
 2019年7月20日 (公社)広島県薬剤師会　薬事情報センター

●薬価基準収載医薬品 (2019.6.14)－後発医薬品等－
　　　内用薬：183品目、注射薬：30品目、外用薬：53品目

＜後発医薬品が初めて収載された成分＞

＜新たな剤形/規格が追加された医薬品＞

（注1）先発品で再審査期間を終了した場合は、本分類にて掲載。

＜オーソライズドジェネリックが収載された医薬品＞

剤形 規格等

散 2%1g ロナセン散2％

錠 2mg、4mg、8mg ロナセン錠2mg、4mg、8mg

オキシコドン塩酸塩水和物
注射

（アンプル）
1%1mL1管、1%5mL1管 オキファスト注10mg、50mg

ダルベポエチン　アルファ

（遺伝子組換え）

注射

（シリンジ）

5μg0.5ｍL1筒

10μg0.5ｍL1筒

15μg0.5ｍL1筒

20μg0.5ｍL1筒

30μg0.5ｍL1筒

40μg0.5ｍL1筒

60μg0.5ｍL1筒

120μg0.5ｍL1筒

180μg0.5ｍL1筒

ネスプ注射液5μgプラシリンジ

同注射液10μgプラシリンジ

同注射液15μgプラシリンジ

同注射液20μgプラシリンジ

同注射液30μgプラシリンジ

同注射液40μgプラシリンジ

同注射液60μgプラシリンジ

同注射液120μgプラシリンジ

同注射液180μgプラシリンジ

トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩

（商品名：トラチモ）
点眼液 1mL デュオトラバ配合点眼液

3.5mg7g1瓶、6.5mg13g1瓶

5mg10g1瓶、9mg18g1瓶

注

ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用

同点鼻液50μg112噴霧用

外
モメタゾンフランカルボン酸エステル水

和物
点鼻液

内 ブロナンセリン

区

分
成　分　名

今回収載された商品
対応する先発医薬品

商　品　名 会　社　名

アナストロゾール錠1mg「DSEP」 アリミデックス錠1mg

ビカルタミド錠80mg「DSEP」

ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」

カソデックス錠80mg

同OD錠80mg

ブロナンセリン錠2mg「DSPB」

同錠4mg「DSPB」

同錠8mg「DSPB」

同散2％「DSPB」

製造販売:DSファーマプロモ

販売:大日本住友製薬

ロナセン錠2mg

同錠4mg

同錠8mg

同散2％

大日本住友製薬

外
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用

同点鼻液50μg「杏林」112噴霧用

製造販売:キョーリンリメディオ

販売:杏林製薬

ナゾネックス点鼻液50μg56

噴霧用

同点鼻液50μg112噴霧用

製造販売:MSD

発売:杏林製薬

　タモキシフェン錠10mg「DSEP」（注2）

　 同錠20mg「DSEP」

（注2）統一名収載のため、銘柄収載は無し

区

分

対応する先発品

内
製造販売:第一三共エスファ

販売提携:第一三共

ノルバデックス錠10mg

同錠20mg
アストラゼネカ

製造販売:第一三共エスファ

販売提携:第一三共
アストラゼネカ

内

商　品　名 会　社　名

区

分
成　分　名 商　品　名 備　考

内
ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリ

ボース
グルベス配合OD錠 既存の剤形(配合錠)に、新剤形(配合OD錠)追加。

外 フルチカゾンフランカルボン酸エステル
アラミスト点鼻液27.5μg120

噴霧用
既存の規格(56噴霧用)に新規格(120噴霧用)追加。
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＜後発バイオ医薬品（注3）が収載された医薬品＞

（注3）後発バイオ医薬品について

　　　今回薬価基準収載された『ダルベポエチン アルファ注シリンジ「KKF」』は、有効成分、原薬、添加物、製法等が先発品『ネスプ

　　　注射液プラシリンジ』と同一の後発バイオ医薬品である。

　　　　参考資料：中医協　第411回（2019年3月27日開催）資料より

＜販売名の変更＞

【参考資料】

・厚生労働省HP　https://www.mhlw.go.jp/topics/2018/04/tp20180401-01.html

・e-mediceo.com　https://www.e-mediceo.com/index.html

・薬事日報ウェブサイト　https://www.yakuji.co.jp/

・ミクスOnline　https://www.mixonline.jp/

・日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会　かんじゃさんの薬箱　http://www.generic.gr.jp/index_sr.php

区分 成　分　名 新　販　売　名 旧　名　称

メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」 プロゲストン錠2.5mg

メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠5mg｢F｣ プロゲストン錠5mg

メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「F」 プロゲストン錠200

メドロキシプロゲステロン酢酸エステル内

商　品　名 会　社　名

注

ダルベポエチン アルファ注5μgシリンジ「KKF」

同注10μgシリンジ「KKF」

同注15μgシリンジ「KKF」

同注20μgシリンジ「KKF」

同注30μgシリンジ「KKF」

同注40μgシリンジ「KKF」

同注60μgシリンジ「KKF」

同注120μgシリンジ「KKF」

同注180μgシリンジ「KKF」

製造販売:協和キリンフロンティア

販売:協和発酵キリン

ネスプ注射液5μgプラシリンジ

同注射液10μgプラシリンジ

同注射液15μgプラシリンジ

同注射液20μgプラシリンジ

同注射液30μgプラシリンジ

同注射液40μgプラシリンジ

同注射液60μgプラシリンジ

同注射液120μgプラシリンジ

同注射液180μgプラシリンジ

協和発酵キリン

区

分

対応する先発品
商　品　名 会　社　名
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【内用薬】

一　般　名 規格単位 会社名 薬価(円)

ｄ－クロルフェニラミンマレイン

酸塩シロップ

ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%「日

新」
０．０４％１０ｍＬ 日新製薬（山形） 10.50

Ｌ－アスパラギン酸カリウム錠 Ｌ－アスパラギン酸Ｋ錠３００ｍｇ「アメル」 ３００ｍｇ１錠 共和薬品工業 5.80

(局) カルボシステイン錠２５０ｍｇ「ツルハラ」 ２５０ｍｇ１錠 鶴原製薬 5.60

(局) カルボシステイン錠５００ｍｇ「ツルハラ」 ５００ｍｇ１錠 鶴原製薬 6.80

Ｌ－カルボシステインシロップ カルボシステインシロップ５％「ツルハラ」 ５％１ｍＬ 鶴原製薬 2.60

Ｌ－カルボシステイン細粒 カルボシステイン細粒５０％「ツルハラ」 ５０％１ｇ 鶴原製薬 6.40

アセトアミノフェンＤＳ小児用２０％「三和」 ２０％１ｇ 三和化学研究所 8.80

アセトアミノフェンＤＳ４０％「三和」 ４０％１ｇ 三和化学研究所 10.60

アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「三和」 ２００ｍｇ１錠 三和化学研究所 7.10

アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「武田テバ」 ２００ｍｇ１錠 武田テバファーマ 7.10

アトモキセチンカプセル１０ｍｇ「アメル」 １０ｍｇ１カプセル 共和薬品工業 129.30

アトモキセチンカプセル２５ｍｇ「アメル」 ２５ｍｇ１カプセル 共和薬品工業 163.00

アトモキセチンカプセル４０ｍｇ「アメル」 ４０ｍｇ１カプセル 共和薬品工業 183.60

アトモキセチンカプセル５ｍｇ「アメル」 ５ｍｇ１カプセル 共和薬品工業 108.50

アナストロゾール錠 アナストロゾール錠１ｍｇ「ＤＳＥＰ」 １ｍｇ１錠 第一三共エスファ 154.00

アマンタジン塩酸塩細粒 アマンタジン塩酸塩細粒１０％「ツルハラ」 １０％１ｇ 鶴原製薬 7.90

アマンタジン塩酸塩錠 アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「ツルハラ」 ５０ｍｇ１錠 鶴原製薬 5.80

(局) アロプリノール錠１００ｍｇ「ファイザー」 １００ｍｇ１錠 ナガセ医薬品 7.70

(局) アロプリノール錠５０ｍｇ「ファイザー」 ５０ｍｇ１錠 ナガセ医薬品 9.90

アンブロキソール塩酸塩シロッ

プ

アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．３％「タカ

タ」
０．３％１ｍＬ ローマン工業 5.10

アンブロキソール塩酸塩シロッ

プ用

アンブロキソール塩酸塩ＤＳ小児用１．５％「タカ

タ」
１．５％１ｇ 高田製薬 34.40

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＮＰＩ」 １５ｍｇ１錠 日本薬品工業 5.60

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「タカタ」 １５ｍｇ１錠 高田製薬 5.60

アンブロキソール塩酸塩シロッ

プ用
アンブロキソール塩酸塩ＤＳ３％「タカタ」 ３％１ｇ 高田製薬 27.60

イコサペント酸エチルカプセル

（１）
(局) イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「ＴＢＰ」 ３００ｍｇ１カプセル 東菱薬品工業 22.20

イマチニブメシル酸塩錠 イマチニブ錠１００ｍｇ「ＫＭＰ」 １００ｍｇ１錠 共創未来ファーマ 976.80

(局) イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「武田テバ」 ２ｍｇ１錠 武田テバファーマ 9.70

(局) イルソグラジンマレイン酸塩錠４ｍｇ「武田テバ」 ４ｍｇ１錠 武田テバファーマ 16.10

(局) エナラプリルマレイン酸塩錠１０ｍｇ「杏林」 １０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ 18.50

(局) エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「杏林」 ２．５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ 9.90

(局) エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「杏林」 ５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ 11.20

(麻) オキシコドン徐放錠１０ｍｇＮＸ「第一三共」 １０ｍｇ１錠 第一三共ﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 181.10

(麻) オキシコドン徐放錠２０ｍｇＮＸ「第一三共」 ２０ｍｇ１錠 第一三共ﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 331.10

(麻) オキシコドン徐放錠４０ｍｇＮＸ「第一三共」 ４０ｍｇ１錠 第一三共ﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 605.10

(麻) オキシコドン徐放錠５ｍｇＮＸ「第一三共」 ５ｍｇ１錠 第一三共ﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 98.20

カフェイン水和物 (局) カフェイン水和物「ファイザー」原末 １ｇ マイラン製薬 9.50

カペシタビン錠３００ｍｇ「トーワ」 ３００ｍｇ１錠 東和薬品 136.20

カペシタビン錠３００ｍｇ「日医工」 ３００ｍｇ１錠 日医工 136.20

カペシタビン錠３００ｍｇ「ヤクルト」 ３００ｍｇ１錠 ダイト 136.20

カルテオロール塩酸塩錠 カルテオロール塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 ５ｍｇ１錠 東和薬品 5.80

(局) クロピドグレル錠２５ｍｇ「クニヒロ」 ２５ｍｇ１錠 皇漢堂製薬 29.00

(局) クロピドグレル錠７５ｍｇ「クニヒロ」 ７５ｍｇ１錠 皇漢堂製薬 70.20

ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＮＫ」 ２５０ｍｇ１錠 日本化薬 2,662.00

ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「サワイ」 ２５０ｍｇ１錠 沢井製薬 2,662.00

ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 ２５０ｍｇ１錠 日本ジェネリック 2,662.00

ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「サンド」 ２５０ｍｇ１錠 ダイト 2,662.00

ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「日医工」 ２５０ｍｇ１錠 日医工 2,662.00

ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ヤクルト」 ２５０ｍｇ１錠 高田製薬 2,662.00

シメチジン細粒 シメチジン細粒２０％「ツルハラ」 ２０％１ｇ 鶴原製薬 6.20

オキシコドン塩酸塩水和物徐

放錠（２）

商　品　名

アセトアミノフェン錠

アセトアミノフェンシロップ用

Ｌ－カルボシステイン錠

アトモキセチン塩酸塩カプセル

アロプリノール錠

アンブロキソール塩酸塩錠

イルソグラジンマレイン酸塩錠

（１）

エナラプリルマレイン酸塩錠

カペシタビン錠

クロピドグレル硫酸塩錠

ゲフィチニブ錠
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一　般　名 規格単位 会社名 薬価(円)

ジメモルファンリン酸塩シロップ

用
ジメモルファンリン酸塩ＤＳ小児用２．５％「タカタ」 ２．５％１ｇ 高田製薬 10.50

(局) ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」 100mg１カプセル 佐藤薬品工業 22.40

(局) ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル200mg「トーワ」 200mg１カプセル 佐藤薬品工業 24.00

(局) シロドシン錠２ｍｇ「ＪＧ」 ２ｍｇ１錠 日本ジェネリック 14.40

(局) シロドシン錠２ｍｇ「ＫＭＰ」 ２ｍｇ１錠 共創未来ファーマ 14.40

(局) シロドシン錠２ｍｇ「ＫＮ」 ２ｍｇ１錠 小林化工 14.40

(局) シロドシン錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 ２ｍｇ１錠 辰巳化学 14.40

(局) シロドシン錠２ｍｇ「ＹＤ」 ２ｍｇ１錠 陽進堂 14.40

(局) シロドシン錠２ｍｇ「あすか」 ２ｍｇ１錠 あすか製薬 14.40

(局) シロドシン錠２ｍｇ「オーハラ」 ２ｍｇ１錠 大原薬品工業 14.40

(局) シロドシン錠２ｍｇ「ニプロ」 ２ｍｇ１錠 ニプロ 14.40

(局) シロドシン錠２ｍｇ「杏林」 ２ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ 14.40

(局) シロドシン錠２ｍｇ「日医工」 ２ｍｇ１錠 日医工 14.40

(局) シロドシン錠４ｍｇ「ＪＧ」 ４ｍｇ１錠 日本ジェネリック 28.00

(局) シロドシン錠４ｍｇ「ＫＭＰ」 ４ｍｇ１錠 共創未来ファーマ 28.00

(局) シロドシン錠４ｍｇ「ＫＮ」 ４ｍｇ１錠 小林化工 28.00

(局) シロドシン錠４ｍｇ「ＴＣＫ」 ４ｍｇ１錠 辰巳化学 28.00

(局) シロドシン錠４ｍｇ「ＹＤ」 ４ｍｇ１錠 陽進堂 28.00

(局) シロドシン錠４ｍｇ「あすか」 ４ｍｇ１錠 あすか製薬 28.00

(局) シロドシン錠４ｍｇ「オーハラ」 ４ｍｇ１錠 大原薬品工業 28.00

(局) シロドシン錠４ｍｇ「ニプロ」 ４ｍｇ１錠 ニプロ 28.00

(局) シロドシン錠４ｍｇ「杏林」 ４ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ 28.00

(局) シロドシン錠４ｍｇ「日医工」 ４ｍｇ１錠 日医工 28.00

シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＥＥ」 ２ｍｇ１錠 エルメッド 14.40

シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＫＭＰ」 ２ｍｇ１錠 共創未来ファーマ 14.40

シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＫＮ」 ２ｍｇ１錠 小林化工 14.40

シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「Ｍｅ」 ２ｍｇ１錠 Ｍｅ　ファルマ 14.40

シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＹＤ」 ２ｍｇ１錠 陽進堂 14.40

シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「あすか」 ２ｍｇ１錠 あすか製薬 14.40

シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「オーハラ」 ２ｍｇ１錠 大原薬品工業 14.40

シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ケミファ」 ２ｍｇ１錠 日本ケミファ 14.40

シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「サワイ」 ２ｍｇ１錠 沢井製薬 14.40

シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ツルハラ」 ２ｍｇ１錠 鶴原製薬 14.40

シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ニプロ」 ２ｍｇ１錠 ニプロ 14.40

シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「杏林」 ２ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ 14.40

シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「日新」 ２ｍｇ１錠 日新製薬（山形） 14.40

シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＥＥ」 ４ｍｇ１錠 エルメッド 28.00

シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＫＭＰ」 ４ｍｇ１錠 共創未来ファーマ 28.00

シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＫＮ」 ４ｍｇ１錠 小林化工 28.00

シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「Ｍｅ」 ４ｍｇ１錠 Ｍｅ　ファルマ 28.00

シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＹＤ」 ４ｍｇ１錠 陽進堂 28.00

シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「あすか」 ４ｍｇ１錠 あすか製薬 28.00

シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「オーハラ」 ４ｍｇ１錠 大原薬品工業 28.00

シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ケミファ」 ４ｍｇ１錠 日本ケミファ 28.00

シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「サワイ」 ４ｍｇ１錠 沢井製薬 28.00

シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ツルハラ」 ４ｍｇ１錠 鶴原製薬 28.00

シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ニプロ」 ４ｍｇ１錠 ニプロ 28.00

シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「杏林」 ４ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ 28.00

シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「日新」 ４ｍｇ１錠 日新製薬（山形） 28.00

センノシド錠１２ｍｇ「サンド」 １２ｍｇ１錠 サンド 5.00

センノシド錠１２ｍｇ「武田テバ」 １２ｍｇ１錠 武田テバ薬品 5.00

ゾニサミド錠 (局) ゾニサミド錠１００ｍｇＥＸ「ＫＯ」 １００ｍｇ１錠 寿製薬 16.50

(局) ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 １０ｍｇ１錠 東洋カプセル 21.00

(局) ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 ５ｍｇ１錠 東洋カプセル 12.80

デキサメタゾン液 デキサメタゾンエリキシル０．０１％「日新」 ０．０１％１ｍＬ 日新製薬（山形） 1.70

商　品　名

ジルチアゼム塩酸塩徐放カプ

セル

シロドシン錠（１）

シロドシン錠（２）

センノシド錠

ゾルピデム酒石酸塩錠

（１）

(4)



一　般　名 規格単位 会社名 薬価(円)

テルビナフィン塩酸塩錠 (局) テルビナフィン錠１２５ｍｇ「イワキ」 １２５ｍｇ１錠 岩城製薬 98.70

トコフェロールニコチン酸エステ

ルカプセル

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ

「ＴＣ」
２００ｍｇ１カプセル 東洋カプセル 5.60

トラネキサム酸錠 (局) トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「日医工」 ２５０ｍｇ１錠 日医工 9.90

トリヘキシフェニジル塩酸塩錠 (局) トリヘキシフェニジル塩酸塩錠２ｍｇ「杏林」 ２ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ 8.60

(局) ニトレンジピン錠１０ｍｇ「杏林」 １０ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ 9.90

(局) ニトレンジピン錠５ｍｇ「杏林」 ５ｍｇ１錠 キョーリンリメディオ 9.60

(局) バルサルタン錠２０ｍｇ「ＮＰＩ」 ２０ｍｇ１錠 日本薬品工業 9.90

(局) バルサルタン錠４０ｍｇ「ＮＰＩ」 ４０ｍｇ１錠 日本薬品工業 16.60

(局) バルサルタン錠８０ｍｇ「ＮＰＩ」 ８０ｍｇ１錠 日本薬品工業 31.20

パロキセチン塩酸塩水和物錠

（１）
(局) パロキセチン錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」 １０ｍｇ１錠 日本薬品工業 30.20

パンクレアチン (局) パンクレアチン「ファイザー」原末 １ｇ マイラン製薬 7.20

ビオヂアスターゼ２０００配

合剤（１３）顆粒
ケイラーゼＳＡ配合顆粒 １ｇ 三恵薬品 10.00

ビオヂアスターゼ２０００配

合剤（１７）カプセル
ケイラーゼＡＴ配合カプセル １カプセル 三恵薬品 5.60

ビカルタミド錠（１） ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ８０ｍｇ１錠 第一三共エスファ 294.70

ビカルタミド錠（２） ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ８０ｍｇ１錠 第一三共エスファ 294.70

ピコスルファートナトリウム水和

物液
ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「イワキ」 ０．７５％１ｍＬ 岩城製薬 9.10

ピコスルファートナトリウム水和

物カプセル
ピコスルファートＮａカプセル２．５ｍｇ「ＮＰＩ」 ２．５ｍｇ１カプセル 日本薬品工業 5.80

ピコスルファートナトリウム錠２．５ｍｇ「イワキ」 ２．５ｍｇ１錠 岩城製薬 5.80

ピコスルファートナトリウム錠７．５ｍｇ「イワキ」 ７．５ｍｇ１錠 岩城製薬 6.00

ピリドキサール錠１０ｍｇ「ツルハラ」 １０ｍｇ１錠 鶴原製薬 5.60

ピリドキサール錠２０ｍｇ「ツルハラ」 ２０ｍｇ１錠 鶴原製薬 5.60

ピリドキサール錠３０ｍｇ「ツルハラ」 ３０ｍｇ１錠 鶴原製薬 5.60

ブシ (局) 花扇加工ブシＫ １０ｇ 小西製薬 89.90

プロカテロール塩酸塩水和物

シロップ用
プロカテロール塩酸塩ＤＳ０．０１％「タカタ」 ０．０１％１ｇ 高田製薬 46.40

ブロナンセリン散２％「ＤＳＰＢ」 ２％１ｇ ＤＳファーマプロモ 278.00

ブロナンセリン散２％「アメル」 ２％１ｇ 共和薬品工業 278.00

ブロナンセリン錠２ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ２ｍｇ１錠 第一三共エスファ 30.50

ブロナンセリン錠２ｍｇ「ＤＳＰＢ」 ２ｍｇ１錠 ＤＳファーマプロモ 30.50

ブロナンセリン錠２ｍｇ「ＫＮ」 ２ｍｇ１錠 小林化工 30.50

ブロナンセリン錠２ｍｇ「ＹＤ」 ２ｍｇ１錠 陽進堂 30.50

ブロナンセリン錠２ｍｇ「アメル」 ２ｍｇ１錠 共和薬品工業 30.50

ブロナンセリン錠２ｍｇ「サワイ」 ２ｍｇ１錠 沢井製薬 30.50

ブロナンセリン錠２ｍｇ「タカタ」 ２ｍｇ１錠 高田製薬 30.50

ブロナンセリン錠２ｍｇ「トーワ」 ２ｍｇ１錠 東和薬品 30.50

ブロナンセリン錠２ｍｇ「ニプロ」 ２ｍｇ１錠 ニプロ 30.50

ブロナンセリン錠２ｍｇ「日医工」 ２ｍｇ１錠 日医工 30.50

ブロナンセリン錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ４ｍｇ１錠 第一三共エスファ 57.00

ブロナンセリン錠４ｍｇ「ＤＳＰＢ」 ４ｍｇ１錠 ＤＳファーマプロモ 57.00

ブロナンセリン錠４ｍｇ「ＫＮ」 ４ｍｇ１錠 小林化工 57.00

ブロナンセリン錠４ｍｇ「ＹＤ」 ４ｍｇ１錠 陽進堂 57.00

ブロナンセリン錠４ｍｇ「アメル」 ４ｍｇ１錠 共和薬品工業 57.00

ブロナンセリン錠４ｍｇ「サワイ」 ４ｍｇ１錠 沢井製薬 57.00

ブロナンセリン錠４ｍｇ「タカタ」 ４ｍｇ１錠 高田製薬 57.00

ブロナンセリン錠４ｍｇ「トーワ」 ４ｍｇ１錠 東和薬品 57.00

ブロナンセリン錠４ｍｇ「ニプロ」 ４ｍｇ１錠 ニプロ 57.00

ブロナンセリン錠４ｍｇ「日医工」 ４ｍｇ１錠 日医工 57.00

ブロナンセリン錠８ｍｇ「ＤＳＥＰ」 ８ｍｇ１錠 第一三共エスファ 106.50

ブロナンセリン錠８ｍｇ「ＤＳＰＢ」 ８ｍｇ１錠 ＤＳファーマプロモ 106.50

ブロナンセリン錠８ｍｇ「ＫＮ」 ８ｍｇ１錠 小林化工 106.50

ニトレンジピン錠

ピコスルファートナトリウム水和

物錠

ピリドキサールリン酸エステル水

和物錠

ブロナンセリン散

商　品　名

ブロナンセリン錠

バルサルタン錠（１）
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一　般　名 規格単位 会社名 薬価(円)

ブロナンセリン錠８ｍｇ「ＹＤ」 ８ｍｇ１錠 陽進堂 106.50

ブロナンセリン錠８ｍｇ「アメル」 ８ｍｇ１錠 共和薬品工業 106.50

ブロナンセリン錠８ｍｇ「サワイ」 ８ｍｇ１錠 沢井製薬 106.50

ブロナンセリン錠８ｍｇ「タカタ」 ８ｍｇ１錠 高田製薬 106.50

ブロナンセリン錠８ｍｇ「トーワ」 ８ｍｇ１錠 東和薬品 106.50

ブロナンセリン錠８ｍｇ「ニプロ」 ８ｍｇ１錠 ニプロ 106.50

ブロナンセリン錠８ｍｇ「日医工」 ８ｍｇ１錠 日医工 106.50

(局) ベザフィブラート徐放錠１００ｍｇ「ＡＦＰ」 １００ｍｇ１錠 メディサ新薬 9.90

(局) ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ「ＡＦＰ」 ２００ｍｇ１錠 メディサ新薬 13.30

ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「ＮＭ」 ２５ｍｇ１錠 ナガセ医薬品 8.00

ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「ＮＭ」 ５０ｍｇ１錠 ナガセ医薬品 12.60

(局) ボリコナゾール錠２００ｍｇ「武田テバ」 ２００ｍｇ１錠 武田テバファーマ 1,185.20

(局) ボリコナゾール錠５０ｍｇ「武田テバ」 ５０ｍｇ１錠 武田テバファーマ 368.60

ミチグリニドカルシウム水和物・

ボグリボース配合剤錠（２）
グルベス配合ＯＤ錠 １錠 キッセイ薬品工業 47.70

メコバラミンカプセル メコバラミンカプセル２５０μｇ「日新」 0.25mg１カプセル 日新製薬（山形） 5.60

メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「Ｆ」 ２．５ｍｇ１錠 富士製薬工業 18.40

メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「Ｆ」 ２００ｍｇ１錠 富士製薬工業 110.90

メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠5mg「Ｆ」 ５ｍｇ１錠 富士製薬工業 18.70

(局) モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＮＰＩ」 ２．５ｍｇ１錠 日本薬品工業 9.60

(局) モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 ５ｍｇ１錠 日本薬品工業 9.90

ラクツロースシロップ ラクツロースシロップ６５％「武田テバ」 ６５％１ｍＬ 武田テバ薬品 4.80

ロキソプロフェンナトリウム水和

物錠
(局) ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「武田テバ」 ６０ｍｇ１錠 武田テバファーマ 7.80

(局) ロサルタンカリウム錠１００ｍｇ「ＮＰＩ」 １００ｍｇ１錠 日本薬品工業 62.20

(局) ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＮＰＩ」 ２５ｍｇ１錠 日本薬品工業 20.80

(局) ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「ＮＰＩ」 ５０ｍｇ１錠 日本薬品工業 41.20

(局) 一硝酸イソソルビド錠１０ｍｇ「日新」 １０ｍｇ１錠 日新製薬（山形） 5.60

(局) 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「日新」 ２０ｍｇ１錠 日新製薬（山形） 7.60

乾燥酵母 (局) 乾燥酵母「ファイザー」原末 １０ｇ マイラン製薬 32.90

硝酸イソソルビド徐放カプセル 硝酸イソソルビド徐放カプセル２０ｍｇ「ＺＥ」 ２０ｍｇ１カプセル 全星薬品工業 5.80

乳酸カルシウム水和物 (局) 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 １０ｇ マイラン製薬 37.70

【注射薬】

一　般　名 規格単位 会社名 薬価(円)

アシクロビル注射用 (局) アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「ＦＹ」 ２５０ｍｇ１瓶 富士薬品 535

アシクロビル注射用 (局) アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「武田テバ」 ２５０ｍｇ１瓶 武田テバファーマ 535

アミカシン硫酸塩注射液 (局) アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「明治」 １００ｍｇ１管 Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ 341

アミカシン硫酸塩注射液 (局) アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「明治」 ２００ｍｇ１管 Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ 599

アルプロスタジルアルファデクス注射用２０μｇ「Ｆ」 ２０μｇ１管 富士製薬工業 363

アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用５００μｇ

「Ｆ」
５００μｇ１瓶 富士製薬工業 5,074

(麻) オキシコドン注射液１０ｍｇ「第一三共」 １％１ｍＬ１管 第一三共ﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 164

(麻) オキシコドン注射液５０ｍｇ「第一三共」 １％５ｍＬ１管 第一三共ﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 747

カルバゾクロムスルホン酸ナトリ

ウム水和物注射液

カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ静注１００ｍｇ「日

新」

０．５％２０ｍＬ１

管
日新製薬（山形） 56

セファゾリンナトリウム注射用 (局) セファゾリンＮａ注射用１ｇ「イセイ」 １ｇ１瓶 コーアイセイ 202

ダルベポエチン　アルファ注１０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 10μｇ0.5mL１筒 協和ｷﾘﾝﾌﾛﾝﾃｨｱ 1,546

ダルベポエチン　アルファ注１５μｇシリンジ「ＫＫＦ」 15μｇ0.5mL１筒 協和ｷﾘﾝﾌﾛﾝﾃｨｱ 2,154

ダルベポエチン　アルファ注２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 20μｇ0.5mL１筒 協和ｷﾘﾝﾌﾛﾝﾃｨｱ 2,727

ダルベポエチン　アルファ注３０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 30μｇ0.5mL１筒 協和ｷﾘﾝﾌﾛﾝﾃｨｱ 3,801

ダルベポエチン　アルファ注４０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 40μｇ0.5mL１筒 協和ｷﾘﾝﾌﾛﾝﾃｨｱ 4,811

ダルベポエチン　アルファ注６０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 60μｇ0.5mL１筒 協和ｷﾘﾝﾌﾛﾝﾃｨｱ 6,706

ダルベポエチン　アルファ注１２０μｇシリンジ「ＫＫ

Ｆ」
120μｇ0.5mL１筒 協和ｷﾘﾝﾌﾛﾝﾃｨｱ 11,831

商　品　名

アルプロスタジル　アルファデク

ス注射用

オキシコドン塩酸塩水和物注

射液

モサプリドクエン酸塩水和物錠

ロサルタンカリウム錠

一硝酸イソソルビド錠

商　品　名

ブロナンセリン錠

ベザフィブラート徐放錠

ベンズブロマロン錠

ボリコナゾール錠

メドロキシプロゲステロン酢酸エ

ステル錠

ダルベポエチン　アルファ（遺

伝子組換え）キット（４）
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一　般　名 規格単位 会社名 薬価(円)

ダルベポエチン　アルファ注１８０μｇシリンジ「ＫＫ

Ｆ」
180μｇ0.5mL１筒 協和ｷﾘﾝﾌﾛﾝﾃｨｱ 16,492

ダルベポエチン　アルファ注５μｇシリンジ「ＫＫＦ」 5μｇ0.5mL１筒 協和ｷﾘﾝﾌﾛﾝﾃｨｱ 876

(局) ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇバッグ「武田

テバ」

０．１％２００ｍＬ

１袋
武田テバ薬品 855

(局) ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇバッグ「武田

テバ」

０．３％２００ｍＬ

１袋
武田テバ薬品 1,259

ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「武田テバ」 １０ｍｇ１瓶 武田テバファーマ 236

ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「武田テバ」 ５０ｍｇ１瓶 武田テバファーマ 424

ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「武田テバ」 １００ｍｇ１瓶 武田テバファーマ 931

プロチレリン酒石酸塩注射液０．５ｍｇ「日医工」 ０．５ｍｇ１管 日医工 451

プロチレリン酒石酸塩注射液１ｍｇ「日医工」 １ｍｇ１ｍＬ１管 日医工 929

プロチレリン酒石酸塩注射液２ｍｇ「日医工」 ２ｍｇ１ｍＬ１管 日医工 1,972

マルトース輸液１０％「フソー」 10%500mL1袋 扶桑薬品工業 207

マルトース輸液１０％「フソー」 10%200mL1袋 扶桑薬品工業 209

リネゾリド注射液
リネゾリド点滴静注６００ｍｇ／３００ｍＬ「Ｈ

Ｋ」

６００ｍｇ３００ｍ

Ｌ１袋
光製薬 8,462

【外用薬】

一　般　名 規格単位 会社名 薬価(円)

アダパレンゲル０．１％「イワキ」 ０．１％１ｇ 岩城製薬 48.10

アダパレンゲル０．１％「東光」 ０．１％１ｇ 東光薬品工業 48.10

アルキルジアミノエチルグリシン

塩酸塩液

アルキルジアミノエチルグリシン消毒液１０％「日医

工」
１０％１０ｍＬ 日医工 6.50

カルテオロール塩酸塩点眼液１％「ニットー」 １％１ｍＬ 東亜薬品 86.50

カルテオロール塩酸塩点眼液２％「ニットー」 ２％１ｍＬ 東亜薬品 117.00

カルテオロール塩酸塩点眼液１％「ニッテン」 １％１ｍＬ ニッテン 108.80

カルテオロール塩酸塩点眼液２％「ニッテン」 ２％１ｍＬ ニッテン 149.50

クロベタゾールプロピオン酸エス

テル軟膏

クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．０５％

「ＭＹＫ」
０．０５％１ｇ 前田薬品工業 9.30

クロベタゾールプロピオン酸エス

テルクリーム

クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム０．０

５％「ＭＹＫ」
０．０５％１ｇ 前田薬品工業 9.30

クロベタゾールプロピオン酸エス

テル液（１）

クロベタゾールプロピオン酸エステルローション０．０

５％「ＭＹＫ」
０．０５％１ｇ 前田薬品工業 10.60

クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「ニットー」 100mg5mL1瓶 東亜薬品 215.60

クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「タカタ」 100mg5mL1瓶 高田製薬 359.00

クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「ニッテン」 100mg5mL1瓶 ニッテン 359.00

ケトコナゾールクリーム (局) ケトコナゾールクリーム２％「イワキ」 ２％１ｇ 岩城製薬 19.20

ケトコナゾール液 (局) ケトコナゾールローション２％「イワキ」 ２％１ｇ 岩城製薬 19.20

ケトチフェン点眼液０．０５％「日東」 3.45mg5mL1瓶 メディサ新薬 252.90

ケトチフェン点眼液０．０５％「ニッテン」 3.45mg5mL1瓶 ニッテン 361.90

シアノコバラミン液 シアノコバラミン点眼液０．０２％「ニットー」 0.02%5mL1瓶 東亜薬品 84.80

ジクロフェナクナトリウム注腸軟膏２５ｍｇ「日医工」 ２５ｍｇ１筒 日医工 94.20

ジクロフェナクナトリウム注腸軟膏５０ｍｇ「日医工」 ５０ｍｇ１筒 日医工 95.70

ジクロフェナクナトリウム液 ジクロフェナクＮａ点眼液０．１％「ニッテン」 ０．１％１ｍＬ ニッテン 35.30

硝酸イソソルビド貼付剤 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「モチダ」 ４０ｍｇ１枚 メディサ新薬 46.60

チモロール点眼液０．２５％「ニットー」 ０．２５％１ｍＬ 東亜薬品 58.20

チモロール点眼液０．５％「ニットー」 ０．５％１ｍＬ 東亜薬品 85.20

チモロール点眼液０．２５％「ニッテン」 ０．２５％１ｍＬ ニッテン 58.20

チモロール点眼液０．５％「ニッテン」 ０．５％１ｍＬ ニッテン 85.20

デキサメタゾン軟膏 デキサメタゾン眼軟膏０．１％「ニットー」 ０．１％１ｇ 日東メディック 45.80

デキサメタゾンプロピオン酸エス

テル軟膏

デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏０．１％「ラ

クール」
０．１％１ｇ 東光薬品工業 11.30

デキサメタゾンプロピオン酸エス

テルクリーム

デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム０．１％

「ラクール」
０．１％１ｇ 東光薬品工業 11.30

商　品　名

商　品　名

ドパミン塩酸塩キット

ナファモスタットメシル酸塩注

射用

プロチレリン酒石酸塩水和物

注射液

マルトース水和物注射液

アダパレンゲル

カルテオロール塩酸塩液

（１）

クロモグリク酸ナトリウム液

ケトチフェンフマル酸塩液

ジクロフェナクナトリウムキット

ダルベポエチン　アルファ（遺

伝子組換え）キット（４）

チモロールマレイン酸塩液

（１）

(7)



一　般　名 規格単位 会社名 薬価(円)

(局) テルビナフィン塩酸塩外用液１％「ＭＹＫ」 １％１ｇ 前田薬品工業 14.00

(局) テルビナフィン塩酸塩外用液１％「イワキ」 １％１ｇ 岩城製薬 14.00

テルビナフィン塩酸塩クリーム (局) テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「イワキ」 １％１ｇ 岩城製薬 14.00

トラボプロスト・チモロールマレイ

ン酸塩液
トラチモ配合点眼液「ニットー」 １ｍＬ 東亜薬品 574.60

ビホナゾールクリーム ビホナゾールクリーム１％「イワキ」 １％１ｇ 岩城製薬 10.20

ビホナゾール液 ビホナゾール外用液１％「イワキ」 １％１ｍＬ 岩城製薬 10.20

プラノプロフェン点眼液０．１％「日点」 ０．１％１ｍＬ 日本点眼薬研究所 25.60

プラノプロフェン点眼液０．１％「ニットー」 ０．１％１ｍＬ 日東メディック 19.70

フルオロメトロン点眼液０．０２％「ニットー」 ０．０２％１ｍＬ 日東メディック 17.60

フルオロメトロン点眼液０．１％「ニットー」 ０．１％１ｍＬ 日東メディック 19.80

フルチカゾンフランカルボン酸エ

ステル液
アラミスト点鼻液２７．５μｇ１２０噴霧用 ５ｍｇ１０ｇ１キット

グラクソ・スミスクライ

ン
3,958.10

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「三和」２８噴霧用 2.04mg4mL1瓶 三和化学研究所 417.50

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「三和」５６噴霧用 4.08mg8mL1瓶 三和化学研究所 769.20

ベタメタゾン酪酸エステルプロピ

オン酸エステル軟膏

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」
０．０５％１ｇ 前田薬品工業 12.50

ベタメタゾン酪酸エステルプロピ

オン酸エステルクリーム

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム

０．０５％「ＭＹＫ」
０．０５％１ｇ 前田薬品工業 12.50

ベタメタゾン酪酸エステルプロピ

オン酸エステル液

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」
０．０５％１ｇ 前田薬品工業 12.50

モメタゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６噴霧用 5mg10g1瓶 キョーリンリメディオ 746.10

モメタゾン点鼻液５０μｇ「杏林」１１２噴霧用 9mg18g1瓶 キョーリンリメディオ 1,492.20

モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＭＹＬ」５６噴霧用 3.5mg7g1瓶 東興薬品工業 746.10

モメタゾン点鼻液５０μｇ「ＭＹＬ」１１２噴霧用 6.5mg13g1瓶 東興薬品工業 1,492.20

モメタゾンフランカルボン酸エス

テル軟膏

モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏０．１％「Ｍ

ＹＫ」
０．１％１ｇ 前田薬品工業 15.70

モメタゾンフランカルボン酸エス

テルクリーム

モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム０．１％

「ＭＹＫ」
０．１％１ｇ 前田薬品工業 15.70

モメタゾンフランカルボン酸エス

テル液

モメタゾンフランカルボン酸エステルローション０．１％

「ＭＹＫ」
０．１％１ｇ 前田薬品工業 15.70

酸化亜鉛 (局) 酸化亜鉛「ファイザー」原末 １０ｇ マイラン製薬 23.20

商　品　名

プラノプロフェン液

フルオロメトロン液

フルチカゾンプロピオン酸エステ

ル液（１）

モメタゾンフランカルボン酸エス

テル水和物液

テルビナフィン塩酸塩液

(8)


