載日】2008/10/20
【標榜薬効】脳下垂体後葉ホルモン剤

ヒドロクロロチアジド錠１２．５ｍｇ「トーワ」 （１２．５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．３　利尿剤
【一般名】ヒドロクロロチアジド
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】降圧利尿剤

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルＮａ静注用５００ｍｇ「武田テバ」 （５００ｍｇ１
瓶（溶解液付））

注射 後発

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム
【先発品】ソル・コーテフ静注用５００ｍｇ
【メーカー】製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業
【薬価】1116円/1V
【薬価収載日】2020/12/11
【標榜薬効】水溶性ヒドロコルチゾン製剤

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルＮａ注射用１００ｍｇ「武田テバ」 （１００ｍｇ１
瓶（溶解液付））

注射 自注 後発

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム
【先発品】ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ
【メーカー】製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業
【薬価】283円/1V
【薬価収載日】2020/12/11
【標榜薬効】水溶性ヒドロコルチゾン製剤

ヒドロコルチゾンリン酸エステルＮａ静注液１００ｍｇ「ＡＦＰ」 （１００ｍｇ２ｍＬ１
管）

注射 後発

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム
【メーカー】製)共創未来ファーマ　販)アルフレッサファーマ
【薬価】194円/1A
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン製剤

ピノルビン注射用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．３　抗腫瘍性抗生物質製剤
【一般名】ピラルビシン塩酸塩
【メーカー】製)日本マイクロバイオファーマ　販)日本化薬
【薬価】4808円/1V
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】抗悪性腫瘍抗生物質
【区分】抗がん剤

ピノルビン注射用３０ｍｇ （３０ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．３　抗腫瘍性抗生物質製剤
【一般名】ピラルビシン塩酸塩
【メーカー】製)日本マイクロバイオファーマ　販)日本化薬
【薬価】14421円/1V
【薬価収載日】2016/12/09
【標榜薬効】抗悪性腫瘍抗生物質
【区分】抗がん剤

ビーフリード輸液 （５００ｍＬ１キット）

注射

【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】490円/1kit
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】ビタミンＢ１・糖・電解質・アミノ酸液

ビベスピエアロスフィア２８吸入 （２８吸入１キット）

外用

【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物
【メーカー】製)アストラゼネカ
【薬価】1677.1円/1kit
【薬価収載日】2019/09/04
【標榜薬効】ＣＯＰＤ治療配合剤

ヒベルナ散１０％ （１０％１ｇ）

内服
劇

【薬効分類】４．４．１　抗ヒスタミン剤
【一般名】ヒベンズ酸プロメタジン
【メーカー】製)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ
【薬価】6.3円/1g
【薬価収載日】2002/07/05
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤

ヒベルナ糖衣錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】４．４．１　抗ヒスタミン剤
【一般名】プロメタジン塩酸塩
【メーカー】製)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2001/07/06
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤
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【一般名】プロメタジン塩酸塩
【メーカー】製)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2001/07/06
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤

ヒベルナ糖衣錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】４．４．１　抗ヒスタミン剤
【一般名】プロメタジン塩酸塩
【メーカー】製)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2001/07/06
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤

ピマリシン点眼液５％「センジュ」 （５０ｍｇ１ｍＬ）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】ピマリシン
【メーカー】製)千寿製薬　販)武田薬品工業
【薬価】628.3円/1mL
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】抗真菌剤

ビムパット錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】ラコサミド
【メーカー】製)ユーシービージャパン　販)第一三共
【薬価】217.9円/1T
【薬価収載日】2016/08/31
【標榜薬効】抗てんかん剤

ビムパット点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】ラコサミド
【メーカー】製)ユーシービージャパン　販)第一三共
【薬価】2451円/1V
【薬価収載日】2020/05/27
【標榜薬効】抗てんかん剤

ピムロ顆粒 （１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】２．３．５　下剤，浣腸剤
【一般名】センナ・センナ実
【先発品】アローゼン顆粒
【メーカー】製)本草製薬　販)辰巳化学　販)摩耶堂製薬
【薬価】6.3円/1g
【薬価収載日】1998/07/10
【標榜薬効】緩下剤

ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 （１．２５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．１　強心剤
【一般名】ピモベンダン
【メーカー】製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬
【薬価】44.7円/1T
【薬価収載日】2008/11/07
【標榜薬効】心不全治療薬

ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ （１００単位１ｍＬバイアル）

注射 自注
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】インスリン　ヒト（遺伝子組換え）
【メーカー】製)日本イーライリリー
【薬価】257円/1mLバイアル
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

ビラノア錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】ビラスチン
【メーカー】製)大鵬薬品工業　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】61.9円/1T
【薬価収載日】2016/11/18
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

ピラマイド原末 （１ｇ）

内服

【薬効分類】６．２．２　抗結核剤
【一般名】ピラジナミド
【メーカー】製)アルフレッサファーマ　販)第一三共
【薬価】30.7円/1g
【薬価収載日】2008/06/23
【標榜薬効】結核化学療法剤

ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１カプセル）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物
【先発品】サンリズムカプセル２５ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】15.3円/1C
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】不整脈治療剤

ヒーロンＶ眼粘弾剤２．３％シリンジ０．６ｍＬ （２．３％０．６ｍＬ１筒）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【メーカー】製)エイエムオー・ジャパン
【薬価】7684.7円/1筒
【薬価収載日】2018/06/15
【標榜薬効】眼科手術補助剤

ファスジル塩酸塩点滴静注液３０ｍｇ「ＫＣＣ」 （３０．８ｍｇ２ｍＬ１管）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】ファスジル塩酸塩水和物
【先発品】エリル点滴静注液３０ｍｇ
【メーカー】製)共和クリティケア
【薬価】872円/1A
【薬価収載日】2020/06/19
【標榜薬効】蛋白リン酸化酵素阻害剤

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】ファモチジン
【先発品】ガスターＤ錠２０ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2006/07/07
【標榜薬効】Ｈ２受容体拮抗剤

ファモチジン細粒２％「サワイ」 （２％１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】ファモチジン
【先発品】ガスター散２％
【メーカー】製)沢井製薬　販)日新製薬
【薬価】13円/1g
【薬価収載日】2002/07/05
【標榜薬効】Ｈ２受容体拮抗剤

ファモチジン静注２０ｍｇ「日新」 （２０ｍｇ２０ｍＬ１管）

注射 後発

【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】ファモチジン
【メーカー】製)日新製薬
【薬価】97円/1A
【薬価収載日】2011/06/24
【標榜薬効】Ｈ２受容体拮抗剤

ファロム錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】ファロペネムナトリウム水和物
【メーカー】製)マルホ　販)アステラス製薬
【薬価】116円/1T
【薬価収載日】1997/06/20
【標榜薬効】ペネム系抗生物質
【区分】抗生剤

ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ （１００ｍｇ１ｍＬ）

内服
劇

【薬効分類】６．１．７　主としてカビに作用するもの
【一般名】アムホテリシンＢ
【メーカー】製)クリニジェン　販)ブリストル・マイヤーズスクイブ
【薬価】54.6円/1mL
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質

- 60 -

ヒベルナ糖衣錠２５ｍｇ ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ



フィコンパ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】ペランパネル水和物
【メーカー】製)エーザイ
【薬価】195.8円/1T
【薬価収載日】2016/05/25
【標榜薬効】抗てんかん剤

フィジオ１４０輸液 （５００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】218円/1袋
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】細胞外液補給液

フィニバックス点滴静注用０．５ｇ （５００ｍｇ１瓶）

注射

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】ドリペネム水和物
【メーカー】製)塩野義製薬
【薬価】1011円/1V
【薬価収載日】2011/09/22
【標榜薬効】カルバペネム系抗生物質製剤
【区分】抗生剤

ブイフェンド２００ｍｇ静注用 （２００ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】６．１．７　主としてカビに作用するもの
【一般名】ボリコナゾール
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】7054円/1V
【薬価収載日】2005/06/03
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

フィブラストスプレー５００ （５００μｇ１瓶（溶解液付））

外用

【薬効分類】２．６．９　その他の外皮用薬
【一般名】トラフェルミン（遺伝子組換え）
【メーカー】製)科研製薬
【薬価】8176.5円/1V
【薬価収載日】2001/06/01
【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ「Ｆ」 （１５０μｇ０．６ｍＬ１筒）

注射 自注 後発

【薬効分類】３．３．９　その他の血液・体液用薬
【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）
【メーカー】製)富士製薬工業
【薬価】4037円/1筒
【薬価収載日】2013/05/31
【標榜薬効】Ｇ－ＣＳＦ製剤

フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ「Ｆ」 （３００μｇ０．７ｍＬ１筒）

注射 自注 後発

【薬効分類】３．３．９　その他の血液・体液用薬
【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）
【メーカー】製)富士製薬工業
【薬価】6522円/1筒
【薬価収載日】2013/05/31
【標榜薬効】Ｇ－ＣＳＦ製剤

フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「モチダ」 （７５μｇ０．３ｍＬ１筒）

注射 自注 後発

【薬効分類】３．３．９　その他の血液・体液用薬
【一般名】フィルグラスチム（遺伝子組換え）
【メーカー】製)持田製薬販売　販)持田製薬
【薬価】2510円/1筒
【薬価収載日】2013/05/31
【標榜薬効】Ｇ－ＣＳＦ製剤

フェアストン錠４０ （４０ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】トレミフェンクエン酸塩
【メーカー】製)日本化薬
【薬価】212.5円/1T
【薬価収載日】1995/05/26
【標榜薬効】乳癌治療剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

【粉砕情報】粉砕不可

フェインジェクト静注５００ｍｇ （５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

注射

【薬効分類】３．２．２　無機質製剤
【一般名】カルボキシマルトース第二鉄
【メーカー】製)ゼリア新薬工業
【薬価】5969円/1V
【薬価収載日】2020/08/26
【標榜薬効】鉄欠乏性貧血治療剤

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 （６０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
【先発品】アレグラ錠６０ｍｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】23.3円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

フェジン静注４０ｍｇ （４０ｍｇ２ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】３．２．２　無機質製剤
【一般名】含糖酸化鉄
【メーカー】製)日医工
【薬価】90円/1A
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】静注用鉄剤

フェソロデックス筋注２５０ｍｇ （２５０ｍｇ５ｍＬ１筒）

注射
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】フルベストラント
【メーカー】製)アストラゼネカ
【薬価】38404円/1筒
【薬価収載日】2011/11/25
【標榜薬効】抗エストロゲン剤／乳癌治療剤
【区分】抗がん剤

フェノバール錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

内服
劇 精３

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】フェノバルビタール
【メーカー】製)藤永製薬　販)第一三共
【薬価】7円/1T
【標榜薬効】催眠・鎮静・抗けいれん剤

フェノバール注射液１００ｍｇ （１０％１ｍＬ１管）

注射
劇 精３

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】フェノバルビタール
【メーカー】製)藤永製薬　販)第一三共
【薬価】71円/1A
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】鎮静・抗けいれん剤

フェノバルビタール散１０％「マルイシ」 （１０％１ｇ）

内服
劇 精３

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】フェノバルビタール
【メーカー】製)丸石製薬　販)吉田製薬
【薬価】7.5円/1g
【薬価収載日】2003/07/03
【標榜薬効】催眠・鎮静・抗てんかん剤

フェノフィブラート錠８０ｍｇ「武田テバ」 （８０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．８　高脂血症用剤
【一般名】フェノフィブラート
【先発品】トライコア錠８０ｍｇ，リピディル錠８０ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】11.2円/1T
【薬価収載日】2017/12/08
【標榜薬効】高脂血症治療剤

フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」 （１０ｇ）

外用

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】フェノール・亜鉛華リニメント
【メーカー】製)日興製薬　販)エビス製薬　販)日興製薬販売　販)丸石製薬
【薬価】14.5円/10g
【標榜薬効】鎮痒・収斂・消炎剤
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【メーカー】製)日興製薬　販)エビス製薬　販)日興製薬販売　販)丸石製薬
【薬価】14.5円/10g
【標榜薬効】鎮痒・収斂・消炎剤

フェブリク錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．９．４　痛風治療剤
【一般名】フェブキソスタット
【メーカー】製)帝人ファーマ
【薬価】27円/1T
【薬価収載日】2011/03/11
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

フェブリク錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．９．４　痛風治療剤
【一般名】フェブキソスタット
【メーカー】製)帝人ファーマ
【薬価】49.5円/1T
【薬価収載日】2011/03/11
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

フェマーラ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】レトロゾール
【メーカー】製)ノバルティスファーマ　販)中外製薬
【薬価】321.1円/1T
【薬価収載日】2006/04/28
【標榜薬効】閉経後乳癌治療剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

フェルビナクパップ７０ｍｇ「ＮＰ」 （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

外用 後発

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】フェルビナク
【先発品】セルタッチテープ７０，セルタッチパップ７０
【メーカー】製)ニプロファーマ　販)ニプロ
【薬価】14円/1枚
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ （１錠）

内服

【薬効分類】３．２．２　無機質製剤
【一般名】乾燥硫酸鉄
【メーカー】製)マイランＥＰＤ　販)アボットジャパン
【薬価】7.2円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】徐放型鉄剤
【粉砕情報】粉砕不可

フェンタニルクエン酸塩１日用テープ１ｍｇ「テイコク」 （１ｍｇ１枚）

外用 後発
麻 劇

【薬効分類】８．２．１　合成麻薬
【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【先発品】フェントステープ１ｍｇ
【メーカー】製)帝國製薬　販)テルモ　販)日本臓器製薬
【薬価】253.1円/1枚
【薬価収載日】2019/12/13
【標榜薬効】経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤

フェンタニルクエン酸塩１日用テープ２ｍｇ「テイコク」 （２ｍｇ１枚）

外用 後発
麻 劇

【薬効分類】８．２．１　合成麻薬
【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【先発品】フェントステープ２ｍｇ
【メーカー】製)帝國製薬　販)テルモ　販)日本臓器製薬
【薬価】473.9円/1枚
【薬価収載日】2019/12/13
【標榜薬効】経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤

フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」 （０．００５％２ｍＬ１管）

注射 後発
麻 劇

【薬効分類】８．２．１　合成麻薬
【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【先発品】フェンタニル注射液０．１ｍｇ「第一三共」
【メーカー】製)テルモ
【薬価】181円/1A
【薬価収載日】2019/11/27
【標榜薬効】麻酔用鎮痛剤

フェントステープ０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１枚）

外用
麻 劇

【薬効分類】８．２．１　合成麻薬
【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【メーカー】製)久光製薬　販)協和キリン
【薬価】285.4円/1枚
【薬価収載日】2018/11/28
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

フォシーガ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物
【メーカー】製)アストラゼネカ　販)小野薬品工業
【薬価】264.9円/1T
【薬価収載日】2014/05/23
【標榜薬効】選択的ＳＧＬＴ２阻害剤
【区分】糖尿病薬

フォシーガ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物
【メーカー】製)アストラゼネカ　販)小野薬品工業
【薬価】179円/1T
【薬価収載日】2014/05/23
【標榜薬効】選択的ＳＧＬＴ２阻害剤
【区分】糖尿病薬

フォリアミン錠 （５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．１．３　ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）
【一般名】葉酸
【メーカー】製)日本製薬　販)武田薬品工業
【薬価】9.8円/1T
【標榜薬効】葉酸製剤

フォリアミン注射液 （１５ｍｇ１管）

注射

【薬効分類】３．１．３　ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）
【一般名】葉酸
【メーカー】製)日本製薬　販)武田薬品工業
【薬価】96円/1A
【標榜薬効】葉酸製剤

ブシラミン錠１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】４．４．２　刺激療法剤
【一般名】ブシラミン
【先発品】リマチル錠１００ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】19.2円/1T
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】抗リウマチ剤

ブスコパン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】１．２．４　鎮けい剤
【一般名】ブチルスコポラミン臭化物
【メーカー】製)サノフィ　販)日本ベーリンガーインゲルハイム
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】鎮痙剤

フスタゾール糖衣錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．２．２　鎮咳剤
【一般名】クロペラスチン塩酸塩
【メーカー】製)ニプロＥＳファーマ　販)田辺三菱製薬
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】鎮咳剤

プソフェキ配合錠「サワイ」 （１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン配合剤
【先発品】ディレグラ配合錠
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】18.8円/1T
【薬価収載日】2020/06/19
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤
【粉砕情報】粉砕不可
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【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ「ＮＰ」 （２％１ｍＬ１管）

注射 後発
劇

【薬効分類】１．２．４　鎮けい剤
【一般名】ブチルスコポラミン臭化物
【先発品】ブスコパン注２０ｍｇ
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】57円/1A
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】鎮痙剤

ブデソニド吸入液０．５ｍｇ「武田テバ」 （０．５ｍｇ２ｍＬ１管）

外用 後発

【薬効分類】２．２．９　その他の呼吸器官用薬
【一般名】ブデソニド
【先発品】パルミコート吸入液０．５ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】84.4円/1A
【薬価収載日】2019/12/13
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

ブテナフィン塩酸塩液１％「トーワ」 （１％１ｍＬ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．５　寄生性皮ふ疾患用剤
【一般名】ブテナフィン塩酸塩
【先発品】ボレー外用液１％，メンタックス外用液１％
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】18.6円/1mL
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】抗白癬菌剤

ブテナフィン塩酸塩クリーム１％「ファイザー」 （１％１ｇ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．５　寄生性皮ふ疾患用剤
【一般名】ブテナフィン塩酸塩
【先発品】ボレークリーム１％，メンタックスクリーム１％
【メーカー】製)マイラン製薬　販)ファイザー
【薬価】18.6円/1g
【薬価収載日】2014/12/12
【標榜薬効】抗白癬菌剤

ブデホル吸入粉末剤６０吸入「ニプロ」 （６０吸入１キット）

外用 後発

【薬効分類】２．２．９　その他の呼吸器官用薬
【一般名】ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物
【先発品】シムビコートタービュヘイラー６０吸入
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】1845.1円/1kit
【薬価収載日】2020/06/19
【標榜薬効】ドライパウダー吸入式喘息・ＣＯＰＤ治療配合剤

ブドウ糖注５％ＰＬ「フソー」 （５％１００ｍＬ１瓶）

注射

【薬効分類】３．２．３　糖類剤
【一般名】精製ブドウ糖
【メーカー】製)扶桑薬品工業
【薬価】136円/1V
【薬価収載日】2007/12/25
【標榜薬効】糖類製剤

ブプレノルフィン注０．２ｍｇ「日新」 （０．２ｍｇ１管）

注射 後発
劇 精２

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩
【先発品】レペタン注０．２ｍｇ
【メーカー】製)日新製薬
【薬価】72円/1A
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】中枢性鎮痛剤

プラケニル錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）

内服
毒

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ヒドロキシクロロキン硫酸塩
【メーカー】製)サノフィ　販)旭化成ファーマ
【薬価】402.4円/1T
【薬価収載日】2015/08/31
【標榜薬効】免疫調整剤

プラザキサカプセル１１０ｍｇ （１１０ｍｇ１カプセル）

内服

【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩
【メーカー】製)日本ベーリンガーインゲルハイム
【薬価】237.3円/1C
【薬価収載日】2011/03/11
【標榜薬効】直接トロンビン阻害剤
【粉砕情報】粉砕不可

プラザキサカプセル７５ｍｇ （７５ｍｇ１カプセル）

内服

【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩
【メーカー】製)日本ベーリンガーインゲルハイム
【薬価】134.7円/1C
【薬価収載日】2011/03/11
【標榜薬効】直接トロンビン阻害剤
【粉砕情報】粉砕不可

フラジール腟錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

外用

【薬効分類】２．５．２　生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）
【一般名】メトロニダゾール
【メーカー】製)富士製薬工業　販)塩野義製薬
【薬価】36.2円/1T
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】抗トリコモナス剤
【区分】抗生剤

フラジール内服錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】６．４．１　抗原虫剤
【一般名】メトロニダゾール
【メーカー】製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬
【薬価】36.2円/1T
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】抗原虫剤
【区分】抗生剤

プラスアミノ輸液 （５００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】総合アミノ酸製剤（ブドウ糖加）
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】347円/1袋
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】ブドウ糖加アミノ酸製剤

プラノバール配合錠 （１錠）

内服

【薬効分類】２．４．８　混合ホルモン剤
【一般名】ノルゲストレル・エチニルエストラジオール
【メーカー】製)あすか製薬　販)武田薬品工業
【薬価】13.8円/1T
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】黄体・卵胞ホルモン配合剤
【粉砕情報】粉砕不可

プラバスタチンＮａ塩錠１０ｍｇ「タナベ」 （１０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．８　高脂血症用剤
【一般名】プラバスタチンナトリウム
【先発品】メバロチン錠１０
【メーカー】製)ニプロＥＳファーマ
【薬価】13.7円/1T
【薬価収載日】2008/07/04
【標榜薬効】高脂血症治療剤

プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （０．１２５ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．６　抗パーキンソン剤
【一般名】プラミペキソール塩酸塩水和物
【先発品】ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ
【メーカー】製)第一三共エスファ　販)第一三共
【薬価】11.6円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ （６０ｍｇ１ｍＬ１筒）

注射
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】デノスマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)第一三共
【薬価】28136円/1筒
【薬価収載日】2013/05/24
【標榜薬効】ヒト型抗ＲＡＮＫＬモノクローナル抗体製剤
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【標榜薬効】ヒト型抗ＲＡＮＫＬモノクローナル抗体製剤

プランルカストＤＳ１０％「サワイ」 （１０％１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】プランルカスト水和物
【先発品】オノンドライシロップ１０％
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】26.8円/1g
【薬価収載日】2007/07/06
【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「サワイ」 （１１２．５ｍｇ１カプセル）

内服 後発

【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】プランルカスト水和物
【先発品】オノンカプセル１１２．５ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】17.2円/1C
【薬価収載日】2009/05/15
【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

フリウェル配合錠ＬＤ「モチダ」 （１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．４．８　混合ホルモン剤
【一般名】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール
【先発品】ルナベル配合錠ＬＤ
【メーカー】製)持田製薬販売　販)持田製薬
【薬価】97.1円/1T
【薬価収載日】2017/12/08
【標榜薬効】月経困難症治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

プリズバインド静注液２．５ｇ （２．５ｇ５０ｍＬ１瓶）

注射

【薬効分類】３．３．９　その他の血液・体液用薬
【一般名】イダルシズマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)日本ベーリンガーインゲルハイム
【薬価】203626円/1V
【薬価収載日】2016/11/18
【標榜薬効】ダビガトラン特異的中和剤

ブリディオン静注２００ｍｇ （２００ｍｇ２ｍＬ１瓶）

注射

【薬効分類】３．９．２　解毒剤
【一般名】スガマデクスナトリウム
【メーカー】製)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ
【薬価】9000円/1V
【薬価収載日】2010/04/16
【標榜薬効】筋弛緩回復剤

プリビナ液０．０５％ （０．０５％１ｍＬ）

外用

【薬効分類】１．３．２　耳鼻科用剤
【一般名】ナファゾリン硝酸塩
【メーカー】製)日新製薬　販)ノバルティスファーマ
【薬価】4円/1mL
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】点鼻用局所血管収縮剤

プリモボラン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．４．４　たん白同化ステロイド剤
【一般名】メテノロン酢酸エステル
【メーカー】製)バイエル薬品　販)日本シエーリング
【薬価】12.2円/1T
【標榜薬効】蛋白同化ステロイド剤

フルイトラン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．１．３　利尿剤
【一般名】トリクロルメチアジド
【メーカー】製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬
【薬価】9.8円/1T
【標榜薬効】チアジド系降圧利尿剤

フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」 （１０００ｍｇ１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】４．２．２　代謝拮抗剤
【一般名】フルオロウラシル
【先発品】５－ＦＵ注１０００ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】549円/1V
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

フルオロメトロン点眼液０．１％「ニットー」 （０．１％１ｍＬ）

外用 後発

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】フルオロメトロン
【先発品】フルメトロン点眼液０．１％
【メーカー】製)日東メディック　販)杏林製薬
【薬価】17.9円/1mL
【薬価収載日】2019/06/14
【標榜薬効】抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤

フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１カプセル）

内服 後発

【薬効分類】６．２．９　その他の化学療法剤
【一般名】フルコナゾール
【先発品】ジフルカンカプセル１００ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】197.2円/1C
【薬価収載日】2010/05/28
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

フルスルチアミン注１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１管）

注射 後発

【薬効分類】３．１．２　ビタミンＢ１剤
【一般名】フルスルチアミン塩酸塩
【先発品】アリナミンＦ１０注
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】51円/1A
【薬価収載日】2017/12/08
【標榜薬効】ビタミンＢ１誘導体

フルタミド錠１２５ｍｇ「ファイザー」 （１２５ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】フルタミド
【先発品】オダイン錠１２５ｍｇ
【メーカー】製)マイラン製薬　販)日本ジェネリック　販)ファイザー
【薬価】81.6円/1T
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】前立腺癌治療剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用 （１２０吸入１瓶）

外用

【薬効分類】２．２．９　その他の呼吸器官用薬
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物
【メーカー】製)杏林製薬
【薬価】5257.5円/1V
【薬価収載日】2014/11/28
【標榜薬効】喘息治療配合剤

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 （１ｍｇ１錠）

内服 後発
精２

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】フルニトラゼパム
【先発品】サイレース錠１ｍｇ
【メーカー】製)共和薬品工業
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2000/07/07
【標榜薬効】睡眠導入剤

フルバスタチン錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．８　高脂血症用剤
【一般名】フルバスタチンナトリウム
【先発品】ローコール錠２０ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】22.1円/1T
【薬価収載日】2009/11/13
【標榜薬効】ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤
【粉砕情報】粉砕不可

フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （２５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】フルボキサミンマレイン酸塩
【先発品】デプロメール錠２５，ルボックス錠２５
【メーカー】製)エルメッド　販)日医工
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2010/11/19
【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤
【粉砕情報】粉砕不可
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フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「Ｆ」 （０．５ｍｇ５ｍＬ１管）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．２．１　呼吸促進剤
【一般名】フルマゼニル
【先発品】アネキセート注射液０．５ｍｇ
【メーカー】製)富士製薬工業　販)丸石製薬
【薬価】1144円/1A
【薬価収載日】2006/07/07
【標榜薬効】ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤

ブレオ注射用５ｍｇ （５ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．３　抗腫瘍性抗生物質製剤
【一般名】ブレオマイシン塩酸塩
【メーカー】製)日本化薬
【薬価】1469円/1V
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】抗腫瘍性抗生物質
【区分】抗がん剤

フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ファイザー」 （５０ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】フレカイニド酢酸塩
【先発品】タンボコール錠５０ｍｇ
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】21.1円/1T
【薬価収載日】2018/06/15
【標榜薬効】頻脈性不整脈治療剤

プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ニプロ」 （２５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】プレガバリン
【先発品】リリカＯＤ錠２５ｍｇ
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】12.7円/1T
【薬価収載日】2020/12/11
【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ケミファ」 （７５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】プレガバリン
【先発品】リリカＯＤ錠７５ｍｇ
【メーカー】製)日本ケミファ
【薬価】28.9円/1T
【薬価収載日】2020/12/11
【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

プレグランディン腟坐剤１ｍｇ （１ｍｇ１個）

外用
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】ゲメプロスト
【メーカー】製)小野薬品工業
【薬価】3976.6円/1個
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】ＰＧＥ１誘導体製剤

プレドニゾロン散「タケダ」１％ （１％１ｇ）

内服

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】プレドニゾロン
【メーカー】製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業
【薬価】6.5円/1g
【薬価収載日】2001/09/07
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） （１ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】プレドニゾロン
【メーカー】製)旭化成ファーマ
【薬価】8.3円/1T
【薬価収載日】1998/07/10
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

プレドニゾロン錠５ｍｇ（旭化成） （５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】プレドニゾロン
【メーカー】製)旭化成ファーマ
【薬価】9.8円/1T
【薬価収載日】2001/09/07
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

【一般名】プレドニゾロン
【メーカー】製)旭化成ファーマ
【薬価】9.8円/1T
【薬価収載日】2001/09/07
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

プロウペス腟用剤１０ｍｇ （１個）

外用
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】ジノプロストン
【メーカー】製)フェリング・ファーマ

プロカテロール塩酸塩ＤＳ０．０１％「タカタ」 （０．０１％１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物
【メーカー】製)高田製薬
【薬価】39円/1g
【薬価収載日】2019/06/14
【標榜薬効】気管支拡張剤

プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ「サワイ」 （０．０２５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価収載日】2014/09/17　【経過措置期限】2022/03/31
【標榜薬効】気管支拡張剤

プロクトセディル坐薬 （１個）

外用

【薬効分類】２．５．５　痔疾用剤
【一般名】ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤
【メーカー】製)ＥＡファーマ　販)サノフィ
【薬価】30.7円/1個
【標榜薬効】痔疾治療剤

プログラフ顆粒０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１包）

内服
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】タクロリムス水和物
【メーカー】製)アステラス製薬　販)藤沢薬品工業
【薬価】141.7円/1包
【薬価収載日】2001/06/08
【標榜薬効】免疫抑制剤
【粉砕情報】粉砕不可

プログラフ注射液２ｍｇ （２ｍｇ０．４ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】タクロリムス水和物
【メーカー】製)アステラス製薬
【薬価】1919円/1A
【薬価収載日】2011/03/18
【標榜薬効】免疫抑制剤

プロゲストンデポー筋注１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１管）

注射 後発

【薬効分類】２．４．７　卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
【一般名】ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル
【先発品】プロゲデポー筋注１２５ｍｇ
【メーカー】製)富士製薬工業
【薬価】125円/1A
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】持続性黄体ホルモン剤

プロジフ静注液２００ （８％２．５ｍＬ１瓶）

注射

【薬効分類】６．２．９　その他の化学療法剤
【一般名】ホスフルコナゾール
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】6405円/1V
【薬価収載日】2003/12/12
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

プロスタンディン軟膏０．００３％ （０．００３％１ｇ）

外用
劇

【薬効分類】２．６．９　その他の外皮用薬
【一般名】アルプロスタジル　アルファデクス
【メーカー】製)小野薬品工業
【薬価】43円/1g
【薬価収載日】2005/12/16
【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
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【薬価】43円/1g
【薬価収載日】2005/12/16
【標榜薬効】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

フロセミド錠１０ｍｇ「武田テバ」 （１０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．３　利尿剤
【一般名】フロセミド
【先発品】ラシックス錠１０ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】6.1円/1T
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】利尿降圧剤

フロセミド錠２０ｍｇ「武田テバ」 （２０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．３　利尿剤
【一般名】フロセミド
【先発品】ラシックス錠２０ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】6.1円/1T
【薬価収載日】2018/06/15
【標榜薬効】利尿降圧剤

フロセミド錠４０ｍｇ「武田テバ」 （４０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．３　利尿剤
【一般名】フロセミド
【先発品】ラシックス錠４０ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】6.4円/1T
【薬価収載日】2018/06/15
【標榜薬効】利尿降圧剤

フロセミド注２０ｍｇ「武田テバ」 （２０ｍｇ１管）

注射 後発

【薬効分類】２．１．３　利尿剤
【一般名】フロセミド
【先発品】ラシックス注２０ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】58円/1A
【薬価収載日】2018/06/15
【標榜薬効】利尿降圧剤

プロタノールＬ注０．２ｍｇ （０．０２％１ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】２．１．１　強心剤
【一般名】ｌ－イソプレナリン塩酸塩
【メーカー】製)興和
【薬価】207円/1A
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】心機能・組織循環促進剤

プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」 （１％１０ｍＬバイアル）

注射

【薬効分類】３．３．２　止血剤
【一般名】プロタミン硫酸塩
【メーカー】製)持田製薬
【薬価】683円/10mLバイアル
【薬価収載日】2014/12/11
【標榜薬効】ヘパリン拮抗剤

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「テバ」 （０．２５ｍｇ１錠）

内服 後発
精３

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】ブロチゾラム
【先発品】レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2014/12/11
【標榜薬効】睡眠導入剤

ブロナック点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】ブロムフェナクナトリウム水和物
【メーカー】製)千寿製薬　販)武田薬品工業
【薬価】82.2円/1mL
【薬価収載日】2008/07/04
【標榜薬効】非ステロイド抗炎症点眼剤

ブロナンセリン錠４ｍｇ「サワイ」 （４ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】ブロナンセリン
【先発品】ロナセン錠４ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】28円/1T
【薬価収載日】2019/06/14
【標榜薬効】抗精神病剤

プロパフェノン塩酸塩錠１５０ｍｇ「オーハラ」 （１５０ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】プロパフェノン塩酸塩
【先発品】プロノン錠１５０ｍｇ
【メーカー】製)大原薬品工業
【薬価】16.5円/1T
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】不整脈治療剤

プロピレングリコール＊（丸石） （１０ｍＬ）

外用

【薬効分類】７．１．３　溶解剤
【一般名】プロピレングリコール
【メーカー】製)丸石製薬
【薬価】10.9円/10mL
【標榜薬効】溶解剤

プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 （１０ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】プロプラノロール塩酸塩
【先発品】インデラル錠１０ｍｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】6.4円/1T
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

プロペト （１０ｇ）

外用

【薬効分類】７．１．２　軟膏基剤
【一般名】白色ワセリン
【メーカー】製)丸石製薬
【薬価】23.8円/10g
【標榜薬効】軟膏基剤

プロポフォール静注１％２０ｍＬ「ＦＫ」 （２００ｍｇ２０ｍＬ１管）

注射 後発
劇

【薬効分類】１．１．１　全身麻酔剤
【一般名】プロポフォール
【先発品】１％ディプリバン注
【メーカー】製)フレゼニウスカービジャパン　販)ジェイ・エム・エス
【薬価】396円/1A
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】全身麻酔・鎮静用剤

プロポフォール静注１％５０ｍＬ「マルイシ」 （５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】１．１．１　全身麻酔剤
【一般名】プロポフォール
【先発品】１％ディプリバン注
【メーカー】製)丸石製薬
【薬価】677円/1V
【薬価収載日】2019/12/13
【標榜薬効】全身麻酔・鎮静用剤

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 （０．２％１ｍＬ）

外用 後発

【薬効分類】２．２．３　去たん剤
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩
【先発品】ビソルボン吸入液０．２％
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業　販)和薬
【薬価】6.6円/1mL
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】気道粘液溶解剤

ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 （４ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．２．３　去たん剤
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】5.1円/1T
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】気道粘液溶解剤
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ブロムヘキシン塩酸塩注射液４ｍｇ「タイヨー」 （０．２％２ｍＬ１管）

注射 後発

【薬効分類】２．２．３　去たん剤
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩
【先発品】ビソルボン注４ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業　販)和薬
【薬価】57円/1A
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】気道粘液溶解剤

ブロメライン軟膏５万単位／ｇ＊（ジェイドルフ） （５００００単位１ｇ）

外用

【薬効分類】３．９．５　酵素製剤
【一般名】ブロメライン
【メーカー】製)ジェイドルフ製薬　販)キョーリンリメディオ　販)杏林製薬　販)マルホ
【薬価】19.8円/1g
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】壊死組織除去剤

フロリードゲル経口用２％ （２％１ｇ）

内服

【薬効分類】６．２．９　その他の化学療法剤
【一般名】ミコナゾール
【メーカー】製)持田製薬　販)昭和薬品化工
【薬価】98.2円/1g
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】口腔・食道カンジダ症治療剤

フロリネフ錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】フルドロコルチゾン酢酸エステル
【メーカー】製)サンドファーマ　販)サンド　販)ブリストル・マイヤーズスクイブ
【薬価】275.4円/1T
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】合成鉱質コルチコイド剤

フローレス眼検査用試験紙０．７ｍｇ （１枚）

外用 後発

【薬効分類】７．２．９　その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
【一般名】フルオレセインナトリウム
【メーカー】製)あゆみ製薬　販)昭和薬品化工
【薬価】15.1円/1枚
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】眼科検査用試験紙

ベオーバ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．５．９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
【一般名】ビベグロン
【メーカー】製)杏林製薬　販)キッセイ薬品工業
【薬価】169円/1T
【薬価収載日】2018/11/20
【標榜薬効】選択的β３アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤

ベオビュ硝子体内注射用キット１２０ｍｇ／ｍＬ （６ｍｇ０．０５ｍＬ１筒）

注射
劇

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】ブロルシズマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ノバルティスファーマ
【薬価】138725円/1筒
【薬価収載日】2020/05/20
【標榜薬効】眼科用ＶＥＧＦ阻害剤

ペキロンクリーム０．５％ （０．５％１ｇ）

外用

【薬効分類】２．６．５　寄生性皮ふ疾患用剤
【一般名】アモロルフィン塩酸塩
【メーカー】製)テイカ製薬　販)ガルデルマ　販)杏林製薬　販)佐藤製薬　販)マルホ
【薬価】28.3円/1g
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】抗真菌剤

ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ５ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】パニツムマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)武田薬品工業
【薬価】79165円/1V
【薬価収載日】2010/06/11
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

【区分】抗がん剤

ベクルリー点滴静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶）

注射

【薬効分類】６．２．５　抗ウイルス剤
【一般名】レムデシビル
【メーカー】製)ギリアド・サイエンシズ
【薬価】63342円/1V
【薬価収載日】2021/08/12
【標榜薬効】抗ウイルス剤

ベサコリン散５％ （５％１ｇ）

内服
劇

【薬効分類】１．２．３　自律神経剤
【一般名】ベタネコール塩化物
【メーカー】製)サンノーバ　販)エーザイ
【薬価】10.9円/1g
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】副交感神経亢進剤

ベサノイドカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル）

内服
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】トレチノイン
【メーカー】製)富士製薬工業　販)中外製薬
【薬価】625.4円/1C
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】急性前骨髄球性白血病治療剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

ベシケアＯＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．５．９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
【一般名】コハク酸ソリフェナシン
【メーカー】製)アステラス製薬
【薬価】117.3円/1T
【薬価収載日】2011/03/18
【標榜薬効】過活動膀胱治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

ベストロン点眼用０．５％ （５ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液として））

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】セフメノキシム塩酸塩
【メーカー】製)千寿製薬　販)武田薬品工業
【薬価】54.8円/1mL
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

ベタニス錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】２．５．９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
【一般名】ミラベグロン
【メーカー】製)アステラス製薬
【薬価】160.2円/1T
【薬価収載日】2011/09/12
【標榜薬効】選択的β３アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

ベタヒスチンメシル酸塩錠１２ｍｇ「日医工Ｐ」 （１２ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】１．３．３　鎮暈剤
【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩
【先発品】メリスロン錠１２ｍｇ
【メーカー】製)日医工ファーマ　販)日医工
【薬価】6.4円/1T
【薬価収載日】2021/04/20
【標榜薬効】めまい・平衡障害治療剤

ベタフェロン皮下注用９６０万国際単位 （９６０万国際単位１瓶（溶解液付））

注射 自注
劇 特生

【薬効分類】６．３．９　その他の生物学的製剤
【一般名】インターフェロン　ベータ－１ｂ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)バイエル薬品
【薬価】8418円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】遺伝子組換え型インターフェロンβ－１ｂ製剤
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ベタメタゾン吉草酸エステルローション０．１２％「イワキ」 （０．１２％１ｍＬ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル
【先発品】リンデロン－Ｖローション
【メーカー】製)岩城製薬
【薬価】6.1円/1mL
【薬価収載日】2020/06/18
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 （０．５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】ベタメタゾン
【先発品】リンデロン錠０．５ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】6.4円/1T
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏０．０５％「ＪＧ」 （０．０
５％１ｇ）

外用 後発
劇

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
【先発品】アンテベート軟膏０．０５％
【メーカー】製)日本ジェネリック
【薬価】10.4円/1g
【薬価収載日】2011/06/24
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション０．０５％「ＪＧ」
（０．０５％１ｇ）

外用 後発
劇

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
【先発品】アンテベートローション０．０５％
【メーカー】製)日本ジェネリック
【薬価】10.4円/1g
【薬価収載日】2011/11/28
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

ベタメタゾンリン酸エステルＮａ・ＰＦ眼耳鼻科用液０．１％「日点」 （０．１％１ｍ
Ｌ）

外用 後発

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
【先発品】リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％
【メーカー】製)日本点眼薬研究所
【薬価】18.4円/1mL
【薬価収載日】2018/06/15
【標榜薬効】眼・耳鼻科用合成副腎皮質ホルモン剤

ペチジン塩酸塩注射液３５ｍｇ「タケダ」 （３．５％１ｍＬ１管）

注射
麻

【薬効分類】８．２．１　合成麻薬
【一般名】ペチジン塩酸塩
【メーカー】製)武田薬品工業　販)塩野義製薬　販)田辺三菱製薬　販)第一三共
【薬価】341円/1A
【薬価収載日】2009/10/20
【標榜薬効】鎮痛・鎮痙剤

ベニジピン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 （２ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ベニジピン塩酸塩
【先発品】コニール錠２
【メーカー】製)メディサ新薬　販)沢井製薬
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2006/07/07
【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤（持続性Ｃａ拮抗剤）

ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 （４ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ベニジピン塩酸塩
【先発品】コニール錠４
【メーカー】製)メディサ新薬　販)沢井製薬
【薬価】12.5円/1T
【薬価収載日】2006/07/07
【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤（持続性Ｃａ拮抗剤）

ベネトリン吸入液０．５％ （０．５％１ｍＬ）

外用

【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】サルブタモール硫酸塩
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン
【薬価】19.8円/1mL
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】気管支拡張剤

ベバシズマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ファイザー」 （１００ｍｇ４ｍＬ１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】14286円/1V
【薬価収載日】2019/11/27
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ベバシズマブＢＳ点滴静注４００ｍｇ「ファイザー」 （４００ｍｇ１６ｍＬ１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】ベバシズマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】54403円/1V
【薬価収載日】2019/11/27
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ヘパリンＣａ皮下注２万単位／０．８ｍＬ「サワイ」 （２００００単位１瓶）

注射 後発

【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】ヘパリンカルシウム
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】709円/1V
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】血液凝固阻止剤

ヘパリンＮａ注５千単位／５ｍＬ「モチダ」 （５０００単位５ｍＬ１瓶）

注射

【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】ヘパリンナトリウム
【メーカー】製)持田製薬
【薬価】156円/1V
【薬価収載日】2014/12/12
【標榜薬効】血液凝固阻止剤

ヘパリンＮａ透析用５００単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ「ＮＰ」 （５０００単位１０ｍＬ
１筒）

注射 後発

【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】ヘパリンナトリウム
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】170円/1筒
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】血液凝固阻止剤

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」１０ｍＬ （１０００単位
１０ｍＬ１筒）

注射 後発

【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】ヘパリンナトリウム
【先発品】ヘパフラッシュ１００単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ，ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリン
ジ１０ｍＬ「ニプロ」
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】109円/1筒
【薬価収載日】2006/07/07
【標榜薬効】血液凝固阻止剤

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」５ｍＬ （５００単位５ｍ
Ｌ１筒）

注射 後発

【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】ヘパリンナトリウム
【先発品】ヘパフラッシュ１００単位／ｍＬシリンジ５ｍＬ，ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ
５ｍＬ「ニプロ」
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】106円/1筒
【薬価収載日】2006/07/07
【標榜薬効】血液凝固阻止剤
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ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「ＰＰ」 （１ｇ）

外用 後発

【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】ヘパリン類似物質
【先発品】ヒルドイドフォーム０．３％
【メーカー】製)サンファーマ
【薬価】10.3円/1g
【薬価収載日】2016/12/09
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」 （１ｇ）

外用 後発

【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】ヘパリン類似物質
【先発品】ヒルドイドソフト軟膏０．３％
【メーカー】製)日医工　販)持田製薬
【薬価】5.4円/1g
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位 （１０００単位５ｍＬ１瓶）

注射
特生

【薬効分類】６．３．４　血液製剤類
【一般名】ポリエチレングリコール処理抗ＨＢｓ人免疫グロブリン
【メーカー】製)日本血液製剤機構　販)田辺三菱製薬
【薬価】35976円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】血漿分画製剤

ヘブスブリン筋注用２００単位 （２００単位１ｍＬ１瓶（溶解液付））

注射
特生

【薬効分類】６．３．４　血液製剤類
【一般名】乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン
【メーカー】製)日本血液製剤機構　販)田辺三菱製薬
【薬価】8855円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】血漿分画製剤

ヘプタバックス－２水性懸濁注シリンジ０．２５ｍＬ （０．２５ｍＬ１筒）

注射
劇

【薬効分類】６．３．１　ワクチン類
【一般名】組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来）
【メーカー】製)ＭＳＤ
【薬価】2216円/1筒
【薬価収載日】2018/05/30
【標榜薬効】ウイルスワクチン類

ヘプタバックス－２水性懸濁注シリンジ０．５ｍＬ （０．５ｍＬ１筒）

注射
劇

【薬効分類】６．３．１　ワクチン類
【一般名】組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来）
【メーカー】製)ＭＳＤ
【薬価】2460円/1筒
【薬価収載日】2018/05/30
【標榜薬効】ウイルスワクチン類

ベプリコール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】ベプリジル塩酸塩水和物
【メーカー】製)オルガノン　販)第一三共
【薬価】50.1円/1T
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】頻脈性不整脈・狭心症治療剤

ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 （１０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】ベポタスチンベシル酸塩
【先発品】タリオン錠１０ｍｇ
【メーカー】製)ニプロＥＳファーマ　販)ニプロ
【薬価】13.8円/1T
【薬価収載日】2017/12/08
【標榜薬効】選択的ヒスタミンＨ１受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ペメトレキセド点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」 （１００ｍｇ４ｍＬ１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】４．２．２　代謝拮抗剤
【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物
【メーカー】製)日本化薬
【薬価】13656円/1V
【薬価収載日】2021/06/18
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物
【メーカー】製)日本化薬
【薬価】13656円/1V
【薬価収載日】2021/06/18
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ペメトレキセド点滴静注液５００ｍｇ「ＮＫ」 （５００ｍｇ２０ｍＬ１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】４．２．２　代謝拮抗剤
【一般名】ペメトレキセドナトリウム水和物
【メーカー】製)日本化薬
【薬価】56970円/1V
【薬価収載日】2021/06/18
【標榜薬効】代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ベラサスＬＡ錠６０μｇ （６０μｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】ベラプロストナトリウム
【メーカー】製)科研製薬
【薬価】239.7円/1T
【薬価収載日】2007/12/14
【標榜薬効】ＰＧＩ２誘導体徐放性製剤
【粉砕情報】粉砕不可

ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ＪＧ」 （４０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ベラパミル塩酸塩
【先発品】ワソラン錠４０ｍｇ
【メーカー】製)大興製薬　販)日本ジェネリック
【薬価】6.4円/1T
【薬価収載日】2010/11/19
【標榜薬効】Ｃａ拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤

ベラパミル塩酸塩静注５ｍｇ「タイヨー」 （０．２５％２ｍＬ１管）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】ベラパミル塩酸塩
【先発品】ワソラン静注５ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】167円/1A
【薬価収載日】2009/03/24
【標榜薬効】Ｃａ拮抗性不整脈治療剤

ベラプロストナトリウム錠２０μｇ「ＪＧ」 （２０μｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】３．３．９　その他の血液・体液用薬
【一般名】ベラプロストナトリウム
【先発品】ドルナー錠２０μｇ，プロサイリン錠２０
【メーカー】製)長生堂製薬　販)日本ジェネリック
【薬価】15円/1T
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】ＰＧＩ２誘導体製剤

ベリキューボ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】ベルイシグアト
【メーカー】製)バイエル薬品
【薬価】402.2円/1T
【薬価収載日】2021/08/12
【標榜薬効】慢性心不全治療剤

ベリキューボ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】ベルイシグアト
【メーカー】製)バイエル薬品
【薬価】131.5円/1T
【薬価収載日】2021/08/12
【標榜薬効】慢性心不全治療剤

ペルジピンＬＡカプセル４０ｍｇ （４０ｍｇ１カプセル）

内服

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】ニカルジピン塩酸塩
【メーカー】製)ＬＴＬファーマ　販)アステラス製薬
【薬価】11.7円/1C
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】持続性Ｃａ拮抗剤
【粉砕情報】粉砕不可
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ベルソムラ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】スボレキサント
【メーカー】製)ＭＳＤ
【薬価】90.8円/1T
【薬価収載日】2014/11/25
【標榜薬効】不眠症治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

ヘルニコア椎間板注用１．２５単位 （１．２５単位１瓶）

注射

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】コンドリアーゼ
【メーカー】製)生化学工業　販)科研製薬
【薬価】83189円/1V
【薬価収載日】2018/05/22
【標榜薬効】腰椎椎間板ヘルニア治療剤

ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「テバ」 （５０ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】３．９．４　痛風治療剤
【一般名】ベンズブロマロン
【先発品】ユリノーム錠５０ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】尿酸排泄薬

ペンタサ顆粒９４％ （９４％１ｇ）

内服

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】メサラジン
【メーカー】製)杏林製薬
【薬価】121円/1g
【薬価収載日】2015/12/11
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

ペンタサ注腸１ｇ （１ｇ１個）

外用

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】メサラジン
【メーカー】製)杏林製薬　販)日清キョーリン製薬
【薬価】454.5円/1個
【薬価収載日】2003/04/01
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎治療剤

ベンリスタ点滴静注用１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ベリムマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン
【薬価】16618円/1V
【薬価収載日】2017/11/22
【標榜薬効】完全ヒト型抗ＢＬｙＳモノクローナル抗体製剤

ベンリスタ皮下注２００ｍｇオートインジェクター （２００ｍｇ１ｍＬ１キット）

注射 自注
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ベリムマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン
【薬価】25002円/1kit
【薬価収載日】2017/11/22
【標榜薬効】完全ヒト型抗ＢＬｙＳモノクローナル抗体製剤

ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「ケミファ」 （０．２ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】ボグリボース
【先発品】ベイスンＯＤ錠０．２
【メーカー】製)シオノケミカル　販)日本ケミファ
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2007/07/06
【標榜薬効】食後過血糖改善剤
【区分】糖尿病薬

ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「ケミファ」 （０．３ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】ボグリボース
【先発品】ベイスンＯＤ錠０．３
【メーカー】製)シオノケミカル　販)日本ケミファ
【薬価】10.9円/1T
【薬価収載日】2007/07/06
【標榜薬効】食後過血糖改善剤
【区分】糖尿病薬

【先発品】ベイスンＯＤ錠０．３
【メーカー】製)シオノケミカル　販)日本ケミファ
【薬価】10.9円/1T
【薬価収載日】2007/07/06
【標榜薬効】食後過血糖改善剤
【区分】糖尿病薬

ホストイン静注７５０ｍｇ （７５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】ホスフェニトインナトリウム水和物
【メーカー】製)ノーベルファーマ　販)エーザイ
【薬価】6420円/1V
【薬価収載日】2011/11/25
【標榜薬効】抗けいれん剤

ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 （１ｇ１瓶）

注射

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】ホスホマイシンナトリウム
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】587円/1V
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】ホスホマイシン系抗生物質
【区分】抗生剤

ホスミシン錠５００ （５００ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物
【メーカー】製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】64.1円/1T
【標榜薬効】ホスホマイシン系抗生物質
【区分】抗生剤

ホスミシンドライシロップ４００ （４００ｍｇ１ｇ）

内服

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物
【メーカー】製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】86.2円/1g
【標榜薬効】ホスホマイシン系抗生物質
【区分】抗生剤

ボスミン外用液０．１％ （０．１％１ｍＬ）

外用

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】アドレナリン
【メーカー】製)第一三共
【薬価】12円/1mL
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】アドレナリン液

ボスミン注１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】アドレナリン
【メーカー】製)第一三共
【薬価】94円/1A
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】アドレナリン注射液

ボトックス注用１００単位 （１００単位１瓶）

注射
毒

【薬効分類】１．２．２　骨格筋弛緩剤
【一般名】Ａ型ボツリヌス毒素
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン
【薬価】63587円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】Ａ型ボツリヌス毒素製剤

ボトックス注用５０単位 （５０単位１瓶）

注射
毒

【薬効分類】１．２．２　骨格筋弛緩剤
【一般名】Ａ型ボツリヌス毒素
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン
【薬価】35620円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】Ａ型ボツリヌス毒素製剤
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ポトレンド配合錠 （１錠）

内服 後発

【薬効分類】３．９．４　痛風治療剤
【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物
【先発品】ウラリット配合錠
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤

ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ （３５ｍｇ１包）

内服
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物
【メーカー】製)帝人ファーマ
【薬価】803.3円/1包
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

ポビドンヨード外用液１０％「マイラン」 （１０％１０ｍＬ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．１　外皮用殺菌消毒剤
【一般名】ポビドンヨード
【先発品】イソジン液１０％
【メーカー】製)マイラン製薬　販)ファイザー
【薬価】12.7円/10mL
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】殺菌消毒剤

ポビドンヨードガーグル７％「マイラン」 （７％１ｍＬ）

外用

【薬効分類】２．２．６　含嗽剤
【一般名】ポビドンヨード
【メーカー】製)マイラン製薬　販)ニプロ　販)ファイザー
【薬価】2.1円/1mL
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】含嗽剤

ポビドンヨードガーグル液７％「ケンエー」 （７％１ｍＬ）

外用

【薬効分類】２．２．６　含嗽剤
【一般名】ポビドンヨード
【メーカー】製)健栄製薬　販)日本ジェネリック
【薬価】2.1円/1mL
【薬価収載日】2018/06/15
【標榜薬効】含嗽剤

ポビドンヨードゲル１０％「マイラン」 （１０％１０ｇ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．１　外皮用殺菌消毒剤
【一般名】ポビドンヨード
【先発品】イソジンゲル１０％
【メーカー】製)マイラン製薬　販)ファイザー
【薬価】37.4円/10g
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】殺菌消毒剤

ポビドンヨードスクラブ液７．５％「ケンエー」 （７．５％１０ｍＬ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．１　外皮用殺菌消毒剤
【一般名】ポビドンヨード
【先発品】イソジンスクラブ液７．５％
【メーカー】製)健栄製薬
【薬価】17.9円/10mL
【薬価収載日】2018/06/15
【標榜薬効】殺菌消毒剤

ポプスカイン０．２５％注バッグ２５０ｍｇ／１００ｍＬ （２５０ｍｇ１００ｍＬ１袋）

注射
劇

【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】レボブピバカイン塩酸塩
【メーカー】製)丸石製薬
【薬価】1395円/1袋
【薬価収載日】2008/06/13
【標榜薬効】長時間作用性局所麻酔剤

ポプスカイン０．５％注５０ｍｇ／１０ｍＬ （５０ｍｇ１０ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】レボブピバカイン塩酸塩
【メーカー】製)丸石製薬
【薬価】476円/1A
【薬価収載日】2011/07/19
【標榜薬効】長時間作用性局所麻酔剤

【薬価】476円/1A
【薬価収載日】2011/07/19
【標榜薬効】長時間作用性局所麻酔剤

ポマリストカプセル３ｍｇ （３ｍｇ１カプセル）

内服
毒

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】ポマリドミド
【メーカー】製)ブリストル・マイヤーズスクイブ　販)セルジーン
【薬価】48736.5円/1C
【薬価収載日】2015/05/20
【標榜薬効】抗造血器悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

ポマリストカプセル４ｍｇ （４ｍｇ１カプセル）

内服
毒

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】ポマリドミド
【メーカー】製)ブリストル・マイヤーズスクイブ　販)セルジーン
【薬価】52418.9円/1C
【薬価収載日】2015/05/20
【標榜薬効】抗造血器悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

ボラザＧ軟膏 （１ｇ）

外用

【薬効分類】２．５．５　痔疾用剤
【一般名】トリベノシド・リドカイン
【メーカー】製)天藤製薬　販)武田薬品工業
【薬価】25.6円/1g
【薬価収載日】1995/07/01
【標榜薬効】痔疾用剤

ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 （７５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】ポラプレジンク
【先発品】プロマックＤ錠７５
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】11.2円/1T
【薬価収載日】2010/11/19
【標榜薬効】亜鉛含有胃潰瘍治療剤

ポララミン注５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】４．４．１　抗ヒスタミン剤
【一般名】ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩
【メーカー】製)高田製薬　販)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ
【薬価】59円/1A
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤

ボリコナゾール錠１００ｍｇ「ＪＧ」 （１００ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】６．１．７　主としてカビに作用するもの
【一般名】ボリコナゾール
【メーカー】製)日本ジェネリック
【薬価】300.2円/1T
【薬価収載日】2016/06/17
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口ゼリー２０％分包２５ｇ「三和」 （２０％２５ｇ１
個）

内服 後発

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム
【メーカー】製)三和化学研究所　販)アステラス製薬
【薬価】61.4円/1個
【薬価収載日】2020/12/11
【標榜薬効】高カリウム血症改善剤

ホーリンＶ腟用錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

外用

【薬効分類】２．５．２　生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）
【一般名】エストリオール
【メーカー】製)あすか製薬　販)武田薬品工業
【薬価】26.1円/1T
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】エストリオール製剤（腟用）
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ボルテゾミブ注射用３ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （３ｍｇ１瓶）

注射 後発
毒

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】ボルテゾミブ
【先発品】ベルケイド注射用３ｍｇ
【メーカー】製)第一三共エスファ　販)第一三共
【薬価】44224円/1V
【薬価収載日】2021/12/10
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ボルベン輸液６％ （６％５００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】ヒドロキシエチルデンプン１３００００
【メーカー】製)フレゼニウスカービジャパン　販)大塚製薬
【薬価】907円/1袋
【薬価収載日】2013/05/24
【標榜薬効】代用血漿剤

ホルムクレゾールＦＣ「ネオ」

外用
劇

【薬効分類】２．７．３　歯科用鎮痛鎮静剤（根管及び齲窩消毒剤を含む。）
【一般名】ホルマリン・クレゾール
【メーカー】製)ネオ製薬工業
【標榜薬効】根管消毒剤

ポンタールシロップ３．２５％ （３．２５％１ｍＬ）

内服

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】メフェナム酸
【メーカー】製)ファイザー　販)第一三共
【薬価】6.5円/1mL
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】解熱・鎮痛剤

マイスタン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

内服
精３

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】クロバザム
【メーカー】製)大日本住友製薬　販)アルフレッサファーマ
【薬価】31.7円/1T
【薬価収載日】2000/05/02
【標榜薬効】抗てんかん剤

マイトマイシン注用２ｍｇ （２ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．３　抗腫瘍性抗生物質製剤
【一般名】マイトマイシンＣ
【メーカー】製)協和キリン
【薬価】350円/1V
【薬価収載日】2003/07/04
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

マーカイン注脊麻用０．５％高比重 （０．５％４ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物
【メーカー】製)サンドファーマ　販)アストラゼネカ　販)サンド
【薬価】352円/1A
【薬価収載日】2000/04/14
【標榜薬効】脊椎麻酔剤

マーカイン注脊麻用０．５％等比重 （０．５％４ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物
【メーカー】製)サンドファーマ　販)アストラゼネカ　販)サンド
【薬価】352円/1A
【薬価収載日】2000/04/14
【標榜薬効】脊椎麻酔剤

マキュエイド眼注用４０ｍｇ （４０ｍｇ１瓶）

注射

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】トリアムシノロンアセトニド
【メーカー】製)わかもと製薬
【薬価】8060円/1V
【薬価収載日】2017/05/31
【標榜薬効】眼科手術補助剤，眼科用副腎皮質ホルモン剤

【薬価】8060円/1V
【薬価収載日】2017/05/31
【標榜薬効】眼科手術補助剤，眼科用副腎皮質ホルモン剤

マグコロール散６８％分包５０ｇ （６８％５０ｇ１包）

内服

【薬効分類】７．２．１　Ｘ線造影剤
【一般名】クエン酸マグネシウム
【メーカー】製)堀井薬品工業
【薬価】379.2円/1包
【薬価収載日】2020/12/11
【標榜薬効】大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤

マグセント注シリンジ４０ｍＬ （４０ｍＬ１筒）

注射

【薬効分類】２．５．９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
【一般名】硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖
【メーカー】製)あすか製薬　販)武田薬品工業　販)鳥居薬品
【薬価】1469円/1筒
【薬価収載日】2011/09/22
【標榜薬効】切迫早産における子宮収縮抑制剤／子癇の発症抑制・治療剤

マスブロン注１ｍｇ （１ｍｇ１管）

注射

【薬効分類】３．１．３　ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）
【一般名】ヒドロキソコバラミン酢酸塩
【メーカー】製)扶桑薬品工業
【薬価】58円/1A
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】持続性ビタミンＢ１２製剤

マドパー配合錠 （１錠）

内服

【薬効分類】１．１．６　抗パーキンソン剤
【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩
【メーカー】製)太陽ファルマ　販)中外製薬
【薬価】22.2円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤

マナミンＧＡ配合顆粒 （１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・Ｌ－グルタミン
【先発品】マーズレンＳ配合顆粒
【メーカー】製)鶴原製薬　販)和薬
【薬価】6.5円/1g
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】胃炎・消化性潰瘍治療剤

マンニットールＳ注射液 （３００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．２．３　糖類剤
【一般名】Ｄ－ソルビトール・Ｄ－マンニトール
【メーカー】製)陽進堂
【薬価】472円/1袋
【薬価収載日】2020/06/19
【標榜薬効】脳圧降下・浸透圧利尿剤

ミオコールスプレー０．３ｍｇ （０．６５％７．２ｇ１缶）

外用
劇

【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ニトログリセリン
【メーカー】製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬
【薬価】1387.1円/1缶
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】ニトログリセリン舌下スプレー剤

ミオテクター冠血管注 （１瓶１管１組）

注射

【薬効分類】７．９．９　他に分類されない治療を主目的としない医薬品
【一般名】塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤
【メーカー】製)扶桑薬品工業　販)共和クリティケア　販)持田製薬
【薬価】1495円/1組
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】心臓外科手術用心停止・心筋保護液

ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１瓶）

注射 後発
劇

【薬効分類】６．１．７　主としてカビに作用するもの
【一般名】ミカファンギンナトリウム
【先発品】ファンガード点滴用５０ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】1852円/1V
【薬価収載日】2019/12/13
【標榜薬効】キャンディン系抗真菌剤
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【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】1852円/1V
【薬価収載日】2019/12/13
【標榜薬効】キャンディン系抗真菌剤

ミグリトール錠５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】ミグリトール
【先発品】セイブル錠５０ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】10.8円/1T
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】糖尿病食後過血糖改善剤
【区分】糖尿病薬

ミケランＬＡ点眼液２％ （２％１ｍＬ）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】カルテオロール塩酸塩
【メーカー】製)大塚製薬　販)武田薬品工業
【薬価】386.5円/1mL
【薬価収載日】2007/06/08
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

ミケルナ配合点眼液 （１ｍＬ）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト
【メーカー】製)大塚製薬
【薬価】611円/1mL
【薬価収載日】2016/11/18
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

ミコナゾール硝酸塩クリーム１％「ＹＤ」 （１％１ｇ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．５　寄生性皮ふ疾患用剤
【一般名】ミコナゾール硝酸塩
【先発品】フロリードＤクリーム１％
【メーカー】製)陽進堂
【薬価】6.2円/1g
【薬価収載日】2012/12/14　【経過措置期限】2023/03/31
【標榜薬効】抗真菌剤

ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０ｍｇ「ファイザー」 （２５０ｍｇ１カプセ
ル）

内服 後発
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ミコフェノール酸　モフェチル
【先発品】セルセプトカプセル２５０
【メーカー】製)マイラン製薬　販)ファイザー
【薬価】65.2円/1C
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】免疫抑制剤
【粉砕情報】粉砕不可

ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 （１０ｍｇ２ｍＬ１管）

注射 後発
精３

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】ミダゾラム
【先発品】ドルミカム注射液１０ｍｇ
【メーカー】製)サンド　販)富士製薬工業
【薬価】92円/1A
【薬価収載日】2006/07/07
【標榜薬効】催眠鎮静剤

ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「三和」 （１０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物
【先発品】グルファストＯＤ錠１０ｍｇ
【メーカー】製)大興製薬　販)三和化学研究所
【薬価】11.5円/1T
【薬価収載日】2016/12/09
【標榜薬効】速効型インスリン分泌促進薬
【区分】糖尿病薬

ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠５ｍｇ「三和」 （５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】ミチグリニドカルシウム水和物
【先発品】グルファストＯＤ錠５ｍｇ
【メーカー】製)大興製薬　販)三和化学研究所
【薬価】6.7円/1T
【薬価収載日】2016/12/09
【標榜薬効】速効型インスリン分泌促進薬
【区分】糖尿病薬

ミティキュアダニ舌下錠３３００ＪＡＵ （３３００ＪＡＵ１錠）

内服

【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】アレルゲンエキス
【メーカー】製)鳥居薬品
【薬価】66.5円/1T
【薬価収載日】2015/11/26
【標榜薬効】減感作療法（アレルゲン免疫療法）薬

ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「ＪＧ」 （２ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．６　血管収縮剤
【一般名】ミドドリン塩酸塩
【先発品】メトリジン錠２ｍｇ
【メーカー】製)大興製薬　販)日本ジェネリック
【薬価】10.3円/1T
【薬価収載日】2011/06/24
【標榜薬効】低血圧治療剤

ミネブロ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】エサキセレノン
【メーカー】製)第一三共
【薬価】91.6円/1T
【薬価収載日】2019/02/26
【標榜薬効】選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー

ミノサイクリン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１カプセル）

内服 後発

【薬効分類】６．１．５　主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
【先発品】ミノマイシンカプセル１００ｍｇ
【メーカー】製)日医工ファーマ　販)日医工
【薬価】22円/1C
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】ＴＣ系抗生物質
【区分】抗生剤

ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】６．１．５　主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
【先発品】ミノマイシン錠５０ｍｇ
【メーカー】製)日医工ファーマ　販)日医工
【薬価】11.8円/1T
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】ＴＣ系抗生物質
【区分】抗生剤

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１瓶）

注射 後発

【薬効分類】６．１．５　主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
【先発品】ミノマイシン点滴静注用１００ｍｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】146円/1V
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】ＴＣ系抗生物質
【区分】抗生剤

ミノマイシン顆粒２％ （２０ｍｇ１ｇ）

内服

【薬効分類】６．１．５　主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
【メーカー】製)ファイザー　販)武田薬品工業
【薬価】20円/1g
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】ＴＣ系抗生物質
【区分】抗生剤

ミラクリッド注射液５万単位 （５００００単位１ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ウリナスタチン
【メーカー】製)持田製薬
【薬価】933円/1A
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】多価・酵素阻害剤

ミリプラ動注用７０ｍｇ （７０ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】ミリプラチン水和物
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】42648円/1V
【薬価収載日】2009/12/11
【標榜薬効】肝細胞癌治療剤
【区分】抗がん剤
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【一般名】ミリプラチン水和物
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】42648円/1V
【薬価収載日】2009/12/11
【標榜薬効】肝細胞癌治療剤
【区分】抗がん剤

ミリプラ用懸濁用液４ｍＬ （４ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】７．９．９　他に分類されない治療を主目的としない医薬品
【一般名】ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】306円/1A
【薬価収載日】2009/12/11
【標榜薬効】ミリプラ動注用専用懸濁液

ミルセラ注シリンジ１００μｇ （１００μｇ０．３ｍＬ１筒）

注射
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え）
【メーカー】製)中外製薬
【薬価】15046円/1筒
【薬価収載日】2011/07/19
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ミルセラ注シリンジ１５０μｇ （１５０μｇ０．３ｍＬ１筒）

注射
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え）
【メーカー】製)中外製薬
【薬価】20598円/1筒
【薬価収載日】2011/07/19
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ミルセラ注シリンジ２００μｇ （２００μｇ０．３ｍＬ１筒）

注射
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え）
【メーカー】製)中外製薬
【薬価】26078円/1筒
【薬価収載日】2011/07/19
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ミルセラ注シリンジ２５０μｇ （２５０μｇ０．３ｍＬ１筒）

注射
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え）
【メーカー】製)中外製薬
【薬価】31242円/1筒
【薬価収載日】2011/07/19
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ミルセラ注シリンジ５０μｇ （５０μｇ０．３ｍＬ１筒）

注射
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え）
【メーカー】製)中外製薬
【薬価】8872円/1筒
【薬価収載日】2011/07/19
【標榜薬効】持続型赤血球造血刺激因子製剤

ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 （１５ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】ミルタザピン
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】25.5円/1T
【薬価収載日】2018/12/14
【標榜薬効】ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤

ミレーナ５２ｍｇ （１個）

外用

【薬効分類】２．５．２　生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）
【一般名】レボノルゲストレル
【メーカー】製)バイエル薬品
【薬価】26621.4円/1個
【薬価収載日】2014/09/02
【標榜薬効】子宮内黄体ホルモン放出システム

ミンクリア内用散布液０．８％ （２０ｍＬ１筒）

内服

【薬効分類】７．９．９　他に分類されない治療を主目的としない医薬品
【一般名】ｌ－メントール
【メーカー】製)日本製薬　販)武田薬品工業
【薬価】845.1円/1筒
【薬価収載日】2010/12/10
【標榜薬効】胃蠕動運動抑制剤

ムコサールドライシロップ１．５％ （１．５％１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】２．２．３　去たん剤
【一般名】アンブロキソール塩酸塩
【先発品】小児用ムコソルバンＤＳ１．５％
【メーカー】製)サノフィ　販)日本ベーリンガーインゲルハイム
【薬価】26円/1g
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

ムコスタ点眼液ＵＤ２％ （２％０．３５ｍＬ１本）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】レバミピド
【メーカー】製)大塚製薬
【薬価】27.3円/1本
【薬価収載日】2011/11/25
【標榜薬効】ドライアイ治療剤

無水エタノール「ヨシダ」 （１０ｍＬ）

外用

【薬効分類】２．６．１　外皮用殺菌消毒剤
【一般名】無水エタノール
【メーカー】製)吉田製薬
【薬価】22.8円/10mL
【標榜薬効】殺菌消毒剤

メイロン静注７％ （７％２０ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】３．９．２　解毒剤
【一般名】炭酸水素ナトリウム
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】96円/1A
【薬価収載日】2008/06/23
【標榜薬効】制酸・中和剤

メイロン静注７％ （７％２５０ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．９．２　解毒剤
【一般名】炭酸水素ナトリウム
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】272円/1袋
【薬価収載日】2008/06/23
【標榜薬効】制酸・中和剤

メインテート錠０．６２５ｍｇ （０．６２５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩
【メーカー】製)田辺三菱製薬
【薬価】14.2円/1T
【薬価収載日】2012/06/22
【標榜薬効】選択的β１アンタゴニスト

メキシチール点滴静注１２５ｍｇ （１２５ｍｇ５ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】メキシレチン塩酸塩
【メーカー】製)太陽ファルマ　販)日本ベーリンガーインゲルハイム
【薬価】524円/1A
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】不整脈治療剤

メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１カプセル）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】メキシレチン塩酸塩
【先発品】メキシチールカプセル１００ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】7.5円/1C
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】不整脈・糖尿病性神経障害治療剤
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メコバラミン錠５００μｇ「ＳＷ」 （０．５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】３．１．３　ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）
【一般名】メコバラミン
【メーカー】製)沢井製薬　販)日本ケミファ
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2015/03/25
【標榜薬効】末梢性神経障害治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

メサペイン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

内服
麻 劇

【薬効分類】８．２．１　合成麻薬
【一般名】メサドン塩酸塩
【メーカー】製)帝國製薬　販)塩野義製薬　販)テルモ
【薬価】351.2円/1T
【薬価収載日】2012/11/22
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

メサペイン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

内服
麻 劇

【薬効分類】８．２．１　合成麻薬
【一般名】メサドン塩酸塩
【メーカー】製)帝國製薬　販)塩野義製薬　販)テルモ
【薬価】184.8円/1T
【薬価収載日】2012/11/22
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

メサラジン錠２５０ｍｇ「サワイ」 （２５０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】メサラジン
【先発品】ペンタサ錠２５０ｍｇ
【メーカー】製)日本薬品工業　販)沢井製薬
【薬価】15.8円/1T
【薬価収載日】2008/11/07
【標榜薬効】潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

メジコン配合シロップ （１０ｍＬ）

内服

【薬効分類】２．２．４　鎮咳去たん剤
【一般名】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物・クレゾールスルホン酸カリウム
【メーカー】製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬
【薬価】19.5円/10mL
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】鎮咳去たん剤

メスチノン錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】１．２．３　自律神経剤
【一般名】ピリドスチグミン臭化物
【メーカー】製)共和薬品工業
【薬価】19.7円/1T
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】重症筋無力症治療剤

メソトレキセート点滴静注液１０００ｍｇ （１０００ｍｇ４０ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．２　代謝拮抗剤
【一般名】メトトレキサート
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】31510円/1V
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】葉酸代謝拮抗剤
【区分】抗がん剤

メソトレキセート点滴静注液２００ｍｇ （２００ｍｇ８ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】４．２．２　代謝拮抗剤
【一般名】メトトレキサート
【メーカー】製)ファイザー　販)武田薬品工業
【薬価】7040円/1V
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】葉酸代謝拮抗剤
【区分】抗がん剤

メチルエルゴメトリン錠０．１２５ｍｇ「あすか」 （０．１２５ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】２．５．３　子宮収縮剤
【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩
【メーカー】製)あすか製薬　販)武田薬品工業
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2010/05/28
【標榜薬効】子宮収縮止血剤

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注０．２ｍｇ「Ｆ」 （０．０２％１ｍＬ１管）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．５．３　子宮収縮剤
【一般名】メチルエルゴメトリンマレイン酸塩
【メーカー】製)富士製薬工業
【薬価】59円/1A
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】子宮収縮止血剤

滅菌精製水「ケンエー」 （１０ｍＬ）

外用

【薬効分類】７．１．３　溶解剤
【一般名】滅菌精製水
【メーカー】製)健栄製薬
【薬価】3.4円/10mL
【標榜薬効】溶解剤

メトクロプラミド錠５ｍｇ「テバ」 （５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】メトクロプラミド
【先発品】プリンペラン錠５
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2015/12/11
【標榜薬効】消化器機能異常治療剤

メトクロプラミド注１０ｍｇ「テバ」 （０．５％２ｍＬ１管）

注射 後発

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】塩酸メトクロプラミド
【先発品】プリンペラン注射液１０ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】57円/1A
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】消化器機能異常改善剤

メトトレキサート錠２ｍｇ「トーワ」 （２ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】メトトレキサート
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】67.8円/1T
【薬価収載日】2017/12/08
【標榜薬効】抗リウマチ剤
【粉砕情報】粉砕不可

メトプロロール酒石酸塩錠４０ｍｇ「サワイ」 （４０ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】メトプロロール酒石酸塩
【先発品】ロプレソール錠４０ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】7.5円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】高血圧・狭心症・不整脈治療剤

メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「トーワ」 （２５０ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】メトホルミン塩酸塩
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「トーワ」 （５００ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】メトホルミン塩酸塩
【先発品】メトグルコ錠５００ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2015/12/11
【標榜薬効】血糖降下剤
【区分】糖尿病薬
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【標榜薬効】血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

メドロール錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】メチルプレドニゾロン
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】13.5円/1T
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＴＹＫ」 （１５ｍｇ１カプセル）

内服 後発

【薬効分類】３．１．６　ビタミンＫ剤
【一般名】メナテトレノン
【先発品】グラケーカプセル１５ｍｇ
【メーカー】製)武田テバ薬品　販)興和テバ　販)武田テバファーマ　販)武田薬品工業　販)ニプロ　販)
マイラン製薬
【薬価】12.8円/1C
【薬価収載日】2007/07/06
【標榜薬効】骨粗鬆症治療用ビタミンＫ２剤
【粉砕情報】粉砕不可

メネシット配合錠１００ （１錠）

内服

【薬効分類】１．１．６　抗パーキンソン剤
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物
【メーカー】製)オルガノン　販)ＭＳＤ
【薬価】17.5円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】抗パーキンソン剤

メプチンエアー１０μｇ吸入１００回 （０．０１４３％５ｍＬ１キット）

外用

【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物
【メーカー】製)大塚製薬
【薬価】726.4円/1kit
【薬価収載日】2010/11/19
【標榜薬効】定量噴霧式気管支拡張剤

メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ （０．０１％０．３ｍＬ１個）

外用

【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物
【メーカー】製)大塚製薬
【薬価】13円/1個
【薬価収載日】2002/07/05
【標榜薬効】気管支拡張剤

メプチンミニ錠２５μｇ （０．０２５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物
【メーカー】製)大塚製薬
【薬価】11.4円/1T
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】気管支拡張剤

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （２０ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】メマンチン塩酸塩
【先発品】メマリーＯＤ錠２０ｍｇ
【メーカー】製)第一三共エスファ　販)第一三共
【薬価】110.8円/1T
【薬価収載日】2020/06/19
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （５ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】メマンチン塩酸塩
【先発品】メマリーＯＤ錠５ｍｇ
【メーカー】製)第一三共エスファ　販)第一三共
【薬価】34.8円/1T
【薬価収載日】2020/06/19
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

メルカゾール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．４．３　甲状腺，副甲状腺ホルモン剤
【一般名】チアマゾール
【メーカー】製)あすか製薬　販)武田薬品工業　販)中外製薬
【薬価】9.8円/1T
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】抗甲状腺剤
【区分】甲状腺薬

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「トーワ」 （５００ｍｇ１瓶）

注射 後発

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】メロペネム水和物
【先発品】メロペン点滴用バイアル０．５ｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】465円/1V
【薬価収載日】2009/11/13
【標榜薬効】カルバペネム系抗生物質
【区分】抗生剤

メロペネム点滴静注用１ｇ「ＮＰ」 （１ｇ１瓶）

注射 後発

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】メロペネム水和物
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】863円/1V
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】カルバペネム系抗生物質
【区分】抗生剤

モサプリドクエン酸塩散１％「日医工」 （１％１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物
【先発品】ガスモチン散１％
【メーカー】製)日医工
【薬価】11.3円/1g
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】消化管運動機能改善剤

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 （５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物
【先発品】ガスモチン錠５ｍｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】消化管運動機能改善剤

モビコール配合内用剤ＬＤ （６．８５２３ｇ１包）

内服

【薬効分類】２．３．５　下剤，浣腸剤
【一般名】マクロゴール４０００・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム
【メーカー】製)ＥＡファーマ　販)持田製薬
【薬価】75.3円/1包
【薬価収載日】2020/11/25
【標榜薬効】慢性便秘症治療剤

モビプレップ配合内用剤 （１袋）

内服

【薬効分類】７．９．９　他に分類されない治療を主目的としない医薬品
【一般名】ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤
【メーカー】製)ＥＡファーマ
【薬価】1839.4円/1袋
【薬価収載日】2013/05/31
【標榜薬効】経口腸管洗浄剤

モメタゾン点鼻液５０μｇ「杏林」１１２噴霧用 （９ｍｇ１８ｇ１瓶）

外用 後発

【薬効分類】１．３．２　耳鼻科用剤
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物
【先発品】ナゾネックス点鼻液５０μｇ１１２噴霧用
【メーカー】製)キョーリンリメディオ　販)杏林製薬
【薬価】1090.7円/1V
【薬価収載日】2019/06/14
【標榜薬効】定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏０．１％「イワキ」 （０．１％１ｇ）

外用 後発
劇

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】モメタゾンフランカルボン酸エステル
【先発品】フルメタ軟膏
【メーカー】製)岩城製薬
【薬価】13.1円/1g
【薬価収載日】2020/12/10
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤
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モルヒネ塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 （１０ｍｇ１錠）

内服
麻 劇

【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
【メーカー】製)大日本住友製薬　販)塩野義製薬　販)武田薬品工業　販)田辺三菱製薬　販)第一三共
【薬価】128.1円/1T
【薬価収載日】2008/08/20
【標榜薬効】鎮痛・鎮静剤

モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末 （１ｇ）

内服
麻 毒

【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
【メーカー】製)第一三共プロファーマ　販)塩野義製薬　販)武田薬品工業　販)田辺三菱製薬　販)第
一三共
【薬価】2243.8円/1g
【薬価収載日】2008/07/18
【標榜薬効】鎮痛・鎮静剤

モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「第一三共」 （１％１ｍＬ１管）

注射
麻 劇

【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
【メーカー】製)第一三共プロファーマ　販)塩野義製薬　販)武田薬品工業　販)田辺三菱製薬　販)第
一三共
【薬価】305円/1A
【薬価収載日】2009/04/22
【標榜薬効】鎮痛・鎮静剤

モルヒネ塩酸塩注射液２００ｍｇ「タケダ」 （４％５ｍＬ１管）

注射
麻 劇

【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
【メーカー】製)武田薬品工業　販)塩野義製薬　販)田辺三菱製薬
【薬価】5065円/1A
【薬価収載日】2009/10/20
【標榜薬効】鎮痛・鎮静剤

モンテルカスト細粒４ｍｇ「サワイ」 （４ｍｇ１包）

内服 後発

【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】モンテルカストナトリウム
【先発品】キプレス細粒４ｍｇ，シングレア細粒４ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】24.8円/1包
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】気管支喘息治療剤

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」 （１０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】モンテルカストナトリウム
【先発品】キプレス錠１０ｍｇ，シングレア錠１０ｍｇ
【メーカー】製)キョーリンリメディオ　販)杏林製薬
【薬価】52.5円/1T
【薬価収載日】2016/06/17
【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】モンテルカストナトリウム
【先発品】キプレスチュアブル錠５ｍｇ，シングレアチュアブル錠５ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】25.1円/1T
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】気管支喘息治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

薬用炭「日医工」 （１ｇ）

内服

【薬効分類】２．３．１　止しゃ剤，整腸剤
【一般名】薬用炭
【メーカー】製)日医工
【薬価】8.5円/1g
【薬価収載日】2012/06/01
【標榜薬効】止瀉・整腸剤

ユーエフティ配合カプセルＴ１００ （１００ｍｇ１カプセル（テガフール相当量））

内服
劇

【薬効分類】４．２．２　代謝拮抗剤
【一般名】テガフール・ウラシル
【メーカー】製)大鵬薬品工業
【薬価】171.6円/1C
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】代謝拮抗剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

ユナシン錠３７５ｍｇ （３７５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】スルタミシリントシル酸塩水和物
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】60円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】合成ペニシリン製剤
【区分】抗生剤

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ （４ｇ１瓶）

注射

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】滅菌調整タルク
【メーカー】製)ノーベルファーマ
【薬価】7236円/1V
【薬価収載日】2013/11/19
【標榜薬効】悪性胸水治療剤
【区分】抗がん剤

ユービット錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】７．２．９　その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
【一般名】尿素（１３Ｃ）
【メーカー】製)大塚製薬
【薬価】2653.5円/1T
【薬価収載日】2002/12/13
【標榜薬効】ヘリコバクター・ピロリ感染診断用剤
【粉砕情報】粉砕不可

ユリス錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．９．４　痛風治療剤
【一般名】ドチヌラド
【メーカー】製)富士薬品　販)持田製薬
【薬価】53.3円/1T
【薬価収載日】2020/04/22
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ１丸）

内服

【薬効分類】３．２．２　無機質製剤
【一般名】ヨウ化カリウム
【メーカー】製)日医工
【薬価】5.7円/1丸
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】無機質製剤
【区分】甲状腺薬

ヨウ化カリウム「日医工」 （１ｇ）

内服
劇

【薬効分類】３．２．２　無機質製剤
【一般名】ヨウ化カリウム
【メーカー】製)日医工
【薬価】9.5円/1g
【薬価収載日】2013/05/01
【標榜薬効】ヨウ素製剤
【区分】甲状腺薬

ヨウ素「コザカイ・Ｍ」 （１ｇ）

外用
劇

【薬効分類】２．６．１　外皮用殺菌消毒剤
【一般名】ヨウ素
【メーカー】製)小堺製薬　販)メルク製薬　販)模範薬品研究所　販)吉田製薬
【薬価】10.3円/1g
【標榜薬効】殺菌消毒剤

ヨクイニンエキス錠「コタロー」 （１錠）

内服

【薬効分類】５．９．０　その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品
【一般名】ヨクイニンエキス
【メーカー】製)小太郎漢方製薬
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】生薬製剤
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【一般名】ヨクイニンエキス
【メーカー】製)小太郎漢方製薬
【薬価】5.9円/1T
【標榜薬効】生薬製剤

ライゾデグ配合注 フレックスタッチ （３００単位１キット）

注射 自注
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】インスリン　デグルデク（遺伝子組換え）・インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）配合剤
【メーカー】製)ノボノルディスクファーマ
【薬価】1990円/1kit
【薬価収載日】2015/11/26
【標榜薬効】溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

ラクツロースシロップ６５％「タカタ」 （６５％１ｍＬ）

内服 後発

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ラクツロース
【先発品】モニラック・シロップ６５％
【メーカー】製)高田製薬　販)日本化薬
【薬価】4.9円/1mL
【薬価収載日】2020/12/10
【標榜薬効】高アンモニア血症・腸管機能改善剤

ラクテック注 （５００ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】乳酸リンゲル液
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】215円/1袋
【標榜薬効】Ｌ－乳酸ナトリウムリンゲル液

ラコールＮＦ配合経腸用液 （１０ｍＬ）

内服

【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】経腸成分栄養剤
【メーカー】製)イーエヌ大塚製薬　販)大塚製薬
【薬価】6.7円/10mL
【薬価収載日】2011/05/20
【標榜薬効】経腸栄養剤

ラシックス注１００ｍｇ （１００ｍｇ１管）

注射

【薬効分類】２．１．３　利尿剤
【一般名】フロセミド
【メーカー】製)サノフィ　販)日医工
【薬価】132円/1A
【薬価収載日】2003/07/04
【標榜薬効】利尿剤

ラスビック錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】６．２．４　合成抗菌剤
【一般名】ラスクフロキサシン塩酸塩
【メーカー】製)杏林製薬
【薬価】334.5円/1T
【薬価収載日】2019/11/19
【標榜薬効】ニューキノロン系経口抗菌剤
【区分】抗生剤

ラスリテック点滴静注用７．５ｍｇ （７．５ｍｇ１瓶（溶解液付））

注射
劇

【薬効分類】３．９．５　酵素製剤
【一般名】ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)サノフィ
【薬価】51178円/1V
【薬価収載日】2009/12/11
【標榜薬効】がん化学療法用尿酸分解酵素製剤

ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＳＥＣ」 （０．００５％１ｍＬ）

外用 後発

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】ラタノプロスト
【先発品】キサラタン点眼液０．００５％
【メーカー】製)参天アイケア　販)参天製薬
【薬価】242.6円/1mL
【薬価収載日】2017/08/30
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

ラックビー微粒Ｎ （１％１ｇ）

内服

【薬効分類】２．３．１　止しゃ剤，整腸剤
【一般名】ビフィズス菌製剤
【メーカー】製)興和　販)日研化学
【薬価】6.3円/1g
【薬価収載日】2005/12/16
【標榜薬効】整腸剤

ラニビズマブＢＳ硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ「センジュ」 （０．５ｍｇ０．
０５ｍＬ１筒）

注射 後発
劇

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】ラニビズマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)千寿製薬　販)武田薬品工業
【薬価】79348円/1筒
【薬価収載日】2021/11/25
【標榜薬効】眼科用ＶＥＧＦ阻害剤

ラノコナゾール軟膏１％「イワキ」 （１％１ｇ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．５　寄生性皮ふ疾患用剤
【一般名】ラノコナゾール
【先発品】アスタット軟膏１％
【メーカー】製)岩城製薬
【薬価】17.5円/1g
【薬価収載日】2010/05/28
【標榜薬効】抗真菌剤

ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ （３００ｍｇ６０ｍＬ１袋）

注射

【薬効分類】６．２．５　抗ウイルス剤
【一般名】ペラミビル水和物
【メーカー】製)塩野義製薬
【薬価】6331円/1袋
【薬価収載日】2012/06/22
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

ラフチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】ラフチジン
【先発品】プロテカジン錠１０
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】12.2円/1T
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】Ｈ２受容体拮抗剤

ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ＹＤ」 （１０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】ラベプラゾールナトリウム
【先発品】パリエット錠１０ｍｇ
【メーカー】製)陽進堂
【薬価】24.5円/1T
【薬価収載日】2010/11/19
【標榜薬効】プロトンポンプ阻害剤
【粉砕情報】粉砕不可

ラボナ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）

内服
劇 精２

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】ペントバルビタールカルシウム
【メーカー】製)田辺三菱製薬
【薬価】8.9円/1T
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】催眠・鎮静剤

ラボナール注射用０．５ｇ （５００ｍｇ１管）

注射
劇

【薬効分類】１．１．１　全身麻酔剤
【一般名】チオペンタールナトリウム
【メーカー】製)ニプロＥＳファーマ　販)田辺三菱製薬
【薬価】972円/1A
【標榜薬効】全身麻酔剤

ラモトリギン錠２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】ラモトリギン
【先発品】ラミクタール錠２５ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】17円/1T
【薬価収載日】2018/06/15
【標榜薬効】抗てんかん剤・双極性障害治療薬
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ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワイ」 （６０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ラロキシフェン塩酸塩
【先発品】エビスタ錠６０ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】29.5円/1T
【薬価収載日】2015/12/11
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 （１５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】ランソプラゾール
【先発品】タケプロンＯＤ錠１５
【メーカー】製)東和薬品　販)三和化学研究所　販)和薬
【薬価】16.4円/1T
【薬価収載日】2009/05/15
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター
【粉砕情報】粉砕不可

ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「武田テバ」 （３０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】ランソプラゾール
【先発品】タケプロンＯＤ錠３０
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】28.2円/1T
【薬価収載日】2018/06/15
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター
【粉砕情報】粉砕不可

ランタスＸＲ注ソロスター （４５０単位１キット）

注射 自注
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）
【メーカー】製)サノフィ
【薬価】2445円/1kit
【薬価収載日】2015/08/31
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

ランドセン錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

内服
精３

【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】クロナゼパム
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】9.3円/1T
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】抗てんかん剤

ランマーク皮下注１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１．７ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】デノスマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)第一三共
【薬価】47492円/1V
【薬価収載日】2012/04/17
【標榜薬効】ヒト型抗ＲＡＮＫＬモノクローナル抗体製剤

リオナ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】クエン酸第二鉄水和物
【メーカー】製)日本たばこ産業　販)鳥居薬品
【薬価】76円/1T
【薬価収載日】2014/04/17
【標榜薬効】高リン血症治療剤

リキスミア皮下注３００μｇ （３００μｇ３ｍＬ１キット）

注射 自注
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】リキシセナチド
【メーカー】製)サノフィ
【薬価】5389円/1kit
【薬価収載日】2013/08/27
【標榜薬効】ＧＬＰ－１受容体作動薬
【区分】糖尿病薬

リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【メーカー】製)第一三共
【薬価】224.7円/1T
【薬価収載日】2017/11/29
【標榜薬効】経口ＦＸａ阻害剤

リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【メーカー】製)第一三共
【薬価】411.3円/1T
【薬価収載日】2017/11/29
【標榜薬効】経口ＦＸａ阻害剤

リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【メーカー】製)第一三共
【薬価】416.8円/1T
【薬価収載日】2017/11/29
【標榜薬効】経口ＦＸａ阻害剤

リクラスト点滴静注液５ｍｇ （５ｍｇ１００ｍＬ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ゾレドロン酸水和物
【メーカー】製)旭化成ファーマ
【薬価】36045円/1V
【薬価収載日】2016/11/18
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤

リコモジュリン点滴静注用１２８００ （１２８００単位１瓶）

注射

【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】トロンボモデュリン　アルファ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)旭化成ファーマ
【薬価】39736円/1V
【薬価収載日】2008/04/18
【標榜薬効】血液凝固阻止剤

リザトリプタンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】２．１．６　血管収縮剤
【一般名】リザトリプタン安息香酸塩
【先発品】マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】163円/1T
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】片頭痛治療剤

リザベンカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル）

内服

【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】トラニラスト
【メーカー】製)キッセイ薬品工業
【薬価】14.3円/1C
【薬価収載日】2005/06/10
【標榜薬効】アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤

リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「サワイ」 （１ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】リスペリドン
【先発品】リスパダールＯＤ錠１ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬　販)日本ジェネリック
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2009/05/15
【標榜薬効】抗精神病剤

リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ヨシトミ」 （０．１％１ｍＬ）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】リスペリドン
【先発品】リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ
【メーカー】製)同仁医薬化工　販)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ
【薬価】36.2円/1mL
【薬価収載日】2007/07/06
【標榜薬効】抗精神病剤
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リスミー錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】リルマザホン塩酸塩水和物
【メーカー】製)共和薬品工業　販)塩野義製薬
【薬価】13.1円/1T
【標榜薬効】睡眠誘導剤

リスモダンＰ静注５０ｍｇ （５０ｍｇ５ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】ジソピラミドリン酸塩
【メーカー】製)クリニジェン　販)サノフィ　販)中外製薬
【薬価】369円/1A
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】不整脈治療剤

リセドロン酸Ｎａ錠７５ｍｇ「トーワ」 （７５ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物
【先発品】アクトネル錠７５ｍｇ，ベネット錠７５ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】476.9円/1T
【薬価収載日】2019/12/13
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

リーダイ配合錠 （１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．３．１　止しゃ剤，整腸剤
【一般名】ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス
【先発品】フェロベリン配合錠
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2010/05/28
【標榜薬効】止瀉剤

リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ファイザー」 （１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶）

注射 後発

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】16187円/1V
【薬価収載日】2019/11/27
【標榜薬効】抗ＣＤ２０モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ファイザー」 （５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶）

注射 後発

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】リツキシマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】79151円/1V
【薬価収載日】2019/11/27
【標榜薬効】抗ＣＤ２０モノクローナル抗体
【区分】抗がん剤

リドカイン塩酸塩注０．５％「日新」 （０．５％１０ｍＬ１管）

注射 後発
劇

【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】リドカイン塩酸塩
【先発品】キシロカイン注ポリアンプ０．５％
【メーカー】製)日新製薬　販)富士フイルムファーマ
【薬価】66円/1A
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】局所麻酔剤

リドカイン塩酸塩注１％「日新」 （１％１０ｍＬ１管）

注射 後発
劇

【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】リドカイン塩酸塩
【先発品】キシロカイン注ポリアンプ１％
【メーカー】製)日新製薬　販)富士フイルムファーマ
【薬価】80円/1A
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】局所麻酔剤

リドカイン塩酸塩注２％「日新」 （２％１０ｍＬ１管）

注射 後発
劇

【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】リドカイン塩酸塩
【先発品】キシロカイン注ポリアンプ２％
【メーカー】製)日新製薬
【薬価】97円/1A
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】局所麻酔剤

リドカイン塩酸塩ビスカス２％「日新」 （２％１ｍＬ）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】リドカイン塩酸塩
【先発品】キシロカインビスカス２％
【メーカー】製)日新製薬
【薬価】4.1円/1mL
【薬価収載日】2014/12/12
【標榜薬効】表面麻酔剤

リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 （２％５ｍＬ１筒）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】リドカイン塩酸塩
【メーカー】製)テルモ
【薬価】143円/1筒
【薬価収載日】2005/06/10
【標榜薬効】リドカイン注射液

リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」 （（１８ｍｇ）３０．５ｍｍ×５０．０ｍｍ１枚）

外用 後発
劇

【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】リドカイン
【先発品】ペンレステープ１８ｍｇ
【メーカー】製)祐徳薬品工業　販)メディキット
【薬価】31.8円/1枚
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】貼付用局所麻酔剤

リドカイン点滴静注液１％「タカタ」 （１％２００ｍＬ１袋）

注射 後発
劇

【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】リドカイン
【メーカー】製)高田製薬
【薬価】470円/1袋
【薬価収載日】2018/12/14
【標榜薬効】抗不整脈剤

リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「Ｆ」 （５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．５．９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
【一般名】リトドリン塩酸塩
【先発品】ウテメリン錠５ｍｇ，リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「あすか」
【メーカー】製)富士製薬工業
【薬価】12.9円/1T
【薬価収載日】2012/08/24
【標榜薬効】切迫流・早産治療剤

リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「Ｆ」 （１％５ｍＬ１管）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．５．９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
【一般名】リトドリン塩酸塩
【先発品】ウテメリン注５０ｍｇ
【メーカー】製)富士製薬工業　販)富士フイルムファーマ
【薬価】203円/1A
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】切迫流・早産治療剤

リネゾリド錠６００ｍｇ「サワイ」 （６００ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】６．２．４　合成抗菌剤
【一般名】リネゾリド
【先発品】ザイボックス錠６００ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】4970.3円/1T
【薬価収載日】2017/12/08
【標榜薬効】オキサゾリジノン系合成抗菌剤
【区分】抗生剤

リネゾリド点滴静注６００ｍｇ／３００ｍＬ「ＨＫ」 （６００ｍｇ３００ｍＬ１袋）

注射 後発

【薬効分類】６．２．４　合成抗菌剤
【一般名】リネゾリド
【先発品】ザイボックス注射液６００ｍｇ
【メーカー】製)光製薬
【薬価】7030円/1袋
【薬価収載日】2019/06/14
【標榜薬効】オキサゾリジノン系合成抗菌剤
【区分】抗生剤
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【メーカー】製)光製薬
【薬価】7030円/1袋
【薬価収載日】2019/06/14
【標榜薬効】オキサゾリジノン系合成抗菌剤
【区分】抗生剤

リノロサール注射液２ｍｇ（０．４％） （２ｍｇ１管）

注射 後発

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
【先発品】リンデロン注２ｍｇ（０．４％）
【メーカー】製)わかもと製薬
【薬価】60円/1A
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】水溶性合成副腎皮質ホルモン剤

リノロサール注射液４ｍｇ（０．４％） （４ｍｇ１管）

注射 後発

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
【先発品】リンデロン注４ｍｇ（０．４％）
【メーカー】製)わかもと製薬
【薬価】84円/1A
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】水溶性合成副腎皮質ホルモン剤

リーバクト配合顆粒 （４．１５ｇ１包）

内服

【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン
【メーカー】製)ＥＡファーマ
【薬価】121.8円/1包
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】分岐鎖アミノ酸製剤

リパクレオンカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル）

内服

【薬効分類】２．３．３　健胃消化剤
【一般名】パンクレリパーゼ
【メーカー】製)マイランＥＰＤ　販)ＥＡファーマ　販)エーザイ
【薬価】32.1円/1C
【薬価収載日】2011/07/19
【標榜薬効】膵消化酵素補充剤
【粉砕情報】粉砕不可

リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「サワイ」 （４．５ｍｇ１枚）

外用 後発
劇

【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】リバスチグミン
【先発品】イクセロンパッチ４．５ｍｇ，リバスタッチパッチ４．５ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】106円/1枚
【薬価収載日】2020/12/11
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

リバスチグミンテープ９ｍｇ「サワイ」 （９ｍｇ１枚）

外用 後発
劇

【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】リバスチグミン
【先発品】イクセロンパッチ９ｍｇ，リバスタッチパッチ９ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】119円/1枚
【薬価収載日】2020/12/11
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 （１５０ｍｇ１カプセル）

内服 後発

【薬効分類】６．１．６　主として抗酸菌に作用するもの
【一般名】リファンピシン
【先発品】リファジンカプセル１５０ｍｇ
【メーカー】製)サンド　販)ニプロ　販)日本ジェネリック
【薬価】12.1円/1C
【薬価収載日】2006/07/07
【標榜薬効】リファンピシン製剤
【区分】抗生剤

リベルサス錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】セマグルチド（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ノボノルディスクファーマ
【薬価】143.2円/1T
【薬価収載日】2020/11/18
【標榜薬効】２型糖尿病治療剤
【区分】糖尿病薬
【粉砕情報】粉砕不可

【粉砕情報】粉砕不可

リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「ツルハラ」 （２０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】３．１．３　ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）
【一般名】リボフラビン酪酸エステル
【先発品】ハイボン錠２０ｍｇ
【メーカー】製)鶴原製薬
【薬価】5.5円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】ビタミンＢ２製剤

リマプロストアルファデクス錠５μｇ「ＳＮ」 （５μｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】３．３．９　その他の血液・体液用薬
【一般名】リマプロスト　アルファデクス
【先発品】オパルモン錠５μｇ，プロレナール錠５μｇ
【メーカー】製)シオノケミカル　販)江州製薬　販)東和薬品　販)日本ケミファ　販)日本薬品工業
【薬価】13.9円/1T
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】ＰＧＥ１誘導体製剤
【粉砕情報】粉砕不可

リメタゾン静注２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】デキサメタゾンパルミチン酸エステル
【メーカー】製)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ
【薬価】1921円/1A
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ （０．５モル２０ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】１．２．４　鎮けい剤
【一般名】硫酸マグネシウム水和物
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】95円/1A
【薬価収載日】2008/06/23
【標榜薬効】補正用電解質液

硫酸ストレプトマイシン注射用１ｇ「明治」 （１ｇ１瓶）

注射

【薬効分類】６．１．６　主として抗酸菌に作用するもの
【一般名】ストレプトマイシン硫酸塩
【メーカー】製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】396円/1V
【薬価収載日】2005/12/16
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
【区分】抗生剤

硫酸ポリミキシンＢ散３００万単位「ファイザー」 （３００万単位１瓶）

外用

【薬効分類】２．６．３　化膿性疾患用剤
【一般名】ポリミキシンＢ硫酸塩
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】1546.6円/1V
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】ポリペプチド系抗生物質
【区分】抗生剤

流動パラフィン「マルイシ」 （１０ｍＬ）

外用

【薬効分類】７．１．２　軟膏基剤
【一般名】流動パラフィン
【メーカー】製)丸石製薬
【薬価】8.6円/10mL
【薬価収載日】1992/03/11
【標榜薬効】軟膏基剤

リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ （２２．５ｍｇ１筒）

注射
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【メーカー】製)武田薬品工業
【薬価】75823円/1筒
【薬価収載日】2015/11/26
【標榜薬効】ＬＨ－ＲＨ誘導体徐放性製剤
【区分】抗がん剤
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リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ （１１．２５ｍｇ１筒）

注射
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【メーカー】製)武田薬品工業
【薬価】49710円/1筒
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】ＬＨ－ＲＨ誘導体徐放性製剤
【区分】抗がん剤

リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．８８ｍｇ「あすか」 （１．８８ｍｇ１筒）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【先発品】リュープリン注射用キット１．８８ｍｇ
【メーカー】製)あすか製薬　販)武田薬品工業
【薬価】15639円/1筒
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】ＬＨ－ＲＨ誘導体徐放性製剤

リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍｇ「あすか」 （３．７５ｍｇ１筒）

注射 後発
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】リュープロレリン酢酸塩
【先発品】リュープリン注射用キット３．７５ｍｇ
【メーカー】製)あすか製薬　販)武田薬品工業
【薬価】19332円/1筒
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】ＬＨ－ＲＨ誘導体徐放性製剤
【区分】抗がん剤

リルゾール錠５０ｍｇ「ＡＡ」 （５０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】リルゾール
【先発品】リルテック錠５０
【メーカー】製)ダイト　販)武田薬品工業
【薬価】536.2円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】筋萎縮性側索硬化症用剤

リレンザ （５ｍｇ１ブリスター）

外用

【薬効分類】６．２．５　抗ウイルス剤
【一般名】ザナミビル水和物
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン
【薬価】132.9円/1ブリスター
【薬価収載日】2001/02/02
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ （０．５モル２０ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】122円/1A
【薬価収載日】2011/03/18
【標榜薬効】補正用電解質液

リンゼス錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】リナクロチド
【メーカー】製)アステラス製薬
【薬価】78.7円/1T
【薬価収載日】2017/02/15
【標榜薬効】グアニル酸シクラーゼＣ受容体アゴニスト
【粉砕情報】粉砕不可

リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％ （１ｇ）

外用

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
【メーカー】製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬
【薬価】27.7円/1g
【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ （１ｇ）

外用

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
【メーカー】製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬
【薬価】27.7円/1g
【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

【メーカー】製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬
【薬価】27.7円/1g
【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

リンデロン－Ｖクリーム０．１２％ （０．１２％１ｇ）

外用

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル
【メーカー】製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬
【薬価】21.6円/1g
【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤

リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％ （０．１２％１ｇ）

外用

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル
【メーカー】製)シオノギファーマ　販)塩野義製薬
【薬価】21.6円/1g
【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤

ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ （０．５ｍｇ０．０５ｍＬ１筒）

注射
劇

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】ラニビズマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ノバルティスファーマ
【薬価】113702円/1筒
【薬価収載日】2014/05/30
【標榜薬効】眼科用ＶＥＧＦ阻害剤

ルパフィン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】ルパタジンフマル酸塩
【メーカー】製)帝國製薬　販)田辺三菱製薬
【薬価】54.9円/1T
【薬価収載日】2017/11/22
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

ルミガン点眼液０．０３％ （０．０３％１ｍＬ）

外用

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】ビマトプロスト
【メーカー】製)千寿製薬　販)武田薬品工業
【薬価】652.5円/1mL
【薬価収載日】2009/09/04
【標榜薬効】緑内障・高眼圧症治療剤

ルムジェブ注ミリオペン （３００単位１キット）

注射 自注
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)日本イーライリリー
【薬価】1374円/1kit
【薬価収載日】2020/05/20
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

ルーラン錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】ペロスピロン塩酸塩水和物
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】13円/1T
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】抗精神病剤

レキサルティＯＤ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】ブレクスピプラゾール
【メーカー】製)大塚製薬
【薬価】249.3円/1T
【薬価収載日】2021/11/25
【標榜薬効】抗精神病剤
【粉砕情報】粉砕不可

レキサルティ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】ブレクスピプラゾール
【メーカー】製)大塚製薬
【薬価】249.3円/1T
【薬価収載日】2018/04/18
【標榜薬効】抗精神病剤
【粉砕情報】粉砕不可
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【一般名】ブレクスピプラゾール
【メーカー】製)大塚製薬
【薬価】249.3円/1T
【薬価収載日】2018/04/18
【標榜薬効】抗精神病剤
【粉砕情報】粉砕不可

レクサプロ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】エスシタロプラムシュウ酸塩
【メーカー】製)持田製薬　販)田辺三菱製薬
【薬価】169.9円/1T
【薬価収載日】2011/07/19
【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤

レスタミンコーワクリーム１％ （１％１０ｇ）

外用

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ジフェンヒドラミン
【メーカー】製)興和
【薬価】26.2円/10g
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

レナジェル錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】セベラマー塩酸塩
【メーカー】製)中外製薬
【薬価】17.7円/1T
【薬価収載日】2003/04/01
【標榜薬効】高リン血症治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

レナデックス錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】デキサメタゾン
【メーカー】製)ブリストル・マイヤーズスクイブ　販)セルジーン
【薬価】167.8円/1T
【薬価収載日】2010/07/16
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤
【区分】抗がん剤

レパグリニド錠０．２５ｍｇ「サワイ」 （０．２５ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】レパグリニド
【先発品】シュアポスト錠０．２５ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】10円/1T
【薬価収載日】2020/06/19
【標榜薬効】速効型インスリン分泌促進剤
【区分】糖尿病薬

レパーサ皮下注１４０ｍｇペン （１４０ｍｇ１ｍＬ１キット）

注射 自注

【薬効分類】２．１．８　高脂血症用剤
【一般名】エボロクマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)アムジェン　販)アステラス製薬
【薬価】24302円/1kit
【薬価収載日】2016/04/20
【標榜薬効】ヒト抗ＰＣＳＫ９モノクローナル抗体製剤

レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 （１００ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】レバミピド
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】10.1円/1T
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

レブラミドカプセル５ｍｇ （５ｍｇ１カプセル）

内服
毒

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】レナリドミド水和物
【メーカー】製)ブリストル・マイヤーズスクイブ　販)セルジーン
【薬価】8085.3円/1C
【薬価収載日】2010/07/16
【標榜薬効】抗造血器悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

レペタン坐剤０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１個）

外用
劇 精２

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩
【メーカー】製)大塚製薬
【薬価】141.9円/1個
【標榜薬効】鎮痛剤

レベニンＳ配合錠 （１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．３．１　止しゃ剤，整腸剤
【一般名】ビフィズス菌配合剤
【メーカー】製)わかもと製薬
【薬価】6.3円/1T
【薬価収載日】2015/12/11
【標榜薬効】三菌種配合乳酸菌製剤

レベミル注 フレックスペン （３００単位１キット）

注射 自注
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】インスリン　デテミル（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ノボノルディスクファーマ
【薬価】2194円/1kit
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「武田テバ」 （５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】レボセチリジン塩酸塩
【先発品】ザイザル錠５ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】22.3円/1T
【薬価収載日】2020/06/19
【標榜薬効】持続性選択Ｈ１受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

レボトミン筋注２５ｍｇ （２．５％１ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】レボメプロマジン塩酸塩
【メーカー】製)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ
【薬価】57円/1A
【薬価収載日】2002/07/05
【標榜薬効】精神神経安定剤

レボトミン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩
【メーカー】製)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2001/07/06
【標榜薬効】精神神経安定剤

レボトミン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】レボメプロマジンマレイン酸塩
【メーカー】製)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2001/07/06
【標榜薬効】精神神経安定剤

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （５００ｍｇ１錠（レボフロキサシンとし
て））

内服 後発

【薬効分類】６．２．４　合成抗菌剤
【一般名】レボフロキサシン水和物
【先発品】クラビット錠５００ｍｇ
【メーカー】製)第一三共エスファ　販)第一三共
【薬価】87.2円/1T
【薬価収載日】2014/12/12
【標榜薬効】広範囲経口抗菌製剤
【区分】抗生剤

レボフロキサシン点眼液１．５％「ファイザー」 （１．５％１ｍＬ）

外用 後発

【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】レボフロキサシン水和物
【先発品】クラビット点眼液１．５％
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】31.5円/1mL
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
【区分】抗生剤
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【メーカー】製)ファイザー
【薬価】31.5円/1mL
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
【区分】抗生剤

レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ「ＤＳＥＰ」 （５００ｍｇ１０
０ｍＬ１キット）

注射 後発

【薬効分類】６．２．４　合成抗菌剤
【一般名】レボフロキサシン水和物
【先発品】クラビット点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ
【メーカー】製)第一三共エスファ　販)第一三共
【薬価】1431円/1kit
【薬価収載日】2018/06/15
【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌剤
【区分】抗生剤

レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ヤクルト」 （１００ｍｇ１瓶）

注射 後発

【薬効分類】３．９．２　解毒剤
【一般名】レボホリナートカルシウム水和物
【先発品】アイソボリン点滴静注用１００ｍｇ
【メーカー】製)ヤクルト本社
【薬価】1774円/1V
【薬価収載日】2007/07/06
【標榜薬効】活性型葉酸製剤

レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ヤクルト」 （２５ｍｇ１瓶）

注射 後発

【薬効分類】３．９．２　解毒剤
【一般名】レボホリナートカルシウム水和物
【先発品】アイソボリン点滴静注用２５ｍｇ
【メーカー】製)ヤクルト本社
【薬価】523円/1V
【薬価収載日】2007/07/06
【標榜薬効】活性型葉酸製剤

レボレード錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】エルトロンボパグ　オラミン
【メーカー】製)ノバルティスファーマ　販)グラクソ・スミスクライン
【薬価】2211.4円/1T
【薬価収載日】2010/12/10
【標榜薬効】経口造血刺激薬

レミケード点滴静注用１００ （１００ｍｇ１瓶）

注射
劇

【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】インフリキシマブ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)田辺三菱製薬
【薬価】64480円/1V
【薬価収載日】2002/04/26
【標榜薬効】抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体製剤

レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」 （２ｍｇ１瓶）

注射 後発
麻 劇

【薬効分類】８．２．１　合成麻薬
【一般名】レミフェンタニル塩酸塩
【先発品】アルチバ静注用２ｍｇ
【メーカー】製)丸石製薬　販)第一三共
【薬価】1003円/1V
【薬価収載日】2016/12/09
【標榜薬効】全身麻酔用鎮痛剤

レルベア１００エリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット）

外用

【薬効分類】２．２．９　その他の呼吸器官用薬
【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン
【薬価】5192.2円/1kit
【薬価収載日】2014/11/28
【標榜薬効】喘息・ＣＯＰＤ治療配合剤

レルベア２００エリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット）

外用

【薬効分類】２．２．９　その他の呼吸器官用薬
【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン
【薬価】5781.4円/1kit
【薬価収載日】2014/11/28
【標榜薬効】喘息治療配合剤

レルミナ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】レルゴリクス
【メーカー】製)あすか製薬　販)武田薬品工業
【薬価】893.4円/1T
【薬価収載日】2019/02/26
【標榜薬効】ＧｎＲＨアンタゴニスト

ロイケリン散１０％ （１０％１ｇ）

内服
劇

【薬効分類】４．２．２　代謝拮抗剤
【一般名】メルカプトプリン水和物
【メーカー】製)大原薬品工業
【薬価】102.2円/1g
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】白血病治療剤
【区分】抗がん剤

ロイコボリン注３ｍｇ （０．３％１ｍＬ１管）

注射

【薬効分類】３．９．２　解毒剤
【一般名】ホリナートカルシウム
【メーカー】製)ファイザー　販)武田薬品工業
【薬価】340円/1A
【薬価収載日】2005/06/10
【標榜薬効】抗葉酸代謝拮抗剤

ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＮＰ」 （１％１ｇ）

外用 後発

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
【先発品】ロキソニンゲル１％
【メーカー】製)ニプロファーマ　販)ニプロ
【薬価】2.6円/1g
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （６０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
【先発品】ロキソニン錠６０ｍｇ
【メーカー】製)エルメッド　販)日医工
【薬価】9.8円/1T
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】鎮痛・抗炎症・解熱剤

ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ「マルイシ」 （５０ｍｇ５ｍＬ１瓶）

注射 後発
毒

【薬効分類】１．２．２　骨格筋弛緩剤
【一般名】ロクロニウム臭化物
【先発品】エスラックス静注５０ｍｇ／５．０ｍＬ
【メーカー】製)丸石製薬
【薬価】334円/1V
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】非脱分極性麻酔用筋弛緩剤

ロケルマ懸濁用散分包５ｇ （５ｇ１包）

内服

【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物
【メーカー】製)アストラゼネカ
【薬価】1069.3円/1包
【薬価収載日】2020/05/20
【標榜薬効】高カリウム血症改善剤

ロコアテープ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）

外用
劇

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】エスフルルビプロフェン・ハッカ油
【メーカー】製)大正製薬　販)大正富山医薬品　販)帝人ファーマ
【薬価】39.7円/1枚
【薬価収載日】2015/11/26
【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛消炎剤

ロコイドクリーム０．１％ （０．１％１ｇ）

外用

【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル
【メーカー】製)鳥居薬品
【薬価】11.1円/1g
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤
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【メーカー】製)鳥居薬品
【薬価】11.1円/1g
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サンド」 （５０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】ロサルタンカリウム
【先発品】ニューロタン錠５０ｍｇ
【メーカー】製)サンド
【薬価】18.7円/1T
【薬価収載日】2012/06/22
【標榜薬効】Ａ－ＩＩアンタゴニスト

ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「サワイ」 （２．５ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．１．８　高脂血症用剤
【一般名】ロスバスタチンカルシウム
【先発品】クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】8.6円/1T
【薬価収載日】2017/12/08
【標榜薬効】ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤

ロゼウス静注液１０ｍｇ （１０ｍｇ１ｍＬ１瓶）

注射 後発
毒

【薬効分類】４．２．４　抗腫瘍性植物成分製剤
【一般名】ビノレルビン酒石酸塩
【先発品】ナベルビン注１０
【メーカー】製)日本化薬
【薬価】2520円/1V
【薬価収載日】2009/11/13
【標榜薬効】ビンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤

ロゼックスゲル０．７５％ （０．７５％１ｇ）

外用

【薬効分類】２．６．９　その他の外皮用薬
【一般名】メトロニダゾール
【メーカー】製)マルホ　販)ガルデルマ
【薬価】102.3円/1g
【薬価収載日】2015/02/24
【標榜薬効】がん性皮膚潰瘍臭改善剤

ロゼレム錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】ラメルテオン
【メーカー】製)武田薬品工業
【薬価】85.9円/1T
【薬価収載日】2010/06/11
【標榜薬効】メラトニン受容体アゴニスト

ロトリガ粒状カプセル２ｇ （２ｇ１包）

内服

【薬効分類】２．１．８　高脂血症用剤
【一般名】オメガ－３脂肪酸エチル
【メーカー】製)武田薬品工業
【薬価】219.4円/1包
【薬価収載日】2012/11/22
【標榜薬効】ＥＰＡ・ＤＨＡ製剤
【粉砕情報】粉砕不可

ロナセン錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）

内服
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】ブロナンセリン
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】104.9円/1T
【薬価収載日】2008/04/18
【標榜薬効】抗精神病剤

ロナセンテープ２０ｍｇ （２０ｍｇ１枚）

外用
劇

【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】ブロナンセリン
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】258.1円/1枚
【薬価収載日】2019/09/04
【標榜薬効】抗精神病剤

ロピオン静注５０ｍｇ （５０ｍｇ５ｍＬ１管）

注射
劇

【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】フルルビプロフェン　アキセチル
【メーカー】製)科研製薬
【薬価】203円/1A
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】非ステロイド性鎮痛剤

ロピニロールＯＤ錠１ｍｇ「アメル」 （１ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．６　抗パーキンソン剤
【一般名】ロピニロール塩酸塩
【メーカー】製)共和薬品工業
【薬価】35.5円/1T
【薬価収載日】2016/06/17
【標榜薬効】ドパミンＤ２受容体系作動薬

ロピニロール徐放錠２ｍｇ「トーワ」 （２ｍｇ１錠）

内服 後発
劇

【薬効分類】１．１．６　抗パーキンソン剤
【一般名】ロピニロール塩酸塩
【先発品】レキップＣＲ錠２ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】67.5円/1T
【薬価収載日】2017/12/08
【標榜薬効】徐放性ドパミンＤ２受容体系作動薬
【粉砕情報】粉砕不可

ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」 （１ｍｇ１錠）

内服 後発
精３

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】ロフラゼプ酸エチル
【先発品】メイラックス錠１ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】5.9円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】持続性心身安定剤

ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ「サワイ」 （２ｍｇ１錠）

内服 後発
精３

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】ロフラゼプ酸エチル
【先発品】メイラックス錠２ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】9.3円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】持続性心身安定剤

ロペラミド塩酸塩細粒小児用０．０５％「タイヨー」 （０．０５％１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】２．３．１　止しゃ剤，整腸剤
【一般名】ロペラミド塩酸塩
【先発品】ロペミン小児用細粒０．０５％
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業　販)和薬
【薬価】10.9円/1g
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】止瀉剤

ロペラミド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （１ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】２．３．１　止しゃ剤，整腸剤
【一般名】ロペラミド塩酸塩
【メーカー】製)サンノーバ　販)エルメッド　販)日医工
【薬価】6.2円/1T
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】止瀉剤

ロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」 （１ｍｇ１錠）

内服 後発
精３

【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】ロラゼパム
【先発品】ワイパックス錠１．０
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】マイナートランキライザー

- 85 -

ロコイドクリーム０．１％ ロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」



ロラタジンＤＳ１％「トーワ」 （１％１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】ロラタジン
【先発品】クラリチンドライシロップ１％
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】42.3円/1g
【薬価収載日】2011/11/28
【標榜薬効】持続性選択Ｈ１受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠）

内服 後発

【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】ロラタジン
【先発品】クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】19.2円/1T
【薬価収載日】2011/11/28
【標榜薬効】持続性選択Ｈ１受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ロンサーフ配合錠Ｔ１５ （１５ｍｇ１錠（トリフルリジン相当量））

内服
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤
【メーカー】製)大鵬薬品工業
【薬価】2511.3円/1T
【薬価収載日】2014/05/23
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

ロンサーフ配合錠Ｔ２０ （２０ｍｇ１錠（トリフルリジン相当量））

内服
劇

【薬効分類】４．２．９　その他の腫瘍用薬
【一般名】トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤
【メーカー】製)大鵬薬品工業
【薬価】3369.2円/1T
【薬価収載日】2014/05/23
【標榜薬効】抗悪性腫瘍剤
【区分】抗がん剤
【粉砕情報】粉砕不可

ワイスタール配合静注用１ｇ （（１ｇ）１瓶）

注射 後発

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム
【先発品】スルペラゾン静注用１ｇ
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】280円/1V
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】β－ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質
【区分】抗生剤

ワイドシリン細粒２０％ （２００ｍｇ１ｇ）

内服 後発

【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】アモキシシリン水和物
【メーカー】製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】11.6円/1g
【薬価収載日】2014/12/12
【標榜薬効】ペニシリン系抗生物質
【区分】抗生剤

ワーファリン錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】ワルファリンカリウム
【メーカー】製)エーザイ
【薬価】9.8円/1T
【薬価収載日】2004/03/29
【標榜薬効】抗凝固剤

ワーファリン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）

内服

【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】ワルファリンカリウム
【メーカー】製)エーザイ
【薬価】9.8円/1T
【標榜薬効】抗凝固剤

ワンパル１号輸液 （８００ｍＬ１キット）

注射

【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【メーカー】製)エイワイファーマ　販)陽進堂
【薬価】1399円/1kit
【薬価収載日】2018/05/30
【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

ワンパル２号輸液 （８００ｍＬ１キット）

注射

【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【メーカー】製)エイワイファーマ　販)陽進堂
【薬価】1498円/1kit
【薬価収載日】2018/05/30
【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

ワンパル２号輸液 （１２００ｍＬ１キット）

注射

【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【メーカー】製)エイワイファーマ　販)陽進堂
【薬価】1898円/1kit
【薬価収載日】2018/05/30
【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
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巻末特集 

 

・院内フォーミュラリ 

 

・PBPM 

 

・医薬品の採用申請、削除、処方登録について 



横浜南共済病院 フォーミュラリ 一覧 

 

2022 年 3 月現在（15 薬効群）               【GE】：後発医薬品またはバイオ後続品 

 

 

◆カルバペネム系抗菌薬（注射剤） 

 第 1 推奨                     第 2 推奨 

【GE】メロペネム点滴静注             フィニバックス点滴静注 

 

 

◆第 2 セフェム系抗菌薬（注射剤） 

 第 1 推奨                     第 2 推奨 

【GE】セフメタゾール Na 静注           フルマリン静注 

 

 

◆インフルエンザ治療薬 

 第 1 推奨                     第 2 推奨 

【GE】オセルタミビル Cap・DS          リレンザ 

                          イナビル吸入粉末剤 

                          ラピアクタ点滴静注液 

 

 

◆プロトンポンプ阻害薬（注射剤） ※オメプラゾール流通不良により対象除外中 

 第 1 推奨                     第 2 推奨 

【GE】オメプラゾール注射用            タケプロン静注用 

 

 

◆持続型インスリン製剤 

 第 1 推奨                     第 2 推奨 

【GE】インスリングラルギン BS 注         トレシーバ注 

 

 

◆速効型インスリン製剤 

 第 1 推奨                     第 2 推奨 

【GE】インスリンリスプロ BS 注          ノボラピッド注 

                          アピドラ注 



 

 

◆HMG-CoA 還元酵素阻害剤 

 第 1 推奨                     第 2 推奨 

【GE】ロスバスタチン錠              【GE】アトルバスタチン錠 

                          【GE】ピタバスタチン Ca 錠 

                          【GE】プラバスタチン Na 錠 

 

 

◆ビスホスホネート経口剤 

 第 1 推奨                     第 2 推奨 

【GE】アレンドロン酸錠（1 週間製剤）       【GE】リセドロン酸 Na 錠（1 か月製剤） 

                          第 3 推奨 

                          ボナロン経口ゼリー 

 

 

◆多価不飽和脂肪酸製剤 

 第 1 推奨                     第 2 推奨 

【GE】イコサペント酸エチル粒状カプセル      ロトリガ粒状カプセル 

 

 

◆整腸剤 

 第 1 推奨                     第 2 推奨 

レベニン S 配合錠                  ビオスリー配合錠・散 

                          ラックビー微粒 N 

 

 

◆アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB） 

 第 1 推奨                     第 2 推奨 

【GE】オルメサルタン錠              アジルバ錠 

【GE】カンデサルタン錠 

【GE】テルミサルタン錠 

 

 

◆グリニド系糖尿病治療薬 

 第 1 推奨                     第 2 推奨 

【GE】レパグリニド錠               【GE】ミチグリニド Ca・OD 錠 



 

 

◆神経障害性疼痛治療薬（Ca2+チャンネルα2δリガンド） 

 第 1 推奨                     第 2 推奨 

【GE】プレガバリン錠               タリージェ錠 

 

 

◆尿酸生成抑制薬 

 第 1 推奨                     第 2 推奨 

【GE】アロプリノール錠              フェブリク錠 

 

 

◆高カリウム血症治療薬 

 第 1 推奨                     第 2 推奨 

【GE】ポリスチレンスルホン酸 Ca 経口ゼリー20％  ロケルマ懸濁用散分包        

カリメート経口液 20％ 

 

 

 



PBPM 

（Protocol Based Pharmacotherapy Management） 

 

 

PBPMとは・・・ 

医師と薬剤師間でプロトコールを作成し、協働して薬物治療管理を行うことで

す。より良い薬物療法を提供するため、薬剤科では PBPMを通じてタスクシェア

を進めていきます。 

 

 

 

No.1：癌化学療法における薬剤用量に関する疑義紹介後の代行変更 

 

No.2：ビスホスホネート製剤に関する疑義紹介後の代行変更 

 

No.3：がん化学療法患者の HBV再活性化予防について 



医薬品の採用申請、削除、処方登録について 

 

1. 新規採用申請 

 

 院内採用 

新規に医薬品採用を希望する場合、「新規医薬品購入許可申請書」を作成し、

薬事委員会の開催前月末日までに薬剤科へ提出してください。新規採用にあた

っては一増一減を原則とし、削除医薬品を必ず提示してください。 

  

 院外限定採用 

 新規に院外登録のみ医薬品採用を希望する場合、「新規院外限定医薬品採用許

可申請書」を作成し、薬事委員会の開催前月末日までに薬剤科へ提出してくだ

さい。 

 

 

2. 削除 

 １年間利用の無い採用医薬品は薬事委員会へ報告し削除薬品候補となります。 

指定の期間内に異議申し立て（異議申立書の提出）が無い医薬品は次回薬事委

員会にて採用削除となります。 

 

 

3. 処方登録 

 採用医薬品は薬事委員会にて審査後、病院決済を経て処方開始となります。 

削除医薬品は在庫消沈後に処方登録から削除されます。 

 

 

※各種申請書はサイボウズにあります。 

サイボウズ＞ファイル管理＞薬剤科＞採用許可申請書 


