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採用医薬品リスト（薬効分類順）
内
採用区分 医薬品名〔規格単位〕

用

製造販売会社名

薬価 一般名

1 神経系及び感覚器官用医薬品
― 11 中枢神経系用薬 ―
112 催眠鎮静剤、抗不安剤
1124 ベンゾジアゼピン系製剤
(外) ベンザリン錠５〔５ｍｇ１錠〕
(内) ニトラゼパム錠５ｍｇ「テバ」〔５ｍｇ１
(外) 錠〕
(内) トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「日医工」
(外) 〔０．１２５ｍｇ１錠〕
(外) ハルシオン０．２５ｍｇ錠〔０．２５ｍｇ
１錠〕
(内) フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」〔１
(外) ｍｇ１錠〕
(外) サイレース錠２ｍｇ〔２ｍｇ１錠〕
(外) レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ〔０．２５
ｍｇ１錠〕
(内) ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「テバ」
(外) 〔０．２５ｍｇ１錠〕
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)
(外)
(外)

共和薬品

9.7円/錠 ニトラゼパム

[後] 武田テバファーマ

5.5円/錠 ニトラゼパム

[後] 日医工

5.7円/錠 トリアゾラム

ファイザー

12.4円/錠 トリアゾラム

[後] 共和薬品

5.7円/錠 フルニトラゼパム

エーザイ

13.6円/錠 フルニトラゼパム

日本ベーリンガー

21.3円/錠 ブロチゾラム

[後] 武田テバファーマ

10.1円/錠 ブロチゾラム

アルフレッサファ
ーマ

5.7円/錠 オキサゾラム

セレナール錠５〔５ｍｇ１錠〕

ジアゼパム錠２「サワイ」〔２ｍｇ１錠〕 [後] 沢井

5.7円/錠 ジアゼパム

ホリゾン錠２ｍｇ〔２ｍｇ１錠〕
丸石
ホリゾン錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
丸石
ジアゼパム錠５ｍｇ「アメル」〔５ｍｇ１ [後] 共和薬品
錠〕
コンスタン０．４ｍｇ錠〔０．４ｍｇ１錠
武田テバ薬品
〕
アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」〔 [後] メディサ
０．４ｍｇ１錠〕
グランダキシン錠５０〔５０ｍｇ１錠〕
持田
トフィソパム錠５０ｍｇ「日医工」〔５０ [後] 日医工
ｍｇ１錠〕
レスタス錠２ｍｇ〔２ｍｇ１錠〕
日本ジェネリック
ＭｅｉｊｉＳｅｉ
メイラックス錠１ｍｇ〔１ｍｇ１錠〕
ｋａ

6円/錠 ジアゼパム
9.4円/錠 ジアゼパム

(内) ドラール錠１５〔１５ｍｇ１錠〕
(外)
1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
(内) フェノバール散１０％〔１０％１ｇ〕
(外)
(外) フェノバール錠３０ｍｇ〔３０ｍｇ１錠〕
(内) ラボナ錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕
(外)
1129i その他
(内) トリクロリールシロップ１０％〔１０％１
(外) ｍＬ〕
在無

久光

5.8円/錠 ジアゼパム
7.5円/錠 アルプラゾラム
5.7円/錠 アルプラゾラム
12.9円/錠 トフィソパム
5.9円/錠 トフィソパム
17.7円/錠 フルトプラゼパム
14.2円/錠 ロフラゼプ酸エチル
78.3円/錠 クアゼパム

藤永

7.6円/ｇ フェノバルビタール

藤永

7円/錠 フェノバルビタール
8.9円/錠 ペントバルビタールカル
シウム

田辺三菱
アルフレッサファ
ーマ

24.2円/錠 リルマザホン塩酸塩水和
物

(外)

リスミー錠２ｍｇ〔２ｍｇ１錠〕

(外)
(内)
(外)

アモバン錠７．５〔７．５ｍｇ１錠〕
サノフィ
ゾピクロン錠７．５ｍｇ「サワイ」〔７． [後] 沢井
５ｍｇ１錠〕

(外)

セディール錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕

(内)
(外)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(外)

タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「サ [後] 沢井
ワイ」〔１０ｍｇ１錠〕
マイスリー錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
アステラス
ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 [後] エルメッド
〔５ｍｇ１錠〕

13.8円/錠 タンドスピロンクエン酸
塩

ルネスタ錠１ｍｇ〔１ｍｇ１錠〕

エーザイ

47.3円/錠 エスゾピクロン

ルネスタ錠２ｍｇ〔２ｍｇ１錠〕

エーザイ
113 抗てんかん剤

75.2円/錠 エスゾピクロン

1132 ヒダントイン系製剤
(外) アレビアチン散１０％〔１０％１ｇ〕
(内) アレビアチン錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１
(外) 錠〕
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共和薬品

10.6円/ｍＬ トリクロホスナトリウム

大日本住友

15.8円/錠 ゾピクロン
6.9円/錠 ゾピクロン
25円/錠 タンドスピロンクエン酸
塩
33.9円/錠 ゾルピデム酒石酸塩
10.9円/錠 ゾルピデム酒石酸塩

大日本住友

12.1円/ｇ フェニトイン

大日本住友

12.9円/錠 フェニトイン
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

1133 オキサゾリジン系製剤
(内)
ミノアレ散６６．７％〔６６．７％１ｇ〕
日医工
(外)
1139i その他
(内)
テグレトール細粒５０％〔５０％１ｇ〕
サンファーマ
(外)
(内) テグレトール錠２００ｍｇ〔２００ｍｇ１
サンファーマ
(外) 錠〕
(内) テグレトール錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１
サンファーマ
(外) 錠〕
(内) ランドセン錠０．５ｍｇ〔０．５ｍｇ１錠
大日本住友
(外) 〕
(内) デパケン細粒４０％〔４０％１ｇ〕
協和キリン
(外)
(内) セレニカＲ顆粒４０％〔４０％１ｇ〕
興和
(外)
(内) デパケン錠２００ｍｇ〔２００ｍｇ１錠〕
協和キリン
(外)
(内) デパケンＲ錠２００ｍｇ〔２００ｍｇ１錠
協和キリン
(外) 〕
(内) デパケンシロップ５％〔５％１ｍＬ〕
協和キリン
(外)
(内) エクセグラン散２０％〔２０％１ｇ〕
大日本住友
(外)
(内) エクセグラン錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１
大日本住友
(外) 錠〕
(外) マイスタン細粒１％〔１％１ｇ〕
大日本住友
(外) マイスタン錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
大日本住友
(外) ガバペン錠２００ｍｇ〔２００ｍｇ１錠〕
富士製薬
(外) トピナ錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕
協和キリン
(外) ラミクタール錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠〕
ＧＳＫ
(内) ラモトリギン錠２５ｍｇ「トーワ」〔２５ [後] 東和薬品
(外) ｍｇ１錠〕
(内) イーケプラ錠２５０ｍｇ〔２５０ｍｇ１錠
ＵＣＢ
(外) 〕
(外) フィコンパ錠２ｍｇ〔２ｍｇ１錠〕
エーザイ
(外) ビムパット錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕
ＵＣＢ
1139J フェニトイン含有配合製剤
(外)

複合アレビアチン配合錠〔１錠〕

大日本住友

114 解熱鎮痛消炎剤
1141 アニリン系製剤
(外) ポンタールカプセル２５０ｍｇ〔２５０ｍ
第一三共
ｇ１カプセル〕
ポンタールシロップ３．２５％〔３．２５
(外) ％１ｍＬ〕
第一三共
(外) カロナール細粒２０％〔２０％１ｇ〕
[後] あゆみ製薬
(内) カロナール錠２００〔２００ｍｇ１錠〕 [後] あゆみ製薬
(外)
(内) カロナール錠５００〔５００ｍｇ１錠〕 [後] あゆみ製薬
(外)
1143 サリチル酸系製剤
(内) アスピリン「ケンエー」〔１０ｇ〕
健栄
(外)
バファリン配合錠Ａ３３０〔３３０ｍｇ１
(外) 錠〕
ライオン
1145 インドメタシン製剤
(外) インフリーＳカプセル２００ｍｇ〔２００
エーザイ
ｍｇ１カプセル〕
1147 フェニル酢酸系製剤
(外)

ボルタレン錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠〕

ノバルティス

(内)
(外)

ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「サワイ」 [後] 沢井
〔２５ｍｇ１錠〕
(外) ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ〔３
同仁
７．５ｍｇ１カプセル〕
(内) ジクロフェナクナトリウムＳＲカプセル３
[後] 大原
(外) ７．５ｍｇ「オーハラ」〔３７．５ｍｇ１
カプセル〕
1148 塩基性消炎鎮痛剤
(外) ソランタール錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１
ＬＴＬ
錠〕
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薬価 一般名
17.6円/ｇ トリメタジオン
20.7円/ｇ カルバマゼピン
9.7円/錠 カルバマゼピン
6円/錠 カルバマゼピン
9.3円/錠 クロナゼパム
20.2円/ｇ バルプロ酸ナトリウム
30.9円/ｇ バルプロ酸ナトリウム
11.5円/錠 バルプロ酸ナトリウム
14.3円/錠 バルプロ酸ナトリウム
7.7円/ｍＬ バルプロ酸ナトリウム
48.9円/ｇ ゾニサミド
25.4円/錠 ゾニサミド
30.6円/ｇ クロバザム
34.8円/錠 クロバザム
40.9円/錠 ガバペンチン
82.7円/錠 トピラマート
63.6円/錠 ラモトリギン
24.4円/錠 ラモトリギン
124.7円/錠 レベチラセタム
193.2円/錠 ペランパネル水和物
218.4円/錠 ラコサミド
フェノバ
5.9円/錠 フェニトイン
ルビタール

8.4円/カプセ メフェナム酸
ル
6.5円/ｍＬ メフェナム酸
7.6円/ｇ アセトアミノフェン
6.7円/錠 アセトアミノフェン
8.8円/錠 アセトアミノフェン
3.56円/ｇ アスピリン
ジヒドロキ
5.8円/錠 アスピリン
シアルミニウムアミノ…
27.2円/カプ インドメタシンファルネ
セル シル
10.5円/錠 ジクロフェナクナトリウ
ム
5.7円/錠 ジクロフェナクナトリウ
ム
14.2円/カプ ジクロフェナクナトリウ
セル ム
6.2円/カプセ ジクロフェナクナトリウ
ルム
10.9円/錠 チアラミド塩酸塩

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

1149i その他
(内)
ブルフェン錠１００〔１００ｍｇ１錠〕
(外)
(内) ナイキサン錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１錠
(外) 〕
(外) パラミヂンカプセル３００ｍｇ〔３００ｍ
ｇ１カプセル〕

科研

5.9円/錠 イブプロフェン

田辺三菱

6.8円/錠 ナプロキセン

あすか製薬

(外)

ミグリステン錠２０〔２０ｍｇ１錠〕

塩野義

(外)

ロキソニン錠６０ｍｇ〔６０ｍｇ１錠〕

第一三共

(内)
(外)
(内)
(外)

ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「 [後] 日医工
日医工」〔６０ｍｇ１錠〕

(外)
(外)
(外)
(外)
(外)
無外
(内)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)

ノイロトロピン錠４単位〔４単位１錠〕

日本臓器

フルカムカプセル２７ｍｇ〔２７ｍｇ１カ
プセル〕
モーバー錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１錠〕
ハイペン錠２００ｍｇ〔２００ｍｇ１錠〕
エトドラク錠２００ｍｇ「トーワ」〔２０ [後]
０ｍｇ１錠〕

薬価 一般名

ファイザー
田辺三菱
日本新薬

13.6円/カプ ブコローム
セル
ジメトチアジンメシル酸
12円/錠
塩
13.4円/錠 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物
9.8円/錠 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物
29.5円/錠 ワクシニアウイルス接種
家兎炎症皮膚抽出液
55.7円/カプ アンピロキシカム
セル
56円/錠 アクタリット
21.3円/錠 エトドラク

東和薬品

13.7円/錠 エトドラク

モービック錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕

日本ベーリンガー

45.8円/錠 メロキシカム

ロルカム錠４ｍｇ〔４ｍｇ１錠〕

大正製薬

18.6円/錠 ロルノキシカム

セレコックス錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１
アステラス
錠〕
セレコキシブ錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」〔 [後] 第一三共エスファ
１００ｍｇ１錠〕
トラマールＯＤ錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠
日本新薬
〕
(外) トラマールＯＤ錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠
日本新薬
〕
(外) ワントラム錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１錠
日本新薬
〕
1149J ピラゾロン・尿素化合物（カフェイン配合を含む）
(内) ＳＧ配合顆粒〔１ｇ〕
シオノギファーマ
(外)
1149T その他の配合剤
(外)

トラムセット配合錠〔１錠〕

(内)
(外)

トアラセット配合錠「トーワ」〔１錠〕

69円/錠 セレコキシブ
19.6円/錠 セレコキシブ
34.7円/錠 トラマドール塩酸塩
61.1円/錠 トラマドール塩酸塩
107.7円/錠 トラマドール塩酸塩
ア
10.2円/ｇ アセトアミノフェン
リルイソプロピルアセ…

ヤンセン

53.3円/錠 アセトアミノフェン
ラマドール塩酸塩

ト

[後] 東和薬品

18.3円/錠 アセトアミノフェン
ラマドール塩酸塩

ト

116 抗パーキンソン剤
1161 アマンタジン製剤
(外) シンメトレル錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕
サンファーマ
(内) アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 [後] 日医工
(外) 〔５０ｍｇ１錠〕
1162 ビペリデン製剤
(外) アキネトン錠１ｍｇ〔１ｍｇ１錠〕
大日本住友
1169i その他
(内) アーテン錠（２ｍｇ）〔２ｍｇ１錠〕
ファイザー
(外)
ブロモクリプチン錠２．５ｍｇ「トーワ」
(外) 〔２．５ｍｇ１錠〕
[後] 東和薬品
(内) ドプスＯＤ錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１錠
大日本住友
(外) 〕
(外) ペルマックス錠２５０μｇ〔２５０μｇ１
協和キリン
錠〕
(外) ペルゴリド錠２５０μｇ「サワイ」〔２５
[後] 沢井
０μｇ１錠〕
(外) ドミン錠０．４〔０．４ｍｇ１錠〕
日本ベーリンガー
(内) エフピーＯＤ錠２．５〔２．５ｍｇ１錠〕
エフピー
(外)
カバサール錠０．２５ｍｇ〔０．２５ｍｇ
(外) １錠〕
ファイザー
(内) ビ・シフロール錠０．５ｍｇ〔０．５ｍｇ
日本ベーリンガー
(外) １錠〕
ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ〔０．
(外) ３７５ｍｇ１錠〕
日本ベーリンガー
(外) ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ〔１．５ｍ
日本ベーリンガー
ｇ１錠〕

発行日 2020年08月06日

【3】

13.6円/錠 アマンタジン塩酸塩
5.9円/錠 アマンタジン塩酸塩
5.7円/錠 ビペリデン塩酸塩
8.8円/錠 トリヘキシフェニジル塩
酸塩
15.7円/錠 ブロモクリプチンメシル
酸塩
54.6円/錠 ドロキシドパ
155.2円/錠 ペルゴリドメシル酸塩
72.1円/錠 ペルゴリドメシル酸塩
125円/錠 タリペキソール塩酸塩
294.9円/錠 セレギリン塩酸塩
61.5円/錠 カベルゴリン
133.8円/錠 プラミペキソール塩酸塩
水和物
121.4円/錠 プラミペキソール塩酸塩
水和物
413.5円/錠 プラミペキソール塩酸塩
水和物

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕
(内)
(外)
(外)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)

レキップ錠１ｍｇ〔１ｍｇ１錠〕

ＧＳＫ

薬価 一般名
142.7円/錠 塩酸ロピニロール

レキップＣＲ錠２ｍｇ〔２ｍｇ１錠〕
ＧＳＫ
レキップＣＲ錠８ｍｇ〔８ｍｇ１錠〕
ＧＳＫ
コムタン錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１錠〕
ノバルティス
エンタカポン錠１００ｍｇ「アメル」〔１
[後] 共和薬品
００ｍｇ１錠〕
トレリーフ錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠〕
大日本住友
トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠
大日本住友
〕

222.8円/錠 塩酸ロピニロール
760.2円/錠 塩酸ロピニロール
162円/錠 エンタカポン

ノウリアスト錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕

協和キリン

796.9円/錠 イストラデフィリン

武田

519.7円/錠 ラサギリンメシル酸塩

武田
ＭｅｉｊｉＳｅｉ
ｋａ

963.6円/錠 ラサギリンメシル酸塩

(外)

アジレクト錠０．５ｍｇ〔０．５ｍｇ１錠
〕
アジレクト錠１ｍｇ〔１ｍｇ１錠〕

(外)

エクフィナ錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕

(外)

製造販売会社名

1169J 配合剤
(内) イーシー・ドパール配合錠〔１錠〕
(外)
(外)

メネシット配合錠１００〔１錠〕

(内)
(外)

ドパコール配合錠Ｌ１００〔１錠〕

(外)

スタレボ配合錠Ｌ１００〔１錠〕

54.4円/錠 エンタカポン
966.1円/錠 ゾニサミド
966.1円/錠 ゾニサミド

953.2円/錠 サフィナミドメシル酸塩

協和キリン

26.2円/錠 ベンセラジド塩酸塩
ボドパ

ＭＳＤ

23.6円/錠 カルビドパ水和物
ドパ

レボ

[後] ダイト

10.3円/錠 カルビドパ水和物
ドパ

レボ

ノバルティス

レ

カルビド
192.2円/錠 エンタカポン
パ水和物 レボドパ

117 精神神経用剤
1171 クロルプロマジン製剤
(内) コントミン糖衣錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠
(外) 〕
1172 フェノチアジン系製剤
(内) ノバミン錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
(外)
(内) ヒルナミン錠（５ｍｇ）〔５ｍｇ１錠〕
(外)
1174 イミプラミン系製剤
(外) アナフラニール錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠
〕
(外)

トフラニール錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕

1179i その他
(内) トリプタノール錠１０〔１０ｍｇ１錠〕
(外)
(外) ルジオミール錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
(外) マプロチリン塩酸塩錠１０ｍｇ「アメル」
〔１０ｍｇ１錠〕
(外) ルジオミール錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠〕
(外) 炭酸リチウム錠１００「ヨシトミ」〔１０
内限 ０ｍｇ１錠〕
(外) 炭酸リチウム錠２００「ヨシトミ」〔２０
内限 ０ｍｇ１錠〕
(内) アタラックス−Ｐカプセル２５ｍｇ〔２５
(外) ｍｇ１カプセル〕
(外) アタラックス−Ｐドライシロップ２．５％
〔２．５％１ｇ〕
(外) セレネース錠０．７５ｍｇ〔０．７５ｍｇ
１錠〕
(内) ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「ＪＧ」〔
(外) ０．７５ｍｇ１錠〕
(外) デパス錠０．５ｍｇ〔０．５ｍｇ１錠〕
(内) エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＳＷ」〔０．５
(外) ｍｇ１錠〕
(内)
(外) テトラミド錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
在無
(外) レスリン錠２５〔２５ｍｇ１錠〕
(内) トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」〔
(外) ２５ｍｇ１錠〕
(外) リスパダールＯＤ錠１ｍｇ〔１ｍｇ１錠〕
(内) リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「サワイ」〔１
(外) ｍｇ１錠〕
(外) リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ〔０．１
％１ｍＬ〕
発行日 2020年08月06日

田辺三菱

9.4円/錠 クロルプロマジン塩酸塩

共和薬品

9.8円/錠 プロクロルペラジンマレ
イン酸塩

共和薬品

5.7円/錠 レボメプロマジンマレイ
ン酸塩

アルフレッサファ
ーマ
アルフレッサファ
ーマ

9.6円/錠 クロミプラミン塩酸塩
9.8円/錠 イミプラミン塩酸塩

日医工

9.8円/錠 アミトリプチリン塩酸塩

サンファーマ

9.7円/錠 マプロチリン塩酸塩

[後] 共和薬品
サンファーマ

5.9円/錠 マプロチリン塩酸塩
19.4円/錠 マプロチリン塩酸塩

[後] 全星

5.9円/錠 炭酸リチウム

[後] 全星

7.1円/錠 炭酸リチウム

ファイザー

5.9円/カプセ ヒドロキシジンパモ酸塩
ル

ファイザー

10.8円/ｇ ヒドロキシジンパモ酸塩

大日本住友
[後] 長生堂

7.9円/錠 ハロペリドール
6円/錠 ハロペリドール

田辺三菱

9.2円/錠 エチゾラム

[後] メディサ

6.4円/錠 エチゾラム

ＭＳＤ

13.9円/錠 ミアンセリン塩酸塩

ＭＳＤ

13.8円/錠 トラゾドン塩酸塩

[後] 共和薬品
ヤンセン
[後] 沢井
ヤンセン

【4】

6.3円/錠 トラゾドン塩酸塩
24.1円/錠 リスペリドン
12.5円/錠 リスペリドン
67.1円/ｍＬ リスペリドン

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

薬価 一般名

(内)
(外)

リスペリドン内用液分包０．５ｍｇ「アメ [後] 共和薬品
ル」〔０．１％０．５ｍＬ１包〕

19.9円/包 リスペリドン

(外)

ルボックス錠２５〔２５ｍｇ１錠〕

28.7円/錠

(内)
(外)

フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「
[後] 沢井
サワイ」〔２５ｍｇ１錠〕
トレドミン錠１２．５ｍｇ〔１２．５ｍｇ
旭化成ファーマ
１錠〕
ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「サ
[後] 沢井
ワイ」〔１２．５ｍｇ１錠〕

(外)

パキシル錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕

(内)
(外)

パロキセチン錠１０ｍｇ「日医工」〔１０ [後] 日医工
ｍｇ１錠〕
パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ〔１２．５ｍ
ＧＳＫ
ｇ１錠〕
セロクエル２５ｍｇ錠〔２５ｍｇ１錠〕
アステラス
クエチアピン錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」〔２ [後] 第一三共エスファ
５ｍｇ１錠〕

(外)
(外)

(外)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(内)
(外)

ルーラン錠４ｍｇ〔４ｍｇ１錠〕

(外)
(内)
(外)
(内)
(外)

ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ「アメル」〔
４ｍｇ１錠〕
ジプレキサ錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ
」〔２．５ｍｇ１錠〕
エビリファイ錠３ｍｇ〔３ｍｇ１錠〕
アリピプラゾールＯＤ錠３ｍｇ「ニプロ」
〔３ｍｇ１錠〕
ジェイゾロフト錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠
〕
ジェイゾロフトＯＤ錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ
１錠〕
レメロン錠１５ｍｇ〔１５ｍｇ１錠〕
ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「ニプロ」〔
１５ｍｇ１錠〕
サインバルタカプセル２０ｍｇ〔２０ｍｇ
１カプセル〕

(外)

レクサプロ錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕

(外)
(外)

フルボキサミンマレイン
酸塩
フルボキサミンマレイン
11.3円/錠
酸塩

アッヴィ

14.3円/錠 ミルナシプラン塩酸塩
9.6円/錠 ミルナシプラン塩酸塩
75.8円/錠 パロキセチン塩酸塩水和
物

ＧＳＫ

26.3円/錠 パロキセチン塩酸塩水和
物
75.4円/錠 パロキセチン塩酸塩水和
物
32円/錠 クエチアピンフマル酸塩
10.4円/錠 クエチアピンフマル酸塩
15.2円/錠 ペロスピロン塩酸塩水和
物

大日本住友

8.3円/錠 ペロスピロン塩酸塩水和
物

[後] 共和薬品
リリー

317.4円/錠 オランザピン

[後] 第一三共エスファ

17.3円/錠 オランザピン

大塚製薬

61.7円/錠 アリピプラゾール水和物

[後] ニプロ

12円/錠 アリピプラゾール水和物

ファイザー

135.7円/錠 セルトラリン塩酸塩

ファイザー

135.7円/錠 セルトラリン塩酸塩

ＭＳＤ

121円/錠 ミルタザピン

[後] ニプロ

30.5円/錠 ミルタザピン

塩野義
持田

145.2円/カプ 塩酸デュロキセチン
セル
193.5円/錠 エスシタロプラムシュウ
酸塩

118 総合感冒剤
1180K 鎮咳・抗ヒスタミン・解熱配合剤
(内) ＰＬ配合顆粒〔１ｇ〕
(外)
(外)

幼児用ＰＬ配合顆粒〔１ｇ〕

シオノギファーマ

サ
6.5円/ｇ アセトアミノフェン
リチルアミド プロメ…

シオノギファーマ

サ
6.5円/ｇ アセトアミノフェン
リチルアミド プロメ…

119 その他の中枢神経系用薬
1190 その他
(外) グラマリール錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠〕
日医工
(内) チアプリド錠２５ｍｇ「日医工」〔２５ｍ [後] 日医工ファーマ
(外) ｇ１錠〕
(外) リルテック錠５０〔５０ｍｇ１錠〕
サノフィ
(外) アリセプトＤ錠３ｍｇ〔３ｍｇ１錠〕
エーザイ
(外) ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＤＳＰ」 [後] 大日本住友
無外 〔３ｍｇ１錠〕
(外) アリセプトＤ錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
エーザイ
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＰ」
(外) 〔５ｍｇ１錠〕
[後] 大日本住友
(内) ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 [後] 沢井
(外) 〔５ｍｇ１錠〕
(外) アリセプトＤ錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
エーザイ
ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＰ
(外) 」〔１０ｍｇ１錠〕
[後] 大日本住友
(内) ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ [後] 沢井
(外) 」〔１０ｍｇ１錠〕
(外) セレジスト錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
田辺三菱
(内) タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「日医工」〔５ [後] 日医工
(外) ｍｇ１錠〕
(内) レミッチＯＤ錠２．５μｇ〔２．５μｇ１
東レ
(外) 錠〕
レミッチカプセル２．５μｇ〔２．５μｇ
(外) １カプセル〕
東レ

発行日 2020年08月06日

【5】

18.2円/錠 チアプリド塩酸塩
7.9円/錠 チアプリド塩酸塩
1417.7円/錠 リルゾール
161.3円/錠 ドネペジル塩酸塩
57.3円/錠 ドネペジル塩酸塩
237.7円/錠 ドネペジル塩酸塩
84円/錠 ドネペジル塩酸塩
84円/錠 ドネペジル塩酸塩
419.6円/錠 ドネペジル塩酸塩
101.2円/錠 ドネペジル塩酸塩
146.7円/錠 ドネペジル塩酸塩
927.2円/錠 タルチレリン水和物
405.7円/錠 タルチレリン水和物
1009.9円/錠 ナルフラフィン塩酸塩
1009.9円/カ ナルフラフィン塩酸塩
プセル

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕
(内)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)

製造販売会社名

薬価 一般名

ロゼレム錠８ｍｇ〔８ｍｇ１錠〕

武田

86.2円/錠 ラメルテオン

リリカＯＤ錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠〕

ファイザー

65.2円/錠 プレガバリン

リリカＯＤ錠７５ｍｇ〔７５ｍｇ１錠〕

ファイザー

108.8円/錠 プレガバリン

リリカカプセル２５ｍｇ〔２５ｍｇ１カプ
セル〕
リリカカプセル７５ｍｇ〔７５ｍｇ１カプ
セル〕

65.2円/カプ
プレガバリン
セル
108.8円/カプ
プレガバリン
セル

ファイザー
ファイザー

(内)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)

メマリーＯＤ錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕

(外)

レミニールＯＤ錠４ｍｇ〔４ｍｇ１錠〕

ヤンセン

96.9円/錠 ガランタミン臭化水素酸
塩

(内)
(外)
(内)
(外)

レミニールＯＤ錠８ｍｇ〔８ｍｇ１錠〕

ヤンセン

172.8円/錠 ガランタミン臭化水素酸
塩

ガランタミンＯＤ錠８ｍｇ「トーワ」〔８ [後] 東和薬品
ｍｇ１錠〕
レミニールＯＤ錠１２ｍｇ〔１２ｍｇ１錠
ヤンセン
〕

77円/錠 ガランタミン臭化水素酸
塩

(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)
内限
(外)
(外)

第一三共

134.7円/錠 メマンチン塩酸塩

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ [後] ケミファ
」〔５ｍｇ１錠〕

51.1円/錠 メマンチン塩酸塩

メマリーＯＤ錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕

第一三共

429.5円/錠 メマンチン塩酸塩

メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ケミフ [後] ケミファ
ァ」〔２０ｍｇ１錠〕

163.6円/錠 メマンチン塩酸塩

217.6円/錠 ガランタミン臭化水素酸
塩

ベルソムラ錠１５ｍｇ〔１５ｍｇ１錠〕

ＭＳＤ

90.8円/錠 スボレキサント

ベルソムラ錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕

ＭＳＤ

109.9円/錠 スボレキサント

タリージェ錠２．５ｍｇ〔２．５ｍｇ１錠
〕

第一三共

77.2円/錠 ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕

第一三共

106.5円/錠 ミロガバリンベシル酸塩

第一三共
第一三共
12 末梢神経系用薬
121 局所麻酔剤

147.1円/錠 ミロガバリンベシル酸塩
177.9円/錠 ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
タリージェ錠１５ｍｇ〔１５ｍｇ１錠〕
―

1214 キシリジン系製剤
(内) キシロカインビスカス２％〔２％１ｍＬ〕
(外)
1219i その他
(外) ストロカイン錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
1225 カルバメート系製剤
(外) リンラキサー錠２５０ｍｇ〔２５０ｍｇ１
錠〕
1229i その他
(内) ダントリウムカプセル２５ｍｇ〔２５ｍｇ
(外) １カプセル〕
1231 四級アンモニウム塩製剤
(外) マイテラーゼ錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
内限
(内) トランコロン錠７．５ｍｇ〔７．５ｍｇ１
(外) 錠〕
(内) ウブレチド錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
(外)
1239i その他
(外) メスチノン錠６０ｍｇ〔６０ｍｇ１錠〕
1242 アトロピン系製剤
(内) ブスコパン錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
(外)
(外) コリオパンカプセル５ｍｇ〔５ｍｇ１カプ
セル〕
1249i その他
(外) セスデンカプセル３０ｍｇ〔３０ｍｇ１カ
プセル〕
(外) リオレサール錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕

発行日 2020年08月06日

―

アスペン
サンノーバ
122 骨格筋弛緩剤
大正製薬
オーファンパシフ
ィック
123 自律神経剤
アルフレッサファ
ーマ
アステラス
鳥居
共和薬品
124 鎮けい剤
サノフィ
エーザイ
ニプロＥＳ
サンファーマ

【6】

5.6円/ｍＬ リドカイン
5.8円/錠 オキセサゼイン

13.2円/錠 クロルフェネシンカルバ
ミン酸エステル
22.8円/カプ ダントロレンナトリウム
セル 水和物

20.4円/錠 アンベノニウム塩化物
5.7円/錠 メペンゾラート臭化物
17.8円/錠 ジスチグミン臭化物
22円/錠 ピリドスチグミン臭化物

6.4円/錠 ブチルスコポラミン臭化
物
8.4円/カプセ ブトロピウム臭化物
ル
12.6円/カプ チメピジウム臭化物水和
セル 物
14.9円/錠 バクロフェン

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

(外) コスパノン錠８０ｍｇ〔８０ｍｇ１錠〕
エーザイ
(外) アロフト錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕
ニプロＥＳ
(外) ミオナール錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕
エーザイ
(内) エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」〔５
[後] ニプロ
(外) ０ｍｇ１錠〕
(外) テルネリン錠１ｍｇ〔１ｍｇ１錠〕
サンファーマ
(内) チザニジン錠１ｍｇ「サワイ」〔１ｍｇ１
[後] 沢井
(外) 錠〕
1249B 植物製剤
(外) ロートエキス散「ケンエー」〔１ｇ〕
健栄
― 13 感覚器官用薬 ―
131 眼科用剤
1319i その他
(内) アダプチノール錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
バイエル
(外)
133 鎮暈剤
1339i その他
(外) イソメニールカプセル７．５ｍｇ〔７．５
科研
ｍｇ１カプセル〕
(外) セファドール錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠〕
日本新薬
(内) ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「タイヨ [後] 武田テバファーマ
(外) ー」〔２５ｍｇ１錠〕
(外) メリスロン錠６ｍｇ〔６ｍｇ１錠〕
エーザイ
(内) ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＪＤ」 [後] ジェイドルフ
(外) 〔６ｍｇ１錠〕
1339J 配合剤
(内) トラベルミン配合錠〔１錠〕
サンノーバ
(外)
2 個々の器官系用医薬品
― 21 循環器官用薬 ―
211 強心剤
2113 ジギタリス製剤
アルフレッサファ
(外) ジゴキシン錠０．２５ｍｇ「ＡＦＰ」〔０
．２５ｍｇ１錠〕
ーマ
(内) ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５〔０．
京都
(外) １２５ｍｇ１錠〕
(外) ラニラピッド錠０．１ｍｇ〔０．１ｍｇ１
中外
錠〕
(内) ラニラピッド錠０．０５ｍｇ〔０．０５ｍ
中外
(外) ｇ１錠〕
2119i その他
(外) プロタノールＳ錠１５ｍｇ〔１５ｍｇ１錠
興和
〕
(外) ノイキノン錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
エーザイ
(内) ユビデカレノン錠１０ｍｇ「サワイ」〔１ [後] 沢井
(外) ０ｍｇ１錠〕
(外) カルグート錠５〔５ｍｇ１錠〕
田辺三菱
(内) ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」〔１ [後] トーアエイヨー
(外) ．２５ｍｇ１錠〕
(外) タナドーパ顆粒７５％〔７５％１ｇ〕
田辺三菱
212 不整脈用剤
2121 プロカインアミド系製剤
アルフレッサファ
(外) アミサリン錠２５０ｍｇ〔２５０ｍｇ１錠
〕
ーマ
2123 β−遮断剤
(外) インデラル錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
アストラゼネカ
(外) テノーミン錠２５〔２５ｍｇ１錠〕
アストラゼネカ
(内) アテノロール錠２５ｍｇ「サワイ」〔２５ [後] 沢井
(外) ｍｇ１錠〕
(内) アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「日医工」 [後] 日医工ファーマ
(外) 〔５ｍｇ１錠〕
(外) アロチノロール塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＰ」
大日本住友
〔５ｍｇ１錠〕
(外) メインテート錠２．５ｍｇ〔２．５ｍｇ１
田辺三菱
錠〕
(内) ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「 [後] 日医工
(外) 日医工」〔２．５ｍｇ１錠〕
(外)

メインテート錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕

発行日 2020年08月06日

田辺三菱
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薬価 一般名
10.5円/錠 フロプロピオン
15.9円/錠 アフロクアロン
13.6円/錠 エペリゾン塩酸塩
5.9円/錠 エペリゾン塩酸塩
12.9円/錠 チザニジン塩酸塩
5.9円/錠 チザニジン塩酸塩
7.3円/ｇ ロートエキス

41.3円/錠 ヘレニエン

11円/カプセ dl−イソプレナリン塩酸
ル塩
10.9円/錠 ジフェニドール塩酸塩
5.7円/錠 ジフェニドール塩酸塩
8.7円/錠 ベタヒスチンメシル酸塩
6.1円/錠 ベタヒスチンメシル酸塩
5.9円/錠 ジフェンヒドラミンサリ
チル酸塩 ジプロフィ…

9.8円/錠 ジゴキシン
9.8円/錠 ジゴキシン
7.8円/錠 メチルジゴキシン
5.7円/錠 メチルジゴキシン
24.9円/錠 dl−イソプレナリン塩酸
塩
13.6円/錠 ユビデカレノン
5.9円/錠 ユビデカレノン
30.5円/錠 デノパミン
53.4円/錠 ピモベンダン
386.5円/ｇ ドカルパミン

12.9円/錠 プロカインアミド塩酸塩
12.5円/錠 プロプラノロール塩酸塩
13.6円/錠 アテノロール
5.9円/錠 アテノロール
6.2円/錠 アロチノロール塩酸塩
14.3円/錠 アロチノロール塩酸塩
23.2円/錠 ビソプロロールフマル酸
塩
10.1円/錠 ビソプロロールフマル酸
塩
32.5円/錠 ビソプロロールフマル酸
塩

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕
(内) ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「日医
(外) 工」〔５ｍｇ１錠〕
2129i その他
リスモダンカプセル１００ｍｇ〔１００ｍ
(外)
ｇ１カプセル〕
(外) メキシチールカプセル１００ｍｇ〔１００
ｍｇ１カプセル〕
(内) メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「
(外) サワイ」〔１００ｍｇ１カプセル〕
(外) アスペノンカプセル２０〔２０ｍｇ１カプ
セル〕
(内) アプリンジン塩酸塩カプセル２０ｍｇ「Ｎ
(外) Ｐ」〔２０ｍｇ１カプセル〕
(外) リスモダンＲ錠１５０ｍｇ〔１５０ｍｇ１
錠〕
(内) ジソピラミド徐放錠１５０ｍｇ「ＳＷ」〔
(外) １５０ｍｇ１錠〕
(内) プロノン錠１５０ｍｇ〔１５０ｍｇ１錠〕
(外)
(外) シベノール錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕
(外) サンリズムカプセル５０ｍｇ〔５０ｍｇ１
カプセル〕
(内) ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「
(外) テバ」〔５０ｍｇ１カプセル〕
(外) タンボコール錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕
(外) アンカロン錠１００〔１００ｍｇ１錠〕
(内) アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「Ｔ
(外) Ｅ」〔１００ｍｇ１錠〕
(内)
(外) ベプリコール錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕
(内) ソタコール錠４０ｍｇ〔４０ｍｇ１錠〕
(外)

製造販売会社名
[後] 日医工
サノフィ
太陽ファルマ
[後] 沢井
バイエル
[後] ニプロ
サノフィ
[後] 沢井

薬価 一般名
12.2円/錠 ビソプロロールフマル酸
塩
38.6円/カプ
ジソピラミド
セル
22.3円/カプ メキシレチン塩酸塩
セル
8.4円/カプセ
メキシレチン塩酸塩
ル
58.7円/カプ アプリンジン塩酸塩
セル
25.5円/カプ アプリンジン塩酸塩
セル
40.6円/錠 リン酸ジソピラミド
14.2円/錠 リン酸ジソピラミド

トーアエイヨー

43.2円/錠 プロパフェノン塩酸塩

トーアエイヨー

29.1円/錠 シベンゾリンコハク酸塩
65円/カプセ ピルシカイニド塩酸塩水
ル 和物
31.1円/カプ ピルシカイニド塩酸塩水
セル 和物
69.4円/錠 フレカイニド酢酸塩
246.8円/錠 アミオダロン塩酸塩

第一三共
[後] 武田テバファーマ
エーザイ
サノフィ
[後] トーアエイヨー
ＭＳＤ
アスペン

123.4円/錠 アミオダロン塩酸塩
61.4円/錠 ベプリジル塩酸塩水和物
131.7円/錠 ソタロール塩酸塩

213 利尿剤
2132 チアジド系製剤
(外) フルイトラン錠２ｍｇ〔２ｍｇ１錠〕
(内) トリクロルメチアジド錠１ｍｇ「ＮＰ」〔
(外) １ｍｇ１錠〕
2133 抗アルドステロン製剤
(内) スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」〔
(外) ２５ｍｇ１錠〕
(外) アルダクトンＡ錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠
〕
2134 炭酸脱水酵素阻害剤
(内) ダイアモックス錠２５０ｍｇ〔２５０ｍｇ
(外) １錠〕
2139i その他
(外) メニレット７０％ゼリー３０ｇ〔７０％３
０ｇ１個〕
(外) ラシックス錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕
(内) フロセミド錠２０ｍｇ「武田テバ」〔２０
(外) ｍｇ１錠〕
(外) ラシックス錠４０ｍｇ〔４０ｍｇ１錠〕
(内) フロセミド錠４０ｍｇ「武田テバ」〔４０
(外) ｍｇ１錠〕
(内) フロセミド錠１０ｍｇ「ＮＰ」〔１０ｍｇ
(外) １錠〕
(内) ダイアート錠６０ｍｇ〔６０ｍｇ１錠〕
(外)
(外) サムスカ錠７．５ｍｇ〔７．５ｍｇ１錠〕
(内) サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ〔７．５ｍｇ１
(外) 錠〕

シオノギファーマ

9.8円/錠 トリクロルメチアジド

[後] ニプロ

6.2円/錠 トリクロルメチアジド

[後] 東和薬品

5.7円/錠 スピロノラクトン

ファイザー
三和化学

18.9円/錠 スピロノラクトン
23円/錠 アセタゾラミド

三和化学

137.1円/個 イソソルビド

サノフィ

9.8円/錠 フロセミド

[後] 武田テバファーマ
サノフィ

6.1円/錠 フロセミド
13円/錠 フロセミド

[後] 武田テバファーマ

6.4円/錠 フロセミド

[後] ニプロ

6.1円/錠 フロセミド

三和化学

26.9円/錠 アゾセミド

大塚製薬

1084.7円/錠 トルバプタン

大塚製薬

1084.7円/錠 トルバプタン

214 血圧降下剤
2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
(外)

レニベース錠５〔５ｍｇ１錠〕

(内)
(外)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)

エナラプリルＭ錠５「ＥＭＥＣ」〔５ｍｇ [後] サンノーバ
１錠〕
ロンゲス錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
共和薬品
タナトリル錠５〔５ｍｇ１錠〕
田辺三菱
イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」〔 [後] 東和薬品
５ｍｇ１錠〕
エースコール錠２ｍｇ〔２ｍｇ１錠〕
第一三共

発行日 2020年08月06日

ＭＳＤ

【8】

27.6円/錠 エナラプリルマレイン酸
塩
16.3円/錠 エナラプリルマレイン酸
塩
27.6円/錠 リシノプリル水和物
47.6円/錠 イミダプリル塩酸塩
21.7円/錠 イミダプリル塩酸塩
57.6円/錠 テモカプリル塩酸塩

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕
(外)

コバシル錠４ｍｇ〔４ｍｇ１錠〕

2149i その他
ミニプレス錠０．５ｍｇ〔０．５ｍｇ１錠
(外)
〕
(外) ロプレソール錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕
(内) メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「テバ
(外) 」〔２０ｍｇ１錠〕
(外) ロプレソール錠４０ｍｇ〔４０ｍｇ１錠〕
(内) ワイテンス錠２ｍｇ〔２ｍｇ１錠〕
(外)
(外) ペルジピン錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕
(外) ペルジピンＬＡカプセル４０ｍｇ〔４０ｍ
ｇ１カプセル〕
(内) エブランチルカプセル１５ｍｇ〔１５ｍｇ
(外) １カプセル〕
(外) ニバジール錠４ｍｇ〔４ｍｇ１錠〕
(外) カルデナリン錠２ｍｇ〔２ｍｇ１錠〕
(内) ドキサゾシン錠２ｍｇ「日医工」〔２ｍｇ
(外) １錠〕
(外) カルスロット錠１０〔１０ｍｇ１錠〕
(外) セレクトール錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１
錠〕
(外) ヒポカ１５ｍｇカプセル〔１５ｍｇ１カプ
セル〕
(外) アーチスト錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
(内) カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」〔１
(外) ０ｍｇ１錠〕
(外) アーチスト錠２．５ｍｇ〔２．５ｍｇ１錠
〕
(内) カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」〔
(外) ２．５ｍｇ１錠〕

製造販売会社名
協和キリン
ファイザー

薬価 一般名
94.7円/錠 ペリンドプリルエルブミ
ン
6.4円/錠 プラゾシン塩酸塩

サンファーマ

11.5円/錠 メトプロロール酒石酸塩

[後] 武田テバファーマ

7.4円/錠 メトプロロール酒石酸塩

サンファーマ
アルフレッサファ
ーマ
ＬＴＬ

17.3円/錠 メトプロロール酒石酸塩

ＬＴＬ
科研
ＬＴＬ
ファイザー
[後] 日医工
武田テバ薬品
日本新薬
ＬＴＬ
第一三共
[後] 沢井
第一三共
[後] 沢井

13.1円/錠 ニカルジピン塩酸塩
13.6円/カプ ニカルジピン塩酸塩
セル
15.9円/カプ ウラピジル
セル
24.6円/錠 ニルバジピン
32.6円/錠 ドキサゾシンメシル酸塩
14.9円/錠 ドキサゾシンメシル酸塩
24.4円/錠 マニジピン塩酸塩
32円/錠 セリプロロール塩酸塩
72.6円/カプ バルニジピン塩酸塩
セル
37.2円/錠 カルベジロール
16.2円/錠 カルベジロール
20.4円/錠 カルベジロール
10.1円/錠 カルベジロール
29.8円/錠 エホニジピン塩酸塩エタ
ノール付加物

(外)

ランデル錠２０〔２０ｍｇ１錠〕

(外)
(内)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)

アテレック錠５〔５ｍｇ１錠〕
ＥＡファーマ
シルニジピン錠５ｍｇ「サワイ」〔５ｍｇ [後] 沢井
１錠〕
アテレック錠１０〔１０ｍｇ１錠〕
ＥＡファーマ
シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」〔１０ [後] 沢井
ｍｇ１錠〕
ニューロタン錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠〕
ＭＳＤ
ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サワイ」 [後] 沢井
〔２５ｍｇ１錠〕
ニューロタン錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕
ＭＳＤ

(外)

ブロプレス錠４〔４ｍｇ１錠〕

武田テバ薬品

(外)

ブロプレス錠８〔８ｍｇ１錠〕

武田テバ薬品

(内)
(外)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)

(内)
(外)

カンデサルタンＯＤ錠８ｍｇ「ＥＥ」〔８
ｍｇ１錠〕
ディオバン錠４０ｍｇ〔４０ｍｇ１錠〕
ディオバン錠８０ｍｇ〔８０ｍｇ１錠〕
バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「トーワ」〔
８０ｍｇ１錠〕
ミカルディス錠４０ｍｇ〔４０ｍｇ１錠〕
テルミサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「トーワ」
〔４０ｍｇ１錠〕
カルブロック錠１６ｍｇ〔１６ｍｇ１錠〕
オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１
錠〕
オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１
錠〕
オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ
」〔２０ｍｇ１錠〕
セララ錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕
イルベタン錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１錠
〕
イルベサルタンＯＤ錠１００ｍｇ「トーワ
」〔１００ｍｇ１錠〕

(外)

ラジレス錠１５０ｍｇ〔１５０ｍｇ１錠〕

オーファンパシフ
ィック

121.2円/錠 アリスキレンフマル酸塩

(内)
(外)

アジルバ錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕

武田

140.2円/錠 アジルサルタン

(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)

発行日 2020年08月06日

ゼリア

14.8円/錠 グアナベンズ酢酸塩

[後] エルメッド
ノバルティス
ノバルティス
[後] 東和薬品
日本ベーリンガー
[後] 東和薬品
第一三共

25.2円/錠 シルニジピン
12.8円/錠 シルニジピン
43.5円/錠 シルニジピン
23.9円/錠 シルニジピン
53.9円/錠 ロサルタンカリウム
17.2円/錠 ロサルタンカリウム
102.3円/錠 ロサルタンカリウム
56円/錠 カンデサルタンシレキセ
チル
108.4円/錠 カンデサルタンシレキセ
チル
20.4円/錠 カンデサルタンシレキセ
チル
45.7円/錠 バルサルタン
85円/錠 バルサルタン
26.6円/錠 バルサルタン
97円/錠 テルミサルタン
31.8円/錠 テルミサルタン

ファイザー

48.4円/錠 アゼルニジピン
50.4円/錠 オルメサルタンメドキソ
ミル
95.5円/錠 オルメサルタンメドキソ
ミル
33.9円/錠 オルメサルタンメドキソ
ミル
81.3円/錠 エプレレノン

シオノギファーマ

92.7円/錠 イルベサルタン

第一三共
第一三共
[後] 第一三共エスファ

[後] 東和薬品

【9】

39.3円/錠 イルベサルタン

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

薬価 一般名

2149T その他の配合剤
(外)

プレミネント配合錠ＬＤ〔１錠〕

(内)
(外)

ロサルヒド配合錠ＬＤ「トーワ」〔１錠〕 [後] 東和薬品

(外)

エカード配合錠ＨＤ〔１錠〕

武田テバ薬品

コディオ配合錠ＭＤ〔１錠〕

ノバルティス

(内)
(外)
(内)
(外)

テルチア配合錠ＡＰ「日医工」〔１錠〕

ＭＳＤ

[後] 日医工

(外)

エックスフォージ配合ＯＤ錠〔１錠〕

ノバルティス

(内)
(外)

レザルタス配合錠ＨＤ〔１錠〕

第一三共

(外)

ユニシア配合錠ＨＤ〔１錠〕

武田テバ薬品

(外)

ミカムロ配合錠ＡＰ〔１錠〕

日本ベーリンガー

(内)
(外)

テラムロ配合錠ＡＰ「日医工」〔１錠〕

(外)

アイミクス配合錠ＬＤ〔１錠〕

(内)
(外)

イルアミクス配合錠ＬＤ「ＤＳＰＢ」〔１ [後] ＤＳＰプロモ
錠〕

(外)

アイミクス配合錠ＨＤ〔１錠〕

(内)
(外)

イルアミクス配合錠ＨＤ「ＤＳＰＢ」〔１ [後] ＤＳＰプロモ
錠〕

(外)

イルトラ配合錠ＬＤ〔１錠〕

シオノギファーマ

(外)

ザクラス配合錠ＨＤ〔１錠〕

武田

[後] 日医工
大日本住友

大日本住友

ヒドロクロロチアジド
ロサルタンカリウム
ヒドロクロロチアジド
32.9円/錠
ロサルタンカリウム
111.8円/錠 カンデサルタンシレキセ
チル ヒドロクロロチ…
バルサルタン ヒドロク
92.6円/錠
ロロチアジド
ヒドロ
19.5円/錠 テルミサルタン
クロロチアジド
89.4円/錠 アムロジピンベシル酸塩
バルサルタン
アゼルニジピン
オルメ
115.1円/錠 サルタンメドキソミル
109.5円/錠 アムロジピンベシル酸塩
カンデサルタンシレ…
アムロジピンベシル酸塩
99.7円/錠 テルミサルタン
19.4円/錠 アムロジピンベシル酸塩
テルミサルタン
アムロジピンベシル酸塩
105.3円/錠 イルベサルタン
38.7円/錠 アムロジピンベシル酸塩
イルベサルタン
アムロジピンベシル酸塩
120.5円/錠 イルベサルタン
44.3円/錠 アムロジピンベシル酸塩
イルベサルタン
イルベサルタン
102.5円/錠 ロルメチアジド トリク
アムロ
116.8円/錠 アジルサルタン
ジピンベシル酸塩
105.2円/錠

216 血管収縮剤
2160i その他
(内) メトリジンＤ錠２ｍｇ〔２ｍｇ１錠〕
(外)

大正製薬

26.3円/錠 ミドドリン塩酸塩

(外)

イミグラン錠５０〔５０ｍｇ１錠〕

ＧＳＫ

646.4円/錠 スマトリプタンコハク酸
塩

(外)

レルパックス錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕

ファイザー

665.8円/錠 エレトリプタン臭化水素
酸塩

マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１
杏林
錠〕
(内) リザトリプタンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 [後] 東和薬品
(外) 〔１０ｍｇ１錠〕
217 血管拡張剤
2171 冠血管拡張剤
(外) コメリアンコーワ錠５０〔５０ｍｇ１錠〕
興和
(外) ヘルベッサー錠３０〔３０ｍｇ１錠〕
田辺三菱
(内) ジルチアゼム塩酸塩錠３０ｍｇ「サワイ」 [後] 沢井
(外) 〔３０ｍｇ１錠〕
(外) ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ〔１０
田辺三菱
０ｍｇ１カプセル〕
(内) ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ [後] 沢井
(外) 「サワイ」〔１００ｍｇ１カプセル〕
(外) ワソラン錠４０ｍｇ〔４０ｍｇ１錠〕
エーザイ
(内) ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ＪＧ」〔４ [後] 大興
(外) ０ｍｇ１錠〕
(内) ペルサンチン錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠〕
日本ベーリンガー
(外)
ペルサンチン−Ｌカプセル１５０ｍｇ〔１
(外) ５０ｍｇ１カプセル〕
日本ベーリンガー
(外) ロコルナール錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕
持田
(外) アダラートＬ錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
バイエル
(内) ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「サワイ」〔１ [後] 沢井
(外) ０ｍｇ１錠〕
(外) アダラートＬ錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕
バイエル
アダラートＣＲ錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠
(外) 〕
バイエル
アダラートＣＲ錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠
(外) 〕
バイエル
(内) ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」〔 [後] 沢井
(外) ２０ｍｇ１錠〕
(外)

発行日 2020年08月06日

【10】

655.3円/錠 リザトリプタン安息香酸
塩
208.6円/錠 リザトリプタン安息香酸
塩

9円/錠 ジラゼプ塩酸塩水和物
10.7円/錠 ジルチアゼム塩酸塩
5.7円/錠 ジルチアゼム塩酸塩
25円/カプセ ジルチアゼム塩酸塩
ル
10.9円/カプ ジルチアゼム塩酸塩
セル
7.2円/錠 ベラパミル塩酸塩
6.4円/錠 ベラパミル塩酸塩
7.4円/錠 ジピリダモール
33.1円/カプ ジピリダモール
セル
11.8円/錠 トラピジル
13.6円/錠 ニフェジピン
5.7円/錠 ニフェジピン
14.2円/錠 ニフェジピン
13.5円/錠 ニフェジピン
23.5円/錠 ニフェジピン
10.2円/錠 ニフェジピン

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕
(外)
(内)
(外)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)
(内)
(外)

アダラートカプセル５ｍｇ〔５ｍｇ１カプ
セル〕
ニフェジピンカプセル５ｍｇ「サワイ」〔
５ｍｇ１カプセル〕
シグマート錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」〔５ｍｇ
１錠〕
ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ〔０．３ｍｇ
１錠〕
コニール錠２〔２ｍｇ１錠〕
コニール錠４〔４ｍｇ１錠〕
ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「ＭＥＥＫ」〔
４ｍｇ１錠〕
アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ〔２．５ｍｇ
１錠〕
アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」
〔２．５ｍｇ１錠〕
アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」〔５
ｍｇ１錠〕
ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
アイトロール錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕
一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」
〔２０ｍｇ１錠〕

製造販売会社名
バイエル
[後] 沢井
中外
[後] メディサ
[後] 日本化薬
協和キリン
協和キリン
[後] 小林化工
大日本住友

薬価 一般名
12.2円/カプ ニフェジピン
セル
5.7円/カプセ
ニフェジピン
ル
13.6円/錠 ニコランジル
5.9円/錠 ニコランジル
12.6円/錠 ニトログリセリン
21.8円/錠 ベニジピン塩酸塩
36.4円/錠 ベニジピン塩酸塩
15.8円/錠 ベニジピン塩酸塩
21.4円/錠 アムロジピンベシル酸塩

[後] 東和薬品

10.1円/錠 アムロジピンベシル酸塩

[後] 東和薬品

15.2円/錠 アムロジピンベシル酸塩

ファイザー
トーアエイヨー
[後] 沢井

38円/錠 アムロジピンベシル酸塩
12.7円/錠 一硝酸イソソルビド
7.7円/錠 一硝酸イソソルビド

218 高脂血症用剤
2183 クロフィブラート系製剤
(外) ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ〔２００ｍｇ
キッセイ
23.5円/錠 ベザフィブラート
１錠〕
(内) ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「日医 [後] 日医工
10.1円/錠 ベザフィブラート
(外) 工」〔２００ｍｇ１錠〕
(内) トライコア錠８０ｍｇ〔８０ｍｇ１錠〕
マイランＥＰＤ
31.8円/錠 フェノフィブラート
(外)
パルモディア錠０．１ｍｇ〔０．１ｍｇ１
(外) 錠〕
興和
34.1円/錠 ペマフィブラート
2189i その他
(外) エラスチーム錠１８００〔１，８００単位
エーザイ
13.1円/錠 エラスターゼES
１錠〕
7.7円/カプセ ポリエンホスファチジル
(外) ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ〔２５０ｍｇ１
[後] アルフレッサファ
カプセル〕
ーマ
ル コリン
(外) ロレルコ錠２５０ｍｇ〔２５０ｍｇ１錠〕
大塚製薬
17.5円/錠 プロブコール
(外) メバロチン錠１０〔１０ｍｇ１錠〕
第一三共
61.4円/錠 プラバスタチンナトリウ
ム
(内) プラバスタチンＮａ塩錠１０ｍｇ「タナベ [後] ニプロＥＳ
16.8円/錠 プラバスタチンナトリウ
(外) 」〔１０ｍｇ１錠〕
ム
(外) リポバス錠５〔５ｍｇ１錠〕
ＭＳＤ
70.4円/錠 シンバスタチン
(外) ローコール錠３０ｍｇ〔３０ｍｇ１錠〕
サンファーマ
73.8円/錠 フルバスタチンナトリウ
ム
(外) コレバインミニ８３％〔８３％１ｇ〕
田辺三菱
45円/ｇ コレスチミド
(外) リピトール錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
アステラス
42.7円/錠 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物
(内) アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」〔 [後] 第一三共エスファ
15円/錠 アトルバスタチンカルシ
(外) ５ｍｇ１錠〕
ウム水和物
(外) リピトール錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
アステラス
81.1円/錠 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物
(内) アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 [後] 第一三共エスファ
29.2円/錠 アトルバスタチンカルシ
(外) 〔１０ｍｇ１錠〕
ウム水和物
(内) リバロＯＤ錠１ｍｇ〔１ｍｇ１錠〕
興和
47.6円/錠 ピタバスタチンカルシウ
(外)
ム水和物
クレストール錠２．５ｍｇ〔２．５ｍｇ１
(外) 錠〕
アストラゼネカ
52.8円/錠 ロスバスタチンカルシウ
ム
ロスバスタチンカルシウ
(外) クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ〔２．５ｍ
アストラゼネカ
52.8円/錠
ｇ１錠〕
ム
(内) ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＤＳＥ [後] 第一三共エスファ
ロスバスタチンカルシウ
18.8円/錠
(外) Ｐ」〔２．５ｍｇ１錠〕
ム
(内) ゼチーア錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
ＭＳＤ
173.2円/錠
エゼチミブ
(外)
(内) エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」〔１０ [後] 第一三共エスファ
63.1円/錠 エゼチミブ
(外) ｍｇ１錠〕
(外) ロトリガ粒状カプセル２ｇ〔２ｇ１包〕
武田
237.7円/包 オメガ−3脂肪酸エチル
2189J 配合剤
(外) アトーゼット配合錠ＬＤ〔１錠〕
ＭＳＤ
171.8円/錠 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物 エゼチミブ
ロスバスタ
(外) ロスーゼット配合錠ＬＤ〔１錠〕
ＭＳＤ
173円/錠 エゼチミブ
チンカルシウム
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕
(外)

製造販売会社名

ロスーゼット配合錠ＨＤ〔１錠〕

薬価 一般名
172.6円/錠 エゼチミブ ロスバスタ
チンカルシウム

ＭＳＤ
219 その他の循環器官用薬

2190i その他
(外)

セロクラール錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕

(内)
(外)

イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「日
[後] 日医工
医工」〔２０ｍｇ１錠〕
ユベラＮカプセル１００ｍｇ〔１００ｍｇ
エーザイ
１カプセル〕
トコフェロールニコチン酸エステルカプセ
ル１００ｍｇ「トーワ」〔１００ｍｇ１カ [後] 東和薬品
プセル〕
ケイキサレートドライシロップ７６％〔７
鳥居
６％１ｇ〕
アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ〔２０％ [後] 三和化学
２５ｇ１個〕
カリメートドライシロップ９２．５９％〔
興和
９２．５９％１ｇ〕
カリメート経口液２０％〔２０％２５ｇ１
興和
包〕

(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)

11.8円/錠 イフェンプロジル酒石酸
塩
イフェンプロジル酒石酸
5.9円/錠
塩
5.9円/カプセ トコフェロールニコチン
ル 酸エステル

サノフィ

5.5円/カプセ トコフェロールニコチン
ル 酸エステル
14.1円/ｇ ポリスチレンスルホン酸
ナトリウム
75.1円/個 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム
14.2円/ｇ ポリスチレンスルホン酸
カルシウム
77.8円/包 ポリスチレンスルホン酸
カルシウム
13.4円/ｇ ポリスチレンスルホン酸
カルシウム
22.5円/錠 ニセルゴリン

(内)
(外)
(外)
(内)
(外)

カリメート散〔１ｇ〕

(外)

リズミック錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕

(内)
(外)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)

アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「オ [後] 大原
ーハラ」〔１０ｍｇ１錠〕
ミグシス錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
ファイザー
沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」 [後] 三和化学
〔５００ｍｇ１錠〕
レナジェル錠２５０ｍｇ〔２５０ｍｇ１錠
中外
〕
トラクリア錠６２．５ｍｇ〔６２．５ｍｇ
アクテリオン
１錠〕
ボセンタン錠６２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」〔 [後] 第一三共エスファ
６２．５ｍｇ１錠〕
ベラサスＬＡ錠６０μｇ〔６０μｇ１錠〕
科研

(外)
(内)
(外)
(外)
(外)
内限
(外)

興和

サアミオン錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
田辺三菱
ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」〔５ｍｇ [後] 東和薬品
１錠〕

9.8円/錠 ニセルゴリン
19.2円/錠 アメジニウムメチル硫酸
塩

大日本住友

レバチオ錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕

アドシルカ錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕
(外) ヴォリブリス錠２．５ｍｇ〔２．５ｍｇ１
錠〕
2190J 配合剤

8.1円/錠 アメジニウムメチル硫酸
塩
25.2円/錠 ロメリジン塩酸塩
5.8円/錠 沈降炭酸カルシウム
21.3円/錠 セベラマー塩酸塩
3860.9円/錠 ボセンタン水和物
1058.5円/錠 ボセンタン水和物
244.3円/錠 ベラプロストナトリウム

ファイザー

1263.1円/錠 シルデナフィルクエン酸
塩

リリー

1802.8円/錠 タダラフィル

ＧＳＫ

5143.8円/錠 アンブリセンタン

(外)

カデュエット配合錠３番〔１錠〕

ファイザー

77.7円/錠 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物 アムロジ…

(外)

カデュエット配合錠４番〔１錠〕

ファイザー

113.3円/錠 アトルバスタチンカルシ
ウム水和物 アムロジ…

―

22 呼吸器官用薬
222 鎮咳剤

―

2221 エフェドリン及びマオウ製剤
(外)

メチエフ散１０％〔１０％１ｇ〕

ニプロＥＳ

2223 デキストロメトルファン製剤
(内) メジコン錠１５ｍｇ〔１５ｍｇ１錠〕
シオノギファーマ
(外)
2229i その他
(内) コルドリン錠１２．５ｍｇ〔１２．５ｍｇ
日本新薬
(外) １錠〕
2229J エフェドリン・ノスカピン・クロルフェニラミン剤（生薬配合を含む）
(外)

フスコデ配合シロップ〔１ｍＬ〕

[後] マイランＥＰＤ

223 去たん剤
2233 システイン系製剤
(外) ムコダイン錠２５０ｍｇ〔２５０ｍｇ１錠
杏林
〕
(内) カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」 [後] 沢井
(外) 〔２５０ｍｇ１錠〕

発行日 2020年08月06日

【12】

7.6円/ｇ dl−メチルエフェドリン
塩酸塩
5.7円/錠 デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物
7.5円/錠 クロフェダノール塩酸塩
3.6円/ｍＬ dl−メチルエフェドリン
塩酸塩 クロルフェニ…

8.5円/錠 L−カルボシステイン
5.7円/錠 L−カルボシステイン

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)

製造販売会社名

ムコダイン錠５００ｍｇ〔５００ｍｇ１錠
杏林
〕
カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」
[後] 沢井
〔５００ｍｇ１錠〕
ムコダインＤＳ５０％〔５０％１ｇ〕
杏林
カルボシステインドライシロップ５０％「
[後] 武田テバファーマ
テバ」〔５０％１ｇ〕
クリアナール錠２００ｍｇ〔２００ｍｇ１
田辺三菱
錠〕

(内)
(外)
(内)
(外) クリアナール内用液８％〔８％１ｍＬ〕
同仁
在無
2239i その他
(内) アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍ [後] 沢井
(外) ｇ「サワイ」〔４５ｍｇ１錠〕
(外) ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ〔４５ｍｇ１錠
帝人ファーマ
〕
アンブロキソール塩酸塩Ｌカプセル４５ｍ
(外) ｇ「サワイ」〔４５ｍｇ１カプセル〕
[後] 沢井
224 鎮咳去たん剤
2241 植物性製剤
(外) キョウニン水「ケンエー」〔１０ｍＬ〕
健栄
(内) サリパラ液〔１０ｍＬ〕
[後]
丸石
(外)
2242 コデイン系製剤（家庭麻薬）
(内) ジヒドロコデインリン酸塩散１％「タケダ
武田テバ薬品
(外) 」〔１％１ｇ〕
2249i その他
(外) アスベリン散１０％〔１０％１ｇ〕
ニプロＥＳ
(内) アスベリン錠２０〔２０ｍｇ１錠〕
ニプロＥＳ
(外)
2249T その他の配合剤
(内) セキコデ配合シロップ〔１０ｍＬ〕
日医工
(外)
(内) メジコン配合シロップ〔１０ｍＬ〕
シオノギファーマ
(外)
225 気管支拡張剤
2251 キサンチン系製剤
(外) テオドール錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１錠
田辺三菱
〕
(内) テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 [後] 沢井
(外) 〔１００ｍｇ１錠〕
(外) テオドール錠２００ｍｇ〔２００ｍｇ１錠
田辺三菱
〕
(内) テオフィリン徐放錠２００ｍｇ「サワイ」 [後] 沢井
(外) 〔２００ｍｇ１錠〕
(外) ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ〔２００ｍｇ
大塚製薬
１錠〕
(外) スロービッドカプセル１００ｍｇ〔１００
サンド
ｍｇ１カプセル〕
(外) テオドールドライシロップ２０％〔２０％
田辺三菱
１ｇ〕
(外) テオフィリン徐放ドライシロップ小児用２
[後] 沢井
０％「サワイ」〔２０％１ｇ〕
2259i その他
(外) メプチンミニ錠２５μｇ〔０．０２５ｍｇ
大塚製薬
１錠〕
(外) プロカテロール塩酸塩錠２５μｇ「日医工
[後] 日医工
」〔０．０２５ｍｇ１錠〕
(外)

メプチン錠５０μｇ〔０．０５ｍｇ１錠〕

大塚製薬

メプチンシロップ５μｇ／ｍＬ〔０．００
大塚製薬
０５％１ｍＬ〕
(外) スピロペント錠１０μｇ〔１０μｇ１錠〕
帝人ファーマ
― 23 消化器官用薬 ―
231 止しゃ剤、整腸剤
2312 タンニン酸系製剤
(内) タンニン酸アルブミン「ケンエー」〔１ｇ
健栄
(外) 〕
2316 活性生菌製剤
(外)
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薬価 一般名
13円/錠 L−カルボシステイン
7.9円/錠 L−カルボシステイン
22.8円/ｇ L−カルボシステイン
9.9円/ｇ L−カルボシステイン
10.1円/錠 フドステイン
9.4円/ｍＬ フドステイン

20.8円/錠 アンブロキソール塩酸塩
47.9円/錠 アンブロキソール塩酸塩
20.8円/カプ アンブロキソール塩酸塩
セル

1.66円/ｍＬ キョウニン水
1.69円/ｍＬ オウヒエキス
7.5円/ｇ ジヒドロコデインリン酸
塩
9.3円/ｇ チペピジンヒベンズ酸塩
9.8円/錠 チペピジンヒベンズ酸塩
ジ
2.22円/ｍＬ エフェドリン塩酸塩
ヒドロコデインリン酸…
2.12円/ｍＬ クレゾールスルホン酸カ
リウム デキストロメ…

9.1円/錠 テオフィリン
5.7円/錠 テオフィリン
14.1円/錠 テオフィリン
5.9円/錠 テオフィリン
13.5円/錠 テオフィリン
10.3円/カプ テオフィリン
セル
77.7円/ｇ テオフィリン
44.9円/ｇ テオフィリン
13.1円/錠 プロカテロール塩酸塩水
和物
5.7円/錠 プロカテロール塩酸塩水
和物
13.6円/錠 プロカテロール塩酸塩水
和物
6.7円/ｍＬ プロカテロール塩酸塩水
和物
12.3円/錠 クレンブテロール塩酸塩

7.3円/ｇ タンニン酸アルブミン

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

薬価 一般名

(外) エンテロノン−Ｒ散〔１ｇ〕
ＥＡファーマ
6.3円/ｇ 耐性乳酸菌
(内)
ミヤＢＭ細粒〔１ｇ〕
ミヤリサン
6.3円/ｇ 酪酸菌
(外)
(内)
[後] ビオフェルミン
5.7円/錠 ビフィズス菌
(外) ビオフェルミン錠剤〔１錠〕
2318 ジメチコン製剤
(内)
ガスコン錠４０ｍｇ〔４０ｍｇ１錠〕
キッセイ
5.7円/錠 ジメチコン
(外)
(外) ガステール錠４０ｍｇ〔４０ｍｇ１錠〕
扶桑
5.6円/錠 ジメチコン
(内) バロス消泡内用液２％〔２％１ｍＬ〕
[後] 堀井
3.1円/ｍＬ ジメチコン
2319i その他
39.3円/カプ ロペラミド塩酸塩
(外) ロペミンカプセル１ｍｇ〔１ｍｇ１カプセ
ヤンセン
ル〕
セル
(内) ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「タイヨ
6.9円/カプセ
[後]
武田テバファーマ
(外) ー」〔１ｍｇ１カプセル〕
ル ロペラミド塩酸塩
2319J 配合剤
(内) フェロベリン配合錠〔１錠〕
ベルベ
日本ジェネリック
6.5円/錠 ゲンノショウコ
(外)
リン塩化物水和物
232 消化性潰瘍用剤
2321 メチルメチオニン製剤
(外) キャベジンＵコーワ錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ
興和
5.7円/錠 メチルメチオニンスルホ
１錠〕
ニウムクロリド
2325 Ｈ２遮断剤
(内) タガメット錠２００ｍｇ〔２００ｍｇ１錠
大日本住友
13.1円/錠 シメチジン
(外) 〕
(外) ザンタック錠１５０〔１５０ｍｇ１錠〕
ＧＳＫ
14.1円/錠 ラニチジン塩酸塩
(内) ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「サワイ」〔１ [後] 沢井
10.1円/錠 ファモチジン
(外) ０ｍｇ１錠〕
(外) ガスターＤ錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕
ＬＴＬ
25.3円/錠 ファモチジン
(内) ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」〔２ [後] 沢井
10.1円/錠 ファモチジン
(外) ０ｍｇ１錠〕
(外) アシノン錠１５０ｍｇ〔１５０ｍｇ１錠〕
ゼリア
26.9円/錠 ニザチジン
(外) アシノン錠７５ｍｇ〔７５ｍｇ１錠〕
ゼリア
17.1円/錠 ニザチジン
(内) プロテカジンＯＤ錠１０〔１０ｍｇ１錠〕
大鵬薬品
27.7円/錠 ラフチジン
(外)
2329i その他
(外) ドグマチール錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕
アステラス
12.2円/錠 スルピリド
(内) スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」〔５０ｍ [後] 共和薬品
6.4円/錠 スルピリド
(外) ｇ１錠〕
(外) ソロン細粒２０％〔２０％１ｇ〕
大正製薬
21.6円/ｇ ソファルコン
(外) セルベックス細粒１０％〔１０％１ｇ〕
エーザイ
15.5円/ｇ テプレノン
テプレノン細粒１０％「日医工」〔１０％
(外) １ｇ〕
[後] 日医工
10.8円/ｇ テプレノン
(内) テプレノン細粒１０％「ＹＤ」〔１０％１ [後] 陽進堂
10.8円/ｇ テプレノン
(外) ｇ〕
セルベックスカプセル５０ｍｇ〔５０ｍｇ
9.6円/カプセ
(外) １カプセル〕
エーザイ
ル テプレノン
ウルグートカプセル２００ｍｇ〔２００ｍ
15円/カプセ
ベネキサート塩酸塩ベー
(外) ｇ１カプセル〕
共和薬品
ル タデクス
(内) ガスロンＮ・ＯＤ錠４ｍｇ〔４ｍｇ１錠〕
日本新薬
23.2円/錠 イルソグラジンマレイン
(外)
酸塩
(内) レバミピド錠１００ｍｇ「サワイ」〔１０ [後] 沢井
10.1円/錠 レバミピド
(外) ０ｍｇ１錠〕
(外) ムコスタ錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１錠〕
大塚製薬
11.8円/錠 レバミピド
(外) オメプラール錠１０〔１０ｍｇ１錠〕
アストラゼネカ
58.7円/錠 オメプラゾール
(外) タケプロンＯＤ錠１５〔１５ｍｇ１錠〕
武田テバ薬品
57.6円/錠 ランソプラゾール
(内) ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ [後] 東和薬品
23円/錠 ランソプラゾール
(外) 」〔１５ｍｇ１錠〕
(外) タケプロンＯＤ錠３０〔３０ｍｇ１錠〕
武田テバ薬品
100.4円/錠 ランソプラゾール
(内) ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「トーワ [後] 東和薬品
40.2円/錠 ランソプラゾール
(外) 」〔３０ｍｇ１錠〕
(外) サイトテック錠１００〔１００μｇ１錠〕
ファイザー
18円/錠 ミソプロストール
ガストローム顆粒６６．７％〔６６．７％
(外) １ｇ〕
田辺三菱
16.8円/ｇ エカベトナトリウム水和
物
(内) エカベトＮａ顆粒６６．７％「サワイ」〔
(外) ６６．７％１ｇ〕
[後] 沢井
10.7円/ｇ エカベトナトリウム水和
物
在無
(外)
(内)
(外)

プロマックＤ錠７５〔７５ｍｇ１錠〕
ゼリア
ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 [後] 沢井
〔７５ｍｇ１錠〕

(外)

パリエット錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
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26.6円/錠 ポラプレジンク
14.4円/錠 ポラプレジンク
86.1円/錠 ラベプラゾールナトリウ
ム

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(外)

製造販売会社名

ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ケ [後] ケミファ
ミファ」〔１０ｍｇ１錠〕
ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「日
[後] 日医工
医工」〔１０ｍｇ１錠〕
ネキシウムカプセル１０ｍｇ〔１０ｍｇ１
アストラゼネカ
カプセル〕
ネキシウムカプセル２０ｍｇ〔２０ｍｇ１
アストラゼネカ
カプセル〕

(内)
タケキャブ錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
(外)
(外) タケキャブ錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕
2329T その他の配合剤
(内) アルロイドＧ内用液５％〔１０ｍＬ〕
(外)

薬価 一般名
46.3円/錠 ラベプラゾールナトリウ
ム
ラベプラゾールナトリウ
33.8円/錠
ム
67.5円/カプ エソメプラゾールマグネ
セル シウム水和物
117.3円/カプ エソメプラゾールマグネ
セル シウム水和物

武田

130.3円/錠 ボノプラザンフマル酸塩

武田

195.5円/錠 ボノプラザンフマル酸塩

カイゲンファーマ
[後] 沢井

1.54円/ｍＬ アルギン酸ナトリウム
アズレン
6.5円/ｇ L−グルタミン
スルホン酸ナトリウム…

(外)

グリマック配合顆粒〔１ｇ〕

(内)
(外)

マーズレンＳ配合顆粒〔１ｇ〕

寿

アズレン
13.4円/ｇ L−グルタミン
スルホン酸ナトリウム…

(外)

マーズレン配合錠０．５ＥＳ〔１錠〕

寿

アズレン
9.7円/錠 L−グルタミン
スルホン酸ナトリウム…

233 健胃消化剤
2331 消化酵素製剤
(外) パンクレアチン「ケンエー」〔１ｇ〕
健栄
(内) リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包〔３００
マイランＥＰＤ
(外) ｍｇ１包〕
2333 苦味製剤
(内) 苦味チンキ「ニッコー」〔１０ｍＬ〕
日興製薬
(外)
2339L 消化酵素複合剤
(内) エクセラーゼ配合錠〔１錠〕
[後] ＭｅｉｊｉＳｅｉ
(外)
ｋａ
(内) ベリチーム配合顆粒〔１ｇ〕
共和薬品
(外)
2339N 消化酵素・制酸・生薬・被覆剤
(内) つくしＡ・Ｍ配合散〔１ｇ〕
富士フイルム富山
(外)
化学
234 制酸剤
2343 アルミニウム化合物製剤
アルフレッサファ
(外) アドソルビン原末〔１０ｇ〕
ーマ
2344 無機塩製剤
(内) 炭酸水素ナトリウム「ケンエー」〔１０ｇ
健栄
(外) 〕
(内) マグミット錠２５０ｍｇ〔２５０ｍｇ１錠 [後] 協和化学
(外) 〕
(外) 酸化マグネシウム錠２５０ｍｇ「ケンエー
[後] 健栄
」〔２５０ｍｇ１錠〕
(内) マグミット錠３３０ｍｇ〔３３０ｍｇ１錠 [後] 協和化学
(外) 〕
(外) 酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ケンエー
[後] 健栄
」〔３３０ｍｇ１錠〕
2349J 配合剤
(外)

マグテクト配合内服液〔１０ｍＬ〕

[後] 日医工

(外)

マーロックス懸濁用配合顆粒〔１ｇ〕

[後] サノフィ

7.3円/ｇ パンクレアチン
60.6円/包 パンクレリパーゼ
1.77円/ｍＬ 苦味チンキ
サナクタ
5.7円/錠 オリパーゼ2S
ーゼM プロクターゼ …
ビ
11.3円/ｇ 濃厚パンクレアチン
オヂアスターゼ1000 …
乾燥水酸化
6.3円/ｇ ジアスメン
アルミニウムゲル 炭…

0.96円/ｇ 天然ケイ酸アルミニウム
0.73円/ｇ 炭酸水素ナトリウム
5.7円/錠 酸化マグネシウム
5.7円/錠 酸化マグネシウム
5.7円/錠 酸化マグネシウム
5.7円/錠 酸化マグネシウム
1.15円/ｍＬ 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル 水酸化マグネシ…
15円/ｇ 乾燥水酸化アルミニウム
ゲル 水酸化マグネシ…

235 下剤、浣腸剤
2354 植物性製剤
(外) プルゼニド錠１２ｍｇ〔１２ｍｇ１錠〕
サンファーマ
(内) センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」〔１２ｍ [後] 沢井
(外) ｇ１錠〕
2359i その他
(内) チャルドール錠２．５ｍｇ〔２．５ｍｇ１ [後] 武田テバファーマ
(外) 錠〕
(外) ラキソベロン錠２．５ｍｇ〔２．５ｍｇ１
帝人ファーマ
錠〕
(外) ラキソベロン内用液０．７５％〔０．７５
帝人ファーマ
％１ｍＬ〕
(内) ピコスルファートＮａ内用液０．７５％「 [後] 武田テバファーマ
(外) 武田テバ」〔０．７５％１ｍＬ〕
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5.7円/錠 センノシドA,B
5.1円/錠 センノシドA・Bカルシウ
ム塩
5.9円/錠 ピコスルファートナトリ
ウム水和物
7.6円/錠 ピコスルファートナトリ
ウム水和物
20.7円/ｍＬ ピコスルファートナトリ
ウム水和物
8.8円/ｍＬ ピコスルファートナトリ
ウム水和物

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

薬価 一般名

アミティーザカプセル２４μｇ〔２４μｇ
１カプセル〕
(内) スインプロイク錠０．２ｍｇ〔０．２ｍｇ
(外) １錠〕
(外) グーフィス錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
2359T その他の配合剤
(内)
アローゼン顆粒〔１ｇ〕
(外)

マイランＥＰＤ

120.4円/カプ ルビプロストン
セル

(外)

塩野義

277.1円/錠 ナルデメジントシル酸塩

ＥＡファーマ

104.8円/錠 エロビキシバット水和物

サンファーマ

7円/ｇ センノシドA,B

236 利胆剤
2362 胆汁酸製剤
(外) ウルソ錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１錠〕
田辺三菱
(内) ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「サ [後] 沢井
(外) ワイ」〔１００ｍｇ１錠〕
2369i その他
(外) スパカール錠４０ｍｇ〔４０ｍｇ１錠〕
大原
239 その他の消化器官用薬
2391 鎮吐剤
(外) グラニセトロン内服ゼリー２ｍｇ「ケミフ
[後] 日医工
ァ」〔２ｍｇ１包〕
(内) イメンドカプセル８０ｍｇ〔８０ｍｇ１カ
小野
(外) プセル〕
(内) アプレピタントカプセル８０ｍｇ「ＮＫ」 [後] 日本化薬
(外) 〔８０ｍｇ１カプセル〕
(内) イメンドカプセル１２５ｍｇ〔１２５ｍｇ
小野
(外) １カプセル〕
(内) アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「ＮＫ [後] 日本化薬
(外) 」〔１２５ｍｇ１カプセル〕
2399i その他
(外) プリンペラン錠５〔５ｍｇ１錠〕
日医工
(内) メトクロプラミド錠５ｍｇ「タカタ」〔５ [後] 高田
(外) ｍｇ１錠〕
(外) ナウゼリン錠１０〔１０ｍｇ１錠〕
協和キリン
(内) ドンペリドン錠１０ｍｇ「サワイ」〔１０ [後] 沢井
(外) ｍｇ１錠〕
(内) セレキノン錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１錠
田辺三菱
(外) 〕
(外) ガナトン錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕
マイランＥＰＤ
(外) ペンタサ顆粒９４％〔９４％１ｇ〕
杏林
(内) ペンタサ錠２５０ｍｇ〔２５０ｍｇ１錠〕
杏林
(外)
(外) ペンタサ錠５００ｍｇ〔５００ｍｇ１錠〕
杏林
アサコール錠４００ｍｇ〔４００ｍｇ１錠
(外) 〕
ゼリア
(外) リアルダ錠１２００ｍｇ〔１，２００ｍｇ
持田
１錠〕
(内) ガスモチン錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
大日本住友
(外)
(内) モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」〔 [後] エルメッド
(外) ５ｍｇ１錠〕
(内) コロネル細粒８３．３％〔８３．３％１ｇ
アステラス
(外) 〕
(外)

コロネル錠５００ｍｇ〔５００ｍｇ１錠〕

アステラス

10.1円/錠 ウルソデオキシコール酸
6.6円/錠 ウルソデオキシコール酸
17.7円/錠 トレピブトン

684.5円/包 グラニセトロン塩酸塩
2580.8円/カ アプレピタント
プセル
1301.4円/カ アプレピタント
プセル
3787.7円/カ アプレピタント
プセル
1908.4円/カ アプレピタント
プセル
6.5円/錠 メトクロプラミド
5.7円/錠 メトクロプラミド
13.2円/錠 ドンペリドン
5.9円/錠 ドンペリドン
13.2円/錠 トリメブチンマレイン酸
塩
14.3円/錠 イトプリド塩酸塩
142.4円/ｇ メサラジン
39.9円/錠 メサラジン
75.5円/錠 メサラジン
64.8円/錠 メサラジン
193.7円/錠 メサラジン
14.4円/錠 モサプリドクエン酸塩水
和物
10.1円/錠 モサプリドクエン酸塩水
和物
22円/ｇ ポリカルボフィルカルシ
ウム
14.3円/錠 ポリカルボフィルカルシ
ウム

(内)
(外)
(外)
(外)

サリグレンカプセル３０ｍｇ〔３０ｍｇ１
96.2円/カプ セビメリン塩酸塩水和物
日本化薬
カプセル〕
セル
サラジェン錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
キッセイ
122.3円/錠 ピロカルピン塩酸塩
イリボー錠５μｇ〔５μｇ１錠〕
アステラス
146.4円/錠 ラモセトロン塩酸塩
アコファイド錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１
(外) 錠〕
ゼリア
36.9円/錠 アコチアミド塩酸塩水和
物
(内) リンゼス錠０．２５ｍｇ〔０．２５ｍｇ１
アステラス
87.5円/錠 リナクロチド
(外) 錠〕
― 24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） ―
241 脳下垂体ホルモン剤
2419i その他
(外) ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ〔１２０
フェリング
183.8円/錠 デスモプレシン酢酸塩水
μｇ１錠〕
和物
243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
2431 甲状腺ホルモン製剤
(内) チラーヂンＳ錠５０μｇ〔５０μｇ１錠〕
あすか製薬
9.8円/錠 レボチロキシンナトリウ
(外)
ム水和物
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕
(外)

チラーヂンＳ錠２５μｇ〔２５μｇ１錠〕

製造販売会社名
あすか製薬

薬価 一般名
9.8円/錠 レボチロキシンナトリウ
ム水和物

2432 抗甲状腺ホルモン製剤
(内)
メルカゾール錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
あすか製薬
9.8円/錠 チアマゾール
(外)
(内) チウラジール錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕
ニプロＥＳ
9.8円/錠 プロピルチオウラシル
(外)
244 たん白同化ステロイド剤
2449i その他
(外) プリモボラン錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
バイエル
12.6円/錠 メテノロン酢酸エステル
245 副腎ホルモン剤
2452 コルチゾン系製剤
(内) コートリル錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
ファイザー
7.4円/錠 ヒドロコルチゾン
(外)
(外) フロリネフ錠０．１ｍｇ〔０．１ｍｇ１錠
アスペン
310円/錠 フルドロコルチゾン酢酸
内限 〕
エステル
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
(内) デカドロン錠０．５ｍｇ〔０．５ｍｇ１錠
日医工
5.7円/錠 デキサメタゾン
(外) 〕
(内) レナデックス錠４ｍｇ〔４ｍｇ１錠〕
セルジーン
172.1円/錠 デキサメタゾン
(外)
(内) デカドロンエリキシル０．０１％〔０．０
(外) １％１ｍＬ〕
日医工
4.3円/ｍＬ デキサメタゾン
在無
(外)
(内)
(外)

リンデロン散０．１％〔０．１％１ｇ〕
シオノギファーマ
ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」〔０ [後] 沢井
．５ｍｇ１錠〕
(外) リンデロン錠０．５ｍｇ〔０．５ｍｇ１錠
シオノギファーマ
〕
2456 プレドニゾロン系製剤
(内) プレドニン錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
シオノギファーマ
(外)
(内) プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成）〔１ｍ
旭化成ファーマ
(外) ｇ１錠〕
(外) メドロール錠２ｍｇ〔２ｍｇ１錠〕
ファイザー
2459J 配合剤
(内) エンペラシン配合錠〔１錠〕
[後] 沢井
(外)

28.9円/ｇ ベタメタゾン
6.4円/錠 ベタメタゾン
13.3円/錠 ベタメタゾン
9.8円/錠 プレドニゾロン
8.3円/錠 プレドニゾロン
8.4円/錠 メチルプレドニゾロン
5.7円/錠 d−クロルフェニラミンマ
レイン酸塩 ベタメタ…

(外)

セレスタミン配合錠〔１錠〕

高田

8.9円/錠 d−クロルフェニラミンマ
レイン酸塩 ベタメタ…

(外)

セレスタミン配合シロップ〔１ｍＬ〕

高田

5.3円/ｍＬ d−クロルフェニラミンマ
レイン酸塩 ベタメタ…

247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
2474 エチニルエストラジオール系製剤
(外) プロセキソール錠０．５ｍｇ〔０．５ｍｇ
あすか製薬
32.4円/錠 エチニルエストラジオー
１錠〕
ル
2475 エストリオール系製剤
(外) エストリール錠０．５ｍｇ〔０．５ｍｇ１
持田
13.4円/錠 エストリオール
錠〕
2478 合成黄体ホルモン製剤
(外) プロスタール錠２５〔２５ｍｇ１錠〕
あすか製薬
59.3円/錠 クロルマジノン酢酸エス
テル
(内) クロルマジノン酢酸エステル錠２５ｍｇ「 [後] 日医工
10.5円/錠 クロルマジノン酢酸エス
(外) 日医工」〔２５ｍｇ１錠〕
テル
(外) プロベラ錠２．５ｍｇ〔２．５ｍｇ１錠〕
ファイザー
24.2円/錠 メドロキシプロゲステロ
ン酢酸エステル
ヒスロンＨ錠２００ｍｇ〔２００ｍｇ１錠
(外) 〕
協和キリン
213.8円/錠 メドロキシプロゲステロ
ン酢酸エステル
(外) デュファストン錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
マイランＥＰＤ
33.8円/錠 ジドロゲステロン
2479i その他
(外) ノアルテン錠（５ｍｇ）〔５ｍｇ１錠〕
富士製薬
35.2円/錠 ノルエチステロン
(外) プレマリン錠０．６２５ｍｇ〔０．６２５
ファイザー
18.9円/錠 結合型エストロゲン
ｍｇ１錠〕
248 混合ホルモン剤
2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
(外) プラノバール配合錠〔１錠〕
あすか製薬
14円/錠 エチニルエストラジオー
ル ノルゲストレル
(外) ルナベル配合錠ＬＤ〔１錠〕
ノーベル
237円/錠 エチニルエストラジオー
ル ノルエチステロン
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕
(外)

ヤーズ配合錠〔１錠〕

製造販売会社名

薬価 一般名

243.1円/錠 エチニルエストラジオー
ルベータデクス ドロ…
249 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）
バイエル

2491 循環ホルモン剤
(外) カルナクリン錠５０〔５０単位１錠〕
三和化学
17.6円/錠 カリジノゲナーゼ
(内) カリジノゲナーゼ錠５０単位「日医工」〔
[後] 日医工
5.9円/錠 カリジノゲナーゼ
(外) ５０単位１錠〕
2499i その他
(外) プロペシア錠０．２ｍｇ〔０．２ｍｇ１錠
ＭＳＤ
フィナステリド
〕
(外) プロペシア錠１ｍｇ〔１ｍｇ１錠〕
ＭＳＤ
フィナステリド
(外) ディナゲスト錠１ｍｇ〔１ｍｇ１錠〕
持田
327円/錠 ジエノゲスト
(内) デュタステリド錠０．５ｍｇＡＶ「ＤＳＥ [後] 第一三共エスファ
59.3円/錠 デュタステリド
(外) Ｐ」〔０．５ｍｇ１錠〕
(内) アボルブカプセル０．５ｍｇ〔０．５ｍｇ
214円/カプセ デュタステリド
ＧＳＫ
(外) １カプセル〕
ル
― 25 泌尿生殖器官及び肛門用薬 ―
254 避妊剤
2549J 配合剤
エチニルエストラジオー
(外) シンフェーズＴ２８錠〔（２８日分）１組
科研
〕
ル ノルエチステロン
ノルエチステロン・エチ
(外) オーソＭ−２１錠〔（２１日分）１組〕
ヤンセン
ニルエストラジオール
エチニルエストラジオー
(外) トリキュラー錠２８〔（２８日分）１組〕
バイエル
ル レボノルゲストレル
259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
2590i その他
(内) ウロカルン錠２２５ｍｇ〔２２５ｍｇ１錠
日本新薬
8.1円/錠 ウラジロガシエキス
(外) 〕
(外) ブラダロン錠２００ｍｇ〔２００ｍｇ１錠
日本新薬
15.8円/錠 フラボキサート塩酸塩
〕
(内) セルニルトン錠〔１錠〕
セルニチ
東菱
14.7円/錠 セルニチンGBX
(外)
ンT−60
(外) ポラキス錠２〔２ｍｇ１錠〕
サノフィ
13.6円/錠 オキシブチニン塩酸塩
(外) バップフォー錠１０〔１０ｍｇ１錠〕
大鵬薬品
50円/錠 プロピベリン塩酸塩
(内) プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」 [後] ニプロＥＳ
17.6円/錠 プロピベリン塩酸塩
(外) 〔１０ｍｇ１錠〕
(外) ハルナールＤ錠０．２ｍｇ〔０．２ｍｇ１
アステラス
83.7円/錠 タムスロシン塩酸塩
錠〕
(内) タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「サ [後] 沢井
35.2円/錠 タムスロシン塩酸塩
(外) ワイ」〔０．２ｍｇ１錠〕
(外) フリバス錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠〕
旭化成ファーマ
36.2円/錠 ナフトピジル
(外) フリバスＯＤ錠７５ｍｇ〔７５ｍｇ１錠〕
旭化成ファーマ
104.2円/錠 ナフトピジル
シルデナフィルクエン酸
(外) バイアグラ錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠〕
ファイザー
塩
シルデナフィル錠２５ｍｇＶＩ「キッセイ
シルデナフィルクエン酸
(外) 」〔２５ｍｇ１錠〕
キッセイ
塩
シルデナフィルクエン酸
(外) バイアグラ錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕
ファイザー
塩
シルデナフィル錠５０ｍｇＶＩ「キッセイ
シルデナフィルクエン酸
(外) 」〔５０ｍｇ１錠〕
キッセイ
塩
バルデナフィル塩酸塩水
(外) レビトラ錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
バイエル
和物
バルデナフィル塩酸塩水
(外) レビトラ錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
バイエル
和物
バルデナフィル塩酸塩水
(外) レビトラ錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕
バイエル
和物
(外) シアリス錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
日本新薬
タダラフィル
(外) シアリス錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
日本新薬
タダラフィル
(外) シアリス錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕
日本新薬
タダラフィル
(外) ユリーフ錠４ｍｇ〔４ｍｇ１錠〕
キッセイ
65.2円/錠 シロドシン
(内) シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ケミファ」〔４ [後] ケミファ
17.6円/錠 シロドシン
(外) ｍｇ１錠〕
(内) ベシケアＯＤ錠２．５ｍｇ〔２．５ｍｇ１
アステラス
104.8円/錠 コハク酸ソリフェナシン
(外) 錠〕
(外) ベシケアＯＤ錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
アステラス
176.8円/錠 コハク酸ソリフェナシン
デトルシトールカプセル４ｍｇ〔４ｍｇ１
172.3円/カプ
(外) カプセル〕
ファイザー
セル トルテロジン酒石酸塩
(外) ステーブラＯＤ錠０．１ｍｇ〔０．１ｍｇ
小野
90.3円/錠 イミダフェナシン
１錠〕
(外) ベタニス錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠〕
アステラス
107.1円/錠 ミラベグロン
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

(内) ベタニス錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕
(外)
(内)
トビエース錠４ｍｇ〔４ｍｇ１錠〕
(外)
(外) ザルティア錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
(外) ベオーバ錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕
2590J 配合剤

アステラス

180.1円/錠 ミラベグロン

ファイザー

169.1円/錠

(外)

エビプロスタット配合錠ＤＢ〔１錠〕

リリー
杏林
日本新薬

薬価 一般名

フェソテロジンフマル酸
塩
206.6円/錠 タダラフィル
184.1円/錠 ビベグロン
37.9円/錠

オオウメガサソウ ハコ
ヤナギ セイヨウオキ…

― 26 外皮用薬 ―
269 その他の外皮用薬
2699i その他
(内) レクチゾール錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠〕
田辺三菱
76.3円/錠 ジアフェニルスルホン
(外)
― 29 その他の個々の器官系用医薬品 ―
290 その他の個々の器官系用医薬品
2900i その他
シ
(外) セファランチン錠１ｍｇ〔１ｍｇ１錠〕
メディサ
7.7円/錠 イソテトランドリン
クレアニン セファラ…
3 代謝性医薬品
― 31 ビタミン剤 ―
311 ビタミンＡ及びＤ剤
3112 合成ビタミンＤ製剤
13.6円/カプ アルファカルシドール
(外) アルファロールカプセル０．２５μｇ〔０
中外
．２５μｇ１カプセル〕
セル
(内) アルファカルシドールカプセル０．２５μ [後] 沢井
5.9円/カプセ アルファカルシドール
(外) ｇ「サワイ」〔０．２５μｇ１カプセル〕
ル
(内) アルファカルシドールカプセル０．５μｇ [後] 沢井
5.9円/カプセ アルファカルシドール
(外) 「サワイ」〔０．５μｇ１カプセル〕
ル
アルファロールカプセル１μｇ〔１μｇ１
35.5円/カプ
(外) カプセル〕
中外
セル アルファカルシドール
(内) アルファカルシドールカプセル１μｇ「サ [後] 沢井
7.4円/カプセ アルファカルシドール
(外) ワイ」〔１μｇ１カプセル〕
ル
エディロールカプセル０．５μｇ〔０．５
69.2円/カプ
(外) μｇ１カプセル〕
中外
セル エルデカルシトール
(内) エディロールカプセル０．７５μｇ〔０．
98.2円/カプ エルデカルシトール
中外
(外) ７５μｇ１カプセル〕
セル
3119i その他
286.7円/カプ エトレチナート
(外) チガソンカプセル１０〔１０ｍｇ１カプセ
太陽ファルマ
ル〕
セル
312 ビタミンＢ１剤
3122 ビタミンＢ１誘導体製剤
(外) ２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠〔２５ｍｇ１
武田テバ薬品
5.9円/錠 フルスルチアミン塩酸塩
錠〕
(内) フルスルチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」〔 [後] 東和薬品
5.5円/錠 フルスルチアミン塩酸塩
(外) ２５ｍｇ１錠〕
313 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く）
3131 ビタミンＢ２剤
(内) フラビタン錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
トーアエイヨー
6.2円/錠 フラビンアデニンジヌク
(外)
レオチドナトリウム
3133 パントテン酸系製剤
アルフレッサファ
(外) パントシン錠１００〔１００ｍｇ１錠〕
8.4円/錠 パンテチン
ーマ
3134 ビタミンＢ６剤
(内) ピドキサール錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
太陽ファルマ
5.7円/錠 ピリドキサールリン酸エ
(外)
ステル水和物
3135 葉酸製剤
(内) フォリアミン錠〔５ｍｇ１錠〕
日本製薬
9.8円/錠 葉酸
(外)
3136 ビタミンＢ１２剤
(内) メコバラミン錠５００「トーワ」〔０．５ [後] 東和薬品
5.7円/錠 メコバラミン
(外) ｍｇ１錠〕
(外) メチコバール錠５００μｇ〔０．５ｍｇ１
[後] エーザイ
14.7円/錠 メコバラミン
錠〕
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採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

薬価 一般名

315 ビタミンＥ剤
3150 ビタミンＥ製剤
(外)

ユベラ錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕

サンノーバ

5.7円/錠

トコフェロール酢酸エス
テル

316 ビタミンＫ剤
3160 ビタミンＫ製剤
グラケーカプセル１５ｍｇ〔１５ｍｇ１カ
26.1円/カプ
(外)
エーザイ
メナテトレノン
プセル〕
セル
(内) メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「日医工 [後] 日医工
14.5円/カプ メナテトレノン
(外) 」〔１５ｍｇ１カプセル〕
セル
317 混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く）
3179K ＶＢ１・ＶＢ６・ＶＢ１２複合剤（ＶＢ２配合を含む）
シアノ
(外) ノイロビタン配合錠〔１錠〕
ＬＴＬ
5.8円/錠 オクトチアミン
コバラミン ピリドキ…
11.8円/カプ ヒドロキソコバラミン酢
(外) ビタノイリンカプセル５０〔１カプセル〕
武田テバ薬品
セル 酸塩 ピリドキサール…
(内) ダイメジンスリービー配合カプセル２５〔 [後] 日医工
5.5円/カプセ シアノコバラミン ピリ
(外) １カプセル〕
ル ドキシン塩酸塩 ベン…
ビタメジン配合カプセルＢ２５〔１カプセ
5.7円/カプセ
シアノコバラミン ピリ
(外) ル〕
第一三共
ル ドキシン塩酸塩 ベン…
3179L ＶＣ・パントテン酸カルシウム複合剤
(内) シナール配合顆粒〔１ｇ〕
パント
シオノギファーマ
6.3円/ｇ アスコルビン酸
(外)
テン酸カルシウム
3179N 総合ビタミン剤
(内) 調剤用パンビタン末〔１ｇ〕
武田テバ薬品
6.3円/ｇ 総合ビタミン剤（11）
(外)
319 その他のビタミン剤
3190i その他
(外) ビオチン散０．２％「ホエイ」〔０．２％
東洋製化
6.5円/ｇ ビオチン
１ｇ〕
― 32 滋養強壮薬 ―
321 カルシウム剤
3211 乳酸カルシウム製剤
(内) 乳酸カルシウム「ケンエー」〔１０ｇ〕
健栄
3.84円/ｇ 乳酸カルシウム水和物
(外)
3214 有機酸カルシウム製剤（乳酸・グリセロリン酸・グルコン酸カルシウム製剤を除く）
(外) アスパラ−ＣＡ錠２００〔１錠〕
ニプロＥＳ
5.7円/錠 L−アスパラギン酸カルシ
ウム水和物
(内) Ｌ−アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「サ [後] 沢井
L−アスパラギン酸カルシ
5.7円/錠
(外) ワイ」〔１錠〕
ウム水和物
3219J 配合剤
(内) デノタスチュアブル配合錠〔１錠〕
日東薬品
17.7円/錠 コレカルシフェロール
(外)
炭酸マグネシウム 沈…
322 無機質製剤
3221 ヨウ素化合物製剤
(内) ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」〔５
日医工
5.7円/丸 ヨウ化カリウム
(外) ０ｍｇ１丸〕
(外) ヨウレチン錠「１００」〔１００μｇ１錠
第一薬産
6.7円/錠 ヨウ素レシチン
〕
3222 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）
(外) フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ〔１
マイランＥＰＤ
8.1円/錠 硫酸鉄
錠〕
(内) フェロミア顆粒８．３％〔１ｇ〕
サンノーバ
13.9円/ｇ クエン酸第一鉄ナトリウ
(外)
ム
(外) フェロミア錠５０ｍｇ〔鉄５０ｍｇ１錠〕
サンノーバ
8.4円/錠 クエン酸第一鉄ナトリウ
ム
(内) クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 [後] 沢井
クエン酸第一鉄ナトリウ
5.7円/錠
(外) 〔鉄５０ｍｇ１錠〕
ム
3229i その他
(内) 塩化カリウム「日医工」〔１０ｇ〕
日医工ファーマ
0.82円/ｇ 塩化カリウム
(外)
ケーサプライ錠６００ｍｇ〔６００ｍｇ１
(外) 錠〕
佐藤薬品
6.8円/錠 塩化カリウム
(内) アスパラカリウム散５０％〔５０％１ｇ〕
ニプロＥＳ
6.5円/ｇ L−アスパラギン酸カリウ
(外)
ム
(内) アスパラカリウム錠３００ｍｇ〔３００ｍ
ニプロＥＳ
5.9円/錠 L−アスパラギン酸カリウ
(外) ｇ１錠〕
ム
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

薬価 一般名

325 たん白アミノ酸製剤
3253 混合アミノ酸製剤
(内)
アミユー配合顆粒〔２．５ｇ１包〕
(外)

腎不全用アミノ酸製剤（9
）
L−イソロイシン L−バ
70.1円/包
リン L−ロイシン
L−イソロイシン L−バ
159.3円/包 リン L−ロイシン
L−イソロイシン L−バ
190.6円/個 リン L−ロイシン

ＥＡファーマ

(外)

アミノバクト配合顆粒〔４．７４ｇ１包〕 [後] 日医工

(内)
(外)

リーバクト配合顆粒〔４．１５ｇ１包〕

ＥＡファーマ

(外)

リーバクト配合経口ゼリー〔２０ｇ１個〕

ＥＡファーマ

62.9円/包

3259T その他の配合剤
エレンタール配合内用剤〔１０ｇ〕

ＥＡファーマ

5.86円/ｇ 経腸成分栄養剤（消化態
）

アミノレバンＥＮ配合散〔１０ｇ〕

大塚製薬

8.78円/ｇ 経腸成分栄養剤（消化態
）

ヘパンＥＤ配合内用剤〔１０ｇ〕

ＥＡファーマ

(外)

エンシュア・Ｈ〔１０ｍＬ〕

アボット

(外)

ラコールＮＦ配合経腸用液〔１０ｍＬ〕

ＥＮ大塚

(外)
(内)
(外)
(内)
(外)

ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤〔１０ｇ
ＥＮ大塚
〕
― 33 血液・体液用薬
332 止血剤
3321 カルバゾクロム系製剤

7.66円/ｇ 経腸成分栄養剤（消化態
）
0.94円/ｍＬ 経腸成分栄養剤（半消化
態）
0.7円/ｍＬ 経腸成分栄養剤（半消化
態）
1.02円/ｇ 経腸成分栄養剤（半消化
態）

内限

(外)

アドナ錠３０ｍｇ〔３０ｍｇ１錠〕

ニプロＥＳ

―

9.8円/錠 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物

(内) カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３ [後] 日医工
5.9円/錠 カルバゾクロムスルホン
(外) ０ｍｇ「日医工」〔３０ｍｇ１錠〕
酸ナトリウム水和物
3327 抗プラスミン剤
(外) トランサミン錠２５０ｍｇ〔２５０ｍｇ１
第一三共
10.1円/錠 トラネキサム酸
錠〕
(内) リカバリンカプセル２５０ｍｇ〔２５０ｍ [後] 旭化成ファーマ
10.1円/カプ トラネキサム酸
(外) ｇ１カプセル〕
セル
333 血液凝固阻止剤
3332 ジクマロール系製剤
(内) ワーファリン錠１ｍｇ〔１ｍｇ１錠〕
エーザイ
9.8円/錠 ワルファリンカリウム
(外)
(内) ワーファリン錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
エーザイ
10.1円/錠 ワルファリンカリウム
(外)
(内) ワーファリン錠０．５ｍｇ〔０．５ｍｇ１
エーザイ
9.8円/錠 ワルファリンカリウム
(外) 錠〕
3339i その他
ダビガトランエテキシラ
(外) プラザキサカプセル７５ｍｇ〔７５ｍｇ１
日本ベーリンガー 137.9円/カプ
カプセル〕
セル ートメタンスルホン酸塩
ダビガトランエテキシラ
(外) プラザキサカプセル１１０ｍｇ〔１１０ｍ
日本ベーリンガー 242円/カプセ
ｇ１カプセル〕
ル ートメタンスルホン酸塩
(内) リクシアナ錠１５ｍｇ〔１５ｍｇ１錠〕
第一三共
224.7円/錠 エドキサバントシル酸塩
(外)
水和物
(外) リクシアナ錠３０ｍｇ〔３０ｍｇ１錠〕
第一三共
411.3円/錠 エドキサバントシル酸塩
水和物
(外) リクシアナ錠６０ｍｇ〔６０ｍｇ１錠〕
第一三共
416.8円/錠 エドキサバントシル酸塩
水和物
リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ〔３０ｍｇ１錠
(外) 〕
第一三共
411.3円/錠 エドキサバントシル酸塩
水和物
(内) リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ〔６０ｍｇ１錠
第一三共
416.8円/錠 エドキサバントシル酸塩
(外) 〕
水和物
(内) イグザレルト錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
バイエル
364.1円/錠 リバーロキサバン
(外)
(内) イグザレルト錠１５ｍｇ〔１５ｍｇ１錠〕
バイエル
517円/錠 リバーロキサバン
(外)
(内) エリキュース錠２．５ｍｇ〔２．５ｍｇ１
ＢＭＳ
134.8円/錠 アピキサバン
(外) 錠〕
(内) エリキュース錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
ＢＭＳ
244.7円/錠 アピキサバン
(外)
339 その他の血液・体液用薬
3399i その他
(外) チクロピジン塩酸塩細粒１０％「サワイ」
[後] 沢井
17.4円/ｇ チクロピジン塩酸塩
〔１０％１ｇ〕
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕
(内)
(外)
(内)
(外)

製造販売会社名

薬価 一般名

パナルジン錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１錠
サノフィ
〕
シロスタゾール錠５０ｍｇ「日医工」〔５
[後] 日医工
０ｍｇ１錠〕
プレタールＯＤ錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠
大塚製薬
〕

13.6円/錠 チクロピジン塩酸塩

(外)

オパルモン錠５μｇ〔５μｇ１錠〕

41.8円/錠

(内)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(内)
(外)

リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サ
ワイ」〔５μｇ１錠〕
エパデールＳ９００〔９００ｍｇ１包〕
イコサペント酸エチル粒状カプセル９００
ｍｇ「日医工」〔９００ｍｇ１包〕
プロサイリン錠２０〔２０μｇ１錠〕
ベラプロストＮａ錠２０μｇ「テバ」〔２
０μｇ１錠〕
アンプラーグ錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１
錠〕
サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「Ｍ
ＥＥＫ」〔１００ｍｇ１錠〕
バイアスピリン錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ
１錠〕
プラビックス錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠〕
クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」
〔２５ｍｇ１錠〕
プラビックス錠７５ｍｇ〔７５ｍｇ１錠〕
クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」
〔７５ｍｇ１錠〕
エフィエント錠３．７５ｍｇ〔３．７５ｍ
ｇ１錠〕

(外)

(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)

34.4円/錠 シロスタゾール
リマプロストアルファデ
クス
リマプロストアルファデ
17.2円/錠 クス
82.6円/包 イコサペント酸エチル

小野

(内) ムルプレタ錠３ｍｇ〔３ｍｇ１錠〕
(外)
3399J 配合剤

[後] メディサ
持田
[後] 日医工

37.5円/包 イコサペント酸エチル

科研

39.6円/錠 ベラプロストナトリウム

[後] 武田テバファーマ

17.2円/錠 ベラプロストナトリウム

田辺三菱

93.6円/錠 サルポグレラート塩酸塩

[後] 小林化工

43.9円/錠 サルポグレラート塩酸塩

[後] バイエル

5.7円/錠 アスピリン

サノフィ

67.6円/錠 クロピドグレル硫酸塩

[後] 日医工サノフィ

24.9円/錠 クロピドグレル硫酸塩

サノフィ

168円/錠 クロピドグレル硫酸塩

[後] 日医工サノフィ

59.8円/錠 クロピドグレル硫酸塩

第一三共

275円/錠 プラスグレル塩酸塩

塩野義

(外)

コンプラビン配合錠〔１錠〕

サノフィ

(外)

タケルダ配合錠〔１錠〕

武田テバ薬品
―

39 その他の代謝性医薬品
391 肝臓疾患用剤
3919K グリチルリチン・メチオニン・グリシン複合剤
(内) グリチロン配合錠〔１錠〕
ミノファーゲン
(外)
392 解毒剤
3929i その他
(外) メタルカプターゼカプセル１００ｍｇ〔１
大正製薬
００ｍｇ１カプセル〕
(外) クレメジン細粒分包２ｇ〔１ｇ〕
クレハ
(内) 球形吸着炭細粒分包２ｇ「日医工」〔１ｇ [後] 日医工
(外) 〕
(外) 球形吸着炭カプセル２００ｍｇ「マイラン
[後] マイラン
」〔２００ｍｇ１カプセル〕
(内) ロイコボリン錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
ファイザー
(外)
(外) ユーゼル錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠〕
大鵬薬品
(外) ノベルジン錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠〕
ノーベル
(外) ノベルジン錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕
ノーベル
(外) ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ〔９０ｍｇ１
ノバルティス
包〕
(外) ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ〔３６０ｍ
ノバルティス
ｇ１包〕
394 痛風治療剤
3941 コルヒチン製剤
(内) コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」〔０．
高田
(外) ５ｍｇ１錠〕
3942 プロベネシド製剤
(外) ベネシッド錠２５０ｍｇ〔２５０ｍｇ１錠
科研
〕
3943 アロプリノール製剤
(外) ザイロリック錠１００〔１００ｍｇ１錠〕
ＧＳＫ
(内) アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」〔 [後] 沢井
(外) １００ｍｇ１錠〕
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15586.6円/錠 ルストロンボパグ
クロピドグ
234円/錠 アスピリン
レル硫酸塩
ランソプラ
57.6円/錠 アスピリン
ゾール
―

グリシ
5.7円/錠 DL−メチオニン
ン グリチルリチン酸…

54.2円/カプ ペニシラミン
セル
77.3円/ｇ 球形吸着炭
54.5円/ｇ 球形吸着炭
11.6円/カプ 球形吸着炭
セル
728.8円/錠 ホリナートカルシウム
1596.4円/錠 ホリナートカルシウム
274.4円/錠 酢酸亜鉛水和物
430円/錠 酢酸亜鉛水和物
1460.4円/包 デフェラシロクス
5813.4円/包 デフェラシロクス

7.1円/錠 コルヒチン
9.8円/錠 プロベネシド
20.4円/錠 アロプリノール
7.8円/錠 アロプリノール

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

アロプリノール錠１００ｍｇ「タナベ」〔 [後] ニプロＥＳ
１００ｍｇ１錠〕
3949i その他
(外) ユリノーム錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕
鳥居
(内) ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「テバ」〔５
[後] 武田テバファーマ
(外) ０ｍｇ１錠〕
(内)
フェブリク錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
帝人ファーマ
(外)
(外) フェブリク錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕
帝人ファーマ
(外) ウリアデック錠４０ｍｇ〔４０ｍｇ１錠〕
三和化学
3949J 配合剤
(外)

薬価 一般名
10.1円/錠 アロプリノール
16.2円/錠 ベンズブロマロン
5.9円/錠 ベンズブロマロン
27.4円/錠 フェブキソスタット
50.1円/錠 フェブキソスタット
33.2円/錠 トピロキソスタット

(外)

ウラリット−Ｕ配合散〔１ｇ〕

ケミファ

クエ
17.3円/ｇ クエン酸カリウム
ン酸ナトリウム水和物

(外)

ウラリット配合錠〔１錠〕

ケミファ

クエン酸カリウム クエ
9円/錠 ン酸ナトリウム水和物

396 糖尿病用剤
3961 スルフォニル尿素系製剤
(外) オイグルコン錠１．２５ｍｇ〔１．２５ｍ
ｇ１錠〕
(外) オイグルコン錠２．５ｍｇ〔２．５ｍｇ１
錠〕
(外) グリミクロン錠４０ｍｇ〔４０ｍｇ１錠〕
(内) グリクラジド錠４０ｍｇ「ＮＰ」〔４０ｍ
(外) ｇ１錠〕
(外) グリクラジド錠２０ｍｇ「ＮＰ」〔２０ｍ
ｇ１錠〕
(外) アマリール１ｍｇ錠〔１ｍｇ１錠〕
(外) アマリール３ｍｇ錠〔３ｍｇ１錠〕
(内) グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」〔
(外) １ｍｇ１錠〕
(外) グリメピリドＯＤ錠３ｍｇ「ＥＭＥＣ」〔
３ｍｇ１錠〕
3962 ビグアナイド系製剤
(外) メトグルコ錠２５０ｍｇ〔２５０ｍｇ１錠
〕
(内) メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「Ｄ
(外) ＳＥＰ」〔２５０ｍｇ１錠〕
(外) メトグルコ錠５００ｍｇ〔５００ｍｇ１錠
〕
(内) メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「Ｄ
(外) ＳＥＰ」〔５００ｍｇ１錠〕
3969i その他
(外) グルコバイ錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１錠
〕
(内) アカルボース錠１００ｍｇ「サワイ」〔１
(外) ００ｍｇ１錠〕
(外) ベイスンＯＤ錠０．２〔０．２ｍｇ１錠〕
(外) ベイスンＯＤ錠０．３〔０．３ｍｇ１錠〕
(内) ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「トーワ」
(外) 〔０．３ｍｇ１錠〕
(外) スターシス錠３０ｍｇ〔３０ｍｇ１錠〕
(外) スターシス錠９０ｍｇ〔９０ｍｇ１錠〕
(外) アクトス錠１５〔１５ｍｇ１錠〕
(外) アクトス錠３０〔３０ｍｇ１錠〕
(内) ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「日医工」
(外) 〔１５ｍｇ１錠〕
(外) ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「日医工」
〔３０ｍｇ１錠〕

太陽ファルマ

6.4円/錠 グリベンクラミド

太陽ファルマ

11.1円/錠 グリベンクラミド

大日本住友

13.6円/錠 グリクラジド

[後] ニプロ

5.9円/錠 グリクラジド

[後] ニプロ

5.7円/錠 グリクラジド

サノフィ
サノフィ

15円/錠 グリメピリド
34.9円/錠 グリメピリド

[後] エルメッド

10.1円/錠 グリメピリド

[後] エルメッド

12.9円/錠 グリメピリド

大日本住友

10.1円/錠 メトホルミン塩酸塩

第一三共エスファ

10.1円/錠 メトホルミン塩酸塩

大日本住友

14.4円/錠 メトホルミン塩酸塩

[後] 第一三共エスファ

10.1円/錠 メトホルミン塩酸塩

バイエル
[後] 沢井
武田テバ薬品
武田テバ薬品
[後] 東和薬品
アステラス
アステラス
武田テバ薬品
武田テバ薬品

30.9円/錠 アカルボース
17.7円/錠 アカルボース
26.7円/錠 ボグリボース
37円/錠 ボグリボース
14.7円/錠 ボグリボース
14.8円/錠 ナテグリニド
37.4円/錠 ナテグリニド
58.4円/錠 ピオグリタゾン塩酸塩
108.6円/錠 ピオグリタゾン塩酸塩

[後] 日医工

19.9円/錠 ピオグリタゾン塩酸塩

[後] 日医工

38.5円/錠 ピオグリタゾン塩酸塩

グルファスト錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕

(内)
(外)
(内)
(外)

ミチグリニドＣａ・ＯＤ錠１０ｍｇ「フソ [後] リョートーファイ
ー」〔１０ｍｇ１錠〕
ン

14.7円/錠 ミチグリニドカルシウム
水和物

セイブル錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕

三和化学

34.9円/錠 ミグリトール

(外)

グラクティブ錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠〕

小野

69.6円/錠 シタグリプチンリン酸塩
水和物

(外)

グラクティブ錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕

小野

129.1円/錠 シタグリプチンリン酸塩
水和物

ジャヌビア錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕

ＭＳＤ

126.5円/錠 シタグリプチンリン酸塩
水和物

エクア錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕

ノバルティス

(内)
(外)
(内)
(外)

発行日 2020年08月06日

キッセイ

37.4円/錠 ミチグリニドカルシウム
水和物

(外)
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72.5円/錠 ビルダグリプチン

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

(外)

ネシーナ錠６．２５ｍｇ〔６．２５ｍｇ１
錠〕

武田

(外)

ネシーナ錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠〕

武田

(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)

シュアポスト錠０．２５ｍｇ〔０．２５ｍ
大日本住友
ｇ１錠〕
シュアポスト錠０．５ｍｇ〔０．５ｍｇ１
大日本住友
錠〕
レパグリニド錠０．５ｍｇ「サワイ」〔０
[後] 沢井
．５ｍｇ１錠〕

薬価 一般名
49.4円/錠 アログリプチン安息香酸
塩
アログリプチン安息香酸
170.1円/錠
塩
34円/錠 レパグリニド
60.6円/錠 レパグリニド
23円/錠 レパグリニド

トラゼンタ錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕

日本ベーリンガー

143.6円/錠 リナグリプチン

(外)

テネリア錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕

田辺三菱

145.3円/錠 テネリグリプチン臭化水
素酸塩水和物

(外)

スイニー錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１錠〕

三和化学

(外)

スーグラ錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕

アステラス

(外)

フォシーガ錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕

アストラゼネカ

(外)

ルセフィ錠２．５ｍｇ〔２．５ｍｇ１錠〕

大正製薬

(外) デベルザ錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕
(外) カナグル錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１錠〕
(内) ジャディアンス錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠
(外) 〕
(外) マリゼブ錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠〕
3969J 配合剤

興和
田辺三菱

57.5円/錠 アナグリプチン
195.2円/錠 イプラグリフロジンL−プ
ロリン
195.1円/錠 ダパグリフロジンプロピ
レングリコール水和物
180円/錠 ルセオグリフロジン水和
物
193.2円/錠 トホグリフロジン水和物
183.9円/錠 カナグリフロジン水和物

日本ベーリンガー

190.4円/錠 エンパグリフロジン

ＭＳＤ

919.6円/錠 オマリグリプチン

(外)

グルベス配合錠〔１錠〕

キッセイ

ミチグリ
45.6円/錠 ボグリボース
ニドカルシウム水和物

(外)

エクメット配合錠ＬＤ〔１錠〕

ノバルティス

72.4円/錠 ビルダグリプチン
ホルミン塩酸塩

メト

(外)

エクメット配合錠ＨＤ〔１錠〕

ノバルティス

72.3円/錠 ビルダグリプチン
ホルミン塩酸塩

メト

(外)

イニシンク配合錠〔１錠〕

武田

161.9円/錠 アログリプチン安息香酸
塩 メトホルミン塩酸塩

(外)

カナリア配合錠〔１錠〕

田辺三菱

277.2円/錠 カナグリフロジン水和物
テネリグリプチン臭…

(外)

スージャヌ配合錠〔１錠〕

ＭＳＤ

253.1円/錠 イプラグリフロジンL−プ
ロリン シタグリプチ…

(外)

トラディアンス配合錠ＡＰ〔１錠〕

日本ベーリンガー

275.9円/錠 エンパグリフロジン
ナグリプチン

(外)

メトアナ配合錠ＨＤ〔１錠〕

三和化学

59円/錠 アナグリプチン
ルミン塩酸塩

リ

メトホ

399 他に分類されない代謝性医薬品
3992 アデノシン製剤
(内) トリノシン顆粒１０％〔１０％１ｇ〕
トーアエイヨー
16.2円/ｇ アデノシン三リン酸二ナ
(外)
トリウム水和物
3999i その他
(外) モニラック・シロップ６５％〔６５％１ｍ
中外
6.5円/ｍＬ ラクツロース
Ｌ〕
(外) カロリールゼリー４０．４９６％〔４０．
[後] 佐藤製薬
2.8円/ｇ ラクツロース
４９６％１ｇ〕
(外) ラグノスゼリー分包１６．０５ｇ〔４０．
[後] 三和化学
2.8円/ｇ ラクツロース
４９６％１ｇ〕
(内) ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ〔５４ [後] 三和化学
45.5円/包 ラクツロース
(外) ．１６７％１２ｇ１包〕
(内) ブレディニン錠５０〔５０ｍｇ１錠〕
旭化成ファーマ
198.2円/錠 ミゾリビン
(外)
(外) フオイパン錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１錠
小野
21.5円/錠 カモスタットメシル酸塩
〕
(内) カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「サ [後] メディサ
8.6円/錠 カモスタットメシル酸塩
(外) ワイ」〔１００ｍｇ１錠〕
181.7円/カプ シクロスポリン
(外) ネオーラル２５ｍｇカプセル〔２５ｍｇ１
ノバルティス
カプセル〕
セル
(内) シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「日医工 [後] 日医工
98円/カプセ シクロスポリン
(外) 」〔２５ｍｇ１カプセル〕
ル
ネオーラル５０ｍｇカプセル〔５０ｍｇ１
312.3円/カプ
(外) カプセル〕
ノバルティス
セル シクロスポリン
(内) シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「日医工 [後] 日医工
124.1円/カプ シクロスポリン
(外) 」〔５０ｍｇ１カプセル〕
セル
(内) イムラン錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕
アスペン
120.2円/錠 アザチオプリン
(外)
(外) キネダック錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕
小野
78.5円/錠 エパルレスタット

発行日 2020年08月06日
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕
(内)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)
(内)
(外)

製造販売会社名

エパルレスタット錠５０ｍｇ「武田テバ」 [後] 武田テバファーマ
33.4円/錠 エパルレスタット
〔５０ｍｇ１錠〕
タクロリムス錠１ｍｇ「トーワ」〔１ｍｇ
[後] 東和薬品
291.7円/錠 タクロリムス水和物
１錠〕
プログラフカプセル１ｍｇ〔１ｍｇ１カプ
619.6円/カプ
アステラス
タクロリムス水和物
セル〕
セル
プログラフカプセル０．５ｍｇ〔０．５ｍ
349.1円/カプ
アステラス
タクロリムス水和物
ｇ１カプセル〕
セル
グラセプターカプセル１ｍｇ〔１ｍｇ１カ
846.9円/カプ
アステラス
タクロリムス水和物
プセル〕
セル
メトレート錠２ｍｇ〔２ｍｇ１錠〕

[後] あゆみ製薬

(内)
(外)

リウマトレックスカプセル２ｍｇ〔２ｍｇ
１カプセル〕
セルセプトカプセル２５０〔２５０ｍｇ１
カプセル〕

(外)

ボナロン錠３５ｍｇ〔３５ｍｇ１錠〕

(内)
(外)

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「日医工」〔３ [後] 日医工
５ｍｇ１錠〕
ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ〔３５ｍｇ１
帝人ファーマ
包〕

(外)

(外)
(外)

ベネット錠２．５ｍｇ〔２．５ｍｇ１錠〕

ファイザー
中外
帝人ファーマ

武田

(内)
(外)

リセドロン酸Ｎａ錠２．５ｍｇ「サワイ」 [後] 沢井
〔２．５ｍｇ１錠〕
アクトネル錠１７．５ｍｇ〔１７．５ｍｇ
ＥＡファーマ
１錠〕
リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サワイ [後] 沢井
」〔１７．５ｍｇ１錠〕

(外)

アクトネル錠７５ｍｇ〔７５ｍｇ１錠〕

ＥＡファーマ

(外)

ベネット錠７５ｍｇ〔７５ｍｇ１錠〕

武田

(外)

エビスタ錠６０ｍｇ〔６０ｍｇ１錠〕

リリー

(内)
(外)
無外
(内)
(外)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)
内限
(内)
(外)

ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワイ [後] 沢井
」〔６０ｍｇ１錠〕
ピレスパ錠２００ｍｇ〔２００ｍｇ１錠〕
塩野義
ピルフェニドン錠２００ｍｇ「日医工」〔 [後] 日医工
２００ｍｇ１錠〕
リカルボン錠１ｍｇ〔１ｍｇ１錠〕
小野
リカルボン錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕
小野
ミノドロン酸錠５０ｍｇ「ニプロ」〔５０ [後] ニプロ
ｍｇ１錠〕
ビビアント錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕
ファイザー
レボレード錠１２．５ｍｇ〔１２．５ｍｇ
ノバルティス
１錠〕

(外)
(外)

(外)
(外)

薬価 一般名

ケアラム錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠〕
エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ〔２５０ｍ
ｇ１錠〕
エルカルチンＦＦ内用液１０％分包１０ｍ
Ｌ〔１０％１０ｍＬ１包〕

(外)

ゼルヤンツ錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕

(内)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)
(外)
(外)
(外)
内限
(内)
(外)
(内)
(外)

プラケニル錠２００ｍｇ〔２００ｍｇ１錠
〕
オフェブカプセル１００ｍｇ〔１００ｍｇ
１カプセル〕
オフェブカプセル１５０ｍｇ〔１５０ｍｇ
１カプセル〕

エーザイ

135.3円/錠 メトトレキサート
210.1円/カプ メトトレキサート
セル
217.8円/カプ ミコフェノール酸モフェ
セル チル
473.6円/錠 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物
167.7円/錠 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物
962.5円/包 アレンドロン酸ナトリウ
ム水和物
86.1円/錠 リセドロン酸ナトリウム
水和物
32円/錠 リセドロン酸ナトリウム
水和物
502円/錠 リセドロン酸ナトリウム
水和物
174.2円/錠 リセドロン酸ナトリウム
水和物
2199円/錠 リセドロン酸ナトリウム
水和物
2317.3円/錠 リセドロン酸ナトリウム
水和物
90.7円/錠 ラロキシフェン塩酸塩水
和物
39.4円/錠 ラロキシフェン塩酸塩水
和物
708.6円/錠 ピルフェニドン
282.7円/錠 ピルフェニドン
93.7円/錠 ミノドロン酸水和物
2534.5円/錠 ミノドロン酸水和物
1007.8円/錠 ミノドロン酸水和物
93.4円/錠 バゼドキシフェン酢酸塩
2539.6円/錠 エルトロンボパグオラミ
ン
157.7円/錠 イグラチモド

大塚製薬

269円/錠 レボカルニチン

大塚製薬

678.7円/包 レボカルニチン

ファイザー
サノフィ

2659.9円/錠 トファシチニブクエン酸
塩
424円/錠 ヒドロキシクロロキン硫
酸塩

ボンビバ錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１錠〕

中外

オテズラ錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
オテズラ錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕
オテズラ錠３０ｍｇ〔３０ｍｇ１錠〕
オルミエント錠２ｍｇ〔２ｍｇ１錠〕

セルジーン
セルジーン
セルジーン
リリー

4450.8円/カ ニンテダニブエタンスル
プセル ホン酸塩
6676.4円/カ ニンテダニブエタンスル
プセル ホン酸塩
2497.1円/錠 イバンドロン酸ナトリウ
ム水和物
329.9円/錠 アプレミラスト
659.8円/錠 アプレミラスト
990円/錠 アプレミラスト
2705.9円/錠 バリシチニブ

オルミエント錠４ｍｇ〔４ｍｇ１錠〕

リリー

5274.9円/錠 バリシチニブ

スマイラフ錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕

アステラス

1725.7円/錠 ペフィシチニブ臭化水素
酸塩

スマイラフ錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１錠
〕

アステラス

3361.2円/錠 ペフィシチニブ臭化水素
酸塩

発行日 2020年08月06日

日本ベーリンガー
日本ベーリンガー
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕
(内)
(外)
(内)
(外)

製造販売会社名

薬価 一般名

リンヴォック錠７．５ｍｇ〔７．５ｍｇ１
錠〕

アッヴィ

2550.9円/錠 ウパダシチニブ水和物

リンヴォック錠１５ｍｇ〔１５ｍｇ１錠〕

アッヴィ

4972.8円/錠 ウパダシチニブ水和物

4 組織細胞機能用医薬品
― 42 腫瘍用薬 ―
421 アルキル化剤
4211 クロルエチルアミン系製剤
(外)

エンドキサン錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕

4213 スルホン酸エステル系製剤
(外) マブリン散１％〔１％１ｇ〕
4219i その他
(内) アルケラン錠２ｍｇ〔２ｍｇ１錠〕
(外)
(外) エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ〔
内限 １５６．７ｍｇ１カプセル〕

塩野義

29.8円/錠 シクロホスファミド水和
物

大原

112円/ｇ ブスルファン

アスペン

170円/錠 メルファラン

日本新薬

294.6円/カプ エストラムスチンリン酸
セル エステルナトリウム水…

422 代謝拮抗剤
4221 メルカプトプリン系製剤
(外) ロイケリン散１０％〔１０％１ｇ〕
大原
4223 フルオロウラシル系製剤
(外) ゼローダ錠３００〔３００ｍｇ１錠〕
中外
(内) カペシタビン錠３００ｍｇ「ヤクルト」〔 [後] ダイト
(外) ３００ｍｇ１錠〕
4229i その他
(内) ハイドレアカプセル５００ｍｇ〔５００ｍ
ＢＭＳ
(外) ｇ１カプセル〕
(外)

フルダラ錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕

サノフィ

4229J 配合剤
(外) ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００〔１００
大鵬薬品
ｍｇ１包（テガフール相当量）〕
(外) ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１５０〔１５０
大鵬薬品
ｍｇ１包（テガフール相当量）〕
(外) ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ２００〔２００
大鵬薬品
ｍｇ１包（テガフール相当量）〕
(外) ユーエフティ配合カプセルＴ１００〔１０
大鵬薬品
０ｍｇ１カプセル（テガフール相当量）〕
(外) ティーエスワン配合顆粒Ｔ２５〔２５ｍｇ
大鵬薬品
１包（テガフール相当量）〕
(外) ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０〔２０ｍ
大鵬薬品
ｇ１錠（テガフール相当量）〕
(内) エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０〔２０ [後] 岡山大鵬
(外) ｍｇ１錠（テガフール相当量）〕
(外) ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５〔２５ｍ
大鵬薬品
ｇ１錠（テガフール相当量）〕
(内) エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５〔２５ [後] 岡山大鵬
(外) ｍｇ１錠（テガフール相当量）〕
(外) ティーエスワン配合カプセルＴ２０〔２０
大鵬薬品
ｍｇ１カプセル（テガフール相当量）〕
(外) ティーエスワン配合カプセルＴ２５〔２５
大鵬薬品
ｍｇ１カプセル（テガフール相当量）〕
424 抗腫瘍性植物成分製剤
4240 その他
(内) ラステットＳカプセル２５ｍｇ〔２５ｍｇ
日本化薬
(外) １カプセル〕
429 その他の腫瘍用薬
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
(外) ノルバデックス錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠
アストラゼネカ
内限 〕
(外) オダイン錠１２５ｍｇ〔１２５ｍｇ１錠〕
日本化薬
(外) ベサノイドカプセル１０ｍｇ〔１０ｍｇ１
富士製薬
カプセル〕
(外) フェアストン錠４０〔４０ｍｇ１錠〕
日本化薬
(内) ビカルタミド錠８０ｍｇ「テバ」〔８０ｍ [後] 武田テバファーマ
(外) ｇ１錠〕
(外) カソデックスＯＤ錠８０ｍｇ〔８０ｍｇ１
アストラゼネカ
錠〕
(外) アリミデックス錠１ｍｇ〔１ｍｇ１錠〕
アストラゼネカ
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104.7円/ｇ メルカプトプリン水和物
251.5円/錠 カペシタビン
111.3円/錠 カペシタビン
264.1円/カプ ヒドロキシカルバミド
セル
3811円/錠 フルダラビンリン酸エス
テル
266.9円/包 ウラシル テガフール
392.9円/包 ウラシル テガフール
515.8円/包 ウラシル テガフール
211.9円/カプ ウラシル テガフール
セル
ギ
783.4円/包 オテラシルカリウム
メラシル テガフール
ギ
482.3円/錠 オテラシルカリウム
メラシル テガフール
ギ
222.7円/錠 オテラシルカリウム
メラシル テガフール
ギ
582.7円/錠 オテラシルカリウム
メラシル テガフール
ギ
316円/錠 オテラシルカリウム
メラシル テガフール
482.3円/カプ オテラシルカリウム ギ
セル メラシル テガフール
582.7円/カプ オテラシルカリウム ギ
セル メラシル テガフール

692.9円/カプ エトポシド
セル

102.3円/錠 タモキシフェンクエン酸
塩
216.8円/錠 フルタミド
661.4円/カプ トレチノイン
セル
273.5円/錠 トレミフェンクエン酸塩
234.8円/錠 ビカルタミド
594.8円/錠 ビカルタミド
363.1円/錠 アナストロゾール

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕
(内)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)
内限
無外
(内)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(外)
内限

アナストロゾール錠１ｍｇ「ＮＫ」〔１ｍ [後] 日本化薬
ｇ１錠〕
グリベック錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１錠
ノバルティス
〕
イマチニブ錠１００ｍｇ「ヤクルト」〔１
[後] 高田
００ｍｇ１錠〕
アロマシン錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠〕
ファイザー
イレッサ錠２５０〔２５０ｍｇ１錠〕
アストラゼネカ
ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＮＫ」〔２５
[後]
日本化薬
０ｍｇ１錠〕
フェマーラ錠２．５ｍｇ〔２．５ｍｇ１錠
ノバルティス
〕
レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＮＫ」〔２． [後] 日本化薬
５ｍｇ１錠〕

(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
内限
(外)
内限
(内)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)
(外)
内限

125.3円/錠 レトロゾール

中外

10838円/錠 エルロチニブ塩酸塩

ジオトリフ錠４０ｍｇ〔４０ｍｇ１錠〕

(外)
内限
(外)

459.1円/錠 レトロゾール

タルセバ錠１５０ｍｇ〔１５０ｍｇ１錠〕

(外)

(外)

2197円/錠 ゲフィチニブ

7407.2円/錠 エルロチニブ塩酸塩

ジオトリフ錠３０ｍｇ〔３０ｍｇ１錠〕

(外)

342.3円/錠 エキセメスタン
4982.1円/錠 ゲフィチニブ

中外

(外)

(外)
(内)
(外)

808円/錠 イマチニブメシル酸塩

タルセバ錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１錠〕

ジオトリフ錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕

(外)

2212.4円/錠 イマチニブメシル酸塩

2014.9円/錠 エルロチニブ塩酸塩

(外)

(外)

125.6円/錠 アナストロゾール

中外

(外)

(内)
(外)
(外)
(外)

薬価 一般名

タルセバ錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠〕

ネクサバール錠２００ｍｇ〔２００ｍｇ１
錠〕
スーテントカプセル１２．５ｍｇ〔１２．
５ｍｇ１カプセル〕
サレドカプセル１００〔１００ｍｇ１カプ
セル〕
スプリセル錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕
スプリセル錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕
タシグナカプセル２００ｍｇ〔２００ｍｇ
１カプセル〕
タシグナカプセル１５０ｍｇ〔１５０ｍｇ
１カプセル〕
アフィニトール錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
レブラミドカプセル５ｍｇ〔５ｍｇ１カプ
セル〕
ザーコリカプセル２００ｍｇ〔２００ｍｇ
１カプセル〕
ザーコリカプセル２５０ｍｇ〔２５０ｍｇ
１カプセル〕
スチバーガ錠４０ｍｇ〔４０ｍｇ１錠〕

(外)

製造販売会社名

バイエル

4763.7円/錠 ソラフェニブトシル酸塩

7613.7円/カ スニチニブリンゴ酸塩
プセル
6883.3円/カ サリドマイド
藤本
プセル
ＢＭＳ
4059.3円/錠 ダサチニブ水和物
ＢＭＳ
9544.8円/錠 ダサチニブ水和物
4815.9円/カ ニロチニブ塩酸塩水和物
ノバルティス
プセル
3656円/カプ
ノバルティス
セル ニロチニブ塩酸塩水和物
ノバルティス
10603円/錠 エベロリムス
8085.3円/カ レナリドミド水和物
セルジーン
プセル
10213.7円/カ
ファイザー
プセル クリゾチニブ
12520.9円/カ クリゾチニブ
ファイザー
プセル
バイエル
5682.6円/錠 レゴラフェニブ水和物
日本ベーリンガー 5453.8円/錠 アファチニブマレイン酸
塩
日本ベーリンガー 7975.9円/錠 アファチニブマレイン酸
塩
日本ベーリンガー 10502.7円/錠 アファチニブマレイン酸
塩
ファイザー

イクスタンジ錠４０ｍｇ〔４０ｍｇ１錠〕

アステラス

イクスタンジ錠８０ｍｇ〔８０ｍｇ１錠〕
アレセンサカプセル１５０ｍｇ〔１５０ｍ
ｇ１カプセル〕
ザイティガ錠２５０ｍｇ〔２５０ｍｇ１錠
〕
レンビマカプセル４ｍｇ〔４ｍｇ１カプセ
ル〕

アステラス

タグリッソ錠４０ｍｇ〔４０ｍｇ１錠〕

アストラゼネカ

タグリッソ錠８０ｍｇ〔８０ｍｇ１錠〕

アストラゼネカ

イブランス錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠〕

ファイザー

5679.7円/錠 パルボシクリブ

ファイザー

22978.1円/錠 パルボシクリブ

イブランス錠１２５ｍｇ〔１２５ｍｇ１錠
〕
イブランスカプセル２５ｍｇ〔２５ｍｇ１
カプセル〕
イブランスカプセル１２５ｍｇ〔１２５ｍ
ｇ１カプセル〕
ローブレナ錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠〕

ローブレナ錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１錠
〕
4299i その他
(外)

発行日 2020年08月06日

中外
ヤンセン
エーザイ

ファイザー
ファイザー

2397.7円/錠 エンザルタミド
4648.2円/錠 エンザルタミド
6737.1円/カ アレクチニブ塩酸塩
プセル
3759.3円/錠 アビラテロン酢酸エステ
ル
4029.7円/カ レンバチニブメシル酸塩
プセル
10806.6円/錠 オシメルチニブメシル酸
塩
20719.4円/錠 オシメルチニブメシル酸
塩

5679.7円/カ パルボシクリブ
プセル
22978.1円/カ パルボシクリブ
プセル

ファイザー

7350円/錠 ロルラチニブ

ファイザー

26441.8円/錠 ロルラチニブ
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

ベスタチンカプセル３０ｍｇ〔３０ｍｇ１
カプセル〕
アグリリンカプセル０．５ｍｇ〔０．５ｍ
(外)
ｇ１カプセル〕
4299J 配合剤
(外) ロンサーフ配合錠Ｔ１５〔１５ｍｇ１錠（
内限 トリフルリジン相当量）〕
(外) ロンサーフ配合錠Ｔ２０〔２０ｍｇ１錠（
内限 トリフルリジン相当量）〕
―

日本化薬

(外)

シャイアー
大鵬薬品
大鵬薬品

薬価 一般名
1193.3円/カ ウベニメクス
プセル
788.7円/カプ アナグレリド塩酸塩水和
セル 物
2516.9円/錠 チピラシル塩酸塩
フルリジン
チピラシル塩酸塩
3377円/錠
フルリジン

トリ
トリ

43 放射性医薬品 ―
430 放射性医薬品

4300 その他
(内) ヨードカプセル−１２３〔３．７ＭＢｑ１
ヨウ化ナトリウム（123I
メジフィジックス 3466.7円/カ
(外) カプセル〕
プセル ）
― 44 アレルギー用薬 ―
441 抗ヒスタミン剤
4413 フェノチアジン系製剤
(外) ゼスラン錠３ｍｇ〔３ｍｇ１錠〕
旭化成ファーマ
8.4円/錠 メキタジン
4419i その他
(内) ポララミン錠２ｍｇ〔２ｍｇ１錠〕
高田
5.7円/錠 d−クロルフェニラミンマ
(外)
レイン酸塩
アルフレッサファ
クロルフェニラミンマレ
(外) アレルギン散１％〔１％１ｇ〕
7.5円/ｇ イン酸塩
ーマ
(外) ペリアクチン散１％〔１％１ｇ〕
日医工
6.5円/ｇ シプロヘプタジン塩酸塩
水和物
(外) ペリアクチン錠４ｍｇ〔４ｍｇ１錠〕
日医工
5.8円/錠 シプロヘプタジン塩酸塩
水和物
ペリアクチンシロップ０．０４％〔０．０
(外) ４％１０ｍＬ〕
日医工
1.63円/ｍＬ シプロヘプタジン塩酸塩
水和物
442 刺激療法剤
4420 その他
(外) オーラノフィン錠３ｍｇ「サワイ」〔３ｍ
[後] 沢井
30.6円/錠 オーラノフィン
ｇ１錠〕
(内) リマチル錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１錠〕
あゆみ製薬
49.2円/錠 ブシラミン
(外)
449 その他のアレルギー用薬
4490 その他
(外) インタール細粒１０％〔１０％１ｇ〕
サノフィ
58.2円/ｇ クロモグリク酸ナトリウ
ム
リザベンカプセル１００ｍｇ〔１００ｍｇ
17.9円/カプ
(外) １カプセル〕
キッセイ
セル トラニラスト
(内) トラニラストカプセル１００ｍｇ「タイヨ [後] 武田テバファーマ 7.8円/カプセ トラニラスト
(外) ー」〔１００ｍｇ１カプセル〕
ル
ザジテンカプセル１ｍｇ〔１ｍｇ１カプセ
13.6円/カプ
(外) ル〕
サンファーマ
セル ケトチフェンフマル酸塩
(外) アゼプチン錠１ｍｇ〔１ｍｇ１錠〕
エーザイ
13.6円/錠 アゼラスチン塩酸塩
20.1円/カプ イブジラスト
(外) ケタスカプセル１０ｍｇ〔１０ｍｇ１カプ
杏林
セル〕
セル
(外) アレジオン錠２０〔２０ｍｇ１錠〕
日本ベーリンガー
76円/錠 エピナスチン塩酸塩
(内) エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 [後] 沢井
33円/錠 エピナスチン塩酸塩
(外) 〔２０ｍｇ１錠〕
(外) アレジオンドライシロップ１％〔１％１ｇ
日本ベーリンガー
63.8円/ｇ エピナスチン塩酸塩
〕
33.3円/カプ スプラタストトシル酸塩
(外) アイピーディカプセル１００〔１００ｍｇ
大鵬薬品
１カプセル〕
セル
アイピーディドライシロップ５％〔５％１
(外) ｇ〕
大鵬薬品
43.3円/ｇ スプラタストトシル酸塩
(内) プランルカスト錠２２５「ＥＫ」〔２２５ [後] 小林化工
40.2円/錠 プランルカスト水和物
(外) ｍｇ１錠〕
46円/カプセ プランルカスト水和物
(外) オノンカプセル１１２．５ｍｇ〔１１２．
小野
５ｍｇ１カプセル〕
ル
(外) ブロニカ錠８０〔８０ｍｇ１錠〕
武田テバ薬品
235.6円/錠 セラトロダスト
(外) エバステルＯＤ錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠
大日本住友
76.5円/錠 エバスチン
〕
(外) エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」〔１
[後] 日医工
40.1円/錠 エバスチン
０ｍｇ１錠〕
(外) ジルテック錠１０〔１０ｍｇ１錠〕
ＵＣＢ
65.5円/錠 セチリジン塩酸塩
セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰ」〔１
(外) ０ｍｇ１錠〕
[後] ニプロ
15.3円/錠 セチリジン塩酸塩
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

薬価 一般名

ＵＣＢ

194.9円/ｇ セチリジン塩酸塩

(外)
(外)

ジルテックドライシロップ１．２５％〔１
．２５％１ｇ〕
バイナス錠７５ｍｇ〔７５ｍｇ１錠〕
タリオン錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕

バイエル
田辺三菱

(外)

アレグラ錠６０ｍｇ〔６０ｍｇ１錠〕

サノフィ

(外)

アレグラ錠３０ｍｇ〔３０ｍｇ１錠〕

サノフィ

100.9円/錠 ラマトロバン
37.8円/錠 ベポタスチンベシル酸塩
フェキソフェナジン塩酸
52.5円/錠
塩
フェキソフェナジン塩酸
41.4円/錠 塩
フェキソフェナジン塩酸
18.1円/錠 塩
18.1円/錠 フェキソフェナジン塩酸
塩
41.2円/錠 オロパタジン塩酸塩

(外)

(内)
(外)
(外)
(内)
(外)

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ
[後] ファイザー
「ファイザー」〔６０ｍｇ１錠〕
フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ [後] 沢井
「サワイ」〔６０ｍｇ１錠〕
アレロックＯＤ錠５〔５ｍｇ１錠〕
協和キリン
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 [後] ＭｅｉｊｉＳｅｉ
〔５ｍｇ１錠〕
ｋａ

(外)

シングレア錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕

(外)

ＭＳＤ

13.8円/錠 オロパタジン塩酸塩
168円/錠 モンテルカストナトリウ
ム

(内)
(外)

モンテルカストＯＤ錠１０ｍｇ「ＥＥ」〔 [後] エルメッド
29.1円/錠 モンテルカストナトリウ
１０ｍｇ１錠〕
ム
クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ〔１０ｍ
(外) ｇ１錠〕
バイエル
70.5円/錠 ロラタジン
(内) ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＹＤ」〔１０ [後] 陽進堂
26.3円/錠 ロラタジン
(外) ｍｇ１錠〕
(外) クラリチンドライシロップ１％〔１％１ｇ
バイエル
149.4円/ｇ ロラタジン
〕
(外) ザイザル錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
ＧＳＫ
82.5円/錠 レボセチリジン塩酸塩
(外) デザレックス錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠〕
ＭＳＤ
62.4円/錠 デスロラタジン
(外) ビラノア錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕
大鵬薬品
71.3円/錠 ビラスチン
(外) ルパフィン錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
帝國製薬
64.3円/錠 ルパタジンフマル酸塩
4490J 配合剤
(内) ディレグラ配合錠〔１錠〕
サノフィ
58.2円/錠 フェキソフェナジン塩酸
(外)
塩 塩酸プソイドエフ…
5 生薬及び漢方処方に基づく医薬品
― 52 漢方製剤 ―
520 漢方製剤
5200 漢方製剤
(内) ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）〔
(外) １ｇ〕
ツムラ
8.4円/ｇ 茵ちん蒿湯
無外
(外)
(外)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)
(外)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)
(外)
(外)

ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）〔１ｇ
〕
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）〔
１ｇ〕
ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）〔１ｇ
〕
ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）〔１ｇ
〕
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）〔
１ｇ〕
ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）〔１ｇ
〕
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）〔
１ｇ〕
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）
〔１ｇ〕
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療
用）〔１ｇ〕
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）〔
１ｇ〕
ツムラ五積散エキス顆粒（医療用）〔１ｇ
〕
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）〔１
ｇ〕
ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）〔１ｇ
〕
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療
用）〔１ｇ〕
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠〔１錠
〕
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）〔
１ｇ〕
ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）〔１ｇ
〕

発行日 2020年08月06日

ツムラ

22.5円/ｇ 温経湯

ツムラ

14.4円/ｇ 黄連解毒湯

ツムラ

15.5円/ｇ 乙字湯

ツムラ

8.4円/ｇ 葛根湯

ツムラ
ツムラ
ツムラ
ツムラ

16.4円/ｇ 加味逍遙散
5.8円/ｇ 桔梗湯
10.9円/ｇ 牛車腎気丸
10円/ｇ 桂枝加朮附湯

ツムラ

8.5円/ｇ 桂枝加竜骨牡蛎湯

ツムラ

8.5円/ｇ 桂枝茯苓丸

ツムラ

9円/ｇ 五積散

ツムラ

10.4円/ｇ 呉茱萸湯

ツムラ

14円/ｇ 五苓散

ツムラ

20.9円/ｇ 柴胡加竜骨牡蛎湯

大峰堂

7.7円/錠 柴胡加竜骨牡蛎湯

ツムラ

24.6円/ｇ 柴胡桂枝湯

ツムラ

34.6円/ｇ 柴朴湯
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕
(内)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)
(外)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)
(外)
(外)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)
(外)
(外)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)
(外)
(外)
(外)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)

製造販売会社名

薬価 一般名

ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）〔１ｇ
〕
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）〔
１ｇ〕
ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）〔
１ｇ〕
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）〔
１ｇ〕
ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）〔１ｇ
〕
ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）〔１
ｇ〕
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）〔１
ｇ〕
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）〔１
ｇ〕
ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）〔１ｇ
〕
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用）〔
１ｇ〕
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）〔
１ｇ〕
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）〔
１ｇ〕
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）〔
１ｇ〕
ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒（医療用）
〔１ｇ〕
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）〔１
ｇ〕
ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）〔１ｇ
〕
ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）〔１ｇ
〕
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）〔
１ｇ〕
ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）〔１
ｇ〕
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒
（医療用）〔１ｇ〕
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）〔
１ｇ〕
ツムラ女神散エキス顆粒（医療用）〔１ｇ
〕

ツムラ

ツムラ

22.3円/ｇ 女神散

クラシエ人参養栄湯エキス細粒〔１ｇ〕

クラシエ

23.1円/ｇ 人参養栄湯

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）〔１
ｇ〕
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）〔
１ｇ〕
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）〔
１ｇ〕
クラシエ半夏厚朴湯エキス錠〔１錠〕
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）〔
１ｇ〕
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用
）〔１ｇ〕
コタロー白虎加人参湯エキス細粒〔１ｇ〕
ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）〔
１ｇ〕
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）〔
１ｇ〕
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）〔
１ｇ〕
ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）〔１ｇ
〕
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）〔１ｇ
〕
クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒〔１
ｇ〕
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）〔１
ｇ〕
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）〔
１ｇ〕

発行日 2020年08月06日

45.9円/ｇ 柴苓湯

ツムラ

7円/ｇ 芍薬甘草湯

ツムラ

18.9円/ｇ 十全大補湯

ツムラ

14.5円/ｇ 十味敗毒湯

ツムラ

8.7円/ｇ 潤腸湯

ツムラ

7.1円/ｇ 小建中湯

ツムラ

29.9円/ｇ 小柴胡湯

ツムラ

13.2円/ｇ 小青竜湯

ツムラ

8.8円/ｇ 真武湯

ツムラ

22円/ｇ 清暑益気湯

ツムラ

19.5円/ｇ 清心蓮子飲

ツムラ

9.7円/ｇ 疎経活血湯

ツムラ

5.4円/ｇ 大黄甘草湯

ツムラ

8円/ｇ 大黄牡丹皮湯

ツムラ

9円/ｇ 大建中湯

ツムラ

17.5円/ｇ 釣藤散

ツムラ

14円/ｇ 猪苓湯

ツムラ

8.5円/ｇ 桃核承気湯

ツムラ

12.8円/ｇ 当帰飲子

ツムラ

10.6円/ｇ 当帰四逆加呉茱萸生姜湯

ツムラ

9円/ｇ 当帰芍薬散

ツムラ

17円/ｇ 麦門冬湯

ツムラ

10円/ｇ 八味地黄丸

ツムラ

9.6円/ｇ 半夏厚朴湯

大峰堂

5.7円/錠 半夏厚朴湯

ツムラ

22.8円/ｇ 半夏瀉心湯

ツムラ

23.7円/ｇ 半夏白朮天麻湯

小太郎

9.3円/ｇ 白虎加人参湯

ツムラ

9.8円/ｇ 防已黄耆湯

ツムラ

8.5円/ｇ 防風通聖散

ツムラ

23.2円/ｇ 補中益気湯

ツムラ

7.7円/ｇ 麻黄湯

ツムラ

10.9円/ｇ 抑肝散

大峰堂

13.7円/ｇ 抑肝散加陳皮半夏

ツムラ

18.6円/ｇ 六君子湯

ツムラ
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11円/ｇ 竜胆瀉肝湯

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

薬価 一般名

ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒（医療
ツムラ
20.3円/ｇ 苓甘姜味辛夏仁湯
用）〔１ｇ〕
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）〔
(外)
ツムラ
6.9円/ｇ 苓桂朮甘湯
１ｇ〕
― 59 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 ―
590 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品
5900 生薬製剤
(外) ヨクイニンエキス錠「コタロー」〔１錠〕
小太郎
5.9円/錠 ヨクイニン
6 病原生物に対する医薬品
― 61 抗生物質製剤 ―
611 主としてグラム陽性菌に作用するもの
6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
(内) ダラシンカプセル１５０ｍｇ〔１５０ｍｇ
23.8円/カプ クリンダマイシン塩酸塩
ファイザー
(外) １カプセル〕
セル
6113 バンコマイシン製剤
(内) バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＭＥＥ [後] 小林化工
1001.2円/瓶 バンコマイシン塩酸塩
(外) Ｋ」〔５００ｍｇ１瓶〕
6119i その他
(内) ダフクリア錠２００ｍｇ〔２００ｍｇ１錠
アステラス
4016.8円/錠 フィダキソマイシン
(外) 〕
612 主としてグラム陰性菌に作用するもの
6123 アミノ糖系抗生物質製剤
(内) カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」
ＭｅｉｊｉＳｅｉ 40円/カプセ カナマイシン一硫酸塩
(外) 〔２５０ｍｇ１カプセル〕
ｋａ
ル
6126 ポリミキシンＢ製剤
(外) 硫酸ポリミキシンＢ錠１００万単位「ファ
ファイザー
283円/錠 ポリミキシンB硫酸塩
イザー」〔１００万単位１錠〕
613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
6131 ペニシリン系抗生物質製剤
(外) サワシリン細粒１０％〔１００ｍｇ１ｇ〕
ＬＴＬ
10.2円/ｇ アモキシシリン水和物
サワシリンカプセル２５０〔２５０ｍｇ１
11円/カプセ
(外) カプセル〕
ＬＴＬ
ル アモキシシリン水和物
(内) アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医 [後] 日医工ファーマ
10.1円/カプ アモキシシリン水和物
(外) 工」〔２５０ｍｇ１カプセル〕
セル
ＭｅｉｊｉＳｅｉ 21円/カプセ アンピシリン水和物
(外) ビクシリンカプセル２５０ｍｇ〔２５０ｍ
ｇ１カプセル〕
ｋａ
ル
スルタミシリントシル酸
(外) ユナシン細粒小児用１０％〔１００ｍｇ１
ファイザー
80.4円/ｇ
ｇ〕
塩水和物
(外) ユナシン錠３７５ｍｇ〔３７５ｍｇ１錠〕
ファイザー
62.7円/錠 スルタミシリントシル酸
内限
塩水和物
6132 セフェム系抗生物質製剤
(内) ケフラールカプセル２５０ｍｇ〔２５０ｍ
54.7円/カプ セファクロル
共和薬品
(外) ｇ１カプセル〕
セル
(外) バナン錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１錠〕
第一三共
63.7円/錠 セフポドキシムプロキセ
チル
(内) セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ [後] 東和薬品
32.9円/錠 セフポドキシムプロキセ
(外) 「トーワ」〔１００ｍｇ１錠〕
チル
セフゾン細粒小児用１０％〔１００ｍｇ１
(外) ｇ〕
ＬＴＬ
90.1円/ｇ セフジニル
(内) セフジニル細粒小児用１０％「サワイ」〔 [後] 沢井
53.5円/ｇ セフジニル
(外) １００ｍｇ１ｇ〕
(外) セフジニル錠１００ｍｇ「サワイ」〔１０
沢井
30.8円/錠 セフジニル
０ｍｇ１錠〕
59.7円/カプ セフジニル
(外) セフゾンカプセル１００ｍｇ〔１００ｍｇ
ＬＴＬ
１カプセル〕
セル
メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ
ＭｅｉｊｉＳｅｉ
(外) １錠〕
46円/錠 セフジトレンピボキシル
ｋａ
(内) セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「サ
沢井
30.4円/錠 セフジトレンピボキシル
(外) ワイ」〔１００ｍｇ１錠〕
(外) フロモックス小児用細粒１００ｍｇ〔１０
塩野義
135.5円/ｇ セフカペンピボキシル塩
０ｍｇ１ｇ〕
酸塩水和物
セフカペンピボキシル塩
(外) フロモックス錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１
塩野義
43.9円/錠
錠〕
酸塩水和物
(内) セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ [後] 日医工ファーマ
セフカペンピボキシル塩
26.2円/錠
(外) 「日医工」〔１００ｍｇ１錠〕
酸塩水和物
6135 ホスホマイシン製剤
(内) ホスミシン錠５００〔５００ｍｇ１錠〕
ＭｅｉｊｉＳｅｉ
64.1円/錠 ホスホマイシンカルシウ
(外)
ｋａ
ム水和物
(外)

発行日 2020年08月06日
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

ホスミシンドライシロップ４００〔４００
ｍｇ１ｇ〕
6139i その他

ＭｅｉｊｉＳｅｉ
ｋａ

(外)
(外)

ファロム錠１５０ｍｇ〔１５０ｍｇ１錠〕

マルホ

(内)
(外)

ファロム錠２００ｍｇ〔２００ｍｇ１錠〕

マルホ

薬価 一般名
86.2円/ｇ ホスホマイシンカルシウ
ム水和物
ファロペネムナトリウム
水和物
87.9円/錠 ファロペネムナトリウム
水和物
ファロペネムナトリウム
120.1円/ｇ
水和物
66.9円/錠

ファロムドライシロップ小児用１０％〔１
マルホ
００ｍｇ１ｇ〕
6139J 配合剤
(内) オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ〔（３７
ＧＳＫ
45.7円/錠 アモキシシリン水和物
(外) ５ｍｇ）１錠〕
クラブラン酸カリウム
614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
6141 エリスロマイシン製剤
(内) エリスロシン錠２００ｍｇ〔２００ｍｇ１
マイランＥＰＤ
13.4円/錠 エリスロマイシンステア
(外) 錠〕
リン酸塩
6149i その他
(外) ルリッド錠１５０〔１５０ｍｇ１錠〕
サノフィ
47.7円/錠 ロキシスロマイシン
クラリシッド錠５０ｍｇ小児用〔５０ｍｇ
(外) １錠〕
マイランＥＰＤ
41.1円/錠 クラリスロマイシン
(内) クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「タナベ [後] ニプロＥＳ
26.4円/錠 クラリスロマイシン
(外) 」〔２００ｍｇ１錠〕
(外) ジスロマック細粒小児用１０％〔１００ｍ
ファイザー
233.1円/ｇ アジスロマイシン水和物
ｇ１ｇ〕
(内) ジスロマックＳＲ成人用ドライシロップ２
ファイザー
1981円/瓶 アジスロマイシン水和物
(外) ｇ〔２ｇ１瓶〕
615 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
6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
(外) ビブラマイシン錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠
ファイザー
12.5円/錠 ドキシサイクリン塩酸塩
〕
水和物
ミノマイシンカプセル１００ｍｇ〔１００
40.2円/カプ
(外) ｍｇ１カプセル〕
ファイザー
セル ミノサイクリン塩酸塩
(内) ミノサイクリン塩酸塩カプセル１００ｍｇ [後] 日医工ファーマ
23.7円/カプ ミノサイクリン塩酸塩
(外) 「日医工」〔１００ｍｇ１カプセル〕
セル
616 主として抗酸菌に作用するもの
6164 リファンピシン製剤
(内) リファジンカプセル１５０ｍｇ〔１５０ｍ
24.5円/カプ リファンピシン
第一三共
(外) ｇ１カプセル〕
セル
617 主としてカビに作用するもの
6173 アムホテリシンＢ製剤
(内) ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ〔
ＢＭＳ
54.6円/ｍＬ アムホテリシンB
(外) １００ｍｇ１ｍＬ〕
6179i その他
(内) ボリコナゾール錠５０ｍｇ「日医工」〔５ [後] 日医工
301.4円/錠 ボリコナゾール
(外) ０ｍｇ１錠〕
(外) ブイフェンド錠２００ｍｇ〔２００ｍｇ１
ファイザー
2393.7円/錠 ボリコナゾール
錠〕
(内) ボリコナゾール錠２００ｍｇ「日医工」〔 [後] 日医工
954.9円/錠 ボリコナゾール
(外) ２００ｍｇ１錠〕
619 その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む）
6199i その他
430.1円/シー アモキシシリン水和物
(外) ラベキュアパック４００〔１シート〕
エーザイ
ト クラリスロマイシン …
350.3円/シー
アモキシシリン水和物
(外) ラベファインパック〔１シート〕
エーザイ
ト メトロニダゾール ラ…
657.3円/シー アモキシシリン水和物
(外) ボノサップパック４００〔１シート〕
武田
ト クラリスロマイシン …
593.7円/シー
アモキシシリン水和物
(外) ボノピオンパック〔１シート〕
武田
ト ボノプラザンフマル酸…
― 62 化学療法剤 ―
621 サルファ剤
6219i その他
(外) サラゾピリン錠５００ｍｇ〔５００ｍｇ１
ファイザー
16.5円/錠 サラゾスルファピリジン
錠〕
(内) アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ〔５００
あゆみ製薬
47.6円/錠 サラゾスルファピリジン
(外) ｍｇ１錠〕
(外)
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622 抗結核剤
6222 イソニアジド系製剤
(内) イスコチン錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１錠
(外) 〕
6223 ピラジナミド製剤
(内)
ピラマイド原末〔１ｇ〕
(外)
6225 エタンブトール製剤
(内) エサンブトール錠２５０ｍｇ〔２５０ｍｇ
(外) １錠〕

アルフレッサファ
ーマ

9.8円/錠 イソニアジド

アルフレッサファ
ーマ

30.7円/ｇ ピラジナミド

サンド

15.9円/錠 エタンブトール塩酸塩

624 合成抗菌剤
6241 ピリドンカルボン酸系製剤
(外) ドルコール錠２５０ｍｇ〔２５０ｍｇ１錠
〕
(外) シプロキサン錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１
錠〕

日医工
バイエル

15.4円/錠 ピペミド酸水和物
41円/錠 シプロフロキサシン塩酸
塩水和物

富士フイルム富山
化学

68.4円/錠 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ [後] 日医工
「日医工」〔１５０ｍｇ１錠〕
(外) クラビット錠５００ｍｇ〔５００ｍｇ１錠
第一三共
（レボフロキサシンとして）〕
(内) レボフロキサシンＯＤ錠２５０ｍｇ「トー
[後] 東和薬品
(外) ワ」〔２５０ｍｇ１錠（レボフロキサシン
として）〕
(外) アベロックス錠４００ｍｇ〔４００ｍｇ１
バイエル
錠〕
(内) ジェニナック錠２００ｍｇ〔２００ｍｇ１
富士フイルム富山
(外) 錠〕
化学
グレースビット錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠
(外) 〕
第一三共
6249i その他
(外) ザイボックス錠６００ｍｇ〔６００ｍｇ１
ファイザー
錠〕
(内) リネゾリド錠６００ｍｇ「明治」〔６００ [後] ＭｅｉｊｉＳｅｉ
(外) ｍｇ１錠〕
ｋａ
625 抗ウイルス剤
6250i その他
(内) アシクロビル錠４００ｍｇ「サワイ」〔４ [後] 沢井
(外) ００ｍｇ１錠〕
(外) バルトレックス顆粒５０％〔５０％１ｇ〕
ＧＳＫ
バルトレックス錠５００〔５００ｍｇ１錠
(外) 〕
ＧＳＫ
(内) バラシクロビル錠５００ｍｇ「トーワ」〔 [後] 東和薬品
(外) ５００ｍｇ１錠〕
(外) タミフルカプセル７５〔７５ｍｇ１カプセ
中外
ル〕
(内) オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ [後] 沢井
(外) 」〔７５ｍｇ１カプセル〕
(内) レベトールカプセル２００ｍｇ〔２００ｍ
ＭＳＤ
(外) ｇ１カプセル〕
(外) テノゼット錠３００ｍｇ〔３００ｍｇ１錠
ＧＳＫ
〕
(外) バリキサ錠４５０ｍｇ〔４５０ｍｇ１錠〕
田辺三菱
内限
バラクルード錠０．５ｍｇ〔０．５ｍｇ１
(外) 錠〕
ＢＭＳ
(内) エンテカビル錠０．５ｍｇ「ＥＥ」〔０． [後] シオノ
(外) ５ｍｇ１錠〕
(外) ファムビル錠２５０ｍｇ〔２５０ｍｇ１錠
旭化成ファーマ
〕
(内) グラジナ錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕
ＭＳＤ
(外)
(内) エレルサ錠５０ｍｇ〔５０ｍｇ１錠〕
ＭＳＤ
(外)
(内) ベムリディ錠２５ｍｇ〔２５ｍｇ１錠〕
ギリアド
(外)

32.6円/錠 トスフロキサシントシル
酸塩水和物

(外)

オゼックス錠１５０〔１５０ｍｇ１錠〕

(外)

(外)

ゾフルーザ錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ１錠〕

塩野義

355.1円/錠 レボフロキサシン水和物
65.8円/錠 レボフロキサシン水和物
444.2円/錠 モキシフロキサシン塩酸
塩
215.7円/錠 メシル酸ガレノキサシン
水和物
159.1円/錠 シタフロキサシン水和物
9835.9円/錠 リネゾリド
5732.6円/錠 リネゾリド

46.2円/錠 アシクロビル
360.3円/ｇ バラシクロビル塩酸塩
354.2円/錠 バラシクロビル塩酸塩
131.2円/錠 バラシクロビル塩酸塩
267.2円/カプ オセルタミビルリン酸塩
セル
128.1円/カプ オセルタミビルリン酸塩
セル
479.2円/カプ リバビリン
セル
901.1円/錠 テノホビルジソプロキシ
ルフマル酸塩
2502.4円/錠 バルガンシクロビル塩酸
塩
790.5円/錠 エンテカビル水和物
169.5円/錠 エンテカビル水和物
373.9円/錠 ファムシクロビル
9134.3円/錠 グラゾプレビル水和物
25484.3円/錠 エルバスビル
968.4円/錠 テノホビルアラフェナミ
ドフマル酸塩
2438.8円/錠 バロキサビルマルボキシ
ル

6250J 配合剤
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(内)
(外)

ハーボニー配合錠〔１錠〕

ギリアド

(内)

マヴィレット配合錠〔１錠〕

アッヴィ

(内)

エプクルーサ配合錠〔１錠〕

ギリアド

薬価 一般名
55491.7円/錠 ソホスブビル レジパス
ビルアセトン付加物
グレカプレビル水和物
18457.5円/錠
ピブレンタスビル
ソホスブビル ベルパタ
61157.8円/錠
スビル

629 その他の化学療法剤
6290i その他
521.4円/カプ フルコナゾール
(外) ジフルカンカプセル１００ｍｇ〔１００ｍ
ファイザー
ｇ１カプセル〕
セル
(内) フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「アメ [後] 共和薬品
260.7円/カプ フルコナゾール
(外) ル」〔１００ｍｇ１カプセル〕
セル
(外) フロリードゲル経口用２％〔２％１ｇ〕
持田
98.2円/ｇ ミコナゾール
(内) イトリゾールカプセル５０〔５０ｍｇ１カ
262円/カプセ イトラコナゾール
ヤンセン
(外) プセル〕
ル
(内) イトリゾール内用液１％〔１％１ｍＬ〕
ヤンセン
70.4円/ｍＬ イトラコナゾール
(外)
(外) ラミシール錠１２５ｍｇ〔１２５ｍｇ１錠
サンファーマ
159.5円/錠 テルビナフィン塩酸塩
〕
(内) テルビナフィン錠１２５「ＭＥＥＫ」〔１ [後] 小林化工
51.7円/錠 テルビナフィン塩酸塩
(外) ２５ｍｇ１錠〕
(外) サムチレール内用懸濁液１５％〔７５０ｍ
ＧＳＫ
1759.6円/包 アトバコン
内限 ｇ５ｍＬ１包〕
6290J 配合剤
(外) バクタ配合顆粒〔１ｇ〕
シオノギファーマ
78.8円/ｇ スルファメトキサゾール
トリメトプリム
(内) バクトラミン配合錠〔１錠〕
スルファメトキサゾール
太陽ファルマ
17.4円/錠 トリメトプリム
(外)
― 64 寄生動物用薬 ―
641 抗原虫剤
6419i その他
(内) フラジール内服錠２５０ｍｇ〔２５０ｍｇ
シオノギファーマ
36.2円/錠 メトロニダゾール
(外) １錠〕
642 駆虫剤
6429i その他
(内) ストロメクトール錠３ｍｇ〔３ｍｇ１錠〕
ＭＳＤ
671円/錠 イベルメクチン
(外)
7 治療を主目的としない医薬品
― 71 調剤用薬 ―
711 賦形剤
7111 乳糖類
(内) 乳糖水和物（結晶）「ＮｉｋＰ」〔１０ｇ
日医工
1.85円/ｇ 乳糖水和物
(外) 〕
713 溶解剤
7131 精製水類
(内) 精製水「ケンエー」〔１０ｍＬ〕
健栄
0.16円/ｍＬ 精製水
(外)
714 矯味、矯臭、着色剤
7142 シロップ製剤
(内) 単シロップ「ケンエー」〔１０ｍＬ〕
健栄
0.75円/ｍＬ 単シロップ
(外)
― 72 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） ―
721 Ｘ線造影剤
7211 ヨウ素化合物製剤
(内) ガストログラフイン経口・注腸用〔１ｍＬ
バイエル
13.9円/ｍＬ アミドトリゾ酸
〕
7212 バリウム塩製剤
(内) バムスターＳ２００〔２００％１０ｍＬ〕
カイゲンファーマ 2.82円/ｍＬ 硫酸バリウム
バリブライトゾル１８０〔１８０％１０ｍ
(内) Ｌ〕
カイゲンファーマ
3.4円/ｍＬ 硫酸バリウム
(内) バリトゲンＨＤ〔９８．６％１０ｇ〕
伏見
1.44円/ｇ 硫酸バリウム
7213 造影補助剤
炭酸水素ナトリ
(内) バルギン発泡顆粒〔１ｇ〕
[後] カイゲンファーマ
11.8円/ｇ 酒石酸
ウム
(内) マグコロールＰ〔１ｇ〕
堀井
7.7円/ｇ クエン酸マグネシウム
(外)
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729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）
7290i その他
(内) ユービット錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１錠
大塚製薬
2724.3円/錠 尿素（13C）
(外) 〕
ボースデル内用液１０〔１０ｍｇ２５０ｍ
ＭｅｉｊｉＳｅｉ
(内)
1087.9円/袋 塩化マンガン四水和物
Ｌ１袋〕
ｋａ
― 79 その他の治療を主目的としない医薬品 ―
799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
7990i その他
(外) Ｄ−ソルビトール経口液７５％「コーワ」
興和
1.02円/ｍＬ D−ソルビトール
〔７５％１０ｍＬ〕
(内) プロナーゼＭＳ〔２０，０００単位〕
科研
128.7円/単位 プロナーゼ
(内) チャンピックス錠０．５ｍｇ〔０．５ｍｇ
ファイザー
138.9円/錠 バレニクリン酒石酸塩
(外) １錠〕
(内) チャンピックス錠１ｍｇ〔１ｍｇ１錠〕
ファイザー
248.5円/錠 バレニクリン酒石酸塩
(外)
ミンクリア内用散布液０．８％〔２０ｍＬ
(内) １筒〕
日本製薬
858.4円/筒 l−メントール
7990J 配合剤
塩化ナト
(内) ニフプラス配合内用剤〔１袋〕
[後] 大原
561.3円/袋 塩化カリウム
リウム 炭酸水素ナト…
(内) ビジクリア配合錠〔１錠〕
ゼリア
54.5円/錠 リン酸二水素ナトリウム
(外)
一水和物 無水リン酸…
(内) モビプレップ配合内用剤〔１袋〕
ＥＡファーマ
2055.2円/袋 L−アスコルビン酸ナトリ
ウム アスコルビン酸…
8 麻薬
― 81 アルカロイド系麻薬（天然麻薬） ―
811 あへんアルカロイド系麻薬
8113 あへんチンキ及びエキス類製剤
(外) アヘンチンキ １０％〔１０％１ｍＬ〕
武田
198.1円/ｍＬ アヘン
8114 モルヒネ系製剤
(外) モルヒネ塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」〔１
大日本住友
128.1円/錠 モルヒネ塩酸塩水和物
０ｍｇ１錠〕
(内) ＭＳコンチン錠１０ｍｇ〔１０ｍｇ１錠〕
シオノギファーマ
245.6円/錠 モルヒネ硫酸塩水和物
(外)
(外) ＭＳコンチン錠３０ｍｇ〔３０ｍｇ１錠〕
シオノギファーマ
713.5円/錠 モルヒネ硫酸塩水和物
無外
(内) オプソ内服液５ｍｇ〔５ｍｇ２．５ｍＬ１
大日本住友
115.6円/包 モルヒネ塩酸塩水和物
(外) 包〕
オプソ内服液１０ｍｇ〔１０ｍｇ５ｍＬ１
(外) 包〕
大日本住友
213.7円/包 モルヒネ塩酸塩水和物
8115 コデイン系製剤
(内) コデインリン酸塩錠２０ｍｇ「タケダ」〔
武田
79.5円/錠 コデインリン酸塩水和物
(外) ２０ｍｇ１錠〕
8119i その他
(内) オキノーム散５ｍｇ〔５ｍｇ１包〕
シオノギファーマ
114.2円/包 オキシコドン塩酸塩水和
(外)
物
(内) オキノーム散１０ｍｇ〔１０ｍｇ１包〕
シオノギファーマ
226.8円/包 オキシコドン塩酸塩水和
(外)
物
オキシコドン徐放錠５ｍｇ「第一三共」〔
第一三共プロファ
(外) ５ｍｇ１錠〕
[後] ーマ
97円/錠 オキシコドン塩酸塩水和
物
第一三共プロファ
オキシコドン塩酸塩水和
(外) オキシコドン徐放錠２０ｍｇ「第一三共」
[後]
327円/錠
〔２０ｍｇ１錠〕
ーマ
物
オキシコドン塩酸塩水和
(外) オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ〔５ｍｇ１錠
シオノギファーマ
130.4円/錠
〕
物
(内) オキシコドン徐放錠５ｍｇＮＸ「第一三共 [後] 第一三共プロファ
オキシコドン塩酸塩水和
97円/錠
(外) 」〔５ｍｇ１錠〕
ーマ
物
オキシコンチンＴＲ錠２０ｍｇ〔２０ｍｇ
(外) １錠〕
シオノギファーマ
453.3円/錠 オキシコドン塩酸塩水和
物
(内) オキシコドン徐放錠２０ｍｇＮＸ「第一三 [後] 第一三共プロファ
327円/錠 オキシコドン塩酸塩水和
(外) 共」〔２０ｍｇ１錠〕
ーマ
物
第一三共プロファ
(外) ナルサス錠２ｍｇ〔２ｍｇ１錠〕
206.6円/錠 ヒドロモルフォン塩酸塩
ーマ
第一三共プロファ
(外) ナルサス錠６ｍｇ〔６ｍｇ１錠〕
540円/錠 ヒドロモルフォン塩酸塩
ーマ
第一三共プロファ
(外) ナルサス錠１２ｍｇ〔１２ｍｇ１錠〕
990.2円/錠 ヒドロモルフォン塩酸塩
ーマ
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名
―

82 非アルカロイド系麻薬
821 合成麻薬

8219i その他
(内) アブストラル舌下錠１００μｇ〔１００μ
(外) ｇ１錠〕

協和キリン
―

(内)
(外)
(内)
(内)
(内)
(内)
(内)

吸入補助器(ｷｭﾊﾞｰ
ﾙ用)

X
XX
XXX

薬価 一般名
―

560.8円/錠 フェンタニルクエン酸塩

―

沢井

ﾌﾚ
ｰ
ﾊﾞｰ
ｱｯﾌ
ﾟﾙ
(ｱﾐ
ﾉﾚﾊﾞ
ﾝ用)
サノフィ
ﾌﾚ
ｰ
ﾊﾞｰ
ﾌﾙｰ
ﾂMix(ｱﾐﾉﾚ
ﾊﾞﾝ用)
ﾌﾚ
ｰ
ﾊﾞｰ
(ﾗｺ
ｰﾙ
用)ｺｰﾝｽ
ｰﾌﾟ味
ﾌﾚ
ｰ
ﾊﾞｰ
(ﾗｺ
ｰﾙ
用)ﾚﾓﾝｽ
ｶｯｼｭ
味
ﾌﾚ
ｰ
ﾊﾞｰ
ｵﾚﾝ
ｼﾞ
(ｴﾚ
ﾝﾀｰﾙ
･ﾍﾊﾟﾝ
用)
ＥＡファーマ
フレーバー
コーヒー味
７入（アミノレ
(内) バンＥＮ用）
大日本住友
採用区分：(内)=院内採用薬 (外)=院外採用薬 内限=院内患者限定 無外=無くなり次第院外へ 無削=無くなり次第削除 在無=
院内在庫無し
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

注
採用区分 医薬品名〔規格単位〕

射

製造販売会社名

薬価 一般名

1 神経系及び感覚器官用医薬品
― 11 中枢神経系用薬 ―
111 全身麻酔剤
1115 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤
(内) イソゾール注射用０．５ｇ〔５００ｍｇ１
日医工
460円/瓶 チアミラールナトリウム
(外) 瓶（溶解液付）〕
1119i その他
(内) ケタラール静注用５０ｍｇ〔５０ｍｇ５ｍ
第一三共プロファ
292円/管 ケタミン塩酸塩
(外) Ｌ１管〕
ーマ
(内) ドロレプタン注射液２５ｍｇ〔２．５ｍｇ
アルフレッサファ 109円/ｍＬバ ドロペリドール
(外) １ｍＬバイアル〕
ーマ
イアル
(内) プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイ
[後]
丸石
576円/管
プロポフォール
シ」〔２００ｍｇ２０ｍＬ１管〕
(内) １％ディプリバン注−キット ５００ｍｇ
アスペン
1626円/筒 プロポフォール
(外) ５０ｍＬ〔５００ｍｇ５０ｍＬ１筒〕
112 催眠鎮静剤、抗不安剤
1124 ベンゾジアゼピン系製剤
(内) ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」〔１０ｍ
[後] サンド
63円/管 ミダゾラム
ｇ２ｍＬ１管〕
(内) ジアゼパム注射液１０ｍｇ「タイヨー」〔 [後] 武田テバファーマ
59円/管 ジアゼパム
(外) １０ｍｇ１管〕
1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
(内) フェノバール注射液１００ｍｇ〔１０％１
藤永
72円/管 フェノバルビタール
(外) ｍＬ１管〕
1129i その他
(内) プレセデックス静注液２００μｇ「マルイ
丸石
3559円/瓶 デクスメデトミジン塩酸
シ」〔２００μｇ２ｍＬ１瓶〕
塩
113 抗てんかん剤
1132 ヒダントイン系製剤
(内) アレビアチン注２５０ｍｇ〔５％５ｍＬ１
大日本住友
126円/管 フェニトイン
(外) 管〕
114 解熱鎮痛消炎剤
1141 アニリン系製剤
(内) アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ〔１，
テルモ
320円/袋 アセトアミノフェン
０００ｍｇ１００ｍＬ１袋〕
1144 ピラゾロン系製剤
１ｍＬ〔２５％１ｍＬ
無削 メチロン注２５％
第一三共
94円/管 スルピリン
１管〕
1149i その他
(内) ソセゴン注射液１５ｍｇ〔１５ｍｇ１管〕
丸石
61円/管 ペンタゾシン
(外)
(内) レペタン注０．２ｍｇ〔０．２ｍｇ１管〕
大塚製薬
125円/管 ブプレノルフィン塩酸塩
(外)
(内) ロピオン静注５０ｍｇ〔５０ｍｇ５ｍＬ１
科研
215円/管 フルルビプロフェンアキ
(外) 管〕
セチル
1149A 動物製剤
(内) ノイロトロピン注射液３．６単位〔３ｍＬ
日本臓器
161円/管 ワクシニアウイルス接種
(外) １管〕
家兎炎症皮膚抽出液
116 抗パーキンソン剤
1164 レボドパ製剤
内限 ドパストン静注２５ｍｇ〔０．２５％１０
大原
144円/管 レボドパ
無削 ｍＬ１管〕
117 精神神経用剤
1171 クロルプロマジン製剤
(内) コントミン筋注２５ｍｇ〔０．５％５ｍＬ
田辺三菱
94円/管 クロルプロマジン塩酸塩
(外) １管〕
1172 フェノチアジン系製剤
(内) ヒルナミン筋注２５ｍｇ〔２．５％１ｍＬ
共和薬品
57円/管 レボメプロマジン塩酸塩
１管〕
1179i その他
(内) アタラックス−Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ
ファイザー
57円/管 ヒドロキシジン塩酸塩
(外) ）〔２．５％１ｍＬ１管〕
(内) アタラックス−Ｐ注射液（５０ｍｇ／ｍｌ
ファイザー
59円/管 ヒドロキシジン塩酸塩
(外) ）〔５％１ｍＬ１管〕
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

薬価 一般名

(内)
(外)

セレネース注５ｍｇ〔０．５％１ｍＬ１管
大日本住友
91円/管 ハロペリドール
〕
119 その他の中枢神経系用薬
1190 その他
(内) エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「明 [後] ＭｅｉｊｉＳｅｉ 1404円/キッ エダラボン
治」〔３０ｍｇ１００ｍＬ１キット〕
ｋａ
ト
― 12 末梢神経系用薬 ―
121 局所麻酔剤
1214 キシリジン系製剤
(内) キシロカイン注射液「１％」エピレナミン
10.1円/ｍＬ アドレナリン リドカイ
アスペン
(外) （１：１００，０００）含有〔１％１０ｍ
バイアル ン
Ｌバイアル〕
(内)
(外)
(内)
(外)
(内)
(内)
(外)
(内)
(外)
(内)
(内)

キシロカイン注ポリアンプ１％ ５ｍＬ〔
１％５ｍＬ１管〕
キシロカイン注ポリアンプ２％ ５ｍＬ〔
２％５ｍＬ１管〕
カルボカインアンプル注１％ １０ｍＬ〔
１％１０ｍＬ１管〕
マーカイン注脊麻用０．５％高比重〔０．
５％４ｍＬ１管〕
マーカイン注脊麻用０．５％等比重〔０．
５％４ｍＬ１管〕
ポプスカイン０．５％注５０ｍｇ／１０ｍ
Ｌ〔５０ｍｇ１０ｍＬ１管〕
ポプスカイン０．２５％注バッグ２５０ｍ
ｇ／１００ｍＬ〔２５０ｍｇ１００ｍＬ１
袋〕

アスペン

59円/管 塩酸リドカイン

アスペン

76円/管 塩酸リドカイン

日新製薬

105円/管 メピバカイン塩酸塩

アスペン

375円/管 ブピバカイン塩酸塩水和
物

アスペン

375円/管 ブピバカイン塩酸塩水和
物

丸石

494円/管 塩酸レボブピバカイン

丸石

1538円/袋 塩酸レボブピバカイン

122 骨格筋弛緩剤
1224 コリン系製剤
(内) スキサメトニウム注１００「マルイシ」〔
丸石
２％５ｍＬ１管〕
1229i その他
(内) ダントリウム静注用２０ｍｇ〔２０ｍｇ１
オーファンパシフ
(外) 瓶〕
ィック
(内) ボトックス注用５０単位〔５０単位１瓶〕
ＧＳＫ
ボトックス注用１００単位〔１００単位１
(内) 瓶〕
ＧＳＫ
ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．
(内) ０ｍＬ「マルイシ」〔５０ｍｇ５ｍＬ１瓶 [後] 丸石
〕
123 自律神経剤
1232 アセチルコリン系製剤
(内) オビソート注射用０．１ｇ〔１００ｍｇ１
第一三共
(外) 管（溶解液付）〕
1233 ネオスチグミン系製剤
(内) ワゴスチグミン注０．５ｍｇ〔０．０５％
共和薬品
１ｍＬ１管〕
124 鎮けい剤
1242 アトロピン系製剤
(内) ブスコパン注２０ｍｇ〔２％１ｍＬ１管〕
サノフィ
(外)
(内) アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ [後] テルモ
(外) 」〔０．０５％１ｍＬ１筒〕
1244 マグネシウム塩製剤
(内) 静注用マグネゾール２０ｍＬ〔２０ｍＬ１
あすか製薬
(外) 管〕
― 13 感覚器官用薬 ―
131 眼科用剤
1319i その他
(内) ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍ
ノバルティス
ｇ／ｍＬ〔０．５ｍｇ０．０５ｍＬ１筒〕
(内) マキュエイド眼注用４０ｍｇ〔４０ｍｇ１
わかもと
瓶〕
(内) アイリーア硝子体内注射液４０ｍｇ／ｍＬ
バイエル
〔２ｍｇ０．０５ｍＬ１瓶〕
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240円/管 スキサメトニウム塩化物
水和物
9215円/瓶 ダントロレンナトリウム
水和物
38199円/瓶 A型ボツリヌス毒素
68579円/瓶 A型ボツリヌス毒素
385円/瓶 臭化ロクロニウム

371円/管 アセチルコリン塩化物
96円/管 ネオスチグミンメチル硫
酸塩

59円/管 ブチルスコポラミン臭化
物
146円/筒 アトロピン硫酸塩水和物
硫酸マグネシ
395円/管 ブドウ糖
ウム水和物

160698円/筒 ラニビズマブ（遺伝子組
換え）
8209円/瓶 トリアムシノロンアセト
ニド
137292円/瓶 アフリベルセプト（遺伝
子組換え）

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

薬価 一般名

2 個々の器官系用医薬品
― 21 循環器官用薬 ―
211 強心剤
2113 ジギタリス製剤
ジゴシン注０．２５ｍｇ〔０．０２５％１
(内)
太陽ファルマ
ｍＬ１管〕
2115 カフェイン系製剤
(内) ネオフィリン注２５０ｍｇ〔２．５％１０
エーザイ
(外) ｍＬ１管〕
2119i その他
(内) プロタノールＬ注０．２ｍｇ〔０．０２％
興和
(外) １ｍＬ１管〕
(内) イノバン注０．３％シリンジ〔０．３％５
協和キリン
(外) ０ｍＬ１筒〕
(内) ドブポン注０．３％シリンジ〔０．３％５ [後] テルモ
(外) ０ｍＬ１筒〕
212 不整脈用剤
2121 プロカインアミド系製剤
(内) アミサリン注２００ｍｇ〔１０％２ｍＬ１
アルフレッサファ
(外) 管〕
ーマ
2123 β−遮断剤
(内) インデラル注射液２ｍｇ〔０．１％２ｍＬ
アストラゼネカ
(外) １管〕
(内) オノアクト点滴静注用５０ｍｇ〔５０ｍｇ
小野
１瓶〕
2129i その他
(内) ワソラン静注５ｍｇ〔０．２５％２ｍＬ１
エーザイ
(外) 管〕
(内) タンボコール静注５０ｍｇ〔５０ｍｇ５ｍ
エーザイ
(外) Ｌ１管〕
(内) リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 [後] テルモ
(外) 〔２％５ｍＬ１筒〕
(内) アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ
[後] トーアエイヨー
」〔１５０ｍｇ３ｍＬ１管〕
213 利尿剤
2133 抗アルドステロン製剤
(内) カンレノ酸カリウム静注用１００ｍｇ「サ
[後] 沢井
ワイ」〔１００ｍｇ１瓶〕
2134 炭酸脱水酵素阻害剤
(内) ダイアモックス注射用５００ｍｇ〔５００
三和化学
(外) ｍｇ１瓶〕
2139i その他
(内) ラシックス注２０ｍｇ〔２０ｍｇ１管〕
サノフィ
(外)
214 血圧降下剤
2149i その他
(内) ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「ＦＹ」
[後] 富士薬品
〔２ｍｇ２ｍＬ１管〕
(内) ニカルジピン塩酸塩注射液２５ｍｇ「ＦＹ
[後] 富士薬品
」〔２５ｍｇ２５ｍＬ１瓶〕
216 血管収縮剤
2160i その他
(内) ネオシネジンコーワ注１ｍｇ〔０．１％１
興和
(外) ｍＬ１管〕
217 血管拡張剤
2171 冠血管拡張剤
ニトログリセリン静注２５ｍｇ／５０ｍＬ
(内) シリンジ「ＴＥ」〔２５ｍｇ５０ｍＬ１筒 [後] トーアエイヨー
〕
(内) ニトロール注５ｍｇ〔０．０５％１０ｍＬ
エーザイ
(外) １管〕
(内) ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワ [後] 沢井
(外) イ」〔５０ｍｇ１瓶〕
(内) ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「サワイ
[後] 沢井
」〔１２ｍｇ１瓶〕
2179i その他
(内) ハンプ注射用１０００〔１，０００μｇ１
第一三共
(外) 瓶〕
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141円/管 ジゴキシン
94円/管 アミノフィリン水和物
213円/管 l−イソプレナリン塩酸塩
1002円/筒 ドパミン塩酸塩
634円/筒 ドブタミン塩酸塩

94円/管 プロカインアミド塩酸塩
83円/管 プロプラノロール塩酸塩
4730円/瓶 ランジオロール塩酸塩
243円/管 ベラパミル塩酸塩
369円/管 フレカイニド酢酸塩
148円/筒 リドカイン
1177円/管 アミオダロン塩酸塩

125円/瓶 カンレノ酸カリウム
562円/瓶 アセタゾラミドナトリウ
ム
62円/管 フロセミド

94円/管 ニカルジピン塩酸塩
429円/瓶 ニカルジピン塩酸塩

59円/管 フェニレフリン塩酸塩

1316円/筒 ニトログリセリン
205円/管 硝酸イソソルビド
352円/瓶 ジルチアゼム塩酸塩
479円/瓶 ニコランジル
1785円/瓶 カルペリチド（遺伝子組
換え）
採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

薬価 一般名

219 その他の循環器官用薬
2190i その他
２０％マンニットール注射液「ＹＤ」〔２
(内)
陽進堂
454円/瓶 D−マンニトール
０％３００ｍＬ１瓶〕
アルプロスタジル注１０μｇ「サワイ」〔
(内)
[後] 沢井
1135円/管 アルプロスタジル
１０μｇ２ｍＬ１管〕
2190J 配合剤
(内) グリマッケン注 ２００ｍＬ〔２００ｍＬ
[後] マイラン
203円/瓶 果糖 濃グリセリン
(外) １瓶〕
― 22 呼吸器官用薬 ―
221 呼吸促進剤
2219i その他
(内) ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第一三
第一三共
921円/管 ナロキソン塩酸塩
(外) 共」〔０．２ｍｇ１ｍＬ１管〕
(内) フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「Ｆ」〔０
[後] 富士製薬
1307円/管 フルマゼニル
．５ｍｇ５ｍＬ１管〕
222 鎮咳剤
2221 エフェドリン及びマオウ製剤
(内) ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ〔
日医工
94円/管 エフェドリン塩酸塩
(外) ４％１ｍＬ１管〕
223 去たん剤
2234 ブロムヘキシン製剤
(内) ブロムヘキシン塩酸塩注射液４ｍｇ「タイ [後] 武田テバファーマ
57円/管 ブロムヘキシン塩酸塩
(外) ヨー」〔０．２％２ｍＬ１管〕
229 その他の呼吸器官用薬
2290i その他
(内) ファセンラ皮下注３０ｍｇシリンジ〔３０
アストラゼネカ
358045円/筒 ベンラリズマブ（遺伝子
ｍｇ１ｍＬ１筒〕
組換え）
― 23 消化器官用薬 ―
232 消化性潰瘍用剤
2325 Ｈ２遮断剤
(内) ファモチジン静注２０ｍｇ「日新」〔２０
[後] 日新製薬
97円/管 ファモチジン
ｍｇ２０ｍＬ１管〕
2329i その他
(内) オメプラゾール注用２０ｍｇ「ＮＰ」〔２
[後] ニプロ
228円/瓶 オメプラゾールナトリウ
０ｍｇ１瓶〕
ム
239 その他の消化器官用薬
2391 鎮吐剤
(内) グラニセトロン静注液１ｍｇ「サワイ」〔
[後] メディサ
803円/管 グラニセトロン塩酸塩
１ｍｇ１ｍＬ１管〕
(内) アロキシ静注０．７５ｍｇ〔０．７５ｍｇ
大鵬薬品
14937円/瓶 パロノセトロン塩酸塩
(外) ５ｍＬ１瓶〕
2399i その他
(内) 塩酸メトクロプラミド注射液１０ｍｇ「タ
[後] 高田
57円/管 塩酸メトクロプラミド
カタ」〔０．５％２ｍＬ１管〕
(内) レミケード点滴静注用１００〔１００ｍｇ
田辺三菱
75009円/瓶 インフリキシマブ（遺伝
(外) １瓶〕
子組換え）
(内) インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍ [後] 日本化薬
43229円/瓶 インフリキシマブ（遺伝
(外) ｇ「ＮＫ」〔１００ｍｇ１瓶〕
子組換え）
エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ〔３０
(内) ０ｍｇ１瓶〕
武田
279573円/瓶 ベドリズマブ（遺伝子組
換え）
― 24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） ―
241 脳下垂体ホルモン剤
2411 ＡＣＴＨ製剤
(内) コートロシン注射用０．２５ｍｇ〔０．２
第一三共
1363円/管 テトラコサクチド酢酸塩
(外) ５ｍｇ１管〕
2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
(内) ヒューマトロープ注射用６ｍｇ〔６ｍｇ１
リリー
37123円/筒 ソマトロピン（遺伝子組
(外) 筒（溶解液付）〕
換え）
2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤
(内) ピトレシン注射液２０〔２０単位１管〕
第一三共
658円/管 バソプレシン
(外)
243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
2439i その他
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採用区分 医薬品名〔規格単位〕
(内)
(外)
(内)

フォルテオ皮下注キット６００μｇ〔６０
０μｇ１キット〕
テリボン皮下注用５６．５μｇ （溶解液
付）〔５６．５μｇ１瓶（溶解液付）〕

製造販売会社名
リリー
旭化成ファーマ

薬価 一般名
36555円/キッ テリパラチド（遺伝子組
ト 換え）
10998円/瓶 テリパラチド酢酸塩

245 副腎ホルモン剤
2451 エピネフリン製剤
(内)
ボスミン注１ｍｇ〔０．１％１ｍＬ１管〕
(外)
(内) ノルアドリナリン注１ｍｇ〔０．１％１ｍ
(外) Ｌ１管〕
(内) アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ
(外) 」〔０．１％１ｍＬ１筒〕
(外) エピペン注射液０．３ｍｇ〔０．３ｍｇ１
筒〕
2452 コルチゾン系製剤
(内) サクシゾン注射用１００ｍｇ〔１００ｍｇ
１瓶（溶解液付）〕
(内) サクシゾン注射用３００ｍｇ〔３００ｍｇ
１瓶（溶解液付）〕
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
(内) ケナコルト−Ａ筋注用関節腔内用水懸注４
(外) ０ｍｇ／１ｍＬ〔４０ｍｇ１瓶〕
(内) リノロサール注射液２ｍｇ（０．４％）〔
２ｍｇ１管〕
(内) デキサート注射液３．３ｍｇ〔３．３ｍｇ
(外) １ｍＬ１管〕
2456 プレドニゾロン系製剤
(内) ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ〔１２
５ｍｇ１瓶（溶解液付）〕
(内) ソル・メドロール静注用５００ｍｇ〔５０
０ｍｇ１瓶（溶解液付）〕
(内) 水溶性プレドニン１０ｍｇ〔１０ｍｇ１管
(外) 〕
(内) 水溶性プレドニン２０ｍｇ〔２０ｍｇ１管
(外) 〕

第一三共

94円/管 アドレナリン

アルフレッサファ
ーマ

94円/管 ノルアドレナリン

[後] テルモ
マイランＥＰＤ

151円/筒 アドレナリン
10478円/筒 アドレナリン

[後] 武田テバ薬品

300円/瓶 ヒドロコルチゾンコハク
酸エステルナトリウム

[後] 武田テバ薬品

903円/瓶 ヒドロコルチゾンコハク
酸エステルナトリウム

ＢＭＳ

815円/瓶 トリアムシノロンアセト
ニド

[後] わかもと

61円/管 ベタメタゾンリン酸エス
テルナトリウム

[後] 富士製薬

87円/管 デキサメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

ファイザー

725円/瓶 メチルプレドニゾロンコ
ハク酸エステルナトリ…

ファイザー

2174円/瓶 メチルプレドニゾロンコ
ハク酸エステルナトリ…

シオノギファーマ

108円/管 プレドニゾロンコハク酸
エステルナトリウム

シオノギファーマ

189円/管 プレドニゾロンコハク酸
エステルナトリウム

246 男性ホルモン剤
2461 テストステロン製剤
(内) テスチノンデポー筋注用１２５ｍｇ〔１２
持田
644円/管 テストステロンエナント
(外) ５ｍｇ１ｍＬ１管〕
酸エステル
249 その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）
2492 すい臓ホルモン剤
(内) ノボリンＲ注１００単位／ｍＬ〔１００単
311円/ｍＬバ インスリンヒト（遺伝子
ノボ
(外) 位１ｍＬバイアル〕
イアル 組換え）
ノボリンＮ注フレックスペン〔３００単位
1853円/キッ
インスリンヒト（遺伝子
(外) １キット〕
ノボ
ト 組換え）
(内) イノレット３０Ｒ注〔３００単位１キット
1797円/キッ インスリンヒト（遺伝子
ノボ
(外) 〕
ト 組換え）
(内) ノボリン３０Ｒ注フレックスペン〔３００
1866円/キッ
インスリンヒト（遺伝子
ノボ
(外) 単位１キット〕
ト 組換え）
1791円/キッ インスリンヒト（遺伝子
(外) ノボリンＲ注フレックスペン〔３００単位
ノボ
１キット〕
ト 組換え）
(内) ヒューマログ注１００単位／ｍＬ〔１００
277円/ｍＬバ
インスリンリスプロ（遺
リリー
(外) 単位１ｍＬバイアル〕
イアル 伝子組換え）
(内) ヒューマログ注ミリオペン〔３００単位１
1400円/キッ インスリンリスプロ（遺
リリー
(外) キット〕
ト 伝子組換え）
(内) ヒューマログミックス２５注ミリオペン〔
1436円/キッ インスリンリスプロ（遺
リリー
(外) ３００単位１キット〕
ト 伝子組換え）
(内) ヒューマログミックス５０注ミリオペン〔
1418円/キッ インスリンリスプロ（遺
リリー
(外) ３００単位１キット〕
ト 伝子組換え）
ヒューマログ注ミリオペンＨＤ〔３００単
1400円/キッ
インスリンリスプロ（遺
(外) 位１キット〕
リリー
ト 伝子組換え）
1885円/キッ インスリンアスパルト（
(外) ノボラピッド注フレックスペン〔３００単
ノボ
位１キット〕
ト 遺伝子組換え）
ノボラピッド３０ミックス注フレックスペ
1902円/キッ
インスリンアスパルト（
(外) ン〔３００単位１キット〕
ノボ
ト 遺伝子組換え）
(内) ノボラピッド注イノレット〔３００単位１
1846円/キッ インスリンアスパルト（
ノボ
(外) キット〕
ト 遺伝子組換え）
ノボラピッド注フレックスタッチ〔３００
1888円/キッ
インスリンアスパルト（
(外) 単位１キット〕
ノボ
ト 遺伝子組換え）
(内) ランタス注１００単位／ｍＬ〔１００単位
352円/ｍＬバ インスリングラルギン（
サノフィ
(外) １ｍＬバイアル〕
イアル 遺伝子組換え）

発行日 2020年08月06日

【41】

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

ランタス注ソロスター〔３００単位１キッ
ト〕
(内) ランタスＸＲ注ソロスター〔４５０単位１
(外) キット〕
レベミル注フレックスペン〔３００単位１
(外)
キット〕
(内) レベミル注イノレット〔３００単位１キッ
(外) ト〕
アピドラ注ソロスター〔３００単位１キッ
(外) ト〕
(内) トレシーバ注フレックスタッチ〔３００単
(外) 位１キット〕
(内) インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン
(外) 「リリー」〔３００単位１キット〕
(外) ライゾデグ配合注フレックスタッチ〔３０
内限 ０単位１キット〕
2499i その他
(内) ジノプロスト注射液１０００μｇ「Ｆ」〔
１ｍｇ１ｍＬ１管〕
(内) オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「
サンド」〔１００μｇ１ｍＬ１管〕
(内) サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット３０ｍ
ｇ〔３０ｍｇ１キット（溶解液付）〕
(内) ゾラデックス３．６ｍｇデポ〔３．６ｍｇ
(外) １筒（ゴセレリンとして）〕
(内) ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ〔１０
(外) ．８ｍｇ１筒（ゴセレリンとして）〕
(内) リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．
７５ｍｇ「ＮＰ」〔３．７５ｍｇ１筒〕
(内) リュープリン注射用キット３．７５ｍｇ〔
３．７５ｍｇ１筒〕
(内) リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５
ｍｇ〔１１．２５ｍｇ１筒〕
内限 リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５
ｍｇ〔２２．５ｍｇ１筒〕
(内) ビクトーザ皮下注１８ｍｇ〔１８ｍｇ３ｍ
(外) Ｌ１キット〕
(外) バイエッタ皮下注１０μｇペン３００〔３
００μｇ１キット（１０μｇ）〕
（溶解液付
(内) ゴナックス皮下注用８０ｍｇ
）〔８０ｍｇ１瓶（溶解液付）〕
（溶解液
(内) ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ
付）〔１２０ｍｇ１瓶（溶解液付）〕
(外) リキスミア皮下注３００μｇ〔３００μｇ
３ｍＬ１キット〕
(内) トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス
(外) 〔０．７５ｍｇ０．５ｍＬ１キット〕

サノフィ

(外)

サノフィ
ノボ
ノボ
サノフィ
ノボ
[後] リリー
ノボ
[後] 富士製薬
[後] サンド
ノバルティス

薬価 一般名
1825円/キッ インスリングラルギン（
ト 遺伝子組換え）
2787円/キッ インスリングラルギン（
ト 遺伝子組換え）
2423円/キッ インスリンデテミル（遺
ト 伝子組換え）
2271円/キッ インスリンデテミル（遺
ト 伝子組換え）
2062円/キッ インスリングルリジン（
ト 遺伝子組換え）
2438円/キッ インスリンデグルデク（
ト 遺伝子組換え）
1399円/キッ インスリングラルギン（
ト 遺伝子組換え）
2158円/キッ インスリンアスパルト（
ト 遺伝子組換え） イン…
253円/管 ジノプロスト
1105円/管 オクトレオチド酢酸塩
232624円/キ オクトレオチド酢酸塩
ット

アストラゼネカ

30872円/筒 ゴセレリン酢酸塩

アストラゼネカ

53668円/筒 ゴセレリン酢酸塩

[後] ニプロ

21901円/筒 リュープロレリン酢酸塩

武田

32288円/筒 リュープロレリン酢酸塩

武田

57105円/筒 リュープロレリン酢酸塩

武田

88144円/筒 リュープロレリン酢酸塩

ノボ
アストラゼネカ

10396円/キッ リラグルチド（遺伝子組
ト 換え）
10026円/キッ エキセナチド
ト

アステラス

22586円/瓶 デガレリクス酢酸塩

アステラス

27762円/瓶 デガレリクス酢酸塩

サノフィ
リリー

6481円/キッ リキシセナチド
ト
3396円/キッ デュラグルチド（遺伝子
ト 組換え）

3 代謝性医薬品
― 31 ビタミン剤 ―
312 ビタミンＢ１剤
3122 ビタミンＢ１誘導体製剤
(内) フルスルチアミン静注５０ｍｇ「トーワ」
[後] 東和薬品
57円/管 フルスルチアミン塩酸塩
〔５０ｍｇ２０ｍＬ１管〕
313 ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く）
3133 パントテン酸系製剤
(内) パントール注射液５００ｍｇ〔５００ｍｇ
トーアエイヨー
57円/管 パンテノール
(外) １管〕
3136 ビタミンＢ１２剤
(内) メコバラミン注５００μｇ「ＮＰ」〔０． [後] ニプロ
57円/管 メコバラミン
(外) ５ｍｇ１管〕
314 ビタミンＣ剤
3140i ビタミンＣ製剤
(内) ビタミンＣ注「フソー」−５００ｍｇ〔５
扶桑
84円/管 アスコルビン酸
(外) ００ｍｇ１管〕
316 ビタミンＫ剤
3160 ビタミンＫ製剤
(内) ケイツーＮ静注１０ｍｇ〔１０ｍｇ１管〕
エーザイ
75円/管 メナテトレノン
(外)
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採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

薬価 一般名

317 混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く）
3179K ＶＢ１・ＶＢ６・ＶＢ１２複合剤（ＶＢ２配合を含む）
(内)
シアノコバラミン チア
ビタメジン静注用〔１瓶〕
第一三共
114円/瓶
(外)
ミンジスルフィド ピ…
3179N 総合ビタミン剤
(内)
高カロリー輸液用総合ビ
ダイメジン・マルチ注〔１瓶〕
[後] 日医工ファーマ
196円/瓶
(外)
タミン（13）−3
― 32 滋養強壮薬 ―
321 カルシウム剤
3213 グルコン酸カルシウム製剤
(内) カルチコール注射液８．５％１０ｍＬ〔８
日医工
71円/管 グルコン酸カルシウム水
(外) ．５％１０ｍＬ１管〕
和物
322 無機質製剤
3222 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む）
(内) フェジン静注４０ｍｇ〔４０ｍｇ２ｍＬ１
日医工
60円/管 含糖酸化鉄
(外) 管〕
3229i その他
(内) アスパラカリウム注１０ｍＥｑ〔１７．１
ニプロＥＳ
60円/管 L−アスパラギン酸カリウ
(外) ２％１０ｍＬ１管〕
ム
3229K 微量元素配合剤
(内) エレジェクト注シリンジ〔２ｍＬ１筒〕 [後] テルモ
塩化マ
175円/筒 ヨウ化カリウム
(外)
ンガン 塩化第二鉄 …
323 糖類剤
3231 ブドウ糖製剤
(内) 大塚糖液５％ ２０ｍＬ〔５％２０ｍＬ１
大塚工場
66円/管 ブドウ糖
(外) 管〕
(内) 大塚糖液５％ １００ｍＬ〔５％１００ｍ
大塚工場
127円/瓶 ブドウ糖
(外) Ｌ１瓶〕
(内) 大塚糖液２０％〔２０％２０ｍＬ１管〕
大塚工場
67円/管 ブドウ糖
(外)
(内) ブドウ糖注５０％ＰＬ「フソー」〔５０％
扶桑
99円/管 ブドウ糖
(外) ２０ｍＬ１管〕
(内) 大塚糖液５０％ ２００ｍＬ〔５０％２０
大塚工場
256円/袋 ブドウ糖
(外) ０ｍＬ１袋〕
(内) 大塚糖液５％ ２５０ｍＬ〔５％２５０ｍ
大塚工場
177円/袋 ブドウ糖
(外) Ｌ１袋〕
(内) 大塚糖液５％ ５００ｍＬ〔５％５００ｍ
大塚工場
177円/袋 ブドウ糖
(外) Ｌ１袋〕
3239T その他の配合剤
５００ｍＬ〔５０
内限 ハイカリックＲＦ輸液
テルモ
422円/袋 グルコン酸カルシウム水
０ｍＬ１袋〕
和物 ブドウ糖 塩化…
325 たん白アミノ酸製剤
3253 混合アミノ酸製剤
(内) テルフィス点滴静注 ５００ｍＬ〔５００ [後] テルモ
644円/袋 総合アミノ酸製剤（15）
(外) ｍＬ１袋〕
(内) キドミン輸液 ２００ｍＬ〔２００ｍＬ１
大塚工場
450円/袋 腎不全用アミノ酸製剤（1
(外) 袋〕
7）−1
3259T その他の配合剤
５００ｍＬ〔５００ｍＬ
(内) パレプラス輸液
エイワイファーマ 432円/キット アミノ酸・糖・電解質・
１キット〕
ビタミン（34）
(内) エルネオパＮＦ１号輸液 １０００ｍＬ〔
1246円/キッ
アミノ酸・糖・電解質・
大塚工場
(外) １０００ｍＬ１キット〕
ト ビタミン・微量元素（…
(内) エルネオパＮＦ１号輸液 １５００ｍＬ〔
1587円/キッ アミノ酸・糖・電解質・
大塚工場
(外) １５００ｍＬ１キット〕
ト ビタミン・微量元素（…
(内) エルネオパＮＦ２号輸液 １０００ｍＬ〔
1340円/キッ
アミノ酸・糖・電解質・
大塚工場
(外) １０００ｍＬ１キット〕
ト ビタミン・微量元素（…
(内) エルネオパＮＦ２号輸液 １５００ｍＬ〔
1700円/キッ アミノ酸・糖・電解質・
大塚工場
(外) １５００ｍＬ１キット〕
ト ビタミン・微量元素（…
326 臓器製剤
3262 肝臓製剤
(内) アデラビン９号注２ｍＬ〔２ｍＬ１管〕
マイラン
247円/管 フラビンアデニンジヌク
レオチドナトリウム …
329 その他の滋養強壮薬
3299J 配合剤
(内) イントラリポス輸液１０％〔２５０ｍＬ１
大塚工場
1058円/袋 ダイズ油
(外) 袋〕
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名
―

3311 生理食塩液類
(内)
生食液ＮＳ
(外)

５ｍＬ〔５ｍＬ１管〕

33 血液・体液用薬
331 血液代用剤

薬価 一般名
―

日新製薬

(内)
生理食塩液 ２０ｍＬ〔２０ｍＬ１管〕
(外)
3311 生理食塩液類
(内) 大塚生食注 ２０ｍＬ〔２０ｍＬ１管〕
大塚工場
(外)
(内) 大塚生食注 １００ｍＬ〔１００ｍＬ１瓶
大塚工場
(外) 〕
(内) 大塚生食注 ５００ｍＬ〔５００ｍＬ１瓶
大塚工場
(外) 〕
(内) 大塚生食注 １Ｌ〔１Ｌ１瓶〕
大塚工場
(外)
(内) テルモ生食 ５００ｍＬ〔５００ｍＬ１袋
テルモ
(外) 〕
(内) テルモ生食 １Ｌ〔１Ｌ１袋〕
テルモ
(外)
５０ｍＬ〔５０ｍ
(内) 生理食塩液「ヒカリ」
光
Ｌ１瓶〕
(内) テルモ生食 ２５０ｍＬ〔２５０ｍＬ１袋
テルモ
(外) 〕
(内) 生理食塩液ＰＬ「フソー」 ２Ｌ〔２Ｌ１
扶桑
(外) 袋〕
生食溶解液キットＨ
１００ｍＬ〔１００
(内) ｍＬ１キット〕
[後] ニプロ
3319i その他
(内) ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」〔１ [後] テルモ
(外) モル２０ｍＬ１キット〕
(内) 塩化Ｎａ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ〔１モル２
大塚工場
(外) ０ｍＬ１管〕
(内) リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ〔
大塚工場
０．５モル２０ｍＬ１管〕
(内)

ボルベン輸液６％〔６％５００ｍＬ１袋〕

3319J 塩化ナトリウム・ブドウ糖剤
(内) ソルデム１輸液 ５００ｍＬ〔５００ｍＬ
(外) １袋〕
(内) ソルデム１輸液 ２００ｍＬ〔２００ｍＬ
(外) １袋〕
3319L 乳酸ナトリウム・無機塩類・糖類剤
(内) ソルデム３Ａ輸液 ５００ｍＬ〔５００ｍ
(外) Ｌ１袋〕
(内) ソルデム３Ａ輸液 ２００ｍＬ〔２００ｍ
(外) Ｌ１袋〕
3319M リンゲル製剤
(内) ラクテックＧ輸液 ５００ｍＬ〔５００ｍ
(外) Ｌ１袋〕
(内) ハルトマンＤ液「小林」〔５００ｍＬ１瓶
(外) 〕
(内) ソリューゲンＦ注 ５００ｍＬ〔５００ｍ
(外) Ｌ１瓶〕
3319T その他の配合剤
(内) フィジオ３５輸液 ５００ｍＬ〔５００ｍ
(外) Ｌ１袋〕
3319M リンゲル製剤
(内) フィジオ１４０輸液 ５００ｍＬ〔５００
(外) ｍＬ１袋〕
(内) ビカーボン輸液〔５００ｍＬ１袋〕
(外)

62円/管 生理食塩液
62円/管 生理食塩液
62円/管 生理食塩液
130円/瓶 生理食塩液
182円/瓶 生理食塩液
237円/瓶 生理食塩液
182円/袋 生理食塩液
237円/袋 生理食塩液
124円/瓶 生理食塩液
159円/袋 生理食塩液
416円/袋 生理食塩液
143円/キット 塩化ナトリウム
168円/キット 塩化カリウム
75円/管 塩化ナトリウム
125円/管 リン酸水素ナトリウム水
和物 リン酸二水素ナ…

フレゼニウスＫ

936円/袋 ヒドロキシエチルデンプ
ン130000

テルモ

塩化ナトリウ
155円/袋 ブドウ糖
ム 乳酸ナトリウム

テルモ

塩化ナトリウ
124円/袋 ブドウ糖
ム 乳酸ナトリウム

テルモ
テルモ

塩化カリウム
155円/袋 ブドウ糖
塩化ナトリウム 乳…
塩化カリウム
155円/袋 ブドウ糖
塩化ナトリウム 乳…

大塚工場

塩化カ
193円/袋 D−ソルビトール
リウム 塩化カルシウ…

共和クリティケア

塩化カリウム
160円/瓶 ブドウ糖
塩化カルシウム水和…

共和クリティケア

塩化カル
176円/瓶 塩化カリウム
シウム水和物 塩化ナ…

大塚工場

171円/袋 維持液（7）

大塚工場

168円/袋 酢酸リンゲル液（ブドウ
糖加）（7）

エイワイファーマ

203円/袋 クエン酸ナトリウム水和
物 塩化カリウム 塩…

332 止血剤
3321 カルバゾクロム系製剤
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注
(内) 液１００ｍｇ「日医工」〔０．５％２０ｍ [後] 日医工
Ｌ１管〕
3327 抗プラスミン剤
(内) トラネキサム酸注１０００ｍｇ／１０ｍＬ
[後] 日新製薬
「日新」〔１０％１０ｍＬ１管〕
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57円/管 カルバゾクロムスルホン
酸ナトリウム水和物
69円/管 トラネキサム酸

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕
3329i その他
プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ
(内)
」〔１％１０ｍＬバイアル〕
(内) オルダミン注射用１ｇ〔１０％１０ｇ１瓶
(外) 〕
(内) エトキシスクレロール１％注射液〔１％３
(外) ０ｍＬ１瓶〕

製造販売会社名
持田
富士化学
カイゲンファーマ

薬価 一般名
68.3円/ｍＬ
プロタミン硫酸塩
バイアル
モノエタノールアミンオ
17778円/瓶
レイン酸塩
17341円/瓶 ポリドカノール

333 血液凝固阻止剤
3334 ヘパリン製剤
(内) ヘパリンＣａ皮下注２万単位／０．８ｍＬ
[後] 沢井
「サワイ」〔２０，０００単位１瓶〕
ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．
(内) ２ｍＬシリンジ「モチダ」〔５，０００単 [後] 持田
位０．２ｍＬ１筒〕
(内) ヘパリンＮａ注５千単位／５ｍＬ「モチダ
持田
」〔５，０００単位５ｍＬ１瓶〕
(内) ヘパフラッシュ１００単位／ｍＬシリンジ
テルモ
(外) ５ｍＬ〔５００単位５ｍＬ１筒〕
ダルテパリンＮａ静注５０００単位／５ｍ
(内) Ｌ「日医工」〔５，０００低分子ヘパリン [後] 日医工
国際単位１瓶〕
(内) クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ〔２
サノフィ
(外) ，０００低分子ヘパリン国際単位０．２ｍ
Ｌ１筒〕

577円/瓶 ヘパリンカルシウム
319円/筒 ヘパリンカルシウム
170円/瓶 ヘパリンナトリウム
107円/筒 ヘパリンナトリウム
519円/瓶 ダルテパリンナトリウム
985円/筒 エノキサパリンナトリウ
ム

3339i その他
(内) リコモジュリン点滴静注用１２８００〔１
旭化成ファーマ
39978円/瓶 トロンボモデュリンアル
(外) ２，８００単位１瓶〕
ファ（遺伝子組換え）
339 その他の血液・体液用薬
3399i その他
(内) ノイトロジン注１００μｇ〔１００μｇ１
中外
6711円/瓶 レノグラスチム（遺伝子
(外) 瓶（溶解液付）〕
組換え）
フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ
(内) 「ＮＫ」〔７５μｇ０．３ｍＬ１筒〕
[後] 日本化薬
3386円/筒 フィルグラスチム（遺伝
子組換え）
フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリン
(内) ジ「ＮＫ」〔３００μｇ０．７ｍＬ１筒〕 [後] 日本化薬
8609円/筒 フィルグラスチム（遺伝
子組換え）
ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ〔３．６ｍｇ
(内) ０．３６ｍＬ１筒〕
協和キリン
108635円/筒 ペグフィルグラスチム（
遺伝子組換え）
プリズバインド静注液２．５ｇ〔２．５ｇ
(内) ５０ｍＬ１瓶〕
日本ベーリンガー 203626円/瓶 イダルシズマブ（遺伝子
組換え）
― 34 人工透析用薬 ―
341 人工腎臓透析用剤
3410J 配合剤
(内) サブパック血液ろ過用補充液−Ｂｉ ２０ [後] ニプロ
塩化カリウム
789円/キット ブドウ糖
(外) ２０ｍＬ〔２０２０ｍＬ１キット〕
塩化カルシウム水和…
342 腹膜透析用剤
3420J 腹膜透析用剤
ＰＤ−４ １．５腹膜
塩化カルシウ
(内) ダイアニール−Ｎ
バクスター
1266円/袋 ブドウ糖
透析液〔１Ｌ１袋（排液用バッグ付）〕
ム水和物 塩化ナトリ…
ダイアニール−Ｎ ＰＤ−４ １．５腹膜
塩化カルシウ
(内) 透析液〔１．５Ｌ１袋（排液用バッグ付）
バクスター
1398円/袋 ブドウ糖
ム水和物 塩化ナトリ…
〕
ダイアニール−Ｎ ＰＤ−４ １．５腹膜
バクスター
透析液〔２Ｌ１袋（排液用バッグ付）〕
ダイアニール−Ｎ ＰＤ−４ ２．５腹膜
(内) 透析液〔１．５Ｌ１袋（排液用バッグ付）
バクスター
〕
エクストラニール腹膜透析液 １．５Ｌ（
(内) 排液用バッグ付）〔１．５Ｌ１袋（排液用
バクスター
バッグ付）〕
エクストラニール腹膜透析液 ２Ｌ（排液
(内) 用バッグ付）〔２Ｌ１袋（排液用バッグ付
バクスター
）〕
― 39 その他の代謝性医薬品
391 肝臓疾患用剤
3919L グリチルリチン・グリシン・システイン剤
(内) 強力ネオミノファーゲンシーＰ静注２０ｍ
ミノファーゲン
(外) Ｌ〔２０ｍＬ１管〕

塩化カルシウ
1442円/袋 ブドウ糖
ム水和物 塩化ナトリ…

(内)
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塩化カルシウ
1377円/袋 ブドウ糖
ム水和物 塩化ナトリ…
1618円/袋 イコデキストリン
カルシウム水和物

塩化
塩…

1822円/袋 イコデキストリン
カルシウム水和物

塩化
塩…

―

124円/管 L−システイン塩酸塩水和
物 グリシン グリチ…

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

薬価 一般名

392 解毒剤
3929i その他
(内) メイロン静注８．４％ ２０ｍＬ〔８．４
大塚工場
96円/管 炭酸水素ナトリウム
(外) ％２０ｍＬ１管〕
(内) ロイコボリン注３ｍｇ〔０．３％１ｍＬ１
ファイザー
384円/管 ホリナートカルシウム
(外) 管〕
(内) ウロミテキサン注４００ｍｇ〔４００ｍｇ
塩野義
846円/管 メスナ
(外) ４ｍＬ１管〕
(内) レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ＮＫ [後] 高田
レボホリナートカルシウ
664円/瓶 ム水和物
(外) 」〔２５ｍｇ１瓶〕
(内) レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「Ｎ [後] 高田
2266円/瓶 レボホリナートカルシウ
(外) Ｋ」〔１００ｍｇ１瓶〕
ム水和物
(内) ブリディオン静注２００ｍｇ〔２００ｍｇ
ＭＳＤ
9000円/瓶 スガマデクスナトリウム
(外) ２ｍＬ１瓶〕
(内) サビーン点滴静注用５００ｍｇ〔５００ｍ
キッセイ
46437円/瓶 デクスラゾキサン
ｇ１瓶〕
395 酵素製剤
3954 ウロキナーゼ製剤
(内) ウロナーゼ静注用６万単位〔６０，０００
持田
2747円/瓶 ウロキナーゼ
単位１瓶〕
3959i その他
(内) クリアクター静注用４０万〔４０万国際単
エーザイ
42858円/瓶 モンテプラーゼ（遺伝子
(外) 位１瓶〕
組換え）
(内) クリアクター静注用８０万〔８０万国際単
モンテプラーゼ（遺伝子
エーザイ
77749円/瓶
(外) 位１瓶〕
組換え）
396 糖尿病用剤
3969J 配合剤
5359円/キッ インスリンデグルデク（
(外) ゾルトファイ配合注フレックスタッチ〔１
ノボ
キット〕
ト 遺伝子組換え） リラ…
399 他に分類されない代謝性医薬品
3992 アデノシン製剤
(内) アデホス−Ｌコーワ注４０ｍｇ〔４０ｍｇ
興和
61円/管 アデノシン三リン酸二ナ
(外) １管〕
トリウム水和物
3999i その他
(内) エルカトニン注４０単位「ＴＢＰ」〔４０
[後] 東菱
237円/管 エルカトニン
エルカトニン単位１ｍＬ１管〕
(内) ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ [後] 沢井
131円/瓶 ガベキサートメシル酸塩
(外) 「サワイ」〔１００ｍｇ１瓶〕
(内) ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍ
[後] 旭化成ファーマ
218円/瓶 ナファモスタットメシル
ｇ「旭化成」〔１０ｍｇ１瓶〕
酸塩
(内) 注射用ナオタミン５０〔５０ｍｇ１瓶〕 [後] 旭化成ファーマ
404円/瓶 ナファモスタットメシル
(外)
酸塩
(内) スベニールディスポ関節注２５ｍｇ〔１％
中外
901円/筒 精製ヒアルロン酸ナトリ
(外) ２．５ｍＬ１筒〕
ウム
ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ
ＭｅｉｊｉＳｅｉ
(内) 「明治」〔１％２．５ｍＬ１筒〕
[後] ｋａ
406円/筒 精製ヒアルロン酸ナトリ
ウム
オザグレルＮａ注射用４０ｍｇ「ＳＷ」〔
(内) ４０ｍｇ１瓶〕
[後] 沢井
420円/瓶 オザグレルナトリウム
(内) エポジン皮下注シリンジ２４０００〔２４
中外
18330円/筒 エポエチンベータ（遺伝
(外) ，０００国際単位０．５ｍＬ１筒〕
子組換え）
アレンドロン酸ナトリウ
(内) ボナロン点滴静注バッグ９００μｇ〔９０
帝人ファーマ
3956円/袋
０μｇ１００ｍＬ１袋〕
ム水和物
アレンドロン酸ナトリウ
(内) アレンドロン酸点滴静注バッグ９００μｇ
[後]
光
1290円/袋
「ＨＫ」〔９００μｇ１００ｍＬ１袋〕
ム水和物
シベレスタットナトリウム点滴静注用１０
(内) ０ｍｇ「Ｆ」〔１００ｍｇ１瓶〕
[後] 富士製薬
1310円/瓶 シベレスタットナトリウ
ム水和物
ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「ヤ
コーアバイオテッ
(内) クルト」〔４ｍｇ５ｍＬ１瓶〕
[後] クベイ
9368円/瓶 ゾレドロン酸水和物
リクラスト点滴静注液５ｍｇ〔５ｍｇ１０
(内) ０ｍＬ１瓶〕
旭化成ファーマ
38165円/瓶 ゾレドロン酸水和物
エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５
(外) ｍＬ〔２５ｍｇ０．５ｍＬ１筒〕
ファイザー
12739円/筒 エタネルセプト（遺伝子
組換え）
エンブレル皮下注５０ｍｇシリンジ１．０
(外) ｍＬ〔５０ｍｇ１ｍＬ１筒〕
ファイザー
25317円/筒 エタネルセプト（遺伝子
組換え）
(内) エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ
25171円/キッ
エタネルセプト（遺伝子
ファイザー
(外) 〔５０ｍｇ１ｍＬ１キット〕
ト 組換え）
(内) エンブレル皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ
12861円/キッ エタネルセプト（遺伝子
ファイザー
(外) 〔２５ｍｇ０．５ｍＬ１キット〕
ト 組換え）
ダルベポエチン アルファ注３０μｇシリ
(内) ンジ「ＫＫＦ」〔３０μｇ０．５ｍＬ１筒 [後] 協和キリンフロン
3586円/筒 ダルベポエチンアルファ
ティア
（遺伝子組換え）
〕
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

ダルベポエチン アルファ注６０μｇシリ
協和キリンフロン
ンジ「ＫＫＦ」〔６０μｇ０．５ｍＬ１筒 [後]
ティア
〕
ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ〔１
内限
協和キリン
２０μｇ０．５ｍＬ１筒〕
ダルベポエチン アルファ注１２０μｇシ
協和キリンフロン
(内) リンジ「ＫＫＦ」〔１２０μｇ０．５ｍＬ [後]
ティア
１筒〕
ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．４ｍ
(外) Ｌ〔４０ｍｇ０．４ｍＬ１筒〕
アッヴィ
(内) ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ〔
アッヴィ
(外) ４０ｍｇ０．４ｍＬ１キット〕
(内) サイビスクディスポ関節注２ｍＬ〔１６ｍ
サノフィ
ｇ２ｍＬ１筒〕
(内) オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ〔２５０
ＢＭＳ
(外) ｍｇ１瓶〕
(外) オレンシア皮下注１２５ｍｇシリンジ１ｍ
ＢＭＳ
Ｌ〔１２５ｍｇ１ｍＬ１筒〕
オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジ
(内) ェクター１ｍＬ〔１２５ｍｇ１ｍＬ１キッ
ＢＭＳ
(外) ト〕
(内) ロミプレート皮下注２５０μｇ調製用〔２
協和キリン
５０μｇ１瓶〕
(内) ミルセラ注シリンジ２５μｇ〔２５μｇ０
中外
(外) ．３ｍＬ１筒〕
(内) ミルセラ注シリンジ５０μｇ〔５０μｇ０
中外
(外) ．３ｍＬ１筒〕
(内) ミルセラ注シリンジ１００μｇ〔１００μ
中外
(外) ｇ０．３ｍＬ１筒〕
(外) シンポニー皮下注５０ｍｇシリンジ〔５０
ヤンセン
ｍｇ０．５ｍＬ１筒〕
(内) シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェ
ヤンセン
(外) クター〔５０ｍｇ０．５ｍＬ１キット〕
(内) ランマーク皮下注１２０ｍｇ〔１２０ｍｇ
第一三共
１．７ｍＬ１瓶〕
(内) プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ〔６０ｍ
第一三共
ｇ１ｍＬ１筒〕
(外) シムジア皮下注２００ｍｇシリンジ〔２０
ＵＣＢ
０ｍｇ１ｍＬ１筒〕
(内) シムジア皮下注２００ｍｇオートクリック
ＵＣＢ
(外) ス〔２００ｍｇ１ｍＬ１キット〕
ボンビバ静注１ｍｇシリンジ〔１ｍｇ１ｍ
(内) Ｌ１筒〕
中外
(内) コセンティクス皮下注１５０ｍｇシリンジ
ノバルティス
(外) 〔１５０ｍｇ１ｍＬ１筒〕
(外) トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェクタ
リリー
ー〔８０ｍｇ１ｍＬ１キット〕
(内) ケブザラ皮下注１５０ｍｇオートインジェ
サノフィ
(外) クター〔１５０ｍｇ１．１４ｍＬ１キット
〕
(内) ケブザラ皮下注２００ｍｇオートインジェ
サノフィ
(外) クター〔２００ｍｇ１．１４ｍＬ１キット
〕
(内) ベンリスタ点滴静注用１２０ｍｇ〔１２０
ＧＳＫ
ｍｇ１瓶〕
(内) ベンリスタ点滴静注用４００ｍｇ〔４００
ＧＳＫ
ｍｇ１瓶〕
(内) ベンリスタ皮下注２００ｍｇオートインジ
ＧＳＫ
(外) ェクター〔２００ｍｇ１ｍＬ１キット〕
(内) エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇペン１
[後] 持田
(外) ．０ｍＬ「ＭＡ」〔５０ｍｇ１ｍＬ１キッ
ト〕
(内) イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ〔１
ＡＡＢＰ
０５ｍｇ１．１７ｍＬ１筒〕
4 組織細胞機能用医薬品
― 42 腫瘍用薬 ―
421 アルキル化剤
4211 クロルエチルアミン系製剤
(内) 注射用エンドキサン１００ｍｇ〔１００ｍ
塩野義
(外) ｇ１瓶〕
(内) 注射用エンドキサン５００ｍｇ〔５００ｍ
塩野義
(外) ｇ１瓶〕
(内) 注射用イホマイド１ｇ〔１ｇ１瓶〕
塩野義
(内)
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薬価 一般名
6327円/筒

ダルベポエチンアルファ
（遺伝子組換え）

15457円/筒

ダルベポエチンアルファ
（遺伝子組換え）

11162円/筒

ダルベポエチンアルファ
（遺伝子組換え）

アダリムマブ（遺伝子組
62976円/筒 換え）
62620円/キッ アダリムマブ（遺伝子組
ト 換え）
9500円/筒 ヒアルロン酸ナトリウム
架橋処理ポリマー ヒ…
55677円/瓶 アバタセプト（遺伝子組
換え）
28375円/筒 アバタセプト（遺伝子組
換え）
28633円/キッ アバタセプト（遺伝子組
ト 換え）
71209円/瓶 ロミプロスチム（遺伝子
組換え）
5827円/筒 エポエチンベータペゴル
（遺伝子組換え）
10287円/筒 エポエチンベータペゴル
（遺伝子組換え）
17947円/筒 エポエチンベータペゴル
（遺伝子組換え）
119252円/筒 ゴリムマブ（遺伝子組換
え）
119709円/キ ゴリムマブ（遺伝子組換
ット え）
47550円/瓶 デノスマブ（遺伝子組換
え）
28822円/筒 デノスマブ（遺伝子組換
え）
60688円/筒 セルトリズマブペゴル（
遺伝子組換え）
61164円/キッ セルトリズマブペゴル（
ト 遺伝子組換え）
4691円/筒 イバンドロン酸ナトリウ
ム水和物
72849円/筒 セクキヌマブ（遺伝子組
換え）
148952円/キ イキセキズマブ（遺伝子
ット 組換え）
37152円/キッ サリルマブ（遺伝子組換
ト え）
49048円/キッ サリルマブ（遺伝子組換
ト え）
16661円/瓶 ベリムマブ（遺伝子組換
え）
54609円/瓶 ベリムマブ（遺伝子組換
え）
25002円/キッ ベリムマブ（遺伝子組換
ト え）
17025円/キッ エタネルセプト（遺伝子
ト 組換え）
25119円/筒 ロモソズマブ（遺伝子組
換え）

326円/瓶 シクロホスファミド水和
物
1277円/瓶 シクロホスファミド水和
物
2865円/瓶 イホスファミド

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕
4219i その他
(内) ダカルバジン注用１００〔１００ｍｇ１瓶
(外) 〕
トレアキシン点滴静注用１００ｍｇ〔１０
(内)
０ｍｇ１瓶〕
(内) トレアキシン点滴静注用２５ｍｇ〔２５ｍ
ｇ１瓶〕

製造販売会社名
協和キリン

薬価 一般名
3418円/瓶 ダカルバジン

シンバイオ

96070円/瓶 ベンダムスチン塩酸塩

シンバイオ

29662円/瓶 ベンダムスチン塩酸塩

422 代謝拮抗剤
4222 メトトレキサート製剤
(内) メソトレキセート点滴静注液２００ｍｇ〔
ファイザー
8133円/瓶 メトトレキサート
２００ｍｇ８ｍＬ１瓶〕
注射用メソトレキセート５０ｍｇ〔５０ｍ
(内) ｇ１瓶〕
ファイザー
2458円/瓶 メトトレキサート
4223 フルオロウラシル系製剤
(内) フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ
[後] 東和薬品
620円/瓶 フルオロウラシル
」〔１，０００ｍｇ１瓶〕
(内) フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トーワ」
[後] 東和薬品
168円/瓶 フルオロウラシル
〔２５０ｍｇ１瓶〕
4224 シトシン系製剤
(内) ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ヤク [後] 高田
1458円/瓶 ゲムシタビン塩酸塩
(外) ルト」〔２００ｍｇ１瓶〕
(内) ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクルト」 [後] 高田
7180円/瓶 ゲムシタビン塩酸塩
(外) 〔１ｇ１瓶〕
4229i その他
(内) アリムタ注射用５００ｍｇ〔５００ｍｇ１
ペメトレキセドナトリウ
リリー
188457円/瓶 ム水和物
(外) 瓶〕
(内) アリムタ注射用１００ｍｇ〔１００ｍｇ１
リリー
45067円/瓶 ペメトレキセドナトリウ
(外) 瓶〕
ム水和物
423 抗腫瘍性抗生物質製剤
4234 ブレオマイシン系製剤
(内) ブレオ注射用１５ｍｇ〔１５ｍｇ１瓶〕
日本化薬
4699円/瓶 ブレオマイシン塩酸塩
4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
(内) ドキソルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サ
[後] サンド
893円/瓶 ドキソルビシン塩酸塩
ンド」〔１０ｍｇ５ｍＬ１瓶〕
ドキソルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ「サ
(内) ンド」〔５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶〕
[後] サンド
3957円/瓶 ドキソルビシン塩酸塩
(内) ピノルビン注射用２０ｍｇ〔２０ｍｇ１瓶
マイクロバイオ
10606円/瓶 ピラルビシン
(外) 〕
(内) エピルビシン塩酸塩注射液１０ｍｇ／５ｍ [後] 日本化薬
1941円/瓶 エピルビシン塩酸塩
(外) Ｌ「ＮＫ」〔１０ｍｇ５ｍＬ１瓶〕
(内) エピルビシン塩酸塩注射液５０ｍｇ／２５ [後] 日本化薬
9195円/瓶 エピルビシン塩酸塩
(外) ｍＬ「ＮＫ」〔５０ｍｇ２５ｍＬ１瓶〕
(内) エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「サワ
[後] 沢井
1941円/瓶 エピルビシン塩酸塩
イ」〔１０ｍｇ１瓶〕
(内) イダマイシン静注用５ｍｇ〔５ｍｇ１瓶〕
ファイザー
11608円/瓶 イダルビシン塩酸塩
(外)
(内) カルセド注射用２０ｍｇ〔２０ｍｇ１瓶〕
大日本住友
6046円/瓶 アムルビシン塩酸塩
(外)
(内) カルセド注射用５０ｍｇ〔５０ｍｇ１瓶〕
大日本住友
13560円/瓶 アムルビシン塩酸塩
(外)
424 抗腫瘍性植物成分製剤
4240 その他
(内) オンコビン注射用１ｍｇ〔１ｍｇ１瓶〕
日本化薬
2521円/瓶 ビンクリスチン硫酸塩
(外)
(内) エクザール注射用１０ｍｇ〔１０ｍｇ１瓶
日本化薬
2680円/瓶 ビンブラスチン硫酸塩
(外) 〕
(内) エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド [後] サンド
2371円/瓶 エトポシド
(外) 」〔１００ｍｇ５ｍＬ１瓶〕
(内) イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「 [後] 大鵬薬品
1955円/瓶 イリノテカン塩酸塩水和
(外) タイホウ」〔４０ｍｇ２ｍＬ１瓶〕
物
(内) イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ [後] 大鵬薬品
イリノテカン塩酸塩水和
4356円/瓶
(外) 「タイホウ」〔１００ｍｇ５ｍＬ１瓶〕
物
(内) ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「
[後]
ニプロ
4790円/瓶
ドセタキセル水和物
ニプロ」〔２０ｍｇ１ｍＬ１瓶〕
(内) ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「
[後] ニプロ
16790円/瓶 ドセタキセル水和物
ニプロ」〔８０ｍｇ４ｍＬ１瓶〕
(内) パクリタキセル注射液３０ｍｇ「サワイ」 [後] 沢井
3183円/瓶 パクリタキセル
(外) 〔３０ｍｇ５ｍＬ１瓶〕
(内) パクリタキセル注射液１００ｍｇ「サワイ [後] 沢井
9879円/瓶 パクリタキセル
(外) 」〔１００ｍｇ１６．７ｍＬ１瓶〕
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

ロゼウス静注液１０ｍｇ〔１０ｍｇ１ｍＬ [後] 日本化薬
１瓶〕
ハイカムチン注射用１．１ｍｇ〔１．１ｍ
(内)
日本化薬
ｇ１瓶〕
(内) アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ〔１０
大鵬薬品
(外) ０ｍｇ１瓶〕
ジェブタナ点滴静注６０ｍｇ〔６０ｍｇ１
(内)
サノフィ
．５ｍＬ１瓶（溶解液付）〕
429 その他の腫瘍用薬
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
(内) シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」〔１０ [後] 日医工
(外) ｍｇ２０ｍＬ１瓶〕
(内) シスプラチン注５０ｍｇ「日医工」〔５０ [後] 日医工
(外) ｍｇ１００ｍＬ１瓶〕
(内) 動注用アイエーコール５０ｍｇ〔５０ｍｇ
日本化薬
(外) １瓶〕
(内) ノバントロン注２０ｍｇ〔２０ｍｇ１０ｍ
あすか製薬
(外) Ｌ１瓶〕
カルボプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ
(内)
[後] マイラン
」〔５０ｍｇ５ｍＬ１瓶〕
カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「Ｎ
(内) Ｋ」〔１５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶〕
[後] マイラン
(内) カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「Ｎ
[後] マイラン
Ｋ」〔４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶〕
(内) ハーセプチン注射用６０〔６０ｍｇ１瓶（
中外
(外) 溶解液付）〕
(内) ハーセプチン注射用１５０〔１５０ｍｇ１
中外
(外) 瓶（溶解液付）〕
(内) オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「Ｎ
[後] 日本化薬
Ｋ」〔５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶〕
(内) オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ「
[後] 日本化薬
ＮＫ」〔１００ｍｇ２０ｍＬ１瓶〕
(内) オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ「
[後] 日本化薬
ＮＫ」〔２００ｍｇ４０ｍＬ１瓶〕
(内)

無水エタノール注「フソー」〔５ｍＬ１管
〕
4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
(内) ベルケイド注射用３ｍｇ〔３ｍｇ１瓶〕
(外)
(内) アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ
(外) 〔１００ｍｇ４ｍＬ１瓶〕
(内) アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍ
(外) Ｌ〔４００ｍｇ１６ｍＬ１瓶〕
(内) アービタックス注射液１００ｍｇ〔１００
(外) ｍｇ２０ｍＬ１瓶〕
(内) ミリプラ動注用７０ｍｇ〔７０ｍｇ１瓶〕
(外)
(内) ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ〔１
(外) ００ｍｇ５ｍＬ１瓶〕
(内) ハラヴェン静注１ｍｇ〔１ｍｇ２ｍＬ１瓶
〕
(内) フェソロデックス筋注２５０ｍｇ〔２５０
ｍｇ５ｍＬ１筒〕
(内) パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ
〔４２０ｍｇ１４ｍＬ１瓶〕
(内) カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ〔１００
ｍｇ１瓶〕
(内) カドサイラ点滴静注用１６０ｍｇ〔１６０
ｍｇ１瓶〕
(内) オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ〔２４０ｍ
ｇ２４ｍＬ１瓶〕
(内) サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ〔１００
ｍｇ１０ｍＬ１瓶〕
(内) サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ〔５００
ｍｇ５０ｍＬ１瓶〕
(内) キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ〔１００
ｍｇ４ｍＬ１瓶〕
(内) ザルトラップ点滴静注１００ｍｇ〔１００
ｍｇ４ｍＬ１瓶〕
(内) ザルトラップ点滴静注２００ｍｇ〔２００
ｍｇ８ｍＬ１瓶〕
(内)

発行日 2020年08月06日

扶桑
ヤンセン

薬価 一般名
2802円/瓶 ビノレルビン酒石酸塩
7868円/瓶 ノギテカン塩酸塩
49402円/瓶 パクリタキセル
561068円/瓶

カバジタキセルアセトン
付加物

895円/瓶 シスプラチン
3874円/瓶 シスプラチン
35266円/瓶 シスプラチン
35203円/瓶 ミトキサントロン塩酸塩
2340円/瓶 カルボプラチン
5565円/瓶 カルボプラチン
13170円/瓶 カルボプラチン
18307円/瓶 トラスツズマブ（遺伝子
組換え）
42543円/瓶 トラスツズマブ（遺伝子
組換え）
6832円/瓶 オキサリプラチン
12366円/瓶 オキサリプラチン
22504円/瓶 オキサリプラチン
無水エタノール
138704円/瓶 ボルテゾミブ

中外

35877円/瓶 ベバシズマブ（遺伝子組
換え）

中外

136293円/瓶 ベバシズマブ（遺伝子組
換え）

メルクバイオファ
ーマ

37045円/瓶 セツキシマブ（遺伝子組
換え）

大日本住友

45430円/瓶 ミリプラチン水和物

武田

79165円/瓶 パニツムマブ（遺伝子組
換え）

エーザイ

67121円/瓶 エリブリンメシル酸塩

アストラゼネカ

38801円/筒 フルベストラント

中外

206472円/瓶 ペルツズマブ（遺伝子組
換え）

中外

235820円/瓶 トラスツズマブエムタン
シン（遺伝子組換え）

中外

375077円/瓶 トラスツズマブエムタン
シン（遺伝子組換え）

小野

413990円/瓶 ニボルマブ（遺伝子組換
え）

リリー

76659円/瓶 ラムシルマブ（遺伝子組
換え）

リリー

362032円/瓶 ラムシルマブ（遺伝子組
換え）

ＭＳＤ

242355円/瓶 ペムブロリズマブ（遺伝
子組換え）

サノフィ

76856円/瓶 アフリベルセプトベータ
（遺伝子組換え）

サノフィ

149081円/瓶 アフリベルセプトベータ
（遺伝子組換え）
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リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「Ｋ [後] サンド
20887円/瓶 リツキシマブ（遺伝子組
ＨＫ」〔１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶〕
換え）
リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「Ｋ
リツキシマブ（遺伝子組
(内)
[後] サンド
102362円/瓶
ＨＫ」〔５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶〕
換え）
テセントリク点滴静注１２００ｍｇ〔１，
アテゾリズマブ（遺伝子
(内)
中外
637152円/瓶
２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶〕
組換え）
イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ〔１２０
デュルバルマブ（遺伝子
(内)
アストラゼネカ
115029円/瓶
ｍｇ２．４ｍＬ１瓶〕
組換え）
イミフィンジ点滴静注５００ｍｇ〔５００
デュルバルマブ（遺伝子
(内) ｍｇ１０ｍＬ１瓶〕
アストラゼネカ
467245円/瓶 組換え）
4299i その他
(内) ピシバニール注射用５ＫＥ〔５ＫＥ１瓶（
中外
15071円/瓶 ストレプトコックス・ピ
(外) 溶解液付）〕
オゲネス（A群3型）Su…
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ〔４
(内) ｇ１瓶〕
ノーベル
7236円/瓶 タルク
― 44 アレルギー用薬 ―
441 抗ヒスタミン剤
4419i その他
(内) ポララミン注５ｍｇ〔０．５％１ｍＬ１管
高田
59円/管 d−クロルフェニラミンマ
(外) 〕
レイン酸塩
449 その他のアレルギー用薬
4490 その他
(外) デュピクセント皮下注３００ｍｇシリンジ
サノフィ
66356円/筒 デュピルマブ（遺伝子組
〔３００ｍｇ２ｍＬ１筒〕
換え）
6 病原生物に対する医薬品
― 61 抗生物質製剤 ―
611 主としてグラム陽性菌に作用するもの
6111 ペニシリン系抗生物質製剤
ＭｅｉｊｉＳｅｉ
(内) 注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位
323円/瓶 ベンジルペニシリンカリ
〔１００万単位１瓶〕
ｋａ
ウム
6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
(内) クリンダマイシンリン酸エステル注射液６
沢井
202円/管 クリンダマイシンリン酸
００ｍｇ「サワイ」〔６００ｍｇ１管〕
エステル
6113 バンコマイシン製剤
(内) バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ
[後] 小林化工
738円/瓶 バンコマイシン塩酸塩
「ＭＥＥＫ」〔０．５ｇ１瓶〕
6119i その他
(内) テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「ケ [後] シオノ
1854円/瓶 テイコプラニン
(外) ミファ」〔２００ｍｇ１瓶〕
612 主としてグラム陰性菌に作用するもの
6123 アミノ糖系抗生物質製剤
(内) アミカシン硫酸塩注２００ｍｇ「ＮＰ」〔
ニプロ
610円/管 アミカシン硫酸塩
２００ｍｇ１管〕
(内) イセパマイシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「
日医工
374円/管 イセパマイシン硫酸塩
日医工」〔２００ｍｇ２ｍＬ１管〕
613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
6131 ペニシリン系抗生物質製剤
(内) ビクシリン注射用１ｇ〔１ｇ１瓶〕
ＭｅｉｊｉＳｅｉ
360円/瓶 アンピシリンナトリウム
(外)
ｋａ
(内) ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「サワイ」〔
沢井
631円/瓶 ピペラシリンナトリウム
２ｇ１瓶〕
6132 セフェム系抗生物質製剤
(内) セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ「ＮＰ」〔
[後] ニプロ
280円/瓶 セフォチアム塩酸塩
１ｇ１瓶〕
(内) セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医
[後] 日医工
180円/瓶 セファゾリンナトリウム
工」〔１ｇ１瓶〕
水和物
(内) セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」〔
セフメタゾールナトリウ
ニプロ
449円/瓶
(外) １ｇ１瓶〕
ム
(内) セフタジジム静注用１ｇ「サワイ」〔１ｇ [後] 沢井
479円/瓶
セフタジジム水和物
(外) １瓶〕
(内) セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「サワイ
[後] 沢井
258円/瓶 セフトリアキソンナトリ
」〔１ｇ１瓶〕
ウム水和物
(内) セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」〔 [後] サンド
458円/瓶 セフェピム塩酸塩水和物
(外) １ｇ１瓶〕
6133 オキサセフェム系抗生物質製剤
(内) フルマリン静注用１ｇ〔１ｇ１瓶〕
塩野義
1286円/瓶 フロモキセフナトリウム
(内)
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6134 アミノ糖系抗生物質製剤
(内)
ゲンタシン注６０〔６０ｍｇ１管〕
高田
307円/管 ゲンタマイシン硫酸塩
(外)
6139i その他
(内) メロペン点滴用バイアル０．５ｇ〔５００
大日本住友
867円/瓶 メロペネム水和物
(外) ｍｇ１瓶〕
メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ＮＰ」〔
(内) ５００ｍｇ１瓶〕
[後] ニプロ
519円/瓶 メロペネム水和物
(内) フィニバックス点滴静注用０．２５ｇ〔２
塩野義
1056円/瓶 ドリペネム水和物
(外) ５０ｍｇ１瓶〕
6139J 配合剤
(内) セフォセフ静注用１ｇ〔（１ｇ）１瓶〕 [後] 沢井
288円/瓶 スルバクタムナトリウム
(外)
セフォペラゾンナト…
(内) スルバシリン静注用１．５ｇ〔（１．５ｇ [後] ＭｅｉｊｉＳｅｉ
アンピシリンナトリウム
292円/瓶 スルバクタムナトリ…
(外) ）１瓶〕
ｋａ
(内) タゾピペ配合静注用４．５「明治」〔（４ [後] ＭｅｉｊｉＳｅｉ
958円/瓶 タゾバクタム ピペラシ
．５ｇ）１瓶〕
ｋａ
リン水和物
615 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
6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
(内) ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍ
[後] 沢井
148円/瓶 ミノサイクリン塩酸塩
ｇ「サワイ」〔１００ｍｇ１瓶〕
616 主として抗酸菌に作用するもの
6161 ストレプトマイシン系抗生物質製剤
(内) 硫酸ストレプトマイシン注射用１ｇ「明治
ＭｅｉｊｉＳｅｉ
396円/瓶 ストレプトマイシン硫酸
(外) 」〔１ｇ１瓶〕
ｋａ
塩
617 主としてカビに作用するもの
6173 アムホテリシンＢ製剤
(内) アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ〔５０ｍ
大日本住友
9904円/瓶 アムホテリシンB
(外) ｇ１瓶〕
6179i その他
(内) ファンガード点滴用５０ｍｇ〔５０ｍｇ１
アステラス
4738円/瓶 ミカファンギンナトリウ
(外) 瓶〕
ム
ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「
(内) サワイ」〔５０ｍｇ１瓶〕
[後] 沢井
2316円/瓶 ミカファンギンナトリウ
ム
(内) ブイフェンド２００ｍｇ静注用〔２００ｍ
ファイザー
8552円/瓶 ボリコナゾール
(外) ｇ１瓶〕
― 62 化学療法剤 ―
624 合成抗菌剤
6241 ピリドンカルボン酸系製剤
レボフロキサシン点滴静注５００ｍｇ／２
(内) ０ｍＬ「ＤＳＥＰ」〔５００ｍｇ２０ｍＬ [後] 第一三共エスファ
2094円/瓶 レボフロキサシン水和物
１瓶〕
6249i その他
(内) リネゾリド点滴静注液６００ｍｇ「ＫＣＣ
[後] 共和クリティケア
6600円/袋 リネゾリド
」〔６００ｍｇ３００ｍＬ１袋〕
(内) リネゾリド点滴静注６００ｍｇ／３００ｍ
7730円/袋 リネゾリド
Ｌ「ＨＫ」〔６００ｍｇ３００ｍＬ１袋〕 [後] 光
625 抗ウイルス剤
6250i その他
(内) アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「トー
[後] 東和薬品
478円/瓶 アシクロビル
ワ」〔２５０ｍｇ１瓶〕
(内) デノシン点滴静注用５００ｍｇ〔５００ｍ
田辺三菱
12303円/瓶 ガンシクロビル
(外) ｇ１瓶〕
(内) ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ〔
塩野義
6331円/袋 ペラミビル水和物
３００ｍｇ６０ｍＬ１袋〕
629 その他の化学療法剤
6290i その他
(内) イトリゾール注１％〔１％２０ｍＬ１管（
ヤンセン
13975円/管 イトラコナゾール
(外) 溶解液付）〕
― 63 生物学的製剤 ―
631 ワクチン類
6311 細菌ワクチン類
(内) ニューモバックスＮＰ〔０．５ｍＬ１瓶〕
ＭＳＤ
4706円/瓶 肺炎球菌ワクチン
(外)
沈降13価肺炎球菌結合型
(内) プレベナー１３水性懸濁注〔０．５ｍＬ１
ファイザー
筒〕
ワクチン（無毒性変異…
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6313 ウイルスワクチン類
(内) 組織培養不活化狂犬病ワクチン〔１瓶（溶
(外) 解液付）〕

ＫＭバイオロジク
ス

(内)

ラビピュール筋注用〔１瓶（溶解液付）〕

ＧＳＫ

(内)

ＫＭバイオロジク
ス

(内)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)

ビームゲン注０．５ｍＬ〔０．５ｍＬ１瓶
〕
ヘプタバックス−２水性懸濁注シリンジ０
．５ｍＬ〔０．５ｍＬ１筒〕
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ
」〔１瓶（溶解液付）〕
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」〔１
瓶（溶解液付）〕
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」〔１
瓶（溶解液付）〕
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」〔１瓶
（溶解液付）〕

(内)

ビケンＨＡ〔１ｍＬ１瓶〕

阪大微研

エイムゲン〔１瓶（溶解液付）〕

ＫＭバイオロジク
ス

ジェービックＶ〔１瓶（溶解液付）〕

阪大微研

サーバリックス〔０．５ｍＬ１筒〕

ＧＳＫ

(内)

(内)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)

ＭＳＤ
武田
武田
武田
阪大微研

シングリックス筋注用〔１瓶（溶解液付）
ＧＳＫ
〕
632 毒素及びトキソイド類
6322 トキソイド類
(内) 沈降破傷風トキソイド「生研」〔０．５ｍ
デンカ生研
(外) Ｌ１瓶〕
634 血液製剤類
6343 血漿分画製剤
(内) テタノブリン筋注用２５０単位〔２５０国
日本血液製剤機構
際単位１瓶〕
献血アルブミン５％静注１２．５ｇ／２５
(内) ０ｍＬ「ニチヤク」〔５％２５０ｍＬ１瓶
日本製薬
〕
献血アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５
(内) ０ｍＬ「ニチヤク」〔２５％５０ｍＬ１瓶
日本製薬
〕
(内) ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」
日本血液製剤機構
〔２，０００単位１００ｍＬ１瓶〕
(内) 献血ノンスロン１５００注射用〔１，５０
日本製薬
０単位１瓶（溶解液付）〕
(内) 献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注５ｇ／
日本血液製剤機構
(外) １００ｍＬ〔５ｇ１００ｍＬ１瓶〕
(内) フィブロガミンＰ静注用〔２４０国際単位
ＣＳＬベーリング
(外) １瓶（溶解液付）〕
(内) ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位〔１，
日本血液製剤機構
(外) ０００単位５ｍＬ１瓶〕
636 混合生物学的製剤
6369 その他
(内) ミールビック〔１瓶（溶解液付）〕
阪大微研
(外)
639 その他の生物学的製剤
6393 精製ツベルクリン
(内) 一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１
日本ＢＣＧ
(外) 人用〔（一般診断用・１人用）０．２５μ
ｇ１瓶（溶解液付）〕
(内)

6399i その他
(外) スミフェロン注ＤＳ３００万ＩＵ〔３００
万国際単位１筒〕
(外) 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）〕
(内) アクテムラ点滴静注用２００ｍｇ〔２００
ｍｇ１０ｍＬ１瓶〕
(内) アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ〔８０ｍｇ
４ｍＬ１瓶〕
(内) アクテムラ点滴静注用４００ｍｇ〔４００
ｍｇ２０ｍＬ１瓶〕
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薬価 一般名
乾燥組織培養不活化狂犬
病ワクチン
乾燥組織培養不活化狂犬
12087円/瓶
病ワクチン
2424円/瓶 組換え沈降B型肝炎ワクチ
ン（酵母由来）
組換え沈降B型肝炎ワクチ
2462円/筒
ン（酵母由来）
乾燥弱毒生おたふくかぜ
ワクチン
乾燥弱毒生風しんワクチ
ン
乾燥弱毒生麻しんワクチ
ン
11511円/瓶

乾燥弱毒生水痘ワクチン
インフルエンザHAワクチ
ン
乾燥組織培養不活化A型肝
炎ワクチン
乾燥細胞培養日本脳炎ワ
クチン
組換え沈降2価ヒトパピロ
ーマウイルス様粒子ワ…
乾燥組換え帯状疱疹ワク
チン（チャイニーズハ…

644円/瓶 沈降破傷風トキソイド

3416円/瓶 乾燥抗破傷風人免疫グロ
ブリン
4486円/瓶 人血清アルブミン
4844円/瓶 人血清アルブミン
44376円/瓶 人ハプトグロビン
57293円/瓶 乾燥濃縮人アンチトロン
ビンIII
37871円/瓶 ポリエチレングリコール
処理人免疫グロブリン
8324円/瓶 人血液凝固第XIII因子
35976円/瓶 ポリエチレングリコール
処理抗HBs人免疫グロブ…

乾燥弱毒生麻しん風しん
混合ワクチン

1215円/瓶 精製ツベルクリン

大日本住友

6670円/筒 インターフェロンアルフ
ァ（NAMALWA）

バイエル

9459円/瓶 インターフェロンベータ
−1b（遺伝子組換え）

中外

38014円/瓶 トシリズマブ（遺伝子組
換え）

中外

15429円/瓶 トシリズマブ（遺伝子組
換え）

中外

75198円/瓶 トシリズマブ（遺伝子組
換え）

【52】

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕
(外)
(内)
(外)

製造販売会社名

アクテムラ皮下注１６２ｍｇシリンジ〔１
６２ｍｇ０．９ｍＬ１筒〕
アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジ
ェクター〔１６２ｍｇ０．９ｍＬ１キット
〕
―

6419i その他
(内) ベナンバックス注用３００ｍｇ〔３００ｍ
(外) ｇ１瓶〕
(内) アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ〔５００
ｍｇ１００ｍＬ１瓶〕
6419J 配合剤
(内)

バクトラミン注〔５ｍＬ１管〕

薬価 一般名

中外

32485円/筒 トシリズマブ（遺伝子組
換え）

中外

32608円/キッ トシリズマブ（遺伝子組
ト 換え）

64 寄生動物用薬
641 抗原虫剤

―

サノフィ

7759円/瓶 ペンタミジンイセチオン
酸塩

ファイザー

1275円/瓶 メトロニダゾール

太陽ファルマ

476円/管 スルファメトキサゾール
トリメトプリム

7 治療を主目的としない医薬品
― 71 調剤用薬 ―
713 溶解剤
7131 精製水類
(内) 注射用水ＰＬ「フソー」 ２０ｍＬ〔２０
扶桑
62円/管 注射用水
(外) ｍＬ１管〕
(内) 大塚蒸留水 １００ｍＬ〔１００ｍＬ１瓶
大塚工場
125円/瓶 注射用水
(外) 〕
(内) 大塚蒸留水 ５００ｍＬ〔５００ｍＬ１瓶
大塚工場
166円/瓶 注射用水
(外) 〕
(内) 注射用水〔５００ｍＬ１瓶〕
光
166円/瓶 注射用水
(外)
(内) 注射用水 １Ｌ〔１Ｌ１瓶〕
光
220円/瓶 注射用水
(外)
― 72 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） ―
721 Ｘ線造影剤
7211 ヨウ素化合物製剤
(内) リピオドール４８０注１０ｍＬ〔１０ｍＬ
ゲルベ
16550円/管 ヨード化ケシ油脂肪酸エ
１管〕
チルエステル
7214 配合製剤
２０ｍＬ〔６０
(内) ウログラフイン注６０％
バイエル
440円/管 アミドトリゾ酸
％２０ｍＬ１管〕
7219i その他
６１．２４％５０
(内) イオパミロン注３００
バイエル
2579円/瓶 イオパミドール
ｍＬ〔６１．２４％５０ｍＬ１瓶〕
(内) オイパロミン３００注５０ｍＬ〔６１．２
[後] 富士製薬
1819円/瓶 イオパミドール
４％５０ｍＬ１瓶〕
６１．２４％１０
(内) イオパミロン注３００
バイエル
4907円/瓶 イオパミドール
０ｍＬ〔６１．２４％１００ｍＬ１瓶〕
(内) オイパロミン３００注１００ｍＬ〔６１．
[後] 富士製薬
3503円/瓶 イオパミドール
２４％１００ｍＬ１瓶〕
７５．５２％５０
(内) イオパミロン注３７０
バイエル
2525円/瓶 イオパミドール
ｍＬ〔７５．５２％５０ｍＬ１瓶〕
(内) オイパロミン３７０注５０ｍＬ〔７５．５
[後] 富士製薬
1865円/瓶 イオパミドール
２％５０ｍＬ１瓶〕
７５．５２％１０
(内) イオパミロン注３７０
バイエル
4623円/瓶 イオパミドール
０ｍＬ〔７５．５２％１００ｍＬ１瓶〕
(内) オイパロミン３７０注１００ｍＬ〔７５．
[後] 富士製薬
3402円/瓶 イオパミドール
５２％１００ｍＬ１瓶〕
３０．６２％５０
(内) イオパミロン注１５０
バイエル
1603円/瓶 イオパミドール
ｍＬ〔３０．６２％５０ｍＬ１瓶〕
イオパミロン注１５０
３０．６２％２０
(内) ０ｍＬ〔３０．６２％２００ｍＬ１瓶〕
バイエル
5152円/瓶 イオパミドール
イオパミロン注３００シリンジ ６１．２
(内) ４％１００ｍＬ〔６１．２４％１００ｍＬ
バイエル
4898円/筒 イオパミドール
１筒〕
(内) オイパロミン３００注シリンジ１００ｍＬ
[後] 富士製薬
3646円/筒 イオパミドール
〔６１．２４％１００ｍＬ１筒〕
イオパミロン注３７０シリンジ ７５．５
(内) ２％８０ｍＬ〔７５．５２％８０ｍＬ１筒
バイエル
4269円/筒 イオパミドール
〕
(内) オイパロミン３７０注シリンジ８０ｍＬ〔
[後] 富士製薬
3270円/筒 イオパミドール
７５．５２％８０ｍＬ１筒〕
(内) イソビスト注２４０〔５１．２６％１０ｍ
バイエル
5624円/瓶 イオトロラン
Ｌ１瓶〕
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【53】

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

薬価 一般名

イオパーク３００注シリンジ１００ｍＬ〔 [後] 富士製薬
4156円/筒 イオヘキソール
６４．７１％１００ｍＬ１筒〕
オムニパーク３００注シリンジ１００ｍＬ
(内)
ＧＥヘルスケア
4663円/筒 イオヘキソール
〔６４．７１％１００ｍＬ１筒〕
オムニパーク３５０注シリンジ１００ｍＬ
(内)
ＧＥヘルスケア
5398円/筒 イオヘキソール
〔７５．４９％１００ｍＬ１筒〕
ビジパーク２７０注２０ｍＬ〔５４．９７
(内)
ＧＥヘルスケア
1774円/瓶 イオジキサノール
％２０ｍＬ１瓶〕
722 機能検査用試薬
72231 下垂体機能検査用試薬
(内) ＴＲＨ注０．５ｍｇ「タナベ」〔０．５ｍ
ニプロＥＳ
3831円/管 プロチレリン
(外) ｇ１管〕
7224 肝機能検査用試薬
(内) ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ〔２５ｍ
第一三共
569円/瓶 インドシアニングリーン
(外) ｇ１瓶（溶解液付）〕
7225 腎機能検査用試薬
アルフレッサファ
(内) インジゴカルミン注２０ｍｇ「ＡＦＰ」〔
245円/管 インジゴカルミン
０．４％５ｍＬ１管〕
ーマ
7229i その他
(内) グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ〔１ｍｇ１
ノボ
1862円/瓶 グルカゴン（遺伝子組換
(外) 瓶（溶解液付）〕
え）
729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）
7290i その他
(内) フルオレサイト静注５００ｍｇ〔１０％５
[後] ノバルティス
1137円/瓶 フルオレセイン
ｍＬ１瓶〕
ガドペンテト酸メグルミン静注液３７．１
(内) ４％シリンジ１５ｍＬ「Ｆ」〔３７．１４
富士製薬
4365円/筒 ガドペンテト酸メグルミ
ン
％１５ｍＬ１筒〕
(内)

リゾビスト注〔４４．６ｍｇ１．６ｍＬ１
共和クリティケア
15693円/瓶 フェルカルボトラン
瓶〕
(内) ソナゾイド注射用１６μＬ〔１瓶（溶解液
ＧＥヘルスケア
13617円/瓶 ペルフルブタン
付）〕
ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ １８．
(内) １４３％１０ｍＬ〔１８．１４３％１０ｍ
バイエル
21304円/筒 ガドキセト酸ナトリウム
Ｌ１筒〕
ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ
(内) ７．５ｍＬ〔６０．４７％７．５ｍＬ１筒
バイエル
7189円/筒 ガドブトロール
〕
― 79 その他の治療を主目的としない医薬品 ―
799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
7990i その他
(内) ミリプラ用懸濁用液４ｍＬ〔４ｍＬ１管〕
大日本住友
319円/管 ヨード化ケシ油脂肪酸エ
チルエステル
8 麻薬
― 81 アルカロイド系麻薬（天然麻薬） ―
811 あへんアルカロイド系麻薬
8114 モルヒネ系製剤
(内) モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「第一三共
第一三共プロファ
305円/管 モルヒネ塩酸塩水和物
(外) 」〔１％１ｍＬ１管〕
ーマ
(内) アンペック注５０ｍｇ〔１％５ｍＬ１管〕
大日本住友
1371円/管 モルヒネ塩酸塩水和物
(外)
8119J 配合剤
(内) オピアト注射液タナベ〔１ｍＬ１管〕
田辺三菱工場
312円/管
(外)
― 82 非アルカロイド系麻薬 ―
821 合成麻薬
8211 フェニルピペリジン系製剤
(内) ペチジン塩酸塩注射液３５ｍｇ「タケダ」
武田
341円/管 ペチジン塩酸塩
〔３．５％１ｍＬ１管〕
8219i その他
(内) フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」
[後] テルモ
195円/管 フェンタニルクエン酸塩
〔０．００５％２ｍＬ１管〕
(内) レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共
[後] 丸石
1064円/瓶 レミフェンタニル塩酸塩
」〔２ｍｇ１瓶〕
(内)
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名
―

X
XX
XXX

薬価 一般名

―

(内)
ﾏｲ
ｸ
ﾛﾌｧ
ｲﾝﾌ
ﾟﾗ
ｽ5mm31G針(1袋14
(外)
(内) ﾍﾟ
ﾝ
ﾆｰﾄ
ﾞﾙﾌ
ﾟﾗ
ｽ32G4mm(1袋14本
採用区分：(内)=院内採用薬 (外)=院外採用薬 内限=院内患者限定 無外=無くなり次第院外へ 無削=無くなり次第削除 在無=
院内在庫無し
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

外
採用区分 医薬品名〔規格単位〕

用

製造販売会社名

薬価 一般名

1 神経系及び感覚器官用医薬品
― 11 中枢神経系用薬 ―
111 全身麻酔剤
1119i その他
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」〔１
(内)
[後] 日興製薬
36.8円/ｍＬ セボフルラン
ｍＬ〕
(内) スープレン吸入麻酔液〔１ｍＬ〕
バクスター
42.5円/ｍＬ デスフルラン
112 催眠鎮静剤、抗不安剤
1124 ベンゾジアゼピン系製剤
(外) ダイアップ坐剤１０〔１０ｍｇ１個〕
高田
75.6円/個 ジアゼパム
114 解熱鎮痛消炎剤
1141 アニリン系製剤
(外) アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ〔２００ｍ
マイランＥＰＤ
24.8円/個 アセトアミノフェン
ｇ１個〕
(内) アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ [後] 武田テバ薬品
20.3円/個 アセトアミノフェン
(外) 「ＴＹＫ」〔２００ｍｇ１個〕
1145 インドメタシン製剤
(内) インテバン坐剤２５〔２５ｍｇ１個〕
帝國製薬
19.7円/個 インドメタシン
(外)
1147 フェニル酢酸系製剤
(外) ボルタレンサポ１２．５ｍｇ〔１２．５ｍ
ノバルティス
34円/個 ジクロフェナクナトリウ
ｇ１個〕
ム
(内) ジクロフェナクＮａ坐剤１２．５ｍｇ「日 [後] 日新製薬
19.7円/個 ジクロフェナクナトリウ
(外) 新」〔１２．５ｍｇ１個〕
ム
(外) ボルタレンサポ５０ｍｇ〔５０ｍｇ１個〕
ノバルティス
44.7円/個 ジクロフェナクナトリウ
ム
(内) ジクロフェナクＮａ坐剤５０ｍｇ「日新」 [後] 日新製薬
20.3円/個 ジクロフェナクナトリウ
(外) 〔５０ｍｇ１個〕
ム
1149i その他
(外) レペタン坐剤０．２ｍｇ〔０．２ｍｇ１個
大塚製薬
156.2円/個 ブプレノルフィン塩酸塩
〕
(内) ノルスパンテープ５ｍｇ〔５ｍｇ１枚〕
ムンディファーマ 1588.3円/枚 ブプレノルフィン
(外)
ノルスパンテープ１０ｍｇ〔１０ｍｇ１枚
(外) 〕
ムンディファーマ 2446.4円/枚 ブプレノルフィン
ノルスパンテープ２０ｍｇ〔２０ｍｇ１枚
(外) 〕
ムンディファーマ 3768.5円/枚 ブプレノルフィン
116 抗パーキンソン剤
1169i その他
(内) ニュープロパッチ４．５ｍｇ〔４．５ｍｇ
大塚製薬
402.7円/枚 ロチゴチン
(外) １枚〕
(外) ニュープロパッチ９ｍｇ〔９ｍｇ１枚〕
大塚製薬
618.6円/枚 ロチゴチン
(内) ニュープロパッチ１３．５ｍｇ〔１３．５
大塚製薬
796.2円/枚 ロチゴチン
(外) ｍｇ１枚〕
(外) ニュープロパッチ１８ｍｇ〔１８ｍｇ１枚
大塚製薬
950.8円/枚 ロチゴチン
〕
119 その他の中枢神経系用薬
1190 その他
(外) イクセロンパッチ４．５ｍｇ〔４．５ｍｇ
ノバルティス
316.5円/枚 リバスチグミン
１枚〕
(外) イクセロンパッチ９ｍｇ〔９ｍｇ１枚〕
ノバルティス
355.3円/枚 リバスチグミン
イクセロンパッチ１３．５ｍｇ〔１３．５
(外) ｍｇ１枚〕
ノバルティス
381円/枚 リバスチグミン
(外) イクセロンパッチ１８ｍｇ〔１８ｍｇ１枚
ノバルティス
398.8円/枚 リバスチグミン
内限 〕
― 12 末梢神経系用薬 ―
121 局所麻酔剤
1214 キシリジン系製剤
(内) キシロカインゼリー２％〔２％１ｍＬ〕
アスペン
7.2円/ｍＬ リドカイン
(外)
(内) アネトカインゼリー２％〔２％１ｍＬ〕 [後] 小林化工
4.4円/ｍＬ リドカイン
(外)
(内) キシロカイン液「４％」〔４％１ｍＬ〕
アスペン
12.6円/ｍＬ リドカイン
(外)
(内) キシロカイン点眼液４％〔４％１ｍＬ〕
アスペン
16.5円/ｍＬ リドカイン
(外)

発行日 2020年08月06日

【56】

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕
(内)
(外)
(外)

製造販売会社名

キシロカインポンプスプレー８％〔１ｇ〕 [後] アスペン
ペンレステープ１８ｍｇ〔（１８ｍｇ）３
０．５ｍｍ× ５０．０ｍｍ１枚〕
―

1311 散瞳剤
(内)
サイプレジン１％点眼液〔１％１ｍＬ〕
(外)
(内) ネオシネジンコーワ５％点眼液〔５％１ｍ
(外) Ｌ〕
(内) ミドリンＭ点眼液０．４％〔０．４％１ｍ
(外) Ｌ〕
(外) 日点アトロピン点眼液１％〔１％５ｍＬ１
瓶〕
1312 縮瞳剤
(内) サンピロ点眼液２％〔２％５ｍＬ１瓶〕
(外)
1313 眼科用局所麻酔剤
(内) ベノキシール点眼液０．４％〔０．４％１
(外) ｍＬ〕
(内) ラクリミン点眼液０．０５％〔０．０５％
(外) ５ｍＬ１瓶〕
1314 眼科用防腐収斂剤
(内)
(外) ホウ酸「ケンエー」〔１０ｇ〕
(内) ホウ酸原末「マルイシ」〔１０ｇ〕
(外)
1315 眼科用コルチゾン製剤
(外) フルメトロン点眼液０．０２％〔０．０２
％１ｍＬ〕
(外) フルメトロン点眼液０．１％〔０．１％１
ｍＬ〕
(内) フルオロメトロン点眼液０．１％「日点」
(外) 〔０．１％１ｍＬ〕
(内) プレドニン眼軟膏〔０．２５％１ｇ〕
(外)
(内) リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％〔
(外) ０．１％１ｍＬ〕
1317 眼科用抗生物質製剤
(外) トブラシン点眼液０．３％〔３ｍｇ１ｍＬ
〕
(外) ピマリシン点眼液５％「センジュ」〔５０
ｍｇ１ｍＬ〕
(外) ベストロン点眼用０．５％〔５ｍｇ１ｍＬ
（溶解後の液として）〕
1319i その他
(外) ミケランＬＡ点眼液２％〔２％１ｍＬ〕
(外) チモプトール点眼液０．２５％〔０．２５
％１ｍＬ〕
(外) チモプトール点眼液０．５％〔０．５％１
ｍＬ〕
(内) チモロール点眼液０．５％「ニッテン」〔
(外) ０．５％１ｍＬ〕
(外) チモプトールＸＥ点眼液０．５％〔０．５
％１ｍＬ〕
(外) リズモンＴＧ点眼液０．５％〔０．５％１
ｍＬ〕
(内) カリーユニ点眼液０．００５％〔０．００
(外) ５％５ｍＬ１瓶〕
(外) タチオン点眼用２％〔２％１ｍＬ〕
(外) サンコバ点眼液０．０２％〔０．０２％５
ｍＬ１瓶〕
(内) シアノコバラミン点眼液０．０２％「日点
(外) 」〔０．０２％５ｍＬ１瓶〕
(外) フラビタン眼軟膏０．１％〔０．１％１ｇ
〕
(外) フラビタン点眼液０．０５％〔０．０５％
５ｍＬ１瓶〕
(外) クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「わかもと
」〔１００ｍｇ５ｍＬ１瓶〕
(外) ゾビラックス眼軟膏３％〔３％１ｇ〕

発行日 2020年08月06日

22円/ｇ リドカイン

日東電工
13 感覚器官用薬
131 眼科用剤

薬価 一般名

41.2円/枚 リドカイン
―

参天

シクロペントラート塩酸
81.6円/ｍＬ 塩

興和

43.4円/ｍＬ フェニレフリン塩酸塩

参天

20.2円/ｍＬ トロピカミド

日本点眼薬

296.6円/瓶 アトロピン硫酸塩水和物

参天

144.3円/瓶 ピロカルピン塩酸塩

参天

13.6円/ｍＬ オキシブプロカイン塩酸
塩

参天

96.1円/瓶 オキシブプロカイン塩酸
塩

健栄

2.28円/ｇ ホウ酸

丸石

2.28円/ｇ ホウ酸

参天

35.2円/ｍＬ フルオロメトロン

参天

43円/ｍＬ フルオロメトロン

[後] 日本点眼薬

18.7円/ｍＬ フルオロメトロン

シオノギファーマ

43.7円/ｇ プレドニゾロン酢酸エス
テル

シオノギファーマ

63.6円/ｍＬ ベタメタゾンリン酸エス
テルナトリウム

日東メディック

36.4円/ｍＬ トブラマイシン

千寿
千寿

628.3円/ｍＬ ピマリシン
54.8円/ｍＬ セフメノキシム塩酸塩

大塚製薬

459.7円/ｍＬ カルテオロール塩酸塩

参天

128.2円/ｍＬ チモロールマレイン酸塩

参天

181.8円/ｍＬ チモロールマレイン酸塩

[後] ニッテン

79円/ｍＬ チモロールマレイン酸塩

参天

586.4円/ｍＬ チモロールマレイン酸塩

わかもと

566.7円/ｍＬ チモロールマレイン酸塩

[後] 参天
長生堂

64.9円/瓶 ピレノキシン
42.2円/ｍＬ グルタチオン

参天

88.8円/瓶 シアノコバラミン

[後] 日本点眼薬

86.4円/瓶 シアノコバラミン

トーアエイヨー

27.1円/ｇ フラビンアデニンジヌク
レオチドナトリウム

トーアエイヨー

88.8円/瓶 フラビンアデニンジヌク
レオチドナトリウム

[後] わかもと
日東メディック

【57】

337.7円/瓶 クロモグリク酸ナトリウ
ム
551.5円/ｇ アシクロビル

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕
(内)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)
(外)
(外)
(外)

アシクロビル眼軟膏３％「ニットー」〔３
％１ｇ〕
ヒアレイン点眼液０．１％〔０．１％５ｍ
Ｌ１瓶〕
ティアバランス点眼液０．１％〔０．１％
５ｍＬ１瓶〕
ヒアルロン酸ナトリウムＰＦ点眼液０．１
％「日点」〔０．１％５ｍＬ１瓶〕
ヒアレインミニ点眼液０．１％〔０．１％
０．４ｍＬ１個〕
プロビスク０．８５眼粘弾剤１％〔１％０
．８５ｍＬ１筒〕
ヒアレイン点眼液０．３％〔０．３％５ｍ
Ｌ１瓶〕
オフロキシン眼軟膏０．３％〔０．３％１
ｇ〕
タリビッド眼軟膏０．３％〔０．３％１ｇ
〕
オフロキサシン眼軟膏０．３％「ニットー
」〔０．３％１ｇ〕
ニフラン点眼液０．１％〔０．１％１ｍＬ
〕
プラノプロフェン点眼液０．１％「日点」
〔０．１％１ｍＬ〕
ジクロード点眼液０．１％〔０．１％１ｍ
Ｌ〕
ジクロフェナクＮａ・ＰＦ点眼液０．１％
「日点」〔０．１％１ｍＬ〕
ザジテン点眼液０．０５％〔３．４５ｍｇ
５ｍＬ１瓶〕
レスキュラ点眼液０．１２％〔０．１２％
１ｍＬ〕
リザベン点眼液０．５％〔２５ｍｇ５ｍＬ
１瓶〕
トラニラスト点眼液０．５％「サワイ」〔
２５ｍｇ５ｍＬ１瓶〕
アイオピジンＵＤ点眼液１％〔１％０．１
ｍＬ１個〕
トルソプト点眼液１％〔１％１ｍＬ〕
キサラタン点眼液０．００５％〔０．００
５％１ｍＬ〕
ラタノプロスト点眼液０．００５％「わか
もと」〔０．００５％１ｍＬ〕
ラタノプロストＰＦ点眼液０．００５％「
日点」〔０．００５％１ｍＬ〕
ハイパジールコーワ点眼液０．２５％〔０
．２５％１ｍＬ〕
クラビット点眼液０．５％〔０．５％１ｍ
Ｌ〕
レボフロキサシン点眼液０．５％「日医工
」〔０．５％１ｍＬ〕
ブロナック点眼液０．１％〔０．１％１ｍ
Ｌ〕
リボスチン点眼液０．０２５％〔０．０２
５％１ｍＬ〕
デタントール０．０１％点眼液〔０．０１
％１ｍＬ〕
エイゾプト懸濁性点眼液１％〔１％１ｍＬ
〕
パタノール点眼液０．１％〔０．１％１ｍ
Ｌ〕
ベガモックス点眼液０．５％〔０．５％１
ｍＬ〕
トラバタンズ点眼液０．００４％〔０．０
０４％１ｍＬ〕
タリムス点眼液０．１％〔０．１％５ｍＬ
１瓶〕
タプロス点眼液０．００１５％〔０．００
１５％１ｍＬ〕
ルミガン点眼液０．０３％〔０．０３％１
ｍＬ〕

製造販売会社名
東亜薬品
参天
[後] 千寿
[後] 日本点眼薬
参天
[後] アルコン
参天
東亜薬品
参天
東亜薬品

389円/ｇ アシクロビル
精製ヒアルロン酸ナトリ
ウム
精製ヒアルロン酸ナトリ
229.5円/瓶
ウム
精製ヒアルロン酸ナトリ
137.1円/瓶
ウム
精製ヒアルロン酸ナトリ
12.6円/個 ウム
2455.4円/筒 精製ヒアルロン酸ナトリ
ウム
495.3円/瓶 精製ヒアルロン酸ナトリ
ウム
345.4円/瓶

63.7円/ｇ オフロキサシン
113.5円/ｇ オフロキサシン
63.7円/ｇ オフロキサシン

千寿

38.9円/ｍＬ プラノプロフェン

[後] 日本点眼薬

24.4円/ｍＬ プラノプロフェン

わかもと
[後] 日本点眼薬

66.9円/ｍＬ ジクロフェナクナトリウ
ム
38.3円/ｍＬ ジクロフェナクナトリウ
ム

ノバルティス

523.7円/瓶 ケトチフェンフマル酸塩

日東メディック

301円/ｍＬ イソプロピルウノプロス
トン

キッセイ

533.3円/瓶 トラニラスト

[後] 沢井
ノバルティス

327.5円/瓶 トラニラスト
670.1円/個 アプラクロニジン塩酸塩

参天

217.5円/ｍＬ ドルゾラミド塩酸塩

ファイザー

551.5円/ｍＬ ラタノプロスト

[後] わかもと

231.6円/ｍＬ ラタノプロスト

[後] 日本点眼薬

313.9円/ｍＬ ラタノプロスト

興和

299.9円/ｍＬ ニプラジロール

参天
[後] 日医工
千寿

96円/ｍＬ レボフロキサシン水和物
49.7円/ｍＬ レボフロキサシン水和物
94.3円/ｍＬ ブロムフェナクナトリウ
ム水和物

ヤンセン

114.7円/ｍＬ レボカバスチン塩酸塩

参天

250.9円/ｍＬ ブナゾシン塩酸塩

ノバルティス

329.4円/ｍＬ ブリンゾラミド

ノバルティス

176.3円/ｍＬ オロパタジン塩酸塩

ノバルティス

120.4円/ｍＬ モキシフロキサシン塩酸
塩

ノバルティス

737.6円/ｍＬ トラボプロスト

千寿

9785.3円/瓶 タクロリムス水和物

参天

926.3円/ｍＬ タフルプロスト

千寿

744.3円/ｍＬ ビマトプロスト

(内)
(外)

ジクアス点眼液３％〔３％５ｍＬ１瓶〕

参天

(外)

ムコスタ点眼液ＵＤ２％〔２％０．３５ｍ
Ｌ１本〕

大塚製薬

発行日 2020年08月06日

薬価 一般名

【58】

532.8円/瓶 ジクアホソルナトリウム
27.4円/本 レバミピド

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕
(内)
(外)

アイファガン点眼液０．１％〔０．１％１
ｍＬ〕
グラナテック点眼液０．４％〔０．４％１
(外)
ｍＬ〕
1319J 配合剤

製造販売会社名

薬価 一般名

千寿

454.5円/ｍＬ ブリモニジン酒石酸塩

興和

454.5円/ｍＬ リパスジル塩酸塩水和物
70.1円/ｇ エリスロマイシンラクト
ビオン酸塩 コリスチ…
エリスロマイシンラクト
70.1円/ｇ
ビオン酸塩 コリスチ…
46.6円/ｇ フラジオマイシン硫酸塩
メチルプレドニゾロン
ホウ酸
リン酸水素ナト
87.1円/瓶 リウム水和物
塩化カ…

(外)

エコリシン眼軟膏〔１ｇ〕

参天

(内)
(外)

エリコリ眼軟膏Ｔ〔１ｇ〕

日東メディック

(外)

ネオメドロールＥＥ軟膏〔１ｇ〕

ファイザー

(外)

人工涙液マイティア点眼液〔５ｍＬ１瓶〕

千寿

(内)

スコピゾル眼科用液〔１５ｍＬ１瓶〕

千寿

ヒドロキシエチルセルロ
ース ホウ酸 リン酸…

参天

フェニレ
28.2円/ｍＬ トロピカミド
フリン塩酸塩

千寿

無機塩類配合
584.3円/管 ブドウ糖
剤（6）

1319J 配合剤
(内) ミドリンＰ点眼液〔１ｍＬ〕
(外)
２０ｍＬ〔２０
(内) オペガードＭＡ眼灌流液
ｍＬ１管〕
(外)

ザラカム配合点眼液〔１ｍＬ〕

ファイザー

(内)
(外)

ディスコビスク１．０眼粘弾剤〔１ｍＬ１
筒〕

アルコン

(外)

コソプト配合点眼液〔１ｍＬ〕

参天

(外)

デュオトラバ配合点眼液〔１ｍＬ〕

ノバルティス

(外)

アゾルガ配合懸濁性点眼液〔１ｍＬ〕

ノバルティス

132 耳鼻科用剤
1329i その他
(外) ザジテン点鼻液０．０５％〔６．０４８ｍ
サンファーマ
ｇ８ｍＬ１瓶〕
フルナーゼ点鼻液５０μｇ５６噴霧用〔４
(外) ．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶〕
ＧＳＫ
(内) フルチカゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６ [後] キョーリンリメデ
(外) 噴霧用〔４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶〕
ィオ
(内) リボスチン点鼻液０．０２５ｍｇ１１２噴
日本新薬
(外) 霧用〔０．０２５％１５ｍＬ１瓶〕
(外) ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用〔
ＭＳＤ
５ｍｇ１０ｇ１瓶〕
(外) アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用
ＧＳＫ
〔３ｍｇ６ｇ１キット〕
2 個々の器官系用医薬品
― 21 循環器官用薬 ―
214 血圧降下剤
2149i その他
(内) ビソノテープ４ｍｇ〔４ｍｇ１枚〕
トーアエイヨー
(外)
(内) ビソノテープ２ｍｇ〔２ｍｇ１枚〕
トーアエイヨー
(外)
216 血管収縮剤
2160i その他
(外) イミグラン点鼻液２０〔２０ｍｇ０．１ｍ
ＧＳＫ
Ｌ１個〕
217 血管拡張剤
2171 冠血管拡張剤
(外) フランドルテープ４０ｍｇ〔４０ｍｇ１枚
トーアエイヨー
〕
(内) 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥ [後] 救急
(外) Ｃ」〔４０ｍｇ１枚〕
(内) ミオコールスプレー０．３ｍｇ〔０．６５
トーアエイヨー
(外) ％７．２ｇ１缶〕
(内) ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ〔（２５ｍｇ
サンファーマ
(外) ）１０平方ｃｍ１枚〕
(外) ミリステープ５ｍｇ〔（５ｍｇ）４．０５
日本化薬
ｃｍ× ４．５０ｃｍ１枚〕
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999.8円/ｍＬ チモロールマレイン酸塩
ラタノプロスト
9083.6円/筒 コンドロイチン硫酸エス
テルナトリウム 精製…
540円/ｍＬ チモロールマレイン酸塩
ドルゾラミド塩酸塩
1092.3円/ｍ チモロールマレイン酸塩
Ｌ トラボプロスト
387.5円/ｍＬ チモロールマレイン酸塩
ブリンゾラミド

626.1円/瓶 ケトチフェンフマル酸塩
1170.8円/瓶 フルチカゾンプロピオン
酸エステル
695.4円/瓶 フルチカゾンプロピオン
酸エステル
694円/瓶 レボカバスチン塩酸塩
1373.5円/瓶 モメタゾンフランカルボ
ン酸エステル水和物
1836.5円/キ フルチカゾンフランカル
ット ボン酸エステル

78.6円/枚 ビソプロロール
57.9円/枚 ビソプロロール

765.9円/個 スマトリプタン

62.7円/枚 硝酸イソソルビド
31.2円/枚 硝酸イソソルビド
1591.9円/缶 ニトログリセリン
66.2円/枚 ニトログリセリン
40.1円/枚 ニトログリセリン

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名
―

2234 ブロムヘキシン製剤
(内) ビソルボン吸入液０．２％〔０．２％１ｍ
(外) Ｌ〕

22 呼吸器官用薬
223 去たん剤

薬価 一般名

―

サノフィ

14.3円/ｍＬ ブロムヘキシン塩酸塩

225 気管支拡張剤
2254 サルブタモール製剤
(外) ベネトリン吸入液０．５％〔０．５％１ｍ
Ｌ〕
(外) サルタノールインヘラー１００μｇ〔０．
１６％１３．５ｍＬ１瓶〕
2259i その他
(外)

インタール吸入液１％〔１％２ｍＬ１管〕

ＧＳＫ

22.1円/ｍＬ サルブタモール硫酸塩

ＧＳＫ

802.8円/瓶 サルブタモール硫酸塩

サノフィ

(内)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)
(内)
(外)

キュバール１００エアゾール〔１５ｍｇ８
大日本住友
．７ｇ１瓶〕
メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ〔０．
大塚製薬
０１％０．３ｍＬ１個〕
メプチンエアー１０μｇ吸入１００回〔０
大塚製薬
．０１４３％５ｍＬ１キット〕
ホクナリンテープ１ｍｇ〔１ｍｇ１枚〕
マイランＥＰＤ
ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＨＭＴ」〔 [後] 久光
１ｍｇ１枚〕
ホクナリンテープ２ｍｇ〔２ｍｇ１枚〕
マイランＥＰＤ
ツロブテロールテープ２ｍｇ「久光」〔２ [後] 久光
ｍｇ１枚〕
(外) セレベント５０ディスカス〔５０μｇ６０
ＧＳＫ
ブリスター１キット〕
(内) スピリーバ吸入用カプセル１８μｇ〔１８
日本ベーリンガー
(外) μｇ１カプセル〕
(内) スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸
日本ベーリンガー
(外) 入〔１５０μｇ１キット〕
(内) オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ〔１
ノバルティス
(外) ５０μｇ１カプセル〕
(外) シーブリ吸入用カプセル５０μｇ〔５０μ
ノバルティス
ｇ１カプセル〕
(外) エンクラッセ６２．５μｇエリプタ７吸入
ＧＳＫ
用〔７吸入１キット〕
(外) エンクラッセ６２．５μｇエリプタ３０吸
ＧＳＫ
入用〔３０吸入１キット〕
2259T その他の配合剤
(外) ウルティブロ吸入用カプセル〔１カプセル
ノバルティス
〕
(内) アノーロエリプタ７吸入用〔７吸入１キッ
ＧＳＫ
(外) ト〕
(外) アノーロエリプタ３０吸入用〔３０吸入１
ＧＳＫ
キット〕
(外) スピオルトレスピマット２８吸入〔２８吸
日本ベーリンガー
入１キット〕
(外) スピオルトレスピマット６０吸入〔６０吸
日本ベーリンガー
入１キット〕
226 含嗽剤
2260i その他
(内) アズノールうがい液４％〔４％１ｍＬ〕 [後] 日本点眼薬
(外)
(外) イソジンガーグル液７％〔７％１ｍＬ〕
ムンディファーマ
(内) ポビドンヨードガーグル液７％「明治」〔 [後] ＭｅｉｊｉＳｅｉ
(外) ７％１ｍＬ〕
ｋａ
229 その他の呼吸器官用薬
2290i その他
(外) フルタイド１００ディスカス〔１００μｇ
ＧＳＫ
６０ブリスター１個〕
(外) フルタイド２００ディスカス〔２００μｇ
ＧＳＫ
６０ブリスター１個〕
パルミコート２００μｇタービュヘイラー
(外) ５６吸入〔１１．２ｍｇ１瓶（２００μｇ
アストラゼネカ
）〕
(外) パルミコート吸入液０．５ｍｇ〔０．５ｍ
アストラゼネカ
ｇ２ｍＬ１管〕
(外) オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入
帝人ファーマ
用〔１１．２ｍｇ３．３ｇ１キット〕
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44.1円/管 クロモグリク酸ナトリウ
ム
2714.1円/瓶 ベクロメタゾンプロピオ
ン酸エステル
15.1円/個 プロカテロール塩酸塩水
和物
814.2円/キッ プロカテロール塩酸塩水
ト 和物
43.4円/枚 ツロブテロール
29.1円/枚 ツロブテロール
61.1円/枚 ツロブテロール
37.4円/枚 ツロブテロール
2911.8円/キ サルメテロールキシナホ
ット 酸塩
146.7円/カプ チオトロピウム臭化物水
セル 和物
4845.8円/キ チオトロピウム臭化物水
ット 和物
139.4円/カプ インダカテロールマレイ
セル ン酸塩
185.5円/カプ グリコピロニウム臭化物
セル
1361.1円/キ ウメクリジニウム臭化物
ット
5621.2円/キ ウメクリジニウム臭化物
ット
241.5円/カプ インダカテロールマレイ
セル ン酸塩 グリコピロニ…
1827.8円/キ ウメクリジニウム臭化物
ット ビランテロールトリ…
7585.6円/キ ウメクリジニウム臭化物
ット ビランテロールトリ…
3812.3円/キ オロダテロール塩酸塩
ット チオトロピウム臭化物…
7582円/キッ オロダテロール塩酸塩
ト チオトロピウム臭化物…

37.7円/ｍＬ アズレンスルホン酸ナト
リウム水和物
3.1円/ｍＬ ポビドンヨード
2.2円/ｍＬ ポビドンヨード

1705.2円/個 フルチカゾンプロピオン
酸エステル
2216円/個 フルチカゾンプロピオン
酸エステル
1323.4円/瓶 ブデソニド
234円/管 ブデソニド
2135.8円/キ シクレソニド
ット

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕
アズマネックスツイストヘラー１００μｇ
６０吸入〔６ｍｇ１キット（１００μｇ）
〕
アニュイティ１００μｇエリプタ３０吸入
(外)
用〔３０吸入１キット〕
2290J 配合剤
アドエア２５０ディスカス２８吸入用〔２
(外)
８ブリスター１キット〕
アドエア１００ディスカス６０吸入用〔６
(外) ０ブリスター１キット〕
(外) アドエア２５０ディスカス６０吸入用〔６
０ブリスター１キット〕
(外) アドエア５００ディスカス６０吸入用〔６
０ブリスター１キット〕
(外) アドエア５０エアゾール１２０吸入用〔１
２．０ｇ１瓶〕
(外) アドエア１２５エアゾール１２０吸入用〔
１２．０ｇ１瓶〕
(内) シムビコートタービュヘイラー６０吸入〔
(外) ６０吸入１キット〕
(外) フルティフォーム５０エアゾール１２０吸
入用〔１２０吸入１瓶〕
(外) フルティフォーム１２５エアゾール１２０
吸入用〔１２０吸入１瓶〕
(内) レルベア１００エリプタ１４吸入用〔１４
(外) 吸入１キット〕
(内) レルベア２００エリプタ１４吸入用〔１４
(外) 吸入１キット〕
(外) レルベア１００エリプタ３０吸入用〔３０
吸入１キット〕
(外) レルベア２００エリプタ３０吸入用〔３０
吸入１キット〕
(内) テリルジー１００エリプタ１４吸入用〔１
(外) ４吸入１キット〕
(外) テリルジー１００エリプタ３０吸入用〔３
０吸入１キット〕
(外) ビレーズトリエアロスフィア５６吸入〔５
６吸入１キット〕
―
(外)

2357 グリセリン製剤
(内) グリセリン「ケンエー」〔１０ｍＬ〕
(外)
(外) グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０〔５
０％３０ｍＬ１個〕
(内) グリセリン浣腸「オヲタ」６０〔５０％６
(外) ０ｍＬ１個〕
(内) グリセリン浣腸「オヲタ」１２０〔５０％
(外) １２０ｍＬ１個〕
グリセリンＢＣ液６０％「ケンエー」〔６
０％１０ｍＬ〕
2359i その他
(内) テレミンソフト坐薬１０ｍｇ〔１０ｍｇ１
(外) 個〕
2359T その他の配合剤
(内)

(外)

新レシカルボン坐剤〔１個〕

製造販売会社名

薬価 一般名

ＭＳＤ

2364.7円/キ モメタゾンフランカルボ
ット ン酸エステル

ＧＳＫ

1816.5円/キ フルチカゾンフランカル
ット ボン酸エステル

ＧＳＫ
ＧＳＫ
ＧＳＫ
ＧＳＫ
ＧＳＫ
ＧＳＫ
アストラゼネカ
杏林
杏林
ＧＳＫ
ＧＳＫ
ＧＳＫ
ＧＳＫ
ＧＳＫ
ＧＳＫ
アストラゼネカ

3497.6円/キ サルメテロールキシナホ
ット 酸塩 フルチカゾンプ…
6351.1円/キ サルメテロールキシナホ
ット 酸塩 フルチカゾンプ…
7301.5円/キ サルメテロールキシナホ
ット 酸塩 フルチカゾンプ…
8286.1円/キ サルメテロールキシナホ
ット 酸塩 フルチカゾンプ…
6708.8円/瓶 サルメテロールキシナホ
酸塩 フルチカゾンプ…
7832.9円/瓶 サルメテロールキシナホ
酸塩 フルチカゾンプ…
4252円/キッ ブデソニド ホルモテロ
ト ールフマル酸塩水和物
5244.4円/瓶 フルチカゾンプロピオン
酸エステル ホルモテ…
6031.4円/瓶 フルチカゾンプロピオン
酸エステル ホルモテ…
2651.6円/キ ビランテロールトリフェ
ット ニル酢酸塩 フルチカ…
2918.2円/キ ビランテロールトリフェ
ット ニル酢酸塩 フルチカ…
5558円/キッ ビランテロールトリフェ
ト ニル酢酸塩 フルチカ…
6201.5円/キ ビランテロールトリフェ
ット ニル酢酸塩 フルチカ…
4183.5円/キ ウメクリジニウム臭化物
ット ビランテロールトリ…
8853.8円/キ ウメクリジニウム臭化物
ット ビランテロールトリ…
4150.3円/キ グリコピロニウム臭化物
ット ブデソニド ホルモ…

23 消化器官用薬 ―
235 下剤、浣腸剤
健栄

1.3円/ｍＬ グリセリン

帝國製薬

100.1円/個 グリセリン

帝國製薬

107.7円/個 グリセリン

帝國製薬

140.6円/個 グリセリン

健栄

グリセリン

ＥＡファーマ

20.3円/個 ビサコジル

京都

無
51.4円/個 炭酸水素ナトリウム
水リン酸二水素ナトリ…

239 その他の消化器官用薬
2399i その他
(内) 複方ヨード・グリセリン「ケンエー」〔１
健栄
1.69円/ｍＬ 複方ヨード・グリセリン
(外) ０ｍＬ〕
(内) アフタゾロン口腔用軟膏０．１％〔０．１
あゆみ製薬
66.2円/ｇ デキサメタゾン
(外) ％１ｇ〕
(外) アフタシール２５μｇ〔２５μｇ１枚〕
帝國製薬
37.9円/枚 トリアムシノロンアセト
ニド
42.1円/カプ ベクロメタゾンプロピオ
(外) サルコートカプセル外用５０μｇ〔５０μ
帝人ファーマ
ｇ１カプセル〕
セル ン酸エステル
(内) オラドールトローチ０．５ｍｇ〔０．５ｍ
武田テバファーマ
5.9円/錠 ドミフェン臭化物
(外) ｇ１錠〕
(内) ナウゼリン坐剤６０〔６０ｍｇ１個〕
協和キリン
116.6円/個 ドンペリドン
(外)
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

薬価 一般名

(外) ペンタサ坐剤１ｇ〔１ｇ１個〕
杏林
263.3円/個 メサラジン
(外) ペンタサ注腸１ｇ〔１ｇ１個〕
杏林
599.2円/個 メサラジン
(外) レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回〔４
ＥＡファーマ
6634.3円/瓶 ブデソニド
内限 ８ｍｇ３０．８ｇ１瓶〕
2399J 配合剤
(内)
リン酸二カリウム 塩化
サリベートエアゾール〔５０ｇ１個〕
帝人ファーマ
543.6円/個
(外)
カリウム 塩化カルシ…
― 24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） ―
241 脳下垂体ホルモン剤
2419i その他
(外) デスモプレシン点鼻液０．０１％協和〔２
協和キリン
6129.3円/瓶 デスモプレシン酢酸塩水
５０μｇ１瓶〕
和物
デスモプレシン・スプレー１０協和〔５０
(外) ０μｇ１瓶〕
協和キリン
5030.6円/瓶 デスモプレシン酢酸塩水
和物
245 副腎ホルモン剤
2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
(外) リンデロン坐剤０．５ｍｇ〔０．５ｍｇ１
シオノギファーマ
65.1円/個 ベタメタゾン
個〕
(外) ステロネマ注腸３ｍｇ〔３．９５ｍｇ１個
[後] 日医工
556.6円/個 ベタメタゾンリン酸エス
〕
テルナトリウム
ステロネマ注腸１．５ｍｇ〔１．９７５ｍ
(外) ｇ１個〕
[後] 日医工
394.4円/個 ベタメタゾンリン酸エス
テルナトリウム
247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
2473 エストラジオール系製剤
(外) エストラーナテープ０．７２ｍｇ〔（０．
久光
98.3円/枚 エストラジオール
７２ｍｇ）９平方ｃｍ１枚〕
― 25 泌尿生殖器官及び肛門用薬 ―
252 生殖器官用剤（性病予防剤を含む）
2521 生殖器官用抗生物質製剤
(内) クロマイ腟錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１錠
アルフレッサファ
71.7円/錠 クロラムフェニコール
(外) 〕
ーマ
2529i その他
(内) エストリール腟錠０．５ｍｇ〔０．５ｍｇ
持田
18.6円/錠 エストリオール
(外) １錠〕
(外) エンペシド腟錠１００ｍｇ〔１００ｍｇ１
バイエル
57.5円/錠 クロトリマゾール
錠〕
(内) フラジール腟錠２５０ｍｇ〔２５０ｍｇ１
富士製薬
36.7円/錠 メトロニダゾール
(外) 錠〕
(外) オキナゾール腟錠６００ｍｇ〔６００ｍｇ
田辺三菱
301.3円/錠 オキシコナゾール硝酸塩
１錠〕
(内) オキシコナゾール硝酸塩腟錠６００ｍｇ「 [後] 富士製薬
246.6円/錠 オキシコナゾール硝酸塩
(外) Ｆ」〔６００ｍｇ１錠〕
255 痔疾用剤
2559J 配合剤
ジブカイ
(外) プロクトセディル坐薬〔１個〕
ＥＡファーマ
31.7円/個 エスクロシド
ン塩酸塩 ヒドロコル…
(内) プロクトセディル軟膏〔１ｇ〕
ジブカイ
ＥＡファーマ
22円/ｇ エスクロシド
(外)
ン塩酸塩 ヒドロコル…
(内) ボラザＧ坐剤〔１個〕
リドカイ
天藤
30.1円/個 トリベノシド
(外)
ン
(内) ネリプロクト坐剤〔１個〕
レオファーマ
32.2円/個 ジフルコルトロン吉草酸
(外)
エステル リドカイン
(内) ネリプロクト軟膏〔１ｇ〕
レオファーマ
29.4円/ｇ ジフルコルトロン吉草酸
(外)
エステル リドカイン
259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
2590i その他
(外) ネオキシテープ７３．５ｍｇ〔７３．５ｍ
久光
180.4円/枚 オキシブチニン塩酸塩
ｇ１枚〕
― 26 外皮用薬 ―
261 外皮用殺菌消毒剤
2611 塩素酸塩製剤
(内) テキサント消毒液６％〔６％１０ｇ〕
シオエ
0.39円/ｇ 次亜塩素酸ナトリウム
(外)
2612 ヨウ素化合物
(内) ポビドンヨードスクラブ液７．５％「明治
[後] ＭｅｉｊｉＳｅｉ
2.02円/ｍＬ ポビドンヨード
」〔７．５％１０ｍＬ〕
ｋａ

発行日 2020年08月06日
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕
(内) ポビドンヨードゲル１０％「明治」〔１０
(外) ％１０ｇ〕
(内) ポビドンヨード外用液１０％「明治」〔１
(外) ０％１０ｍＬ〕
(内)
ヨウ素「ニッコー」〔１ｇ〕
(外)
2614 過酸化物製剤
(内)
オキシドール「タイセイ」〔１０ｍＬ〕
(外)
2615 アルコール製剤
(内) ７０％消毒用イソプロパノール「ニッコー
(外) 」〔７０％１０ｍＬ〕
2616 石鹸類製剤
(内) ０．０２５Ｗ／Ｖ％ヂアミトール水〔０．
(外) ０２５％１０ｍＬ〕
2619i その他
(内) ０．５％ラポテックアルコール液〔０．５
(外) ％１０ｍＬ〕
(内) ステリクロンＷ液０．０２〔０．０２％１
(外) ０ｍＬ〕
(内) ステリクロンＷ液０．１〔０．１％１０ｍ
(外) Ｌ〕
(内) ステリクロンＷ液０．０５〔０．０５％１
(外) ０ｍＬ〕
(内) 液状フェノール「ケンエー」〔１０ｍＬ〕
(外)
(内) ホルマリン「ケンエー」〔１０ｍＬ〕
(外)

製造販売会社名
[後] ＭｅｉｊｉＳｅｉ
ｋａ
ＭｅｉｊｉＳｅｉ
[後]
ｋａ

薬価 一般名
3.95円/ｇ ポビドンヨード
1.13円/ｍＬ ポビドンヨード

日興製薬

7.5円/ｇ

大成

0.78円/ｍＬ オキシドール

日興製薬

0.45円/ｍＬ イソプロパノール

日興製薬

0.57円/ｍＬ ベンザルコニウム塩化物

[後] 日興製薬

0.64円/ｍＬ クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

[後] 健栄

0.58円/ｍＬ クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

[後] 健栄

0.58円/ｍＬ クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

[後] 健栄

0.58円/ｍＬ クロルヘキシジングルコ
ン酸塩

健栄

1.31円/ｍＬ 液状フェノール

健栄

0.94円/ｍＬ ホルマリン

263 化膿性疾患用剤
2633 外用サルファ製剤
(内) ゲーベンクリーム１％〔１％１ｇ〕
(外)
2634 外用抗生物質製剤
(内) クロロマイセチン軟膏２％〔２０ｍｇ１ｇ
(外) 〕
(外) ゲンタシン軟膏０．１％〔１ｍｇ１ｇ〕
(内) ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「Ｆ」
(外) 〔１ｍｇ１ｇ〕
(内) ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ〔（１０．
(外) ８ｍｇ）１０ｃｍ× １０ｃｍ１枚〕
(外)

ダラシンＴゲル１％〔１％１ｇ〕

田辺三菱
アルフレッサファ
ーマ
高田
富士製薬

(内)
(外)

11円/ｇ ゲンタマイシン硫酸塩
11円/ｇ ゲンタマイシン硫酸塩
54.5円/枚 フラジオマイシン硫酸塩

佐藤製薬

32.9円/ｇ クリンダマイシンリン酸
エステル

デルモベート軟膏０．０５％〔０．０５％
ＧＳＫ
１ｇ〕
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏
０．０５％「タイヨー」〔０．０５％１ｇ [後] 武田テバファーマ
〕

発行日 2020年08月06日

11.2円/ｇ クロラムフェニコール

テイカ製薬

(内) クリンダマイシンリン酸エステルゲル１％ [後] 沢井
(外) 「サワイ」〔１％１ｇ〕
2639i その他
(外) アクアチムクリーム１％〔１％１ｇ〕
大塚製薬
(内) ナジフロキサシンクリーム１％「トーワ」 [後] 東和薬品
(外) 〔１％１ｇ〕
2639J 配合剤
アルフレッサファ
(外) クロマイ−Ｐ軟膏〔１ｇ〕
ーマ
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
2642 外用抗ヒスタミン製剤
(内)
(外) ベナパスタ軟膏４％〔４％１０ｇ〕
田辺三菱
在無
2646 副腎皮質ホルモン製剤
(内) テクスメテンユニバーサルクリーム０．１
佐藤製薬
(外) ％〔０．１％１ｇ〕
(外) ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％〔
レオファーマ
０．１％１ｇ〕
(外) トプシムクリーム０．０５％〔０．０５％
田辺三菱
１ｇ〕
(内) ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２〔（０．
(外) ３ｍｇ）７．５ｃｍ× １０ｃｍ〕
大日本住友
在無
(外)

12.8円/ｇ スルファジアジン銀

【63】

18.8円/ｇ クリンダマイシンリン酸
エステル
32円/ｇ ナジフロキサシン
26.9円/ｇ ナジフロキサシン
32.4円/ｇ クロラムフェニコール
フラジオマイシン硫酸…

2.88円/ｇ ジフェンヒドラミンラウ
リル硫酸塩
14円/ｇ ジフルコルトロン吉草酸
エステル
24.3円/ｇ ジフルコルトロン吉草酸
エステル
20.8円/ｇ フルオシノニド
72.7円/枚 フルドロキシコルチド
21.8円/ｇ クロベタゾールプロピオ
ン酸エステル
9円/ｇ クロベタゾールプロピオ
ン酸エステル

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

(外)

デルモベートスカルプローション０．０５
％〔０．０５％１ｇ〕

ＧＳＫ

(内)
(外)

ロコイド軟膏０．１％〔０．１％１ｇ〕

鳥居

(外)
(外)
(外)
(外)
(外)
(外)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)

ロコイドクリーム０．１％〔０．１％１ｇ
〕
リドメックスコーワ軟膏０．３％〔０．３
％１ｇ〕
リドメックスコーワローション０．３％〔
０．３％１ｇ〕
パンデル軟膏０．１％〔０．１％１ｇ〕
パンデルローション０．１％〔０．１％１
ｍＬ〕
キンダベート軟膏０．０５％〔０．０５％
１ｇ〕
ボアラ軟膏０．１２％〔０．１２％１ｇ〕

鳥居
興和
興和
大正製薬
大正製薬
ＧＳＫ
マルホ

ボアラクリーム０．１２％〔０．１２％１
マルホ
ｇ〕
スチブロン軟膏０．０５％〔０．０５％１ [後] 岩城
ｇ〕
マイザー軟膏０．０５％〔０．０５％１ｇ
田辺三菱
〕

(外)

メサデルム軟膏０．１％〔０．１％１ｇ〕

(内)
(外)

デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 [後] 東光
０．１％「ラクール」〔０．１％１ｇ〕

(外)

アルメタ軟膏〔０．１％１ｇ〕

(内)
(外)

ビトラ軟膏０．１％〔０．１％１ｇ〕

(外)
(内)
(外)
(外)
(内)
(外)
(外)

(外)
(内)
(外)
(外)
(外)

シオノギファーマ
[後] 岩城

アンテベート軟膏０．０５％〔０．０５％
鳥居
１ｇ〕
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％「ＭＹＫ」〔０．０ [後] 前田
５％１ｇ〕
アンテベートローション０．０５％〔０．
鳥居
０５％１ｇ〕
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％「ＭＹＫ」〔 [後] 前田
０．０５％１ｇ〕
フルメタ軟膏〔０．１％１ｇ〕

2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
(内) リンデロン−ＶＧ軟膏０．１２％〔１ｇ〕
(外)
(外) リンデロン−ＶＧクリーム０．１２％〔１
ｇ〕
(内) リンデロン−ＶＧローション〔１ｍＬ〕
(外)
2649i その他
(内) 亜鉛華軟膏〈ハチ〉〔１０ｇ〕
(外)
(内) 酸化亜鉛「ヨシダ」〔１０ｇ〕
(外)
(内) アズノール軟膏０．０３３％〔０．０３３
(外) ％１０ｇ〕
(内) オイラックスクリーム１０％〔１０％１０
(外) ｇ〕
(外) ザーネ軟膏０．５％〔５，０００単位１ｇ
〕
(内) スタデルム軟膏５％〔５％１ｇ〕
(外)
(外)

岡山大鵬

スタデルムクリーム５％〔５％１ｇ〕

21.9円/ｇ クロベタゾールプロピオ
ン酸エステル
ヒドロコルチゾン酪酸エ
12.9円/ｇ
ステル
ヒドロコルチゾン酪酸エ
12.9円/ｇ
ステル
プレドニゾロン吉草酸エ
15.6円/ｇ
ステル酢酸エステル
プレドニゾロン吉草酸エ
15.6円/ｇ ステル酢酸エステル
25.4円/ｇ 酪酸プロピオン酸ヒドロ
コルチゾン
25.4円/ｍＬ 酪酸プロピオン酸ヒドロ
コルチゾン
20.8円/ｇ クロベタゾン酪酸エステ
ル
19.4円/ｇ デキサメタゾン吉草酸エ
ステル
19.4円/ｇ デキサメタゾン吉草酸エ
ステル
6.8円/ｇ ジフルプレドナート
16.5円/ｇ ジフルプレドナート
15.4円/ｇ デキサメタゾンプロピオ
ン酸エステル
11円/ｇ デキサメタゾンプロピオ
ン酸エステル
31.5円/ｇ アルクロメタゾンプロピ
オン酸エステル
15円/ｇ アルクロメタゾンプロピ
オン酸エステル
23.3円/ｇ ベタメタゾン酪酸エステ
ルプロピオン酸エステル
11.9円/ｇ ベタメタゾン酪酸エステ
ルプロピオン酸エステル
23.3円/ｇ ベタメタゾン酪酸エステ
ルプロピオン酸エステル
11.9円/ｇ ベタメタゾン酪酸エステ
ルプロピオン酸エステル

シオノギファーマ

31.1円/ｇ モメタゾンフランカルボ
ン酸エステル

シオノギファーマ

27.7円/ｇ ゲンタマイシン硫酸塩
ベタメタゾン吉草酸エ…

シオノギファーマ

27.7円/ｇ ゲンタマイシン硫酸塩
ベタメタゾン吉草酸エ…

シオノギファーマ

27.7円/ｍＬ ゲンタマイシン硫酸塩
ベタメタゾン吉草酸エ…

東洋製化

2.49円/ｇ 亜鉛華軟膏

吉田製薬

2.31円/ｇ 酸化亜鉛

日本新薬
日新製薬
サンノーバ

2.7円/ｇ ジメチルイソプロピルア
ズレン
3.91円/ｇ クロタミトン
3円/ｇ ビタミンA

鳥居

16.9円/ｇ イブプロフェンピコノー
ル

鳥居

16.9円/ｇ イブプロフェンピコノー
ル

モーラスパップ３０ｍｇ〔１０ｃｍ× １４
久光
ｃｍ１枚〕
ケトプロフェンパップ３０ｍｇ「三和」〔 [後] 救急
１０ｃｍ× １４ｃｍ１枚〕
モーラステープ２０ｍｇ〔７ｃｍ× １０ｃ
久光
ｍ１枚〕
モーラステープＬ４０ｍｇ〔１０ｃｍ× １
久光
４ｃｍ１枚〕
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薬価 一般名

【64】

18.4円/枚 ケトプロフェン
11.9円/枚 ケトプロフェン
23.1円/枚 ケトプロフェン
34.9円/枚 ケトプロフェン

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕
(内)
(外)
(外)
(内)
(外)
(内)
(外)
(外)
(外)

製造販売会社名

ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「パテル」 [後] 大石
〔１０ｃｍ× １４ｃｍ１枚〕
モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ〔１０ｃｍ
久光
× １４ｃｍ１枚〕
モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ〔２０ｃｍ
久光
× １４ｃｍ１枚〕
スミルスチック３％〔３％１ｇ〕

[後] 三笠

セルタッチパップ７０〔１０ｃｍ× １４ｃ
帝國製薬
ｍ１枚〕
フェルビナクテープ７０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 [後] 救急
〔１０ｃｍ× １４ｃｍ１枚〕
フルルバンパップ４０ｍｇ〔１０ｃｍ× １
大協
４ｃｍ１枚〕

薬価 一般名
17.1円/枚 ケトプロフェン
35.3円/枚 ケトプロフェン
54.2円/枚 ケトプロフェン
6.5円/ｇ フェルビナク
17.7円/枚 フェルビナク
14円/枚 フェルビナク
17.1円/枚 フルルビプロフェン

(外)

ボルタレンゲル１％〔１％１ｇ〕

同仁

6.1円/ｇ ジクロフェナクナトリウ
ム

(外)

ボルタレンローション１％〔１％１ｇ〕

同仁

6.1円/ｇ ジクロフェナクナトリウ
ム

(内)
(外)

ジクロフェナクＮａローション１％「日本 [後] 東光
臓器」〔１％１ｇ〕

4.4円/ｇ ジクロフェナクナトリウ
ム

(外)

ロキソニンゲル１％〔１％１ｇ〕

4.8円/ｇ ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

(内)
(外)

ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＮＰ」〔 [後]
１％１ｇ〕
(外) ロキソニンパップ１００ｍｇ〔１０ｃｍ×
１４ｃｍ１枚〕
(内) ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「 [後]
(外) トーワ」〔１０ｃｍ× １４ｃｍ１枚〕
１０
(外) ロキソニンテープ５０ｍｇ〔７ｃｍ×
ｃｍ１枚〕
ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍ
(外) ｇ「ファイザー」〔７ｃｍ× １０ｃｍ１枚 [後]
〕
(内) ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「久 [後]
(外) 光」〔７ｃｍ× １０ｃｍ１枚〕
(外) ロキソニンテープ１００ｍｇ〔１０ｃｍ×
１４ｃｍ１枚〕
2649J ステロイド・殺菌剤
(内) オイラックスＨクリーム〔１ｇ〕
(外)
2649K 殺菌・皮膚保護剤
(外) フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー
」〔１０ｇ〕
2649L ビタミンＡ含有剤（ＶＥ・ＶＤ配合を含む）
(内)
(外) ユベラ軟膏〔１ｇ〕
在無
2649T その他の配合剤
(内) エキザルベ〔１ｇ〕
(外)
(外)

ロコアテープ〔１０ｃｍ× １４ｃｍ１枚〕

第一三共
ニプロファーマ

リードケミカル

31.2円/枚 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物
17.8円/枚 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物
20.7円/枚 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

大石

12.3円/枚 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

久光

12.3円/枚 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

リードケミカル

31.2円/枚 ロキソプロフェンナトリ
ウム水和物

リードケミカル
東和薬品

日新製薬

ヒドロコ
13円/ｇ クロタミトン
ルチゾン

日興製薬

1.48円/ｇ フェノール・亜鉛華リニ
メント

サンノーバ

3.3円/ｇ トコフェロール
ンA油

ビタミ

マルホ

25.6円/ｇ ヒドロコルチゾン
死菌浮遊液

大正製薬

42.6円/枚 エスフルルビプロフェン
ハッカ油

265 寄生性皮ふ疾患用剤
2652 外用サリチル酸系製剤
(内) サリチル酸「ケンエー」〔１０ｇ〕
健栄
(外)
(外) ５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊〔５％１
[後] 東豊
０ｇ〕
(内) １０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊〔１０ [後] 東豊
(外) ％１０ｇ〕
2655 イミダゾール系製剤
(外) エンペシドクリーム１％〔１％１ｇ〕
バイエル
(外) ニゾラールクリーム２％〔２％１ｇ〕
ヤンセン
(外) ニゾラールローション２％〔２％１ｇ〕
ヤンセン
(外) ルリコンクリーム１％〔１％１ｇ〕
サンファーマ
2659i その他
(内) メンタックス外用液１％〔１％１ｍＬ〕
科研
(外)
(外) ブテナフィン塩酸塩液１％「トーワ」〔１
[後] 東和薬品
％１ｍＬ〕
(外) 塩酸テルビナフィンクリーム１％「ＭＥＥ
[後] 小林化工
Ｋ」〔１％１ｇ〕
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混合

2.47円/ｇ サリチル酸
白色ワセリ
3.08円/ｇ サリチル酸
ン
白色ワセリ
3.08円/ｇ サリチル酸
ン
17.2円/ｇ クロトリマゾール
30.4円/ｇ ケトコナゾール
30.4円/ｇ ケトコナゾール
50.6円/ｇ ルリコナゾール
31.7円/ｍＬ ブテナフィン塩酸塩
21.6円/ｍＬ ブテナフィン塩酸塩
12.9円/ｇ テルビナフィン塩酸塩

採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

薬価 一般名

(外)
(内)
(外)
(外)
(外)

ラミシールクリーム１％〔１％１ｇ〕
サンファーマ
30.3円/ｇ テルビナフィン塩酸塩
テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「ＭＥ
[後] 小林化工
12.9円/ｇ テルビナフィン塩酸塩
ＥＫ」〔１％１ｇ〕
ラミシール外用液１％〔１％１ｇ〕
サンファーマ
30.3円/ｇ テルビナフィン塩酸塩
ゼフナートクリーム２％〔２％１ｇ〕
全薬
37円/ｇ リラナフタート
266 皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む）
2661 有機酸製剤
(内)
スピール膏Ｍ〔２５平方ｃｍ１枚〕
ニチバン
84.8円/枚 サリチル酸
(外)
2663 金属製剤
(内) 硝酸銀「ホエイ」〔１ｇ〕
マイラン
188.4円/ｇ 硝酸銀
(外)
(内) 硝酸銀．ＹＩ〔１ｇ〕
山田
199.2円/ｇ
(外)
2669i その他
(外) ウレパールクリーム１０％〔１０％１ｇ〕
大塚工場
5.7円/ｇ 尿素
(内) ケラチナミンコーワクリーム２０％〔２０
興和
5.9円/ｇ 尿素
(外) ％１ｇ〕
267 毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤）
2679i その他
(内) フロジン外用液５％〔５％１ｍＬ〕
[後] ニプロファーマ
27円/ｍＬ カルプロニウム塩化物水
(外)
和物
269 その他の外皮用薬
2691 外用ビタミン製剤
(外) ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ〔０．００
レオファーマ
97.4円/ｇ カルシポトリオール
５％１ｇ〕
(内) オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ〔０．００
マルホ
96.2円/ｇ マキサカルシトール
(外) ２５％１ｇ〕
(内) マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「タ [後] 高田
54.3円/ｇ マキサカルシトール
(外) カタ」〔０．００２５％１ｇ〕
オキサロールローション２５μｇ／ｇ〔０
(外) ．００２５％１ｇ〕
マルホ
96.2円/ｇ マキサカルシトール
2699i その他
(内) アクトシン軟膏３％〔３％１ｇ〕
ニプロファーマ
43.4円/ｇ ブクラデシンナトリウム
(外)
(内) ヨードコート軟膏０．９％〔０．９％１ｇ
メドレックス
63.5円/ｇ ヨウ素
(外) 〕
(内) プロスタンディン軟膏０．００３％〔０．
小野
47.9円/ｇ アルプロスタジルアルフ
(外) ００３％１ｇ〕
ァデクス
(内) プロトピック軟膏０．１％〔０．１％１ｇ
マルホ
99.9円/ｇ タクロリムス水和物
(外) 〕
(内) タクロリムス軟膏０．１％「タカタ」〔０ [後] 高田
50.7円/ｇ タクロリムス水和物
(外) ．１％１ｇ〕
プロトピック軟膏０．０３％小児用〔０．
(外) ０３％１ｇ〕
マルホ
102.4円/ｇ タクロリムス水和物
(内) フィブラストスプレー５００〔５００μｇ
科研
8875.1円/瓶 トラフェルミン（遺伝子
(外) １瓶（溶解液付）〕
組換え）
ディフェリンゲル０．１％〔０．１％１ｇ
(外) 〕
マルホ
89.6円/ｇ アダパレン
(外) ロゼックスゲル０．７５％〔０．７５％１
マルホ
102.7円/ｇ メトロニダゾール
内限 ｇ〕
2699J 配合剤
(内) イソジンシュガーパスタ軟膏〔１ｇ〕
[後] ムンディファーマ
10.3円/ｇ ポビドンヨード 白糖
(外)
3 代謝性医薬品
― 33 血液・体液用薬 ―
332 止血剤
3322 ゼラチン製剤
(内) スポンゼル ５ｃｍ× ２．５ｃｍ〔５ｃｍ
ＬＴＬ
245円/枚 ゼラチン
(外) × ２．５ｃｍ１枚〕
3323 臓器性止血製剤
(内) トロンビン液モチダソフトボトル５千〔５
952.8円/キッ トロンビン
持田
(外) ，０００単位５ｍＬ１キット〕
ト
3325 セルロース系製剤（可吸収性充填止血ガーゼ類を含む）
(内) サージセル・アブソーバブル・ヘモスタッ
５．１ｃｍ× ７．６ｃｍ〔５．１ｃｍ [後] ジョンソン
1190.9円/枚 酸化セルロース
(外) ト
× ７．６ｃｍ１枚〕
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

薬価 一般名

333 血液凝固阻止剤
3339A 動物製剤
(内)
ヒルドイドソフト軟膏０．３％〔１ｇ〕
マルホ
21.6円/ｇ ヘパリン類似物質
(外)
(内)
ヒルドイドローション０．３％〔１ｇ〕
マルホ
21.6円/ｇ ヘパリン類似物質
(外)
(内)
7.3円/ｇ ヘパリン類似物質
(外) ビーソフテンローション０．３％〔１ｇ〕 [後] 帝國製薬
(内) ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「 [後] 日医工
13.2円/ｇ ヘパリン類似物質
(外) 日医工」〔１ｇ〕
339 その他の血液・体液用薬
3399J 配合剤
(内) アルスロマチック関節手術用灌流液〔３Ｌ
塩化カル
バクスター
1202円/袋 塩化カリウム
(外) １袋〕
シウム水和物 塩化ナ…
― 39 その他の代謝性医薬品 ―
395 酵素製剤
3959i その他
(外) ブロメライン軟膏５万単位／ｇ＊（ジェイ
ジェイドルフ
21.6円/ｇ ブロメライン
ドルフ）〔５０，０００単位１ｇ〕
4 組織細胞機能用医薬品
― 42 腫瘍用薬 ―
422 代謝拮抗剤
4223 フルオロウラシル系製剤
(外) ５−ＦＵ軟膏５％協和〔５％１ｇ〕
協和キリン
323.5円/ｇ フルオロウラシル
423 抗腫瘍性抗生物質製剤
4234 ブレオマイシン系製剤
(外) ブレオＳ軟膏５ｍｇ／ｇ〔５ｍｇ１ｇ〕
日本化薬
1385.9円/ｇ ブレオマイシン硫酸塩
6 病原生物に対する医薬品
― 62 化学療法剤 ―
621 サルファ剤
6219i その他
(外) サラゾピリン坐剤５００ｍｇ〔５００ｍｇ
ファイザー
119.8円/個 サラゾスルファピリジン
１個〕
625 抗ウイルス剤
6250i その他
(内) ビダラビン軟膏３％「ＭＥＥＫ」〔３％１ [後] 小林化工
99.3円/ｇ ビダラビン
(外) ｇ〕
(外) アラセナ−Ａ軟膏３％〔３％１ｇ〕
持田
228.4円/ｇ ビダラビン
144.1円/ブリ ザナミビル水和物
(外) リレンザ〔５ｍｇ１ブリスター〕
ＧＳＫ
スター
(内) イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ〔２０ｍｇ１
2179.5円/キ ラニナミビルオクタン酸
第一三共
(外) キット〕
ット エステル水和物
629 その他の化学療法剤
6290i その他
(外) ベセルナクリーム５％〔５％２５０ｍｇ１
持田
1177円/包 イミキモド
包〕
クレナフィン爪外用液１０％〔１０％１ｇ
(外) 〕
科研
1578.3円/ｇ エフィナコナゾール
― 63 生物学的製剤 ―
634 血液製剤類
6349J 配合剤
タコシール組織接着用シート ４．８ｃｍ
ヒトフ
(内) × ４．８ｃｍ〔４．８ｃｍ× ４．８ｃｍ１
ＣＳＬベーリング 30949.5円/枚 トロンビン画分
ィブリノゲン
枚〕
タコシール組織接着用シート ９．５ｃｍ
ヒトフ
× ４．８ｃｍ〔９．５ｃｍ× ４．８ｃｍ１
ＣＳＬベーリング 56758.3円/枚 トロンビン画分
ィブリノゲン
枚〕
639 その他の生物学的製剤
6391 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤
(内) イムノブラダー膀注用４０ｍｇ〔４０ｍｇ
日本ＢＣＧ
8130.8円/瓶 生きたカルメット・ゲラ
(外) １瓶（溶解液付）〕
ン菌（BCG）
(内)
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

薬価 一般名

7 治療を主目的としない医薬品
― 71 調剤用薬 ―
711 賦形剤
7113 タルク類
(内)
タルク「ケンエー」〔１０ｇ〕
(外)

健栄

0.83円/ｇ タルク

712 軟膏基剤
7121 油脂性基剤
(内) プロペト〔１０ｇ〕
(外)
(内) オリブ油「ケンエー」〔１０ｍＬ〕
(外)

丸石
健栄

2.38円/ｇ 白色ワセリン
2.8円/ｍＬ オリブ油

713 溶解剤
7139i その他
(内) プロピレングリコール＊（丸石）〔１０ｍ
(外) Ｌ〕

丸石

1.09円/ｍＬ プロピレングリコール

719 その他の調剤用薬
7190 その他
(内) 塩化ナトリウム「オーツカ」〔１０ｇ〕
大塚工場
0.66円/ｇ 塩化ナトリウム
(外)
― 72 診断用薬（体外診断用医薬品を除く） ―
729 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く）
7290i その他
(内) フローレス眼検査用試験紙０．７ｍｇ〔１ [後] あゆみ製薬
15.1円/枚 フルオレセインナトリウ
枚〕
ム
― 79 その他の治療を主目的としない医薬品 ―
799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
7990J 配合剤
３ｍＬ４瓶〔３ｍ
ＫＭバイオロジク 33009.9円/組 フィブリノゲン加第ＸＩ
(内) ボルヒール組織接着用
Ｌ４瓶１組〕
ス
ＩＩ因子
ボルヒール組織接着用
５ｍＬ４瓶〔５ｍ
ＫＭバイオロジク
(内) Ｌ４瓶１組〕
55051.2円/組 フィブリノゲン加第ＸＩ
ス
ＩＩ因子
7990i その他
(内) ニコチネルＴＴＳ１０〔（１７．５ｍｇ）
ＧＳＫＣＨＪ
349.7円/枚 ニコチン
(外) １０平方ｃｍ１枚〕
(内) ニコチネルＴＴＳ２０〔（３５ｍｇ）２０
ＧＳＫＣＨＪ
369.1円/枚 ニコチン
(外) 平方ｃｍ１枚〕
(内) ニコチネルＴＴＳ３０〔（５２．５ｍｇ）
ＧＳＫＣＨＪ
394.4円/枚 ニコチン
(外) ３０平方ｃｍ１枚〕
8 麻薬
― 81 アルカロイド系麻薬（天然麻薬） ―
811 あへんアルカロイド系麻薬
8114 モルヒネ系製剤
(内) アンペック坐剤１０ｍｇ〔１０ｍｇ１個〕
大日本住友
320.1円/個 モルヒネ塩酸塩水和物
(外)
(外) アンペック坐剤２０ｍｇ〔２０ｍｇ１個〕
大日本住友
612.9円/個 モルヒネ塩酸塩水和物
― 82 非アルカロイド系麻薬 ―
821 合成麻薬
8219i その他
(内) フェントステープ１ｍｇ〔１ｍｇ１枚〕
久光
518.9円/枚 フェンタニルクエン酸塩
(外)
(内) フェントステープ２ｍｇ〔２ｍｇ１枚〕
久光
964.7円/枚 フェンタニルクエン酸塩
(外)
(外) フェントステープ６ｍｇ〔６ｍｇ１枚〕
久光
2597円/枚 フェンタニルクエン酸塩
(内) フェントステープ０．５ｍｇ〔０．５ｍｇ
久光
278.8円/枚 フェンタニルクエン酸塩
(外) １枚〕
A
― AA
―
AAA
(内)
(内)
(内)

5‑RAG含嗽液(院内製剤)(500m
10‑RAG含嗽液(院内製剤)(500
15‑RAG含嗽液(院内製剤)(500
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名
―

X
XX
XXX

薬価 一般名

―

(内) 止痒ﾛ
ｰｼｮ
ﾝ(院内製剤)
大日本住友
(内) 中村式汗疹剤(院内製剤)
日医工
(内) ｱﾛ
ﾌ
ﾟﾘﾉ
ｰﾙ含嗽液(院内製剤)(5
(内) ﾋﾞ
ｿ
ﾙﾎﾞ
ﾝ5倍希釈液(院内製剤)
(内) （導）ポピドンヨードグリセリン（院内製
旭化成ファーマ
(外) 剤
(内) ﾓｰ
ｽ
ﾞﾍﾟ
ｰｽﾄ
(院内製剤)
(内) 吸入補助器(ﾌﾙﾀｲﾄ
ﾞ用)
(内) BBオイラックス（院内製剤）
(内) ﾊﾝ
ﾃ
ﾞｨﾍ
ﾗｰ(ｽﾋ
ﾟﾘｰ
ﾊﾞ吸入補助器
採用区分：(内)=院内採用薬 (外)=院外採用薬 内限=院内患者限定 無外=無くなり次第院外へ 無削=無くなり次第削除 在無=
院内在庫無し
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採用医薬品リスト（薬効分類順）

